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はじめに 

「保育所は、こどもの健全な心身の発達を図り、最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に

増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない」と保育所保育指針の中にも明記

されている。乳幼児期はこどもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期であり、保

育所は一日の生活の大半を過ごす場である。 

保育所で勤務する保育士は、この重要な時期をこどもと共に過ごし、養護と教育を一体的に

展開し、乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられていくように丁寧に援助することを目指さ

なければならない。高度な専門知識を備えた専門職として、多くのこどもを見守りながら日々

こどもの成長の喜びを保護者と共に感動し喜び合うことができ、子育てに不安や悩みを持つ保

護者に対しても、経験と獲得した知識と技術を生かしながら、こどもへの愛情や成長を喜ぶ気

持ちが共感しあえる、子育て支援を行うことも保育士の役割である。 

 近年、保育ニーズが多様化・複雑化する中、各保育所では、児童虐待への対応をはじめ、保

育士が担うべき役割・責務が増大している。これらの恒常的な業務繁忙以外にも様々な提出書

類の作成や施設修繕の依頼作業など、こどもの直接処遇以外の業務も多く、その対応から保育

の楽しさが実感できずに疲弊しているとの声が多く聞かれるようになった。保育士がこどもと

しっかり向き合い、こどもの育ちを保障する時間を確保するために、保育士業務の本来の目的

や意義を再度確認しつつ、業務の負担軽減の取組についての課題認識を、一人一人が常に持ち

ながら保育にあたることが必要となっている。 

このため、本市公立保育所では、これまでも事務作業を行う補助員の雇用や、メール配信シ

ステムの導入、外国にルーツをもつ保護者とのコミュニケーションを円滑に行うため翻訳機の

活用など、様々な業務負担の軽減に取り組んできたが、これらの取組だけに限らず、すべての

業務を一から見つめ直し、さらなる取組を進めるため、こども青少年局として保育士業務のあ

り方検討プロジェクトチームを設置し、検討を行うこととした。 

この間、公立保育所で働いている保育士の意見および外部有識者等からの助言も踏まえ、本

市が長年培ってきた「一人一人を大切にする保育」をしっかりと継承し、専門性を向上させる

ための研修機会の充実・確保も含めた、より一層働きやすい魅力ある職場づくりに取り組むこ

とを目指し、保育士業務のあり方について、プロジェクトチームで検討し取りまとめたもので

ある。 
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１．保育所を取り巻く現状  

本市公立保育所においては、こどもや家庭への支援が必要なケースを含め、様々な保育ニー

ズに適切に対応していく必要があるが、保育以外の管理業務や事務作業が年々増加しており、

ＩＣＴ化等により効率化できる業務も限られることから、保育士の業務負担が増大している。 

その負担感から、近年は保育士職員の年度途中における離職も多くなっており、全国的に保

育士の人材不足が問題となる中で、保育士の確保策が大きな課題となっている。 

また、保育所における保育士不足は、公立保育所だけに限らず、大阪市全体の問題となって

おり、この間、保育人材の確保策について度々議論されてきた。 

さらに、公立保育所は民間保育園等に比べて、ＩＣＴ化が進んでおらず、保育以外の業務に

労力を要している状況があり、効率化という点では民間保育園等に後れを取っている現状があ

る。 

これらの課題をうけ、例えば海外では入園式や季節の行事、連絡帳などを実施していない国

もあることから、このような事例も参考にし、保育士が本来行うべき業務のあり方を改めて見

つめ直すこととした。そこで、行事を実施する意義や保護者ニ－ズも踏まえた行事の手法、Ｉ

ＣＴ化の導入などの負担軽減について、外部有識者等も含めて様々な検討を行うため、まずは

公立保育所及び民間保育園等の現状把握を行うこととし、以下の取組を行った。 

 

（１） 公立保育所の保育士全員に対するアンケ－トの実施 

 【実施時期】  

令和元年１０月～１１月 

  【調査対象者】   

大阪市立保育所に勤務する保育士８７２人（回答者８０５人 回答率 92.3%） 

【調査内容】 

保育所で行っている業務（「保育士の業務」・「所長・主任の業務」）を１１５項目に細

分化し、「誰が担うべきか」「効率化・ＩＣＴ化・廃止が可能か」という視点でアンケ－

トを実施した。 

【アンケ－ト結果】（詳細は資料①参照）  

  ＜保育士の業務＞ 

・保育士の業務としては、入所児童の処遇や保護者対応は「保育士が担うべき業務」

との意見が多かった。 

・一方で、保育教材の準備作業や実費徴収業務、施設等管理業務など、保育実施にあ

たっての周辺業務については、「事務補助員が担う事ができる」との意見が多かった。 

＜所長・主任の業務＞ 

・所長、主任業務については、金銭の執行管理や検食、会議の統括、勤怠管理、関係

先との連携、緊急時の対応など、責任のある職員が担うべき業務となっていること

から、全ての項目において保育士が従事する業務との意見であった。 

＜効率化等の可能性について＞ 

・ＩＣＴ化の推進により職員の負担軽減につながると考えられる業務として、各種保

育計画の作成や登降所管理などの事務作業については、多数の意見がみられたが、
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それ以外の業務については、ＩＣＴ化による負担軽減につながる意見は少なかった。 

