
（１） 継続就業環境整備（育児休業制度、短時間勤務制度等が活用しやすいような

働き方や仕事の仕方の見直し等）

① 女性の約７割が第１子出産を機に離職

⇒約３割が両立環境が整わないことを理由に辞めている。

現 状 と 課 題 （データの整理等）

出産１年前に有職だった女性の出産６か月後の状況は、無職67.4%、有職

32.2%となっており、女性の約７割が第１子出産を機に離職している。

子どもの出生年別（「1985～89年」→「2000～04年」）で過去20年間

の第１子出産前後の妻の就業経歴の構成の推移をみると、育児休業を利用して

就業を継続した者の割合は増えている（5.1%→13.8%）ものの、育児休業を

利用しなかった人を含めた就業継続者全体の割合は約25%で変化がない。
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○「出産１年前には雇用者で現在は無職」かつ「就学前の子どもがいる女性」

が仕事を辞めた理由は、

・家事・育児に専念するため、自発的にやめた 52.0%

・出産、育児と関係ない理由でやめた 7.4%

・仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさでやめた 24.2%

・解雇された、退職勧奨された 5.6%

などとなっており、出産前後で仕事を辞める女性の約３割が両立環境が整わ

ないことを理由に辞めている。

点検・評価分科会における議論について（参考資料）

参考 １

◆厚生労働省「第１回２１世紀出生児縦断調査」（平成13年）

◆厚生労働省「第13回出生動向基本調査」（平成17年）

◆日本労働研究機構「育児や介護と仕事の両立に関する調査」（平成15年）



○「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさでやめた」と回答した

理由は、

・自分の体力がもたなそうだった(もたなかった) 52.8%

・育児休業をとれそうもなかった(とれなかった) 36.0%

・保育所の開所時間と勤務時間が合いそうにもなかった(合わなかった) 32.8%

・子どもの病気等で度々休まざるを得ないため 32.8%

などとなっている。

○「利用できれば仕事を続けられた支援・サービス」については、

・保育園・託児所（ゼロ歳児保育、延長保育、病児保育等を含む） 60.8%

・職場の育児休業制度（子どもが１歳を越えても保育園に入園するまで） 54.4%

・職場の理解 51.2%

・職場の看護休暇制度（子供が病気の時に仕事を休める制度） 50.4%

・夫の協力 46.4%

などとなっている。

○さらに、「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさでやめた」と

回答した者に、利用できれば仕事を続けられたとする条件が整った場合に、

就業を希望するかどうか聞いたところ、「仕事をしたい」とするものが

81.6%となっている。
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分科会での主な意見

・育休の取得だけでなく、就業継続できる環境を整備していくという視点が重要。
・行動計画の認定基準として、育児休業取得率は女性７割、男性１人という基準がある
が、実際は、産前産後休業を取る前に離職する人が多く、こうした基準が適切かと
いう議論もある。



② 特に中小企業において育児休業制度等の利用は立ち遅れている
⇒中小企業では、育児休業取得者の業務をカバーすることが難しいことなどから、
両立支援制度の利用が進んでいない。
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育児休業制度を就業規則に規定している企業の割合は、平成17年度で61.6％

（事業所規模500人以上 99.9%、100～499人 95.5%、３０～99人83.7%、

5～29人 56.5%）であり、子が３歳に達するまでの勤務時間短縮等の措置の

措置状況（実施している事業所の割合）をみると、

○全体（勤務時間短縮等の措置を実施している） 41.6%

○内訳 ・短時間勤務制度 31.4%

・フレックスタイム制度 5.8%

・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 18.5%

・所定外労働の免除 23.2%

・事業所内託児施設 1.0%

・育児に要する費用の援助措置 1.7%

となっている。

※子ども・子育て応援プランにおいては、育児休業制度を就業規則に規定

している企業の割合の目標（平成21年度）を100%としている。

◆厚生労働省「女性雇用管理基本調査」

◆内閣府「企業における子育て支援とその導入効果に関する研究」（平成１８年）

両立支援策の利用促進上の問題点を企業に聞いたところ、

・代替要員の確保が難しい 46.7%

・社会通念上、男性が育児参加しにくい 45.4%

・日常的に労働時間が長い部門・事業所がある 33.3%

・職場で周りの人の業務量が増える 30.9%

となっており、代替要員の確保や職場優先の働き方に起因したものが多くなっ

ている。

分科会での主な意見

・職場の意識については、いずれ自分が利用する、お互い様と思えるような雰囲気を
つくることが必要。
・民間が取り組んでいることの知恵を集めることも重要。
・ワーク・ライフ・バランスを広めるためには個別企業の最適ミックスをきめ細やかに
コンサルティングする役割が重要。
・イギリスの表彰制度のように民間が主導する仕組みを導入すべき。



