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令和２年９月 

 

保育士業務の負担軽減にかかる保育士とのヒアリング（意見交換）の 

実施結果について 

 

大阪市こども青少年局保育所運営課 

 

保育士業務の負担軽減に向けては、令和元年１１月に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、児童への保育業務や保護

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が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、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う為に、保育士へのヒアリング（意見交換）

を実施し、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。 

 

１．ヒアリング実施内容 

・実施期間 

  令和２年７月３日～８月１４日 

・対象職員 

  〇保育所長（直営全箇所） ６０名（５グループに分け実施） 

〇採用５年前後の保育士グループ５名 

〇採用 15年前後の保育士グループ５名 

〇採用 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 

   ６０箇所全てで実施している行事等（保護者も深く関わるもの） 

（１）入所を祝う会 

資料② 
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（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） 

 

意見集約する項目 

ア 実施する意義（必要性） 

イ 保護者ニーズ 

ウ 負担軽減に向けた改善点 
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２．各業務についてヒアリング（意見交換）で挙げられた主な意見と検討事項 

 

（１）入所を祝う会 
ア 実施する意義（必要性）について 

＜意見＞ 

・入所児童・保護者・在所児童・職員みんなで入所を祝い、保育所で一緒に過ごす

ことの喜びを共有する。 

・入所保護者は我が子の成長と保育所生活が始まる喜びを感じ、職員や児童に接し、

保育所の雰囲気から期待をもつことができる。 

・祝う会後、保護者は担任より保育所生活について説明を受け、具体的にイメージ

をもつことができる。 

・担任と直接顔を合わせられるので、保護者も安心できる。 

・特に支援の必要な児童の保護者は、我が子の姿を伝えたい思いが大きいので、必

要な機会である。 

＜まとめ＞ 

・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。 

・保育所に預ける保護者の期待を高めるとともに、保護者が円滑に保育所利用

を始めることにつながることが期待できる。 

 

イ 保護者ニーズについて 

＜意見＞ 

・両親そろっての参加も多く、子どもの成長の節目である入所を祝う会の参加を楽

しみにしている保護者がほとんどである。 

・地域によっては子どもの成長を喜び、祖父母も含めてたくさんの方が参加したい

という要求が高いところもある。 

・祝う会に参加された保護者からも、ほっこりとした保育所の雰囲気が感じられ好

評を得ている現状がある。 

・参加することをためらう保護者もいるが、参加してみて子どもの成長が見られた

り、保育士の雰囲気が見られたりするため、よかったと感想があった。 

＜まとめ＞ 

・子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。 

・支援が必要な保護者にとっても、参加することで子どもの成長に改めて触れら

れる機会が得られる。 
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ウ 負担軽減に向けた改善点について 

① 参加者について 

＜意見＞ 

・新入児、その保護者のみの参加で行う事で、時間短縮でき、その後の部屋紹介や

個別聞き取りの時間がゆっくりとれる。 

・在所児からのプレゼントやメッセ－ジ等の渡し方は工夫すれば良い。 

・今年はコロナの影響で、入所時健診と祝う会が同日開催となり昼からの行事とし

たが、ラフな形で行えた。このように今までの形を変化させていくことも可能で

はないか。 

・例年、時間が長くなり、小さな児童に負担が大きいので、短時間でよかった。 

・保護者にとっても短い方が楽。聞き取りでも待ち時間をなくす工夫をした。詳細

は家庭訪問で聞くと伝えた。 

・長くなると在所児にも負担がかかる。今年度は、不参加だったので、所庭で自由

に遊び、遊んでいる普段の姿を見てもらえたのでよかったのではないか。 

・在所児はあらかじめ吹き込んでいた言葉と歌で参加したり、お祝いの言葉と歌の

み参加もあったが、好評だった。 

・今年は 5歳児が途中参加し、お祝いを伝え、終了後、ペンダントを渡した。５歳

児は年長児としての自信がもてる機会なので参加の仕方を考えていくことも必

要である。 

・全児参加でなくても、スライドやビデオ等で在所児の紹介や担任紹介もできる。 

・全体で集まって進行する形式ではなく、各クラスで新入児の紹介を行って祝うと

いう方法もある。 

＜検討事項＞ 

 

