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【報告書の目的】 

 本報告書は、厚生労働省による「保育士再就職支援に関する調査等事業」に基づき作成されたも

のである。「保育士再就職支援に関する調査等事業」は、待機児童ゼロ特命チームにより取りまとめ

られた「国と自治体が一体的に取り組む待機児童ゼロ『先取り』プロジェクト」（※）の「保育を担

う潜在的な人材の掘り起こしや再教育」を行うための事業である。 
 保育士不足を解消するためには、保育士養成の充実だけではなく、保育士資格を有するが就労し

ていない保育士（以下、潜在保育士）の活用が必要となる。本報告書では、潜在保育士を再就職に

つなげるための効果的な研修プログラムを示すことにより、地方自治体による再就職支援研修の開

催を支援する。また、潜在保育士の再就職を有効にするための研修以外の自治体の取り組みや支援

策を提示する。 
上記の研修プログラムや支援策を提示するにあたり、潜在保育士の就労に向けた課題と必要とな

る支援策を明確にするため、保育士、保育所及び自治体を対象にした潜在保育士等に関する調査を

行った。そして、調査結果や分析内容の有効性を検証するため、学識経験者、行政担当者、保育所

事業者、そして保育所施設長から構成された専門家による有識者検討会を開催した。こうしたプロ

セスをもとに、地方自治体向けに潜在保育士の再就職に必要な支援（再就職支援）と潜在保育士の

就労促進に効果のある研修プログラムを記載したのが本報告書である。 
 本報告書は、２部構成となっている。第１部では、潜在保育士等に関する調査と地方自治体に対

するヒヤリング調査結果をもとに、潜在保育士に向けた再就職支援研修と研修以外の再就職支援策

の現状と事例を記載した。そして、第２部では、第１部の調査結果及び分析内容を踏まえ、地方自

治体が再就職支援研修を開催する際の効果的な研修プログラム・ガイドを策定した。 
なお、研修プログラム・ガイドは、以下の点に留意して策定した。 
□潜在保育士の保育所での勤務経験の長さと保育所勤務のブランクの長さに主眼をおいて、全６

パターンの研修カリキュラムを用意した。 
□地方自治体が、そのまま活用できるよう実践的な内容にした。 
□地方自治体が、保育所向けに配布できる潜在保育士雇用に関する提案と事例について記載した

報告書を別冊として用意した。 
本報告書を、地方自治体における潜在保育士の再就職に向けた材料として、有効に活用されたい。 

 
 ※平成 22 年 10 月に内閣総理大臣の指示により、内閣府特命担当大臣（少子化対策担当）を主査

として設置された、「待機児童ゼロ特命チーム」により、同年 11 月「国と自治体が一体的に取り組

む待機児童ゼロ『先取り』プロジェクト」がとりまとめられた。プロジェクトの具体的施策として

①既存の制度に縛られない「多様で柔軟な保育サービス」の確保、②「場所」の確保、 
③「人材」の確保を 3 つの柱があり、このうち、③「『人材』の確保」の施策のひとつとして、     

「保育を担う潜在的な人材の掘り起こしや再教育」が挙げられている。 
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第１部  調査結果概要 

【１】保育士確保の実態 

１）待機児童の状況 

厚生労働省による調査によると、平成 23年 4月 1日時点で、全国の待機児童数は、25,556
人で 4 年ぶりに減少した。この 1 年間で待機児童数は 719 人減少し、待機児童のいる市区

町村数も前年から 20 減少して 337 であった。また、待機児童数が 100 人以上の市区町村

数は、前年より 4 市区町の減で 62 となっている。 
年齢区分別でみると、低年齢児（0～2 歳児）が全体の 82.6％を占めており、特に 1・2

歳児にいたっては、17,549 人（68．7％）となっている。待機児童数は、都市部に顕著で、

首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）、近畿圏（京都、大阪、兵庫）の 7 都府県と政令指

定都市及び中核市で 20,939 人で全待機児童の 81.9％を占める。 
 

２）保育士不足の状況 

自治体向け調査結果によると、保育士不足の状況については、図表 1 にあるように、『非

常に不足している』（10.8％）、『不足している』（26.2％）、『やや不足している』（39.2％）

を合わせると、全体の 4 分の 3 以上（76.2％）の自治体で保育士は不足しているという結

果だった。 
なお、今回の調査対象は、都道府県、政令指定都市と中核市だけでなく待機児童数 50

人以上の保育計画を策定している市区町村（全 74 市区町村）も含まれている。また、上

記「不足している状態にある」とした 76.2％の自治体の 4 分の 3 以上（75.8％）が、保育

士が不足している状況は、長期的な課題としている（図表 2 参照）。保育士不足の状況は、

慢性的な課題ととらえられている。 
 

図表 1  保育士の不足状況 
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図表 2  保育士が不足している状況の課題  

 
(n＝保育士が「非常に不足している」「不足している」及び「やや不足している」と回答した自治体の数） 
 

３）潜在保育士に対する就職支援策 

潜在保育士への就職支援策については、4 分の 3 以上（77.7%）の自治体が保育士向け

の就職支援策を実施していない。 
一方、支援策を実施している自治体で具体的な施策として も多く挙げられたのは『再

就職に向けた研修』（48.3％）であり、2 番目が『就職相談会の実施』（34.5％）、3 番目が

『保育人材バンクの開設』（24.1％）となっている。 
なお、その他としては、『福祉インターシップ』、『公立保育所パート・アルバイト登録制

度』等が挙げられた（図表 3 参照）。 
 

図表 3  具体的な対策  

 
（ｎ＝潜在保育士に向けた再就職支援策を実施している自治体の数） 
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【２】潜在保育士に向けた再就職支援研修の現状 

１）実施概要 

 「潜在保育士に向けた再就職支援研修」を実施している自治体は、14 自治体と少ない数

であったが、再就職支援策全体の中では 5 割弱（48.3％）と も高かった。 
   

① 実施回数 

直近の実施回数については、年間 10 回未満（71.4％）、月間では 3 回未満（64.3％）が

圧倒的に多い。 
 

② 実施時間帯 

再就職支援研修は、平日休日ともに昼間に実施され夜間での実施はない。 
図表 4  実施時間帯  

 
 

③ 参加人数 

1 回あたりの参加人数は、『15 人未満』（35.7％）が一番多く、次が『30～50 人』（28.6％）

となっている。 
図表 5  参加人数  

 

200人以上, (0s),
0%

15～30人, (2s),
14%

無回答, (1s), 7%

100～199人, (1s),
7%

51～99人, (1s), 7%

15人未満, (5s),
36%

30～50人, (4s),
29%

 
(ｎ＝14) 
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④ 受講生の募集方法 

受講生の募集方法は、『自治体広報紙』及び『ちらしやパンフレットの配布』（71.4％）、

『自治体ホームページへの掲載』（64.3％）が圧倒的に高い割合となっている。 
 

図表 6  受講生の募集方法 

 
 
 

⑤ 受講生の応募受付方法 

受講生の募集方法の上位には、① 『ＦＡＸ』（71.4％）、② 『電話』及び『はがき』

（57.1％）、④『ホームページ』（50.0％）が挙がっている。 
 

図表 7  受講生の応募受付方法 
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２）評価方法 

研修の評価方法については、『受講生に対してアンケートの実施』（92.9％）が圧倒的に

多い。また、研修の評価指標の上位 3 つは、①『満足度』（71.4％）、②『参加人数』（64.3％）、

③『保育士としての再就職者数』（57.1％）の順となっている。 
 

図表 8  研修の評価方法 

92.9 (13s)
7.1 (1s)

7.1 (1s)

0.0 (0s)

7.1 (1s)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受講生に対してアンケートの実施

受講生に対面でヒアリング

受講生に電話でヒアリング

その他

無回答

(n=14)  
 
 
 
 
 

図表 9  評価指標 

 

 



7 

 
３）今後の実施意向 

潜在保育士向けに再就職研修を実施した自治体の中で、『今後も実施したい』としている

自治体は、全体の 3 割強（5 自治体、35.7％）にとどまっている。 
 

図表 10  研修の今後の実施意向  

実施して効果がなかった
ので今後の実施について
は検討していきたい
14%

実施して効果がなかった
ので今後は実施しない
0%

わからない
0%

実施して良かったが今後
の実施については分から
ない
14%

その他
29%

実施して良かったので今
後も実施していきたい
36%

無回答
7%

 
 
 
 
 
 
 
 

(ｎ＝14) 
ｎ＝14 



8 

４）研修カリキュラム 

カリキュラム構成は、7 割以上（71.4％）が、講義と実習の両方を実施している。保育

士調査における潜在保育士向け設問（図表 11）で、就業していない理由として、『就職に

不安がある』という方が多く挙げられたように、保育業務にブランクがある方の不安を払

しょくし、安心して復職できるような研修カリキュラムが望まれる。 
 

図表 11  保育士として就業していない理由（保育士調査） 
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① 講義のカリキュラム内容 

 保育士調査では、保育所勤務経験がある方を対象にした職場環境に関する悩みとして、

『責任の重さ・事故への不安』が全世代平均で 43.4％と も多く挙げられた（図表 12   
参照）。『責任の重さ・事故への不安』は、保育所調査でも、潜在保育士が潜在する理由 
として も高い割合（55.8％）となっている。 
実際、保育士調査では、『救急救命』（42.5％）、『安全管理』（35.4％）、『クレーム対応』

（33.8％）など事故や緊急時への対応に対する研修ニーズが多く挙げられている（図表 16
参照）。『安全管理』は保育所調査でも 50.0％と高くなっている。(図表 15 参照）。さらに、

