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保育現場における園務支援システム導入の抑制要因と促進要因
（二宮祐子、富山大士）

１. 問題設定

1.1. はじめに

　「狩猟社会」「農耕社会」「工業社会」「情報社会」に続く、新たに目指すべき

未来として「Society5.0」を掲げる現代日本社会では、日常生活のあらゆる場

面において、ICT(Information and Communication Technology) や IoT (Internet 

of Things) が浸透しつつあり、子ども達が過ごす場も例外ではない。初等・

中等教育においては、2019 年 6 月に「学校教育の情報化の推進に関する法

律」が施行され、「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策」（文部科学省

2019）が推進されている。

　幼稚園では、かねてより『幼稚園教員の資質向上について』( 文部科学省 

2002) において、教員の資質向上を支える環境の一つとして「コンピュータや

通信環境など、情報通信技術を活用できる環境整備の重要性」が指摘されてき

たが、就学前段階では、種別にかかわりなく、全体的傾向として、単発的な情

報機器の導入にとどまりがちであった（糟谷 2018, 日本保育協会 2014, p.10）。

近年、ようやく、統合型園務支援システムを導入するための支援策として、厚

生労働省による「保育所等における業務効率化推進事業」や、文部科学省によ

る「園務改善のための ICT 化支援事業」などが実施された(1）。

　しかしながら、「学校教育の情報化の推進に関する法律」の対象から幼児教

育は除外され、先行研究でも繰り返し指摘されているように、構造的問題によ

り、保育の ICT 化は暗中模索の状態が続いている（小平 2019，小泉 2019，池
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本 2014）。実践現場においても戸惑いや不安の声が根強くあり、特に、保育内

容における ICT 機器の活用については慎重な姿勢がみられる（保育の友編集

部 2018, 高橋他 2017）。その理由の一つとして、保育実践では直接的な体験が

重視されることが考えられる。しかし、その一方で、子どもには直接的に係わ

らない子育て支援や事務にまで波及するのはなぜか？ 本稿では、この研究課

題に取り組むにあたり、まず保育の ICT をめぐる様々な問題を整理し（第1節）、

研究協力者の属性と分析手続きについて述べ（第 2 節）、インタビュー調査の

結果を ICT 化の抑制要因と促進要因に分けて示し（第 3 節）、議論を行う（第

4節・第 5節）。

　

1.2. 保育のＩＣＴ化の現状と問題

　保育の ICT 化においては、保育者―子ども間の関わりだけでなく、その保

護者を対象とする子育て支援も重視される点など、学校教育の ICT 化とは内

容面で異なる点がいくつか存在する。このため、先行研究で明らかにされた

事柄について、①保育内容の ICT 化、②子育て支援の ICT 化、③園内事務の

ICT 化に分類し、これらの知見をもとに現状を把握する。なお、初等中等教育

においては、毎年、文部科学省による「学校における教育の情報化の実態等に

関する調査」が実施されているのに対し、就学前では行政主導による実態調査

は実施されていない。

　最初に、保育内容の ICT 化（ex. 子どもとの関わり・環境整備）について述べる。

1990 年頃から、描画などの表現活動でコンピュータやタブレットを教具とす

る遊びが様々に試みられ（中坪 2005）、そのカリキュラム化やガイドラインの

作成も進められてきた（堀田他 2011）。近年では、ICT 機器や遠隔操作ロボッ

トの導入も試みられている（二宮・富山 2019，塩見他 2015）。ただ、これらの

教育的効果について、一般化しうるレベルまでは実証されていない。また、園

内事務や子育て支援の ICT 化を推進している園であっても、保育内容の ICT

化については除外する園が多く（保育の友編集部 2018，高橋他 2017）、保育者

自身も日常の保育における機器活用方法について、具体的なイメージを持ちに

くい状態に置かれている（堀田 2018）。

　子育て支援の ICT 化（ex. 保護者との関わり・連絡帳・おたより）については、
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おたより作成では PC が活用されているものの、保育者―保護者間の双方向の

やりとりを伴う電子連絡帳や SNS の導入については、あまりすすんでいない

（高橋他 2017, 日本保育協会 2014, pp.31-34）。

　最後に、園内事務の ICT 化（ex. カリキュラム・保育日誌・児童票・指導要録・

登降園管理）について述べる。パソコンで電子データとして作成し、プリント

アウトして利用することはさかんであるものの、作成したデータを蓄積し、グ

ループウェアで共有したり、データを更新して再利用したりする動きは少ない

（日本保育協会 2014, pp.37-38，森田他 2012）。

　統合型園務支援システムでは、端末とサーバーをネットワークでつなぎ、複

数の機能がパッケージ化されている。その主な機能は、①登降園管理機能 (ex. 

出欠管理・延長料金など諸経費の計算）、②家庭連絡機能 (ex. 連絡帳・おたよ

り・写真販売）、③帳票管理機能 (ex. 児童票・保育計画・要録）である。園の

実情にあわせて、これらの機能を組み合わせ、データを蓄積したり、連携させ

たりしながら活用することにより、保育実践以外の業務にかかる時間の削減が

促される。園務支援システムの導入により、子どもや保護者と向き合う時間が

増加し、保育の質の向上につながることが期待されており、近年、省庁を超え

た検討会の開催など、様々な試みがなされている (ex. 経済産業省 2018, 厚生労

働省 2016）。しかし、実践現場に目をうつせば、地域格差が大きく、個別の業

務で限定的に行われる傾向にあり、業務の集約による効率化は十分に達成され

ていない状況にある（糟谷 2018，日本保育協会 2014, pp.60-63）。

　以上より、近年、政策的には、保育者が負担感を抱えやすい保護者支援や記

録類に対する処方箋として、統合型園務支援システムの導入を中心とする保育

の ICT 化が推進されているものの、受け入れ側の保育実践現場はおおむね消

極的であるという問題の構図が浮き彫りにされた。

　これらの問題に対し、池本 (2017) は、ニュージーランドとの比較から、わ

が国における保育の ICT 化の特徴として、使いやすい統合型園務支援システ

ムの開発が行われてこなかったことを指摘している。その背景には、マクロ・

レベルの抑制要因として、①所管省庁が分かれているために行政主導の改善が

難しいことや、②保護者や他機関への情報開示に消極的であること、③ EBP 

(Evidence Based Policy：データに基づく政策 ) のエートスが弱いために実践
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から得られるデータの電子化やデータベース化がすすみにくいことが挙げられ

た（池本 2017）。

　一方、保育実践現場を射程にいれたミクロ・レベルの抑制要因については、

不明な点が多い。政策的に統合型園務支援システムの導入が推奨されるなかで、

実践に携わっている保育者たちの現状について、アンケート調査だけでは十分

に掬い挙げられない「現場の声」を聴き取り、質的に分析することにより、問

題解決の糸口をつかむことができるものと予想される。そこで、本稿では、保

育実践現場において、日々、様々な職務を遂行している園長や保育者を対象に

インタビューを行い、その語りのなかから、統合型園務支援システム導入の抑

制要因と促進要因を探索的に抽出することを研究目的とする。

２．対象と方法

2.1. 対象

　前年度に新たな園務支援システムの導入を検討した幼稚園・保育所・幼保

連携型認定こども園（以下、「園」と表記）を対象として、2017 年 10 月から

2019 年 3 月の期間にインタビューを実施した。対象園は、新聞雑誌記事から

の抽出および地方自治体や園長からの紹介をもとにしたスノーボールサンプリ

ングにより抽出した。研究協力者となった園長 10 名は、法人の理事など、経

営者としての役職も兼務し、システムの導入や業者の選定に対して大きな権限

をもつ（表 1参照）。研究協力者となった保育者 8名は、園長へのインタビュー

の終了直後に、同じ場でインタビューを行った。その内訳は、すべて主任保育

者あるいはクラス担任保育者であり、勤務年数 10 年以上の熟練保育者 4名、3

～ 10 年の中堅保育者 3名、3年未満の新人保育者 1名である（表 2参照）。
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2.2. 手続

　園長と保育者を研究協力者として、半構造化インタビューを行った。場所

は、すべて、園内の応接室あるいは職員室内のミーティングスペースで行われ

た。研究協力者全員に対して、冒頭で調査の趣旨を説明して、調査参加への承

諾をいただいた。園長に対するインタビューの依頼では、保育の ICT 化につ

いて感じていることを率直に語ってもらえるようにお願いした。園長へのイン

タビュー時間は約 60 ～ 125 分（保育者へのインタビューの同席時間も含む）

である。保育者に対するインタビューでは、園長の語りを補足するかたちで、

具体例や感想を中心に語ってもらった。保育者のインタビュー時間の平均は約

10 ～ 30 分で、園長の同席のもとで語られた。

　語られた内容について、許可をいただけた場合は IC レコーダーに録音し、

逐語おこしを行った。そうでない場合は、インタビュー中に詳細なメモをとり、

これをもとにして、インタビュー内容をテキストにデータ化した。

表 1. 研究協力者となった園長

No. 園と種別 経営形態 導入注） インタビュー時期

1 A こども園 社会福祉法人 × 2017 年 10 月

2 B こども園 学校法人 〇 2017 年 12 月

3 C こども園 学校法人 〇 2018 年 06 月

4 D 保育所 株式会社 〇 2018 年 06 月

5 E 保育所 社会福祉法人 〇 2018 年 07 月

6 F 幼稚園 地方自治体 〇 2018 年 07 月

7 H 保育所 社会福祉法人 〇 2018 年 09 月

8 G 保育所 株式会社 × 2018 年 11 月

9 I 保育所 地方自治体 〇 2019 年 02 月

10 J 保育所 社会福祉法人 〇 2019 年 03 月

注）導入とは、新たな園務支援システムの導入の有無の検討結果をさす。

表 2. 研究協力者となった保育者

No. 園と種別 クラス 経験 導入注） インタビュー時期

11 A こども園 フリー ( 主任 ) 中堅 × 2017 年 10 月

12 C こども園 フリー ( 主任 ) 熟練 〇 2018 年 06 月

13 F 幼稚園 5歳児クラス 熟練 〇 2018 年 07 月

14 F 幼稚園 4歳児クラス 熟練 〇 2018 年 07 月

15 J 保育所 2歳児クラス 新人 〇 2019 年 03 月

16 J 保育所 3歳児クラス 中堅 〇 2019 年 03 月

17 J 保育所 1歳児クラス 中堅 〇 2019 年 03 月

18 J 保育所 フリー ( 主任 ) 熟練 〇 2019 年 03 月

注）表１と同じ
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　これらのデータをもとに、個々の事例から法則や原理を探究する際に強みを

