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調査概要 調査結果

１．調査目的：院内保育所の状況を把握し、院内保
育所の改善・拡充の運動に活用する。
２．調査時期：２０１６年１１月１日を基本として調査。
３．実施対象：医労連加盟組織内にある院内保育所
を中心に実施。未加盟組織にも協力頂いた。
４．調査・集計方法：日本医労連加盟組織を通じて
送付。保育対策委員の協力も得て回収、２０１７年３月
末までの分を集計。
５．集約結果：２０都道府県６８施設（２９都道府県１０８
施設）から集約したが、前年比６３.０％に減少。未加
盟施設が１６（１３）に増えた一方で、加盟組織では５２
施設（９５）と半減した。加盟単組・支部の院内保育
所数は４９.１％・４４６施設のため、回収率１１.７％程度
（２１％）と考えられる。回答施設の９２.６％は認可外
だった。

１．設置主体・運営主体
院内保育所の設置主体として最も多いのは「病
院」で９１.２％・６２施設、一方で、運営主体別にみる
と「病院」は４４.１％・３０施設と半減した。運営を企
業に委託している施設は４７.１％・３２施設で、これま
で３割台で推移してきた委託率が急増した（回答数
が少なかったことや未加盟施設が２３.５％と高かった
ことの影響も考えられる。
企業委託と回答した３２施設のうち、２８施設が企業
名を記入し、１１企業に及んだ。アイグラン、プライ
ムツーワン、アートチャイルドケア、ピジョンなど
と回答した施設が各４～５施設あった。

「２０１６年度院内保育所実態調査」結果を報告します。回答施設数
が前年の３分の２程度となりましたが、依然厳しい労働環境の中
で、より良い保育をめざして奮闘する院内保育士の実態改善に活か
していきたいと思います。 ＊（ ）内数字は２０１５年度の結果

院内保育所実態調査結果について
２０１６年度

２０１７年６月 日本医労連保育対策委員会

運営主体の推移
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２．労働条件
（１）雇用形態
①保育士の雇用形態は正規が５２.６％、非正規４７.４％
（うち８.４％は派遣と回答）で、約半数が非正規と
なっている。保育助手では正規が２３.５％で、圧倒的
に派遣を含む非正規職員で構成されている。栄養士
・調理師も同様で、正規は３１.６％だった。
②どの職種も、フルタイムを支えるように週労働４０
時間未満、３０時間未満の職員を配置し、長時間労働
に対応していることが伺えた。特に保育士では、非
正規職員の４４.１％が「３０時間未満」だった。

（２）勤続年数
①保育士の正規・非正規の勤続年数はそれぞれ、

「１年未満」８.３％・１７.７％、「１～３年」２３.３％・
３４.０％、「３～５年」１５.４％・２２.８％、「５～１０
年」２３.３％・１４.９％、「１０～２０年」１３.４％・８.４％、
「２０年以上」１６.２％・２.３％だった。１年未満をみる
と、非正規は正規の２倍以上である。また、正規で
はどの年代も平均的に配置されているが、非正規は
３年未満までで５１.７％と半数以上となっている。
②非正規のみをみると、保育助手では「３年未満」
４０.０％、栄養士・調理師で３９.１％だった。

