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主な活動内容
2015年 9月12日 NPO全世代 設立総会

2015年 10月17日 設立記念大会

2016年 1月18日 ３大テーマを決定。JOBは院内保育所の開放を進める事に決定

2016年 2月16日 「保育園おちた日本死ね」が投稿。話題に

2016年 2月24日 厚生労働省訪問 病院内保育の現状について面談

2016年 6月11日 第２回大会 私立保育園連盟、厚労省、自治体（千葉市）、病院（医師）

メディア（読売新聞）よりゲストを招き保育討論会

2016年 11月 1日 院内保育園開放のクラウドファンディング開始

2016年 11月19日 第３回大会 社会福祉法人よりゲストを招き保育討論会

クラウドファンディング開始を報告。協力を呼びかけ

2016年 11月30日 内閣府訪問 全世代の主旨の説明し現状制度に関して意見を交換

2016年 12月 1日 日本病院会協力により全国2700の病院に院内保育のアンケート

2017年 1月31日 クラウドファンディング目標額1200万円達成

2017年 2月16日 アンケート結果に基づきターゲットと方針を設定



主な活動内容
2017年 3月21日 河北病院訪問

2017年 3月30日 JCHO埼玉医療センター訪問

2017年 4月19日 済生会東部病院訪問

2017年 5月24日 東京医療センター訪問

2017年 5月27日 第４回大会 報告 ターゲット病院選定、病院会アンケートを元に

80施設から５施設選定、訪問、意見交換の経過報告

2017年 6月 1日 済生会神奈川病院訪問

2017年 6月11日 アウル宮前保育園訪問

2017年 7月19日 田無病院訪問

2017年 8月18日 JCHO本部説明会開催

2017年 11月11日 第５回大会 現状報告

：



３つの提言

１．Wellness

２．JOB

３．Empowerment

・自己実現

・女性活躍支援

・働く女性支援

待機児童問題を解決しよう

全世代の３つの提言と保育



現在の待機児童問題３大問題点

ハコ（場所）
保育所不足
・近隣住人の反対もあり
・保育園が建てられない
反対例）
・千葉県市川市
・東京都杉並区
・東京都世田谷区

人（保育士）
保育士不足
・雇用（給与）条件が悪い
・人間関係が複雑
・過重労働になりがち
・病児対応の不安
子供の事故のリスク
責任が重い

病児
病児保育施設不足
・実施できる施設が少
ない
・ニーズは高い
・看護師、医師の配
置が必要など要件
が難しい



全世代の考える病院内保育の
拡大開放のメリット

病院内保育所の拡大開放

・企業主導型で従業員（病院スタッフの子ども受け入れが主、入所基準も独自設定が可）
・地域住民の子ども受け入れが可能（待機児童対策、病児保育対策）

・国からの助成有（施設整備費、運営費） ※ 内閣府「企業主導型保育事業助成金」の活用

病院内保育施設

・少人数の子ども
（保育園ではなく託児所になることも）
・持ち出し経費有
・医師・看護師の確保要件
・運営の手間

開設地域の問題

・待機児童問題
・病児保育対応施設の不足問題
・保育園開設による交通量増加騒音
・医師・看護師の確保要件
・保育士手配、運営の手間

保育士の確保

・病児対応の不安
・低待遇（賃金、休暇、業務量）

・病院CSR向上
・知育・食育の充実

・病児保育の充実

・待機児童問題の解
消

・保育士の不安解消
・雇用条件の向上



病院

行政 制度、法
・子供子育て支援制度
・事業所内保育施設設置
・病院内保育所に対する補助
・企業主導型保育事業
・一億総活躍法
・女性活躍推進法
・育児介護休業法

・市町村
・労働局
・都道府
・内閣府
・厚労省

運営委託

全世代の果たす役割



クラウドファンド支援金の使途
① 待機児童問題が深刻なことが指摘される全国の各地域で、特に病院内保育所の地域開放に強く関心
ある病院がどこにあるか、実態調査を行う
（参照「病院内保育所の地域開放に前向きの病院が多数-調査で判明」）

② 関心のある病院の中からふさわしいモデル病院を複数選択する

③ モデル病院がある地域での待機児童問題の実態を更に詳細に調査する

④ モデル病院がある地域の自治体に直接出向いて交渉し、病院内保育所の地域開放に向けて支援を
得られるよう準備する（全国各地へのスタッフ交通費、会議開催諸経費）

⑤ モデル病院および当該自治体の協力を得て、厚労省、内閣府、都道府県、市町村など個別ばらばら
な補助金制度をいかに効率的に活用できるか、手引書を作る（関係者との打ち合わせに関する会
議開催諸経費、および手引書作成費用）

