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要 旨
本研究では、保育補助等への研修において①「子どもの安全」講義後の理解度の確認を

行う②研修内容のニーズを把握する③スムーズな就業や日常保育の質の向上に向けて、研
修内容を検討するという3つの目的でアンケート調査を実施した。その結果、リスクマネ
ジメントの言葉や意味を知らなかった者が約3割いたが、今回の講話でリスクマネジメン
トおよび安全対策についてはほぼ理解できていた。また、保育補助等は様々な研修を望ん
でおり、学習意欲、知識の向上を目指している者が多かった。研修内容については、食育
や子どもの環境問題、感染症の対応、安全に対する知識という基本的研修内容を希望して
いた。子どもの命を守るためには、基本的内容を押さえた上で危機管理意識の向上を目指
し、継続的なリスクマネジメント教育が必要となることが示唆された。

キーワード：保育者 子どもの安全 保育環境 リスクマネジメント

1．はじめに
1965年に保育所保育指針が策定され、2017年3

月31日の改定で4回目となる。2015年ごろより、
少子化は進んでいるにもかかわらず、保育所等施
設数や入所児数は増加し、特に0～2歳児を中心
とした3歳未満児数の増加が示されている。さら
に3歳未満児の待機児童数の増加も顕著に認めら
れ、乳幼児の保育ニーズが増加している。その背
景としては、近年、産前産後休暇や育児休暇を取
得後、職場復帰を考えている女性が多いことが挙
げられる。そのため、3歳未満児の保育の充実を
図るために、食育の推進、安全な保育環境の確保、
現代社会や家族に対する対応として保育士の専門
性向上を考えて、2017年新保育所保育指針が告示
された。

今回の改定は、特に乳児から2歳までの愛着が
必要な時期の子どもの心身の発達を重要視し、幼
児教育を取り巻く環境を考えた改定である。子ど
もの安全を取り上げた「健康および安全」は、第
5章から第3章になり、アレルギー疾患を有する
子どもの保育や事故防止の取り組みが具体的に示
されている。さらに、食育についての内容の充実、
施設設備等の安全確保や災害への備えについても
追加されている。

0歳児から就学前の子どもたちを預かる保育園
や施設では、保育所保育指針に基づき、健康や安
全を守るための保健年間計画が立てられ、その時
期に応じた保健目標や対策等が打ち出されている。
その中で、感染症予防に向けて保護者への協力を
求めたり、感染症の発症があれば、感染拡大を防
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ぐために保健衛生的対応が緊急に行われる。また、
事故に関しては、命に係わるような事故を予防す

るために、危機管理の徹底、定期的な安全点検等
がリスクマネジメントとして行われている。

2．保育所保育指針1） 改定前後について （健康及び安全を抜粋・変更部分は下線）

改定前
第五章健康及び安全
子どもの健康及び安全は、子どもの生命の保持と
健やかな生活の基本であり、保育所においては、
一人一人の子どもの健康の保持及び増進並びに安
全の確保とともに、保育所の子ども集団全体の健
康及び安全の確保に努めなければならない。
また、子どもが、自らの体や健康に関心を持ち、
心身の機能を高めていくことが大切である。
このため、保育所は、第一章（総則）、第三章（保
育の内容）等の関連する事項に留意し、次に示す
事項を踏まえ、保育しなければならない。

1子どもの健康支援
（一）子どもの健康状態並びに発育及び発達状態
の把握
ア子どもの心身の状態に応じて保育するために、
子どもの健康状態並びに発育及び発達状態につい
て、定期的、継続的に、また、必要に応じて随時、
把握すること。

イ保護者からの情報とともに、登所時及び保育中
を通じて子どもの状態を観察し、何らかの疾病が
疑われる状態や傷害が認められた場合には、保護
者に連絡するとともに、嘱託医と相談するなど適
切な対応を図ること。

ウ子どもの心身の状態等を観察し、不適切な養育
の兆候が見られる場合には、市町村や関係機関と
連携し、児童福祉法第二十五条の二第一項に規定
する要保護児童対策地域協議会（以下「要保護児
童対策地域協議会」という。）で検討するなど適
切な対応を図ること。また、虐待が疑われる場合
には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、
適切な対応を図ること。