（３）就業規則の有無
就業規則が「ある」は９１.２％・６２施設、「未記

入」が５施設あった。

正規・非正規保育士の割合推移

非正規・正規保育士の勤務勤続年数比較

調査結果

医療労働 ３
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（４）処遇について
①年休の取得状況については、「取りやすい」４４.１％
・３０施設、「１カ月に１回」２０.６％・１４施設と続
き、「ほとんど取れない」は８.８％・６施設だっ
た。施設単位調査のため個人の取得状況は不明であ
るが、取得の努力を施設として行っていても約１割
は取れていない状況にあることがわかった。
②時間外労働については、「１０時間未満」６１.８％・
４２施設（１５年度３４.３％）が最も多く、「１０～２０時間
未満」１７.６％・１２施設（２７.８％）、「なし」２.９％・
２施設（７.４％）と続いた。８割に何らかの時間外
があることが分かった。また、時間外労働に対する
支払いは、「あり」が６３.２％・４３施設だが、未記入
も３６.８％・２５施設あった。未記入２５施設中、半分の
１３施設には残業があり、「～１０時間未満」が１１施
設、「１０～２０時間」２施設だった。
③休憩時間については、「規定の時間取れている」
３３.３％・２０施設、「９割以上取れている」１８.３％・
１１施設、「７～８割取れる」２８.３％・１７施設だっ
た。一方で、休憩の取り方についてみると、「園児
とは別に取れる」５２.９％・３６施設、「一緒に取って
いる」は３２.４％・２２施設だった。規定時間もしくは
約９割休憩が取れているグループも、「園児と一緒
に取る」が１８.２％で本来の休憩になっていない。
「園児と一緒」「休憩が取れない」を合わせると３５.３％
で、３割以上が休憩をきちんと取れていないことが
わかった。
④生理休暇については、「取れない」２７.９％・１９施
設が最も多く、「毎潮時取れる」は１１.８％・８施設
だった。未記入１６施設を除いても、８割以上が生休

取得もできない状況にある。

（５）賃金について
①賃金表の有無について、「ある」６３.２％・４３施
設、「ない」５.９％・４施設、「わからない」１４.７％
・１０施設で、未記入は１６.２％・１１施設だった。「賃
金表がない」または「わからない」が２割強であっ
た。
②初任給は、保育士では平均１６０,５２３円〔最高１９３,２００
円、最小１２２,０００円／差７１,２００円〕、保育助手は平均
１４０,０００円（最高・最小記載なし、１５年調査では２４,９００
円の差）だった。時間給では、保育士は平均９４７円
〔最高１,１０９円、最小８５０円〕、保育助手は平均８５９
円〔最高９９５円、最小７９０円〕だった。
③一時金については、３４施設が回答した。回答のあ
った施設でみると、正規保育士の一時金は、平均
「２.５０カ月+５１,４２９円」／年で、最高５.０カ月、最小
で１.０カ月だった。また、非正規では「４.０カ月」・
基本給１４万円と回答した施設があった（非正規のみ
の施設。１施設のみの回答で参考値）。
④手当関係は、早出、遅出、夜勤・当直、休日出勤
手当について調査した。この項目も未回答が多く、
参考値である。正規の保育士で早出・遅出手当「あ
り」は３～４割、非正規ではほぼ「あり」だった。
いずれも額は少額で、正規でも１回の早出手当は平
均５０２円〔最高１,０００円、最小１００円〕、遅出は平均
７５０円〔最高１,５００円、最小３００円〕。
夜勤・当直手当や休日出勤手当は、正規・非正規
に関わらずほぼ制度化されている。夜勤手当は非正
規が正規より高く、休日出勤手当は正規が若干高い

時間外労働の状況 休憩時間の取得（取り方）
８１％（５５／６８施設）が時間外労働をしている
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結果となっていた。夜勤・当直手当は正規で１回平
均４,０４９円〔最高１１,０００円、最小１,０００円〕、非正規
で平均６,７９３円〔最高１２,８００円、最小１,０６３円〕だっ
た。また、休日出勤手当は正規が平均２,２８４円〔最
高１０,４６３円、最小６００円〕、非正規で平均１,７５０円
〔最高２,０００円、最小１,５００円〕だった。

（６）非正規職員の公的保険（健康保険、厚生年金
保険、雇用保険）加入状況
この項目も「わからない」「未記入」が多く、３

割前後だった。回答があった中で、「週３０時間以
上」の職員で健康保険「ある」は９６％・４８施設、厚
生年金では「ある」９３.５％・４５施設であった。ま
た、「２０時間以上」の職員で雇用保険「ある」は、
８８.６％・３９施設だった。