保育所調査では、雇用する潜在保育士に求めるスキル（図表 13 参照）として『社会性・

社会常識がある』（61.0％）、『コミュニケーション能力がある』（53.6％）、『社会人として

のモラル・倫理』（52.4％）があげられており、潜在保育士を雇用するに至らない理由（図

表 14 参照）としてもこれら 3 つの項目が圧倒的な高さとなっていることから、こうした

モラルや社会性に関するスキルを習得するための研修機会が求められている。また、『保育

実技』は、保育士及び保育所両調査でも２番目に高くなっており、実践的なスキル習得の

機会が求められる。 
これに対して、自治体調査における講義のカリキュラム内容について、上位 3 つは、①

『 新の保育事情』（92.3％）、②『新保育所保育指針』（69.2％）、③『遊びの技術』及び

『コミュニケーション』（46.2％）となっている。一方、『ビジネスマナー』、『クレーム対

応』及び『パソコン操作』は実施されていない。 
 

② 実習のカリキュラム内容 

 『保護者対応』は保育士調査（55.1％）、保育所調査（64.8％）の双方で高いニーズがあ

る。これに対して、自治体調査では、圧倒的に『遊び』（80.0％）が多くなっており、保育

士調査及び保育所調査で高いニーズのあった『保護者対応』が実施されている自治体は

10.0％に過ぎない。また、『調乳』、『授乳』、『おむつ交換』、『連絡帳記入』は実施されてい

ない。なお、その他は『保育所見学』等である。 
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図表 12  保育園就業中の職場環境に関する悩み（年齢層別；保育士調査） 
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図表 13  雇用する潜在保育士に求めるスキル（保育所調査） 

 
 
 
 

図表 14  潜在保育士を雇用するに至らない理由（保育所調査） 
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図表 15  保育所が求める研修カリキュラム（保育所調査） 
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図表 16  保育士が求める研修カリキュラム（保育士調査） 
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図表 17  自治体が行っている研修カリキュラム(講義) 

 
 

図表 18  自治体が行っている研修カリキュラム(実習) 

 
 
 



15 

 
５）研修実施の課題 

研修実施の課題は、① 『受講生が集まらない』（42.9％）、②『講師の確保が難しい』

及び『研修を実施しても効果がない』（21.4％）などが上位である。 
なお、その他としては、『研修参加者の就職率』、『保育人材確保の必要性に対する関係者

の認知度の低さ』、『次年度以降の継続性が担保できない（予算措置上の制約）』等があげら

れている。 
図表 19  研修実施の課題 
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６）再就職支援研修の実施事例 

① 東京都の場合 

a) ヒヤリング対象 
東京都福祉保健局 保育支援課 

 
b) 実施している事業の概要 

事業名： 保育士就職支援セミナー 
開始年度： 平成 23 年度 
実施主体： 社会福祉法人東京都社会福祉協議会 東京都福祉人材センター 
対象： 保育所勤務未経験者、保育所勤務のブランクが長い保育士有資格者等 
目的： 就職に必要な知識と技能を習得する 
セミナー内容：2 日間の講義と 3 日間の現場実習から構成されている。 

実習については、希望制になっている。講義は、年 10 回都内の各区市

で開催され、1 回あたり 40 名で合計 400 名の受講生の参加を見込んで

いる。 
開催日時： 受講生のニーズに柔軟に応えるため、平日だけでなく土日や夜間も実施

される。 
開催場所： 東京都下でバランスよく実施されている。実習は実習希望者の利便性に

配慮し 寄りの認可保育所または認証保育所で実施され、1 回あたり

10 名で合計 100 名の参加者を見込んでいる。 
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c) 研修カリキュラム 
＜講義カリキュラム例＞ 

 
＜実習カリキュラム例＞ 

 
ｄ）受講生の声 

本セミナーは、現在実施中であり、評価についてはこれからの検証となるが、これまで開催分

の受講生の声は次のとおりである。 
・すべての授業が理解しやすかった。資格は取ったものの、保育の仕事をしたことがなく、 
とても不安だったが、授業を受ける前より不安が取り除かれた。 

・どの講義も興味深い内容でわかりやすく、あっという間の 2 日間だった。保育の現場に役立 
つことの楽しさを思い出し、良い機会になった。 

・ 新の事情に接することができ、有意義だった。また、子どもに接することの魅力をあらた 
めて感じることができた。 

・久しぶりの講義を受け、およそ 20 年前に勉強したことを思い出した。子育ての実体験もあ 
り、母親として新たな目線から感じることが多いセミナーだった。 
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② 三重県の場合 

a) ヒヤリング対象 
       三重県健康福祉部こども局 こども家庭室 
         

b) 実施している事業の概要 
事業名： 保育士再チャレンジ支援事業 
開始年度： 平成 23 年度 
実施主体： 県内の保育士養成校 3 校に外部委託。 
対象： 養成校によって異なる。潜在保育士のみを対象にしている養成校から潜

在保育士だけではなく、これから保育士資格を目指すもの、また、現職

の保育士や幼稚園教諭も対象にしている養成校もある（下図参照）。 
目的： 各養成校は、卒業生にアンケートを実施し、復職希望者に研修の案内を

行う。 
セミナー内容：研修カリキュラムや研修実施については、養成校によって異なる。 

 

 高田短期大学 皇學館大学 鈴鹿短期大学 

受講対象者 

・潜在保育士で保育士として再就職を希望

するもの 

・現職の幼稚園教諭・保育士 

・潜在保育士で保育士として再就職を希望

するもの 

・保育士資格取得を目指しているもの 

・潜在保育士 

募集人数 50名 なし 20人 

受講料 無料 無料 無料 

申し込み方法 
メールまたはFAX。応募者多数の場合は抽

選 
不要 電話、FAX、メール、申し込み先着順 
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c) 研修カリキュラム 

 
研修カリキュラムは、全般的に講義が中心であるが、養成校によっては、保育実技や保

育体験を含めた研修を行っている。また、講師は、全て養成校の教員である。 
研修カリキュラムは下記のとおりである。 

 

 高田短期大学 皇學館大学 鈴鹿短期大学 

研修カリキュラム 

「保育所保育指針と保護者の役割」 

「保育をめぐる 近の動向」 

「乳幼児のからだの発達と健康管理」 

「乳幼児のこころの発達」 

「乳幼児の食と栄養」 

「保育者支援と地域連携の意義と実際」 

「子育て支援の意義と実際」 

「保育実技：音楽」 

「保育実技：造形」 

「保育実技：表現」 

全て座学。講師は養成校の先生。 

「保育者の役割と専門性の向上」 

「乳幼児の食育」 

「安全、保健衛生、緊急時の対応と応急措置」 

「保育・幼児教育をめぐる状況と保育所保育

指針の改定」 

「現代の子どもの育ちと児童福祉」 

「乳幼児の発達と保育支援」 

全て座学。講師は養成校の先生。 

「幼児の心の発達」 

「発達障がいの理解と支援」 

「保育の心と保育相談援助の理念」 

「保育表現技術の研究（造形）」 

「保育表現技術の研究（音楽表現）」 

「保育表現技術の研究（身体表現）」 

「保育の動向と現場体験」 

座学が中心で一部保育体験あり、講師は養成

校の先生。 

 
なお、本事業は平成 23 年度継続中の事業であるため、成果等の事業の評価、検証はこ

れからとなる。 
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【３】潜在保育士に向けたその他の再就職支援策現状（実施事例） 

 
１）就職相談会の実施 

 
① 東京都の場合 

 
a) ヒヤリング対象 

 
      東京都福祉保健局 保育支援課 
 

b) 実施している事業の概要 
 

事業名： 保育士就職支援研修・就職相談会 
開始年度： 平成 21 年度 
実施主体： 社会福祉法人東京都社会福祉協議会 東京都福祉人材センター 
対象： 保育所勤務経験者等 
狙い： 保育士就職支援に向けた研修会と就職相談会において就職相談、求人求

職等の情報を一体的に提供している。  
セミナー内容：1日コースであり、前半の研修会のカリキュラムは、「東京都における

近の保育事情」、「保育所保育指針」をテーマにした講義、認可及び認

証保育所園長などによる保育園の現状についての話、さらに再就職に向

けての心構えといった内容となっている。後半の就職相談会では、求人

側の法人がブースを出店するとともに、保育士資格を有した専門のコー

ディネーターが、求職者の相談に応じている。 
参加者募集： 新聞折り込み、東京都の広報紙やホームページ、開催区市の広報紙によ

っても告知され、毎回 100 人前後が参加している。 
開催回数： 平成 21 年度は 4 回、平成 22 年度は 5 回開催され、2 年間で 1,139 人

が参加した。肝心の再就職者数であるが、開催から約 3 週間後に実施

されるアンケート調査によると、2 年間で 140 人であった。これは、参

加者の 1 割強（12.2％）になるが、アンケート調査後に就職した人数を

含めるとこれ以上の数値になると思われる。平成 23 年度はさらに拡充

され、年 6 回開催する予定である。 
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c) 参加者の評価 

 
平成 22 年度実施分のアンケート調査によると、参加者のプロフィールは、次のとおり

である。 
・年齢；40～49 歳（37.9％）、30～39 歳（25.3％）、20～29 歳（23.6％）と、幅広い世代

が参加し、偏りは見られなかった。 
・保育園での勤務経験；『5 年以上』が 35.3％と も多く、次が、『勤務経験がない方』の

26.6％であった。 
・参加者の声；『ブランクがあるので、このような研修はありがたかった』、『一日で研修・

相談会を開催してもらうのは助かる』等 
  

d) 課題と今後の展望 
 

施策実施の目的である就職者数については、参加者の 1 割強の方の就職につながってお

り、一定の成果が得られている。 
課題としては区市の参加をいかにして拡大していくかということになる。本事業の予算

は全額を都が負担しているが、待機児童に関する状況や課題の認識は区市によって状況に

差異がある。その点が、事業の水平展開で難しいところである。 
平成 23 年度は、さらに拡充し年 6 回開催する予定である。 
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２）専門コーディネーターの配置 