（二）健康増進
ア子どもの健康に関する保健計画を作成し、全職
員がそのねらいや内容を明確にしながら、一人一
人の子どもの健康の保持及び増進に努めていくこ
と。

イ子どもの心身の健康状態や疾病等の把握のため
に、嘱託医等により定期的に健康診断を行い、そ
の結果を記録し、保育に活用するとともに、保護
者に連絡し、保護者が子どもの状態を理解し、日
常生活に活用できるようにすること。

改定後1）

第3章健康及び安全
保育所保育において、子どもの健康及び安全の確
保は、子どもの生命の保持と健やかな生活の基本
であり、一人一人の子どもの健康の保持及び増進
並びに安全の確保とともに、保育所全体における
健康及び安全の確保に努めることが重要となる。
また、子どもが、自らの体や健康に関心をもち、
心身の機能を高めていくことが大切である。
このため、第1章及び第2章等の関連する事項に
留意し、次に示す事項を踏まえ、保育を行うこと
とする。

1子どもの健康支援
⑴子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把
握
ア子どもの心身の状態に応じて保育するために、
子どもの健康状態並びに発育及び発達状態につい
て、定期的・継続的に、また、必要に応じて随時、
把握すること。

イ保護者からの情報とともに、登所時及び保育中
を通じて子どもの状態を観察し、何らかの疾病が
疑われる状態や傷害が認められた場合には、保護
者に連絡するとともに、嘱託医と相談するなど適
切な対応を図ること。看護師等が配置されている
場合には、その専門性を生かした対応を図ること。

ウ子どもの心身の状態等を観察し、不適切な養育
の兆候が見られる場合には、市町村や関係機関と
連携し、児童福祉法第25条に基づき、適切な対応
を図ること。また、虐待が疑われる場合には、速
やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対
応を図ること。

⑵健康増進
ア子どもの健康に関する保健計画を全体的な計画
に基づいて作成し、全職員がそのねらいや内容を
踏まえ、一人一人の子どもの健康の保持及び増進
に努めていくこと。

イ子どもの心身の健康状態や疾病等の把握のため
に、嘱託医等により定期的に健康診断を行い、そ
の結果を記録し、保育に活用するとともに、保護
者が子どもの状態を理解し、日常生活に活用でき
るようにすること。
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（三）疾病等への対応
ア保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、
その子どもの状態等に応じて、保護者に連絡する
とともに、適宜、嘱託医や子どものかかりつけ医
等と相談し、適切な処置を行うこと。看護師等が
配置されている場合には、その専門性を生かした
対応を図ること。

イ感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その
発生や疑いがある場合には、必要に応じて嘱託医、
市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとと
もに、保護者や全職員に連絡し、協力を求めるこ
と。また、感染症に関する保育所の対応方法等に
ついて、あらかじめ関係機関の協力を得ておくこ
と。看護師等が配置されている場合には、その専
門性を生かした対応を図ること。

ウ子どもの疾病等の事態に備え、医務室等の環境
を整え、救急用の薬品、材料等を常備し、適切な
管理の下に全職員が対応できるようにしておくこ
と。

⑶疾病等への対応
ア保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、
その子どもの状態等に応じて、保護者に連絡する
とともに、適宜、嘱託医や子どものかかりつけ医
等と相談し、適切な処置を行うこと。看護師等が
配置されている場合には、その専門性を生かした
対応を図ること。

イ感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その
発生や疑いがある場合には、必要に応じて嘱託医、
市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとと
もに、保護者や全職員に連絡し、予防等について
協力を求めること。また、感染症に関する保育所
の対応方法等について、あらかじめ関係機関の協
力を得ておくこと。看護師等が配置されている場
合には、その専門性を生かした対応を図ること。

ウアレルギー疾患を有する子どもの保育について
は、保護者と連携し、医師の診断及び指示に基づ
き、適切な対応を行うこと。また、食物アレルギー
に関して、関係機関と連携して、当該保育所の体
制構築など、安全な環境の整備を行うこと。看護
師や栄養士等が配置されている場合には、その専
門性を生かした対応を図ること。

エ子どもの疾病等の事態に備え、医務室等の環境
を整え、救急用の薬品、材料等を適切な管理の下
に常備し、全職員が対応できるようにしておくこ
と。

3食育の推進
保育所における食育は、健康な生活の基本として
の「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培う
ことを目標として、次の事項に留意して実施しな
ければならない。

