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はじめに：研究概要 

 

１．研究の目的と仮説 

事業所内保育事業及び企業主導型保育事業といった雇用先が保育事業を行うことは、女性従業員の妊娠

や出産を契機にした離職を回避し、出産後の復職や就労の継続を支援することで、人材不足を解消する一

策として注目されている。 

そこで、本研究では、雇用先が保育事業を行うことが、女性従業員にとって有用な子育て支援や就労支

援の一策となりえているのかを検証していくことを目的とする。 

本研究では、次の2つを研究仮説とする。 

仮説1 勤務の時間帯や勤務日が異なるため、企業主導型保育事業及び事業所内保育事業をもつ企業の

業種や職種によって、有用性に関する認識に差異があるのではないか。 

仮説2は、企業主導保育事業及び事業所内保育事業をもつ企業の女性は、雇用先の保育事業の実施を従

業員に対する支援意欲があるととらえ、プラスに評価しているのではないか。また、その評価は、就労先

への継続と昇進の意識の高さに現れるのではないか。 

仮説1の検証を通じて、企業主導型保育事業及び事業所内保育事業といった雇用先が保育事業を行うこ

とが、女性従業員にとって有用な子育て支援や就労支援としての有用性を明らかにするとともに、今後の

課題と展望を明らかにしたい。仮説 2の検証を通して、企業の成長や従業員の質の向上の一策として、女

性就労者の保育ニーズを充足することの利点を明らかにしたい。また、女性の働き方に合わせた保育ニー

ズを充足することの社会的意義と課題、展望を検討したい。 

 

２．研究方法 

 

１）調査期間 2017年9月11日～10月6日  

 

２）調査対象 

2017年9月現在において、松山市内の事業所内保育事業 17施設と企業主導型保育事業15施設、合わせ

て全32施設のうち、研究の趣旨を事前に電話で説明し、協力の承諾をいただいた事業所内保育事業 13施

設と企業主導型保育事業所14施設と合わせて27施設の女性従業員を対象とした。研究者から、現在子育

て中の女性従業員、過去に子育て経験のある女性従業員、子育て経験のない女性従業員の 3つの属性に配

布してもらうことを説明し、対象選定は、各企業が全女性従業員のうち無作為に選んだ各 100名とした。 

業種別にみると、福祉・介護・保育系事業（複合含む）８、主に医療系（福祉系事業の複合含む）13、 

金融系２、メディア系１、その他３である。 

 

３）調査方法 

質問紙は各事業所に配布を依頼したが、個人から郵送料着払いの返信用封筒を使用してもらい回収した。

質問項目は全24問と回答者の属性に関する全 11問からなる。調査方法は無記名の自記式質問紙調査法を

用いた。そして、返送された回答は、基本統計量の算出の後、就労形態などの条件別に回答内容を χ二乗

検定で比較した(有意水準5%）。分析には EZRversion1.36（R3.4.1)1を使用した。 

                                                   
1 EZRversion1.36（R3.4.1)1を使用時の参考文献：Bone Marrow Transplantation 2013: 48, 452–458  
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４）調査内容 

本調査は、2016年に実施した交代制勤務を伴う観光・サービス業に従事する女性を対象にした先行研究

をもとに、全24問と回答者の属性を問う全 11問から成る質問紙を作成した。 

 

＜質問項目＞ 

実際の保育施設の利用経験の有無と雇用先の保育事業の利用経験の有無（問１～問９） 

保育条件・内容・預け先の受け入れ体制の現状と理想（（問 10～問17） 

雇用先の保育事業の必要性と意義（問 18～問20） 

就労の継続意欲と昇進への意向（問 21～問23） 

女性活躍施策についての考え（問 24） 

 

＜基本属性＞ 

回答者の年齢・住所・同居家族・子どもの人数と年齢（F1～F4） 

回答者の職種・勤務時間帯・勤務体制（F5～F8） 

1カ月の就労状況と変更意向と変更希望の内容（F9～F10） 

パートナーの有無と勤務状況（F11） 

 

５）倫理的配慮 

質問紙調査の依頼文に、利用者データや回答内容の使用目的及び取り扱いを明記した。回答の返送をも

って、同意を得られたと判断し、本研究の分析対象とした。 

 

