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【研究ノート】 
 

保育士および保育士養成をめぐる現状と課題  
 

佐伯  知子  
 

Present Situation and Future Prospects  
for Childcare Workers and Their Trainings	   

 
SAEKI, Tomoko 

 
 
 

１．はじめに	 

 
	 本稿は、保育士および保育士養成の現状を概観し課題を整理することで、今後の専門職

および専門職教育のあり方について示唆を得ようとするものである。 
	 いわゆる「専門職」とされる職業は、医師や法曹といった古典的なものから教員や看護

師、社会福祉士や管理栄養士にいたるまで、実に多様である。そこに明確な定義があるわ

けではないが、一般的に、特定領域の高度な知識・技能・態度（専門性）にもとづく職業

を指す。また、専門性を担保する上で、高等教育で体系的な養成課程が組まれ、職場で組

織的・系統的な研修が行なわれる点も共通した特徴といえる。	 

	 こうした専門職および教育をめぐっては、近年、先端技術のめまぐるしい進化、人びと

の価値観や暮らし方・働き方の変化に伴い、これまで前提とされてきたものが鋭く問われ

るようになっている。従来の専門職に対する考え方や教育システムの限界性が認識され、

現代社会に対応したあり方が模索され始めているのである。実際、専門職教育（特に養成

段階）を例にみてみても、専門職大学院の設立、学士教育課程の拡大、多職種連携型教育

の導入など、大きな転換期を迎えていることがよくわかる。	 

	 本稿では、このような専門職・専門職教育をめぐる現代的課題を具体的に考える上で、

保育士および保育士養成の事例を取り上げる。理由としては第一に、保育士に関しては、

少子高齢化の進展や共働き世帯の増加といった社会状況の変化の中で、現代的な議論が多

様に展開されているためである。第二に、保育士養成に関しては、保育士の量的確保と質

の維持・向上との狭間にあり、専門職とは何かをあらためて考える上で示唆的だと思われ

るためである。 
 

２．保育士をめぐる現状と課題	 

 
（１）社会的位置と現代的ニーズ	 

	 保育士は、児童福祉法第 18条の 4において、「第 18条の 18第 1項の登録を受け、保育
士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する
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保育に関する指導を行うことを業とする者をいう」と定義されている。すなわち、資格が

なければ「保育士」と名乗り仕事をすることのできない（名称独占資格）、保育に関わる専

門性を有する職業として明確に位置づけられているのである。 
	 他方で保育士は、近年子育てしながら働く女性が増え、保育所に入りたくても入れない

待機児童の増加が社会問題となる中、極めて現代的ニーズの高い職種となっている。実際、

保育士の主な勤務先である保育所数は 2000年代から斬増傾向にあり、2012年には 2万
3,740か所となっている1。保育所の開所時間についても、11〜12時間が 1998年の 26.5%
から 2012年には 63.4%、12時間以上も 2.1%から 12.2%となっており、確実に長時間化
していることがわかる2。こうして保育の場と時間が拡張される中、保育の担い手である保

育士についても「量的」拡大が求められているのである。なお、2012年 10月１日時点に
おいて、保育所で働く保育士の人数は 35万 3,099人となっている3。 
 
（２）就業実態と離職・未就業理由  
	 このように保育士の人材確保が喫緊の課題である一方で、かれらの就業実態についてみ

てみると、早期離職という深刻な現実が横たわっている。事実、保育士の平均年齢および

勤続年数はそれぞれ 34.7歳、7.6年であり、全産業の 42.0歳、11.9年と比べても、その
年齢は若く、短期間で辞める人が多いことがわかる4。 
	 離職理由については、厚生労働省の調査によると、個人的な理由としては「家庭との両

立が難しい」(25.6%)が最も多く、「近い将来結婚、出産などを控えている」（18.6%）が続
いている5。保育士自身がこうした理由から離職を選択していることは、子育てしながら働

く女性の増加により保育ニーズが高まっている現状と照らしてみても、極めて矛盾した状

況であるといえよう。また、同じ調査で職場環境上の離職理由として最も多いのが「人間

関係」(26.5%)であることをみても、保育士の多くは、専門職者というより職業人としての
根本的な問題に直面し、それを解決する術を見いだせないまま、離職を選択している様子

がうかがえる。 
	 他方、職場環境上の離職理由として２番目に多いのは、「雇用条件に不満」（16.9%）と
なっている6。一般的に、専門職を規定するひとつの要素に待遇面での優遇があるといえる