 
滋賀県や岐阜県の場合のように保育に特化した専門のコーディネーターを配置して、常

時相談できる体制を整備している自治体もある。 
潜在保育士が再就職する場合には、復職に対する不安について親身に相談に応じてくれ

るだけではなく、復職に際しての条件面の交渉や調整をしてくれる専門コーディネータの

存在は大変心強い。求人と求職のマッチング精度を向上させる役割としても専門コーディ

ネータは大きな役割を果たしていると言える。なお、滋賀県の事例は次の保育人材バンク

の項で触れる。 
 

① 岐阜県の場合 

 
a) ヒヤリング対象 

 
・岐阜県健康福祉部 子ども家庭課 
・社会福祉法人 岐阜県社会福祉協議会 

 
b) 実施している事業の概要 

 
岐阜県では、社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会の岐阜県福祉人材総合対策センターが

中心となり、潜在保育士の再就職に向けた取り組みが行われている。 
平成 21 年度からは、国の「安心こども基金」を活用し、保育士資格を有した専門のコ

ーディネーターを 1 名配置することによって、求人関係の情報を収集するとともに、求職

者への親身で丁寧な相談に応じるなど、求人と求職の橋渡しを密接にすることで求人と求

職のマッチング精度を高め、潜在保育士の復職に大きな役割を果たし成果につなげた。 
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c) 活動内容 
 

＜平成 21 年度（実質の事業期間は、平成 22 年 1～3 月）＞ 
・求人状況調査の実施 

調査対象 市町村保育担当課（公立保育所）と民間保育所（公

設民営含む） 
調査時期 平成 21 年 11 月（調査期間：約 3 週間） 
主な調査項目 「園児数」（年齢別人数） 

「職員数」（雇用形態：正規、非正規（常勤）、パ

ート別の人数、雇用形態別の採用実績） 
「保育士の採用計画」（雇用形態別の採用予定人

数、賃金、採用希望の年齢層、各種手当、賞与の

有無、保険等の加入、有給の有無、求人情報の告

知方法等） 
回収率 市町村（42/42、100％）、民間（115/156、73.7％） 

 
 

· 「保育士再就職支援コーディネーター配置事業」の潜在保育士への告知活動 
ちらしを作成し、市町村、公立保育所、民間保育所等に配布（12000 部発行）。また、

市町村には離職した保育士へのＤＭ発送も依頼。 
· 再就職相談の実施 

相談件数 154 件 
· 再就職研修の実施 

2～3 月にかけて県内 5 か所（瑞浪市、高山市、関市、垂井町、羽島市）で実施し、潜

在保育士の方が計 124 人参加。研修内容は、県の 新の保育事情や保育所保育指針の

改定についての講義の 1 日研修で土曜日に開催。 
 

＜平成 22 年度＞ 
· 再就職相談の実施 

相談件数 826 件 
· 再就職研修の実施 

9 月から 12 月にかけて、県内 5 か所（瑞浪市、高山市、関市、垂井町、羽島市）で実

施。研修内容は平成 21 年度と同じ。 
· 保育所体験の実施 

潜在保育士で再就職の希望のある方に、求人事業所（6 か所）での職場体験（3 日間）

をしてもらうことにより、就労への不安を解消し円滑な職場復帰につなげる。職場体

験修了者数 14 人、内就職者数 7 人（就職率 50％） 
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d) 成果 
＜平成 21 年度＞ 
潜在保育士 30 人が再就職 

 
＜平成 22 年度＞ 
潜在保育士 149 人が再就職 

 
e) 保育士再就職支援コーディネーターの職務と役割 
保育士再就職支援コーディネーターの職務は、保育所の求人に関する情報提供や潜在保

育士の保育所への就労に関する相談を受けることであるが、年間 826 件（平成 22 年度）

の相談を一人のコーディネーターが受けている。相談内容もさまざまであるが、 も多い

のは、双方の勤務条件のすり合わせである。相談相手の主要な層は、子育てが一段落した

35～36 歳の女性であるが、この方々の勤務時間帯の要望として も多いのが、10 時から

16 時までの昼間のパート勤務である。しかしながら、保育所側は、朝番や遅番、シフト勤

務ができる方などへの要望が多い。このような求人と求職のミスマッチングを埋め合わせ

ていくのが、コーディネーターの 大の役割である。これを埋め合わせることは、非常に

大変な仕事であるが、コーディネーターの方の話による 大のポイントは、「条件面で保育

所に歩みよっていただくよう掛け合うこと」とのことである。これには高度な交渉力とコ

ミュニケーション力がともなう。また、一方で「潜在保育士の方は、日中は保育以外の仕

事をしていることが多く、どうしても連絡がつきづらく、夜間でのやりとりも多い」とい

った苦労もある。 
 

f) 再就職に向けた研修について 
人材に対する保育所のニーズは、「保育士としての知識よりも保育所内でチームとして連

携していくためのコミュニケーション力である」という（保育士再就職支援コーディネー

ターの方の話）。従って、研修カリキュラムとしては、保育知識を対象にするよりも、『コ

ミュニケーション』、『保護者対応』、『保育所体験』が大変有効（同）であるとのことであ

る。 
 

g) 課題と今後の展望 
「保育士再就職支援コーディネーター事業」は平成 22 年度をもって終了した。その

大の理由は、財政面である。また、岐阜県は、潜在保育士の問題を抱えている市町村が多

くはなく、全県として取り組む課題とは成りがたい。現在は事業の機能を福祉人材総合対

策センターに集約し、センター単独の事業として運営されている。 
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② 愛媛県の場合 

a) ヒヤリング対象 
・保健福祉部 生きがい推進局 子育て支援課 

          
b) 実施している事業の概要 
愛媛県では、平成 22 年度より国の「安心こども基金」を活用して、「保育士再就職支援

コーディネーター配置事業」を行っている。事業の特徴としては、潜在保育士を対象にし

た再就職支援研修、保育人材バンク、専門コーディネーターによる就職相談等の再就職支

援策、さらには保育所への求人開拓まで、トータル的に民間事業者（イヨテツケーターサ

ービス株式会社）に委託していることである。イヨテツケーターサービスは、地元の総合

人材ビジネス企業であり、民間の専門性やノウハウを導入し、再就職支援事業の実効性を

高めている。 
 

c) 活動内容 
＜平成 22 年度（実質の事業期間は、平成 22 年度 9～3 月）＞ 
 潜在保育士の対象者に対して、「保育士意識調査」、「再就職研修」及び 
「保育人材バンク」の案内を送付 
 対象者；県内の全保育士登録者（約 12,000 人）から、下記の方を 
 除外した 5,597 人 
  ・県外在住の方 
  ・年齢が 50 歳以上の方 
  ・保育士として就業している方（平成 22 年 4 月１日時点） 
 
・保育士意識調査の実施 

調査時期 平成 22 年 9 月 
主な調査項目 ・保育業務の就業経験、・経験年数 

・離職理由、・再就職意向 
・再就職する際の条件面 
  （時期、雇用形態、不安材料等） 

回収率 501/5,597（9％） 
 
・保育士再就職支援コーディネーターの配置 
 コーディネーターを１名配置。 
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・再就職支援研修の実施 
  時期：11 月、全 4 回 
  対象：保育士有資格者 
  定員：60 名 
  内容：13：30～15：30   講義：「保育職への再就職支援について」 
                  「保育現場の現状と保育士」 
                  「保育士の登録手続き 等」 
               講師：県及び市の職員、民間人 
     15：30～      個別就職相談  
  申込：電話、ＦＡＸ、E-mail 
      ※無料の託児サービスを実施して、参加者の便宜を図った。 
 
・保育人材バンク  
 対象：保育士有資格者 
 内容：求人情報の提供、個別就職相談 
 
・告知方法 
 潜在保育士の対象者に対して案内を送付するだけではなく、 
県内全市町及び保育所に事業周知のリーフレット配布、また、 
地元フリーペーパー（地元リビング紙）に掲載 

 
＜平成 23 年度＞ 
・保育士意識調査の実施 
 前年度において、配布対象外であった 50～60 歳未満の方 
（930 人）に配布  

 調査時期 平成 23 年 4 月 
主な調査項目 ・保育業務の就業経験、・経験年数 

・離職理由、・再就職意向 
・再就職する際の条件面 
  （時期、雇用形態、不安材料等） 

回収率 64/930(7%) 
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・再就職支援研修の実施 
  時期：6~7 月、全 6 回 
  対象：保育士有資格者 
  定員：30 名 
  内容：10：00～12:10  講義：「保育所保育指針について」 
                 「保育技術」 
                 「保護者支援 等」 
               講師：養成校の教員 
     12：10～     個別就職相談  
  申込：電話、ＦＡＸ、E-mail 
     ※無料の託児サービスを実施して、参加者の便宜を図った。 
     ※再就職支援研修は、11 月にも実施（午後） 
 
・保育人材バンク 
  平成 22 年度と同様 
 
d) 成果 
  
＜平成 22 年度＞ 
潜在保育士 7 人が再就職 

 
＜平成 23 年度＞ 
潜在保育士 6 人が再就職（平成 23 年 11 月 30 日時点） 

 
e) 保育士再就職支援コーディネーターの職務と役割 
 
 愛媛県では、再就職支援事業を民間事業者に外部委託しているが、新規に採用された専

門コーディネーター1 名についても、委託事業者の社員として業務を行っている。 
 コーディネーターは、女性で、保育士ではないが営業経験者であり、求人保育所や人材

バンク登録者に対して積極的にアプローチし、双方に対する情報収集や双方の橋渡しとし

て大きな役割を果たしている。 
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３）保育人材バンクの開設 

