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保育士業務の負担軽減にかかる検討状況について 

 

こども青少年局保育所運営課 

１．経過  

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、保育士人材の確保策が大きな課題となっている。 

この課題に関して、区長会から、保育士の離職防止に向けた業務負担の見直し・軽減、業

務の「選択と集中」に取り組むべきとの提案を受けたことから、公立保育所の保育士職員

全員を対象としてアンケートを実施し、現在保育士職員が現場で行っている業務を細分化

し、個別に分析することで、見直し可能な業務内容を検討することとした。 

 

２．調査内容 

 ・調査期間 

   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：９２．３％） 

・調査方法 

  調査票（アンケ－ト）に記入のうえ提出 

・アンケ－ト内容 

 （１）保育士の業務として 

  ①入所児童の処遇（５５項目） 

  ②保護者対応業務（１３項目） 

  ③施設管理等業務（８項目） 

  ④その他業務（４項目） 

  

（２）所長・主任の業務として 

    ①全体統括（３項目） 

  ②予算の執行管理（７項目） 

  ③食事関係（２項目） 

  ④職員把握（７項目） 
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  ⑤研修・会議（５項目） 

  ⑥他機関連携（１項目） 

  ⑦児童虐待への対応（１項目） 

  ⑧嘱託医（１項目） 

  ⑨その他（８項目） 

 

３．調査結果について 

・保育士から提出されたアンケ－トで、「業務を担うべき職員」「簡素化・効率化・廃止の

可能性」について項目ごとに集計を行った。 

・なお、「（１）保育士の業務」「（２）所長・主任の業務」についての回答数について違い

があるため、各々の回答率を算出する際は、各々の総回答数を項目数の計で除した平

均値を分母として回答率を算出している。具体的な回答数は次のとおりとする。 

「（１）保育士の業務」・・・・・８０２人（64,187(回答数)÷80項目） 

「（２）所長・主任の業務」・・・７５１人（26,295(回答数)÷35項目） 

・集計後の判断基準 

★《業務を担うべき職員》の事項については、 

・「保育士が従事」「保育士と補助員が一緒に従事」「補助員単独で従事」のうち、 

最も意見の多かったものを、「その業務を担うべき職員」と判断。 

 

★《効率化等の可能性》の事項については、 

 ・「簡素化」「ICT化による効率化」「廃止」のうち、 

一定数以上（４０％以上）の意見があったものを、「効率化等が可能」と判断。 

 

・各調査項目における集計結果は以下のとおりである。 

 

（１）保育士の業務 

①入所児童の処遇（５５項目）について 

《業務を担うべき職員》  

  ・保育士が従事                          ３２項目 

  ・保育士と補助員が一緒に従事                   １３項目 

  ・補助員単独で従事                        １０項目 

 

《効率化等の可能性》 

  ・実施回数減などの簡素化                      ０項目 

  ・ＩＣＴ化による効率化                       ６項目 

  ・廃止                               ０項目 
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《その他：入所児童の処遇に関連する自由記述意見》 １９６件 

★職員配置に関する意見・・・９５件 

・清掃担当職員の配置あるいは外注化                   ４６件 

  ・看護師の各所１名配置                         ２６件 

  ・児童家庭支援担当の各所１名配置など要支援家庭への体制強化       １５件 

・プール活動監視について有資格専門者に任せる等による負担軽減      ４件 

  ・所外保育の同行者増員などの安全性確保                  ４件 

  

 ★ICT化による効率化等に関する意見・・・５２件 

・保育計画書類一式、児童の記録の形式統一、電子化、簡略化       ２６件 

・登降所管理、出席簿、月報作成のシステム化、自動化          １２件 

  ・保護者との連絡ノートや月だよりについて ICT化などの導入        ８件 

・午睡時チェックについて ICT化などの導入                ３件 

・障がい児の視覚支援等保育教材について定型の見本の用意         ３件 

 