③ 男性が育児に主体的に参加できていない
⇒職場優先の働き方、キャリアや業務知識への影響などから、育児休業が取りにくい。

育児休業を取得しなかった理由を雇用者男性に聞いたところ、

・仕事の都合がつかなかった（仕事が中断できない、職場で理解が得られない等）

48.6%

・父親の給料が入らないと経済的に困るから 46.8%

・父親が休む必要がなかった（妻が育休取得、保育園に入れた等） 45.8%

などとなっている。

女性の育児休業取得率が着実に向上する
（平成11年 56.4% →平成17年 72.3%）

一方で、男性の取得率は低い水準にとどまっている
（平成11年 0.42% →平成17年 0.50%）

※子ども・子育て応援プランの「目指すべき社会」（概ね10年後を展望）に
おいては、男性 10%、女性 80% とされている。
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◆厚生労働省「女性雇用管理基本調査」

◆日本労働研究機構「育児や介護と仕事の両立に関する調査」（平成15年）

分科会での主な意見

・現行の育児休業給付制度は、給付に上限があり、（一般的に所得の低い）妻が取得する
方が得となっている。例えば、父親だけが取得できる育児休暇である「パパクォーター
制度」を導入し、その間の所得保障を８割を引き上げるといったことも考えられる。
・キャリアロスへの対応は、業種別や従業員の規模別に対応の仕方が違うのではないか。
・キャリアロスへの対応は、業務を標準化し、時間当たりの生産性を把握することで評
価しやすい形にすること、業務知識ロスへの対応は、育休中の職場のコミュニケー
ション、育休の分割取得などが考えられる。



④ 継続就業希望に応じた保育環境の整備が整っていない面がある

⇒地域の保育サービスの状況が継続就業の見通しにも影響

◆内閣府ホームページの意見募集において寄せられた意見

・育児休業中だが、保育所への年度途中の入所が難しいため、育児休業を途中

で切り上げるか、職場復帰をあきらめざるを得ない。

・延長保育を利用しても、保育の終了時間が早いため、迎えに行けない。

・病児保育を利用する場合、保育の開始時間が遅いため、会社の始業時間に

間に合わない。
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分科会での主な意見

・育児休業取得率100％の企業が80％の企業よりも優れているとは思わない。80％で
もよいのは、地域の子育てサポートが十分受けられることによるかもしれない。そう
した点はきめ細かく見ていく必要がある。
・０－１歳児は家庭内保育で、その後は保育所に預けるというスウェーデン型が望まし
いと思う。０－１歳児はなるべく親と一緒に居た方がよいし、育児コストもかかる。



◎ ワークライフバランスを支える環境整備が不十分

⇒両立支援のみならず、ワークライフバランスを支える環境が継続就業の見通し

などにも影響

近年、出生率が高い水準で推移しているフランス、スウェーデンと日本のワー
クライフバランスを支える環境を比較すると、次のとおり。
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ア 継続就業が実現できているかどうかの一つの指標として、30代女性の労働

力率をみると、日本61.6%に対して、フランス79.5%、スウェーデン

84.5%と高くなっている。

イ ワークライフバランス関連指標として、週実労働時間（括弧内は、50時間

以上の労働者割合）をみると、日本43.1時間（28.1%）、フランス

37.18時間（ 5.7%）、スウェーデン37.5時間（ 1.9%）となっている。

また、夫の帰宅時間をみると、

・日本 19時頃以前に帰宅と答えた者の割合（東京 22.6%）

・フランス 〃 （パリ 50.4% リヨン61.9%）

・スウェーデン 平均・最頻帰宅時刻→17時頃

となっている。

ウ 夫婦間の家事育児分担関連指標として、６歳未満児の父の１日当たり家事

育児時間（うち育児時間）をみると、日本の48分（25分）に対して、

フランスは2時間30分（40分）、スウェーデンは3時間21分（1時間 7

分）となっている。

※子ども・子育て応援プランにおいては、長時間にわたる時間外労働を
行っている者の１割以上減少を平成21年度の目標として掲げており、
週労働時間60時間以上の雇用者の割合は、平成16年度の12.2%から
17年度の11.7%へと減少している。

分科会での主な意見

・キャリアロスという言葉を使うと、育休をとっていること自体がロスみたいに思われる
が、その間は人生において意義のある活動をしているという認識が必要。
・仕事の方法を変えて労働時間を短くできるものと、消費者ニーズに応える必要から土日
に仕事をせざるをえないものがある。後者については、（夜間保育や休日保育などの）
受け皿を用意する必要がある。



