
○ 日本が将来にわたり，さらなる活力と競争力を創出していくためには，一人ひとりが持ってい
る能力を最大限に開花させるとともに，未来を担う子供たちが次なる時代を切り拓く資質・能
力を身につける環境を創り出していかなければならない。

○ 特に，幼児期の教育は，生涯にわたる人格形成や，小学校以降の教育の基盤を培う大変
重要なものであるため，『安心して預けられる受け皿の確保』『乳幼児期の教育・保育の質の
向上』を図る必要がある。

○ 更に，人的投資の中でも，就学前教育や初等教育などライフサイクルの早い時期における
教育投資ほど効果が大きいという研究がある。

○ こうした中，本県では，乳幼児期から大学・社会人までを見据え，「生涯にわたって主体的
に学び続け，多様な人々と協働して新たな価値を創造することのできる人材」を育成すべき
人材として掲げ，一貫した取組を推進している。

○ また，全ての子供たちが家庭の経済的事情にかかわらず，その能力と可能性を最大限高
めることができるよう，学びのセーフティネットの構築や，確かな学力等を身に付けるための
生活基盤づくりを地域社会で支える仕組みの整備などの推進により，貧困の世代間連鎖を
断ち切ることが必要である。

○ こうした認識に立ち，国においては，地方と連携して，人づくりに係る施策を力強く推し進め
ていただきたい。

広島県の「人づくり」

２ 地方創生の推進
（1） 人づくり革命の推進
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妊娠・出産から子育て期
まで，一貫した見守り体制
の構築

これからの社会で活躍するために
必要な資質・能力の育成を目指した
教育を推進（広島叡智学園の設置）

広島県の施策体系

妊娠期 乳幼児教育期

乳幼児期の教育・保育及び家庭
教育の充実の取組を推進

初等中等教育期
高等教育
・社会人

●ひろしま版ネウボラ ●「学びの変革」の推進
●「遊び学び育つ
ひろしまっ子！」推進プラン

推進プランに基づいた家庭教育や
教育・保育施設への支援を展開
する拠点を設置（H30．４新設）

●乳幼児教育支援センター

・県立大学にＭＢＡ設置
・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ養成塾
・プロフェッショナル人材

●高度で多様な産業
人材育成

自ら学ぶ意欲や力を育む教育の実
施，家庭の教育環境の改善，学力に
課題のある児童生徒へのきめの細か
い指導など（学びのセーフティネット）

●確かな学力等を育む

乳幼児期から社会人まで一貫した人材育成

人への投資

に係る収益率

高い

年 齢

人への投資の効果

低年齢期での

投資効果が大きい

貧
困
の
世
代
間
連
鎖
防
止
対
策

安心して確かな学力等を身に付けら
れる成育環境の整備

●確かな学力等を身に付けるため
の生活基盤づくり

２ 地方創生の推進
（１） 人づくり革命の推進
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１ ひろしま版ネウボラの推進

（１） 子育て世代包括支援センターの機能拡充
身近な地域に十分な保健師等の専門職を配置することで，全ての子育て家庭と深く関わりを
持ち，家庭全体を手厚く支援するため，子育て世代包括支援センターの設置・運営に係る財政
支援の更なる拡充を図ること。（専門職員の配置→50人に１人の割合で配置）

（２） 人材育成カリキュラムの作成
母子保健のみならず養育支援，子育て支援等の内容を含めた人材育成カリキュラムを国レベ
ルで作成すること。

２ 幼児教育・初等中等教育に係る質的向上と量的拡大

（１） 保育士・幼稚園教員の確保
・ 保育士及び幼稚園教員の安定的な確保のため，まずは，平均給与が女性の全産業平均
レベル※になるよう更なる処遇改善を実施すること。
※保育士の95％が女性であることに鑑み，まずは全産業の女性労働者との賃金差を解消すべき

・ 幼児教育の質を向上させるため国の責任で，私学助成の対象となる幼稚園に対しても，
保育所等における処遇改善と整合を図るスキームを構築すること。

（２） 幼児教育・保育の質的向上に向けた支援
多様化・複雑化する現代の保育ニーズに対応するため，保育士等の専門性を高めるキャリア
アップ研修について全国的に統一した質の確保を図るとともに，独自カリキュラムの作成など質
の向上につながる取組に対して必要な支援の充実を図ること。

