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学会託児の現状についてインターネット、学会プログラム等により調査を実施したとこ

ろ、下記表のように、学会によって多様であった。数万人規模の学会員がある学会は、年

次総会で数千人規模の参加があり、託児の規模も大きい。支部組織の地方大会、研修会、

シンポジウム、研究会水準でも、充実した託児を置いている学会もある。概して医学系、

理系にその傾向が強く、利用者負担額の割合が低い（おおむね学会補助による運営、企業

協賛というケースもあった）。企業に属する会員（企業研究員）が多いかどうかによっても、

傾向が分かれるようである。小規模な学会では託児は置かないか、置いても利用がなかっ

たケースもある。 
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また、設置主体や運営方法には、様々な試行錯誤がみられた。最も一般的な運営方法は、

大会事務局（当該年度の当番大学）が事前に会員に対して利用者申し込みを受け付けると

同時に、近隣シッター会社の情報収集、ヒアリング、交渉等によりシッター会社に委託契

約をおこない、大学に託児場所の提供を依頼するという方法である。派生型として、学会

事務局が主催ではなく（準備連絡はおこなうとしても）、シッター会社が直接申し込み受付、

会場下見と準備設営片づけをおこなうというケースも見られる。 
また、大型ホテルで開催される場合は、既存のホテル内託児施設を利用するというケー

スもある。規模が小さい学会の場合は、近隣一時託児施設を紹介するという例もあった。 
中には、自治体の協力を得てファミリーサポート事業による派遣を受けたり、NPO 法人

や生協などの有償ボランティアネットワークにイベント託児を依頼するケースもあった。

近隣の私立保育園の一時保育の利用を試みたり、もともと会場大学に学内保育所があるケ

ースもあれば、大学生のアルバイトを雇用するケースもある。 
学会託児という、臨時託児所の対応で苦慮するのは、傷害保険と場所の確保であろう。

学会会場内に、託児に適した施設（乳児も預かる場合は和室、ベビーベッドや布団がおけ

る場所、布団の確保、可能であれば給湯設備、おもちゃ等、散歩や遊びができる屋外環境、

近隣病院）を確保することがまず必要である。それが確保できない場合は、徒歩圏内のコ

ミュニティセンターを利用したり、会議室を利用するケースもみられた。また保護者のホ

テル室内というケースもあった。学内に託児施設があるケースは非常に恵まれている。傷

害保険は、近年では、あらかじめベビーシッター傷害保険・賠償保険に加入しているシッ

ター会社を委託先に選択するケースが多いようであるが、学会としても団体傷害保険に加

入するケースもみられた（施設管理者賠償保険・傷害保険）。 
利用料は非常にばらつきが大きい。受益者負担の場合は、1 時間 2,000 円程度の負担に

なるし、全額学会（ないし企業）が負担する大会も少なくない。一般的なのは、利用者負

担額を事前に決めておき、それ以上かかった費用を学会が負担するというケースである。

この場合、1 時間数百円のファミリーサポートと同金額程度の利用者負担額で、学会補助

は全体の 7 割程度におよぶケースが多い。また、会場設営費用（賃貸料、おもちゃ衛生材

料費、シッター交通費昼食費、事務連絡費、保険料等）も学会が負担するケースが多々見
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られる。こども未来財団の講演会等託児室設置支援事業の助成金を得ることは非常に画期

的な試みであろう。表末尾にあげた参考資料には、こうした託児設置の資料や経理関係の

書類、保険に関して、充実した資料や議事録、報告書、利用者アンケートや事前アンケー

トの結果を残している学会もあるので、大いに参考にしたい。こうした資料をみると、学

会大会に参加するというのは、子育て期にある若手研究者にとって、研究を持続するため

の「最後の砦」でもあり、「悲願」でもあったことがよくわかる。 
また、参考資料をみると、学会託児は、一部の学会事務局スタッフ（あるいは事務局ボ

ランティア）の熱意と大きな負担によって実現されてきたことがわかる。学会への陳情、

ニーズのすくい上げと集約、継続的な設置の条文化、各種交渉（大学、自治体、学会、委

託会社、利用者）が、一部の（ほとんどの場合）女性に任されてきたのであるが、他の学

会と情報交換したり、過去の大会のノウハウを引き継ぐなどして、労力を簡素化してルー

ティーン的に設置できるよう整備していくことが必要であろう。 
 

参考になる WEB ページ 

• 日本天文学会・託児の総合情報（託児室設置学会、設置までの手順など）： 
http://sunrise.hc.keio.ac.jp/~mariko/gakkai/childcare.html 
 