現状 負担軽減検討事項 

・新入児とその保護者（親族）及び、在所

児が一堂に会して開催。 

・在所児については各クラスとも参加が

基本。 

・所要時間…１時間弱（午前中） 

・参加者を新入児とその保護者に限る、又

は在所児を含む場合は５歳児のみとす

ることについて検討 

・新入児の人数によっては、一堂に会する

ことなく、各クラスで個別に新入児の

紹介を行う手法についても検討 
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（２）運動会 

ア 実施する意義（必要性）について 

＜意見＞ 

・運動会当日だけの取組ではなく、個別・クラス・保育所として指導計画を立て、

継続した取組の行事である。大きい子の姿を見て「こんなことがやりたい」と意

欲と期待を持つことができる。 

・自分の目標をもち、根気よく挑戦することで、できた時の達成感を味わい自信に

つながる。今後、できないことにもやってみようと挑戦する気持ちがもてる。ま

た友達の頑張りを認め共に喜び合う共感の気持ちを養う。 

・（保護者）運動会当日までの経過の中で、我が子や担任から、友達と楽しんでい

る姿や協力している姿を知ることができ、成長を感じることができ、子育てに関

心をもてる機会になる。 

・親子競技を行うことで親子とも一緒に楽しむ経験となっている。 

・支援の必要な児童が一緒に取組む中で、「うちの子には難しい」という保護者の

思いはあるが、密に保護者と話をしたり、友達が応援してくれたりする部分もあ

り、保護者と一緒に考え、子どもの成長を感じる機会になる。 

＜まとめ＞ 

・子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。 

・保護者も子どもの姿を共有することで、さらなる子育てに対する自信と意欲の

向上につながる。 

 

イ 保護者ニーズについて 

＜意見＞ 

・保護者ニーズは高く、子どもの成長を目の当たりにし、保護者・保育士が互いに

共有する事で子育て支援にも繋がる。 

・子どもの取組の経過等、日々の子どもの様子を担任から聞いたり、当日までの頑

張りや姿を見ることで成長を感じられる。 

・地域みんなの行事になっているところもある。保護者会が楽しみにしていてゲー

ムをしたり、景品を出すところもある。 

・保護者の期待が大きい。前年の運動会が終わった時点で、1年後の運動会を楽し

みにしている。（4 歳児保護者は特に 5 歳児になった時の運動会への期待が大き

い。） 

・例年の内容を変更する時は、保護者の思いが大きい場合があるので事前準備が必

要。 

 



  

6 

 

＜まとめ＞ 

・保護者は、我が子の成長を見られる機会として、ニーズはとても高い。 

・保護者に限らず、地域ぐるみで行われている保育所もあり、地域のニ－ズも高

い。（見守りの効果もあり） 

 

ウ 負担軽減に向けた改善点について 

① 参加年齢について 

＜意見＞ 

・0歳児から参加している保育所もあるが、気候変動で暑さが増し、各所がねらい

について考えたり、当日に向かう取り組み過程を大切にしたりする中で、乳児の

参加をやめる、もしくは検討中の保育所も増えている。 

・目標をもって取組むことがある程度わかる年齢、保護者が見てくれていることを

励みにできる年齢、ということを考えると幼児クラスが妥当。 

・0歳児から行っている保育所は、我が子の短時間の出番のために仕事を休まなけ

ればならないことや、3歳児からの参加に変更した場合、楽しみにしている 2歳

児をどうするかが課題。 

・0、1 歳児をなくした保育所もある。代わりに、0、1 歳児は、別日で保育参加を

実施。 

＜検討事項＞ 

 