・入所児及び保護者への対応や関係機関との連携などについて、業務の簡素化や廃止

により負担軽減が可能という意見は少なかった。 

＜自由意見について＞ 

・自由記述意見では、業務改善についての広範な意見もさることながら、保育士が現

在感じている大きな課題として、人員配置の不足による職員の負担増を指摘する意

見が顕著であった。 

 

 

（２）様々な経験年数層の保育士グル－プとのヒアリング（意見交換）の実施 

 保育士業務の負担軽減に向けては、前述のとおり公立保育所の保育士職員全員を対象と

したアンケ－トを実施した。 

このアンケ－ト結果では、人員配置やＩＣＴ化を行うことで、保育の周辺業務や事務作

業の負担軽減が可能とする意見はあったが、保育業務や保護者の支援などに関わる業務に

ついては、負担軽減ができるという意見はほぼなかった。 

しかしながら、一部の意見で保護者の参加を伴う運動会などの行事や保護者との連絡帳

の業務において、実施の意義や保護者ニ－ズなどから無くす必要性はないものの、やり方

によっては負担軽減が図れる部分もあるとの意見もあった。 

このような意見も踏まえ、業務に携わる職員自らが思索することが重要と考え、また職

員同士が意見を出し合う場で新たな気付きが生まれることも期待できることから、現場の

保育士から幅広く意見を聴取するために保育士へのヒアリング（意見交換）を実施した。

その中で、保育内容に関わる業務において負担軽減が図れるものが無いかなどの洗い出し

をおこない、現場保育士の意見を改めて集約し、今後の負担軽減に向けた検討事項をまと

めることとした。 

 

【実施期間】 

令和２年７月３日～８月１４日 

【対象職員】 

    ・保育所長（直営全箇所） ６０名（５グループに分け実施） 

・採用後５年前後の保育士グループ５名 

・採用後 15年前後の保育士グループ５名 

・採用後 25年前後（主任級）の保育士グループ５名 

【実施方法】 

上記の保育士グループ毎に会議形式のヒアリング（意見交換）を実施し、意見を集約し

た。 

【ヒアリング項目】 

行事等（①入所を祝う会・②運動会・③生活発表会・④修了を祝う会・⑤保育参観・    

⑥保護者との連絡（連絡ノート等））について、「実施する意義（必要性）」「保護者ニー

ズ」「負担軽減に向けた改善点」について意見交換を実施した。 

 



3 

【ヒアリング結果】（詳細は資料②参照） 

ア 行事等を実施する意義 

＜入所を祝う会＞ 

   ・新入児、保護者、在所児、職員が、入所を祝う喜びを共有できる。 など 

＜運動会、生活発表会＞ 

   ・こどもの日頃の取組や成長を披露することで、楽しさ・高揚感・達成感・意欲を味

わい、仲間と共通する目的を見出し、頑張る力や協力する経験を積むことが期待で

きる。 など 

＜修了を祝う会＞ 

     ・こどもの成長の節目を祝う行事であり、この経験によりこども自身も成長の自覚を

持つことが期待できる。  など 

＜保育参観＞ 

・保護者も一緒に参加することで、親子の絆や保護者同士の交流が深まり、子育て支

援につながることが期待できる。 など 

    ＜保護者との連絡ノ－ト＞ 

    ・日々の様子の伝達や収集など、保護者との相互理解を深めるための手段や方法とし

て活用することで、こどもに対するより良い保育につながることが期待できる。  

など 

 

イ 保護者ニーズ 

＜入所を祝う会＞ 

   ・こどもの成長の節目である保育所入所を祝う機会として、保護者や親族の期待が大

きい。 など 

＜運動会＞ 

   ・我が子の成長を見られる機会としてニーズは高い。 など 

＜生活発表会＞ 

   ・室内でこどもの姿を間近に見ることができ、我が子の成長を見られる機会としてニ

ーズは高い。 など 

＜修了を祝う会＞ 

     ・修了証書の授与など、修了をお祝いする内容がいくつも含まれており、我が子の成

長を心から喜ぶことができる機会であり、ニーズは高い。 など 

＜保育参観＞ 

・保育所の方針や我が子の様子を見られることで、ニーズは高い。 など 

    ＜保護者との連絡ノ－ト＞ 

    ・こどもの様子を把握し成長の記録として大切にしたいというニーズが高い。 など 

 

ウ 負担軽減検討事項 

  ＜入所を祝う会＞ 

  （現状）  

・新入児とその保護者（親族）、在所児が一堂に会して開催。 
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   ・在所児が歓迎の言葉や歌を披露。 

（検討事項） 

・参加者を新入児と保護者に限ってはどうか。 

   ・在所児を含む場合は５歳児のみとしてはどうか。 など 

 

＜運動会＞ 

  （現状）  

・約９割の保育所で乳児（２歳児以下）も参加。 

   ・地域のこどもや修了児の参加種目を実施する保育所もある。 

   ・プログラムに沿った活動の取組を、約半年間継続的に行うことがある。 

（検討事項） 

・３歳児からの参加としてはどうか。 

   ・地域のこどもや修了児の参加種目を見直してはどうか。 など 

 