（２） 保育環境の整備

① 保育所待機児童の状況

⇒待機児童が都市部に偏在。また、保育所整備により潜在需要が掘り起こされる

ため、抜本的な待機児童解消に至っていない。

ア 保育所の受入児童数の拡大については、子ども・子育て応援プランにおいて

平成21年度の目標値を215万人とし、16年度の実績205万人に対して17

年度実績208万人と、着実な整備が進められ、待機児童数は平成16～18年の

３年連続で減少しているが、待機児童数は平成18年4月1日現在で19,794人

となっている。

イ 待機児童の分布をみると、待機児童が多い地域の固定化（待機児童50人以

上の特定市町村（81市町村）で待機児童数の約70%を占める）、低年齢児

（0～2歳）の待機児童数が全体の70%を占める、同一市町村で待機児童が

偏在しているといった特徴がみられる。

ウ 保育所の定員と待機児童数の変化をみると、例えば、全国最大規模の都市で

ある横浜市では、平成14年から18年にかけて、保育所の定員が8,869人増加

したのに対して、待機児童数は787人の減少にとどまっており、保育所整備

により潜在需要が掘り起こされるため、定員増に対する待機児童数の減少割合

はそれほど大きくなっていない状況がうかがえる。

エ 待機児童解消が進まない背景としては、次のようなことがあげられる。

・用地確保が困難（特に待機児童が多い都市部）

・低年齢児(０～２歳児)の受入定員の不足(３歳未満児の保育所入所割合が
低い地域において、最近の保育需要に整備が追いついていない）

・地域内における待機児童の偏在

・保育所整備により保育の潜在需要が喚起される

・将来の保育需要が不明確（子どもの数の減少）

・市町村の財政的な制約
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分科会での主な意見

・０－１歳児は家庭内保育で、その後は保育所に預けるというスウェーデン型が望まし
いと思う。０－１歳児はなるべく親と一緒に居た方がよいし、育児コストもかかる。
・公設民営保育園の導入において、民間では人材確保が難しいことから、社会福祉事業
団に委託しているケースがある。



（２） 保育環境の整備

② 多様な保育サービスの実施状況

多様な保育ニーズに対応する延長保育、休日保育、夜間保育、病児・病後児保育

（乳幼児健康支援一時預かり事業）の実施状況をみると、次のようになっており、

内閣府ＨＰにも上記（１）⑤でみたような意見が寄せられている。

16年実績 17年実績 目標値（21年度）

・延長 12,954か所 13,083か所 16,200か所

・休日 607か所 681か所 2,200か所

・夜間 64か所 66か所 140か所

・病児・病後児 496か所 598か所 1,500か所
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分科会での主な意見

・利用者のニーズを踏まえ、病児保育の受け入れ人数を弾力化。

・病児保育は、行政で責任が負いきれないため、NPOに担ってもらっている。

・病児保育は非常に労力がかかるが、安易に量を求めて規制を緩め、質を落とすべき

ではない。



③ 放課後児童対策

⇒保育環境の整備と比べ、実施数やサービス内容が不十分。

ア 子ども・子育て応援プランにおいては、平成21年度の目標として、放課後

児童クラブを17,500か所（全国小学校区の約４分の３で実施）整備するとし、

17年度実績で15,857か所整備しているが、19年度予算において、「放課後

子どもプラン」を創設し、原則としてすべての小学校区（20,000か所）での

実施を目指すこととしている。

イ 放課後児童クラブの人数規模別実施状況をみると、

36～70人のクラブが6,944か所で全体の約44%を占めているが、

70人以上のクラブも2,170か所で14%を占めており、

内閣府ＨＰには、クラブの大規模化（許容人数を超えている）を問題とする

意見が寄せられている。

ウ 放課後児童クラブの終了時間の状況をみると、

17:00までが 1,838か所（12%）

17:01～18:00までが 8,760か所（55%）

18:01～19:00までが 4,882か所（31%）などとなっており、

内閣府ＨＰには、子どもが保育所から小学校に上がる際に生じるいわゆる

「小学生１年生問題」を解決するため、預かり時間の延長を求める意見が寄せら

れている。

エ 放課後児童クラブの登録児童の学年別の状況をみると、小学校１～３年生で

全体の約９割を占めており、４年生以上は約１割となっているが、

内閣府ＨＰには、昨今の児童に対する犯罪事件が多発していることを背景に、

小学校高学年でも安心して過ごせる居場所が必要との理由から、放課後児童クラ

ブにおける受入れを求める意見が寄せられている。
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分科会での主な意見

・放課後児童クラブの運営費の基準額が少なく、実態にあっていない。
・放課後対策については、さらに夜間までというニーズが出ており、企業では夜間対応
するところも出てきているが、行政でどこまで支援するかという問題がある。
・放課後児童クラブについて、大規模化を防止するため、補助要件を70人以下としたが、
大規模でもうまく運営しているところもあり、現場が混乱しないようにしてほしい。