• 物理学会期間中の保育室設置を考える会： 
http://www-nh.scphys.kyoto-u.ac.jp/JPSchildcare/ 
特に利用者アンケートと報告書 
http://www.jsap.or.jp/activities/gender/takuji/report_enquete.html 
 

• 細胞生物学会に保育室をつくる会・生物物理学会に保育室をつくる会： 
http://www.eva.hi-ho.ne.jp/minoura/hoiku/ 
 

• 日本獣医学会の保育室へ行こう（過去の記録、インフォーマルミーティング、ML 設置）： 
http://www.k3.dion.ne.jp/%7Ehoiku/ 
 

• 第 24 回日本分子生物学会年会・保育室設置ワーキンググループ（経緯・他学会リスト）： 
http://wwwsoc.nii.ac.jp/mbsj/meetings/babysitting/children.html#9 
 

• こども未来財団（講演会等託児室設置支援事業・2002 年度より）： 
http://www.kodomomiraizaidan.or.jp/josei/josei19-10.html 
 

学会託児の実施状況一覧（調査時点：2008 年 1 月／一部抜粋）  作成：白井千晶 

大会名 年
形態（託児可能年齢／場所／託児者／

保険） 料金 URL

日本家族社会
学会

2007年 学内／子育て支援NPO法人より有資格
者（保育士・幼稚園教諭等）を派遣／
保険不明

1日 2,000円 （実際は1時間1,900
円+交通費実費+おやつ代1日100円
だが研究者支援のため差額は開催
校が負担）

http://www.wdc-
jp.com/jsfs/regulation/ta
ikai/2007_prg.pdf

2008年 学内／小学生以下／学会担当者が業者
契約／保険あり）

30分あたり0歳児は400円，それ以
外は300円。こども一人あたりの利
用料金の上限は，年会全体で0歳児
で13,000円，それ以外は10,000
円。きょうだい２人目以降半額。
学会依頼仕事時間内は学会負担。

http://www.asj.or.jp/nenk
ai/childcare/

1999～
2001年

日本天文学会
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大会名 年
保険）

料金 URL

2007年 学内／不明／学会担当者が業者契約／
シッター会社の損害保険・学会が損害
保険加入

1時間600円（学生、ポスドク、
きょうだいは400円）報告によれば
総額に占める利用者負担額は4割。

http://www-
nh.scphys.kyoto-
u.ac.jp/JPSchildcare/anno
unce/

2006年 学内／シッター業者 （料金体系：600円/時間、兄弟・
ポスドク割引 400円/時間）支出
242,260円のうち利用者負担額
95,850円、残りは学会援助

http://www-
nh.scphys.kyoto-
u.ac.jp/JPSchildcare/2006
SpringHoukoku.html

2003年 学会会場内／シッター会社／シッター
会社の保険と学会の傷害保険

600円（学生・PD・二人目 400円）
/学会事務局運営・主催方式から
シッター会社直接運営方式に変更
要望書／利用料以外は学会援助

http://www2.yukawa.kyoto-
u.ac.jp/~nojiri/hoiku03f/
index1.html

応用物理学会 2008年 学内／産休明け～小学3年生程度（応
相談）／学会担当者が業者契約／シッ
ター会社の損害保険・学会が損害保険
加入

0歳児は800円/時間、1歳以上は600
円/時間

http://www.jsap.or.jp/act
ivities/gender/takuji/ind
ex.html

2007年 学内／０歳～小学校高学年／学会担当
者が業者契約／料金に損害保険料含む

1時間1,000円程度 http://www.csj.jp/nenkai/
87haru/87-
registration.pdf

2001年 シッター会社 1人目：600円/hr，2人目以上：300
円/hr，有志カンパ：67,000円、学
会補助50,000円

2007年 近隣託児施設紹介 http://www.miyagi.kopas.c
o.jp/JSFS/PUBS/KAISHI/KAI
KOKU/73-3.html

