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要旨 
 
  
人口の減少や少子高齢化によって、現在の日本では、労働力人口不足が危険視されてい

る。そして、その動きに伴い、経済成長力の低下も心配されている。そのような状況にお

いて、女性が出産をした後でも、働き続けることができる環境が、求められている。では、

その環境とは、具体的にはどのような環境を指すのだろうか。 
私たちは、保育サービス、特に学童保育サービスの充実が、その環境形成の要因になり、

女性就業促進を支援するのではないかと考え、学童保育と女性就業の関連性を考えてみる

ことにした。学童保育とは、「仕事や傷病などの理由により、昼間、保護者が家庭にいない

小学生の児童を、放課後や長期休業日など必要時に、保護者に代わって、適切な施設で保

育すること。」を指す。つまり、この学童保育を利用することにより、小学生の子供を持つ

親でも安心して働くことができるのである。そして、この学童保育と女性就業の関連性を

調べた結果、学童保育の設置率が上昇すれば、女性就業は促進される傾向があるというこ

とがわかった。 
しかし、同時に、この学童保育には、いくつかの問題点も存在することがわかった。例

えば、学童保育を利用したいにもかかわらず、施設に空きがないために利用できない待機

児童問題である。また、施設を利用できたとしても、施設が狭く、十分なスペースが与え

られていないというようなケースも多く存在する。他にも、学童保育の運営に携わる指導

員の雇用状況は、大変不安定であるという問題点もある。賃金の面に関してもなかなか上

昇せず、低い水準にとどまっており、学童保育指導員を取り巻く環境は、非常に厳しい面

がある。 
学童保育を拡充させていくことは、女性就業を促進する上で大きな役割を果たすという

ことは間違いない。しかし、また多くの問題点も抱えているのも事実である。したがって、

今後、政府・地方公共団体に対しては、これらの問題点を上手く解消の方向へ導きつつ、

学童保育を拡充させていくことが求められる。 
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１、 序論 
 
現在の日本では、人口減少・少子高齢化によって、労働力人口不足が危惧されており、

それに伴い、経済成長力の低下も心配されている。また、そのような状況の中で、出産

をした女性が 1 度仕事をやめてしまい、30 代女性の労働力率が低くなっており、労働力

人口不足に拍車をかけているという問題がある。このような状態を解消するために、女

性が出産した後でも、働きながら子育てができるという環境を形成するということは、

非常に重要であると考えられる。 
そこで、私たちは、保育サービスが充実すれば、出産後も女性が働きやすくなるので

はと考えた。保育サービスには、多くの内容があるが、本稿では特に、小学生の子供を

持つ親を対象にした、学童保育サービスに注目していく。具体的には、「学童保育が充実

すれば女性就業は促進されるのか」という仮説を立て、その仮説を検証していくことに

する。そして、そこから得た結論を元に、今後、政府や地方公共団体がどのような施策

を講じるべきであるのかについて考えていきたい。 
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２、本論 
ここでは、女性就業・学童保育についての現状を把握すると共に、「学童保育が充実すれ