３．研究結果の考察と結論 

本研究では、雇用先が保育事業を行うことが、女性従業員にとって有用な子育て支援や就労支援の一策

となりえているのかを検証するために、次の 2つを研究仮説とした。 

まず、仮説 1 勤務の時間帯や勤務日が異なるため、企業主導型保育事業及び事業所内保育事業をもつ

企業の業種や職種によって、有用性に関する認識に差異があるのではないかについて検証した。その結果、

まず、業種や職種及び子育て経験の有無に関係なく、雇用先が保育事業を行うことに対して、女性従業員

はその必要性に賛同していることがわかった（問 18の結果）。また、実際に保育施設の利用経験と雇用先

の保育事業の利用経験が多く、働く女性にとって保育施設の利用は必須の子育て支援であることが確認さ

れた（問１～問９）。雇用先が保育事業を行うことへの賛同が高い理由として、業種や職種及び子育て経験

の有無に関係なく、子どもを保育園等に入れるために保護者が行う活動いわゆる「保活」の心配がないこ

とが高く挙げられていた。また、医療従事者は「企業の社会的使命である」との回答が有意に高かった（問

19）。このことから、雇用先が女性従業員の保育ニーズを充足するということは、企業にとっては持続可能

な経営のための経営戦略の一つであるという幅広い意義があると本研究ではとらえた。そして、雇用先の

保育事業の現状と理想を預け先の受け入れ体制という項目から考察した結果（問 15）、平日勤務や 8時か

ら19時までの勤務時間帯に従事する女性の保育ニーズの充足については、現状と理想の比較からも充足度

が高いと推察された。しかし、日祝日や年末年始の勤務、深夜早朝の勤務時間、緊急時の呼び出しがある

業種や職種の保育ニーズは充足度が低い傾向がみられた。一方で、この結果は職種間で有意差が見られ、

医療機関や医療関連の職種（医師、看護師）は勤務帯や勤務日に対応した保育ニーズの充足傾向がみられ

た。一方で、福祉施設や福祉関連の職種（介護福祉士、保育士）はフルタイム以外での就労傾向が高く、
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保育ニーズの充足状況が低いため、フルタイムでの就労を最初から選べない状況があるのではないかと推