1997年
秋

実費を利用者で時間配分、学会補
助なし

土

 

形態（託児可能年齢／場所／託児者／

壌肥料学会 1999年 学会29,000円補助

2007年 学内／生後満2ヶ月～小学校低学年（9
歳）／学会担当者が業者契約／シッ
ター会社の損害保険・料金に損害保険
料含む

1時間800円程度 http://www.ep.sci.hokudai
.ac.jp/~mmgc/GSJ-
Sapporo2007/

1998年 2,000円/半日、利用者負担以外を
学会補助

2007年 学内／生後8週以降から12歳まで／学
会担当者が業者契約／シッター会社の
損害保険／託児室以外に親子休憩室・
授乳室あり

１時間400円 http://www.aeplan.co.jp/b
mb2007/break_room/index.h
tml

2001年 シッター会社／親子休憩室併設 0歳：800円/hr、1歳以上：600円
/hr、企業寄付：390,000円、大会
シッター契約、145,000円補助

2001年 学内／0才から小学校低学年まで／
（財）21世紀職業財団より保育サポー
ター派遣／財団加入の損害保険／託児
室を親子休憩室としても利用可

1時間200円（きょうだい半額）／
学会補助あり・利用者負担2割

http://www.eva.hi-
ho.ne.jp/minoura/hoiku/ce
llbio/report2001.html

1999～
2001年

ファミリーサポート・シッター会社 1時間500～700円、学会6～8割負担

2000年 シッター会社 0～1歳児1,200円/時間、2歳児以上
1,000円/時間（きょうだい2人目以
降を半額）／利用者負担以外は学
会支援

http://www.eva.hi-
ho.ne.jp/minoura/hoiku/bi
ophys/report2000.html

2007年 近隣ホテルの既存一時保育施設（申し
込み多数の場合は開場施設に託児所設
置）／

300円／時間（2人目からは半額） http://www.tuat.ac.jp/~bi
ophy07/daycare.html

1999年 ファミリーサポート 1,000～1,200円/hr，有志の寄付
(11,000円）

2000年 1歳以下：1,200円/hr、2歳以上：
1,000円/hr、兄弟半額、会場費と3
割学会より

2001年 300円/hr

日本動物学会 2007年 利用者アンケートによる http://wwwsoc.nii.ac.jp/z
sj/zool/html/03_activity/
03_index.htm

日本植物学会 2007年 学内／不明／託児室にベビーシッター
を置く

不明 http://bsj.or.jp/bsj71/

日本発生
生物学会

2007年 学内／生後8週以降から12歳まで／学
会担当者が業者契約／シッター会社の
保険

500円／時間 http://www.jsdb.jp/kaisai
/jsdb2007/nursery.html

日本生態学会 2008年 会場内／生後6ヶ月から小学校3年生ま
で

不明 http://www.esj.ne.jp/meet
ing/55/circular/index.htm
l#nursery

2007年 託児施設の紹介 費用補助、施設斡旋はなし http://wwwsoc.nii.ac.jp/m
sj/others/AM/Y07/A2007mai
n.pdf

1997年
秋

地元認可私立保育園（自治体へ申し込
み）

1998～
2000年

託児ルームや認可私立保育園 利用費学会補助

日本細胞生物
学会

日本物理学会

日本化学会

日本分子生物
学会

日本地質学会

日本水産学会

日本生物物理
学会

シッター会社

日本気象学会
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大会名 年
形態（託児可能年齢／場所／託児者／