国への提案事項

２ 地方創生の推進
（１） 人づくり革命の推進
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（３） 児童・生徒と向き合う時間の確保
児童生徒が必要な学力を身に付けるためには，充実した指導を行える時間を確保することが
必要であることから，教職員定数の拡充や教職員をサポートする職員の配置等を充実すること。

３ 学びのセーフティネットの構築

家庭の経済状況や児童生徒の学力等に応じた適切な支援を切れ目なく行うためには，小学校低
学年からの学習のつまづきを把握するための学力調査など，学校における学習環境整備とともに，
家庭の教育環境の改善，地域の教育環境等の整備に対する支援の拡充も併せて検討すること。

４ 幼児教育・保育の無償化に係る財源確保

幼児教育・保育の無償化の実施に当たっては，地方自治体に実質的な負担を新たに生じさせる
ことなく，国の責任において着実に推進すること。

５ 人づくりに係る税財源の充実

保育サービスの充実や貧困の世代間連鎖を防止するための対策など，地方が地域の実情に沿っ
たきめ細かな人づくり施策に取り組めるよう，必要な経費を地方財政計画に計上するとともに，交付
金の創設・拡充により財政支援についても強化を図ること。

【提案先省庁：内閣府，総務省，文部科学省，厚生労働省】

国への提案事項

２ 地方創生の推進
（１） 人づくり革命の推進
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○ひろしま版ネウボラの推進

○ 平成２９年４月の法律改正により，子育て世代包括支援センターの設置努力義務が法定化さ
れ，児童虐待と母子保健事業との連携強化が明確化されるなど，妊娠期から子育て期までの
切れ目のない支援の全国的な実現に向けて，国の施策が展開されている。

○ このような中，児童虐待防止等を含めた支援については，特に支援を必要とする家庭に対す
る「ハイリスクアプローチ」だけではなく，全ての家庭をもれなく把握し，新たなリスクの発生を予防
するというアプローチが重要である。

○ このため，広島県では，「ひろしま版ネウボラ」として，身近な地域（日常生活圏域）に相談支援
拠点を設置し，子育てに係る行政サービスをワンストップで対応するとともに，保健師等の専門職
員が全ての家庭を継続的に把握し，必要な支援を確実に提供できる体制を整備することを目指
している。

全ての家庭を
もれなく把握

県内全ての
地域に整備

（125か所=日常生活圏域）

手厚い人的配置

（出生数 90人に1人
⇒50人に1人）

本人や家族の
情報の一元管理

幼児家庭教育
に係る助言と
情報提供機能

産後ケアサービス
等の充実
（早期の段階からの
予防的支援等）

目 標

○子供の貧困や児童
虐待等のリスク家庭
の早期発見，早期
支援

○切れ目のない相談
支援体制の充実に
よる安心感の醸成

～ひろしま版ネウボラの特徴～ 政策的効果

出生率の増加

児童の健全育成

２ 地方創生の推進
（１） 人づくり革命の推進
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２ 地方創生の推進
（１） 人づくり革命の推進

課 題広島県の取組

○事業内容
本県では，県内全ての身近な地域において，妊娠期から子育

て期までの切れ目のないサービスをワンストップで提供するため，
県が主導して，誰もが必ず訪れる「ひろしま版ネウボラ」をモデル
的に設置し，効果や課題の検証を行うとともに，専門職確保のた
めの研修等を実施する。また，ネウボラを拠点として家庭におけ
る乳幼児期の教育や貧困など様々な格差にかかわらず健やか
に成長できる環境を整える。

区 分 内 容

ひろしま版ネウボ
ラ構築モデル事業

県内6市町の約30か所にワンストップの拠点を整備
するモデル事業を実施

モデル事業推進
会議

モデル事業の効果的な推進や全県への設置促進に
向けた効果及び課題を検証するため設置

ひろしま版ネウボ
ラ人材育成事業

「ひろしま版ネウボラ」の構築に必要な保健師，助産
師，保育士等の人材を確保するため，人材の掘り起
しや資質向上に向けた研修を実施

○ 全ての家庭をもれなく把握する「ひろしま
版ネウボラ」を運営していくためには，現在
の国の制度では，人員配置等に係る財政
支援や専門職の育成支援が十分なものと
なっていない。