② 活動内容について 

＜意見＞ 

・毎年酷暑となる中、取組内容を検討していく必要を感じる。 

・公立保育所は小学校・幼稚園を見ても、難しいことをさせ過ぎている傾向にある。

簡単にしてみてはどうか。 

・地域の児童や修了児参加の競技を入れている保育所もあるが、暑くなり、時間短

縮が必要な中では切り離して考えてもよい。 

・支援が必要な児童も含めて、子ども達のやりたい気持ちを大切にし、無理なく少

し頑張ればできる達成感や充実感を味わえるような活動を進めるとともに、友達

と一緒に活動する楽しさを感じられる内容となるよう工夫することも大切。 

・活動内容は子どもが選んだもの、大好きなもので、日々の保育の中から決定する

が、5歳児は保護者の思いが強いこともある。「今年は竹馬ではなく、〇〇にしま

した」と、例年行っていたことを変更する場合はしっかり保護者が納得できる説

明をする必要がある。 

・「やらせている」「やらされている」内容にならないように、子どもがやりたいこ

とを組み立てていけば楽しく取組むことができる。 

現状 負担軽減検討事項 

・約９割の保育所で乳児も参加。 ・３歳児からの参加としていくことを検討 
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＜検討事項＞ 

 

  

現状 負担軽減検討事項 

・数カ月間の取組が必要な種目（竹馬、竹

登り、鉄棒、縄飛びなど）を実施。 

・地域の児童や修了児が参加する種目を

実施している保育所もある。 

・所要時間・・・午前中 

・子どもの状況に応じ、取組に負担がかか

らない種目とすることを検討 

・地域の児童や修了児が参加する種目に

ついて見直しを図ることを検討 
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（３）生活発表会 
ア 実施する意義（必要性）について 

＜意見＞ 

・歌や言葉や身体表現など、いろいろな表現で自分を表現する楽しさを味わう。 

・日頃から、異年齢クラスの活動を見ることで、あこがれや期待の気持ちが芽生え

る。 

・（保護者）発表会当日、我が子が友達と協力して楽しむ姿を見て、成長を喜び、

他年齢の演技を見ることで子育ての振り返りになったり、我が子の成長の姿をイ

メージし期待がもてる。 

・支援の必要な児童が集団の中で一緒に楽しんでいる姿を見てもらうことで、保護

者と共に児童の姿を共有することができる。 

・みんなで作り上げることに意義がある。子どもたちには、友達みんなでやり遂げ

たいという思いが芽生えた。 

・5 歳児は子どもからもアイデアが出て、一緒に作り上げていく楽しさを感じる。 

＜まとめ＞ 

・子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。 

・保護者も子どもの姿を共有することで、さらなる子育てに対する自信と意欲の

向上につながる。 

 

イ 保護者ニーズについて 

＜意見＞ 

・保護者は我が子のみならず、他の子の成長も感じることができ、感動して帰られ

る良い機会である。 

・就学前カリキュラムにおいて、運動会は「体」を、発表会は「知・徳」を…とバ

ランスよく見てもらえる行事である。 

・運動会に比べると子どもと保護者の距離が近いので、子どもの表情がよりわかる。 

・「子どもの楽しそうな姿が見られる」「間近で見られる」「良い写真を残したい」

などの理由で、運動会と共に、二大行事としてニーズはとても高い。 

＜まとめ＞ 

   ・保護者は室内で子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、ニーズはとても高い。 

・運動会とは異なった生活の発表の場としての取組のなかで、こどもの成長を感

じ取れる機会として、保護者の期待は大きい。 
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ウ 負担軽減に向けた改善点について 