が、保育士の平均賃金は 207.4千円と、全産業の平均 295.7千円よりむしろ低い状況にあ
る7。このような賃金の問題は、資格を有しながら保育士として働くことを希望していない

人への調査においても、第一の理由として挙げられている点である（「賃金が希望と合わな

い」(47.5%)）8。なお、同調査においては、「他職種への興味」（43.1%）、「責任の重さ・
事故への不安」（40.0%）が未就業の理由として続いており、低賃金をはじめとする労働条
件の問題が、社会的使命や責任感といった専門職としての「覚悟」を鈍らせている現実が

うかがえよう。 
	 こうした結果をふまえ、厚生労働省では図１のような改善策が示されている。これは主

として「労働条件、賃金、待遇、子育て・家庭との両立」といった問題点を解消し、現職

者の早期離職を防止したり（ⅲ）、未就業者（「潜在保育士」と呼ばれる）の雇用や就業意

向を掘り起こそう（ⅰ、ⅱ）とするものである。しかし現段階では、一部の自治体・法人・

保育所における先進的な取り組みが散見されるものの、業界全体としての改善には至って

いないのが実状といえる。 
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図１	 保育士資格を持つ者の分類と就業支援 

出典：厚生労働省「平成 23年度	 保育士の再就職支援に関する報告書」 

	  
	 以上、保育士をめぐっては、専門職と定義され、かつ極めて現代的ニーズの高い職種で

ありながらも、一方で、就業実態は労働市場全体と比べて厳しい状況にあることがわかる。

保育士として働く者／働いていたが辞めた者／資格を有しているが働いていない者の多く

が、仕事と家庭の両立、職場における人間関係や労働条件など、職業人に共通する極めて

基本的な問題に直面し、それを克服できていない実態があるといえる。 
 

３．保育士養成をめぐる現状と課題	 

 
	 では、このような保育士の就業実態を念頭におきつつ、保育士養成の現状と課題につい

て整理していきたい。 
	 保育士資格を取得する方法は、①厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他

の施設（指定保育士養成施設、以下、養成施設）を卒業すること、②保育士試験に合格す

ること9、の２つに大別されるが、保育士資格取得者の大半を占めているのは①である。近

年では、養成施設は 2001年の 359施設から 2013年には 601施設へと数を増やしており10、

より多くの資格取得者を輩出し続けている。よってここでは①に着目し、その養成カリキ

ュラムと養成施設教員の実態についてみていきたい。 
 
（１）養成カリキュラム	 	 

	 養成施設における保育士養成のカリキュラムは、表１にある通りである。本来保育士に

は、保育・福祉の理念や子ども理解から保育の技術的スキルにいたるまで、さまざまな知

識・技能が必要とされているが、近年のカリキュラム改正においては、現代的ニーズに対

応する形で専門性のさらなる多様化・高度化が図られている。たとえば、新規の必修科目

の設置（「家庭支援論」「障害児保育」など）、名称の変更（「小児栄養」から「子どもの食
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と栄養」など）、講義科目から演習科目への変更（「乳児保育」など）といった改正は、保

育士に対し、地域の子育て支援で中心的役割を果たすことや、食物アレルギーや障害をも

つ子どもへの対応力を向上させることなどを要求するものであろう。 
	  

表１	 保育士養成カリキュラム 
必修 選択必修 

【保育の本質・目的に関する科目】  
	 	 ○保育原理	 （講義２単位） 
	 	 ○教育原理	 （講義２単位） 
	 	 ○児童家庭福祉	 （講義２単位） 
	 	 ○社会福祉	 （講義２単位） 
	 	 ○相談援助	 （演習１単位） 
	 	 ○社会的養護	 （講義２単位） 
	 	 ○保育者論	 （講義２単位） 
【保育の対象の理解に関する科目】  
	 	 ○保育の心理学Ⅰ	 （講義２単位） 
	 	 ○保育の心理学Ⅱ	 （演習１単位） 
	 	 ○子どもの保健Ⅰ	 （講義４単位） 
	 	 ○子どもの保健Ⅱ	 （演習１単位） 
	 	 ○子どもの食と栄養	 （演習２単位） 
	 	 ○家庭支援論	 （講義２単位） 
【保育の内容・方法に関する科目】  
	 	 ○保育課程論	 （講義２単位） 
	 	 ○保育内容総論	 （演習１単位） 
	 	 ○保育内容演習	 （演習５単位） 
	 	 ○乳児保育	 （演習２単位） 
	 	 ○障害児保育	 （演習２単位） 
	 	 ○社会的養護内容	 （演習１単位） 
	 	 ○保育相談支援	 （演習１単位） 
【保育の表現技術】  
	 	 ○保育の表現技術	 （演習４単位） 
【保育実習】  
	 	 ○保育実習Ⅰ*（実習４単位） 
	 	 ○保育実習指導Ⅰ	 （演習２単位） 
【総合演習】  
	 	 ○保育実践演習	 （演習２単位） 