１ 現在の利用者支援事業（母子保健型）と（基本型）の
基準額は，それぞれ担当職員１名分の人件費相当で
あり，「ひろしま版ネウボラ」で目指す役割を果たすため
には，次の経費に係る財源を確保する必要がある。
① 手厚い人的配置に係る経費
② 住民の基本情報と妊娠期から子育て期までの情
報を一元管理できるネットワークシステムの整備や
運営に係る経費

２ 母子保健や子育て支援などの専門知識を有した人材
を戦略的に育成していくためには，自治体レベルでの
取組だけでは限界がある。

モデル事業により効果や課題を検証した上で，
ひろしま版ネウボラの基本型を形成し全県へ展開

◆地域子ども・子育て支援事業（内閣府）
予算編成過程で検討
（1,356億円（対前年度比100％））＋事項要求

平成31年度概算要求等の状況
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目 標
広島県の現状と課題

☛女性の就業率の増加により，保育ニーズが急増している現状を踏
まえ，保育所整備や事業所内保育の設置促進を行い，保育の受け
皿を増加させているが，待機児童の解消に至っていない。
☛潜在保育士・幼稚園教諭の復職支援や新卒者に対する就職ガイ
ダンス等の実施により，就業保育士等を増加させているが深刻な保
育士等の不足が続いている。
☛私学助成における幼稚園教諭の処遇改善は，各県が自由に制度
設計するため，制度の内容にバラつきが生じている。

広島県の保育サービスへの満足度
（いつでも安心して子供を預けて働くことができる環境が
整っていると思う人の割合）

５７．６％ ⇒ ７０．０％
【平成29年度実績】 【平成31年度】

62.4%

72.3%

83.6% 84.6%

53.3%

65.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

H12 H17 H22 H27

全体
未婚

有配偶

＜女性（25歳～44歳）の就業率＞

164,339 
141,318 

46,531 
62,012 

28.3%

43.9%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

H12 H17 H22 H27 H29

0～5歳人口
入所児童数（4月）
入所児童率

＜保育所等への入所児童の割合＞

有配偶女性の就業率が増加 子供の数は減っているが保育所への入
所児童は増えている

＜女性（広島県）平均年収の推移＞

処遇改善の効果はみられるが，依然とし
て全産業との平均年収は乖離している

千円

○ 保育士・幼稚園教員の確保
２ 地方創生の推進
（１） 人づくり革命の推進

◆子どものための教育・保育給付（内閣府）
予算編成過程で検討（8,977億円（対前年度比100％））＋事項要求）

平成31年度概算要求等の状況

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

全産業（女性）平均

保育士（女性）平均

幼稚園教諭（女性）平均
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２ 地方創生の推進
（１） 人づくり革命の推進

○ 幼稚園教員の処遇改善

≪現状≫

☛平成27年度から子ども・子育て支援新制度が開始され，新制度に移行した幼稚園等の処遇改善は，施設型
給付（国・県・市町の義務的経費）として実施され，全額公費で措置されている。

☛一方，新制度に移行していない幼稚園（約６割）の教員に係る処遇改善について，国が平成２９年度から補助
事業を開始。

☛本県においても，平成30年度から，国の支援制度を活用し，幼稚園教員の処遇改善に取り組んでいる。

≪課題≫

☛私学助成の処遇改善事業については，保育士等と同様に，国が責任を持って制度の構築をする必要がある。

☛また，事業の実施は，国の予算の範囲内で実施され，財源が不足する可能性がある。
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60

65

70

75

80

85

H17 H22 H27 H32 H34 H35 H36 H37 H38

80%モデル

現状維持

早期の就業率80％実現（Ｈ32）により，
保育ニーズが増加（75.4％⇒80％）

（無償化したケース）

急増

16,372 

14,195 

10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000

H29 H30 H31 H32 H33 H34

必要保育士数（現状推計）

必要保育士数（H32就業率80％）
就業保育士数（推計）

64,703 

72,984 

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

H27 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

入所児童数（現状推計）

入所児童数（H32就業率80％）

○ 幼児教育・保育の無償化の影響

☛保育所等への入所児童が増加している状況の中，保育を支える保育士の不足は深刻な状況が続いている。

☛こうした中で，幼児教育・保育の無償化などにより更なる保育ニーズを呼び起こした場合，保育の受け皿の早
急な確保が必要となり，これに伴い保育士不足の加速や保育の質の低下が懸念される。