ば女性就業は促進されるのか」という仮説について検証を行っていく。 

第１節 学童保育・女性就業を考える背景  
２０１３年７月２１日に投開票が行われた参議院選挙で、安倍総理ほか自民党は、２０

２０年までに、指導的地位の女性の割合３０％以上を達成するという公約を掲げ、大勝し

た。この公約は、前年度末の衆議院選挙の際に自民党の公約に盛り込まれていた「女性の

活躍」を発展させたもので、安倍政権による成長戦略の中核を成すものとして、現在注目

されている。 
人口減少・超高齢社会に突入した我が国が、経済活力や社会保障制度を維持していくう

えで、女性が指導的な地位で活躍できる社会をつくることには、大きな意味がある。また、

日本は、諸外国に比べて女性の指導者が極めて少なく、女性の活躍支援は、海外からも要

請されていた事案であり、女性の活躍支援が公約として、取り上げられることは、評価で

きる。だが、具体的に問題を解決することはできるのだろうか。 
女性の指導者を育てるためには、女性が継続的に就業可能な環境が必要である。しかし

実際は、出産後も問題が次々と立ちはだかる。産休ののち育児休業までとっても、子供を

保育所に入れなければ、女性の職場復帰は困難である。保育所だけでなく、小学校に上が

ってからの子供の学童保育先を見つけられず、キャリアアップを諦める母親は大勢いる。

（これによって、M 字カーブと呼ばれる現象が見られるが、そのことについては、第 2 節

で触れる。） 
そして、子供を預ける保育所を確保できないながら、女性が働き続けなければ、生活が

困難な家庭が発生し、待機児童という新たな問題を生む温床となっている。 
子供に負担をかけずに女性がキャリアを積むには、体系的に整った保育サービスの提供

が、必要なのである。これが実現すれば、キャリアを積むに十分な時間を、女性は得るこ

とができ、指導的地位につく女性の増加が見込めるであろう。 
保育所とともに、女性が継続就業するうえで、手助けとなり得るこの学童保育であるが、

保育所と同様、不足している。今回、前述の公約について、指導的地位で活躍する女性を

増やすために、「待機児童解消加速化プラン」、「３年育休の推進」、「子育て後の再就職・起

業支援」という新たな３つの手法が示されているが、政策に関して、３歳以上の子供のい

る労働者への両立支援の議論は、十分になされておらず、仕事と育児の両立支援制度の対

象を、小学生以上の親にも広げていくことの議論に不足があるとの報告もある。つまり、

これらの政策が、学童保育を対象としているかどうかは定かではないのである。 
待機児童問題の顕在化とともに、学童保育に対するニーズは年々増えており、国の早急

な対応が求められている。学童保育所や指導員数の具体的な数値については、第 2 節で説
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明するが、施設数こそ増えているものの、現実には整備が追い付いていないところばかり

である。故に、この問題を解決するためには、国や各地方自治体が一丸となって、学童保

育所の環境改善を図っていくことが必要なのである。 
また、学童保育制度には質的にも改善の必要がある。経済的に厳しい家庭のための保育

料減免制度が、国の制度として存在しないため、市町村で独自に補助している場合をのぞ

き減免してもらえないのである。ちなみに、これにより所得格差による学童保育所入所児

童数や、女性の就業状況への影響がうかがえるか確かめるため、本稿では回帰分析の際に、

県民所得を変数として用いる。さらに、男女間の所得格差については第 2 節で触れる。 
また、公設公営の学童保育は、委託先を含めても全体の 60パーセントにとどまっており、

民営の保育所に預ける父母はさらに負担が大きくなる。また、指導員の国家資格や全国的

なスタンダードが存在しないため、場所によってサービスに差が出たり、指導員そのもの

の雇用条件が悪化したりといった問題も発生している。就労環境の悪さから辞めていく職

員も多く、実に 7 割が、非正規雇用者であるということである。 
このように、学童保育は女性の就労に深く関連している。では、学童保育の充実は女性

の就業改善に直接的な影響力を持つのであろうか。 
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第 2 節 学童保育・女性就業の概要 

第 1 項 学童保育とは 
 学童保育とは、仕事や傷病などの理由により昼間保護者が家庭にいない小学生の児童を

放課後や長期休養日など必要時に、保護者に代わって適切な施設で保護することである。  
 学童保育は 1940 年代後半の民間保育園から始まり、当初は乳幼児だけで保育園がいっぱ

いになり学童保育はほとんど行われていなかった。その後、核家族化の進行、共働き家庭

の増加に伴い、学童保育を必要とする家庭が増えるにつれて学童保育所も増えていった。 
 また 1998 年 4 月には法制化され、児童福祉法に放課後児童健全育成事業という名称で明

