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（H26.2 月末現在） 広島県保育士等 人材バンク （H24.7 開設）  求人中の保育所 求人と求職の マッチング数 か所数 求人数 226 か所 478 人 95 人 
 

【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

５５５５    子子子子どもをどもをどもをどもを生生生生みみみみ育育育育てやすいてやすいてやすいてやすい環境環境環境環境づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進についてについてについてについて 

（内閣府，厚生労働省，文部科学省，財務省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

１１１１    待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消にににに向向向向けたけたけたけた保育所運営費保育所運営費保育所運営費保育所運営費のののの見直見直見直見直しししし    

２２２２    待機待機待機待機児児児児童童童童解消解消解消解消にににに向向向向けたけたけたけた安定安定安定安定したしたしたした財源確保財源確保財源確保財源確保    

３３３３    少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破にににに向向向向けたけたけたけた結婚結婚結婚結婚からからからから子育子育子育子育てとてとてとてと，，，，働働働働くくくく女性女性女性女性へのへのへのへの支援支援支援支援をををを一体的一体的一体的一体的にににに推進推進推進推進    

    現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

１１１１    待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消にににに向向向向けたけたけたけた保育所運営費保育所運営費保育所運営費保育所運営費のののの見直見直見直見直しししし    

（（（（1111））））待機待機待機待機児童児童児童児童のののの状況状況状況状況    
本県の 25 年度の待機児童数は 4 月，10 月とも前年を上回り，その大半が低年齢児（0

～2歳児）である。これらの児童が保育所等において積極的に受け入れられる環境整備を

図る必要がある。 区   分 H24.4 月 H24.10 月 H25.4 月 H25.10 月 待機児童数 335 人 827 人 372 人 1,015 人  うち低年齢児(0～2 歳児) 267 人 (79.7％) 760 人 (91.9％) 303 人 (81.5％) 962 人 (94.8％) 
（（（（2222））））低年齢児低年齢児低年齢児低年齢児がががが受受受受けけけけ入入入入れられにくいれられにくいれられにくいれられにくい要因要因要因要因    

アアアア    保育士保育士保育士保育士のののの配置配置配置配置    

低年齢児の保育は多数の保育士

が必要であり，本県においても保育

士人材バンク事業等を実施してい

るが，確保が困難な状況にある。 

イイイイ    保育所運営保育所運営保育所運営保育所運営費費費費のののの算定方法算定方法算定方法算定方法    

保育所に対して支弁される保育所運営

費（人件費部分）は，入所児童数をもと

に算定されている。例えば，保育士の配

置基準によると 0歳児の場合は 3：1の保

育士が必要で，3人を保育する場合は，

保育士 1名に対し，乳児 3人分の費用が

支弁される。保育する乳児が 4人の場合

は，保育士 2人が必要と 

なるが，支弁される人件費は幼児 4人分

であり，保育士 1名当たりに換算した人

件費は十分ではない。 

 

２２２２    待機待機待機待機児童児童児童児童解消解消解消解消にににに向向向向けたけたけたけた安定安定安定安定したしたしたした財源確保財源確保財源確保財源確保    

(1)(1)(1)(1) 安心安心安心安心こどもこどもこどもこども基金基金基金基金のののの活用活用活用活用    

本県では，安心こども基金を活用し保育所等整備や環境整備に取り組んできたが，未

だ，待機児童等は解消されていない。 

区  分 内  容 

基金の造成額 182 億 7千万円 

基金事業の成果 

（H21～24 年度） 

・保育所等整備：整備 102 件，定員増 4,024 人 

・県民全体で子育てを応援するための環境整備 等 

(2) (2) (2) (2) 子子子子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて支援新制度支援新制度支援新制度支援新制度のののの導入導入導入導入    

基礎自治体を実施主体（国，都道府県は市町村を重層的に支える）とし，社会全体の費用負担

による，幼保一元化を含む新たな次世代育成支援のための包括的・一元的なシステムが平成 27

年度から導入される予定だが，制度運営に必要な財源が十分に確保できていない。 

 