① 参加年齢について 

＜意見＞ 

・発表会に参加しない年齢は、保育参観に替えていっている。 

・2歳から、3歳から、4歳からと参加年齢は、各所いろいろである。2歳からの参

加が多い。各々保育所により経過がある。 

・目の前に保護者がたくさんいる中で緊張することや、取組後保護者の顔を見たの

に別れなければならないなど乳児には負担が大きい。 

・2～5 歳児の参加で実施。2 歳児でも楽しそうにほっこりした、いい感じだった。 

＜検討事項＞ 

② 活動内容について 

＜意見＞ 

・取組内容として大きくは劇あそび、リズム、歌、５歳児は会の進行、保護者参加

等が挙げられ、日頃のごっこ遊びや手遊びを取り入れ、無理なく楽しめる内容に

取組んでいるが、保育士の経験や力量が問われるところもあり、若手の保育士に

は見て学ぶ機会を設けていくことも必要である。 

・ピアノの演奏や、構成の組み立てを考えることは難しく負担を感じている保育士

もいる。 

・衣装や道具に頼らない取り組み方等、仕事量が軽減できるよう改善していくこと

も必要。 

・経験年数など保育士の力量により負担感が違うのでは。また、得意、不得意もあ

る。特に大道具など、道具作りなどの負担が大きい。 

＜検討事項＞ 

現状 負担軽減検討事項 

・２歳児からの参加としている保育所

が多い。 

・３歳児からの参加とすることを検討 

現状 負担軽減検討事項 

・発表内容の構成については保育士が毎年立案してい

る。 

・衣装や道具について保育士が子どもと一緒に作り上げ

るが、保育士によってはより役柄に合わせた衣装等を

作成するため、準備に多くの時間を費やしている。 

（例） 

 児童が動物役を演じる際に、お面だけにする場合もあ

れば、全身に着けるコスチューム的な衣装を作成する

等。 

・行事の所要時間…午前中 

・これまで用いたプログラ

ムの活用や共有化を検

討 

・衣装や道具について、こ

れまで作成したものの

活用や、新たに作成する

際は簡略化することを

検討 
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（４）修了を祝う会 
ア 実施する意義（必要性）について 

＜意見＞ 

・在所児童や保護者、職員みんなで、修了児童が修了することを祝い成長を喜ぶ。 

・修了児童は一緒に過ごした友達や職員、保護者に感謝の気持ちを伝えることがで

きる。 

・保護者は我が子の成長を喜び、これからの成長に期待をもつ機会になる。 

・当日の修了できたという子どもの自信が、小学校につながっている。 

・保護者が子どもの成長を感じ、これからもがんばろうと思える日。 

＜まとめ＞ 

・子どもの成長の節目を祝う行事であり、この経験により子ども自身も成長の

自覚を持つことが期待できる。 

・子どもが周りへの感謝の気持ちと、修了できたことによる自信を持って、新

たな小学校生活を送ることへの期待に繋がる。 

 

イ 保護者ニーズについて 

＜意見＞ 

・特に乳児から来ている人は、何年も通所していて保護者は感動して帰られる。 

・昨年度は、実施できることがとても有難かったという意見が多く聞かれ、わが子

が保育所を修了することに対する喜びが感じられた。修了を祝い、成長を喜ぶ会

としては必要である。 

・新型コロナウイルスの影響で、修了を祝う会が中止になるのではと心配していた

が、実施されると知って喜び、協力的であった。しかし、短縮、簡素化を嘆いて

いた。 

・証書授与は、保護者にとっても心に残しておきたいイベントになっている。 

＜まとめ＞ 

・保護者にとっては、修了証書の授与を含めて、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メモリアルな行事で

あり、期待は大きい。 

 

ウ 負担軽減に向けた改善点について 

① 内容の簡素化について 

＜意見＞ 

・昨年度は、会の時間短縮、参加年齢の縮小、保護者の人数制限等、簡素化した内

容で行った。 

・在所児を不参加にしたことで、ゆったりと見てもらえた。 

・在所児参加なし。保護者は 2名まで参加。在所児の参加は、花道で言葉、歌を贈

った。良い行事になった。 
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・在所児が会場の外（テラス）から「おめでとう！」の気持ちを伝えたりと、心が

伝わる、温かい気持ちで送り出せる会になればいい。 

・在所児や給食室の調理員など、その場にいなくてもビデオメッセージでの参加や、

所庭で見送るという方法もある。 

・4歳児については来年度の期待を持つという面からは参加してもいいのでは。ま

た練習の時に見るという工夫もできる。 

＜検討事項＞ 

 

  

現状 負担軽減検討事項 

・修了児、保護者（親族含む）及び、在所

児（３～４歳児）が一堂に会して開催。 

・所要時間・・・１時間程度（午前中） 

・一堂に会することなく、花道や所庭で見

送るなどの工夫を行い、在所児や保護

者（親族）の会場内の参加を縮小するこ

とについて検討 



  

12 

 