察された。今回の調査結果を通じて、どの企業・事業所においても、病気の時、日曜日や祝日の時、急な

出勤が必要になった時などに預かれる体制を必要とする意見があった。また、医療や福祉関係の業種や職

種には、夜間早朝の時間帯の保育を望む意見が多かった。ただし、医療や福祉関係の業種や職種では、深

夜早朝に必要な人員の絶対数や比率は異なる。そのため、夜間早朝や 365日体制の勤務者の絶対数が多い

医療機関では、雇用先の保育事業に先行して取り組み、かつ、これらの勤務状況配慮した保育所の体制が

進められていることが確認された。一方で、夜間早朝や365日体制の勤務者の絶対数が少ない企業や事業

所で、一律に夜間早朝や365日体制を整備するのは不効率な側面もあると考える。さらに、雇用先の保育

事業に女性従業員が求めるものを検証した結果（問 12～14と16）、保育条件として、愛媛県内に共通する

平均通勤時間が約20分という地域特性も相まって、雇用先に近いところに立地することを望む声が多かっ

た。 

また、保育内容については、保育料の妥当額を認可保育所と同額レベルを想定した回答が多いことに象

徴されるように、福利厚生として保育事業をとらえ、保育料を認可保育所より単純に安くして欲しいとい

う意識ではなく、相場に見合った保育料を負担してでも、保育内容や人員の質の担保を重視する意向が表

れていることがわかった。 

仮説1の検証を通じて、女性従業員は、企業主導型保育事業及び事業所内保育事業といった雇用先が保

育事業を行うことを肯定的にとらえていることが明らかになった。今後、雇用先が保育事業を行うことは、

働く女性にとって、有用な子育て支策や就労支援策になりうると考えることできる。一方で、課題もある

ことがわかった。ハード面では、夜間早朝と 365日体制の保育事業の整備である。今後の展望として、医

療機関をはじめ、すでに夜間早朝と 365日の保育事業を運営している保育所を地域社会の夜間早朝の保育

ニーズと365日の保育ニーズを充たすハブ基幹として位置づけて、重点的に整備し、保育ニーズを充足し

ていくという視点も必要になってくる。現在、松山市内には夜間保育所が 1カ所整備されているが、今回

の調査の結果明らかになった保育ニーズをその 1カ所で充足できているかの検証が必要となってくる。ま

た、ソフト面では、保育内容や人員の質の担保を重視する意向を充足していくことが必要である。本調査

の自由記述の結果からも、女性にとって、自分が働いている間に、子どもが安心し、またよりよい環境の

中で過ごせているか、また、子どもが受ける保育内容の質が高いことが、働き続ける上で大事な条件とな

っていると推察された。今後の展望としては、夜間早朝の保育時間をふまえた長時間保育に対応できる保

育者の専門性の向上なども必要となってくる。 

次に、仮説2は、企業主導保育事業及び事業所内保育事業をもつ企業の女性は、雇用先の保育事業の実

施を従業員に対する支援意欲があるととらえ、プラスに評価しているのではないか。また、その評価は、

就労先への継続の意欲と昇進の意識の高さに現れるのではないか、について検証した。仮説２については、

雇用先が保育事業をしている企業の女性従業員の就業の継続の意向は、全国調査の結果に比べて、業種・

職種に関係なく高く、一方で、昇進の意向は、全国調査の結果と同様に低いことが確認された（問 21～問

23）。このことから、雇用先が女性従業員の保育ニーズを充足することの利点として、女性従業員の長期的

な確保策の1つになりえる可能性が示唆された。しかし、昇進を望まない理由として、特に、医療従事者

など昇進による業務内容の変更や労働時間の過重化など利点を感じない職種があること、または、昇進の

仕組み自体をもたない職種もあることが課題であり、その課題解決が今後、必要となってくることが示唆

された。また、雇用先が働き方に応じた保育事業を行い、現在の社会システムを維持することは、「企業の

社会的使命である」という理由が医療従事者や社会福祉専門職業種に多く回答がみられることからも保育

ニーズを充足することの社会的意義の高さも示唆された。 
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今後の女性労働力確保を考えると、事業所内保育施設や企業主導型保育事業のニーズの高さからこれら

の充足が松山市の労働人口の確保につながることは否定することができない。また、自由記述で多く挙げ

られていた意見として、雇用先が働き方に合わせた保育ニーズを充足することの期待は高いものの、女性

のみに焦点をあて、子育てと仕事の両立を女性支援という視点で検討することへの懸念である。今後の展

望としては、子育てと仕事の両立を男女双方の主体的なニーズとして検討し、さらに、交代制勤務に象徴

される多様な働き方を支える保育ニーズ及び家庭支援のあり方についても検討していくことが必要である

と考える。 
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１．研究背景 

 

１）社会的背景 

総務省「労働力調査」によると、2016年の女性の労働力人口は 2,883万人と前年と比べて 41万人増加

した。男性は3,765万人で９万人の増加であるので、男性の増加人数の 4.56倍の増加者数である。また、

女性労働力率を年齢階層別にみると、「25～29歳」（81.7％）と「45～49歳」（78.5％）を左右のピークと

し、「35～39歳」を底とするＭ字型カーブを依然として描いている。Ｍ字型の底の年齢階級は前年「30～

34歳」であったが、2016年は「35～39歳」となっている。Ｍ字型は依然として残っているものの、底の

値は0.7ポイント上昇して71.8％となるなど、働きたいという意欲を有した女性が労働市場から離脱する

ことなく継続して働き続けることへの支援の効果が出始めていると推察することができる。2016年４月か

ら本格的に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（いわゆる女性活躍推進法）の

実効力も期待される。 

今後、女性の就業継続、さらには活躍推進を図るためには、未だに解消されていないＭ字型の底上げで

あることはいうまでもない。上述のごとく女性の年齢階級別労働力率をみると、30歳代に落ち込みがみら

れ依然としてＭ字型カーブを描いており、第一子誕生後には約６割の女性が退職しているのが実情であり、

女性が就業を継続することに対し、阻害要因が未だ払拭されていない状態にあるからである。その結果、

当然のことながら管理職に就く人数、割合ともに少ないという現状につながっている。厚生労働省が 2017

（平成28）年度に行った「雇用均等基本調査」の結果によると、課長相当職以上の管理職に占める女性の

割合は 12.1％である。これを役職別にみると、部長相当職では 6.5％、課長相当職では 8.9％、 係長相

当職では 14.7％である。 

 女性管理職が少ない理由としては、前述の如く管理職に必要とされる知識やスキルを得るために必要か

つ十分なキャリアを積むことができていない状況に加え、女性自身に昇進意欲がないと指摘されることも

少なくない。全国の従業員300人以上の企業6,000社と従業員100～299人の企業6,000社の計 12,000社

を対象とした調査結果によると、一般従業員のうち、課長以上への昇進希望があるのは男性（一般従業員

の５～６割、係長・主任の７割程度）と半数以上であるのに対して、女性はわずか（一般従業員の１割程

度、係長・主任の３割弱）である。また、女性が昇進を望まない理由としては、「自分には能力がない」、

「責任が重くなる」を挙げる者の割合は男女でほとんど差がない一方で、「メリットがないまたは低い」、

「やるべき仕事が増える」という理由は男性が女性よりも多く挙げている（独立行政法人労働政策研究・

研修機構「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査結果」（2013））。女性の登用が進んでいない現状