（７）退職金制度
「未記入」１９.１％を除くと、「ある」７６.４％、「な
い」２３.６％だった。

３．保育内容
（１）保育時間について
通常の保育時間については、「８～９時間未満」

は５％・３施設（１５年度４％）しかなく、「１３時間
以上」は８％・７施設（８％）もあった。「１１～１２
時間未満」が最も多く３２％・２１施設（１９％）、つい
で「１０～１１時間未満」３１％・２０施設（３８％）、「９
～１０時間未満」１８％・１２施設（１８％）、「１３時間以
上」、「１２～１３時間未満」６％・４施設と続いた。
開園時間は、「７時３０分～７時５９分」が最も多く

５７％・３８施設、次いで「８時～８時２９分」２７％・１８
施設であった。閉園時間は、「１８時～１８時２９分」２５％
・１６施設、「１８時３０分～１８時５９分」２３％・１５施設、
「１９時～１９時２９分」１８％・１２施設と続いた。「２０時
以降」も１２％・８施設あった。同調査の経年比較を
みると、８時前の開園と２０時以降の閉園が増加傾向
で、保育時間は長時間化している。

（２）延長保育について
延長保育については、「実施している」８５％（５８
施設）、「していない」が１３％・９施設だった。
開園前の延長保育については、「その他」「未記
入」が多く、回答があったのは約３割だった。う
ち、「６時～」は な し、「６時３０分～」か ら２施
設、「６時４５分～」なし、「７時～」９施設、「７
時３０分～」７施設だった。閉園後の延長保育につい
ての「その他」「未記入」は７％で、開園前と比べ
て少なかった。最も多かったのが「お迎えがあるま
で」３８％・２２施設、次いで「２１時まで」１６％・９施
設、「２０時まで」１４％・８施設だった。「２１時３０分
まで」１施設、「２２時まで」１施設と、長時間にな
っている施設も少なくない。

（３）休日保育について
土曜日に「実施している」８８.２％・６０施設、「実
施していない」１０％・７施設だった。日曜日「実
施」は５４.４％・３７施設、年末年始「実施」も４１.２％
・２８施設あった。
土曜日の開園時間は、「７時３０分～７時５９分」が
最も多く２７.９％・１９施設、次いで「８時～８時２９
分」が２６.５％・１８施設だった。「７時～」も８.８％・
６施設あった。また、閉園時間では「お迎えがある
まで」が最も多く２６％・２２施設、次いで「～１８時」
２２.１％・１５施設、「～１９時」１４.７％・１０施設と続い
た。２０時以降も２施設あり、保育士の長時間労働が
顕著である。

（４）夜間保育について
夜間保育「実施」は５０.０％（３４施設）で、半数が
実施している。開始時間は、「１５時３０分」「１６時」
に半数が集中し、「～１６時３０分」が６１.８％となって
いる。「２０時以降」も５.９％・２施設あった。
夜勤回数は、「月３～４回」が１７.６％・６施設で

最も多かったが、「５回以上」は２９.４％と約３割に

保育時間（開園～閉園）
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も及び、「毎日」も１施設あった。

（５）２４時間保育について
２４時間保育については、「実施している」３３.８％
・２３施設だった。月の実施回数を見ると「５～６
回」「７～８回」がそれぞれ４施設、６施設と多
く、あとはかなりバラツキがあり、利用者の要望に
合わせた運営状況が推察される。「毎日」も１施設
あり、保育士の労働負担が重くなっている。

（６）病児保育等について
病児保育「実施」は２９.４％・２０施設（１５年度１１％）、

病後児保育「実施」は３３.８％・２３施設（１９％）で増
加している。

（７）園児数について
定員数については１１.８％・８施設が未記入だった
が、回答のあった中では、「３０～３９人」が２８.３％・
１９施設で最も多かった。次いで「４０～４９人」２０.０％
・１２施設、「１０～１９人」「２０～２９人」が同数で１６.７％
・１０施設だった。「８０人」が１施設、「１００人以
上」１施設など大型の院内保育所もあった。受け入
れ園児数については８.８％・６施設が未記入で、回
答のあった中では「２０～２９人」が２９.０％・１８施設、
次いで「１０～１９人」２４.２％・１５施設だった。定員数
と受入数をみると平均マイナス２.４人で、定員に５０
人不足も１施設あった（定員充足１０.３％、定員通り
１３.８％、定員不足７５.９％）。
園児の年齢は０歳児から学童まで幅広く、「受診