自治体は保育士の再就職希望者に対する求人情報の提供や求職相談、紹介状の発行など

をそれぞれの社会福祉協議会が行っている場合が一般的だが、福祉関係をひとまとめにし

て対応しているケースが通常である。滋賀県は、大津市、滋賀県保育協議会と協働して保

育人材バンク事業を立ち上げ、専門のコーディネーターを配置し潜在保育士の復職を支援

している。 
また、三重県における「保育士再チャレンジ支援事業」のように、事業を受託した養成

校が独自に保育人材バンクを立ち上げ運営しているケースもある。 
 

① 滋賀県の場合 

a) ヒヤリング対象 
  滋賀県健康福祉部 子ども・青少年局 
  社団法人 滋賀県保育協議会 
 
b) 事業概要 

事業名： 保育人材バンク（保育人材無料職業紹介所） 
開始年度： 平成 21 年度 
実施主体： 滋賀県、大津市、社団法人滋賀県保育協議会と協働 
内容： 保育協議会には、専門コーディネーター1 名（正職員）とパート職員 1

名が配置され、保育士の就職相談から登録、仕事の紹介までの業務を行

い、求人と求職双方へのきめ細かい対応によりマッチング精度を高め、

潜在保育士の復職につなげている。 
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＜滋賀県の保育人材バンク概略図＞ 

 
（出典：滋賀県健康福祉部 子ども・青少年局 資料） 

 



30 

 
c) 活動内容 
＜平成 21 年度（実際の事業期間は、平成 21 年 12 月～平成 22 年 3 月）＞ 
県内約 3000 人の潜在保育士に対して、県内養成校の卒業生、保育園を辞めた方に対し

て案内をし、さらに、自治体広報紙で告知をすることにより登録促進をはかる。 
 
・養成校既卒者にアンケート実施 

対象 県内指定養成校 4 校（滋賀大、滋賀短大、滋賀

文教短大、びわこ学院大）の既卒生（既卒生年齢

層 26～35 歳） 
質問項目 再就職意向、登録意向、受講したい研修内容等 
配布数 1,872 部 
有効回答数 167 部（ 8.9％） 

 
・保育園退職保育士にアンケート実施 

質問項目 養成校既卒者アンケートと同じ   
配布数 1,134 部  
有効回答数 328 部（28.9％） 

 
・広報活動の実施 

パンフレットの作成および配布 
パンフレットを 18,000 部作成し、指定養成校 4 校、県内市町村、滋賀県社会福祉協

議会、滋賀県看護協会、県内認可保育所 251 園に配布 
 
・媒体への告知 

滋賀プラスワン（平成 21 年 11，12 月号）、リビング滋賀（平成 22 年 3 月）、こども

通信（平成 22 年 3 月）に告知 
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・就業支援研修会の実施 

開催回数 2 回（平成 22 年 1 月及び 3 月） 
参加者 第 1 回 7 人、第 2 回 4 人 
募集方法 全登録者に研修会情報をE-mailまたは郵送で通

知 
カリキュラム

内容 
（講義）「県内保育園の現状と課題」「新保育所保

育指針を学ぶ」「よりよい保護者との関係づくり」 
（実技）「応急手当等緊急時の対応」「感性豊かな

保育の実践」 
※講師は、保育園の園長や看護師の方         

 
＜平成 22 年度＞ 
・登録者にアンケート実施 

対象 保育人材バンクの登録者 
配布数 219 部 
回収率 75 部（34.2％） 

 
・就業支援研修会の実施 

開催回数 6 回 
参加者 26 人 
募集方法 全登録者に研修会情報をE-mailまたは郵送で通

知 
 

（講義及び実技）2 回（平成 22 年 6 月及び平成 23 年 2 月）開催。 
カリキュラム内容は、平成 21 年度と同じ。9 名参加。 

（保育園見学） 2 回（平成 23 年 9 月及び 11 月）に開催。 
計 4 か所の保育園で実施。参加者は 11 名。 

（講座）  「アドラー心理学に基づく保育士講座」外部講師。 
2 名参加。 

（実技研修） 「再び子どもの前に立つあなたへ」外部講師。4 名参加。 
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d) 成果 
 

  
合計 

内訳 
正規 臨時 代替 パート 

平成 21 
年度 

登録者 181 人 － － － － 
求職者数 64 人 － － － － 
求人件数 36 6 17 5 8 
求人数 171 12 117 7 35 
再就職した

潜在保育士 
9 人 1 5 1 2 

平成 22 
年度 

登録者 144 人 － － － － 
求職者数 97 人 － － － － 
求人件数 124 16 66 5 37 
求人数 306 48 187 5 66 
再就職した

潜在保育士 
19 人 8 7 0 4 

 
 

e) 運営調整委員会の設置 
 

潜在保育士に対する県の事業については、運営調整委員会が設置され、現状の分析や課

題の共有、具体的な支援策の構築等事業運営に関する調整がはかられている。構成メンバ

ーに県内指定養成校 4 校も含まれていることが、支援策を実効性あるものにしている。 
 

＜目的＞ 
保育士の有資格者で未就業者の就労を支援し、保育施設の保育士不足の解消や利用しや

すい保育所づくりを推進するために、滋賀県、大津市および社団法人滋賀県保育協議会が

協働で実施する滋賀県保育人材確保構築事業の公平性を確保し、事業運営の調整をはかる

ために設置 
 
＜構成メンバー＞ 
滋賀県社会福祉協議会        1 人 
指定保育士養成校          4 人 
社団法人滋賀県保育協議会      1 人 
大津市福祉こども部         1 人 
滋賀県健康福祉部          1 人 
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f) コーディネーターの職務と役割 
社団法人滋賀県保育協議会には、専門のコーディネーターが 1 名配置されている。コー

ディネーターの職務は、保育所からの求人を収集し、求人情報の提供や潜在保育士の保育

所への就労に関する相談を受けることであるが、もっとも難しい業務は、求人と求職のマ

ッチング業務である。ミスマッチの要因は、年齢や経験年数によって異なる。新卒あるい

は若手の保育士は、給与や休暇等待遇面での理由による場合が多い。一方、30～40 代の潜

在保育士は、給与面よりも勤務時間帯でのミスマッチが多い。求人側は、臨時のフルタイ

ムや朝番遅番等のシフト勤務ができる方へのニーズが多いが、求職側は、フルタイムであ

れば正規、パートであれば昼間（9～14 時）の時間帯への希望が多い。このような求人求

職のミスマッチを解消していくのが、コーディネーターに期待される 大の役割である。

これは、非常に難しい仕事であるが、コーディネーター方の話によると「なるべく実際に

お会いして求職者の条件等の希望を詳細に聞き、人となりを十分に理解して、園の雰囲気

に合致した求人を紹介している」といった点や「保育所側の細かい情報などにも目配りし、

「仕事を紹介する際には、具体的な情報－例えば、通勤時における電車の混み具合を伝え、

園を訪問する時には通勤時間帯に行ってもらう－など、実際の状況を体験してもらう」な

どのようなアドバイスをしている。また、保育園の見学は、求職者の円滑な就労を促進す

る上で極めて効果的とのことである。「求職者に保育園の様子をみてもらってから面接をし

て採用につながる場合が多い」とのことである。 
 

g) 課題と今後の展望 
保育人材バンク事業は、平成 23 年度も継続中である。 大の課題は、潜在保育士の登

録者を増やすことであるとしている。今後は、県内の潜在保育士へのアプローチをさらに

強化し登録者を増やしていく。具体的には、大津市以外の都市 3 か所で出張登録・相談会

を開催する予定である。開催場所は、主婦層の集客が高いショッピングセンター等を予定

している。 
また、研修については参加者を増やすことが課題であるとしている。 
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第２部  研修プログラム・ガイド 

 
【１】研修カリキュラム策定の着眼点 

研修プログラムを策定するにあたり、第 1 部の調査結果概要から次のような留意すべき

事項を見出すことができた。 
   

１）研修を実施する上での課題の克服 

第一に、保育士不足を課題として抱えながら、保育士向けの就職支援策を実施していな

い 4 分の３以上（77.7％）の自治体が、すぐにでも活用できるような実践的なプログラム

でなくてはならない。第二に、再就職支援研修を実施した自治体のうち、今後の実施意向

がある自治体は 3 割強しかなかった。これについて、研修を実施した自治体が課題として

挙げているのは、①『受講生が集まらない』（42.9％）、②『講師の確保が難しい』及び『研

修を実施しても効果がない』（21.4％）となっている。研修プログラムは、こうした課題に

応えるものでなくてはならない。 
 

２）研修カリキュラムの整合性 

調査では、研修カリキュラムについて、保育士及び保育所が求めているものと実際に自

治体で実施されているものに乖離が見られた。研修カリキュラムは、求職側の潜在保育士

と求人側の保育所のニーズを満たすものでなくてはならない。 
    □保育士のニーズが高いカリキュラム 

①「保護者対応」（55.1％）、②「保育実技」（50.4％）、③「救命救急」（42.5％） 
    □保育所のニーズが高いカリキュラム 

①「保護者対応」（64.8％）、②「保育実技」（52.8％）、③「安全管理」（50.0％） 
 ④「職員間のコミュニケーション」（48.6％）、⑤「子どもとのコミュニケーション」

（45.8％） 
    □地方自治体で高い割合で実施されているカリキュラム 

①「 新の保育事情」（92.3％）、②「新保育所保育指針」（69.2％） 
  

 
 
 
 