発揮する分析手法である分析的帰納 (Analytic Induction) による精査を行った

(Becker 訳書 2012, pp.237-259，水野 2018, pp.281-282)。まず、ICT 化への障壁

について語られたパラグラフを抑制要因、ICT 化が実践に役立てられているこ

とを語ったパラグラフを促進要因に大別しながら抽出した。抽出されたパラグ

ラフは 150 ～ 300 文字程度になるため、要約して一つのセンテンスにまとめた。

各センテンスを比較し、共通点を収束させて、概念を創出した。

　以上のように、インタビューによるデータ収集と、分析的帰納による概念の

生成を併行して行なった。分析において、反証例が見つからなかったり、同じ

パターンのセンテンスが連続して現れたりするなど、新規性の高いタイプのセ

ンテンスが出現しなくなった時点で、理論的飽和に至ったと判断し、データ収

集を終了した。

2.3. 倫理的配慮

　インタビューの前に、調査の趣旨、調査結果の公表方法、個人情報の保護等

について、書面と口頭の両方で説明し、同意を得た後に調査を実施した。

３. 結果

　分析の結果、以下のとおり、概念が生成された。

表 3. 分析により抽出された概念

概 念 概念生成の根拠となった主なセンテンス (研究協力者番号 ) 人数

抑
制
要
因

(1) 帳票類の様式の不

整合

・指針などの制度がかわれば帳票も変わる (No.1)
・同じ内容が重複していて整理が必要 (No.3)
・国レベルでの様式の統一の必要 (No.9)

11 名

(2) 個人情報漏洩の恐

れ

・Wi-Fi 接続の為、悪意のある人への対策は限界がある (No.8)
・私立園では、園独自の判断で対応せざるをえない (No.9)

6 名

(3) 端末やサーバーの

不備

・未来への投資だと思って、整備している (No.2)
・補助金がきれた場合、新たな機器を買う余裕はない (No.8)
・補助金の範囲内で購入できる機器はわずか (No.10)
・クラスに 1台の為、複数担任の場合は奪い合い状態 (No.17)
・サーバーやアプリの更新時は接続できない (No.16)

10 名

(4) メンテナンスやア

フターケアの不備

・業者によるメンテナンスは不十分 (No.1)
・ 業者側にサポート窓口があっても、ちょっとした困り事に、

すぐ対応してくれる体制にはなっていない (No.18)
・補助金がないまま契約が切れた時の見通しがない (No.8)

10 名

(5)PC リテラシーの低

さ

・若いから新しいやり方に対応できるとは限らない (No.2)
・保育園は紙文化が根強く、紙特有の安心感がある (No.5)
・ 園内に、園務支援システムの活用法をアドバイスできる位

PC を使いこなせる保育者がいない (No.8)
・学生時代に PC に触れる機会があまりなかった (No.18)

9 名

(6) 保育に関する専門

的知識・技術の未熟さ

・子ども理解が浅い場合、同じパターンで記述する (No.5)
・データを渡しただけでは、若手は理解できない (No.6)

5 名

(7) 学び合いの難しさ
・タブレットをみながら気軽に語り合うことは難しい (No.5)
・ただデータを渡すだけでは、ものまねで終わる (No.13)

6 名

促
進
要
因

(1) 園内の連携

・ カリキュラムに関する書類は上書きで作成し、加筆部分を中

心に話し合う (No.14)。
・ アレルギーや感染症予防などで、子どもの体調に関するデー

タが共有できると、すばやく対応できる (No.17)。

4名

(2) 園外との連携

・小学校との接続が、よりスムーズになった (No.6)
・ 児童発達支援センターとデータが共有できるため、気軽に分

からないことをきくことができる (No.14)
4 名

パラグラフ①（研究協力者 No.3）

　システムの内容を整えるということもあるけど、仕事の内容を、こちらの方でうまく

整理してあげて、同じことを何回も書かなくていいようにしてあげる。そういうことが、

むしろ、本当は、業務軽減に一番効いてくるんじゃないか、と思ってます。あと、行政

に言いたいのは、「同じような資料を何回も作らせるな！」と。そこのところは、行政の

方で、もうちょっと整理してほしい。かつ、こちらの方でも、その整理した内容を、ま

た整理して、うまく紐づけしてあげれば、今の業務の 1／ 3くらいは減るんじゃないかな。

行政まで巻き込んで、ちゃんと紐づけて、きちんとキーワードを設定してあげれば、もっ

と減るかもしれない。それくらい、先生たちは同じようなことを何回も書いている気が

します。

パラグラフ②（研究協力者 No.7）

　個人情報やプライバシー保護については、入園時と年度の始めに、説明会で話したあと、

子どもごとに、保護者から同意書を頂いています。園内で Wi-Fi を飛ばしていて、専用

のタブレットで入力していて。（保育者の）個人スマホからはアクセスできない状態にし

てはありますけど。

パラグラフ③（研究協力者 No.16）

　システムのサーバーがダウンしている時があって、そういうときは、使えない。園内

では Wi-Fi の電波の飛びが悪いところもあって、タブレットをもって移動しながら入力

することもあります。このタブレットが、結構、大きいから、メモ帳のように気軽に持

ち歩きできなくて。仕方がないから、ヒヤリハットなどはメモ書きして、それをまた入

力するんですけど、それが面倒ですね。

パラグラフ④（研究協力者 No.1）

　補助金にあわせて、パッケージを組んで、おまけにタブレットをつけて商売している

感じがするけど、売った後に、どれだけ面倒を見てくれるのかって。色々、業者を呼んで、

見積もりをとってみたりしたけど、後々のことを考えると、（システムの導入は）周りの

（園の）様子をみてから・・・と思っています。

パラグラフ⑤（研究協力者 No.8）

　（プライベートで）LINE はバリバリ使っているけど、（業務で使う）メールになると使

えない。まあ、主任くらいになると、さすがに、メーラーとか、ワードでもエクセルでも、

一通り使えるけど。クラス担任だと、年齢に関係なく、使えないものは使えない。というか、

今、手書きで十分やっていけてるからということで、新しいものに対する抵抗感がとて

も強い。

パラグラフ⑥（研究協力者 No.5）

　ICT 化のメリットの一つは、これまでの経験をデータとして蓄積し、データベース化

していくところがあると思います。ただ、一人前になっていない保育者にとっては、そ

れはデータベースにはならない、というか、あったところで、データの意味が分からな

いから使いこなせないって感じになりますよね。（中略）「使いこなす」っていうのは、

ある程度、組織自体が成熟していないと、なかなか使えないんじゃないかなって思いま

すね。うちは新設園で ICT を入れたけど、これを使いこなすのに何年もかかるよねって

思う。使う人が素人に近いから。保育をきちんと理解していないと、きちんと使いこな

すのは難しいかな。

パラグラフ⑦（研究協力者 No.5）

　新人さんたちの表現力・子ども達のどこを見て何を書くかという選択が甘いので。い

つも、同じことを書いているわけですよ。（読み手にしてみれば）「また、おんなじこと

を書いてる」って思っちゃうわけですよ。自分が担当している子をずっと書いているの

であれば、「あ、（以前に）こんなことを書いた、あんなことを書いた」って分かるけど、

デジタル連絡帳では、その日その日で（異なる子どもの連絡帳を）分担して、（実際に入

力する時には）目の前の画面しか見ていないから、「昨日、これ書いた」ってことに（書

き手自身が）気づかない。ただ、受け取る保護者は同じなので、「え、昨日と同じ。今日

もまた同じ」みたいな。書いている人は違うんだけどね（苦笑）。

パラグラフ⑧（研究協力者 No.5）

　かつては、先輩が書くのをチラチラみて、マネすることができたけれども。連絡帳ア

プリは、自分でパパっと書くことはできても、（入力しながら）隣の人のまでは見れない

から。そういった先輩の姿から学ぶとか、表現などマネしてみるといったことが、なか

なかしづらいな、という欠点も見つかって。

パラグラフ⑨（研究協力者 No.13）

　「（若手保育者はベテランの）背中を見て学びなさい」というよりは、「（若手とベテラ

ンとで）一緒にやろう」が多くなってきた。様々な資料を出力して、全部、机の上に並

べて、「こんなもの、あんなものがあるよね」って話をして、そのうえで、「じゃあ、デー

タがあるからあげるね」って。「でも、子どもも違うから、これはこのままでは使えない

よね」と言うと、1 年目や 2 年目の子の場合、これを土台にして、作り変えるというよ

りも、渡したデータにちょこちょこっと上書きして終わりって感じです。（中略）自分で

考えて、自分で全て作っていくっていうのは、なかなか、今は厳しい。他の仕事もあり

ますし。手書きなんかでは、追いついていかないので。あるものを、先輩から代々譲り

受けてきたものを使って、少しずつ、自分が担任している子どもの姿と照らし合わせな

がら、自分で感じ取っていったりとか、そういう風にしていく時代なのかなと思いますね。

パラグラフ⑩（研究協力者 No.6）

　これまで、毎月、( 紙に出力された ) 園だよりを各小学校に発送しているんですけど、

システム上に「学校だより・園だより」というフォルダを設けて、そこに載せれば、校

長先生でも他の先生でも、誰でも、園だよりを見ることができるようになります。これ

まで、幼稚園からは、校長先生あてに紙を送っていたので、一通だけじゃないですか。

だけど、システム上に載せることによって、例えば、一年生の先生が「幼稚園のことを

知りたいな」と思ったときに、そこを開けていただければ、気軽にいつでも目をとおす

ことができる機会っていうのが増えてくる。月々の園だよりをそこに蓄積していくこと

もできます。
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保育現場における園務支援システム導入の抑制要因と促進要因
（二宮祐子、富山大士）