者の子の一時預かり」まで多様な要望に沿った保育
になっている。「職員の子」でみると「１歳」３３.９％
・５２２人が最も多く、次いで「２歳」２６.２％・４０３
人、「０歳」１６.８％・２５８人（１２％・３０１人）と 続
き、「０歳～２歳」までで７６.９％を占めた。夜間も
「１歳」「２歳」「３歳」「５歳」の順に多く、
「０歳」も１割を占めた。「地域の子」では、「１
歳」３３.３％が最も多く、「２歳」２１.３％、「０歳」
１４.７％と、低年齢児の多い傾向は同様だった。

（８）毎月の保育料以外の費用について
定期の保育料以外には、土曜、延長、病児、病後

児、夜間、２４時間、受診者以外の一時預かり、特別
（小学生）、臨時、短時間等、多様な設定があっ
た。「土曜保育料」は平均５７１円、最大２,０００円・最

小ゼロ円、「延長保育料」は平均４３０円、最大１,５１２
円・最小ゼロ円、「病児保育料」平均は１,７５０円、
最大３,０００円・最小ゼロ円、「病児後」の回答は１
施設で無料だった。「夜間保育」は平均１,５３７円、
最大３,０００円・最小ゼロ円、「一時保育」は半日単
位の設定や登録料月５,０００円で対応など、さまざま
だった。「受診者の子」一時預かりは、平均９４４円
だった。

（９）給食・おやつの実施
「給食実施」は９５.６％で、「保育所内調理」は

５７％、「病院内調理」２４.６％、「業者」１８.５％％だ
った。おやつ「実施」はほぼ１００％、「保育所内調
理」が９０％、「病院内」６.０％、「業者」が４.０％だ
った。

（１０）気になる園児について
約１割の未記入を除いて、気になる園児が「い
る」は４７.５％と約半数を占めた。１施設平均２.３人、
受け入れ数のうちの４.２％を占め、最大では「１０
人」だった。具体的記載があった２５施設の記載をみ
ると、ADHD（注意欠陥・多動性障害）やASD
（自閉症、アスペルガー症候群）と思われる園児が
多く、その他にも、アレルギーや明らかに先天性疾
患と思われる園児もいた。気になる園児の対応で困
っている点では、「在園期間も短く低年齢のため、
個性や育ちの部分なのか発達障害なのか見極めが難
しく、専門機関につなげにくい」「夜間しか利用し
ていない児は、保育士の見方に偏りがあるのかと悩
む」「親との温度差や親への伝え方」「子どもの多
様化に対する自分たちの情報不足、学習不足」など
があげられた。

（１１）研修等について
研修の受講は「自治体」が最も多く半数を占め、
次いで、「保育団体」「病院」「企業」「労働組
合」と続いた。研修への要望については多岐にわた
り、持ち方等については、「研修費・受講料の支
給」「研修参加を保障する人員体制」「年度前半の
児数が少ない時が参加しやすい」などがあった。ま
た、内容については、「低年齢児に合わせた保育内
容」「自閉症について知識を得たい」「国の保育制
度」などがあった。
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４．保育委員会・保育連絡会
（１）保育委員会について
委員会が「ある」は６０.３％・４１施設で、委員会に

「労組が参加している」のは３９.０％・１６施設（５４％
・３８施設）だった。最も多い構成では、「経営者・
保護者・保育士・労働組合」だった。
未回答を除き、保育委員会の開催は「定期」が最