＜生活発表会＞ 

  （現状）  

・２歳児からの参加としている保育所が多い。 

・プログラムについては保育士が毎年立案している。 

・保育士によっては、衣装等の準備作業に多くの時間を費やしている。 など 

（検討事項） 

・３歳児からの参加としてはどうか。 

   ・既存のプログラムの再活用や共有化。 など 

 

＜修了を祝う会＞ 

  （現状） 

・修了児とその保護者（親族）、在所児（３～４歳児）が一堂に会して開催。 

     ・修了児は感謝の言葉と歌、在所児もお祝いの言葉と歌を披露している。 

（検討事項） 

         ・在所児や保護者の会場内の参加を縮小してはどうか。 など 

 

＜保育参観＞ 

（現状）  

・幼児（３歳児以上）年１回、乳児（２歳児以下）年２回実施の保育所が多い。これ

以上に実施している保育所もある。 

     ・保育参観と同日にクラス懇談を実施している保育所が多い。 

（検討事項） 

・幼児年１回、乳児年２回に統一してはどうか。 など 
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 ＜保護者との連絡ノ－ト＞ 

  （現状）  

[乳児（０～２歳児）] 

     ・保護者と保育士が、食事や睡眠及びこどもの様子等の状況を毎日記入。 

     [幼児（３～５歳児）] 

     ・保護者と保育士が必要に応じ記入（保育士は月１回必須）。 

・児童が押す出席スタンプを保護者が確認すると共に、いつでも記入できるよう、毎

日持ち帰りを行っている。 

     [保育の様子の伝達] 

・幼児クラスはお迎えに来られた保護者に当日の活動を周知するため、各保育室の

出入口に備え付けたホワイトボード等に保育士が毎日、保育の様子を記入し、掲示

している。 

（検討事項） 

・行事の際は記入を省略してはどうか。 

・３歳児への進級が近づいた２歳児について、記入を段階的に減らしてはどうか。 

など 

 

 

（３）民間保育園等に対するアンケ－ト及びヒアリングの実施 

   保育士の負担軽減を検討するにあたり、ＩＣＴ化など保育士の負担軽減を先行実施して

いる、民間保育園等の状況把握を行うことが重要であることから、民間保育園等に対してア

ンケ－トを実施した。 

 【実施時期】  

令和２年８月～９月 

 【調査対象者】   

民間保育園等、計６７１か所を対象に、アンケート調査を実施し、５９０か所から回答あ

り。（回答率 87.9％） 

【調査内容】 

「ＩＣＴ化の状況」・「行事の実施状況」・「保育士資格を有さない者の活用状況」について

アンケ－トを実施した。 

【アンケ－ト結果】（詳細は資料③参照）  

＜保育業務支援システムの導入＞ 

・全施設の約９割にシステムが導入されており、システムを導入しているほとんどの施

設（518か所中 506か所：導入率 97.7%）が「児童の登降園時間の記録・管理」の導

入を行っていた。 

・また、他の機能については、導入率に差があり、「職員の出退勤時間の記録・管理」

は 76.4%、「園児台帳の作成・管理」は、60.6%、「保護者への連絡帳機能」は、36.2%

となっていた。 
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＜災害時等の緊急連絡手段（電話以外）の活用＞ 

・保育所、認定こども園のほとんど(404 か所中 381 か所 94.3%)が、電子メールの一

斉配信機能など、電話以外の方法を活用していた。 

・地域型保育事業については規模が小さいこともあり、活用率は保育所、認定こども園

を下回るが、約８割が活用しており、高い活用率となっていた。 

(186か所中 151か所：81.2%） 

＜行事の実施＞ 

・「運動会」「生活・音楽発表会・作品展」の実施率は、保育所・認定こども園はほぼ

100%となっており、地域型保育事業は低い傾向にあった。 

・また、「運動会」については、保育所で廃止を考えているところはなく、プログラム

の縮小や０～２歳児の取扱の変更などによる縮小を検討しているところが多いとい

う結果となっていた。 

＜子育て支援員の雇用＞ 

・保育所、認定こども園で雇用している施設が半数を超えており、その業務としては、

「クラス担任である保育士等の補助業務」「配置基準の緩和に基づく配置」での活用

率が高い傾向となっていた。 

＜補助員・保育補助の雇用＞ 

・保育所、認定こども園で雇用している施設が２/３を超えており、広く活用されてい

る傾向にあった。 

・主な業務としては、保育の周辺業務等で幅広く活用されているが、「クラス担任であ

る保育士等の補助業務」での活用率も高い結果となっていた。 

＜保護者との連絡ノ－ト＞ 

・「保護者への連絡帳機能」を導入していると回答した施設に聞き取りを行った結果、

０～２歳児は基本的に毎日、紙の連絡ノ－トでやり取りをおこない、３～５歳児は紙

又はＩＣＴを活用して、毎日やり取りを行っていた。 

・また、連絡ノ－トを完全にＩＣＴ化した施設は確認できず、補完的に導入している施

設が多いと考えられる。 
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２．外部有識者等を交えた意見交換会の実施 