料金 URL

trustcld/index.html

保険）

地球惑星
科学会

1998年 1,000/hr、寄付あり、学会補助な
し

日本数学会 2007年 開催大学内保育園／産休明けから小学
校3年生程度まで／保育園の保険およ
び学会加入保険

0歳800円/ 1時間，1歳以上600円/
1時間（きょうだい半額）

http://wwwsoc.nii.ac.jp/m
sj6/danjo-
sankaku/2007FallHoiku.htm
l

日本機械学会 2007年 学内／3ヶ月以上小学6年生以下／学会
担当者が業者契約／シッター会社の保
険

500円／時間 http://www.jsme.or.jp/200
7am/ext/daycare-guide.htm

2007年 学内／0 歳（ 57 日以降）から未就学
児まで／学会担当者が業者契約／託児
受付・連絡等をシッター会社直接申し
込み方式へ

子供一人・半日当たり 1,500円／
利用者負担額 12,000円、学術集
会事務局から補助 27,500円＋部
屋代

http://www.k3.dion.ne.jp/
%7Ehoiku/

2006年 シッター会社（過去に契約あり、学会
託児に慣れた地元シッター会社）

子供一人・半日当たり 1,500円
（きょうだい二人目以降半額）／
利用者支払い 25,500円・学術集
会からの補助 36,200円／シッ
ター会社明細イベント保育 1,800
円／シッター1人・1時間

2000年 3,000円/日/人、利用者負担額を差
し引いた分を学会負担

2001年
春

学会内設置できず駅前託児施設を学会
が紹介

利用者が実費負担 日本獣医学会の毎年の報告
書（準備、会計等）は
http://www.k3.dion.ne.jp/
%7Ehoiku/

日本農業
経営学会

2007年 学会に利用申請、利用希望状況により
実施計画

http://fmsj.ac.affrc.go.j
p/conf/conf2007/conf07.ht
ml

日本森林学会 2008年 学内／申請により詳細情報提供 http://www.forestry.jp/co
ntents/meeting/meeting119
/119_guidance.htm#partici
pants

日本産婦人科
学会

2007年 企業が女性医師支援として託児運
営費一部負担、利用者負担は無料
に

http://www.roche-
diagnostics.jp/community/
education/12/index.html

日本薬理学会 2006年 大会会場内／生後8週目から小学生ま
で／学会担当者が業者契約／シッター
会社の保険

無料（1999年より学会全面負担、
学会主催）

http://jps79.umin.jp/chil
dcare.html

日本小児科
学会

2008年 詳細不明

日本内科学会 2008年 大会会場内／未就学児 無料 http://www.naika.or.jp/me
eting/nenji/takuji.html

日本腎臓学会
（東部）

2007年 シッター会社の保険 １日1,000円 http://www.congre.co.jp/j
intobu37/data/takuji.html

2006年 大会会場内／0歳～小学6年生／シッ
ター会社／学会内男女共同参画推進委
員が関与／託児室兼親子休憩室・休憩
室利用は無料

20分につき100円 http://www.congre.co.jp/n
euro2006/japanese/takuji.
html

2001年
春

全額学会負担（学会負担額：
420,000円）

2001年
秋

1歳以下：800円/hr、2・3歳：600
円/hr、4歳以上：400円/hr、利用
者負担：44,000円、学会負担会場
費： 140,000 円、シッター料：
200,000円、学会よりアルバイト学
生も

Neuro（神経
化学合同大会）

2007年 0歳（3ヶ月）から小学6年生まで／
シッター会社の保険

200円／30分 http://www2.convention.co
.jp/neuro2007/jp/accommod
ation/index.html

2007年 大会会場ホテル内託児施設／新生児～
未就学児

最初の2時間5,250円、以後30分毎
に1,050円

http://www2.convention.co
.jp/jss2007/j/sanka/index
.html

2001年 学会主催で旅行会社に企画運営委託／
シッター会社

全額学会負担 (学会負担額：
92,400円）

日本生理学会 託児所情報の提供

日本生化学会 2001年 6ヶ月～1歳：800円/hr、2・3歳：
600円/hr、4歳～：400円/hr、年会
260,000円支払い

2007年 生後6ヶ月以上6歳まで／シッター会社
の保険

無料 http://www2.convention.co
.jp/jsp96/cacocoroom.html

2001年 会場内／生後6ヶ月以降小学校低学年
まで

1,000円/時間 http://www.surgpath.med.k
yushu-u.ac.jp/jsp92/

日本心理学会 2007年 6ヶ月以上小学3年生まで／シッター会
社

無料 http://db1.wdc-
jp.com/jpa/conf2007/09_en

総会会場内／会場ホテル内託児室シッ
ター会社

最初の2時間5,250円、以後30分毎
に1,050円だが、半額を総会が負担

日本医学会
総会

2007年

日本病理学会

日本獣医学会

日本神経科学
会

日本外科学会



 
学会託児の現状 

 
 