35 

 
３）求人と求職とのマッチング機能の用意 

潜在保育士が保育現場に復職する際の職場環境に関する不安要素として、「勤務時間」

（40.3％）が、「賃金」（22.2％）、「人間関係」（28.2％）をおさえて も高かった（「デー

タ集」Ｐ25 参照」）。一方、求人側の保育所における保育士の求人ニーズとして高かったも

のは、年度当初採用及び年度途中採用とも、第 1 位が「常勤スタッフ」で、第２位が「早

番・遅番ができるスタッフ」となっており（「データ集」Ｐ33 参照）、保育士を雇用した際

に、保育所側が工夫した項目としては、「勤務時間の対応」（70.4％）が圧倒的に高かった

（「データ集」Ｐ40 参照）。また、潜在保育士を雇用するにあたって良いと思う工夫につい

ても「勤務時間の調整」（51.4％）が も高かった（「データ集」Ｐ42 参照」）。 
地方自治体における再就職支援策の実施事例でも、潜在保育士を対象にした求人と求職

のミスマッチ要因として、給与面より勤務時間の問題があげられており、この問題を解消

するための具体的な支援策が必要である。 
このように、潜在保育士の再就職を円滑にしていくためには、研修を実施するだけでは

なく、専門コーディネーターによる就職相談会や保育所見学など潜在保育士の求職活動を

サポートし、効果的な求人と求職のマッチング機能を組み合わせていく必要がある。 
 
以上を踏まえ、研修プログラムを策定した。 
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【２】研修実施の流れ 

研修は、基本的に以下のような流れによって実施していく。 
 
 
 
 
 
 

１）研修計画 

研修計画は、研修成果の可否を決めるベースとなるものである。 
研修計画では、研修の目的、受講対象者、研修の実施形態、想定参加人数と開催頻度、

開催曜日と時間帯、会場の確保、研修スケジュール、講師の選定、受講生の募集方法及び

受付方法、研修カリキュラム等を決めておく。 
 

① 受講対象者 

受講対象者は潜在保育士であるが、保育業務の経験の程度や保育業務のブランク期間は

受講生によってそれぞれに違う。受講生にとり、より満足度が高く、研修の効果を高めて

いくためには、保育業務の経験やブランク期間に応じたカリキュラム内容にしていくこと

も考慮する必要がある。これについては、カリキュラム内容のところで後述（Ｐ41）する。 
 

② 研修の実施形態 

自治体調査の結果では、カリキュラム構成として７割以上が講義と実習の両方をあげた。

基本的には講義と実習の組み合わせが有効である。この場合も、受講生の想定参加人数や

保育業務の経験やブランク期間によって、柔軟にアレンジしていくことが望ましい。 
講義は、集合研修が基本となるが、ワークショップなどの演習や受講生による発表など

の手法も取り入れると受講生の理解度や習熟度を高めるうえで、効果的な研修になるであ

ろう。実習は、基本的に保育現場で行われるが、保育現場の見学程度にするのか、それと

も、実際に現場実務も経験させるのかは、研修受講者の希望、研修内容を考慮し、受入側

の保育施設とも十分に協議、調整していく必要がある。 
調査結果をみると、潜在保育士が再就職を希望している保育所であれば、保育所見学は

有効な施策であるし、保育所勤務のブランクのある潜在保育士であれば、保育現場での実

習は現場感覚を取り戻すうえで大変有効な施策である。 
また、保育士の人数が少ない地方都市部では、集合研修のスタイルにこだわることはな

く、専門コーディネーターによる個別相談という対応も考えられるかもしれない。これに

ついても、カリキュラム内容のところで後述する。 
 
 
 

① 
研修計画 

② 
研修準備 

③ 
研修運営 

④ 
フォロー・検証 
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③ 想定参加人数と開催頻度 

待機児童は都市部において顕著な問題である。平成 23 年 10 月 4 日に厚労省より発表さ

れた「保育所関連状況取りまとめ」（平成 23 年４月１日時点）でも、待機児童数の 8 割以

上は、7 都府県（首都圏：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県及び近畿圏：京都府、大阪

府、兵庫県）と政令指定都市及び中核市に集中している。したがって、これらの大都市圏

においては、参加人数も多く見積もり、開催数も増やしていく必要がある。 
参加人数を絞って開催頻度を増やすか、開催頻度を少なくするかわりに参加人数を増や

すかは運営側の手間や効率の面で判断の難しいところだが、講師と研修生との双方向のや

りとりなども考えると、おおよそ、40 人程度を上限にするのが適当であろう。 
また、開催頻度は、大都市部と地方都市では違いがあるが、平日の日中など曜日と時間

帯及び開催地が同じ場合には、募集期間の設定の関係上、1 か月程度の間隔をあけること

が望ましい。 
 

④ 開催曜日と時間帯 

開催曜日は、潜在保育士でも保育業務以外の仕事に従事している方もいるため、休日開

催も含めるとよいであろう。また、時間帯は、自治体調査によると、夜間より日中のほう

が開催機会が多いという結果となっているが、保育士調査では、「平日の夜間」の希望者も

12.４％いたことから、夜間開催も用意すると日中に仕事をしている人の参加への利便性が

高まるであろう。 
 

⑤ 研修会場等の確保 

潜在保育士の分布状況や公共交通機関の利便性などを考慮して研修会場を確保する。そ

の際、研修で必要な機材・器具、例えば、マイクやスピーカーなどの音響関係、プロジェ

クターやスクリーン、ビデオなどの映像関係、ホワイトボードや模造紙・マジックなどの

備品関係の手配をどうするのかも決める。これらは、参加人数や会場の広さ、講師の研修

手法にもよるので、研修カリキュラムを決める際に十分に考慮する必要がある。また、事

前準備や後片付けの時間が確保できるのか、受付の配置や会場レイアウトをどうするのか、

配布資料や持ち込み機材を事前に会場に搬入できるのか、一日研修であれば昼食やゴミの

取り扱いについて、さらには、受講生の会場へ誘導する案内表示をどうするのかも事前に

会場側に確認しておく必要がある。 
 

⑥ 講師の選定 

研修カリキュラムによって、内部講師が良いのか外部講師が良いのかを決定する。外部

講師に依頼する場合は、事前に直接面会して相談するのが良いであろう。その際、研修の

目的や狙い、依頼する研修テーマと内容、受講生のプロフィール、希望する日時、会場、

謝礼等を書面にして相談する。 
特に、研修の目的やねらいについては十分に説明しておかないと、研修全体の一貫性に

影響を及ぼし受講生に誤解や混乱をもたらすことにもなりかねない。講師の方には、他の
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講座との関連性も含め十分に理解していただくことが必要である。 
講師を引き受けていただける場合には、必要な機材・備品、会場レイアウト、配布資料

の準備についても確認する。また大学・行政等に依頼する場合には、別途所属長等あてに

書面を提出する必要があるかどうかの確認が必要である。 
 

⑦ 受講生の募集方法 

本調査でも、研修を実施していない理由として『募集しても受講生が集まらない』が

42.9％と も高く挙げられていた。また、実際に研修を実施している自治体での募集方法

のベスト３は、①『自治体広報紙』と『ちらしやパンフレットの配布』（71.4％）、③『自

治体ホームページへの掲載』（64.3％）であった。保育士調査によると、求職活動の方法で

も多くあげられていたのが求人広告（33.6％）であった。 
募集告知のポイントは、いかにして対象者に効率よく且つ確実に告知するかということ

にある。そのためには、対象者の認知が高い媒体、例えば、地域限定の機関紙（誌）やフ

リーペーパー、新聞の折り込み広告、ハローワークでのポスター、駅やスーパー等の集約

力が高い場所でのポスター掲示等の手段が考えられる。潜在保育士が特定できる場合には、

DM の発送などの手段もある。ただし、DM の発送は個人情報保護の取り扱いについて十

分に配慮する必要がある。 
いずれにしても、これらの方法はコストがかかるため費用対効果を事前に検証しておく

べきであろう。 
 

⑧ 受講生の受付手順 

自治体調査では、受講生の受付方法として、電話、ＦＡＸ及びはがきによる手段が多く

とられていた。いずれの方法でも、受付の漏れがないよう受付手順を決め、受付情報を一

元管理することが重要である。また、参加人数に定員がある場合には、申込先着順にする

のか抽選にするのか、申込者への結果の連絡をどうするのかを予め決めておく必要がある。

また、ＨＰ上での受付はデータで一元管理できるので事務局側にとり大変効率的である。

いずれにしても、申込者側の立場に立ち、申込手段を複数用意しておくべきである。また、

受講票は、はがきや封書等の書面やメールのいずれでもよいが、次の事項を記載しておく

必要がある。 
 

＜受講票への記載事項＞ 
・当日のスケジュール 
・持参物 
・会場までのアクセス、地図 
・注意事項 
・欠席や遅刻時の連絡先 等 
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⑨ 研修カリキュラム 

研修カリキュラムは、全国の待機児童数の８割を占める７都府県、政令市及び中核市の大

都市部とそれ以外の地方都市部とに分けて策定する方が望ましいと言える。 
 

＜大都市部＞ 
潜在保育士は保育の仕事の経験とブランクの長さによってさまざまな方々がいるため、全

て一律の研修カリキュラムで行うのは現実的ではない。 
下記のように保育業務の経験とブランクの長さによってパターン分けして、カリキュラム

を用意することで、研修効果がより一層高められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   □保育所勤務の経験の長さ 

保育士調査によると、保育所勤務経験年数について、３年超になると大きな層を形成す

るようになる。従って、「経験の長さ」については「短い」は３年以下、「長い」は３年超

としている。 
          「データ集」Ｐ12 を参照 
   □保育所勤務のブランクの長さ 

保育士調査によると、保育所勤務のブランクの長さについて、１年以下で（18.0％）大

きな層を形成している。従って、「ブランクの長さ」については、「短い」は１年以下、「長

い」は１年超としている。 
               「データ集」Ｐ24 を参照 

また、保育業務が全くない未経験者は、パターン５とする。 
 

＜地方都市部＞ 
上記大都市部以外の地方都市部は、待機児童数の数も少ないため、研修カリキュラムは

別個のパターン（パターン６）として策定する。 
 
 