によって、女性自身の希望が制約されており、その結果として女性の昇進意欲が低くなっている可能性が

うかがえるのである。 

即ち、今度の女性活躍推進のためには、就業継続支援を拡充するとともにただ長く勤務するだけでなく、

それぞれの個性や能力に合わせてキャリアアップを図ることができ、意欲や能力のある女性たちが管理的

立場に立つことを支援することが必要であるということである。 

このような観点から、子育て支援のあり方はこれまで以上に重要になってくることが推測される。これ

までの施策を振り返ってみると、1990（平成２）年６月９日の厚生省「1989年人口動態統計の概況」の発

表により、合計特殊出生率が史上最低の 1.57となったことを受けて政府は、同年８月 10日に出生率低下

対策として「健やかに子どもを生み育てる環境づくりに関する関係省庁連絡会議」を発足した。それ以降、

子育て支援のために、多様な保育ニーズに応えるべく様々な施策が講じられてきたのであるが、待機児童

問題も解消されず、少子化に歯止めがかからない現状からすると、保育所をめぐる環境整備は真に多様な
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ニーズに応えていることはできているのかについて疑問が残る。厚生労働省「保育所等関連状況取りまと

め」によると、０～２歳児の保育園利用率（認可保育所等）は上昇傾向にあり、2017年では１・２歳児は

45.7％、０歳児は14.7％を占める。低年齢児の保育園利用率は、2000年では29.5％であったものが 2017

年には45.7％と1.5倍になっており、とくに 2013年からの上昇幅が大きいのである（2013年—37.9％）。 

 こうした状況を踏まえて、2016年度から新たに企業主導型保育事業がスタートした。これまでにも、従

業員のために企業が設置する事業所内保育施設として、事業所内保育施設、事業所内保育事業（地域型保

育事業）、企業主導型保育事業の３種類が整備されてきた。企業主導型保育事業は、新たに企業の機動力を

利用して保育の受け皿拡大をめざし導入されたものである。企業主導型保育事業の特徴の一つは、一般事

業主から徴収する拠出金（事業主拠出金）を財源として、子ども・子育て支援新制度に準じた整備費や運

営費の支援を受けることができる点である。そのため、企業は設置・運営にかかる大きな費用負担を必要

とせずに助成金によって保育所の設置・運営ができる。二つ目の特徴は、自治体の関与を必要とせずに企

業が自由に事業展開でき、利用したい従業員が利用できる。三つ目の特徴は、企業が自社の従業員のため

に設置することのみならず、従業員以外の地域住民の子どもの受入（地域枠）や複数企業による共同設置、

他の企業との共同利用を可能な仕組みにしている点である。そして何よりも、就労時間や雇用条件が多様

な働き方に応じた保育サービスが提供されることが期待されているのである。 

 

２）女性の就労と保育ニーズに関する先行研究 

本研究の質問紙調査の先行研究として、2016年に道後温泉地区で観光・サービス業に従事する女性を対

象に、求める保育ニーズ（保育時間、保育内容・預かり年齢・保育料・受入れ体制、子育ての協力者）と

勤務（早朝夜間の勤務帯の有無、日・祝日・年末年始の勤務の有無、緊急時の出勤の有無）の実態と保育

への要望や保育所の必要性に関して託送式質問紙調査を用いた認識調査を実施した。その結果、道後温泉

地区の交代制勤務に従事する女性がより強く求める保育ニーズとして、早朝深夜の勤務、土日祝日に加え

て盆暮れ正月の勤務に対応した保育施設の必要性である。松山市内の既存の認可保育施設では、標準的開

所時間を7時30分、閉所時間を19時～20時に設定していることが多く、土曜開所は標準化しつつあるが、

日曜さらに盆暮れ正月の開所施設は極めて少ない。このサービス提供状況は、平日 8時から20時までの勤

務に従事する業種の母親あるいは配偶者や祖父母等の家族が補完できる状況にある母親に限られると考え

る。道後温泉地区において、観光サービス業の交代制勤務に従事する女性の働き方に応じた事業所内保育

事業や企業主導型保育事業の必要性があるといえる。また、保育士・介護福祉士・医師・看護師・飲食店・

観光業など人手不足・離職率の高い業種の共通点に交代制勤務がある。既存の保育施設や子育て支援が満

たすことができているのはどのような就労状況にあり、どのような家族構成にある女性かを検証していく

必要性を示唆していると考える。 
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２．研究の目的 

 