も多く５１.０％・２５施設、「不定期」２６.５％・１３施設、
「開催していない」２２.４％・１１施設だった。頻度に
ついては「年１回」が最も多く５２.０％、「月１回」
２４％（５３％）、「半年に１回」１２％だった。

（２）父母会等について
父母会「あり」は５４.２％・３２施設、「なし」は４５.８％
・２７施設だった。院内保育所連絡会は「わからな
い」「未記入」が多く３５.３％、それを除いて「あ
り」は２７.３％で３割にも満たなかった。また、自治
体交渉についても、「わからない」「未記入」が４１.２％
と多かった。そこを除外しても、「交渉に参加」は
７.５％、「交渉はあるが参加していない」７.５％で、
８５％は「交渉がない」であった。

５．制度変更による変化
（１）診療報酬改定による変化
２０１６年度診療報酬改定において、看護職員の夜間
勤務負担軽減策をとる施設に加点された。その項目
の選択肢の１つに「夜間保育」が入り、その影響を
今回の調査で聞いた。夜間保育開始は１６.２％、未回
答を除くと２２.９％で、約２割前後が診療報酬改定で
夜間保育を開始したと思われる結果となった。

（２）「子ども子育て新システム」移行について
２３.５％の未回答を除くと、「移行している」９.６％
・５施設（２％）、「検討中」７.７％（４％）、「移行し
ない」が７３.１％・３８施設だった。「検討」「様子見
て検討」を合わせると１７.３％・９施設で、「移行」
「検討」が増加傾向といえる。

（３）企業主導型保育事業の移行について
「移行している」はゼロだった。未回答２７.９％を

除くと、「検討中」「様子見て検討」が１８.４％・９
施設、「移行しない」は８１.６％・４０施設だった。
「新制度」「企業主導型」について、「両方とも
移行予定なし」は５６％、「未回答」２７％、「どちら
か一方でも検討中または検討したい」は１７％となっ
た。「検討」「様子を見て検討」での理由は、「病
院が赤字で予定が立たない」「新制度が無理なら企
業主導型を考えたい」、「移行しない」では、「職
員受け入れ優先」「利用者が多く地域枠設定の余裕
がない」「保育士不足で定員増できない」などの記
載があった。

（４）新制度による保育内容の変化
移行した５施設の中では、１施設が「延長保育」
「一時預かり保育」が追加されたと答えた。もとも
と「夜間保育」「病後児保育」は実施されていたた
め、影響はないとのことだった。

（５）待機児童による影響
１７.６％・１２施設が未回答だった。未回答を除く
と、「影響あり」は３０.４％・１７施設だった。「影響
あり」についての記載では、「職員の子が入園でき
ず、休職せざるを得ない」「認可園に入れないた
め、院内保育の定員が一杯になり途中入園の受け入
れが困難」「院内保育所があることで、病院の入職
希望者が増えている」などが目立った。

６．保育所運営費について
（１）補助金活用について
５７.４％・３９施設と未回答が多かった。新制度や企
業主導型の移行が少ないので、最も多い補助金につ
いては医療介護総合確保基金で３０.９％・２１施設だっ
た。

「新制度」移行への推移
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結果の特徴と今後の課題

（２）厚労省院内保育所補助について
補助申請「していない」が最も多く３６.４％、次い
で「Ｂ型」３１.８％、「Ａ型」２０.５％、「特Ｂ型」６.８％、
「特Ａ型」はゼロだった。「２４時間保育補助」の申
請「あり」は２２.０％・９施設、「休日保育補助」申
請は２４.４％・１０施設だった。一方、「病児保育補
助」申請は７.７％・３施設のみ、「児童保育補助」
申請は１施設、「緊急一時保育補助」は申請ゼロだ
った。「２４時間」と「病児」の最大日数はほぼ毎日
にあたる３５４日、３６５日であった。