3.1. ＩＣＴ化の抑制要因

（１）帳票類の様式の不整合

　就学前施設の所管省庁が、国レベルでは文部科学省・厚生労働省・内閣府に

分かれ、地方自治体レベルでも教育委員会・保育課に分かれていることが多い

ため、役所への提出用の帳票および監査時に必要となる帳票の様式は統一され

ていない。統合型園務支援システムの需要の低い幼稚園や認定こども園の場合、

システムに必要な様式が標準装備されておらず、ユーザー側でカスタマイズ

しなればならない場合もあり、その負担感が表明された (ex. 研究協力者 No.3, 

No.6)。制度等の改変により、公的な帳票の様式が変更になった場合に、シス

テム上の変更作業がどのように行われるのか、すなわち、業者側の対応を危惧

する声も上がった (ex. 研究協力者 No.1, No.8)。

　また、ふだん保育者が作成している帳票の内容そのものに重複部分が多く、

整理されていないことが指摘された (ex. 研究協力者 No.3, No.8)。特に、行政

に提出する必要のある帳票の場合は、園側で帳票の様式を変更することはでき

ないため、手書きからシステムへの入力に変更しただけでは、業務の省力化に

表 3. 分析により抽出された概念

概 念 概念生成の根拠となった主なセンテンス (研究協力者番号 ) 人数

抑
制
要
因

(1) 帳票類の様式の不

整合

・指針などの制度がかわれば帳票も変わる (No.1)
・同じ内容が重複していて整理が必要 (No.3)
・国レベルでの様式の統一の必要 (No.9)

11 名

(2) 個人情報漏洩の恐

れ

・Wi-Fi 接続の為、悪意のある人への対策は限界がある (No.8)
・私立園では、園独自の判断で対応せざるをえない (No.9)

6 名

(3) 端末やサーバーの

不備

・未来への投資だと思って、整備している (No.2)
・補助金がきれた場合、新たな機器を買う余裕はない (No.8)
・補助金の範囲内で購入できる機器はわずか (No.10)
・クラスに 1台の為、複数担任の場合は奪い合い状態 (No.17)
・サーバーやアプリの更新時は接続できない (No.16)

10 名

(4) メンテナンスやア

フターケアの不備

・業者によるメンテナンスは不十分 (No.1)
・ 業者側にサポート窓口があっても、ちょっとした困り事に、

すぐ対応してくれる体制にはなっていない (No.18)
・補助金がないまま契約が切れた時の見通しがない (No.8)

10 名

(5)PC リテラシーの低

さ

・若いから新しいやり方に対応できるとは限らない (No.2)
・保育園は紙文化が根強く、紙特有の安心感がある (No.5)
・ 園内に、園務支援システムの活用法をアドバイスできる位

PC を使いこなせる保育者がいない (No.8)
・学生時代に PC に触れる機会があまりなかった (No.18)

9 名

(6) 保育に関する専門

的知識・技術の未熟さ

・子ども理解が浅い場合、同じパターンで記述する (No.5)
・データを渡しただけでは、若手は理解できない (No.6)

5 名

(7) 学び合いの難しさ
・タブレットをみながら気軽に語り合うことは難しい (No.5)
・ただデータを渡すだけでは、ものまねで終わる (No.13)

6 名

促
進
要
因

(1) 園内の連携

・ カリキュラムに関する書類は上書きで作成し、加筆部分を中

心に話し合う (No.14)。
・ アレルギーや感染症予防などで、子どもの体調に関するデー

タが共有できると、すばやく対応できる (No.17)。

4名

(2) 園外との連携

・小学校との接続が、よりスムーズになった (No.6)
・ 児童発達支援センターとデータが共有できるため、気軽に分

からないことをきくことができる (No.14)
4 名

パラグラフ①（研究協力者 No.3）

　システムの内容を整えるということもあるけど、仕事の内容を、こちらの方でうまく

整理してあげて、同じことを何回も書かなくていいようにしてあげる。そういうことが、

むしろ、本当は、業務軽減に一番効いてくるんじゃないか、と思ってます。あと、行政

に言いたいのは、「同じような資料を何回も作らせるな！」と。そこのところは、行政の

方で、もうちょっと整理してほしい。かつ、こちらの方でも、その整理した内容を、ま

た整理して、うまく紐づけしてあげれば、今の業務の 1／ 3くらいは減るんじゃないかな。

行政まで巻き込んで、ちゃんと紐づけて、きちんとキーワードを設定してあげれば、もっ

と減るかもしれない。それくらい、先生たちは同じようなことを何回も書いている気が

します。

パラグラフ②（研究協力者 No.7）

　個人情報やプライバシー保護については、入園時と年度の始めに、説明会で話したあと、

子どもごとに、保護者から同意書を頂いています。園内で Wi-Fi を飛ばしていて、専用

のタブレットで入力していて。（保育者の）個人スマホからはアクセスできない状態にし

てはありますけど。

パラグラフ③（研究協力者 No.16）

　システムのサーバーがダウンしている時があって、そういうときは、使えない。園内

では Wi-Fi の電波の飛びが悪いところもあって、タブレットをもって移動しながら入力

することもあります。このタブレットが、結構、大きいから、メモ帳のように気軽に持

ち歩きできなくて。仕方がないから、ヒヤリハットなどはメモ書きして、それをまた入

力するんですけど、それが面倒ですね。

パラグラフ④（研究協力者 No.1）

　補助金にあわせて、パッケージを組んで、おまけにタブレットをつけて商売している

感じがするけど、売った後に、どれだけ面倒を見てくれるのかって。色々、業者を呼んで、

見積もりをとってみたりしたけど、後々のことを考えると、（システムの導入は）周りの

（園の）様子をみてから・・・と思っています。

パラグラフ⑤（研究協力者 No.8）

　（プライベートで）LINE はバリバリ使っているけど、（業務で使う）メールになると使

えない。まあ、主任くらいになると、さすがに、メーラーとか、ワードでもエクセルでも、

一通り使えるけど。クラス担任だと、年齢に関係なく、使えないものは使えない。というか、

今、手書きで十分やっていけてるからということで、新しいものに対する抵抗感がとて

も強い。

パラグラフ⑥（研究協力者 No.5）

　ICT 化のメリットの一つは、これまでの経験をデータとして蓄積し、データベース化

していくところがあると思います。ただ、一人前になっていない保育者にとっては、そ

れはデータベースにはならない、というか、あったところで、データの意味が分からな

いから使いこなせないって感じになりますよね。（中略）「使いこなす」っていうのは、

ある程度、組織自体が成熟していないと、なかなか使えないんじゃないかなって思いま

すね。うちは新設園で ICT を入れたけど、これを使いこなすのに何年もかかるよねって

思う。使う人が素人に近いから。保育をきちんと理解していないと、きちんと使いこな

すのは難しいかな。

パラグラフ⑦（研究協力者 No.5）

　新人さんたちの表現力・子ども達のどこを見て何を書くかという選択が甘いので。い

つも、同じことを書いているわけですよ。（読み手にしてみれば）「また、おんなじこと

を書いてる」って思っちゃうわけですよ。自分が担当している子をずっと書いているの

であれば、「あ、（以前に）こんなことを書いた、あんなことを書いた」って分かるけど、

デジタル連絡帳では、その日その日で（異なる子どもの連絡帳を）分担して、（実際に入

力する時には）目の前の画面しか見ていないから、「昨日、これ書いた」ってことに（書

き手自身が）気づかない。ただ、受け取る保護者は同じなので、「え、昨日と同じ。今日

もまた同じ」みたいな。書いている人は違うんだけどね（苦笑）。

パラグラフ⑧（研究協力者 No.5）

　かつては、先輩が書くのをチラチラみて、マネすることができたけれども。連絡帳ア

プリは、自分でパパっと書くことはできても、（入力しながら）隣の人のまでは見れない

から。そういった先輩の姿から学ぶとか、表現などマネしてみるといったことが、なか

なかしづらいな、という欠点も見つかって。

パラグラフ⑨（研究協力者 No.13）

　「（若手保育者はベテランの）背中を見て学びなさい」というよりは、「（若手とベテラ

ンとで）一緒にやろう」が多くなってきた。様々な資料を出力して、全部、机の上に並

べて、「こんなもの、あんなものがあるよね」って話をして、そのうえで、「じゃあ、デー

タがあるからあげるね」って。「でも、子どもも違うから、これはこのままでは使えない

よね」と言うと、1 年目や 2 年目の子の場合、これを土台にして、作り変えるというよ

りも、渡したデータにちょこちょこっと上書きして終わりって感じです。（中略）自分で

考えて、自分で全て作っていくっていうのは、なかなか、今は厳しい。他の仕事もあり

ますし。手書きなんかでは、追いついていかないので。あるものを、先輩から代々譲り

受けてきたものを使って、少しずつ、自分が担任している子どもの姿と照らし合わせな

がら、自分で感じ取っていったりとか、そういう風にしていく時代なのかなと思いますね。

パラグラフ⑩（研究協力者 No.6）

　これまで、毎月、( 紙に出力された ) 園だよりを各小学校に発送しているんですけど、

システム上に「学校だより・園だより」というフォルダを設けて、そこに載せれば、校

長先生でも他の先生でも、誰でも、園だよりを見ることができるようになります。これ

まで、幼稚園からは、校長先生あてに紙を送っていたので、一通だけじゃないですか。

だけど、システム上に載せることによって、例えば、一年生の先生が「幼稚園のことを

知りたいな」と思ったときに、そこを開けていただければ、気軽にいつでも目をとおす

ことができる機会っていうのが増えてくる。月々の園だよりをそこに蓄積していくこと

もできます。
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はつながらないのである。一人の子どもの名前・家族構成・成育歴などの個人