（１）実施の趣旨 

こども青少年局としては、保育士が本来担うべき業務を改めて見つめ直すことを目的とし

て、令和元年 10 月に「保育士業務のあり方検討プロジェクトチーム」を設置し、保育士業

務のあり方および負担軽減策を取りまとめるために、先述した公立保育所保育士へのアンケ

ート調査やヒアリング、また、民間保育園等の取組状況を把握するなどして、現状分析を行

ってきた。 

これら内部での現状分析のほかに、より保育現場にマッチした実現可能な負担軽減の取り

まとめに向けて、外部からの新たな視点で見た意見を参考とするため、保育の研究・実践や

保育士業務の改革に携わっている外部有識者に加え、市民サービスをさらに向上させる観点

から関係区長も参加する意見交換会を設定し、業務のあり方および負担軽減に関する様々な

意見をプロジェクトチームとして聴取することとした。 

 なお、この意見交換会で議論いただく内容は、次のとおりとした。 

 

（２）検討事項 

  ① 保育士が担うべき業務の役割分担や効率化について 

  ・アンケ－ト調査結果に基づき整理した考え方（各種業務について誰が担うべき業務なの

か。また、ＩＣＴ化等による効率化は可能なのか）についての妥当性及び修正を行う点

はあるかについて意見聴取を行った。 

 

  ② 行事等の取組の現状と負担軽減策について 

  ・ヒアリング結果に基づき整理した「行事等の意義」「保護者ニ－ズの捉え方」「負担軽減

検討事項」についての妥当性及び修正を行うべき点はあるか。 

また、整理した内容以外に負担軽減策として取り組めるものはあるかについて意見聴取

を行った。 

 

（３）意見交換会における外部有識者等の主な意見（要旨） 

   先述した（２）の検討事項２点について外部有識者等からいただいた意見については、次

のとおりである。 

 

① 役割分担や効率化  

・保育士の仕事の目的は、就学前のこどものすこやかな育ちを保障することであり、育ちの

ために保育者がこどもと向き合いながら保育をすることが一番の原点である。 

・保育士が事務仕事に追われることなく、こどもと向き合える時間を確保するためにも、本

来は、学校と同様に専任の事務職員を雇用することが望ましい。 

・目的や意義をきちんと考えずに役割分担や効率化だけを追い求めると、方向性を誤る恐れ

がある。 

・業務負担の軽減がゴールではない。保育士が落ち着いてこどもと関わる時間を確保すると

ともに、研修の機会を確保することを目指すべきである。 
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・保育士は感情労働者であり、いくら賃金を上げてもそれだけではインセンティブにならな

い。保育士のモチベーションを上げるためには、こどものためになることを打ち出すこと

が重要で、それが離職防止にもつながる。 

・周辺業務の役割分担は必要であるが、保育の質を保つために、最終確認は保育士が行うべ

きである。完全に役割を分担するよりも、ある程度柔軟性を持たせる方がソフトランディ

ングできる。 

 

② 行事等について 

・運動会にしても、生活発表会にしても、保育士の負担軽減という視点だけでなく、こども

が学び、成長する視点から、その意義を考えるべきである。 

・行事の参加を単にこどもの年齢で区切るのではなく、行事の意義や年齢ごとの発達過程を

踏まえた実施方法を検討すべきである。 

・それぞれの行事においては、本来のこどもの育ちを知ってもらうことが大切であり、普段

の保育の流れの１つとして、積み上げたものを整理して行事にしていくということを現場

も再確認する必要がある。また、そのことを、保育士だけでなく、保護者の方にもご理解

をいただく必要がある。 

・機械的に行事をなくすのではなく、こどもの成長に役に立つようやり方を工夫するなど、

保育士のモチベーションを上げることに重点を置くことが大事。 

・保育所行事は見直す時期に差し掛かっており、コロナ終息後も、感染症対策は必要である。

各行事について、種目や頻度、枠組み自体の見直しが求められる。 

・保育所も地域の一員である。各行事には、「地域の人に見守られている」、「近隣とのつな

がりを大切にする」という面があることを忘れてはいけない。 

 

③ 負担軽減策について  

・保護者対応の負担が大きいことから、経験豊富なОＢ、ОＧの活用を検討するという大胆

な発想も必要。 

・児童記録や児童日誌の作成業務の負担軽減を図るためには、保育士の意識改革も必要であ

る。 

・活字離れが進む中、保護者も多忙であり、おたより帳のメール化、毎日のブログ更新など

のＩＣＴ化に取り組むべきである。また、保育士の負担軽減だけでなく、保護者ニーズに

も合致しており、保育内容の充実にもつながる。 

・日々の食事の量や睡眠時間についてタブレットでチェックを行うだけで連絡帳に反映さ

れるなど、機能を改良しリアルタイムで保護者が見られるようにすることができる。大阪

市独自のソフトの開発も検討していただきたい。 

・保育士の手元に端末があり、すぐに送信できることが大切。スマホの導入も検討してみて

はどうか。 

・毎日のメール配信は、負担軽減の観点だけでなく、保護者のメールアドレスを正確に把握

しておくという意味で、防災の観点からも極めて有効である。 
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３．今後の負担軽減に向けた新たな取組内容及び進め方 