記された。児童福祉法第 6 条には、「保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就

学しているおおむね 10 歳未満の児童に対して、政令で定める基準に従い、授業の終了後に

児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの」とあ

る。このような法的根拠を学童保育に持たせることで、国・地方公共団体に積極的な支援

を求めることが可能となる。 
 2013 年時点での、全国にある学童保育の数は、2013 年学童保育実施状況調査によると、

2 万 1635 か所である。また、次の図表 1，2 は学童保育の運営主体、開設場所について、

その数と割合、2007 年比（2007 年の同調査と比べて割合がどのように変化したか）を示し

たものである。 
図表 1 学童保育の運営主体 

運営主体 箇所数 割合 2007 年

比 
備考 

公立公営 8,366 40.2% -4.0% 市町村が運営している 
社会福祉議会 2,203 10.6% -0.7% 半数は行政からの委託（1208 か所） 
地域運営委員会  3,864 18.5% 1.7% 多くが行政からの委託（2428 か所） 
父母会・保護者

会 
1,404 6.7% -2.2% 行政からの委託が多い（850 か所） 

法人等 4,666 22.4% 6.0% 私立保育園（1144 か所） 
私立幼稚園（274 か所） 
保育園を除く社会福祉法人（964か所） 
保護者がつくる NPO 法人（1254 か

所） 
民間企業（323 か所） 
その他（707 か所） 

その他 340 1.6% -0.8%   
合計 21,635 100.0%     
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（出典：2013 年学童保育実施状況調査） 
 

図表 2 学童保育の開設場所 
開設場所 箇所数 割合 2007 年

比 
備考 

学校施設内 10,797 51.8% 4.20% 余裕教室活用（5344） 
学校施設内の独立専用施設（4532） 
校舎内の学童保育専用室（384） 
その他の学校施設を利用（537） 

児童館内 2,700 13.00% -2.80% 児童館・児童センターの専用室 
学童保育専用施設 1,622 7.80% 0.40% 学校外にある独立専用施設 
その他の公的施設 1,994 9.30% -1.50% 公民館(496) 

公立保育園内（173） 
幼稚園内（192） 
その他の公的な施設内（1083） 

法人等の施設 1,332 6.40% -0.30% 私立保育園や社会福祉法人の施設内 
民家・アパート 1,381 6.60% -0.70% 父母会等が借りたアパート・借家など 
その他 1,067 5.10% 0.70% 自治会集会所・寺社など 
合計 21,635 100.00%     
（出典：2013 年学童保育実施状況調査） 
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第 2 項 女性就業 
 平成 22 年の女性の労働力人口は 2,768 万人であり、下図表 3 は平成 22 年女性の年齢別

労働力率を表している。「20~24 歳」（72.7％）と「45～49 歳」（71.8％）を左右のピークと

し、「35～39 歳」を底とする M 字カーブを描いており、35～39 歳を境に女性の労働者は出

産・育児で離職・非労働化し、その後育児が終了するとともに再就職する女性が増えてい

くことがわかる。 
 

図表 3 平成 22 年女性の年齢別労働力率 

 

（出典：平成 22 年版 『働く女性の実情』） 
 
 また男女別の平均勤続年数で見ると、正社員・正職員であるかどうかにかかわらず、男

性に比べて女性の平均勤続年数は低く、出産・育児の影響、再就職後の非正規雇用やパー

トタイムの職が継続しないことが考えられる（下図表 4）。 
 現金給与額及び所定内給与額の男女間格差は、下図表 5 のように年々差は縮まっている

が、格差 0 には遠いと考えられる。（男女間格差の値が大きいほど格差が縮まることを表し

ている）。 
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図表 4 一般労働者の平均勤続年数の推移（企業規模 10 人以上） 

 
（出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」） 

 
 

図表 5 一般労働者のきまって支給する現金給与額及び所定内給与額の推移 

 
（出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」） 
注）男女間格差は、それぞれ男性の金額を 100.0 とした場合の女性の金額を次の式により