○保育の本質・目的に関する科目 
○保育の対象の理解に関する科目 
○保育の内容・方法に関する科目 
○保育の表現技術 
○保育実習Ⅱ**（実習２単位） 
○保育実習指導Ⅱ （演習１単位） 
○保育実習Ⅲ ***（実習２単位） 
○保育実習指導Ⅲ （演習１単位） 

*保育所 10日間と保育所以外の児童福祉施設（以下、施設）10日間 
**保育所 10日間、***施設 10日間 

 
	 しかし一方で、前章で確認した通り、保育士の就業実態（賃金、職務内容、労働時間な

ど）や職員同士の恊働に関する具体的理解および問題対処能力は、保育士が就業する／就

業を継続する上で必要不可欠な事項であると思われるが、科目名を見る限り、それらを中

心的なテーマとして扱ったものはない。 
	 こうした課題解決に最も近い科目としては、2010年の改正で「保育原理」から独立して
設置された「保育者論」が考えられるが、厚生労働省が推奨する教授内容11をみると、学

習目標12のひとつとされる「保育者の協働」の内容には、「(１)保育と保護者支援にかかわ
る協働、(２)専門職間及び専門機関との連携、(３)保護者及び地域社会との協働、(４)家庭
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的保育者等との連携」が示されており、保育者間の連携・恊働については言及されていな

い。また、同じく「保育者の専門職的成長」については、「(１)専門性の発達、(２)生涯発
達とキャリア形成」というように、専門職としての生涯的キャリアという観点が示されて

はいるものの、「専門職的成長」というものがどの段階でどういったことができる状態を指

すのか、また、いつ・どこで・だれが・どのようにそうした機会を提供するのか、そして

評価するのか、といった踏み込んだ内容は一切示されていない。 
 
（２）保育士養成者	 

	 次に、保育士養成者については、①養成施設における教員と、②保育現場で働いている

保育士に大別される。 
	 ①について特徴的なのは、表１の養成カリキュラムからもわかるように、保育・教育の

みならず心理・医学・福祉・音楽・体育・美術など、多様な学問領域を基盤とする教員が

集まっていることである。こうした養成施設の教員は、各々の専門性を生かした教育活動

を各自で行っているが、かれらには「保育士という専門職を養成する教員」として基本的

に備えておくべき資質が定められているわけではなく、ましてやそれを訓練する機会もな

いのが現実である。また、学生の実習期間中に実習先を訪れ指導を行なう「実習訪問指導」

は、実習指導担当者のみならず全ての教員で分担することが多いが、実習指導担当でない

教員にとっては、それが保育や保育現場との唯一の接点となっていることも少なくない。

こうしたことから、養成施設の教員において、「保育士を養成している」という覚悟や自覚

が薄いことは、たびたび指摘されているところである13。 
	 ②については、主たる関わりは現場実習科目（「保育実習Ⅰ」「保育実習Ⅱ」「保育実習Ⅲ」）

における、各々10日間の指導のみとなっている。かれらは、実習生の日々の保育や「設定
保育」（指導案を立てて行なう実習生主導の保育、通常実習期間中１回は行なう）、実習日

誌（実習生が日課や考察・反省を毎日記録するもの）の指導を行ない、実習後に所定の評

価票14にて評価を行なうが、ここでも指導者・評価者になるための要件は特に定められて

おらず、現場の裁量や自助努力に任される傾向が強い。 
	 以上、保育士養成をめぐっては、カリキュラムにおいては、より多様で高度な専門的知

識・技能が追求される一方で、保育士が現実に直面している課題がほとんど反映されてい

ないといえる。また、カリキュラムを担う保育士養成者の資質の問題にも切り込んだ対策

がとられていないのが現状である。 
 

４．おわりに	 

	  
	 最後に、保育士および保育士養成をめぐる現状と課題をあらためて整理した上で、今後

の専門職および専門職教育のあり方について少し考えてみたい。 
	 保育士（養成）をめぐる第一の問題は、求められる専門性が多様化・高度化していく一

方で、保育士が実際に働く上で直面している労働条件などの待遇面は一向に改善がみられ

ないという点である。保育士をめぐっては近年、子ども・子育て支援新制度をはじめとす

る政策的論議が活発化しているにもかかわらず、である。これについては、日本型の家族

観・労働観をふくめた根本的な認識からの問い直しが必要であり、その上で、専門的知識・
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技能、社会的使命・責任、肉体的・精神的負担、養成・訓練にかかる費用や期間など、専