（３）自治体からの補助
「県の補助あり」は２３.７％で、平均額約３４６万円

（最高約５３７万円、最小１８１万円）、「市町村補助あ
り」は２２.９％、平均２０５万円（最高５２０万円、最小１２
万円）だった。

（４）その他からの補助
その他からの補助としては、「社会福祉協議会か

らあり」２.９％だった。

（５）病院の運営費負担について
病院の負担については、記入が５０％・３４施設だっ

た。負担の平均額は約２，０２３万円、最高９，４１０万円、
最小２５万円と大きい差となった。

１．長時間労働の常態化
通常の保育時間「１０時間以上」が８割弱で、うち

１３時間以上が１割近くになった。経年変化をみても
開園時間はより早く、閉園時間はより遅くなってお
り、保育時間前後の準備や後片づけなども含めると
総じて労働時間が長くなっていることは明らかであ
る。延長保育は早朝６時半から夜の２２時までと長
く、特に閉園時間後の延長保育は「お迎えがあるま
で」が４割弱にまで増えている。保護者である医療
・福祉労働者の長時間労働の影響を受けて、保育時
間がさらに長時間化している。
さらに土曜日が約９割、日曜が５割、年末年始も

４割を超えて保育を行っており、土曜の７時開園、
２０時以降閉園という施設もあった。一番多いのは、
やはり「お迎えがあるまで」で約３割である。夜間

保育は５割、２４時間保育も３割強で実施。病児・病
後児保育も行われ、医療・福祉労働者がフルに働け
るために、保育士はじめ保育所職員、ひいては子ど
もたちに大きな負担がかかっていることがわかる。
一方、時間外労働をみると、８割が何らかの時間
外を行っているものの、「１０時間未満」６１.８％とさ
ほど多い印象はない。しかし、これだけ多い開園日
と長時間開園になっていることを考えると、施設調
査であることや、「残業」としての扱いが周知され
ているのかの疑問も残るため、今後の調査課題とし
たい。いずれにしても、この長時間労働の常態化は
医療・福祉労働者の働き方が起点であり、人手不足
を互いの犠牲で補うやり方には終止符を打たねばな
らない。大変でも育児にかかる時は一時であり、労
働者に働き続けてもらうためには経営者が率先して
支援しなければならない課題である。

２．処遇改善から取り残されている
「保育園落ちた、日本死ね」のブログから、日本
の待機児童問題が社会化した。政府が「子ども子育
て新システム」や「企業主導型保育事業」を打ち出
したが、未だ問題は解決の見通しが立っていない。
保育士の争奪戦が始まり、各自治体で処遇改善も打
ち出されている。しかし、院内保育所は処遇改善か
らほど遠いところにある。認可園に入れず院内保育
所の定員が膨らんだり、職員の子の入園確保のため
に年度の前後で定員が大きく違ったりなどの待機児
童問題に大きく影響受けているにも関わらず、多く
が認可外のために補助金が少なく、職員の処遇改善
がはかられていない。
処遇の悪さの最も大きな要因の１つは、委託化で
ある。院内保育所の設置主体は約９割が「病院」で
あるが、運営主体は「企業」が４７％と約半数にのぼ
る。２０１２年度には６３％だった病院運営は年々企業委
託へと変わり、最近では最初から委託で保育所設置
がされるようになってきた。病院等からすれば運営
に伴う煩雑な業務からの解放と、経済的負担が軽減
する「メリット」で選択しやすい状況にある。しか
し当然ながら、保育労働者の賃金や処遇は直営より
低下する。夜勤・交替制労働者確保策として活用
し、病院都合に合わせた長時間・休日・夜間・病児
病後児など多様な保育を担う職場を切り捨てて良い
わけがない。処遇改善の責務は経営者にも、待機児
童対策として結果的に活用している国・自治体にも