（本市公立保育所での取組） 

 
アンケート調査等により得られた現状分析結果や現場保育士の意見、さらに意見交換会で

得られた外部有識者等からの意見を参考として、今まで実施してきた行事の見直しや、保護者

ニーズを見据えた ICT 化などの負担軽減に向けた新たな取組内容について次のとおり取りま

とめた。しかしながら、各取組を実施していくには、予算や職員体制、職員間の認識、保護者

への理解など解決すべき課題もあるため、各保育所の状況に応じて順次取組を開始し、その効

果を検証した後に他の保育所にも拡充するなどの手法も取り入れて実施していく。 

 

（１）業務分担の住み分け（事務補助員の活用） 

就学前のこどもの健やかな育ちを保障していくためには、保育士がこどもと向き合いなが

ら保育をすることが原点であるが、今回の調査結果に見るように、現在の保育所の業務は事

務作業（提出書類や保護者への周知文の作成、徴収金の取り扱い等）が大変多く、その仕事

を保育士が担っている現状がある。 

このため、これらの業務を切り離すことで、保育士が本来担うべき業務に向き合える時間

の確保が可能と考えられるので、各保育所に事務補助員を配置し、業務の住み分けを行う。 

なお、清掃などの周辺業務については、保育士以外の職員が担うことにより、保育士の負

担軽減を図ることも重要であるが、安全で安心できる保育環境を確保するため、環境設定の

最終確認は保育士が行うなど、保育の質を維持・向上させる観点に留意する必要がある。 

 

《進め方》 

   

 

 

 

 

 

（２）保育所行事の取組 

  海外では入園式等を実施していない国もあるが、現在、保育所で実施している行事につい

ては、保護者ニーズが高いだけでなく、その必要性と意義が今回のプロジェクトで再確認さ

れた。また、異年齢児の取組を目にすることにより、こども達が学び・成長する視点からも、

すべての年齢のこどもが参加する意義も存在する。 

保育士は保育所保育指針に示されている年齢毎の保育の目的に沿って、日々の保育を行う

ことが業務であり、普段の生活の一部分を行事という形で表現するものであることから、単

に「一定以下の年齢のこどもは参加しない」「実施回数を減らす」などの負担軽減策は、こ

どもの成長を支える観点からも行うべきではないとの意見が外部有識者からあった。 

  また、最近の行事は、運動会や生活発表会において、普段の生活の流れの中で、こどもの

育ちを知ってもらうという本来の目的から、「見せる行事」として捉えている傾向がある。 

この結果、こどもに過剰な期待や練習などを強いる面もあり、こどもの負担が増すととも

・現在雇用している事務補助員の雇用促進を図る。（各所最低１人の配置） 

・事務補助員が行っている業務内容について効果検証を行い、必要時間数、人数につい

ても今後検討をおこない、保育所規模にあった事務補助員の配置に努める。 
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に、その準備を行う保育士の負担が増していることも否めない。 

一方で、コロナ禍の中で各保育所において創意工夫を行った事例として、例えば「入所を

祝う会」において新入児とその保護者の参加のみとしたところ時間短縮に繋がり、小さなこ

どもへの負担も軽減され、その後の各保育室の紹介や個別の保護者からの聞き取りをゆっく

り実施でき、保護者にも好評であった。 

  これらの現状や外部有識者等からの意見を踏まえ、行事の負担軽減策の検討においては、

行事をなくすのではなく、本来の意義や目的を再確認したうえで、その手法について検討し

ていくことが必要であり、各々の行事の具体的な取組の方向性等は次のとおりとする。 

 

《各行事における取組の方向性と具体案》 

① 入所を祝う会 

（取組の方向性） 

・新入児とその保護者、在所児、職員が入所の喜びを共有できる内容とし、新入児・在所

児ともに参加することが負担にならず、安心感やお祝いの気持ちを持てる会とする。 

（具体案） 

・在所児を代表して年長児が会に参加し、その他のクラスは、通常の活動を見てもらった

り、歓迎の気持ちを伝える機会を設けたりする。 

・新入児とその保護者が会に参加し、在所児は通常保育の中で歓迎の気持ちを伝える機会

を設ける。 

・一堂に会さず、各クラスで新入児を迎え、紹介し歓迎する方法にする。  など 

（留意点） 

・行事の目的を職員間で確認の上、各保育所の状況やこどもの発達過程を踏まえ、参加す

るクラスを検討する。 

 