（一）子どもが生活と遊びの中で、意欲を持って食
に関わる体験を積み重ね、食べることを楽し
み、食事を楽しみ合う子どもに成長していく
ことを期待するものであること。

（二）乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適
切な援助が行われるよう、食事の提供を含む食育
の計画を作成し、保育の計画に位置付けるととも
に、その評価及び改善に努めること。

（三）子どもが自らの感覚や体験を通して、自然の
恵みとしての食材や調理する人への感謝の気持ち
が育つように、子どもと調理員との関わりや、調
理室など食に関わる保育環境に配慮すること。

2食育の推進
⑴保育所の特性を生かした食育
ア保育所における食育は、健康な生活の基本とし
ての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培
うことを目標とすること。
イ子どもが生活と遊びの中で、意欲をもって食に
関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食
事を楽しみ合う子どもに成長していくことを期待
するものであること。

ウ乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切
な援助が行われるよう、食事の提供を含む食育計
画を全体的な計画に基づいて作成し、その評価及
び改善に努めること。栄養士が配置されている場
合は、専門性を生かした対応を図ること。

⑵食育の環境の整備等
ア子どもが自らの感覚や体験を通して、自然の恵
みとしての食材や食の循環・環境への意識、調理
する人への感謝の気持ちが育つように、子どもと
調理員等との関わりや、調理室など食に関わる保
育環境に配慮すること。
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（四）体調不良、食物アレルギー、障害のある子ど
もなど、一人一人の子どもの心身の状態等に応じ、
嘱託医、かかりつけ医等の指示や協力の下に適切
に対応すること。栄養士が配置されている場合は、
専門性を生かした対応を図ること。

イ保護者や地域の多様な関係者との連携及び協働
の下で、食に関する取組が進められること。また、
市町村の支援の下に、地域の関係機関等との日常
的な連携を図り、必要な協力が得られるよう努め
ること。

ウ体調不良、食物アレルギー、障害のある子ども
など、一人一人の子どもの心身の状態等に応じ、
嘱託医、かかりつけ医等の指示や協力の下に適切
に対応すること。栄養士が配置されている場合は、
専門性を生かした対応を図ること。

2環境及び衛生管理並びに安全管理
（一）環境及び衛生管理
ア施設の温度、湿度、換気、採光、音などの環境
を常に適切な状態に保持するとともに、施設内外
の設備、用具等の衛生管理に努めること。
イ子ども及び職員が、手洗い等により清潔を保つ
ようにするとともに、施設内外の保健的環境の維
持及び向上に努めること。

（二）事故防止及び安全対策
ア保育中の事故防止のために、子どもの心身の状
態等を踏まえつつ、保育所内外の安全点検に努め、
安全対策のために職員の共通理解や体制作りを図
るととともに、家庭や地域の諸機関の協力の下に
安全指導を行うこと。

イ災害や事故の発生に備え、危険箇所の点検や避
難訓練を実施するとともに、外部からの不審者等
の侵入防止のための措置や訓練など不測の事態に
備えて必要な対応を図ること。また、子どもの精
神保健面における対応に留意すること。

3環境及び衛生管理並びに安全管理
⑴環境及び衛生管理
ア施設の温度、湿度、換気、採光、音などの環境
を常に適切な状態に保持するとともに、施設内外
の設備及び用具等の衛生管理に努めること。
イ施設内外の適切な環境の維持に努めるとともに、
子ども及び全職員が清潔を保つようにすること。
また、職員は衛生知識の向上に努めること。

⑵事故防止及び安全対策
ア保育中の事故防止のために、子どもの心身の状
態等を踏まえつつ、施設内外の安全点検に努め、
安全対策のために全職員の共通理解や体制づくり
を図るとともに、家庭や地域の関係機関の協力の
下に安全指導を行うこと。

イ事故防止の取組を行う際には、特に、睡眠中、
プール活動・水遊び中、食事中等の場面では重大
事故が発生しやすいことを踏まえ、子どもの主体
的な活動を大切にしつつ、施設内外の環境の配慮
や指導の工夫を行うなど、必要な対策を講じる
こと。
ウ保育中の事故の発生に備え、施設内外の危険箇
所の点検や訓練を実施するとともに、外部からの
不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測
の事態に備えて必要な対応を行うこと。また、子
どもの精神保健面における対応に留意すること。