本研究では、企業主導型保育事業及び事業所内保育事業に着目し、本事業が女性の多様な働き方に応じ

た、有効な支援策となっているかについて、保育所の現状と女性就労者の認識と理想の比較から考察する。

また、本事業が働く女性の活躍推進の一助と成りえているのかについて、女性就労者の就労継続と昇進の

意向から考察する。 

 

＜調査仮説＞ 

本研究では、上記の研究目的を検証するために次の 2つを仮説とした。 

仮説1 企業主導型保育事業及び事業所内保育事業をもつ企業の業種や職種によって、勤務の時間帯や

勤務日が異なるため、有効策としての認識に差異があるのではないか。 

仮説2は、企業主導保育事業及び事業所内保育事業をもつ企業の女性は、雇用先の従業員に対する意向

をプラスに評価し、就労の継続と昇進の意向が高いのではないか 

仮説1の検証を通じて、企業主導型保育事業及び事業所内保育事業の意義と今後の課題と展望を明らか

にしたい。仮説2の検証を通して、企業の成長や従業員の質の向上の一策として、女性就労者の保育ニー

ズを充足することの利点を明らかにしたい。また、女性の働き方に合わせた保育ニーズを充足することの

社会的意義と課題、展望を検討したい。 
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３．研究方法 

 

１）調査期間 2017年9月11日～10月6日の1カ月間とした。 

 

２）調査対象 

2017年9月現在において、松山市内の事業所内保育事業 17施設と企業主導型保育事業15施設、合わせ

て全32施設のうち、研究の趣旨を事前に電話で説明し、協力の承諾をいただいた事業所内保育事業 13施

設と企業主導型保育事業所14施設と合わせて27施設の女性従業員を対象とした。研究者から、現在子育

て中の女性従業員、過去に子育て経験のある女性従業員、子育て経験のない女性従業員の 3つの属性に配

布してもらうことを説明し、対象選定は、各企業が全女性従業員のうち無作為に選んだ各 100名とした。 

 

３）調査方法 

質問紙は企業から配布したが、個人から郵送料着払いの返信用封筒を使用してもらい回収した。質問項

目は全24問と回答者の属性に関する全11問からなる。調査方法は無記名の自記式質問紙調査法を用いた。

そして、得られたデータを単純集計し、その傾向を分析した。また、本研究で既存の保育事業では充足が

難しいと推察した深夜早朝あるいは日祝日の勤務帯がある業種または職種とそのような勤務帯のない業種

または職種の保育ニーズの差異を明らかにするため、一部の項目についてはクロス集計を行うとともにｔ

検定による有意差を検証した。 

 

４）調査内容 

本調査は、2016年に実施した交代制勤務を伴う観光・サービス業に従事する女性を対象にした先行研究

をもとに、全24問と回答者の属性を問う全 11問から成る質問紙を作成した。 

 

＜質問項目＞ 

①実際の保育施設の利用経験の有無と雇用先の保育事業の利用経験の有無（問１～問９） 

②保育条件・内容・預け先の受け入れ体制の現状と理想（（問 10～問17） 

具体的には、預け時間・曜日・日数・預けた保育施設の立地・環境・受入れ体制・保育内容・保育者 

 に求める専門性・保育料（理想のみ） 

③雇用先の保育事業の必要性とその理由（問 18～問20） 

④就労の継続意欲と昇進への意向（問 21～問23） 

⑤女性活躍施策についての考え（問 24） 

 

＜基本属性＞ 

回答者の年齢・住所・同居家族・子どもの人数と年齢（F1～F4） 

回答者の職種・勤務時間帯・勤務体制（F5～F8）、 

1カ月の就労状況と変更意向と変更希望の内容（F9～F10）、パートナーの有無と勤務状況（F11） 

 

５）倫理的配慮 

質問紙調査の依頼文に、利用者データや回答内容の使用目的及び取り扱いを明記した。回答の返送をも

って、同意を得られたと判断し、本研究の分析対象とした。 