（５）保育参観 
【保育参観の現状】 

 ・幼児年１回、乳児については個々の成長・発達が著しいことから年２回実施の保育

所が多い。 

・保育時間中に各クラスにおいて、保護者が我が子と触れ合う時間（保育参加）を設

けている。 

・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。 

 ・所要時間…幼児は午前中。乳児は午前中または午睡後。 

ア 実施する意義（必要性）について 

＜意見＞ 

・保育所の保育方針や取り組みを保護者に伝え、信頼・安心してもらえる機会にな

る。 

・我が子と触れ合う活動を取組むことで、関わり方を伝えることができる。 

・親子関係を見ることで、今後の保護者支援につなげていく。 

・保護者にとっては、自分の子どもの育ちを客観的に捉えることにもつながる。 

・春に全クラス実施。運動会に参加しない 0、1 歳児は秋に保育参加を行い、保護

者に半年の成長を感じてもらえる機会となっている。 

＜まとめ＞ 

   ・親子・保護者同士の交流を深める行事であり、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。 

・保護者に、保育所の保育方針や取り組みを伝えることで、信頼、安心してもら

える機会になるとともに、親子関係をより把握することで、今後の保護者支援

に繋がることが期待できる。 

 

イ 保護者ニーズについて 

＜意見＞ 

・見るだけでなく一緒に遊んだり参加できる。 

・保育所側から 1年間の保育方針等について伝え、実際に保育士がどんな関わりを

しているか、保育所はどんな所かを見てもらうことで、保護者は保育士の人柄に

触れ、保育所に対する安心感を得ることができるとともに、保護者同士がつなが

る機会にもなっている。 

・保護者にとって、自分の子どもを客観的に見るいい機会となっている。 

＜まとめ＞ 

 ・保育所の方針や我が子の様子を見られることで、保護者のニーズは高い。 

・一緒にかかわって遊ぶ時間もあるため、親子ともとても楽しみにしている。 

・保護者同士をつなぐ機会にもなっており、保護者も新たな友人ができることへ

の期待も大きい。 
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ウ 負担軽減に向けた改善点について 

① 回数の削減について 

＜意見＞ 

・幼児は年 1回程度（親子で遊んでもらう形）でよい。 

・幼児 1回、乳児 2回実施のところが多い。  

＜検討事項＞ 

 
  

現状 負担軽減検討事項 

・幼児年１回、乳児については個々の成

長・発達が著しいことから年２回実施

の保育所が多い。 

・保育時間中に各クラスにおいて、保護者

が我が子と触れ合う時間（保育参加）を

設けている。 

・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。 

・所要時間…幼児は午前中 

      乳児は午前中または午睡後 

・左記の実施回数を上回っている保育所

について、回数を減らすことを検討 
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（６）保護者との連絡（連絡ノート等） 
【連絡手段の現状】 

（乳児）「おたより帳」…保護者と保育士が毎日記入。食事、睡眠、排便、朝の検温、 

その他伝達事項を記入。 

（幼児）「しゅっせきノート」…保護者と保育士が必要に応じ記入（保育士は月１回、

必ず記入を行う）。通信欄に伝達内容を記入。（日々の

出席印は児童が行う：シール・スタンプ・色ぬり等） 

ア 実施する意義（必要性）について 

＜意見＞ 

・体調の変化が生じやすい乳児について、家庭での様子（食事・睡眠・排泄等）を

日々把握することができ、生活リズムを整えていくため保護者へのアドバイスに

つなげることができる。 

・親子関係を知ることができ、保護者支援を進めていくことができる。 

・保育所の様子を記入することで、どのように過ごしているかを伝え安心し信頼関

係を構築していくツールになる。 

・直接会話できない保護者が、子育ての悩みや不安を記入し子育てを一緒に考える

きっかけになることもある。 

・就労状況、家庭状況など連絡ノートを通して家庭とつながったり、保育所として

サポートできることが見えてきたりする。直接会えない保護者はノートを通して

関係ができてくる。 

＜まとめ＞ 

・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、子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 

・保護者は、連絡ノートを通して悩みや不安を相談することもあり、保護者に対

する子育て支援につながる。 

・乳児については、健康面において急な変化が起こることがあり、幼児に比べて

子どもの状況を継続して把握することで、安全・安心な保育を行うことができ

る。 

 