4健康及び安全の実施体制等
施設長は、入所する子どもの健康及び安全に最終
的な責任を有することにかんがみ、この章の1か
ら3までに規定する事項が保育所において適切に
実施されるように、次の事項に留意し、保育所に
おける健康及び安全の実施体制等の整備に努めな
ければならない。

（一）全職員が健康及び安全に関する共通理解を深
め、適切な分担と協力の下に年間を通じて計画的
に取り組むこと。
取組の方針や具体的な活動の企画立案及び保育所
内外の連絡調整の業務について、専門的職員が担
当することが望ましいこと。栄養士及び看護師等
が配置されている場合には、その専門性を生かし
て業務に当たること。

4災害への備え
⑴施設・設備等の安全確保
ア防火設備、避難経路等の安全性が確保されるよ
う、定期的にこれらの安全点検を行うこと。
イ備品、遊具等の配置、保管を適切に行い、日頃
から、安全環境の整備に努めること。

⑵災害発生時の対応体制及び避難への備え
ア火災や地震などの災害の発生に備え、緊急時の
対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担、避
難訓練計画等に関するマニュアルを作成すること。
イ定期的に避難訓練を実施するなど、必要な対応
を図ること。
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以上のように、改定後は、何をどのように実施
していくのかが明確になっている。さらに、研修
については、保育所全体の質の向上を図るために、
保育の専門性を高めることや自己評価に基づく課
題を踏まえ、保育所内外の研修を通じて、必要な
知識・技術の修得を行うことが明記されている。

3．保育士の研修に関する先行研究
芦田ら（2012）は、園内研修の取り組みの現状

や課題について調査し、実践方法などについて検
討している。また青井ら（2014）は、保育士の資
質や能力が経験年数で差異があるのか、さらに保
育士が希望する研修と管理職が希望する研修の違
いを明らかにしている。

4．研究目的
保育士等の研修は定期的に実施されているが、

今回、平成30年7月および8月に「子どもの安全」
と題してリスクマネジメントについての講話の機
会を得た。参加者は、保育補助等23名であり、事
故報告統計、小児の死亡原因統計等の説明を行い、
乳児の窒息リスク、プール遊び、誤嚥、食物アレ
ルギー等での注意事項をポイントとした。そこで、
本研究では、①講義後の理解度の確認を行う②研
修内容のニーズを把握する③スムーズな就業や日
常保育の質の向上に向けて、研修内容を検討する
目的でアンケート調査を実施した。

5．研究対象と方法
1）研究対象

保育者支援セミナー参加者 23名（7月参加者）

2）研究期間
平成30年7月～平成30年8月

3）アンケート調査
平成30年7月18日研修会終了後に実施。無記名

自記式の自由記載を中心としたアンケート調査と
した。

4）アンケート内容
性別、年齢、現在のお仕事、受講の目的、受講

内容の理解度（リスクマネジメント含む）、今後
知識として得たい内容などについて質問した。

5）倫理的配慮
アンケート説明の中で、研究目的・方法、プラ

イバシーの確保、参加は自由意思に基づくもので
あることは口頭にて説明した。

5．結 果
参加者は、20代男性2名、女性6名、30代男性

1名、女性7名、40代女性3名、50代女性2名、
60代女性2名の計23名であった。職種としては、
保育補助18名、支援員2名、栄養士1名、事務員
1名、今後保育補助として勤務予定1名だった。

1）受講目的（複数回答） 図1
16名は、職場からの勧めで参加していた。しか

し、複数回答にしていたため11名は、専門性の向
上を理由としてあげていた。また保育の現場を知
るため7名、安全について学ぶため8名、その他
1名は1年のブランクがあるため研修を受けると

（二）保護者と常に密接な連携を図るとともに、保
育所全体の方針や取組について、周知するよう努
めること。

（三）市町村の支援の下に、地域の関係機関等との
日常的な連携を図り、必要な協力が得られるよう
努めること。

ウ災害の発生時に、保護者等への連絡及び子ども
の引渡しを円滑に行うため、日頃から保護者との
密接な連携に努め、連絡体制や引渡し方法等につ
いて確認をしておくこと。