支弁額 実費 支弁額 実費
事業費管理費人件費

0歳児3人保育（保育士1人必要） 0歳児4人保育（保育士2人必要）
0歳児1人受入れ 不足額運営経費
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前年度前年度前年度前年度のののの提案結果提案結果提案結果提案結果    

    

１１１１    安心安心安心安心こどもこどもこどもこども基金基金基金基金のののの期限延長及期限延長及期限延長及期限延長及びびびび追加交付追加交付追加交付追加交付 

 期限延長（Ｈ25年度末⇒Ｈ26年度末），追加交付 1,301 億円（国当初予算） 

２２２２    待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消にににに向向向向けたけたけたけた保育所運営費保育所運営費保育所運営費保育所運営費のののの見直見直見直見直しししし 

 ⇒見直しなし 

   

提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

１１１１    待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消にににに向向向向けたけたけたけた保育所運営費保育所運営費保育所運営費保育所運営費のののの見直見直見直見直しししし    

待機児童の主な要因である低年齢児については，３歳以上の幼児よりも多数の保育士を

配置する必要があることから，現行では「入所児童数」に応じた算定方法とされている保

育所運営費（人件費部分）について，新制度の保育所への給付費の算定に当たっては，            

「保育士等従事者数」に応じた算定方法に改正し，低年齢児を受け入れやすい環境整備を

図ること。 ※ 保育所運営費支弁額の算定方法 現行  提案内容 事業費 管理費 人件費 

保育所運営費支弁額（円）  ＝保育単価（公定価格）（円/人）      × 入所児童数（人）  

事業費 管理費 保育所運営費支弁額（円）  ＝保育単価（公定価格）（円/人） ×入所児童数（人） 人件費 保育所運営費支弁額（円）  ＝保育単価（公定価格）（円/人）  ×保育士等従事者数（人） 
                                                保育単価：児童の年齢，地区区分定員に応じた単価，他加算    

    

２２２２    待機待機待機待機児童児童児童児童解消解消解消解消にににに向向向向けたけたけたけた安定安定安定安定したしたしたした財源確保財源確保財源確保財源確保    

待機児童の解消に向けては，保育の「量的拡充」とともに，教育・保育の「質の改善」

が重要であり，職員配置基準や処遇の改善等，保育の質の改善に必要となる十分な財源を

確保すること。    

     また，新制度施行後においても，施設整備費については，改正後の児童福祉法に基づき，

別途交付金措置することとされている。今後とも，子育て支援ニーズの増大・多様化に計

画的に対応するため，市町において作成される整備計画を十分に勘案し，新制度の施行後

においても，施設整備費の安定した財源が確保できるようにすること。 
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現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

    

３３３３    少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破にににに向向向向けたけたけたけた結婚結婚結婚結婚からからからから子育子育子育子育てとてとてとてと，，，，働働働働くくくく女性女性女性女性へのへのへのへの支援支援支援支援をををを一体的一体的一体的一体的にににに推進推進推進推進    

(1(1(1(1))))    少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破についてについてについてについて    

本県においては，平成 18年以降，企業等との協働による子育て支援策の強化に取り

組み，全国より高い率で合計特殊出生率が改善してきたが，近年は横ばい傾向となって

いる。 

また，本県においても未婚化・晩婚化は急速に進行するとともに，これらの影響から

第１子出産年齢も上昇しており，これらへの対策を講じなければ，出生率の更なる改善

は見込めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   国においては「地域少子化対策強化交付金」が創設され，都道府県や市町村が取り組

む結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援に対して経費助成されることとなった。 

しかしながら，事業対象が他の自治体では実施されていない「先駆的事業」に限定さ

れるなど，施策の基盤となる住民への基礎的な情報提供・啓発事業や，都市部又は過疎・

農村部などの実情に応じた事業が実施しにくいものとなっている。地方においては，こ

れら基礎的・共通の事業が継続的に実施できる財源の確保が必要である。 

 