★保育の取組や行事に関する意見・・・２６件 

・写真撮影の取りやめなど全市立で統一した扱いを             １２件 

 ・行事の内容や実施回数の見直し                     １１件 

・卒園アルバムの作成について業者委託                   ３件 

 

★その他の意見・・・２３件 

・保育必要時間の適切な管理による長時間保育の負担軽減          ５件 

・乳児保育を小規模保育所に任せる等による負担軽減            ４件 

 ・その他                                １４件 

 

《(1)－① の考察》 

【業務を担うべき職員】 

・入所児童の処遇については、５５項目中３２項目（約５８％）の業務について、保育

士が担うべき業務との意見であった。 

・一方で、補助員が単独でできる業務として１０項目（月報作成・登降所時のチェック、

片付け、清掃、安全確認、絵本貸し出しなど）の意見があった。 

  ・また、作品の展示や保護者への配付書類の作成、各種行事の計画・実施などについて

も、保育士だけでなく、補助員も担うべき業務と意見されていることから、補助員で

可能とされる業務の住み分けを明確に整理すれば、保育士の業務削減につながる可

能性はあると考える。 
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【効率化等の可能性】 

・効率化等の可能性については、ＩＣＴ化による効率化が可能とする意見が、６項目に

おいて４０％を超えていた。（保育計画各種、出席簿、登降所チェックなど） 

・それ以外の大部分は１０％以下となっており、全体的には効率化等が可能とされる

意見は少なかった。 

 

【自由意見】 

・自由記述の主な意見では、清掃担当職員・看護師などの配置を求める意見、保育計画

や児童の記録の電子化・簡略化、登降所管理の ICT 化を求める意見が一定数みられ

た。また、写真撮影の取扱の見直し、行事の開催内容や実施回数の見直しを求める意

見もみられた。 

 

②保護者対応業務（１３項目）について 

《業務を担うべき職員》  

・保育士が従事                          １０項目 

  ・保育士と補助員が一緒に従事                    １項目 

  ・補助員単独で従事                         ２項目 

 

《効率化等の可能性》 

  ・実施回数減などの簡素化                      ０項目 

  ・ＩＣＴ化による効率化                       ０項目 

  ・廃止                               ０項目 

 

《その他：保護者対応に関連する自由記述意見》 ２８件 

 ・保護者への個人情報書類配付についての郵送化              １１件 

・保護者への連絡やお便りのアプリやメールでの発信に ICTを活用      ７件 

   ・延長保育料の算出についてのシステム化                   ５件 

   ・その他                                  ５件 

 

《(1)－② の考察》 

【業務を担うべき職員】 

・保護者対応業務については、保護者への声掛けや苦情対応、懇談会等、直接保護者へ

説明を要する内容が多いことから、１３項目中１０項目（約７７％）の業務につい

て、保育士が担うべき業務との意見であった。 

・一方で、補助員が単独でできる業務として２項目（実費徴収関係の計算・徴収、用 

品代の支払い）の意見があった。 
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【効率化等の可能性】 

  ・効率化等の可能性については、４０％を超える意見はなかったが、ＩＣＴ化による

効率化が可能とする意見として、「実費徴収の計算や徴収業務（２４．７％）」があっ

た。 

・それ以外の大部分については、１０％以下の意見となっており、全体的には効率化等

が可能とされる意見は少なかった。 

 

【自由意見】 

・自由記述の主な意見では、保護者への個人情報書類配付について手渡しではなく郵

送化することや、保護者との連絡やお便りの発送について ICT 化することなど負担

軽減を求める意見がみられた。 

 

③施設等管理業務（８項目）について 

《業務を担うべき職員》  

・保育士が従事                              ０項目 

  ・保育士と補助員が一緒に従事                       ０項目 

  ・補助員単独で従事                            ８項目 

 

《効率化等の可能性》 

  ・実施回数減などの簡素化                         ０項目 

  ・ＩＣＴ化による効率化                          ０項目 

  ・廃止                                  ０項目 

 