ブ
ラ
ン
ク
の
長
さ 

長
い 

パターン３ パターン４ 

短
い 

パターン１ パターン２ 

短い 長い 

経験の長さ 
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［パターン１］保育所勤務＝短い、ブランク＝短い 

① 対象の傾向及び特徴
比較的若い世代の方が多い。結婚や出産などで一時的
に保育現場を離れた方などが含まれる。

② カリキュラムの目的

保育に関する知識はあるが、実務経験が浅いため、実
践的なスキルと社会性を身につけるための講座が求め
られる。また、オプションとして、就職相談会も同時
に開催し、求人情報の提供や専門コーディネーターに
相談できるような求人求職のマッチング機会を設け
る。

  

内容 想定所要時間

最新の保育事情
保育制度の動向を踏まえ、日本及び各自治体における最新の保育事
情と今後の保育計画について理解する。

30分～1時間

新保育所保育指針 平成21年4月より施行された新保育所保育指針の内容を理解する。 1.5～2時間

職業能力基礎 社会人としての心構え
社会人としての自覚と保育士として働くプロ意識を学ぶ。
あわせて、仕事の基本（マナー）や組織で働く意味
についても学ぶ。

1.5～2時間

安全管理
こどもの事故や病気の現状を知り、事故防止や感染症対策、
災害時・緊急時の対応策について学ぶ。

1.5～2時間

緊急時の対応と応急手当
緊急時の病気、怪我の対応について学ぶ

1.5～2時間

職業能力基礎 コミュニケーション
保育者と子、保育者と保護者、園内におけるコミュニケーション能力
を習得する。

1.5～2時間

実技研修 保護者との連携
近年難しくなっている保護者との関係構築にむけて、
保護者対応の必要性、信頼関係の深め方などについて学ぶ。

1.5～2時間

保育技術
調乳、授乳、おむつ交換、抱っこの仕方などの基本的な
技術を学ぶ。

1.5～2時間

遊びの技術
遊びの意義、重要性を理解し、うた遊び・手遊び・ことば遊びについて
学ぶ。

1.5～2時間

保育技術
調乳、授乳、おむつ交換、抱っこの仕方などの基本的な
技術を学ぶ。

遊びの技術
遊びの意義、重要性を理解し、うた遊び・手遊び・ことば遊びについて
学ぶ。

求人情報の提供や専門コーディネーターによる就職相談 随時就職相談会（オプション）

項目

想定カリキュラム；「講義」1～3日間、「実習」２～3日間③

２～3日間実技研修実習（オプション）

保育基礎研修

緊急時対応研修

講義

実技研修

講義（オプション）
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[パターン２]  保育所勤務＝長い、ブランク＝短い 

① 対象の傾向及び特徴 実務経験が豊富で、即戦力となる方

② カリキュラムの目的
実務経験が豊富で実践的なスキルを持っているの
で、すぐにでも復職できるようなカリキュラムが有
効である。

 

内容 想定所要時間

最新の保育事情
保育制度の動向を踏まえ、日本及び各自治体における最新の保育事
情と今後の保育計画について理解する。

30分～1時間

新保育所保育指針 平成21年4月より施行された新保育所保育指針の内容を理解する。 1.5～2時間

緊急時対応研修 安全管理
こどもの事故や病気の現状を知り、事故防止や感染症対策、
災害時・緊急時の対応策について学ぶ。

2時間

実技研修 保護者との連携
近年難しくなっている保護者との関係構築にむけて、
保護者対応の必要性、信頼関係の深め方などについて学ぶ。

2時間

求人情報の提供や専門コーディネーターによる就職相談 ３時間～半日就職相談会

講義

③ 想定カリキュラム；1日コース

項目

保育基礎研修
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[パターン３]  保育所勤務＝短い、ブランク＝長い 

① 対象の傾向及び特徴 保育業務の経験が短く、未経験者に近い方々である。

② カリキュラムの目的
保育知識と保育実技の両面でしっかりとした
座学と実習のカリキュラムの提供が必要である。

 

内容 想定所要時間

最新の保育事情
保育制度の動向を踏まえ、日本及び各自治体における最新の保育事
情と今後の保育計画について理解する。

30分～1時間

新保育所保育指針 平成21年4月より施行された新保育所保育指針の内容を理解する。 1.5～2時間

社会人としての心構え
社会人としての自覚と保育士として働くプロ意識を学ぶ。
あわせて、仕事の基本（マナー）や組織で働く意味
についても学ぶ。

1.5～2時間

コミュニケーション
保育者と子、保育者と保護者、園内におけるコミュニケーション能力
を習得する。

1.5～2時間

安全管理
こどもの事故や病気の現状を知り、事故防止や感染症対策、
災害時・緊急時の対応策について学ぶ。

1.5～2時間

緊急時の対応と応急手当
緊急時の病気、怪我の対応について学ぶ

1.5～2時間

発達心理学
子どもの発達に応じた対応ができるよう、発達の過程や傾向
について学ぶ。

1.5～2時間

衛生管理と食育
食中毒予防など衛生管理、離乳食、食物アレルギー等、保育園で実践
する食育について学ぶ。

1.5～2時間

保護者との連携
近年難しくなっている保護者との関係構築にむけて、
保護者対応の必要性、信頼関係の深め方などについて学ぶ。

1.5～2時間

クレーム対応
不満のあるお客様の心理やクレーム応対方法、及びクレーム予防策
について、一般論とケーススタディを交えながら学ぶ。

1.5～2時間

保育技術
調乳、授乳、おむつ交換、抱っこの仕方などの基本的な
技術を学ぶ。

1.5～2時間

遊びの技術
遊びの意義、重要性を理解し、うた遊び・手遊び・ことば遊びについて
学ぶ。

1.5～2時間

保育技術
調乳、授乳、おむつ交換、抱っこの仕方などの基本的な
技術を学ぶ。

遊びの技術
遊びの意義、重要性を理解し、うた遊び・手遊び・ことば遊びについて
学ぶ。

③ 想定カリキュラム；「講義」3～４日間、「実習」３～５日間

項目

実技研修

実習 実技研修 ３～５日間

職業能力基礎

緊急時対応研修

保育実践研修

実技研修

保育基礎研修

講義
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[パターン４]  保育所勤務＝長い、ブランク＝長い 

① 対象の傾向及び特徴
実務経験は豊富であるが、ブランクが長いため、復職
の際に最新の保育スキルに不安を抱えている方々であ
る。

② カリキュラムの目的
最新の保育知識の提供と現場感覚を取り戻すための実
習を組み合わせたカリキュラムが有効である。

 

内容 想定所要時間

最新の保育事情
保育制度の動向を踏まえ、日本及び各自治体における最新の保育事
情と今後の保育計画について理解する。

30分～1時間

新保育所保育指針 平成21年4月より施行された新保育所保育指針の内容を理解する。 1.5～2時間

社会人としての心構え
社会人としての自覚と保育士として働くプロ意識を学ぶ。
あわせて、仕事の基本（マナー）や組織で働く意味
についても学ぶ。

1.5～2時間

コミュニケーション
保育者と子、保育者と保護者、園内におけるコミュニケーション能力
を習得する。

1.5～2時間

安全管理
こどもの事故や病気の現状を知り、事故防止や感染症対策、
災害時・緊急時の対応策について学ぶ。

1.5～2時間

緊急時の対応と応急手当
緊急時の病気、怪我の対応について学ぶ

1.5～2時間

保護者との連携
近年難しくなっている保護者との関係構築にむけて、
保護者対応の必要性、信頼関係の深め方などについて学ぶ。

1.5～2時間

クレーム対応
不満のあるお客様の心理やクレーム応対方法、及びクレーム予防策
について、一般論とケーススタディを交えながら学ぶ。

1.5～2時間

保育技術
調乳、授乳、おむつ交換、抱っこの仕方などの基本的な
技術を学ぶ。

1.5～2時間

遊びの技術
遊びの意義、重要性を理解し、うた遊び・手遊び・ことば遊びについて
学ぶ。

1.5～2時間

保育技術
調乳、授乳、おむつ交換、抱っこの仕方などの基本的な
技術を学ぶ。

遊びの技術
遊びの意義、重要性を理解し、うた遊び・手遊び・ことば遊びについて
学ぶ。

緊急時対応研修

③ 想定カリキュラム；「講義」2～3日間、「実習」３日間
項目

実技研修

実習 実技研修 ３日間

保育基礎研修

職業能力基礎

実技研修

講義
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[パターン５] 保育業務未経験者 

① 対象の傾向及び特徴
保育士資格を有するが、保育所勤務がない未経験者で
ある。

② カリキュラムの目的
保育業務未経験者のため、しっかりとした座学と実習
のカリキュラムの提供が必要である。

   

