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近年、「保育者不足問題」がメディアで

も再三取り上げられ、保育業界のみならず

日本全体が抱える問題にまで発展し、2017

年度末時点で「約 7.4万人」の保育者が不

足していると、厚生労働省が発表してい

る。1) 少子化で子どもの数は減っているに

もかかわらず、現在保育者は足りない。

2019年の 10月より、幼児教育・保育の無

償化がスタートした結果、働きに出る母親

も増加し、ますます待機児童が増えること

が予想され、各自治体でも民間と連携しな

がら待機児童解消に向けて様々な対応を考

えていると思われる。本学の地元姫路市に

おいても新聞紙面でも紹介されていたが

2020年春から４、５歳児のみを受け入れ

ていた一部の公立の幼稚園で 3歳児保育を

始めたり、私立の認定こども園が新設され

たり、複数の保育所が認定こども園に移行

して幼児教育を始めるほか、定員を拡大す

るこども園もあり、受け入れ枠の確保が進

んでいる。2) しかし、施設を整備しても保

育者が確保できなければ子どもを受け入れ

られない。要するに同時進行で保育者確保

の対策を講じていかなければ保育者の配置

数などが国の指導監督基準を満たしていな

い認可外保育施設が増えたり、勤務時間等

現場の負担が大きくなり保育の質の低下に

つながることも考えられ、真の待機児童解

消につながらない。ますます保育者不足が

喫緊の大きな問題となってくる。それだけ

に社会全体でいかに対応するかが問われ

る。その中で本学をはじめ保育者養成校と

して保育者確保のためにやれることをキャ

リアセンター長の立場から今一度考えてい

きたい。 

 

１．はじめに 

保育者不足の背景には、かなり改善が進

んできたとは言え、仕事の大変さの割に賃

金が低いことがある。更なる改善が求めら

れる。ただ、保育者の資格を持ちながら保

育の現場で働いていない「潜在保育者」が

平成 25年の厚生労働省の調査ではおよそ

76万人 3)、現在では約 80万人以上いると

推測されているなかで、結婚や出産を機に

現場を離れた人が多いのはもちろんだが、

一般に保育者は、卒後５年間で約半数が離

職し、現職の保育者の約半数が勤続５年未
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満である 4)と言われている。それどころか

３年未満の早期離職する者も決して少なく

ないうえに養成校を卒業しながら保育の道

に進まない者も増えつつある。養成校の使

命としては保育士資格・幼稚園教諭免許取

得見込み学生をいかに保育所・こども園等

に一人でも多く、生涯の仕事として就職さ

せるかであると考える。そのためには、保

育現場に対応できる専門的知識や技能をし

っかり見につけさせることがもちろん基本

だが、キャリア教育の一環として、様々な

機会を捉えて保育者の魅力をしっかり伝

え、保育の道に進もうとする意欲を喚起す

るとともに、早期離職を減らし、また、復

帰率を上げるためにも自身が納得し、希望

を持って就職に望める園選びをサポートす

る必要が多分にある。そこでまず今時の学

生が就職先選びのポイントをどのように考

えているか調査し、考察する。 

２．方法と結果 

本学保育コース２年生を中心とした４３名を対象に 2019年 9月にアンケート調査を実

施した。調査内容は、学生が特に保育所・こども園のどこが気になるか、また、その判断

のための主な情報源についてである。 

（１）職場選択ではどこを重視するか 

   次の項目で複数回答可とした。 

① 園全体の雰囲気 ② 待遇面（給与等） ③ 休日等勤務形態 ④ 園長の人柄

⑤ 職員の様子（人間関係を含む） ⑥ 園の規模  ⑦ 通勤時間 

⑧ 園の教育・保育方針 ⑨ 園舎（外観・設備等） ⑩ 採用試験内容 

 

項目 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

延べ

人数 

４３    

人 

３４

人 

２４ 

人 

２０ 

人 

４０ 

人 

４ 

人 

２６ 

人 

１０ 

人 

６ 

人 

７ 

人 

   

 

20%

19%

16%

12%

11%

9%

5%

8%

重視するポイント 園の雰囲気 職員の様子 待遇面 通勤時間

休日 園長の人柄 園の方針 その他
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（２）通勤時間がどれくらいまでの園を選択範囲とするか 

   ①１５分以内  ②３０分以内  ③１時間以内  ④通える範囲ならば良い 

   ⑤一人暮らしができるところ 

 

項目 ① ② ③ ④ ⑤ 

人数 

（割合） 

１２人 

（27.9%） 

１９人 

（44.2%） 

２人 

（4.7%） 

３人 

（7.0%） 

７人 

（16.3%） 

      