《その他：施設等管理業務に関連する自由記述意見》  ３６件 

 ・草刈、遮光ネット張りなど環境整備は委託する                      １６件 

・備品の収納場所の増設置や、備品管理の ICT化などによる負担軽減     ７件 

 ・電気設備の老朽化対策による不具合の未然防止など施設管理の予算確保、 

保育士手製のゲートや柵を規格品に取替など安全対策の充実        ７件 

・門のインターフォンについて ICカード化など新型化              ５件 

 ・国旗掲揚はなぜ毎日必要なのか                       １件 

 

《(1)－③ の考察》 

【業務を担うべき職員】 

・施設等管理業務の項目については、ゴミ出し、清掃、施設の修繕依頼、機器のチェッ

ク等、簡易な作業が占めていることから、全ての８項目において、補助者単独で担う

べき業務との意見であった。 
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【効率化等の可能性】 

・効率化等の可能性については、４０％を超える意見はなかったが、実施回数の減など

簡素化が可能とする意見として、「遮光ネット張り（２６．８％）」「草刈り、害虫駆

除等（２０．９％）」があった。 

・それ以外の大部分については、１０％以下の意見となっており、全体的には効率化等

が可能とされる意見は少なかった。 

 

【自由意見】 

・自由記述の主な意見では、草刈など環境整備について委託する等負担軽減を求める

意見のほか、備品管理の機能向上による負担軽減、設備の不具合発生の未然防止など

施設管理の予算確保を求める意見がみられた。 

 

④その他業務（４項目：研修への参加・職員会議での報告・給食関係会議の参加、休 

日保育への従事）について 

《業務を担うべき職員》  

・保育士が従事                              ４項目 

  ・保育士と補助員が一緒に従事                       ０項目 

  ・補助員単独で従事                            ０項目 

 

《効率化等の可能性》 

  ・実施回数減などの簡素化                         ０項目 

  ・ＩＣＴ化による効率化                          ０項目 

  ・廃止                                  ０項目 

 

《その他業務に関連する自由記述意見》  ３０件 

・休日保育について輪番制を解消し本務保育士増員配置などによる見直し   １２件 

・職員会議について終了時間の設定や回数の削減などの見直し         １１件 

・研修について実施回数の削減などの見直し                  ６件 

・アレルギ－児対応を踏まえたメニュ－の改善                 １件 

 

《(1)－④ の考察》 

【業務を担うべき職員】 

・その他業務の項目については、研修、職員会議の参加、休日保育の従事等、職員自ら

が参加・従事すべき業務であることから、全ての４項目において保育士が担うべき業

務との意見であった。 
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【効率化等の可能性】 

・効率化等の可能性については、４０％を超える意見はなかったが、ＩＣＴ化による効

率化が可能とする意見として、「職員会議での報告・記録（１８.３％）」があった。 

・それ以外の大部分については、１０％以下の意見となっており、全体的には効率化等

が可能とされる意見は少なかった。 

 

【自由意見】 

  ・自由記述の主な意見では、休日保育の実施体制の見直しや、職員会議の実施方法の

見直しを求める意見がみられた。 

 

（２） 所長・主任の業務 

①～⑨所長・主任の業務（３５項目）について 

①全体統括、②予算の執行管理、③検食や会議の統括、④勤怠管理等、 

⑤研修の実施等、⑥関係先との連携、⑦児童虐待の対応、⑧嘱託医との調整、 

⑨その他（緊急時の対応・来客対応等） 

 

《業務を担うべき職員》  

  ・保育士が従事                             ３５項目 

  ・保育士と補助員が一緒に従事                       ０項目 

  ・補助員単独で従事                            ０項目 

 

《効率化等の可能性》 

  ・実施回数減などの簡素化                         ０項目 

  ・ＩＣＴ化による効率化                          ０項目 

  ・廃止                                  ０項目 

 