② 運動会 

（取組の方向性） 

・運動会の内容については、普段の保育の流れの中で、こどもたちが無理なく積み上げ

た運動的な遊び等を中心に活動を組み立てる。 

・こどもが主体的に関わり、体を動かすことの楽しさ・高揚感・達成感等が味わえる内

容とし、こどもの負担とならないよう時間・プログラム数等を考えて構成する。 

（具体案） 

・年齢別に分けて時間帯を区切って実施する。 

・第１部（０～２歳）と第２部（３～５歳）に時間帯を分けて実施する。 

・実施種目は、運動会用ではなく、普段の保育の中で個別の目標設定に向けて継続的に

取り組んでいる活動等を取り入れる。 

・運動遊び等のコーナーを複数準備し、こどもが自由にコーナーを選んで遊んだり、順

番にコーナーをまわるサーキット形式にしたりするなど、こどもの興味に応じ、内容

や遊び方を工夫する。 

・在所児中心の内容とし、修了児等が参加するプログラムについては見直す。 

・保護者にも楽しんでもらえるよう、親子参加の方法を工夫する。   

・運動会という形式にとらわれず、こどもの運動面の発達を知ってもらう場として、保

育参観の形態でクラスごとに実施する。  など 

（留意点） 

・行事の目的を職員間で確認の上、各保育所の状況やこどもの発達過程を踏まえ、参加

するクラスを検討する。 
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・「行事は保護者に見せるものに仕上げないといけない」という考えではなく、「行事は

普段の保育の流れの一部である」という意識を保育士に改めて確認するとともに、保

護者にも説明し理解を求める。 

・保護者には、行事当日に限らず、保育所での継続した取組の中で子どもが心身ともに

成長していることを伝える。 

 

③ 生活発表会 

（取組の方向性） 

・生活発表会の内容については、普段の保育の流れの中で、こどもたちが無理なく積み

上げた遊び等を取り入れて組み立てる。 

・こどもが主体的に関わり、表現することの楽しさ・高揚感・満足感等が味わえる内容

とし、こどもの負担とならないよう時間・プログラム数等を考えて構成する。 

（具体案） 

・保育室の広さやこどもの状況に応じて、時間を分けて入れ替え制で行う。 

・第１部は舞台発表を順に行い、第２部は各クラスの部屋で参観形式の発表とする。 

・実施種目は、発表会で見せるためだけのものではなく、普段の保育の中で個別の目標

設定に向けて継続的に取り組んでいる遊び等を取り入れる。 

・こどもが興味のある継続した遊び（得意なもの）を披露する場面をプログラムに入れ

る。 

・衣装や道具については、作成したものを保管しておき、翌年以降に再度使用したり、

クラス間で共有したりすることで、関連業務の削減を図る。 

・発表会という形式にとらわれず、こどもの表現や言語面の発達を知ってもらう場とし

て、保育参観の形態でクラスごとに実施する。  など 

（留意点） 

・行事の目的を職員間で確認の上、各保育所の状況やこどもの発達過程を踏まえ、参加

するクラスを検討する。 

・参加しない年齢については、別日に保育参観（参加）等を設け、保護者にこどもの成

長を知ってもらう機会を設ける。 

・「行事は保護者に見せるものに仕上げないといけない」という考えではなく、「行事は

普段の保育の流れの一部である」という意識を保育士に改めて確認するとともに、保

護者にも説明し理解を求める。 

・保護者には、行事当日に限らず、保育所での継続した取組の中で子どもが心身ともに

成長していることを伝える。 

 

④ 修了を祝う会 

（取組の方向性） 

・修了児とその保護者、在所児、職員がこどもの成長や修了の喜びを共有できる内容とし、

参加する在所児が負担にならず、お祝いの気持ちを持てる会とする。 

（具体案） 

・在所児を代表して 4歳児クラスのこどもが会に参加し、その他のクラスは、所庭で花道

を作って送り出したりするなどして祝う。 

・修了児とその保護者だけで会を開催し、在所児は別の日にこどもだけでのお別れの場を

作るなど、交流したり感謝の気持ちを伝えたりする場を設ける。  など 

（留意点） 

・行事の目的を職員間で確認の上、各保育所の状況やこどもの発達過程を踏まえ、参加す

るクラスを検討する。 
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⑤ 参観 

（取組の方向性） 

・保護者に通常の保育の中でこどもの育ちを知ってもらったり、保育に参加してもらった

りし、保育所が目指したい保育を保護者に理解してもらい信頼・安心につなげる。 

（具体案） 

・参観のために特別な活動を行う日という捉えではなく、参観日を複数日設け、通常保育

を見てもらったり、参加してもらったりする。 

・運動会や発表会を保育参観の形態でクラスごとに実施する。  など 

（留意点） 

・参観の目的を職員間で確認の上、開催方法や内容を検討する。 

・こどもと触れ合ったり関わったりする機会にするとともに、保護者同士が繋がる機会と

なるようにする。 

 

《進め方》 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ＩＣＴ化の推進 

保育所現場に限らず、様々な職場環境においてＩＣＴ化の取組は、今後避けて通れない課

題である。 

保育所における業務は、１日の生活の中でこどもと一緒に過ごす時間が大半を占めること

から、アンケ－トやヒアリングにおいてもＩＣＴ化の効率性についてイメ－ジがわかず、結

果としてあまり効果を見いだせないとの回答が多かった。 

しかしながら、こどもへの直接処遇のほかにも、保育所では様々な事務作業が存在してい

ることも事実としてある。 

例えば、保育士が作成している各種保育計画やこどもの登降所管理などは、ＩＣＴ化の導

入にあたり効率化の図れる分かりやすいものであるが、おたより帳や保育だよりの作成にあ

たってもＩＣＴ化を導入することで、保育士の負担軽減につながる可能性もある。 

また、保護者との連絡体制においては、従来では口頭や掲示により伝えていた保育の様子

等についても、ＩＣＴ化を進めることで、タイムリーな発信が可能になるとともに、保護者

のメールアドレスを常に正確に把握できるなど防災の観点からも有効である。 

これらの取組について、民間保育園等や他都市の状況を確認したところ、次に掲げる事例

が見受けられた。 

  