⑶地域の関係機関等との連携
ア市町村の支援の下に、地域の関係機関との日常
的な連携を図り、必要な協力が得られるよう努め
ること。
イ避難訓練については、地域の関係機関や保護者
との連携の下に行うなど工夫すること。
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専門性向上

職場から
勧められて

保育の現場
を知る

安全に
ついて学ぶ

理解できた

だいたい
理解できた

回答している。複数回答であったため、1人で1
つから4つの項目に○をつけていた。

2）安全対策の理解度

安全対策については、理解できた17名（74％）、
だいたい理解できた6名（26％）であった。

リスクマネジメントの意味は70％が認知して
いた。

3）開催を望む研修内容

・子どもの食と栄養
・発達障害の子どもへの対応
・子どもの保育環境・家庭環境の変化
・情報化社会と子どもの環境
・感染症と対応
・保護者との関わり方、小学校との連携（就

学前）
・玩具の安全
・他園の安全に関する工夫
・子どもと遊び

・創作活動
・子どもの心理

4）感想

・嘔吐物の処理方法の確認ができてよかった
・安全管理について見直す機会となった
・現場を離れていたので勉強になった
・保育士になる為に勉強中で、現場の話が聞

けて良かった
・少し知識が身についた
・今後も勉強していきたい
・保育＝遊びという考えだった。今後は安全

面を考えていきたい
・保育補助として、非常に勉強になった
・子どもたちが安全・安心できる環境にし

たい
・園に戻り、再度安全面の見直しを行いたい
・園で月齢別にどのような事故が多いかわ

かった
・ケガや病気の対応なども理解できた
・園の事故や死亡数の多さに驚いた
・自分に不足しているところがわかった
・子どもの安全と命を守っていこうと思った
・プールでの配慮事項、嘔吐物の処理が学べ

てよかった
・園で働いているので知識はあると思ってい

たが、不足していることもあった
・以前の研修の振り返りができてよかった
・感染症の話をもっと聞きたかった
・日々の保育を振り返り、改善点や目標を見

いだせた
・食事や午睡の際の注意事項の再確認ができ

てよかった
・子どもの命を守るために知識をつけていき

たい
・保育者は、子どもを楽しく遊ばせる以前に、

命を守るという重要な仕事があると感じた
・現場でもっと安全面を意識していきたい
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6．考 察
保育所保育指針の改定により、保育士や保育園

等が健康および安全面で、どのような対策を講じ
る必要があるか具体的に明確になった。

近年の少子化の中で、保護者は子どもたちを大
切に育てたいとの意識が強く、一部においては小
さな事故でも保育園や保育士を責める保護者も増
加している。子どもたちの活発な活動の中では、
擦過傷などの外傷は多く見られることだが、骨折
や障害を負うような大きな事故の場合、子どもの
痛みはもちろんのこと、保護者は不安になり、保
育者自身も強く責任を感じることとなる。保育園
や施設は補償問題等を考えなければならないケー
スが発生することもあり、そうなることで、保育
者は更に自身を責めることとなるだろう。そのた
め、安全衛生管理・事故防止に関しては、慎重に
取り組む必要があり、危険予測を行いながら臨む
ことが重要になってくる。危険な場面等では、現
状の把握とその原因を究明し、対策を講じて実
施・評価を行うこととなる。リスクコントロール
を行う事が大切である。保護者から見れば、職員
全員が「先生」と呼ばれる存在であり、どの人が
有資格者かというのは関係がない。全員が危険予
知を行い、それを共有して、保育士だけではなく
保育補助等も同様な対応や処置ができるように徹
底しなければならない。八木（2017）は、「危機
管理意識の向上はや対応力を高めるためには、個
人個人の力の強化より、組織の向上を図ることが
重要」2）と述べている。その通り、一個人ではな
く、園全体の保育者および職員が共通認識と対応
ができるよう、研修の機会を設け、危機管理意識
の向上を目指していかなければならないと考える。

今回の調査では、研修に参加した保育補助者等
は、20歳代から60歳代の男女で幅広い年齢層で
あった。職場から勧められて来ていた者もいたが、
受講目的に複数印をつけている者も多く、受講時
には真面目にメモを取るなど、健康や安全に対す
る意識は高いと感じた。安全に対する知識を増や
したいなどの意見もあり、安全への課題の発見、
および子どもの命を守る大切さを感想としてあげ
る者もいた。