情報の入力フォームが、異なる帳票でも繰り返し登場する現状を改善するため

には、「きちんとキーワードを設定して」「整理して上手く紐づけてあげれば」

業務軽減につながるものと予想されている (ex. パラグラフ①）。

（２）個人情報漏洩の恐れ

　現在のところ、園に在籍する子どもやその家族の個人情報やプライバシーの

保護を目的に、全国レベルで、施設の種別や経営形態にかかわりなく適用でき

る、公的に定められたガイドラインは存在しない。このため、私立の園では、

それぞれが独自に判断基準を設定して、個人情報やプライバシーの保護に努め

ている（cf. パラグラフ②）。電子化された情報は、漏洩や拡散など悪用された

場合、回収が極めて難しいため、保護者からの懸念の声も上がりやすく、園と

しても敏感にならざるをえない (ex. 研究協力者 No.7, No.9，No.18)。この問題

について個々の園で対応していくことは難しく、業務支援システムを導入する

上で、大きな障壁となっている。

（３）端末やサーバーの不備

　調査対象園では、主任保育士などが事務をとる職員室には複数台のパソコン

表 3. 分析により抽出された概念

概 念 概念生成の根拠となった主なセンテンス (研究協力者番号 ) 人数

抑
制
要
因

(1) 帳票類の様式の不

整合

・指針などの制度がかわれば帳票も変わる (No.1)
・同じ内容が重複していて整理が必要 (No.3)
・国レベルでの様式の統一の必要 (No.9)

11 名

(2) 個人情報漏洩の恐

れ

・Wi-Fi 接続の為、悪意のある人への対策は限界がある (No.8)
・私立園では、園独自の判断で対応せざるをえない (No.9)

6 名

(3) 端末やサーバーの

不備

・未来への投資だと思って、整備している (No.2)
・補助金がきれた場合、新たな機器を買う余裕はない (No.8)
・補助金の範囲内で購入できる機器はわずか (No.10)
・クラスに 1台の為、複数担任の場合は奪い合い状態 (No.17)
・サーバーやアプリの更新時は接続できない (No.16)

10 名

(4) メンテナンスやア

フターケアの不備

・業者によるメンテナンスは不十分 (No.1)
・ 業者側にサポート窓口があっても、ちょっとした困り事に、

すぐ対応してくれる体制にはなっていない (No.18)
・補助金がないまま契約が切れた時の見通しがない (No.8)

10 名

(5)PC リテラシーの低

さ

・若いから新しいやり方に対応できるとは限らない (No.2)
・保育園は紙文化が根強く、紙特有の安心感がある (No.5)
・ 園内に、園務支援システムの活用法をアドバイスできる位

PC を使いこなせる保育者がいない (No.8)
・学生時代に PC に触れる機会があまりなかった (No.18)

9 名

(6) 保育に関する専門

的知識・技術の未熟さ

・子ども理解が浅い場合、同じパターンで記述する (No.5)
・データを渡しただけでは、若手は理解できない (No.6)

5 名

(7) 学び合いの難しさ
・タブレットをみながら気軽に語り合うことは難しい (No.5)
・ただデータを渡すだけでは、ものまねで終わる (No.13)

6 名

促
進
要
因

(1) 園内の連携

・ カリキュラムに関する書類は上書きで作成し、加筆部分を中

心に話し合う (No.14)。
・ アレルギーや感染症予防などで、子どもの体調に関するデー

タが共有できると、すばやく対応できる (No.17)。

4名

(2) 園外との連携

・小学校との接続が、よりスムーズになった (No.6)
・ 児童発達支援センターとデータが共有できるため、気軽に分

からないことをきくことができる (No.14)
4 名

パラグラフ①（研究協力者 No.3）

　システムの内容を整えるということもあるけど、仕事の内容を、こちらの方でうまく

整理してあげて、同じことを何回も書かなくていいようにしてあげる。そういうことが、

むしろ、本当は、業務軽減に一番効いてくるんじゃないか、と思ってます。あと、行政

に言いたいのは、「同じような資料を何回も作らせるな！」と。そこのところは、行政の

方で、もうちょっと整理してほしい。かつ、こちらの方でも、その整理した内容を、ま

た整理して、うまく紐づけしてあげれば、今の業務の 1／ 3くらいは減るんじゃないかな。

行政まで巻き込んで、ちゃんと紐づけて、きちんとキーワードを設定してあげれば、もっ

と減るかもしれない。それくらい、先生たちは同じようなことを何回も書いている気が

します。

パラグラフ②（研究協力者 No.7）

　個人情報やプライバシー保護については、入園時と年度の始めに、説明会で話したあと、

子どもごとに、保護者から同意書を頂いています。園内で Wi-Fi を飛ばしていて、専用

のタブレットで入力していて。（保育者の）個人スマホからはアクセスできない状態にし

てはありますけど。

パラグラフ③（研究協力者 No.16）

　システムのサーバーがダウンしている時があって、そういうときは、使えない。園内

では Wi-Fi の電波の飛びが悪いところもあって、タブレットをもって移動しながら入力

することもあります。このタブレットが、結構、大きいから、メモ帳のように気軽に持

ち歩きできなくて。仕方がないから、ヒヤリハットなどはメモ書きして、それをまた入

力するんですけど、それが面倒ですね。

パラグラフ④（研究協力者 No.1）

　補助金にあわせて、パッケージを組んで、おまけにタブレットをつけて商売している

感じがするけど、売った後に、どれだけ面倒を見てくれるのかって。色々、業者を呼んで、

見積もりをとってみたりしたけど、後々のことを考えると、（システムの導入は）周りの

（園の）様子をみてから・・・と思っています。

パラグラフ⑤（研究協力者 No.8）

　（プライベートで）LINE はバリバリ使っているけど、（業務で使う）メールになると使

えない。まあ、主任くらいになると、さすがに、メーラーとか、ワードでもエクセルでも、

一通り使えるけど。クラス担任だと、年齢に関係なく、使えないものは使えない。というか、

今、手書きで十分やっていけてるからということで、新しいものに対する抵抗感がとて

も強い。

パラグラフ⑥（研究協力者 No.5）

　ICT 化のメリットの一つは、これまでの経験をデータとして蓄積し、データベース化

していくところがあると思います。ただ、一人前になっていない保育者にとっては、そ

れはデータベースにはならない、というか、あったところで、データの意味が分からな

いから使いこなせないって感じになりますよね。（中略）「使いこなす」っていうのは、

ある程度、組織自体が成熟していないと、なかなか使えないんじゃないかなって思いま

すね。うちは新設園で ICT を入れたけど、これを使いこなすのに何年もかかるよねって

思う。使う人が素人に近いから。保育をきちんと理解していないと、きちんと使いこな

すのは難しいかな。

パラグラフ⑦（研究協力者 No.5）

　新人さんたちの表現力・子ども達のどこを見て何を書くかという選択が甘いので。い

つも、同じことを書いているわけですよ。（読み手にしてみれば）「また、おんなじこと

を書いてる」って思っちゃうわけですよ。自分が担当している子をずっと書いているの

であれば、「あ、（以前に）こんなことを書いた、あんなことを書いた」って分かるけど、

デジタル連絡帳では、その日その日で（異なる子どもの連絡帳を）分担して、（実際に入

力する時には）目の前の画面しか見ていないから、「昨日、これ書いた」ってことに（書

き手自身が）気づかない。ただ、受け取る保護者は同じなので、「え、昨日と同じ。今日

もまた同じ」みたいな。書いている人は違うんだけどね（苦笑）。

パラグラフ⑧（研究協力者 No.5）

　かつては、先輩が書くのをチラチラみて、マネすることができたけれども。連絡帳ア

プリは、自分でパパっと書くことはできても、（入力しながら）隣の人のまでは見れない

から。そういった先輩の姿から学ぶとか、表現などマネしてみるといったことが、なか

なかしづらいな、という欠点も見つかって。

パラグラフ⑨（研究協力者 No.13）

　「（若手保育者はベテランの）背中を見て学びなさい」というよりは、「（若手とベテラ

ンとで）一緒にやろう」が多くなってきた。様々な資料を出力して、全部、机の上に並

べて、「こんなもの、あんなものがあるよね」って話をして、そのうえで、「じゃあ、デー

タがあるからあげるね」って。「でも、子どもも違うから、これはこのままでは使えない

よね」と言うと、1 年目や 2 年目の子の場合、これを土台にして、作り変えるというよ

りも、渡したデータにちょこちょこっと上書きして終わりって感じです。（中略）自分で

考えて、自分で全て作っていくっていうのは、なかなか、今は厳しい。他の仕事もあり

ますし。手書きなんかでは、追いついていかないので。あるものを、先輩から代々譲り

受けてきたものを使って、少しずつ、自分が担任している子どもの姿と照らし合わせな

がら、自分で感じ取っていったりとか、そういう風にしていく時代なのかなと思いますね。

パラグラフ⑩（研究協力者 No.6）

　これまで、毎月、( 紙に出力された ) 園だよりを各小学校に発送しているんですけど、

システム上に「学校だより・園だより」というフォルダを設けて、そこに載せれば、校

長先生でも他の先生でも、誰でも、園だよりを見ることができるようになります。これ

まで、幼稚園からは、校長先生あてに紙を送っていたので、一通だけじゃないですか。

だけど、システム上に載せることによって、例えば、一年生の先生が「幼稚園のことを

知りたいな」と思ったときに、そこを開けていただければ、気軽にいつでも目をとおす

ことができる機会っていうのが増えてくる。月々の園だよりをそこに蓄積していくこと

もできます。

表 3. 分析により抽出された概念

概 念 概念生成の根拠となった主なセンテンス (研究協力者番号 ) 人数

抑
制
要
因

(1) 帳票類の様式の不

整合

・指針などの制度がかわれば帳票も変わる (No.1)
・同じ内容が重複していて整理が必要 (No.3)
・国レベルでの様式の統一の必要 (No.9)

11 名

(2) 個人情報漏洩の恐

れ

・Wi-Fi 接続の為、悪意のある人への対策は限界がある (No.8)
・私立園では、園独自の判断で対応せざるをえない (No.9)

6 名

(3) 端末やサーバーの

不備

・未来への投資だと思って、整備している (No.2)
・補助金がきれた場合、新たな機器を買う余裕はない (No.8)
・補助金の範囲内で購入できる機器はわずか (No.10)
・クラスに 1台の為、複数担任の場合は奪い合い状態 (No.17)
・サーバーやアプリの更新時は接続できない (No.16)