算出。所定内給与額の男女間格差＝女性の所定内給与額÷男性の所定内給与額×100 

第 3 節 回帰分析・結果 

正社員・正職員以外

女性 男性 女性 男性 女性 男性
平成17年 8.7 13.4 9.7 14.1 5.5 6
平成18年 8.8 13.5 9.8 14.2 5.5 6.1
平成19年 8.7 13.3 9.6 13.9 5.6 6.3
平成20年 8.6 13.1 9.5 13.7 5.7 7
平成21年 8.6 12.8 9.4 13.4 5.8 7.1

年
一般労働者　

正社員・正職員

女性 男性 女性 男性 男女間格差

（男性＝100.0） （男性＝100.0）

平成17年 239 372.1 222.5 337.8 65.9
18 238.6 372.7 222.6 337.7 65.9
19 241.7 372.4 225.2 336.7 66.9
20 243.1 369.3 226.1 333.7 67.8
21 243.2 354.6 228 326.8 69.8

平成17年 257.3 383.4 239.2 348.1 68.7
18 258.1 384.5 240.3 348.5 69
19 261.8 384 243.3 347.5 70
20 262.7 382 243.9 345.3 70.6
21 261.8 366 244.8 337.4 72.6

平成17年 180 244.2 168.4 221.3 76.1
18 175.9 247.6 165.4 222.8 74.2
19 178.8 250.3 168.8 224.3 75.3
20 181.8 249.1 170.5 224 76.1
21 181 242.7 172.1 222 77.5

71.4
73
74.6

71

67.1
68.2
68.8
71.5
73.7

67.1

所　定　内　給　与　額（千円）

正社員・正職員

正社員・正社員以外

一般労働者

64.2
64
64.9
65.8
68.6

区分

きまって支給する現金給与額（千円）
男女間格差
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これまでの内容において、学童保育と女性就業の間には関連があるのではないかという

ことを考えてきた。ここでは、学童保育の設置率に加え、所得についても合わせて考え、

女性就業との相関を探っていくことにする。具体的には、「学童保育が充実すれば女性就業

は促進されるのか」という仮説を立て、その仮説を検証するため、回帰分析を行っていく。

この回帰分析の結果において、正の相関が見られれば、学童保育の充実は女性就業を促進

するということが推定されることとなる。 
 分析の方法としては、被説明変数を女性の就業率（Y）とし、説明変数を学童保育の設置

率（X）、県民所得（Z）、2007、2010、2012 の年次ダミーとして重回帰分析を行っていく。

県民所得と年次ダミーは、学童保育以外の就業への影響をコントロールするために説明変

数に加える。県民所得に関しては、県民所得が増えれば、家計の所得が増え、女性就業が

抑制されると考えられるため変数として用いる。年次ダミーに関しては、年ごとのマクロ

的な経済状況の違い、また、被説明変数の年ごとの違いによる推定結果への影響をコント

ロールするために変数として用いる。使用したデータとしては、2005、2010 の女性労働力

人口比率（データ出所：総務省「就業構造基本調査」）。2007、2012 の女性有業率（データ

出所：総務省「労働力調査」）。2005、2007、2010、2012 の学童保育の設置率（データ出

所：全国学童保育連絡協議会「学童保育実施状況調査」）。2005、2007、2010、2012 の県

民所得（データ出所：内閣府「県民経済計算」）である。また、今回の分析においては、有

業率が2007年と2012年、労働力人口比率が2005年と2010年のデータしかなかったため、

両者を同じものとみなして分析を行うことにした。それぞれのデータにおいては、都道府

県別のデータを用いることにする。有業率と労働力人口比率の違いについては、14 ページ

における用語説明で解説することとする。 
推定結果は以下の通りである。 

2005：Y＝45.642＋0.021X＋0.001Z 
2007：Y＝45.756＋0.021X＋0.001Z 
2010：Y=44.380＋0.021X＋0.001Z 
2012：Y=44.587＋0.021X＋0.001Z である。（※それぞれ小数第四位で四捨五入） 
図表 6 