イ 保護者ニーズについて 

＜意見＞ 

・直接話をしづらい保護者も連絡ノートには書ける方もいる中で必要性を感じて

いる。子育ての悩みや不安を記入し、子育てを一緒に考えるきっかけになること

もある。 

・状況を話せない乳児にとって、その日の様子を保護者に伝えることができ、信頼

関係を構築していく必要なツールである。読むことを楽しみにしている保護者も

いる。 
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・連絡ノートを“成長の記録”（育児日記）ととらえて大切に思ってくれる保護者

もいる。 

・幼児の連絡ノートへの記入（児童の様子）は月 1回ではあるが、保護者は楽しみ

にしている。また、ひらがなで書くことで、子どもも読むことを楽しみにしてい

る。 

＜まとめ＞ 

・保護者は、「保育所での子どもの様子を知りたい」「成長の記録として大切にし

たい」というニ－ズが非常に多い。 

・直接伝えられない悩みや不安を記入することで、子育てを支援する機会になっ

ている。 

 

ウ 負担軽減に向けた改善点について 

① 記入欄の簡素化について 

＜意見＞ 

・以前の連絡ノートより、内容的には簡素化されてきている。記入の負担について

は一定軽減されている。 

・もう少し簡素化してほしいが、家庭での食事の内容は必要。 

・運動会、慣らし保育などの行事の際は、直接、保護者は我が子の様子がわかるの

で、記入しないなどの工夫も行っている。 

＜検討事項＞ 

 

② ICT化について 

＜意見＞ 

・幼児の公開日誌・連絡事項のようなものなら、タブレットの利用も可能かもしれ

ないが、乳児クラスのノートは個人的なことも多く、ICT化は難しい。 

・個人情報の取り扱いがさらに不安になる。使い方の熟知が必要となってくる。 

・若い保護者は得意かもしれない。 

・メリット…連絡ノートをかばんに入れることがなくなる。ダブルチェックの時間

が不要。 

・デメリット…誤送信、入力時間の捻出。保育士によっては、書いた方が早い。 

・一人一台のパソコンがあったとしても、午睡保育や休憩もある中、時間の捻出が

難しい。 

 

 

 

現状 負担軽減検討事項 

・運動会などの行事の際に記入を省略し

ている保育所もある。 

・運動会などの行事の際に記入を省略す

ることを検討 
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＜検討事項＞ 

 

③ 記入回数削減について 

＜意見＞ 

・乳児はまだまだ個人記入のニーズが高いと考えられるので削減は難しい。 

・2歳児から 3歳児に上がると、毎日記載のおたより帳から月 1回の連絡ノートに

変更することへの保護者の不安が大きいので回数を少しずつ減らしていくのは

どうか？ 

・2歳児の最後まで、担任としては記入してあげたい気持ちがあるし、必要である

と考える意見もある。 

・毎日の記入は大変だが、必要だと思う。 

・幼児のノートのメッセージ欄の使い方についても検討が必要。直接伝えることが

苦手な保護者には有効である。 

・記述ではなく、チェック様式にしたら、保護者も職員も記入しやすい。 

・幼児のノートには児童の姿を記入しているが、クラス全員同じ文面（コピー）に

代わっている保育所もある。 

＜検討事項＞ 

現状 負担軽減検討事項 

・登所時に保護者がノートを提出し、保育

士が内容を確認。 

・降所時までに保育士が毎日手書きで記

入。（乳児） 

・児童のかばんに保育士がノートを入れ

る、または保護者に手渡すことで返却。 

・電子化を行い、保育士が電子端末（タブ

レット）上で内容確認・入力を行いメール

で送信する手法の導入について検討 

現状 今後の改善 

（乳児のノート） 

・保護者と保育士が毎日記入。 

・記入事項…食事、睡眠、排便、朝の検温、

その他連絡事項 

（幼児のノート） 

・保護者と保育士が必要に応じ連絡事項

を記入。（保育士は月１回、必ず記入） 

 

・児童が押す出席スタンプやシールを保

護者が日々確認するとともに、保護者

がいつでも連絡事項を記入できるよ

う、毎日持ち帰りを行っている。 

（乳児のノート） 

・３歳児への進級が近づいた２歳児のノ

ートについては、記入回数を削減する

ことを検討 

（０～１歳児は従来通り） 

 

（幼児のノート） 

・持ち帰りを１か月に１回にする 

（直ちに実施） 