内容 想定所要時間

最新の保育事情
保育制度の動向を踏まえ、日本及び各自治体における最新の保育事
情と今後の保育計画について理解する。

30分～1時間

新保育所保育指針 平成21年4月より施行された新保育所保育指針の内容を理解する。 1.5～2時間

社会人としての心構え
社会人としての自覚と保育士として働くプロ意識を学ぶ。
あわせて、仕事の基本（マナー）や組織で働く意味
についても学ぶ。

1.5～2時間

コミュニケーション
保育者と子、保育者と保護者、園内におけるコミュニケーション能力
を習得する。

1.5～2時間

安全管理
こどもの事故や病気の現状を知り、事故防止や感染症対策、
災害時・緊急時の対応策について学ぶ。

1.5～2時間

緊急時の対応と応急手当
緊急時の病気、怪我の対応について学ぶ

1.5～2時間

発達心理学
子どもの発達に応じた対応ができるよう、発達の過程や傾向
について学ぶ。

1.5～2時間

衛生管理と食育
食中毒予防など衛生管理、離乳食、食物アレルギー等、保育園で実践
する食育について学ぶ。

1.5～2時間

保護者との連携
近年難しくなっている保護者との関係構築にむけて、
保護者対応の必要性、信頼関係の深め方などについて学ぶ。

1.5～2時間

クレーム対応
不満のあるお客様の心理やクレーム応対方法、及びクレーム予防策
について、一般論とケーススタディを交えながら学ぶ。

1.5～2時間

保育技術
調乳、授乳、おむつ交換、抱っこの仕方などの基本的な
技術を学ぶ。

1.5～2時間

遊びの技術
遊びの意義、重要性を理解し、うた遊び・手遊び・ことば遊びについて
学ぶ。

1.5～2時間

保育技術
調乳、授乳、おむつ交換、抱っこの仕方などの基本的な
技術を学ぶ。

遊びの技術
遊びの意義、重要性を理解し、うた遊び・手遊び・ことば遊びについて
学ぶ。

３～５日間

③ 想定カリキュラム；「講義」3～４日間、「実習」３～５日間

項目

職業能力基礎

緊急時対応研修

保育実践研修

実技研修

実習 実技研修

実技研修

保育基礎研修

講義
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[パターン６] 
地方都市部の潜在保育士を対象にした研修は、待機児童の問題がない自治体が多く且つ潜在保育

士の人数も少ないため、集合研修を実施する必要性もそれほどない。 
しかしながら、潜在保育士が復職するためのインフラの整備は必要である。 

 
＜潜在保育士の再就職支援策＞ 
 
・保育の知識編及び実技編のＤＶＤの制作及び貸出。 
インターネット環境のある方には、イーラーニングで受講できる仕組みを整備 
・就職相談会の開催 
・専門コーディネーターによる個別就職相談 
・保育所見学の開催 
・保育実習 
 
 

 
 
※なお、研修パターン間でカリキュラムが重複しているものについては、受講対象者ごとに分ける

必要はなく、複数パターンの受講者が同時に受講できるようにすると研修運営上、効率がよくなる。 
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⑩ 各カリキュラムの趣旨と内容 

 
潜在保育士雇用の確保のためには、下記５つのカリキュラム項目が必要である。 
Ⅰ．保育基礎研修 
Ⅱ．保育実践研修 
Ⅲ．緊急時対応研修 
Ⅳ．実技研修 
Ⅴ．職業能力基礎研修 

区分 カリキュラム名 内容 

Ⅰ．保育基礎研修 

＜ 新の保育事情＞ 

保育制度の動向を踏まえた 新の保育事情を知る事で、今

後の保育所のあり方について理解し、保育をより身近に感

じていただく。保育園以外の保育サービスの類型について

も学び、幅広い視野で就職できるようにする。 
①日本における保育の状況 

１．保育サービスの種類 
２．就学前児童人口の推移と就学前の保育施設 
３．子どもや家庭の実態と保育 
４．多様な保育ニーズに対応する保育所の実態と課題 

②各自治体における保育所の状況等について 
１．待機児童数の状況 
２．保育サービス利用状況 

③今後の保育施策の動向について 
１． 保育計画進捗状況 
２． 今後の就学前の保育のあり方等について 

＜新保育所保育指針＞ 

平成 21 年 4 月より施行された新保育所保育指針の内容理

解。 
旧保育所保育指針との違い（保育所の役割の明確化、充実

した保育の内容、小学校との連携、保護者支援、職員の資

質向上等）を学び、保育の実践につなげていく。 
①改定の背景 
②改定の主な内容 
保育所の役割の明確化 
１．充実した「保育の内容」へ 
２．小学校との連携 
３．保護者支援 
４．職員の資質向上 

③指針を踏まえた保育士の役割 
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Ⅱ．保育実践研修 
 

＜発達心理学＞ 

子どもの発達に応じた対応（言葉がけ・保育カリキュラム

作成等）ができるよう、発達の過程や傾向を学ぶ。子ども

が成長していく姿をとらえ、それをさらに支え、のばして

いけるよう、年齢や経験に応じた発達段階を知る。 
①発達とは 
②発達期の区分 
③ことばの発達 
④身体面の発達 
⑤運動の発達 
⑥愛着の形成 
⑦発達により変化する遊び 
⑧保育と発達心理学のつながり 

＜衛生管理と食育＞ 

日常的に確認すべき衛生管理状況の確認事項を理解する。 
平成 17 年に施行された食育基本法に基づき、健全な心と体

を培い豊かな人間性を育むよう、食育の推進を計る。『食』

をめぐる問題について学び、保育園で実践できる食育につ

いて習得する。 
①衛生管理について 

１．食中毒予防 
２．一般的衛生管理プログラム 

②離乳食について 
１．離乳の進め方に関する 近の動向 
２．離乳食の進め方と子どもとの関わり 

③食物アレルギー 
１．アレルギー反応のしくみ 
２．アレルギーの症状 
３．アレルギー対応ガイドラインについて 

④食育 
１． 食育基本法 
２． 食育の必要性 
３． 食育の実践 

Ⅲ．緊急時対応研修 ＜安全管理＞ 

子どもの事故や病気の現状について知り、事故防止につい

て考えていく。 
怪我の事例より発達段階に応じて変化する予防策について

も学ぶ。 
①子どもに多い症例（病気・怪我） 
②事故予防とその対応  
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③感染症対策 
④災害時・緊急時の対策 
⑤保育での留意点 

＜緊急時の対応と 
応急手当＞ 

病気時の対応・怪我時の対応について学ぶ。 
よく起きるけがの手当てから重症時の対応まで、CPR・心

配蘇生法についても学び、いざという時に対応できるよう

実践していく。 
①事故時の初動動作 
②CPR・心肺蘇生法 
③よく起きるけが、病気の手当て 
④緊急時の連絡・対応 

Ⅳ．実技研修 

＜保育技術＞ 

すぐに保育で対応できるよう、調乳、授乳、おむつ交換、

抱っこの仕方など基本的な技術について学ぶ。 
遊びの意義・重要性・子どもを集中させるポイントを交え

ながら、うた遊び・手遊びや言葉あそびなどについて学ぶ。

保育の幅を広げるため、様々な遊びの種類を知っておく事

が、保育者として子どもとの距離を縮める一歩である。 
①保育技術 

・調乳・授乳・おむつ交換・抱っこの仕方 
②遊びの技術 

１．遊びの意義・重要性 
２．集中させるポイント 
３．うた遊び、手遊び、リズム遊び等 
４．絵本、紙芝居（選び方と読み方） 

＜保護者との連携＞ 

近年、難しくなっている保護者との関係構築にむけ、保護

者対応の必要性、話し方、信頼関係の深め方などについて

学ぶ。 
また、保護者支援の意義と役割についても理解する。  
①保育所における保護者との関わりと対応 

１．保護者対応の必要性 
２．保護者対応の基本、話し方 
３．信頼関係を深める対応 

②保育所の特性をいかした保護者支援 
１．保護者支援の意義 
２．子育て支援の実践（事例を通して） 
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＜クレーム応対＞ 

不満等のある保護者の心理・許すまでの心の変化を学び、

クレームに関しての一般論を学ぶ。ケーススタディを交え

ながら、クレーム応対方法を学ぶ。 
さらに、クレームを起こさないよう日々の信頼関係の大切

さへとつなげていく。 
①クレームとは 
②クレーム応対の心構えと基本 
③クレーム応対の実践（ケーススタディ） 
④許すまでの心の変化 
⑤クレームの予防措置 

Ⅴ．職業能力基礎 
 

＜社会人としての 
心構え＞ 

保護者、子どもが有意義な時間を過ごせるよう、プロとし

て、社会人としての自覚を持つという意識を学ぶ。（勤務形

態や経験年数に関わらず、先生というプロ意識を学ぶ） 
今までの知識に固執せず、これから働く園が大切にしてい

ること、何を目指しているかをきちんと理解し行動するこ

との大切さ（組織で働くことを理解すること）を学ぶ。 
①保育士として信頼されるために必要なこと 
②プロ意識をもつために 

・保育マインド 
③仕事の基本（マナー） 

１．あいさつと返事 
２．身だしなみ 
３．笑顔、態度 
４．言葉づかい 
５．電話応対 
６．パソコン操作 

④組織で働くために 

＜コミュニケーション＞ 
 

人と人との良い関係は『そこに在る』のではなく、『お互い

に創る』ものという意識を学ぶ。 
保育者と子、保育者と保護者、園内での保育者間、全てに

おいて一方的に与えるものではなく、受容し、お互いに創

りあげるものである事を知る。 
①良い人間関係づくりの重要性 
②基本姿勢と心構え 
③正確なコミュニケーション（報告・連絡・相談） 
④効果的なコミュニケーション（聴く力、話し方） 
⑤コミュニケーション能力アップのポイント 
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２）研修準備 

 
① 集客状況のチェック 

 集客状況は都度チェックする。その際、定員を超えた場合や極端に人数が少ない場合に

おける対応策を事前に定めておくとよい 
 

 

 
② 講師への再確認 

講師の方には少なくとも開催日の一週間くらい前には、日時、会場、待ち合わせ時間及

び場所、講義に必要な器具・備品、配布資料、会場レイアウト等について再確認する 
 

③ 当日の段取り 

研修当日の手順や体制について事前にきめておくとよい。研修当日は下記のような役割

が想定される。 
・会場への誘導 
・受付業務 
・司会 
・資料の配布 
・アンケートの回収 
・音響や照明関係の調整 
・撮影等記録業務 

 
④ 資料等の準備 

 
⑤ 会場の下見 

外部会場を使用する場合には、必ず下見をしておくべきである。 
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３）研修の運営 