（３）どれくらいの規模の園に就職したいか 

   ①園児 100人以下  ②園児 200人以下  ③園児 200人以上  ④特に考えない 

     

項目 ① ② ③ ④ 

人数 

（割合） 

１５人 

（34.9%） 

１９人 

（44.2%） 

０人 

（0%） 

１０人 

（23.3%） 

  

（４）就職フェアについて 

１ 参加したか 

   ①参加した  ②しなかった 

     

項目 ① ② 

人数 

（割合） 

２９人 

（67.4%） 

１４人 

（32.6%） 

 

２ 就職フェアに参加した際いくつのブース（園）を回ったか 

     

項目 ５園以上 ４園 ３園 ２園 1園 

人数 

（割合） 

１８人 

（62.1%） 

３人 

（10.3%） 

５人 

（17.2%） 

２人 

（6.9%） 

１人 

（3.4%） 

   

３ 参考になったか 

①なった  ②あまりならなかった    

     

項目 ① ② 

人数 

（割合） 

２７人 

（93.1%） 

２人 

（6.9%） 

 

参考になった（分かった）内容 

・園の様子  ・比較ができたこと 

・園の雰囲気 ・決意につながった 

・待遇（労働条件）等 

・保育士の様子 ・その他 

 

 

姫路

市

53%

他地

区

14%

参加

せず

33%

参加状況



谷本 章三 

（５） 園見学について（夏季休業終了日現在） 

１ 行ったか 

   ①行った  ②行っていない 

     

項目 ① ② 

人数 

（割合） 

２１人 

（48.8%） 

２２人 

（51.2%） 

 

２ いくつの園に見学に行ったか 

     

項目 １園 ２園 ３園 ４園以上 

人数 

（割合） 

１３人 

（61.9%） 

５人 

（23.8%） 

１人 

（4.8%） 

２人 

（9.5%） 

  

３ 参考になったか 

①大いになった  ②なった  ③あまりならなかった    

     

項目 ① ② 

人数 

（割合） 

２１人 

（100%） 

０人 

（0%） 

 

 

 

 

 

 

   

 

４ どんな質問をしたか 

 

 

 

 

 

 

 

参考になった（分かった）内容 

・園の雰囲気  ・園の先生方の雰囲気  ・子どもたちの活動の様子   

・園の場所  ・就職意欲の喚起につながった  ・労働条件等（給与、諸

手当て、休日）  ・見学園でのアルバイトにつながった      

・その他 

・行事について  ・園児の人数  ・保育方針  ・具体的な仕事内容 

・休暇（休日）について  ・採用試験内容  ・待遇面（給与等） 

・保育士の生活について  ・人間関係について  ・一人暮らしについて 

（家賃補助等） ・行事の内容  ・その他 

 

64%

25%

5%

6%

見学園数

1園 2園 3園 4園以上



保育者を目指す学生たちの就職先選択に係るサポートを考える 

  ５ 就職に関して特に不安に感じていることはあるか 

     

・自分は適正があるか  ・やっていけるか  ・試験内容  ・面接 

・実技（ピアノ）  ・人間関係を上手くやれるか  ・一度で決めて良い

ものか  ・一人暮らしで両立ができるか  ・行きたいと思っている園は

求人があるか  ・自宅近くに園が少ない  ・その他 

 