また、今回の受講者は、主に以下の研修を希望し
ている。

1）食育や子どもの環境問題
食育については、子どもたちが感謝の気持ちを

持ち、楽しく食事が出来るように食育環境を整え
ることも保育者の役割となっている。さらに、近
年は食物アレルギー児も多く、医師の診断や指示
に基づき、適切な対応を行うように保育所保育指
針にも明記されている。アナフィラキシーショッ
クを起こさないために、関係機関や専門職との連
携で、喫前・喫中・喫後の配慮が重要とされてお
り、日々の保育の中でも難しい対応ということで
上がってきた意見であろう。

2）感染症の対応
乳幼児が罹患する感染症は多い。例えば、感染

性胃腸炎を発症した児は嘔吐や下痢を伴うが、そ
の処理や対応などを適切に行えなければ、感染が
拡大する恐れがあり、保育者の知識が問われるこ
ととなる。

3）安全管理
乳幼児が安全な環境で安心して遊ぶことが出来

るように、日々の安全点検や事故防止活動、衛生
管理、災害時の対応などの知識が必要である。特
に睡眠時、プール活動、食事面で重大事故が起こ
りやすいため、環境面の配慮や子どもたち自身が
自分を守れるように指導をしていく必要がある。

青井ら（2014）の研究では、「保育士自身が身
についている資質や能力は遊びや子ども理解、子
どもとの関わり方であり、不足していると評価さ
れる資質・能力は、保育に関する法制度や施策」3）

と述べている。今回は保育補助等の研修であり、
保育士が希望する法制度や施策などの研修内容と
は若干違ったものになっている。アンケートの質
問項目には経験年数についての質問はなかったが、
今回の受講者においては、身についている資質や
能力というものは若干不足しており、発達障害児
への対応、保護者対応、子どもと遊びなど、保育
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の基本的な部分での研修を希望していると考えら
れる。しかし、良質の保育を提供するためには、
保育補助と言えども、専門職としての基本的研修
に参加して自己研鑽に励むことが大切である。今
回の「子どもの安全」講話は、その一例となった
わけであるが、新しい情報を知識として残すこと
ができ、日々の保育の振り返りや今後の保育の目
標を見出すことができたのではないだろうか。清
水ら（2017）は、「研修に参加する保育者の方が
参加しない保育者よりも質の高い保育を提供して
いる・・・よい保育を行うためには現職研修が必
須であることが世界の常識になりつつある。」4）と
その重要性を述べているように、研修は積み重ね
が大切であり、保育の現状把握の機会にもなって
いる。研修終了後は、子どもの安全やリスクマネ
ジメントについては、ほぼ理解はできたという結
果であったことから、短い時間ではあったが、有
意義な研修になったのではないかと思われる。

7．おわりに
保育補助等の健康と安全に対しての意識と今回

の講話の理解度は高く、様々な研修開催を望んで
おり、学習意欲、知識の向上を目指している者が
多かった。研修内容については、食育や子どもの
環境問題、感染症の対応、安全に対する知識とい
う基本的研修内容を希望しており、安全について
の自身の課題を発見する者もいた。

現在、保育士等キャリアアップ研修、それ以外
にも保育園等に勤務する専門職研修が実施されて
いる。参加にあたっては、各職場の配慮が必要と
なってくるため、是非参加できるような環境調整
を行ってほしい。今回は、「子どもの安全」とい
うことで講話を行ったが、子どもの命を守るため
には、危機管理意識の向上を目指し、継続的なリ
スクマネジメント教育が必要となってくる。今後
の保育補助等の研修にあたっては、保育所保育指
針や感染症、アレルギー、事故防止や事故発生時
の対応ガイドラインを基に、ポイントを整理した
研修内容を検討していく必要があると感じた。研
修で学んだことは、職場で情報共有を行い、園内
研修に活かしていけることが理想である。それに

よって、専門職としての知識の向上や適切な対応
に繋がり、園全体の保育の質の向上が認められる
のではないだろうか。今回はアンケート調査人数
も少なく、傾向的なところは見えにくかった。今
後も研修参加者のニーズを把握しながら、研修内
容を検討してリスクマネジメント教育等を実施し
ていきたい。

8．謝 辞
今回のアンケート調査にあたり、ご協力くださ

いました保育補助等の皆様に、厚くお礼を申し上
げます。
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