門職としての労働そのものを客観的に評価し、待遇に反映させるシステムを構築すること

が重要だといえよう。 
	 第二の問題は、養成段階において、上記のような現実的な労働問題について具体的に学

び、考え、対処できるだけのスキルを身につける機会、また、専門職としての生涯継続的

なキャリアを展望し、人生設計する機会が絶対的に不足している点である。もちろんこれ

は職業人一般にも通じる問題であるが、養成・研修に膨大な時間と労力、社会的費用を要

する専門職においては特に、専門職者としての生涯にわたるキャリアが十分に見通せてい

ないことで離職に至るのは、社会的にも大きな損失といえるのではないだろうか。必修事

項として教育課程に明確に組み込むことが強くのぞまれる。 
	 第三の問題は、養成施設・保育現場いずれにおいても、保育士養成者について、「保育の

専門職を養成する者」として必要な知識・技能や態度などの要件が確立されておらず、共

通基盤がない点である。これらの要件、またそれを訓練・評価する機会があれば、養成者

（教育者）自身の自覚や行動変容、指導水準の向上へとつながり、さらには学生自身の専

門職に対する認識の変容へとつながるはずである。こうした専門職教育者の育成について

は特に、専門領域を超えた課題として、多職種で取り組む必要があるものといえるだろう。 
	 以上、本稿では保育士の教育的側面について養成段階のみに焦点を当ててきたが、同様

の問題は現職教育にもあてはまるものと思われる。その点をふまえた上で今後も保育士を

めぐる社会的動向を注視するとともに、専門職・専門職教育の現代的課題や具体的教育方

法について検討をかさねていきたい。 
	  
 
 
付記：本稿は、2014年 10月 1日に行なわれた IPE(Inter-Professional Education)研究会
における発表内容を、大幅に加筆・修正したものである。 
 
 
                                                   
1 厚生労働省「平成 24年社会福祉施設等調査報告」。なお、園児数に至っては、1994年が 167
万 5,877人であったのに対し、2012年には 218万 7,568人と大幅に数を増やしている。 
2 同上。 
3 同上。 
4 厚生労働省「平成 25年賃金構造基本統計調査」。 
5 厚生労働省『平成 23年度 保育士の再就職支援に関する報告書』。 
6 同上。 
7 厚生労働省「平成 25年賃金構造基本統計調査」。 
8 厚生労働省「保育士資格を有しながら保育士としての就職を希望しない求職者に対する意識
調査」2013年。 
9 保育士資格を取得する２つ目の方法である保育士試験は、筆記試験９科目（社会福祉・児童
家庭福祉・保育の心理学・子どもの保健・子どもの職と栄養・保育原理・教育原理・社会的養

護・保育実習理論）と実技試験３科目（音楽表現に関する技術・造形表現に関する技術・言語

表現に関する技術）から成るが、実技試験を受験できるのは、筆記試験すべての科目で６割以

上を取った場合のみである。そのため、合格率は 10％から 20％の間を推移している。 
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10 厚生労働省「指定保育士養成施設一覧」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/hoiku_youseikou.pdf（閲覧日：2015年 2月 20日）。 
11 近年では保育士養成における一定の質を担保するため、教授内容が具体的に提示され推奨さ
れている。 
12 同科目の目標には、「１.保育者の役割と倫理について理解する。２.保育士の制度的な位置づ
けを理解する。３.保育士の専門性について考察し、理解する。４.保育者の協働について理解
する。５.保育者の専門職的成長について理解する。」の５つが提示されている。 
13 たとえば、北野幸子「ケア・教育・子育て支実援を担う保育士養成の実態と課題」『社会福
祉学』（50(1)、pp.123-133、2009年）、全国保育士養成協議会専門委員会編『保育士養成資
料集 第 54号「指定保育士養成施設教員の実態に関する調査」報告書Ⅰ』（全国保育士養成協
議会、2011年）、同『保育士養成資料集 第 56号「指定保育士養成施設教員の実態に関する調
査」報告書Ⅱ』（全国保育士養成協議会、2012年）など。 
14 多くが養成施設独自の書式となっている。 
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