３．考察 

アンケートの結果、職場選択で重視する

ポイントが最も高かったのは、子どもの活

動の様子を含めた園全体の雰囲気、続いて

職員の様子（人間関係を含む）、そして給

与等の待遇面、通勤時間、休日等勤務形

態、園長の人柄であった。これは、他団体

の調査 5)とも概ね一致している。学生は、

もちろん待遇面（給与、手当等）を大いに

気にはしているが、これは今後改善を期す

るところであるが求人票を見ても各園表記

の仕方がまちまちであったりして違いが非

常に見えにくい。また、実際の人間関係も

外からは見えない。それだけに現時点では

職員・園長の雰囲気や人柄をふくむ園全体

の雰囲気をもっとも気にしている。要する

に学生は何よりも職場環境を一番と考えて

いる。だが、今後ますます、担当園児数や

預かり保育の増加等による仕事量に見合う

待遇がより重視されるだろう。また、通勤

時間については一人暮らしをしてみたいと

考えている者は別として交通手段にもよる

が自宅から３０分以内が最も多く、１５分

以内より多い。これは、通勤時間が短いに

越したことはないがあまり近すぎると顔見

知りの保護者や子どもがいたり、同僚にも

自宅の位置を知られたくないと思っている

からと考えられる。そのほか近すぎると気

分転換しにくいと考えるのかもしれない。

園の規模についてだが、私立では全国的に

見ると園児が１０人前後の保育所から５０

０人を越える幼稚園まであり規模の基準が

難しいが、地元姫路でも私立保育所・こど

も園を見るとやはり園児が２０人前後の小

さな規模のところから２５０人を超える大

きな規模の園までさまざまある。学生のイ

メージとしては、保育者は大きな責任が伴

うだけに小さな規模の園ほど担当園児も少

なくて気が楽ではないかと思う反面、保育

者の数も少ないので先輩から学ぶ機会が足

りなかったり早期から担任を任されたりす

る可能性が高いと思っている者もいるよう

だ。また、多くの学生が、特に大きい園は

必ずしもそうでないにもかかわらず、特色

が強く行事や取り組みが多そうな煩雑なイ

メージと園児も職員も非常に多いのでアッ

トホームさが希薄ではないかと想像してい

るようである。いずれにしても自信のなさ

からきている面も多分にある。 

 次に職場選びの情報源の一つとなる就職

フェアだが、ほぼ全員が関心を持っており

７割近い学生が参加している。残りの３割

の者も、就職希望の地元では就職フェアそ

のものがなかったり、授業等の関係で日程

が合わなかったり等で参加しなかったよう

である。参加した学生を見ると進路先を固

めている学生を除いて全員が複数のブース

（園）から説明を聞いており、参考になっ
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たと感じている。特にいろいろ説明を聞く

とともに勧誘を受け、保育士の仕事や魅

力、園のイメージをある程度持つことがで

き保育者を目指す意欲につながったようで

ある。園見学については、全員が必要性を

感じているが、参加していない学生が約半

数いる。しかしこれは調査をした時期的要

素が大きく、就職先の候補がまだ絞れてい

なかったり、参加したい園からの求人票を

待って見学に行こうと考えていたようで、

その後は行く予定にしているようである。

参加した学生は、全員が参考になったと答

えている。就職フェアとは違い、実際に園

の雰囲気を直接肌で感じることができ、ま

た、その場でいろいろな質問に答えてもら

ったことにより園はもちろん保育の世界を

より身近に感じたことが就職先を決める大

きな要素となったようである。ただ、問題

は一つの園しか見学に行かなかった者が半

数以上おり、これでは他園との比較ができ

なかったり、遠慮から聞きたい事を十分聞

けていない場合が多いと思われるので改善

を要する。いずれにしても実際に就労して

みると人間関係を含む園見学で感じたこと

やその時聞いていたこととのギャップは

多々あると思うが、就職先選びの有効な手

段の一つであることは確かだと考える。 

 

４．おわりに 

 キャリアセンター長としては少しでも就

職してよかった、長く勤めたいと感じる園

に就職させたいが、学生個々に魅力を感じ

る園は必ずしも同じでないだけでなく、情

報がほとんどない園や園長と顔を合わせる

機会はあっても訪問実績がない園も多くあ

り、一方的な話や求人票からだけでは伺い

知れない面も多々ある。例えば新設の園は

別として、例年より求人が大幅に増えた園

が入園児の増加を見越してのものか、職員

の結婚・出産等が重なったためか、あるい

は何かその他の理由があるのかはなかなか

外からでは判断しにくい。超過勤務につい

てもしかりである。そのように学生が知り

たい個々の園について情報が十分提供がで

きなかったり学生の質問に的確には答えら

れない場合もあり、キャリアセンターとし

ての機能を十分果たせていないと感じるこ

ともある。それだけに今後さらにキャリア

センターのみならず、学校を上げて情報収

集に力を注ぎ、教職員間の情報共有を密に

していきたいと考えている。また、少しで

も早い時期からキャリアデザインの授業や

就職ガイダンスを通して就職に対する意識

付けを行い、積極的に就職フェアにも参加

させたい。ただし就職フェアは、あくまで

も各園のプレゼンテーションであり、良い

面を中心に説明されていると思われるので

鵜呑みにせず見学園をある程度絞り込む一

手段とさせる。そして、実習園以外は特に

複数園にボランティアやアルバイトを含め

て納得がいくまで何度も見学に行くように

勧め、そのうえで、複数の職員から話を聞

くようにさせたい。また、キャリアデザイ

ンの授業や個別面談を通して園見学の際の

チェックポイントや質問事項を明確にする

こと等の徹底を図るとともに学生に的確な

アドバイスと事前・事後指導の徹底を図

り、学生自身が納得し、安心感と保育の仕

事や就職に期待を持って日々の学校生活が

送れるようにしていきたいと考えている。
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