10 名

(4) メンテナンスやア

フターケアの不備

・業者によるメンテナンスは不十分 (No.1)
・ 業者側にサポート窓口があっても、ちょっとした困り事に、

すぐ対応してくれる体制にはなっていない (No.18)
・補助金がないまま契約が切れた時の見通しがない (No.8)

10 名

(5)PC リテラシーの低

さ

・若いから新しいやり方に対応できるとは限らない (No.2)
・保育園は紙文化が根強く、紙特有の安心感がある (No.5)
・ 園内に、園務支援システムの活用法をアドバイスできる位

PC を使いこなせる保育者がいない (No.8)
・学生時代に PC に触れる機会があまりなかった (No.18)

9 名

(6) 保育に関する専門

的知識・技術の未熟さ

・子ども理解が浅い場合、同じパターンで記述する (No.5)
・データを渡しただけでは、若手は理解できない (No.6)

5 名

(7) 学び合いの難しさ
・タブレットをみながら気軽に語り合うことは難しい (No.5)
・ただデータを渡すだけでは、ものまねで終わる (No.13)

6 名

促
進
要
因

(1) 園内の連携

・ カリキュラムに関する書類は上書きで作成し、加筆部分を中

心に話し合う (No.14)。
・ アレルギーや感染症予防などで、子どもの体調に関するデー

タが共有できると、すばやく対応できる (No.17)。

4名

(2) 園外との連携

・小学校との接続が、よりスムーズになった (No.6)
・ 児童発達支援センターとデータが共有できるため、気軽に分

からないことをきくことができる (No.14)
4 名

パラグラフ①（研究協力者 No.3）

　システムの内容を整えるということもあるけど、仕事の内容を、こちらの方でうまく

整理してあげて、同じことを何回も書かなくていいようにしてあげる。そういうことが、

むしろ、本当は、業務軽減に一番効いてくるんじゃないか、と思ってます。あと、行政

に言いたいのは、「同じような資料を何回も作らせるな！」と。そこのところは、行政の

方で、もうちょっと整理してほしい。かつ、こちらの方でも、その整理した内容を、ま

た整理して、うまく紐づけしてあげれば、今の業務の 1／ 3くらいは減るんじゃないかな。

行政まで巻き込んで、ちゃんと紐づけて、きちんとキーワードを設定してあげれば、もっ

と減るかもしれない。それくらい、先生たちは同じようなことを何回も書いている気が

します。

パラグラフ②（研究協力者 No.7）

　個人情報やプライバシー保護については、入園時と年度の始めに、説明会で話したあと、

子どもごとに、保護者から同意書を頂いています。園内で Wi-Fi を飛ばしていて、専用

のタブレットで入力していて。（保育者の）個人スマホからはアクセスできない状態にし

てはありますけど。

パラグラフ③（研究協力者 No.16）

　システムのサーバーがダウンしている時があって、そういうときは、使えない。園内

では Wi-Fi の電波の飛びが悪いところもあって、タブレットをもって移動しながら入力

することもあります。このタブレットが、結構、大きいから、メモ帳のように気軽に持

ち歩きできなくて。仕方がないから、ヒヤリハットなどはメモ書きして、それをまた入

力するんですけど、それが面倒ですね。

パラグラフ④（研究協力者 No.1）

　補助金にあわせて、パッケージを組んで、おまけにタブレットをつけて商売している

感じがするけど、売った後に、どれだけ面倒を見てくれるのかって。色々、業者を呼んで、

見積もりをとってみたりしたけど、後々のことを考えると、（システムの導入は）周りの

（園の）様子をみてから・・・と思っています。

パラグラフ⑤（研究協力者 No.8）

　（プライベートで）LINE はバリバリ使っているけど、（業務で使う）メールになると使

えない。まあ、主任くらいになると、さすがに、メーラーとか、ワードでもエクセルでも、

一通り使えるけど。クラス担任だと、年齢に関係なく、使えないものは使えない。というか、

今、手書きで十分やっていけてるからということで、新しいものに対する抵抗感がとて

も強い。

パラグラフ⑥（研究協力者 No.5）

　ICT 化のメリットの一つは、これまでの経験をデータとして蓄積し、データベース化

していくところがあると思います。ただ、一人前になっていない保育者にとっては、そ

れはデータベースにはならない、というか、あったところで、データの意味が分からな

いから使いこなせないって感じになりますよね。（中略）「使いこなす」っていうのは、

ある程度、組織自体が成熟していないと、なかなか使えないんじゃないかなって思いま

すね。うちは新設園で ICT を入れたけど、これを使いこなすのに何年もかかるよねって

思う。使う人が素人に近いから。保育をきちんと理解していないと、きちんと使いこな

すのは難しいかな。

パラグラフ⑦（研究協力者 No.5）

　新人さんたちの表現力・子ども達のどこを見て何を書くかという選択が甘いので。い

つも、同じことを書いているわけですよ。（読み手にしてみれば）「また、おんなじこと

を書いてる」って思っちゃうわけですよ。自分が担当している子をずっと書いているの

であれば、「あ、（以前に）こんなことを書いた、あんなことを書いた」って分かるけど、

デジタル連絡帳では、その日その日で（異なる子どもの連絡帳を）分担して、（実際に入

力する時には）目の前の画面しか見ていないから、「昨日、これ書いた」ってことに（書

き手自身が）気づかない。ただ、受け取る保護者は同じなので、「え、昨日と同じ。今日

もまた同じ」みたいな。書いている人は違うんだけどね（苦笑）。

パラグラフ⑧（研究協力者 No.5）

　かつては、先輩が書くのをチラチラみて、マネすることができたけれども。連絡帳ア

プリは、自分でパパっと書くことはできても、（入力しながら）隣の人のまでは見れない

から。そういった先輩の姿から学ぶとか、表現などマネしてみるといったことが、なか

なかしづらいな、という欠点も見つかって。

パラグラフ⑨（研究協力者 No.13）

　「（若手保育者はベテランの）背中を見て学びなさい」というよりは、「（若手とベテラ

ンとで）一緒にやろう」が多くなってきた。様々な資料を出力して、全部、机の上に並

べて、「こんなもの、あんなものがあるよね」って話をして、そのうえで、「じゃあ、デー

タがあるからあげるね」って。「でも、子どもも違うから、これはこのままでは使えない

よね」と言うと、1 年目や 2 年目の子の場合、これを土台にして、作り変えるというよ

りも、渡したデータにちょこちょこっと上書きして終わりって感じです。（中略）自分で

考えて、自分で全て作っていくっていうのは、なかなか、今は厳しい。他の仕事もあり

ますし。手書きなんかでは、追いついていかないので。あるものを、先輩から代々譲り

受けてきたものを使って、少しずつ、自分が担任している子どもの姿と照らし合わせな

がら、自分で感じ取っていったりとか、そういう風にしていく時代なのかなと思いますね。

パラグラフ⑩（研究協力者 No.6）

　これまで、毎月、( 紙に出力された ) 園だよりを各小学校に発送しているんですけど、

システム上に「学校だより・園だより」というフォルダを設けて、そこに載せれば、校

長先生でも他の先生でも、誰でも、園だよりを見ることができるようになります。これ

まで、幼稚園からは、校長先生あてに紙を送っていたので、一通だけじゃないですか。

だけど、システム上に載せることによって、例えば、一年生の先生が「幼稚園のことを

知りたいな」と思ったときに、そこを開けていただければ、気軽にいつでも目をとおす

ことができる機会っていうのが増えてくる。月々の園だよりをそこに蓄積していくこと

もできます。
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が配置されているが、各クラスでは端末が一台しかない園が多かった。少なく

とも、クラス担任がそれぞれ専用の端末を持っている園はなかった。クラス担

任の場合、子どもの午睡時間など限られた時間しか、事務をとる時間がとれな

いため、複数担任のクラスでは、一斉にシステムに入力することになり、端末

が不足する状態となる (ex. 研究協力者 No.4，No.9，No.15，No.17)。

　さらに、システムの利用にあたっては、常時、ネットワークに接続されてお

り、気軽に入力できる環境が整備されていることが前提条件となるが、そうで

ない時間帯もある (ex. 研究協力者 No.10，No.16)。端末の不足やネットワーク

の脆弱さのために、業務として必要なときに使えないことから、園務支援シス

テムが、ICT を下支えする基盤として十分に機能していないことが分かる（ex. 

パラグラフ③）。

（４）メンテナンスやアフターケアの不備

　2018（平成 30）年 4 月に、新たな『保育所保育指針』が施行されたことに

伴い、自治体ごとに様式が規定される要録などの帳票も変更された。これによ

り、システム上の入力フォームの変更も必要となるが、業者の対応は分かれた。

無料で迅速に対応する業者もいれば、そうでない場合もあった (ex. 研究協力

者 No.1, No.4, No.7, No.10)。

　補助金制度などの国や自治体からの支援体制が、今後、どのような形で継続

されるのかは不明である。研究協力者のうち、園務支援システムの導入を見送っ

た２つの園では、いずれも、機器の入れ替えやシステムの更新にかかる予算の

見通しがつかないことが理由に挙げられた（ex. 研究協力者 No.1，No.8，典型

例はパラグラフ④）。

表 3. 分析により抽出された概念

概 念 概念生成の根拠となった主なセンテンス (研究協力者番号 ) 人数

抑
制
要
因

(1) 帳票類の様式の不

整合

・指針などの制度がかわれば帳票も変わる (No.1)
・同じ内容が重複していて整理が必要 (No.3)
・国レベルでの様式の統一の必要 (No.9)

11 名

(2) 個人情報漏洩の恐

れ

・Wi-Fi 接続の為、悪意のある人への対策は限界がある (No.8)
・私立園では、園独自の判断で対応せざるをえない (No.9)

6 名

(3) 端末やサーバーの

不備

・未来への投資だと思って、整備している (No.2)
・補助金がきれた場合、新たな機器を買う余裕はない (No.8)
・補助金の範囲内で購入できる機器はわずか (No.10)
・クラスに 1台の為、複数担任の場合は奪い合い状態 (No.17)
・サーバーやアプリの更新時は接続できない (No.16)

10 名

(4) メンテナンスやア

フターケアの不備

・業者によるメンテナンスは不十分 (No.1)
・ 業者側にサポート窓口があっても、ちょっとした困り事に、

すぐ対応してくれる体制にはなっていない (No.18)
・補助金がないまま契約が切れた時の見通しがない (No.8)