・各行事の意義や目的を再度職員間で確認し、「各行事における取組の方向性と具体案」

を参考に各保育所の状況に応じて内容や開催方法を検討のうえ実施していく。 

・それぞれの実践事例について、効果や課題の抽出及び保護者アンケ－トを行うなどに

より、保育の質の視点と保育士の負担軽減の視点で効果検証を行う。 

・効果が認められた実践事例については、他の保育所へも共有する。 
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① 登降所時間管理と延長保育利用の実績に応じた利用料金の計算を ICT化 

・各クラスにタブレットと QR読み取り装置を配置。保護者は登降所の際、自身の QRコー

ド（事前に保育所から発行されたもの）をスマートフォンに表示し、QR読み取り装置に

提示することで、登降所の時刻がタブレットに記憶される（読み取り結果はタブレット

画面に表示される。）。これにより、延長保育利用料金が計算される。 

（効果） 

 これまで保育士が手作業で行っていたこどもの出席状況の集約や、延長保育利用料金の

計算業務が自動的に行われるようになった。 

 

② 保護者との連絡にタブレットを用いた「メール配信システム」を活用 

・保護者からの欠席連絡、随時の問い合わせや質問について、メールでの連絡体制を取っ

ている。 

・地震や風水害等の緊急時に、保護者へ迅速に連絡している。 

（効果） 

 保護者からの欠席連絡について、これまでは電話連絡を登所時間帯に集中して処理する

必要があったため、保護者にとっても電話がつながりにくいなどの不便があり、担任保

育士にその都度伝達しなければならなかったが、保護者の負担も軽減され、メールで各

保育士が容易に確認できるようになった。 

 

③ タブレットの連絡帳機能を活用 

＜幼児（３～５歳児）クラス＞ 

・毎日 17：00 に短い文章をクラスの保護者に一斉に送信。行事や特別な取組の時は写

真を付けて知らせている。 

・１週間に１回、保育の様子を写真を付けて保護者に送信している。 

（効果） 

・これまでは保育士が掲示板へ手書きを行い保護者に伝えていたが、電子化によりデー

タ記録として残ることで、定例的な内容については保存されているこれまでのデータ

等を随時活用できるようになるなど、作成作業が容易になった。 

 

このような内容についても、保護者と保育所との連絡が容易に行われ、保育士の作業的に

も負担の軽減につながるため、積極的に導入する。 

 

《進め方》 

   

 

 

 

 

 

  

・令和３年６月から運用実施した保育補助管理システムにより、児童の登降所時間管理や会

計年度任用職員（時給対応）の出退勤管理を一部の保育所で先行実施しており、他の保育

所においても準備が整い次第実施していく。また、保護者へのメール配信や保護者からの

連絡対応についても、順次、システムを活用し実施していく。 

・その他の機能については、民間保育園等や他都市の状況も調査・研究しながら、その取組

の具体化を図る。 

 （例）連絡帳機能、保育所だより、児童の生育記録、保育日誌、健康観察表、保育計画 など 
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（４）その他 

① 連絡ノ－ト等の取り扱いについて 

 （現状） 

・乳児（０～２歳児）クラスについては、保護者と保育士が、食事や睡眠等の状況及びこ

どもの様子を記入し毎日持ち帰っている。 

・幼児（３～５歳児）クラスについては、こどもが押す出席スタンプを保護者が確認する

とともに、通信欄に保護者がいつでも記入できるよう毎日持ち帰りを行っている。 

 （保育士の負担軽減のための改善案） 

・乳児の連絡ノートについては、「保護者に効果的に伝わる書き方」を実践できるよう、

研修等の学習機会を設け、スキルアップを図るとともに、新任保育士に対する指導業務

の軽減を図る。 

・幼児の連絡ノートについては、令和２年 11月より、保育士がその月のこどもの様子を

記載するタイミングに合わせて、１か月に１回の持ち帰りとした。その結果、個人情報

の管理業務が減り、心身の負担軽減につながった。（保護者からの連絡（相談）は随時

受け付けている。） 

 

② 照会や提出書類の見直し 

保育所への照会や提出書類を見直すことで事務作業の軽減や効率化を図ることができ

ることから、必要のない照会を行っていないか、重複・類似した書類の提出を求めていな

いか、また、照会する際は、内容や回答様式を簡素化したり、余裕のある日程を設定する

など、照会元（本庁）の業務の見直しも併せて行うとともに、本庁職員と保育所職員によ

る検討会を設置し、新たに見直しや改善できることはないか検討する。 
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おわりに 