  係数 標準誤差 t  P-値 

切片 45.64199647 1.210032 37.71967 5.90185E-88 

学童保育の設置率(%) 0.021123468 0.011065 1.908997 0.05783584 

県民所得(千円) 0.000582564 0.000484 1.204154 0.230093728 

2007 年次ダミー(2007 年=1) 0.113947034 0.490684 0.232221 0.816627568 

2010 年次ダミー(2010 年=1) -1.261557852 0.570092 -2.2129 0.028147745 

2012 年次ダミー(2012 年=1) -1.054951929 0.625132 -1.68757 0.093207351 

回帰式を導出する際に使った分析結果が 11 ページの図表 6 である。この表を見ると、学

童保育の設置率に関しては、t 値＝1.908997、P 値＝0.05783584 ということで、学童保育



 
 

 12
                  

の設置率は女性の就業率に正で有意な影響を与えるということになる。しかし、県民所得

に関しては、t 値＝1.204154、P 値＝0.230093728 ということであまり信用に値しないとい

う結果が読み取れる。また、各年について、学童保育設置率と女性就業率の関係をグラフ

にしたものが下の４つの図表である。 
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図表7 学童保育設置率と女性就業率 
（２００５年） 

有業率(%) 

30

35

40

45

50

55

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

女
性
就
業
率
（
％
）

 

学童保育設置率（％） 
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よって、これまでに見てきた回帰式、グラフの結果から、女性就業率と学童保育の間に

は、正の相関があるということがわかる。また、女性就業率と県民所得の間には相関関係

がほとんどないということになる。つまり、女性就業率を上昇させるためには、学童保育

の設置率を上げるということは、非常に有用であるということになる。そして、これらの

ことより、「学童保育が充実すれば女性就業は促進されるのか」という仮説が、支持された

という結果になった。 
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図表9 学童保育設置率と女性就業率 
（２０１０年） 
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図表10 学童保育設置率と女性就業率 
（２０１２年） 
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・用語説明 
・労働力人口比率：15 歳以上の人口に占める「労働力人口（15 歳以上の人口のうち，「就

業者」と「完全失業者」を合わせたもの）」の割合。 
・有業率：15 歳人口に占める普段収入を得ることを目的として仕事をしている者。 
※今回の分析では、労働力人口比率と有業率の 2 つを就業率としている。 
・学童保育の設置率：学童保育設置数÷小学校数 
・県民所得：県民雇用者報酬（産業、政府機関、公共・社会サービスなどあらゆる生産活

動に従事する雇用者に対して、現金または現物で支払われた報酬の総額。） 
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第 4 節 学童保育の問題点 
 さて、これまでの内容において、学童保育というのは女性の就業に対して大きな影響を

与えているということがわかった。しかし、この学童保育に関しては、解決すべき多くの

問題点があるということも指摘されている。この節においては、その問題点について考え

ていきたい。 
以下の４つが代表的な問題点であるが、その性質は大きく２つに分けられる。第１項で述

べる待機児童問題は、学童保育施設や設備の不足により発生する問題であるのに対し、第

２項、第３項、そして第４項の問題は、現在ある保育施設の運営方法が市民のニーズに応

えきれていないことから発生する問題である。 
 
第 1 項 待機児童 
待機児童とは、保護者が仕事などによって子供の世話ができず保育に欠けるため、保育所

に入所申請をしているにもかかわらず、入所希望している保育所が満室である等の理由で

入所できない児童のことである。全国学童保育連絡協議会「学童保育実施状況調査」によ

ると、全国の待機児童数は、2012 年 10 月 1 日の時点で 46,127 人に上った。 
特に大都市部で待機児童が問題となっているが、一方、過疎地域では子供の減少により保