10 名

(5)PC リテラシーの低

さ

・若いから新しいやり方に対応できるとは限らない (No.2)
・保育園は紙文化が根強く、紙特有の安心感がある (No.5)
・ 園内に、園務支援システムの活用法をアドバイスできる位

PC を使いこなせる保育者がいない (No.8)
・学生時代に PC に触れる機会があまりなかった (No.18)

9 名

(6) 保育に関する専門

的知識・技術の未熟さ

・子ども理解が浅い場合、同じパターンで記述する (No.5)
・データを渡しただけでは、若手は理解できない (No.6)

5 名

(7) 学び合いの難しさ
・タブレットをみながら気軽に語り合うことは難しい (No.5)
・ただデータを渡すだけでは、ものまねで終わる (No.13)

6 名

促
進
要
因

(1) 園内の連携

・ カリキュラムに関する書類は上書きで作成し、加筆部分を中

心に話し合う (No.14)。
・ アレルギーや感染症予防などで、子どもの体調に関するデー

タが共有できると、すばやく対応できる (No.17)。

4名

(2) 園外との連携

・小学校との接続が、よりスムーズになった (No.6)
・ 児童発達支援センターとデータが共有できるため、気軽に分

からないことをきくことができる (No.14)
4 名

パラグラフ①（研究協力者 No.3）

　システムの内容を整えるということもあるけど、仕事の内容を、こちらの方でうまく

整理してあげて、同じことを何回も書かなくていいようにしてあげる。そういうことが、

むしろ、本当は、業務軽減に一番効いてくるんじゃないか、と思ってます。あと、行政

に言いたいのは、「同じような資料を何回も作らせるな！」と。そこのところは、行政の

方で、もうちょっと整理してほしい。かつ、こちらの方でも、その整理した内容を、ま

た整理して、うまく紐づけしてあげれば、今の業務の 1／ 3くらいは減るんじゃないかな。

行政まで巻き込んで、ちゃんと紐づけて、きちんとキーワードを設定してあげれば、もっ

と減るかもしれない。それくらい、先生たちは同じようなことを何回も書いている気が

します。

パラグラフ②（研究協力者 No.7）

　個人情報やプライバシー保護については、入園時と年度の始めに、説明会で話したあと、

子どもごとに、保護者から同意書を頂いています。園内で Wi-Fi を飛ばしていて、専用

のタブレットで入力していて。（保育者の）個人スマホからはアクセスできない状態にし

てはありますけど。

パラグラフ③（研究協力者 No.16）

　システムのサーバーがダウンしている時があって、そういうときは、使えない。園内

では Wi-Fi の電波の飛びが悪いところもあって、タブレットをもって移動しながら入力

することもあります。このタブレットが、結構、大きいから、メモ帳のように気軽に持

ち歩きできなくて。仕方がないから、ヒヤリハットなどはメモ書きして、それをまた入

力するんですけど、それが面倒ですね。

パラグラフ④（研究協力者 No.1）

　補助金にあわせて、パッケージを組んで、おまけにタブレットをつけて商売している

感じがするけど、売った後に、どれだけ面倒を見てくれるのかって。色々、業者を呼んで、

見積もりをとってみたりしたけど、後々のことを考えると、（システムの導入は）周りの

（園の）様子をみてから・・・と思っています。

パラグラフ⑤（研究協力者 No.8）

　（プライベートで）LINE はバリバリ使っているけど、（業務で使う）メールになると使

えない。まあ、主任くらいになると、さすがに、メーラーとか、ワードでもエクセルでも、

一通り使えるけど。クラス担任だと、年齢に関係なく、使えないものは使えない。というか、

今、手書きで十分やっていけてるからということで、新しいものに対する抵抗感がとて

も強い。

パラグラフ⑥（研究協力者 No.5）

　ICT 化のメリットの一つは、これまでの経験をデータとして蓄積し、データベース化

していくところがあると思います。ただ、一人前になっていない保育者にとっては、そ

れはデータベースにはならない、というか、あったところで、データの意味が分からな

いから使いこなせないって感じになりますよね。（中略）「使いこなす」っていうのは、

ある程度、組織自体が成熟していないと、なかなか使えないんじゃないかなって思いま

すね。うちは新設園で ICT を入れたけど、これを使いこなすのに何年もかかるよねって

思う。使う人が素人に近いから。保育をきちんと理解していないと、きちんと使いこな

すのは難しいかな。

パラグラフ⑦（研究協力者 No.5）

　新人さんたちの表現力・子ども達のどこを見て何を書くかという選択が甘いので。い

つも、同じことを書いているわけですよ。（読み手にしてみれば）「また、おんなじこと

を書いてる」って思っちゃうわけですよ。自分が担当している子をずっと書いているの

であれば、「あ、（以前に）こんなことを書いた、あんなことを書いた」って分かるけど、

デジタル連絡帳では、その日その日で（異なる子どもの連絡帳を）分担して、（実際に入

力する時には）目の前の画面しか見ていないから、「昨日、これ書いた」ってことに（書

き手自身が）気づかない。ただ、受け取る保護者は同じなので、「え、昨日と同じ。今日

もまた同じ」みたいな。書いている人は違うんだけどね（苦笑）。

パラグラフ⑧（研究協力者 No.5）

　かつては、先輩が書くのをチラチラみて、マネすることができたけれども。連絡帳ア

プリは、自分でパパっと書くことはできても、（入力しながら）隣の人のまでは見れない

から。そういった先輩の姿から学ぶとか、表現などマネしてみるといったことが、なか

なかしづらいな、という欠点も見つかって。

パラグラフ⑨（研究協力者 No.13）

　「（若手保育者はベテランの）背中を見て学びなさい」というよりは、「（若手とベテラ

ンとで）一緒にやろう」が多くなってきた。様々な資料を出力して、全部、机の上に並

べて、「こんなもの、あんなものがあるよね」って話をして、そのうえで、「じゃあ、デー

タがあるからあげるね」って。「でも、子どもも違うから、これはこのままでは使えない

よね」と言うと、1 年目や 2 年目の子の場合、これを土台にして、作り変えるというよ

りも、渡したデータにちょこちょこっと上書きして終わりって感じです。（中略）自分で

考えて、自分で全て作っていくっていうのは、なかなか、今は厳しい。他の仕事もあり

ますし。手書きなんかでは、追いついていかないので。あるものを、先輩から代々譲り

受けてきたものを使って、少しずつ、自分が担任している子どもの姿と照らし合わせな

がら、自分で感じ取っていったりとか、そういう風にしていく時代なのかなと思いますね。

パラグラフ⑩（研究協力者 No.6）

　これまで、毎月、( 紙に出力された ) 園だよりを各小学校に発送しているんですけど、

システム上に「学校だより・園だより」というフォルダを設けて、そこに載せれば、校

長先生でも他の先生でも、誰でも、園だよりを見ることができるようになります。これ

まで、幼稚園からは、校長先生あてに紙を送っていたので、一通だけじゃないですか。

だけど、システム上に載せることによって、例えば、一年生の先生が「幼稚園のことを

知りたいな」と思ったときに、そこを開けていただければ、気軽にいつでも目をとおす

ことができる機会っていうのが増えてくる。月々の園だよりをそこに蓄積していくこと

もできます。
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（５）PC リテラシーの低さ(2)

　スマートフォンが若年層に急速に普及したため、若い保育者ほどパーソナ

ル・コンピュータ（以下「PC」と表記）をはじめとする情報機器の操作に長

けている印象があるが、インタビューにおいて、これを裏付ける語りはみられ

なかった。年代に関係なく、プライベートで SNS は頻繁に利用されているが、

職務として、ワープロや表計算ソフトで文書作成したり、メーラーを活用して

やりとりしたりすることに対しては、苦手意識をもつ人が多いことが、園長

と保育者の双方から繰り返し指摘された（ex. 研究協力者 No.2，No.8，No.9，

No.15，No.17，典型例はパラグラフ⑤）。

　我が国では統合型園務支援システムの開発が停滞していたという構造的条件

が存在する一方で（池本 2017）、保育者の側にも、キーボード入力をはじめと

する情報機器の操作やネットワークに関する基礎的な知識など、PCリテラシー

の低さという問題があることが、語りにおいて確認された。今後、フリック入

力などを取り入れた「使いやすい」システムが開発されたとしても、保育のＩ

ＣＴ化の基盤にＰＣリテラシーがあることには変わりがなく、かつ、職務とし

て PC 上で行われる作業は皆無とはならないであろう。したがって、この問題

は、システムの使いやすさだけで解決しうるものではないと言える。

　園レベルでの対策としては、講習会などの研修機会の提供に並行して、高い

PC リテラシーをもち、かつ、園務支援システムを使いこなせる保育者を引き

表 3. 分析により抽出された概念

概 念 概念生成の根拠となった主なセンテンス (研究協力者番号 ) 人数

抑
制
要
因

(1) 帳票類の様式の不

整合

・指針などの制度がかわれば帳票も変わる (No.1)
・同じ内容が重複していて整理が必要 (No.3)
・国レベルでの様式の統一の必要 (No.9)

11 名

(2) 個人情報漏洩の恐

れ

・Wi-Fi 接続の為、悪意のある人への対策は限界がある (No.8)
・私立園では、園独自の判断で対応せざるをえない (No.9)

6 名

(3) 端末やサーバーの

不備

・未来への投資だと思って、整備している (No.2)
・補助金がきれた場合、新たな機器を買う余裕はない (No.8)
・補助金の範囲内で購入できる機器はわずか (No.10)
・クラスに 1台の為、複数担任の場合は奪い合い状態 (No.17)
・サーバーやアプリの更新時は接続できない (No.16)

10 名

(4) メンテナンスやア

フターケアの不備

・業者によるメンテナンスは不十分 (No.1)
・ 業者側にサポート窓口があっても、ちょっとした困り事に、

すぐ対応してくれる体制にはなっていない (No.18)
・補助金がないまま契約が切れた時の見通しがない (No.8)