 

  43

大会名 年
形態（託児可能年齢／場所／託児者／

保険）
料金 URL

北海道社会
学会

2007年 利用料金は利用者負担で利用人数
による

http://wwwsoc.nii.ac.jp/h
sa/07taikai.html

日本社会心理
学会

2007年 1,000円／1日 http://db1.wdc-
jp.com/jssp/conf/jssp2007
/

日本発達心理
学会

2003年 0歳より小学校3年生まで／託児は学会
スタッフ、学生アルバイト、保育有資
格者／大会の保険

1時間500円

日本体育学会 2005・
2006年

0歳より7歳 無料 http://siva.cc.hirosaki-
u.ac.jp/hotai/ntg57/annai
.pdf

日本文化人類
学会

2008年 0～8歳まで 受益者負担が原則だが学会補助も
あり

http://www.jasca.org/meet
ing/42nd/circular2.html

日本西洋史学
会

2006年 0 歳児から小学生低学年

2005年 午前1,000円/人　午後1,000円/人

2007年 無料

日本薬学会 2007年 生後3か月から小学校低学年まで／
シッター会社

無料 http://nenkai.pharm.or.jp
/127/web/5_1_5_takujisitu
.html

分析化学
討論会

2007年 乳児から小学生まで・子だけでなく孫
でも可

給食（実費：500円/人） http://www.ab11.yamanashi
.ac.jp/jsackanto/68touron
/takujisho.html

日本麻酔
科学会

2006年 生後3ヶ月以降から小学校低学年まで
／ホテル内の部屋／シッター会社／
シッター会社の保険

定員制無料 http://db.anesth.or.jp/we
b/53/takuji.html

アジア政経
学会

2007年 0歳児から就学前／シッター会社／
シッター会社保険

1時間600円／一人、二人目半額、
院生半額（院生二人目無料）

http://www.jaas.or.jp/pag
es/convention/taikai-
ataku.htm

日本国際政治
学会

2007年 0歳から9歳／シッター会社 1日1時間200円 2人目子供は1日1
時間100円

国際
ジェンダー

学会

2007年 満3歳以上～小学校6年生まで 保険代100円程度と教材費（実費）
／東京学芸大学の産学連携プロ
ジェクトである「こども未来プロ
ジェクト」と協同

日本金属学会 2007年 シッター会社 800円／時間

電子情報通信
学会

2005年 産休明け～小学3年生程度まで

日本小児
アレルギー

学会

2006年 3ヶ月～就学前まで／シッター会社 無料

日本家庭医療
学会

2007年 0歳児～小学3年生程度（6ヶ月未満は
事前相談）／学会事務局がシッター会
社委託契約

2,000円 （子一人につき、1日・2
日にかかわらす一律）

http://a-
youme.jp/jafm2007/takuji.
html

日本言語聴覚
学会

2008年 生後1歳～就学前まで／シッター会社
委託

1日5,000円（保険代を含む） http://square.umin.ac.jp/
jas9th/takuji.html

日本臨床細胞
学会

2006年 利用者負担額以外学会補助（1日1
人1,500～2,000円程度）

http://www.a46jscc.mcpu.j
p/nursery_02.pdf

日本白内障
学会

2007年 会場内／1歳から小学校3年生まで 無料 http://www.congre.co.jp/j
scrs2007/daycare/

日本社会学会 2007年 0歳～小学生／シッター会社／シッ
ター会社直接申し込み方式

3時間6,000～6,600円（以降30分
1,000円）／きょうだい二人目以降
半額／夜間割増あり

関西社会学会 2006年 ホームページ等で近隣一時託児施設を
紹介

日本建築学会

  