調査結果

医療労働 ９



ある。また、同じ職場の仲間の処遇改善として労働
組合の奮闘も求められている。

３．専門職としての処遇改善が急務
院内保育の大きな特徴のひとつは、ゼロ歳児から

学童までという園児の年齢層の幅広さと、「０歳～
２歳」までが８割近く締める低年齢児の多さであ
る。厚労省の状況調査（２０１６年３月、「０歳～２
歳」認可園で４１％、認可外で５４％）と比較しても、
２歳までの多さが際立っている。多様な発達段階の
子どもたちを多数保育する高い専門性が求められて
いるにもかかわらず、長時間労働の常態化とともに
低賃金とそれに伴う人員不足が顕著である。
厚労省賃金構造基本統計調査（平成２８年）で平均

所定内賃金をみると、看護師は２３１,３００円、保育士
１８２,８００円、幼稚園教諭１８８,３００円であるが、今回の
院内保育の調査では１６０,５２３円だった。同じ資格を
持つ保育士と比較しても２万円低く、その背景に非
正規職員の多さがある。今や職場の半数が非正規
で、その勤続年数は「１年未満」が１７.７％、３年未
満までで５１.７％になっている。常勤職員で確保でき
ない経営基盤であること、また安全のために職員を
プラス配置することによって平均賃金が低下する状
況を生んでいる。
また、人員不足により年休取得もままならず、休

憩時間についても園児と「一緒に取っている」が３
割を超え、休憩もきちんと取れていない状況にあ
る。「気になる子」がいると半数が答え、研修への
要望も高く具体的であるが、参加できる状況にない
人員不足が根底にある。専門職としての教育・研修
の保障はもちろん、賃金・労働条件改善は園児の安
全性や保育の充実からみても急務である。

４．国・自治体に制度改善させる
２０１６年４月の診療報酬改定で「看護職員夜勤配置
加算」を取得するための要件として「夜勤時間帯を
含む院内保育所を設置している」ことが選択肢に入
ったことで、１６.２％が夜間保育開始したと答えた。
待機児童問題の影響も受け、保育の規制緩和も急ピ
ッチで進められている。また、政府の医療・介護・
福祉政策は、増員せずに業務や資格の枠を規制緩和
する「合理化」を進めるものである。それぞれの専
門性の否定につながる政策が進められようとしてい
る時だからこそ、保育の充実を国・自治体に求め、
制度を改善させなければならない。そのためにも仲
間を増やして、保育士自らが立ち上がると同時に、
同じ攻撃をかけられている医療・介護・福祉労働者
全体が連帯して社会保障充実の取り組みを強化する
必要がある。

（円）
日本医労連 厚生労働省

院内保育所調査 賃金労働条件実態調査 賃金構造基本統計調査
初任給 保育士（３６施設） 保育士（４７施設） 保育士（女性）幼稚園教諭（女性）調理師（女性）栄養士（女性）看護師（女性）
平均 １６０,５２３ １６８,８９２ １８２,８００ １８８,３００ １６２,１００ １８６,８００ ２３１,３００
最高 １９３,２００ １９６,５６０
最小 １２２,０００ １３０,５００

２０１６年初任給調査

写
真
は
記
事
と
関
係
あ
り
ま
せ
ん

１０ 医療労働


	医療労働602号 表紙02
	医療労働602号 p01
	医療労働602号 p02
	医療労働602号 p03
	医療労働602号 p04
	医療労働602号 p05
	医療労働602号 p06
	医療労働602号 p07
	医療労働602号 p08
	医療労働602号 p09
	医療労働602号 p10
	医療労働602号 p11
	医療労働602号 p12
	医療労働602号 p13
	医療労働602号 p14
	医療労働602号 p15
	医療労働602号 p16
	医療労働602号 p17
	医療労働602号 p18
	医療労働602号 p19
	医療労働602号 p20
	医療労働602号 p21
	医療労働602号 p22
	医療労働602号 p23
	医療労働602号 p24
	医療労働602号 p25
	医療労働602号 p26
	医療労働602号 p27
	医療労働602号 p28
	医療労働602号 p29
	医療労働602号 p30
	医療労働602号 p31
	医療労働602号 p32
	医療労働602号 表紙03