10 名

(5)PC リテラシーの低

さ

・若いから新しいやり方に対応できるとは限らない (No.2)
・保育園は紙文化が根強く、紙特有の安心感がある (No.5)
・ 園内に、園務支援システムの活用法をアドバイスできる位

PC を使いこなせる保育者がいない (No.8)
・学生時代に PC に触れる機会があまりなかった (No.18)

9 名

(6) 保育に関する専門

的知識・技術の未熟さ

・子ども理解が浅い場合、同じパターンで記述する (No.5)
・データを渡しただけでは、若手は理解できない (No.6)

5 名

(7) 学び合いの難しさ
・タブレットをみながら気軽に語り合うことは難しい (No.5)
・ただデータを渡すだけでは、ものまねで終わる (No.13)

6 名

促
進
要
因

(1) 園内の連携

・ カリキュラムに関する書類は上書きで作成し、加筆部分を中

心に話し合う (No.14)。
・ アレルギーや感染症予防などで、子どもの体調に関するデー

タが共有できると、すばやく対応できる (No.17)。

4名

(2) 園外との連携

・小学校との接続が、よりスムーズになった (No.6)
・ 児童発達支援センターとデータが共有できるため、気軽に分

からないことをきくことができる (No.14)
4 名

パラグラフ①（研究協力者 No.3）

　システムの内容を整えるということもあるけど、仕事の内容を、こちらの方でうまく

整理してあげて、同じことを何回も書かなくていいようにしてあげる。そういうことが、

むしろ、本当は、業務軽減に一番効いてくるんじゃないか、と思ってます。あと、行政

に言いたいのは、「同じような資料を何回も作らせるな！」と。そこのところは、行政の

方で、もうちょっと整理してほしい。かつ、こちらの方でも、その整理した内容を、ま

た整理して、うまく紐づけしてあげれば、今の業務の 1／ 3くらいは減るんじゃないかな。

行政まで巻き込んで、ちゃんと紐づけて、きちんとキーワードを設定してあげれば、もっ

と減るかもしれない。それくらい、先生たちは同じようなことを何回も書いている気が

します。

パラグラフ②（研究協力者 No.7）

　個人情報やプライバシー保護については、入園時と年度の始めに、説明会で話したあと、

子どもごとに、保護者から同意書を頂いています。園内で Wi-Fi を飛ばしていて、専用

のタブレットで入力していて。（保育者の）個人スマホからはアクセスできない状態にし

てはありますけど。

パラグラフ③（研究協力者 No.16）

　システムのサーバーがダウンしている時があって、そういうときは、使えない。園内

では Wi-Fi の電波の飛びが悪いところもあって、タブレットをもって移動しながら入力

することもあります。このタブレットが、結構、大きいから、メモ帳のように気軽に持

ち歩きできなくて。仕方がないから、ヒヤリハットなどはメモ書きして、それをまた入

力するんですけど、それが面倒ですね。

パラグラフ④（研究協力者 No.1）

　補助金にあわせて、パッケージを組んで、おまけにタブレットをつけて商売している

感じがするけど、売った後に、どれだけ面倒を見てくれるのかって。色々、業者を呼んで、

見積もりをとってみたりしたけど、後々のことを考えると、（システムの導入は）周りの

（園の）様子をみてから・・・と思っています。

パラグラフ⑤（研究協力者 No.8）

　（プライベートで）LINE はバリバリ使っているけど、（業務で使う）メールになると使

えない。まあ、主任くらいになると、さすがに、メーラーとか、ワードでもエクセルでも、

一通り使えるけど。クラス担任だと、年齢に関係なく、使えないものは使えない。というか、

今、手書きで十分やっていけてるからということで、新しいものに対する抵抗感がとて

も強い。

パラグラフ⑥（研究協力者 No.5）

　ICT 化のメリットの一つは、これまでの経験をデータとして蓄積し、データベース化

していくところがあると思います。ただ、一人前になっていない保育者にとっては、そ

れはデータベースにはならない、というか、あったところで、データの意味が分からな

いから使いこなせないって感じになりますよね。（中略）「使いこなす」っていうのは、

ある程度、組織自体が成熟していないと、なかなか使えないんじゃないかなって思いま

すね。うちは新設園で ICT を入れたけど、これを使いこなすのに何年もかかるよねって

思う。使う人が素人に近いから。保育をきちんと理解していないと、きちんと使いこな

すのは難しいかな。

パラグラフ⑦（研究協力者 No.5）

　新人さんたちの表現力・子ども達のどこを見て何を書くかという選択が甘いので。い

つも、同じことを書いているわけですよ。（読み手にしてみれば）「また、おんなじこと

を書いてる」って思っちゃうわけですよ。自分が担当している子をずっと書いているの

であれば、「あ、（以前に）こんなことを書いた、あんなことを書いた」って分かるけど、

デジタル連絡帳では、その日その日で（異なる子どもの連絡帳を）分担して、（実際に入

力する時には）目の前の画面しか見ていないから、「昨日、これ書いた」ってことに（書

き手自身が）気づかない。ただ、受け取る保護者は同じなので、「え、昨日と同じ。今日

もまた同じ」みたいな。書いている人は違うんだけどね（苦笑）。

パラグラフ⑧（研究協力者 No.5）

　かつては、先輩が書くのをチラチラみて、マネすることができたけれども。連絡帳ア

プリは、自分でパパっと書くことはできても、（入力しながら）隣の人のまでは見れない

から。そういった先輩の姿から学ぶとか、表現などマネしてみるといったことが、なか

なかしづらいな、という欠点も見つかって。

パラグラフ⑨（研究協力者 No.13）

　「（若手保育者はベテランの）背中を見て学びなさい」というよりは、「（若手とベテラ

ンとで）一緒にやろう」が多くなってきた。様々な資料を出力して、全部、机の上に並

べて、「こんなもの、あんなものがあるよね」って話をして、そのうえで、「じゃあ、デー

タがあるからあげるね」って。「でも、子どもも違うから、これはこのままでは使えない

よね」と言うと、1 年目や 2 年目の子の場合、これを土台にして、作り変えるというよ

りも、渡したデータにちょこちょこっと上書きして終わりって感じです。（中略）自分で

考えて、自分で全て作っていくっていうのは、なかなか、今は厳しい。他の仕事もあり

ますし。手書きなんかでは、追いついていかないので。あるものを、先輩から代々譲り

受けてきたものを使って、少しずつ、自分が担任している子どもの姿と照らし合わせな

がら、自分で感じ取っていったりとか、そういう風にしていく時代なのかなと思いますね。

パラグラフ⑩（研究協力者 No.6）

　これまで、毎月、( 紙に出力された ) 園だよりを各小学校に発送しているんですけど、

システム上に「学校だより・園だより」というフォルダを設けて、そこに載せれば、校

長先生でも他の先生でも、誰でも、園だよりを見ることができるようになります。これ

まで、幼稚園からは、校長先生あてに紙を送っていたので、一通だけじゃないですか。

だけど、システム上に載せることによって、例えば、一年生の先生が「幼稚園のことを

知りたいな」と思ったときに、そこを開けていただければ、気軽にいつでも目をとおす

ことができる機会っていうのが増えてくる。月々の園だよりをそこに蓄積していくこと

もできます。

表 3. 分析により抽出された概念

概 念 概念生成の根拠となった主なセンテンス (研究協力者番号 ) 人数

抑
制
要
因

(1) 帳票類の様式の不

整合

・指針などの制度がかわれば帳票も変わる (No.1)
・同じ内容が重複していて整理が必要 (No.3)
・国レベルでの様式の統一の必要 (No.9)

11 名

(2) 個人情報漏洩の恐

れ

・Wi-Fi 接続の為、悪意のある人への対策は限界がある (No.8)
・私立園では、園独自の判断で対応せざるをえない (No.9)

6 名

(3) 端末やサーバーの

不備

・未来への投資だと思って、整備している (No.2)
・補助金がきれた場合、新たな機器を買う余裕はない (No.8)
・補助金の範囲内で購入できる機器はわずか (No.10)
・クラスに 1台の為、複数担任の場合は奪い合い状態 (No.17)
・サーバーやアプリの更新時は接続できない (No.16)

10 名

(4) メンテナンスやア

フターケアの不備

・業者によるメンテナンスは不十分 (No.1)
・ 業者側にサポート窓口があっても、ちょっとした困り事に、

すぐ対応してくれる体制にはなっていない (No.18)
・補助金がないまま契約が切れた時の見通しがない (No.8)

10 名

(5)PC リテラシーの低

さ

・若いから新しいやり方に対応できるとは限らない (No.2)
・保育園は紙文化が根強く、紙特有の安心感がある (No.5)
・ 園内に、園務支援システムの活用法をアドバイスできる位

PC を使いこなせる保育者がいない (No.8)
・学生時代に PC に触れる機会があまりなかった (No.18)

9 名

(6) 保育に関する専門

的知識・技術の未熟さ

・子ども理解が浅い場合、同じパターンで記述する (No.5)
・データを渡しただけでは、若手は理解できない (No.6)

5 名

(7) 学び合いの難しさ
・タブレットをみながら気軽に語り合うことは難しい (No.5)
・ただデータを渡すだけでは、ものまねで終わる (No.13)