《その他：所長・主任の業務に関連する自由記述意見》 ６２件   

・現金の取扱は事務補助員に任せる。あるいは取扱を無くす。       １９件 

・一時預かり事業の利用料について現金の日払いではなく、事前に 

回数券購入や月毎に振り込み支払いとするなど負担軽減         １０件 

 ・職員の市内出張交通費についての口座振り込み化              ５件 

・賄材料費の現金支払いを振り込みにするなど簡素化             ４件 

・パート職員について勤怠処理の ICT化                   ４件 

・調査物の本庁への提出が多く期限も短い。                 ４件 

・その他                               １６件                                                
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《(2)－①～⑨ の考察》 

【業務を担うべき職員】 

・所長・主任業務については、各項目（①～⑨）の業務が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９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】 

・効率化等の可能性については、４０％を超える意見はなかったが、ＩＣＴ化による 

効率化が可能とする意見として、「予算の執行管理」の項目の中に１０％を超える意

見が５件あった。 

・それ以外の大部分は、５％以下の意見となっており、全体的には効率化等が可能とさ

れる意見はかなり少なかった。 

 

【自由意見】 

 ・自由記述の主な意見では、「現金の取り扱いを事務補助員に任せる」又は「取り扱い

をなくす」及び、一時預かり事業の利用料について「現金での日払いをなくす」など、

現金取り扱いの事務に対する、負担軽減を求める意見がみられた。 

 

（３）その他 負担軽減が図られると思われる項目に関する自由記述意見（設問 116より） 

３５１件 

《意 見》 

★職員配置による負担軽減に関する意見・・・１７７件 

 ・事務補助員、用務員を配置、活用し、事務作業等の負担軽減         ８８件 

   ・職員配置を確保し欠員解消（産育休・病気休暇の欠員補充、障がい児加配、 

パート職員を含め全般的に改善を）                     ６３件 

   ・保育士配置基準の見直し（要配慮児童への加配を含む）           ２６件 

 

★ICT化等による負担軽減に関する意見・・・１４１件 

  ・パソコン、タブレットを各クラス（できれば１人１台）に配置など 

IT機器の活用充実                             ８７件 

・保育士の事務作業の削減（書類作成の削減、簡素化。事務職員を配置）   ３１件 

・業務の ICT化、無線インターネットの活用                  １７件 

   ・文書作成や記入様式についての統一化、簡素化                ６件 

   

   ★その他の意見・・・３３件 

    ・本アンケートの実施そのものが負担                    ５件 

      ・その他（各意見１～２件）                        ２８件 
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（４）保育士として「悩んでいること」「困っていること」「仕事への思い」など現在思っ

ていることの主な意見（設問 117より） 

《意見 1677件のうち 50件以上意見のあったものを記載》 

  ・欠員の解消、人材確保を第一に行い、職員の負担軽減を         ２０２件 

   ・事務補助員、用務員の配置を（清掃パート含む）            １２７件 

  ・パソコン、タブレット等 ICT機器の増設、活用             １０１件 

   ・事務処理など、保育以外の業務に追われている（仕事が多い）       ９８件 

    ・保育士の処遇改善、労働条件の見直し                  ９２件 

   ・年休、産育休などの取得困難（自分の子の体調不良でも休んでやれない等）６０件 

   ・休日出勤、時間外、持ち帰りの仕事が多い                ５７件 

・職員不足により余裕が無く心身の疲労が増大               ５２件 

  

４．アンケート結果の総括 

(1)《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。 

 

(2)《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。 

 

(1)(2)共通 《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、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。 

・業務の簡素化や廃止が可能な項目については、負担軽減につながる意見は少なかった。 

 

(1)(2)共通 《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。 
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５．今後の進め方 

・保育士業務の負担軽減にかかる本調査結果については、前段で述べたとおりであるが、 

この調査結果にある「業務分担のあり方」や「ICT 化等による効率化」などの各意見

の妥当性について、外部の有識者等からご意見をいただいたうえで考え方を整理し、

こども教育部会での議論も踏まえ、こども青少年局として、改善内容について取りま

とめてまいりたい。 

 

 


