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届けしています。

10年前に復職し、現在は副主任とし
て園長先生の信頼も厚く、今福保育園
のリーダー的存在です

パート勤務。0～1歳混合クラス担任。
いつも優しい笑顔で、小さい子どもた
ちから「せんせー!」と慕われています

パート勤務。一時保育担任。いつも明る
く元気いっぱいで、同僚の藤
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子先
生も「一緒に仕事するのが楽しいです!」

こすも

保育士の資格を持ちながら保育施設で働いていない、いわゆる「潜在保育
士」は全国で約76万人に上るといわれています（2014年度 厚生労働省）。
保育現場の負担を軽減するため、この「潜在保育士」の復職に期待が寄せら
れています。
今回は、出産により退職したのち今福保育園（城東区今福南）に再就職し、
いきいきと働いている3人の保育士さんにお話をうかがいました。

復職後は短時間勤務も可能
今福保育園 田

たなべ

辺伸
のぶ こ

子園長
一度辞めた人、子育て中の
人がいきなりフルタイムで
働くのは、とてもハードルが
高いこと。そのあたりを考慮
して、復職後は午前中だけとか、週に1回だけ
とか、短い勤務時間から始めてもらっていま
す。もちろん、調整するのは大変です。でも、保
育士の経験と、自分自身の子育ての経験もあ
るので、どのクラスでも対応できる即戦力に
なります。
いずれは先生たちの子どもも大きくなり、
フルタイムでバリバリ働いてもらえるように
なるのです。それまでは雇用する側も我慢す
る。それが当たり前の風潮になれば、もっと復
帰しやすくなるのかなあと思います。
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先生先生

な苦労をしてお迎えに来ていただいて
いるんだなって。
―やりがいを感じるのは？
妹尾：入園した頃は私が抱っこして
も泣いていた受け持ちの 0歳の子が、
今では「せんせー！」って笑顔で駆け
寄って来てくれる。この仕事をやって
て良かったなと思います。人間相手の
仕事なのでマニュアルどおりにはいか
ないけど、子どもたちとピタッと心が
あったときは嬉しいですね。
渡瀬：大変なこともいっぱいあるけど、
自分自身、何でこんなにがんばれるん
だろうって考えたら、やっぱり子ども
たちの笑顔があるからですね。

子どもたちからパワーをもらう
―皆さんのパワーの源は？
妹尾：自分の子どもが保育園でのびの
び友だちと遊んで帰ってくる。その話
を聞くと、それがまた私の仕事のパ
ワーの源になるんですよ。
渡瀬：私の息子と保育園で受け持つ園
児たちが同じくらいの歳なので、息子

から歌や手遊びを教えてもらい、それ
を私も保育園のみんなに教えてあげる
こともできます。子どもから学ぶこと
も多いですね。
―保育士不足について
渡瀬：復職するとき自分の子が保育園
に入れず、せっかく決まった仕事がで

きなくなると思うと、どん底のような
気持ちでした。何とか２次募集で入る
ことができ、救われました。
寺川：たぶん仕事をしたい人はたくさ
んいると思うので、保育士の資格が
あって子育ても終わっている人は、ぜ
ひ挑戦してほしいですね。ひとりでも
多くの人が現場に復帰し、保育士不足
や少子化問題の解決に少しでもつなげ
ることができればいいですね。
渡瀬：自分の子どもが熱を出して休ま
せてもらうときなど、他の先生も同じ
経験をしているので協力してもらえる
のは心強いです。家族はもちろん、職
場の人たちの支えがあってこそ、仕事
と育児が両立できると感じています。
寺川：そうですね。お互いを理解でき
るので、みんなで助け合いながらやっ
ていける職場ですよね。
妹尾：私もそう思います。ブランクが
あるとなかなか復帰しにくいかもしれ
ませんが、保育士の仕事にはほっこり
温かいものがあります。躊

ちゅうちょ

躇せずに
戻ってきてほしいですね。

保育園の学びのすばらしさ
―保育士になったきっかけは？
渡瀬：私は今福保育園出身ですが、卒
園後も保育園に来る機会があり、子ど
もが大好きで、高校で進路を決めると
きに保育士になろうと思いました。
寺川：幼児教育の学科で学び、保育園
や幼稚園の実習で子どもたちとかか
わった楽しさが忘れられず、この道に
進みました。
妹尾：私の母も保育士をしています。
「子どもといっぱい遊んで楽しいよ」
という話を聞いて育ち、自分もやって
みたいと思いました。
―一度辞めた後で復職したのは？
渡瀬：出産退職しましたが、保育園で
の学びのすばらしさを知っているか

ら、わが子にも経験させてあげたいと
思ったんです。自分自身も保育士とし
て大勢の子どもと過ごしたくて、息子
が 1歳半のときに復職しました。
寺川：妊娠を機に退職しましたが、子
どもが幼稚園の年長と年中になり、ま
た仕事をしたいと思ったからです。腰
を痛めた先生の代わりに 2週間ほど
手伝いにきたら、次は産休の先生の代
わり。その後も次々と声をかけてもら
い、今では副主任をするまでになりま
した。子どもが小さいうちは午前中だ
けの勤務にしてもらい助かりました。

お母さんの気持ちで
―復職して苦労したことは？
妹尾：仕事が終わってから家事や子育
てをするので、時間に追われるように
なって大変です。
寺川：一度辞めたから、子どもたちの
前で絵本を読んだり手遊びをするのが
最初は照れくさかったですね。
妹尾：今はどんな手遊びが流行ってい
るのか、わかりませんでした。自分の
知っている手遊びが子どもたちに通じ
るか心配でしたね。

―辞める前と復職してから
何が変わりましたか？

寺川：自分が母親になってから戻って
きたので、子どもに対する余裕ができ
ました。お母さんの気持ちで子どもた
ちを受け止めてあげられます。
渡瀬：自分も同じ立場になって、保護
者の気持ちがよくわかるようになりま
したね。皆さん仕事をしながら、大変

左記の新聞を未購読の方で配付（無料）をご希望の方は、区役所総務課  6930-9095へ。点字版、SPコード対応版もあり
ます。CD版の貸出しも行っています。区ホームページにデジタルブック版、PDF版、音声版を掲載しています。

大阪市からの支援

3322

 潜在保育士が市内の保育所等に就職する場合、就職準
備金として20万円を上限に無利子で貸付(条件あり)｡
2年間その職に従事したときは返還が免除されます。

潜在保育士の再就職を支援！

輝く子どもの笑顔のために輝く子どもの笑顔のために

保育士向けの研修・相談・就職あっせんを実施!
 保育士・保育所支援センター（天王寺区上本町6-2-26大和上六ビル7階  06-6765-3355）

支援内容  潜在保育士の復職支援、市内の保育所等の求人情報の提供や就職あっせん、ブランクのある保育士・勤務経験
のない保育士向けの研修・保育実習、保育所等に勤務することとなった保育士や就職後の保育士からの相談など。
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｢｢潜在保育士潜在保育士｣｣に復職の道をに復職の道を

 こども青少年局保育企画課（市役所2階）　  06-6208-8031  06-6202-6963

新規採用保育士を支援！
 新たに市内の保育所等に就職した保育士に対し、就職
時に10万円、就職1年後にも10万円を給付(条件あり)｡
実施内容は保育施設により異なります。

寺寺
てらかわてらかわ

川川 ひろみ先生 ひろみ先生
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