育所保育児童数に空きが出ている。 
  
第 2 項 開所時間の短さ 
保育園の延長保育が夜 8～9 時までであったのに対し、小学生を預かる多くの自治体の学童

保育は延長保育を実施していない（2010 年厚労省調べによると、夜 7 時以降学童保育を実

施している割合は全体の 3.8％）。職員の働き方を見直す必要があるとともに、仕事と子育

ての両立に関わる時間的問題の解決が急がれる。 
  
第 3 項 施設設備の問題 
 学校内施設や児童館、民家・アパートなどで学童保育は実施されており、設備上は十分

なものであるが、提供されるスペースに対する子供一人当たり 1.65 ㎡を基準とする学童定

員で考えると、施設内の広さは窮屈であり、大勢の児童が過ごす場所としては不適切であ

る。 
 
 第 4 項 職員の劣悪な雇用環境 
 学童保育指導員には公的な資格制度がないため、専門的な仕事に見合った資格制度の創

設が急務となっている。学童保育で働く指導員と呼ばれるスタッフの半数は年収 150 万未

満という劣悪な待遇であり、3 年間で半数が入れ替わっている。そのため、指導員の雇用を

増やすことができず、働いても勤務を継続していくことは困難である。 
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以上のように、学童保育には問題点が多く残されている。これらの問題が解決されるこ

とによって学童保育の状況もより良くなり、延いては、女性就業の状況も良い方向に向か

っていくのではないだろうか。国・地方公共団体等が連携して、学童保育を促進していく

ことが望まれる。 
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３、結論 
 ここでは、35～39 歳で 1 度出産・育児を理由に離職・非労働化する女性を、どのように

仕事と育児の両立ができる職場に復帰させるかに焦点を当てて政策を考えていく。本論の

回帰分析の結果から「学童保育の設置率が上昇すれば女性就業は促進されること」が検証

されたため、学童保育の設置率を上昇させるための政策を主に考える。また学童保育が充

実した際に、企業は女性にとって働きやすい職場を作るべきである。学童保育に関する政

策とは別に、女性支援の観点から企業が行うべき制度を考える。 
学童保育の設置率を上昇させる政策として、学童保育に補助金を支給するということを

挙げる。具体的な方法として、女性の就業率を 2％ポイント上昇させるためには学童保育の

設置率を何％ポイント上げ、補助金をいくら増やす必要があるかを考える。女性の有業率

は全国平均の最新データ（2012）では 48.2％（データ出所：総務省「労働力調査」）である。

また年度別の全国平均のデータを見ると、それぞれ女性の労働力人口比率は 47.8％（2005）、
47.0％（2010）（データ出所：総務省「就業構造基本調査」）、有業率は 48.8％（2007）、48.2％
（2012）（データ出所：総務省「労働力調査」）である。これらを時系列データとして見た

場合、2005 年から 2012 年までの増加率は 0.4％ポイントであることから、短期間で女性就

業率が大きく伸びることは期待できない。女性就業率を 2％ポイント上昇させることは、学

童保育の設置率が女性就業にどのような影響を与えるか具体的な値で検証するための実験

的な数値とする。 
回帰分析の結果より、女性就業と学童保育の関係式は 
 Y＝0.021X｛Y：女性の就業率（％），X：学童保育の設置率（％）｝…①である。 
① より、X=2 のとき Y≒95.2（95.23、、、）である。 
よって、女性就業を 2％ポイント上昇させるには、学童保育の設置率を 95.2％ポイント上

げる必要があり、就業率が 50.2％のとき設置率は 192.5％となる。 
 補助金の増加率を学童保育の設置率の倍率とすると、現在政府が学童保育に支給してい

る金額の 95.2％ポイントだけ増加した値が女性就業を 2％ポイント上昇させることに必要

な金額となる。2013 年度における学童保育数は 21,635、補助金額は 315 億 7,600 万円（デ

ータ出所：全国学童保育連絡協議会「学童保育に関する国の補助金」）である。これらを 1.952
倍した値はそれぞれ 42,231、約 616 億 3600 万円である。よって、女性就業を 2％ポイン