(2(2(2(2) ) ) ) 女性女性女性女性のののの活躍促進活躍促進活躍促進活躍促進についてについてについてについて    

  少子化の進行により，中長期的に労働力人口が減少しており，経済の活性化のために   

は，女性の潜在的労働力の活用が不可欠である。 

   しかしながら，広島県の年齢階層別労働力人口の状況をみると，25～44 歳の女性の労

働力率は年々底上げされているものの，依然として，グラフがＭ字カーブを描いている。 
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（％） 平成22年女平成17年女平成12年女平成22年男平成17年男平成12年男【【【【女性女性女性女性】】】】 【【【【ＭＭＭＭ字字字字カーブカーブカーブカーブ】】】】 ・・・・女性女性女性女性はははは結婚結婚結婚結婚・・・・出産出産出産出産をををを機機機機にににに離職離職離職離職 ・・・・25～～～～44歳歳歳歳のののの間間間間「「「「M字字字字」」」」をををを描描描描くくくく 
【【【【男性男性男性男性】】】】 広島県年齢階層別労働力人口広島県年齢階層別労働力人口広島県年齢階層別労働力人口広島県年齢階層別労働力人口のののの状況状況状況状況（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ12121212～Ｈ～Ｈ～Ｈ～Ｈ22222222））））    

広島県と全国の合計特殊出生率［資料：平成24年　厚生労働省「人口動態統計」］44,532 27,609 27,384 24,740 25,546 24,84628,85733,50137,36046,8431.91 1.54 1.42 1.36 1.26 1.411.84 1.541.551.341.411.481.631.832.052.07
1.391.762.13 1.75

15,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000
S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H24

（人）
1.001.201.401.601.802.002.20

出生数 広島県 全国

広島県 35～39歳人口に占める未婚者の割合 
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今後，企業訪問や実態調査などから明らかになった課題を踏まえ， 

� 企業風土の改善のための企業経営者への働きかけ 

� 県民の根強い固定的な性別役割分担意識の打破 

� 離職者のキャリアの再構築，再就職支援 

など，本県に特に必要な思い切った独自性のある取組を一定期間，集中的・戦略的に行

うための財源の確保が必要である。 

 

   国においては，「地域女性活躍加速化交付金」が創設されたが，交付金では活用でき 

  る範囲が限られるとともに，財源としても十分ではない。 

 

(3) (3) (3) (3) 結婚結婚結婚結婚からからからから子育子育子育子育てとてとてとてと，，，，働働働働くくくく女性女性女性女性へのへのへのへの支援支援支援支援をををを一体的一体的一体的一体的にににに推進推進推進推進    

国の少子化及び女性活躍の交付金を受け，本県では，結婚・妊娠・出産・子育ての支

援体制づくりと，それぞれのステージに応じた女性の活躍支援のためのエンジンとなる

推進組織を新たに立ち上げ，総合的な少子化対策に向けたパッケージとして強力に進め

ることとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

前年度前年度前年度前年度のののの提案結果提案結果提案結果提案結果    

３３３３    少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破にににに向向向向けたけたけたけた結婚結婚結婚結婚からからからから子育子育子育子育てとてとてとてと，，，，働働働働くくくく女性女性女性女性へのへのへのへの支援支援支援支援をををを一体的一体的一体的一体的にににに推進推進推進推進    

  「地域少子化対策強化交付金」（3,010百万円）及び「地域女性活躍加速化交付金」（125

百万円）の創設〔Ｈ25補正予算〕   

提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

３３３３    少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破にににに向向向向けたけたけたけた結婚結婚結婚結婚からからからから子育子育子育子育てとてとてとてと，，，，働働働働くくくく女性女性女性女性へのへのへのへの支援支援支援支援をををを一体的一体的一体的一体的にににに推推推推進進進進    

少子化対策の強化及び女性の活躍の加速化に向けて，地方が主体性を持ち，それぞれの

実情に応じた施策を展開するためには，自由度があり，且つ，安定した十分な財源の確保

策を講じることが必要である。 

また，少子化対策の推進のためには，女性の活躍促進は欠かせないものであり，これら

を一体的に取り組むことによる相乗効果が期待されることから，「地域少子化対策強化交

付金」及び「地域女性活躍加速化交付金」を統合及び拡充し，複数年を見据えた計画的な

事業実施のための財源確保を講じること。    

 

 