無償化により，平成３２年度の女性（２５歳～４４歳）の就業率が80%に急増した場合

＜女性（25歳～44歳）の就業率の推計＞

入所児童が8,281人増加

＜入所児童数の推計＞

＜必要保育士数と就業保育士数の推計＞

◎就業率が80％に上昇した場合・・・
☛入所児童が急増
入所児童が8,281人増加（64,703人⇒72,984人）

☛保育士不足が加速
2,176人の保育士不足が予想される（Ｈ32）
（必要保育士数（就業率80％）16,372人，就業保育士数14,196人）

※就業保育士数はこれまでの保育士人材確保を継続実施した場合

２ 地方創生の推進
（１） 人づくり革命の推進
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国：30%

国:30%

県
15%

県
15%

市
15%

市
15%

国：40%

保護者：40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無償化後

現行スキーム

国 都道府県 市町村 保護者

市：60%

市：60% 保護者：40%

国：40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無償化後

現行スキーム

市町村 保護者 国

現状

○「新しい経済政策パッケージ」（Ｈ29.12.8閣議決定）で幼児教育・保育の無償化が明記された

○「人づくり革命」に係る２兆円のうち，1.7兆円は消費税率10％への引上げによる増収分を財源とすることとなった

○概算要求基準（Ｈ30.7.10閣議了解）で消費税率引き上げと合わせ行う増（「新しい経済パッケージ」で示された
「教育負担の軽減・ 子育て層の支援・介護人材の確保」等）は，予算編成過程で検討することが明記された

課題

○消費税の増収分の使途については，社会保障と税の一体改革に係る議論の中で，地方の意見も踏まえた財源配
分となっている

○消費税増収分の使途変更は，地方のコンセンサスを得て進められているものでなく，その一方で，無償化に係る財
源を地方に求める旨の報道がある

幼児教育・保育の無償化に係る財源スキーム（広島県案）

○ 幼児教育・保育の無償化に係る財源確保

【公立】 【私立】 ２ ： １ ： １

地方に新たな負担を生じさせず，保護者負担金相当額について，国が財源を措置すべきである

２ 地方創生の推進
（１） 人づくり革命の推進
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○ 貧困の世代間連鎖防止対策の推進

○ 本県における従来の貧困対策は，世帯単位で
の経済的支援や，親への就労支援などにより，
一定の生活を維持できるよう，目の前にある貧困
状態への対応を中心とした支援となっており，抜
本的な貧困の解消にはつながっていない。

○ 貧困が世代を超えて連鎖すれば，格差が固定
化し，社会全体の活力低下や不安定化にもつな
がるため，今後の貧困対策においては，従来の
施策に加えて貧困の世代間連鎖を断ち切ることが
重要であり，家庭の経済的事情等に関わらず，
全ての子供の能力と可能性を最大限高められる
取組が必要である。

課 題
広島県の現状

≪広島県子供の生活に関する実態調査結果≫
（Ｈ29年度実施）

※1「生活困窮層」「周辺層」の合計
※2「低所得」「家計の逼迫」「子供の体験や所有物の欠如」のうち２つ以上に該当
※3「低所得」「家計の逼迫」「子供の体験や所有物の欠如」のいずれか１つに該当

小学５年生の家庭 中学２年生の家庭

生活困窮層※2 9.3% 9.6%
周辺層※3 16.4% 18.2%

生活困難層※1 25.7% 27.8%
非生活困難層 74.3% 72.2%

区分

２ 地方創生の推進
（１） 人づくり革命の推進

◆子供の未来応援地域ﾈｯﾄﾜｰｸ形成支援事業
（内閣府）

（491百万円（対前年度当初予算比325％））

平成31年度概算要求等の状況

〇 保護者自身の15歳の頃の暮らし向きについて，
生活が困難になるほど，『苦しかった』（「大変苦し
かった」「やや苦しかった」の合計）と回答した割合
が高くなっている

〇県内の小学５年生及び中学２年生の家庭の約４分
の１が生活困難層であることが判明

小学５年生の家庭 中学２年生の家庭

生活困窮層 40.1% 40.4%
周辺層 29.7% 31.1%

生活困難層 33.5% 34.3%
非生活困難層 20.4% 20.8%

区分
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