ト上昇させるには学童保育の支給額を約 311 億円上げ、学童保育数を約 21,000 ヶ所増やす

必要がある。しかし、女性就業を促進させることの費用対効果は、就業率を 2％ポイント上

げるために学童保育の支給額・設置数をともに現在の数値の約 2 倍増やさなければならな

いことから、非常に低いと考える。学童保育を増やすことは有効な政策であるとはいえな

いため、女性就業を促進させるための企業が講じるべき制度というのはより重要である。 
次に、女性にとって働きやすい職場とは何なのか。それは育児との両立ができる、パー

トや非正規雇用にはないやりがいや正社員として責任感を持てる仕事がある職場である。
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これらを踏まえて、企業は１つの方法として「4 時間正社員」制度を導入すべきであると考

えられる。 
「4 時間正社員」とは就業時間が 4～6 時間の短時間勤務制度で正社員として働くことが

出来る制度である。育児との両立を図る母親にとっては安定的な職であり、ある程度の権

限を任されるため責任が伴う。 
この制度の例として、「アースミュージック＆エコロジー」を基幹ブランドとして展開す

るクロスカンパニーを取り上げる。クロスカンパニーは創業時から全員正社員を掲げ、そ

の 95％が女性社員である。社員の平均年齢が 25 歳のため、これから結婚、出産、育児によ

って仕事を辞める社員は多い。そこで仕事を辞めずに済む制度として「4 時間正社員」が生

まれた。この制度の利点は短時間勤務でも生産性に問題がない点である。1 時間当たりの生

産性が高く、短時間勤務利用者は郊外型ショッピングセンターの店舗を中心に配置してい

るため保育園や幼稚園のママ友が集客され、顧客一人あたりの単価やリピート率が高く出

ている。 
このように企業が女性に対して新しい働き方を提示することにより、女性の就業支援が

促進されるのではないかと考えられるのである。 
これまで見てきたように女性の就業に関する状況に関しては、解決すべき多くの問題が

ある。この問題が解消の方向に進み、そして、女性就業がより促進されることを願い、本

稿の結びとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 19
                  

 

４、先行論文・参考文献・データ出典 

【先行論文】 
坂爪聡子（2008）「都道府県別にみる出生率と女性就業率に関するー考察」『京都女子大学

現代社会研究』第 10 号 p142-143 
荒木洋二・落合亜有子・川崎隼大・木谷郁美・黒栁真希（2012）「病児・病後児保育サービ

スの拡充～女性就業支援と少子化対策に向けて～」 

【参考文献】 
駒村康平・丸山桂・齋藤香里・永井攻治 （2012）『社会保障の基本と仕組みがよ～くわか

る本』（秀和システム） 
涌井良幸・涌井貞美（2010）『Excel で学ぶ統計解析』（ナツメ社） 

【データ出典】 

全国学童保育連絡協議会『学童保育実施状況調査』 
   http://www2s.biglobe.ne.jp/Gakudou/ 
厚生労働省『平成 22 年版「働く女性の実情」』 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/10.html 
厚生労働省『賃金構造基本統計調査』

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/detail/ 
総務省『就業構造基本調査』 

http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2007/pdf/youyaku.pdf 
http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2012/pdf/kyoyaku.pdf 

総務省『労働力調査』 
 http://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.htm 

内閣府『県民経済計算』 
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kenmin/files/contents/pdf/gaiyou1.

pdf 
全国学童保育連絡協議会『学童保育に関する国の補助金』 

http://www2s.biglobe.ne.jp/Gakudou/2013hojokinn.pdf  
 

http://www2s.biglobe.ne.jp/Gakudou/
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/10.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/detail/
http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2012/pdf/kyoyaku.pdf
http://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.htm