（３） 育児不安の解消

（専業主婦や休業取得者などすべての家族を支える子育て支援）

① 在宅育児に対する支援策の課題
⇒４歳以上はほとんどが保育所又は幼稚園に入所している（約95%）一方で、
０～２歳児の約８割は在宅で子育てされており、家庭内の子育ては、地域社会

との接点がないと、核家族化が進む中で孤立化。

⇒地域から見えない孤立した家庭の把握が課題。

⇒子育て家庭と地域社会をつなぎ、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、

個々の家庭状況に応じた適切なサービス提供を行う体制づくりが課題。

ア 子ども・子育て応援プランにおいては、地域における子育て支援拠点の

整備として、つどいの広場事業、地域子育て支援センター事業とあわせて

平成21年度6,000か所の目標を設定し、概ね10年後を展望した目指すべき

社会の姿としては、中学校区（全国約１万）に１か所以上整備としているが、

平成17年度実績では両者あわせて約3,600か所となっている。

イ 19年度予算においては、地域における子育て支援の拠点となるつどいの

ひろば事業及び地域子育て支援センター事業について、児童館の活用も図り、

新たに「地域子育て支援拠点事業」（「ひろば型」、「センター型」、「児

童館型」）として再編し、それぞれの機能を活かしながら、地域子育て支援

拠点の拡充（「子ども・子育て応援プラン」の平成21年度目標値6,000

か所の前倒し実施）を図ることとしている。

ウ 19年度から、生後４か月までの全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)

を開始し、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、支援が必要な

家庭に対し適切なサービス提供につなげることとされている。

エ 内閣府ＨＰには、地域の子育て支援拠点に関する情報を国民に対してわか

りやすく提供することや地域の子育て支援拠点における指導員等の人材育成

や質の確保を求める意見が寄せられている。
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分科会での主な意見

・地域子育て支援センターの運営に当たってNPOと連携。
・子育て支援は、地域市民、NPO、行政の協働が不可欠。
・専業主婦でも気軽に利用できる子育て支援拠点が必要。
・学生が子どもとふれあう機会を増やすことが重要。
・子育ては大変であり、例えば、誰に支えられて子育てをしているのかといったことも
アンケート調査で把握してほしい。



② 産科医療システム、小児医療システム

⇒産科医の減少、分娩施設の減少、地域偏在があり、安心して妊娠・出産できる

環境整備の点で課題がある。

ア 子ども・子育て応援プランにおいては、母胎が危険な妊産婦や低出産体重児に

適切な医療を提供するため、一般の産科病院等と高次の医療機関との連携体制を

確保する周産期医療ネットワークについて、平成19年度までに全都道府県に

整備することを目標としているが、17年度までに整備済みなのは38都道府県と

なっている。

イ 子ども・子育て応援プランにおいては、子どもの病気の緊急時に、夜間、休日

でも適切な小児救急医療を提供するため、すべての小児救急医療圏をカバーする

体制を平成21年度までに整備することを目標としているが、平成18年9月1日

時点で整備済みなのは246地区（全国396地区の62%）となっている。

ウ 産科については、産科医の減少（平成10年の1.12万人→16年の1.06万人）、

分娩施設の減少（平成11年の3,697施設→17年の2,933施設）、地域偏在と

いった状況があり、勤務医の厳しい勤務環境（緊急手術等の突発的対応）、訴訟

リスクの高まりに対する懸念といった課題がある。

小児科については、小児科医は増加している（H10の1.40万人→H16の

1.47万人）ものの、病院勤務医の繁忙感の深刻化（小児科勤務医H14→H16で

0.4%減少）、地域偏在といった状況があり、病院（勤務医）への夜間・休日患

者の集中、親の専門医志向、核家族化による育児不安等からくる軽症での受診増

といった課題がある。

また、産科・小児科に共通する状況として、女性医師の割合の増加があること

から、女性医師自身の結婚・出産に際して継続就業を可能とする環境整備が課題

となっている。

11

分科会での主な意見

・医療の集約化といわれているが、そもそも医者の少ない地域では集約化できない。
・大分県では、研修医に様々な診療科を経験してもらうための給付金制度を創設。
・女性医師の支援としては、ワークシェアリング、復帰前のサポートなど。
・子どものためにという視点に立てば、量を求めて安易に規制を緩め、質を落とすこと
があってはならない。

・医療の確保については、やはり僻地が深刻な問題。研修医の中には、仕事と生活の
サポートがあれば、僻地に勤務してもよいという者もいるので、そういった環境整備
を図ることが必要。