⑥ 病院および事業者が、手引書を参考にしながら病院内保育所を運営するための計画書作成の
サポートを行う

⑦ 同時に当該地域の住人、利用者との交流の場を作り、両者の理解を深める機会を設ける
（会場等使用料）

⑧ 外部の事業者に病院内保育所を委託する場合には、地域住民のニーズに適切に応えるため、
事業者と病院のマッチングの役割を担う

⑨ このプロジェクトは現在、無報酬のNPO全世代のボランティアスタッフが担っているが、さらに推進する
ため、非常勤職員を１、２人採用する



① 病院会様ご協力のアンケート結果に基づき病院への

訪問調査を実施

② 厚労省、内閣府 への訪問を実施

③ 総務省及び対象都道府県の関係窓口問い合わせ

④ 直近で開園した保育事業者への訪問ヒアリング

１．河北総合病院（東京都杉並区）

２．JCHO埼玉メディカルセンター（埼玉県さいたま市）
３．済生会 横浜市東部病院（神奈川横浜市）
４．田無病院（東京都西東京市）
５．済生会 神奈川県病院(神奈川県横浜市）
６. 国立病院機構 東京医療センター

保育プロジェクト調査状況



保育園の種類
・認可保育園
・認証保育園
・無認可保育園
・企業主導型保育園
・認可こども園

助成の種類
・内閣府
企業主導型保育事業助成
・厚生労働省
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

・東京都
院内保育事業運営費補助事業

病院内保育所開放のパターン

事業者団体
・全国社会福祉法人経営者協議会 （7370法人）
・日本保育協会 （約8000箇所）
・全国私立保育園連盟 （約8000箇所）
等

内閣府
企業主導型保育事業助成

全世代の考える
BEST

増やした分の開放枠の配分を
事業者が決める事が出来る。

なぜ？
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施設名 ：JCHO埼玉メディカルセンター
住所 ：埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-9-3
病床数 ：３９５床
スタッフ：医師８１名、看護師３６０名

現在の進捗状況（有力候補施設）

浦和市保育施設別利用状況 平成２９年４月

施設名 定員数 児童数 利用率

岸 町 150 151 100.7%

本 太 140 142 101.4%

領 家 110 115 104.5%

駒 場 110 111 100.9%

浦和中央 95 95 100.0%

常 盤 70 71 101.4%

常盤北 120 97 80.8%

東仲町 80 80 100.0%

針ヶ谷 135 145 107.4%

大 東 130 132 101.5%

エンゼル 35 34 97.1%

ひまわり乳児 30 33 110.0%

椎の実 70 79 112.9%

： 途中略 ： ： ：

合計 1845 1804 97.8%

立地は北浦和駅前で国道１７号線沿いにあり交通の便
が良い。近隣にマンション群あり。
浦和市の待機児童数は市役所発表で0名になったとあ
るが、保育施設利用率は100％超えた施設もあり、全
体でも97.8%である。認可保育施設に入れない子供は
1,434名である。
平成３０年以降も施設の拡充を計画している。

＊さいたま市資料（保育所等の利用・待機児童数について）より

①病院院長面談、本部面談を終了
②設計士による現地調査を予定
③全体工程と費用概算を算出していきます。
④保育の３つの助成からふさわしい物を選択



①実施提案病院の選定

②調査

・現状

建物、設備、児童数、保育士数、運営契約先、既存助成

・増改築予定

建物、設備、増加児童予定数、不足保育士数、助成金

③委託運営事業者の決定

④施設改築工事実施

⑤募集

・保育士の募集 病院での募集支援

・入園者の募集

院内保育所開放の為の工程



○現在の助成状況

⇒内閣府 平成２９年度企業主導型保育

昨年同様に企業が保育所を新設、拡充する

場合に助成

⇒厚労省 平成２９年度両立支援等助成金

従来の「事業所内保育施設設置・運営等

支援助成金」に代わり新設

⇒地方自治体

各地方行政により異なる

選挙が終わりさらに変動する可能性あり



○待機児童問題 現状の社会情勢

⇒新設例

千葉県市川市

東京都世田谷区

⇒事業所保育

大企業の幾つかにて実施

業者による無認可保育所を新設

⇒企業内保育助成金が既存の人数は対象外としている

ことも有りあまり進んでいない。

⇒東京都、各県共に特徴のある助成金制度は出すものの

恒久的な解決策は見当たらなない。

地域住人の理解が得
られずに開設ならず



今後の予定

・モデル病院にて申請の為の調査開始

１．収容人数の設定（病院と協議）

２．既存建物の改築費用を見積

建築設計士へ依頼

・各省庁への課題提出及び回答

・上記回答に対する対策案立案、申請