① 準備  

研修当日は、会場のセッティングがあるので早めに会場に集合して準備しておくべきで

ある。 
 

② 受付 

配布資料は受付で渡すよりは予め座席に置いておくほうが、受講生の着席をスムーズに

させる。 
 

③ 司会進行 

開始の挨拶 
·  研修の趣旨 
·  当日のスケジュール 
·  昼食やトイレに関すること 
·  配布資料の確認や補足説明 
·  アンケートの協力 
·  その他注意事項 
·  講師の紹介 

 
④ アンケートの実施・回収 

研修が複数日にまたがる場合には、その日ごとに実施するほうが効果的である。その際、

アンケート用紙は、 初に配布しておくとよい。    
 

⑤ 後片付け 

会場レイアウトを変更した場合には、当初のレイアウトに復元しておく。借用した器具・

備品は返却し、ゴミなどの処理もしておく。 
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４）フォロー・検証 

① アンケートの作成 

研修内容を検証するためのアンケートを作成しておく。必要な項目は下記のとおりである。 
 
 ＜属性関係について＞ 
   ・性別・年齢 
・保育士としての勤務経験の有無と勤務期間 
   ・保育士としての離職期間と離職理由 
  ＜セミナー内容について＞ 
   ・満足度 
   ・理解度 
   ・セミナー内容に関する感想、意見  
  ＜復職意向について＞ 
   ・復職意向の有無とその理由 
   ・勤務形態等復職する際の条件 
  ＜その他＞ 
   ・セミナーの認知経路や応募経路 等 
    
 
 
アンケートは、一般的に無記名形式であるが、就職相談など個人的なフォローが必要な

場合には、その趣旨をアンケート用紙に説明文として加え、記名してもらう。また、分量

はなるべくＡ４版一枚以内におさめたい。 
なお、当然のことではあるが、調査結果は集計・分析の上、次回以降の研修カリキュラ

ムの構成や研修運営の改善に活用すべきである。 
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【３】研修の外部委託 

研修実施を全て自治体内部で実施することは、膨大な時間と手間がかかるので、外部機

関に委託して、専門ノウハウを効率的に取り入れることも研修効果の実効性を高める上で

有効な施策になるであろう。 
なお、外部委託する場合にも、１）の研修計画の概要までは、事業主体側で設定し、事

前に委託業者にオリエンテーションしておくと良いだろう。 
 

委託業者として、研修を実施している保育関係の団体や民間事業者が想定される。 
事業者の選定は、インターネット等を活用し、調べることができるが、潜在保育士向け

の研修実績など事業者の研修実績を確認することが重要である。 
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【４】オプション 

【１】の研修カリキュラム策定の着眼点でもふれたが、保育士及び保育所調査、自治体

の実施事例にあるように、潜在保育士の再就職を円滑にしていくためには、研修を実施す

るだけではなく、専門コーディネーターによる就職相談会や保育所見学など潜在保育士の

求職活動をサポートし、効果的な求人と求職のマッチング機能を組み合わせていく必要が

ある。 
 

１）就職相談会 

研修対象者にもよるが、［パターン１］や［パターン２］のように保育業務のブランクが

短い方には、研修と就職相談会をセットにして求職者に対するマッチング機会を積極的に

設けるべきである。就職相談会の形態は、東京都の場合（事例参照）のように、外部事業

者にも参加してもらい、官民一体で実施する方法もあれば、専門コーディネーターを配置

して、常時、求人情報の紹介、就職相談、求人登録まで対応していく方法、これらの組み

合わせ等の方法がある。 
東京都の場合、外部事業者の出展ブース数は、１２～２５で主催（協力）区市の私立認

可保育所及び認証保育所が参加している。出展事業者は、採用を前提とした保育園の理念

の紹介や雇用条件等に関する相談を行っている。実施時期は、求人活動が活発になる秋に

集中してしまい、年間を通じての開催が困難ではあるが、研修と就職相談会を一体的に実

施しているため参加者からは参加しやすいと好評である。 
また、岐阜県や滋賀県の事例にもあったように、保育に特化したコーディネーターによ

る就職相談は、求職する潜在保育士にとっても、求人側の細かい情報を提供してくれたり、

勤務条件面で交渉してくれたりと大変頼りになる存在である。求人と求職のマッチング精

度を高める上でも、求人と求職双方の事情に精通したコーディネーターによる就職相談は

実効性の高い施策である。 
課題としては、研修の場合と同様、対象者への周知をどうするかということである。保

育士は、自治体などが行っている就職説明会について、７割弱（68.1％）が「知らない」

としている（「データ集」Ｐ27 参照）。岐阜県では、研修会場でチラシを配布し、集客効果

をあげている。【2】の⑦の「受講生の募集方法」でも記載したが、対象者の認知が高い媒

体、例えば、地域限定の機関紙（誌）やフリーペーパー、新聞の折り込み広告など、対象

者に効率よく且つ確実に告知できる方法を駆使し、対象者への周知をはかることが重要で

ある。 
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２）保育所での現場体験 

 
滋賀県や岐阜県でのヒヤリング調査にもあるように、潜在保育士の求職者に、実際に就

職を希望する園の見学をしてもらうことは、潜在保育士と保育所双方にとって、お互いを

直接確認しあえるというメリットがあり、円滑な就労につながりやすい。受入れ側の園の

事情など、調整には手間がかかるが、求人求職のマッチング精度を高める有効な施策であ

る。 
以下、滋賀県と岐阜県のケースを紹介する。 

 
＜滋賀県の場合＞ 
・実施の目的 
 求職者が事前に保育所を見ることにより、保育業務のブランクのある方の就労へ 
の不安を取り除いたり、就労意欲を高める。 
・実施手順 
 自治体側で保育人材バンクの登録者と保育所双方の日程調整をするが、訪問は本人のみ

で行う。 
・対象 
 保育人材バンクの登録者 
・良かった点 
 潜在保育士の方は、今の保育の様子がわかって安心する。当該保育所の雰囲気など事前

に確認することによって、職場復帰への意欲も高まる。 
 反対に合わないとわかった場合には、面接を受けずに次の職場を探すことができる。 
 
＜岐阜県の場合＞ 
潜在保育士で再就職の希望のある方に、求人事業所（6 か所）での職場体験をしてもらう

ことにより、就労への不安を解消し円滑な職場復帰につなげる。 
職場体験は、原則として、１日６時間で３日間、８月から１１月までの期間で行われる。 
体験内容は、「散歩の引率」、「ふれあい遊び」、その他施設長が適当と認める業務を体験し

てもらう。３日間の職場体験で仕事の大変さを実感し、復職意欲を失ってしまうケースも

あるが、平成２２年度は、職場体験修了者数 14 人、内就職者数 7 人と、体験者の半数の

就職につながった。 
     
どちらの事例も実施のポイントは、「復職を希望する潜在保育士の不安解消」である。 
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【５】研修内容の最適化 

 再就職研修は、研修手順に従い、その都度見直しをはかり研修受講者のニーズに 適な

研修内容になるようにしていくべきである。 
受講者へのアンケート調査等の結果を検証して、研修の実施形態や開始頻度、開催曜日、

時間帯、受講生の募集方法、研修カリキュラム等について修正・変更し、受講者の満足度

と研修成果を 大化するよう継続して努めることが重要である。 
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【６】研修手順一覧表 
 研修手順を一覧表にすると、研修運営上便利である。 
 
 

項目 確認事項 チェック 項目 確認事項 チェック 項目 確認事項 チェック

研修目的 　 　 集客状況のチェック 定員を超えた場合の対処方法 準備

受講対象者 保育業務の経験の長さ  定員が満たない場合の対処方法 受付

ブランク期間の長さ 講師への再確認 日時 開始の挨拶

研修の実施形態 講義 会場 講師紹介

実習 器具・備品関係 アンケートの実施、回収

講義形式 配布資料 後片付け

想定参加人数と開催頻度 想定参加人数 参加人数

開催頻度 参加者のプロフィール

開催曜日 休日の取り扱い 当日の段取り 受付

夜間の取り扱い 会場への誘導

研修会場等の確保 場所 司会

機材関係 資料の配布

備品関係 アンケートの回収

会場レイアウト 音響や照明関係の調整

機材、資料の事前搬入の取り扱い 記録業務

昼食の可否 配布資料の準備

ゴミの取り扱い 会場の下見 最寄駅からのルート

案内表示 昼食場所

準備及び後片付けの時間 会場の広さ

講師の選定 講師の選定 会場の設備

講師への依頼 アンケートの作成 調査項目の設定

講師の講義形式 アンケートの作成

会場レイアウト

配布資料

受講生の募集方法 募集方法

コスト

受講生の受付手順 受付方法

手順

受講生の連絡手段

研修カリキュラム 講座内容

研修期間

オプション関係

研修計画 研修準備 研修の運営
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＜参考資料：講師依頼文例＞ 

2011 年  月  日 
○○ ○○ 様 
 

「保育士就職支援セミナー」ご支援のお願い 
 

都道府県・市町村 
担当部署 

（公印省略）△△ △△ 
 
平素より格別のご支援を賜り、誠にありがとうございます。 
この度、弊社は○○より「保育士就職支援セミナー」を受諾いたしました。本セミナーは、保育

士資格をお持ちの方を対象に専門職としての知識・スキルの回復を目指し、保育現場への円滑な就

職につなげることを目的としたセミナーです。 
つきましては○○先生には、ぜひともご講義いただきたくお願い申し上げます。 

 
集合研修の概要 
○○主催の「保育士就職支援セミナー」は、保育士資格を有する者で、保育所への就職を希望す

る者に対して、保育の知識とスキルを回復させ、保育現場への円滑な就職を支援するセミナーです。 
 

科 目  ： 新保育所保育指針 
対象者  ： 保育士の有資格者 

 人 数  ： 大 40 名（予定） 
期 間  ： 平成○年○月○日（月）   
研修時間 ： 10：00～12：00  
会 場  ： ○○（別紙参照）                

        
 
 

    以   上 
 