保育所は、入所するこどもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図

りながら、入所するこどもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援を行う役

割を担い、地域社会にとって重要な施設となっている。 

また、新型コロナウイルス感染症への対策が求められる中で、保育所は社会生活を維持する

うえで必要な施設であり、その重要性が再認識されたところである。 

そこで従事する保育士については、こどもの健全な心身の発達を図るという目的の下、専門

職として、こどもの育ちを家庭と連携して支え、育み続けることができるやりがいのある魅力

的な仕事である。 

この保育士業務のあり方検討プロジェクトチームを発足させた目的は、単に仕事量を減少さ

せたり、必要な業務をなくしたりするものではなく、その専門性をもって保育士が担うべき業

務を改めて見つめ直すためであり、保育士自身も、保育士というやりがいのある仕事の中で自

身の将来像を描き、働き方を見直しながら職場環境の改善を図っていくことが必要である。 

さらに、保育士のスキルアップを図るためには、研修等の機会を通して、保育現場で求めら

れる知識や技能をさらに高めていくとともに、そこで保育士が果たすべき役割や保育士のやり

がいや魅力を改めて認識してもらうことが重要であると考えている。 

今回の取組により、多くの公立保育所保育士の声はもとより、外部有識者からの貴重な意見

を得ることができ、さらに民間保育園等や他都市の取組状況についても確認を行ったことで新

たな気付きに繋がった。今後も先進事例等を調査しさらに情報収集を続けることが必要であ

る。 

保育士の役割として、今後も保育ニーズ等の変化に的確に応えていくことが求められること

ら、引き続き局として保育現場に必要となる人材の確保に努めるなどの支援策を講じること

や、保育所現場と一体となって保育士業務の負担軽減に向けた取組の実践・検証を重ねること

が重要である。公立保育所が保護者や地域にとって信頼される場所となるよう、保育の質をさ

らに向上させるとともに、常に安心できる保育を提供できる体制づくりに努めていく。 
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保育士業務のあり方検討プロジェクト 意見交換会 出席者名簿 

（令和２年１２月７日開催）     

 

【外部有識者アドバイザー】 

内閣府子ども・子育て本部 上席政策調査員 

社会福祉法人友愛福祉会 

幼保連携型認定こども園おおわだ保育園 理事長 

馬場 耕一郎 

大阪市特別参与（就学前教育関係） 

東大阪大学学長代行 副学長 

子ども学部 教授 こども研究センター長 

吉岡 眞知子 

 

 

【区長会議代表】 

生野区長 （区長会議 こども・教育部会長） 山口  照美 

平野区長 （区長会議 こども・教育部会  

こども青少年局 保育施策部担当区長） 
稲嶺  和夫 

 

 

【こども青少年局】 

局長 佐藤  充子 

理事兼兼こどもの貧困対策推進室長 稲木   徹 

企画部長 平田  知敬 

保育施策部長 工藤   誠 

保育所機能整備担当部長 松田  晃一 

保育・幼児教育センター所長 阪口  正治 

保育施策部保育所運営課長 永井  照佳 

保育施策部保育企画課長代理 中村  春樹 

保育施策部保育企画課保育指導担当課長代理 重松  弥生 

保育施策部保育所運営課長代理 河本 哲也 

保育施策部保育所運営課長代理 阪口  順子 

保育・幼児教育センター研修・企画担当課長代理 永谷 小百合 

保育施策部保育所運営課ブロック運営担当課長代理兼担当係長 木村  憲子 

 

  



17 

大阪市こども青少年局 保育士業務のあり方検討プロジェクトチーム 構成員 

     

 

【令和 2年 4月 1日時点】 【令和 3年 4月１日時点】 

委員長  

 こども青少年局長 佐藤 充子 佐藤 充子 

     

構成員  

 こども青少年局   

  理事兼こどもの貧困対策推進室長 稲木 徹 平田 知敬 

  企画部長 平田 知敬 工藤 誠 

  保育施策部長 工藤 誠 松田 晃一 

  保育所機能整備担当部長 松田 晃一 稲木 徹 

  保育・幼児教育センター所長 阪口 正治 阪口 正治 

  企画部総務課長 板橋 清訓 板橋 清訓 

  企画部経理・企画課長 松村 安博 － 

  企画部経理課長 － 豊嶋 陽一 

  企画部企画課長 － 松村 安博 

  保育施策部保育企画課長 赤本 勇 中林 万智子 

  保育施策部指導担当課長 今田 益代 今田 益代 

  保育施策部保育所運営課長 永井 照佳 永井 照佳 

     

ワーキンググループ構成員  

 こども青少年局   

  保育施策部長 工藤 誠 松田 晃一 

  保育所機能整備担当部長 松田 晃一 稲木 徹 

  保育施策部保育所運営課長 永井 照佳 永井 照佳 

  企画部総務課長代理 高野 亜矢子 小山 延江 

  企画部経理・企画課長代理（経理・調達） 濵島 純 濵島 純 

  保育施策部保育企画課長代理 中村 春樹 中村 春樹 

  保育施策部保育指導担当課長代理 重松 弥生 豊福 千恵 

  保育施策部保育所運営課長代理 河本 哲也 合田 雅世 

  保育施策部保育所運営課長代理 阪口 順子 重松 弥生 

  保育施策部ブロック運営担当課長代理 木村 憲子 木村 憲子 

  保育・幼児教育センター研修・企画担当課長代理 永谷 小百合 永谷 小百合 

 

 