6 名

促
進
要
因

(1) 園内の連携

・ カリキュラムに関する書類は上書きで作成し、加筆部分を中

心に話し合う (No.14)。
・ アレルギーや感染症予防などで、子どもの体調に関するデー

タが共有できると、すばやく対応できる (No.17)。

4名

(2) 園外との連携

・小学校との接続が、よりスムーズになった (No.6)
・ 児童発達支援センターとデータが共有できるため、気軽に分

からないことをきくことができる (No.14)
4 名

パラグラフ①（研究協力者 No.3）

　システムの内容を整えるということもあるけど、仕事の内容を、こちらの方でうまく

整理してあげて、同じことを何回も書かなくていいようにしてあげる。そういうことが、

むしろ、本当は、業務軽減に一番効いてくるんじゃないか、と思ってます。あと、行政

に言いたいのは、「同じような資料を何回も作らせるな！」と。そこのところは、行政の

方で、もうちょっと整理してほしい。かつ、こちらの方でも、その整理した内容を、ま

た整理して、うまく紐づけしてあげれば、今の業務の 1／ 3くらいは減るんじゃないかな。

行政まで巻き込んで、ちゃんと紐づけて、きちんとキーワードを設定してあげれば、もっ

と減るかもしれない。それくらい、先生たちは同じようなことを何回も書いている気が

します。

パラグラフ②（研究協力者 No.7）

　個人情報やプライバシー保護については、入園時と年度の始めに、説明会で話したあと、

子どもごとに、保護者から同意書を頂いています。園内で Wi-Fi を飛ばしていて、専用

のタブレットで入力していて。（保育者の）個人スマホからはアクセスできない状態にし

てはありますけど。

パラグラフ③（研究協力者 No.16）

　システムのサーバーがダウンしている時があって、そういうときは、使えない。園内

では Wi-Fi の電波の飛びが悪いところもあって、タブレットをもって移動しながら入力

することもあります。このタブレットが、結構、大きいから、メモ帳のように気軽に持

ち歩きできなくて。仕方がないから、ヒヤリハットなどはメモ書きして、それをまた入

力するんですけど、それが面倒ですね。

パラグラフ④（研究協力者 No.1）

　補助金にあわせて、パッケージを組んで、おまけにタブレットをつけて商売している

感じがするけど、売った後に、どれだけ面倒を見てくれるのかって。色々、業者を呼んで、

見積もりをとってみたりしたけど、後々のことを考えると、（システムの導入は）周りの

（園の）様子をみてから・・・と思っています。

パラグラフ⑤（研究協力者 No.8）

　（プライベートで）LINE はバリバリ使っているけど、（業務で使う）メールになると使

えない。まあ、主任くらいになると、さすがに、メーラーとか、ワードでもエクセルでも、

一通り使えるけど。クラス担任だと、年齢に関係なく、使えないものは使えない。というか、

今、手書きで十分やっていけてるからということで、新しいものに対する抵抗感がとて

も強い。

パラグラフ⑥（研究協力者 No.5）

　ICT 化のメリットの一つは、これまでの経験をデータとして蓄積し、データベース化

していくところがあると思います。ただ、一人前になっていない保育者にとっては、そ

れはデータベースにはならない、というか、あったところで、データの意味が分からな

いから使いこなせないって感じになりますよね。（中略）「使いこなす」っていうのは、

ある程度、組織自体が成熟していないと、なかなか使えないんじゃないかなって思いま

すね。うちは新設園で ICT を入れたけど、これを使いこなすのに何年もかかるよねって

思う。使う人が素人に近いから。保育をきちんと理解していないと、きちんと使いこな

すのは難しいかな。

パラグラフ⑦（研究協力者 No.5）

　新人さんたちの表現力・子ども達のどこを見て何を書くかという選択が甘いので。い

つも、同じことを書いているわけですよ。（読み手にしてみれば）「また、おんなじこと

を書いてる」って思っちゃうわけですよ。自分が担当している子をずっと書いているの

であれば、「あ、（以前に）こんなことを書いた、あんなことを書いた」って分かるけど、

デジタル連絡帳では、その日その日で（異なる子どもの連絡帳を）分担して、（実際に入

力する時には）目の前の画面しか見ていないから、「昨日、これ書いた」ってことに（書

き手自身が）気づかない。ただ、受け取る保護者は同じなので、「え、昨日と同じ。今日

もまた同じ」みたいな。書いている人は違うんだけどね（苦笑）。

パラグラフ⑧（研究協力者 No.5）

　かつては、先輩が書くのをチラチラみて、マネすることができたけれども。連絡帳ア

プリは、自分でパパっと書くことはできても、（入力しながら）隣の人のまでは見れない

から。そういった先輩の姿から学ぶとか、表現などマネしてみるといったことが、なか

なかしづらいな、という欠点も見つかって。

パラグラフ⑨（研究協力者 No.13）

　「（若手保育者はベテランの）背中を見て学びなさい」というよりは、「（若手とベテラ

ンとで）一緒にやろう」が多くなってきた。様々な資料を出力して、全部、机の上に並

べて、「こんなもの、あんなものがあるよね」って話をして、そのうえで、「じゃあ、デー

タがあるからあげるね」って。「でも、子どもも違うから、これはこのままでは使えない

よね」と言うと、1 年目や 2 年目の子の場合、これを土台にして、作り変えるというよ

りも、渡したデータにちょこちょこっと上書きして終わりって感じです。（中略）自分で

考えて、自分で全て作っていくっていうのは、なかなか、今は厳しい。他の仕事もあり

ますし。手書きなんかでは、追いついていかないので。あるものを、先輩から代々譲り

受けてきたものを使って、少しずつ、自分が担任している子どもの姿と照らし合わせな

がら、自分で感じ取っていったりとか、そういう風にしていく時代なのかなと思いますね。

パラグラフ⑩（研究協力者 No.6）

　これまで、毎月、( 紙に出力された ) 園だよりを各小学校に発送しているんですけど、

システム上に「学校だより・園だより」というフォルダを設けて、そこに載せれば、校

長先生でも他の先生でも、誰でも、園だよりを見ることができるようになります。これ

まで、幼稚園からは、校長先生あてに紙を送っていたので、一通だけじゃないですか。

だけど、システム上に載せることによって、例えば、一年生の先生が「幼稚園のことを

知りたいな」と思ったときに、そこを開けていただければ、気軽にいつでも目をとおす

ことができる機会っていうのが増えてくる。月々の園だよりをそこに蓄積していくこと

もできます。
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立て、苦手な保育者たちとの間でのパイプ役を担ってもらう工夫もなされてい

る。（ex. 研究協力者 No.7，No.16）。

（６）保育に関する専門的知識・技術の未熟さ

　保育の ICT 化の本来の目的は、定型的な単純事務作業を ICT が肩代りする

ことにより、保育者にとって中核的な仕事である子どもへの保育や保護者への

子育て支援に専念できる時間を増やすことであり、ねらい通りに業務の省力化

が実現した園もある (ex. 研究協力者 No.6）。その一方で、新規に開設した園な

ど、保育に関する専門的知識・技術が十分に習得されていない若い保育者が多

い園の場合、園務支援システムを活用しても、業務の省力化にはつながらな

いことが指摘された (ex. 研究協力者 No.4，No.5)。なぜならば、未熟な部分を

ICT 技術が埋め合わせてくれるわけではないからである（ex. パラグラフ⑥）。

　様々な文書の作成は、PDCA サイクルのなかで実施される。一人前になっ

ていない保育者の場合、計画はもとより、観察や評価が浅いレベルにとどまる

ために、データベースが構築されていたとしても、適切なデータを取捨選択し、

その意味を十分に把握しながら使いこなすことは困難な作業となる。

　とはいえ、実際に、園務支援システムを入力する際には、候補となるフレー

ズが提案されるために、それらを選択すれば、文書そのものは完成してしまう。

ただし、その内容は、保育実践に熟知している人から見れば、「昨日も同じ。

今日もまた同じ」というパターン化された文面にすぎない（ex. パラグラフ⑦）。

「データの意味が分からない」ために「使いこなす」ことはできなくても、職

表 3. 分析により抽出された概念

概 念 概念生成の根拠となった主なセンテンス (研究協力者番号 ) 人数

抑
制
要
因

(1) 帳票類の様式の不

整合

・指針などの制度がかわれば帳票も変わる (No.1)
・同じ内容が重複していて整理が必要 (No.3)
・国レベルでの様式の統一の必要 (No.9)

11 名

(2) 個人情報漏洩の恐

れ

・Wi-Fi 接続の為、悪意のある人への対策は限界がある (No.8)
・私立園では、園独自の判断で対応せざるをえない (No.9)

6 名

(3) 端末やサーバーの

不備

・未来への投資だと思って、整備している (No.2)
・補助金がきれた場合、新たな機器を買う余裕はない (No.8)
・補助金の範囲内で購入できる機器はわずか (No.10)
・クラスに 1台の為、複数担任の場合は奪い合い状態 (No.17)
・サーバーやアプリの更新時は接続できない (No.16)

10 名

(4) メンテナンスやア

フターケアの不備

・業者によるメンテナンスは不十分 (No.1)
・ 業者側にサポート窓口があっても、ちょっとした困り事に、

すぐ対応してくれる体制にはなっていない (No.18)
・補助金がないまま契約が切れた時の見通しがない (No.8)

10 名

(5)PC リテラシーの低

さ

・若いから新しいやり方に対応できるとは限らない (No.2)
・保育園は紙文化が根強く、紙特有の安心感がある (No.5)
・ 園内に、園務支援システムの活用法をアドバイスできる位

PC を使いこなせる保育者がいない (No.8)
・学生時代に PC に触れる機会があまりなかった (No.18)

9 名

(6) 保育に関する専門

的知識・技術の未熟さ

・子ども理解が浅い場合、同じパターンで記述する (No.5)
・データを渡しただけでは、若手は理解できない (No.6)

5 名

(7) 学び合いの難しさ
・タブレットをみながら気軽に語り合うことは難しい (No.5)
・ただデータを渡すだけでは、ものまねで終わる (No.13)

6 名

促
進
要
因

(1) 園内の連携

・ カリキュラムに関する書類は上書きで作成し、加筆部分を中

心に話し合う (No.14)。
・ アレルギーや感染症予防などで、子どもの体調に関するデー

タが共有できると、すばやく対応できる (No.17)。

4名

(2) 園外との連携

・小学校との接続が、よりスムーズになった (No.6)
・ 児童発達支援センターとデータが共有できるため、気軽に分

からないことをきくことができる (No.14)
4 名

パラグラフ①（研究協力者 No.3）

　システムの内容を整えるということもあるけど、仕事の内容を、こちらの方でうまく

整理してあげて、同じことを何回も書かなくていいようにしてあげる。そういうことが、

むしろ、本当は、業務軽減に一番効いてくるんじゃないか、と思ってます。あと、行政

に言いたいのは、「同じような資料を何回も作らせるな！」と。そこのところは、行政の

方で、もうちょっと整理してほしい。かつ、こちらの方でも、その整理した内容を、ま

た整理して、うまく紐づけしてあげれば、今の業務の 1／ 3くらいは減るんじゃないかな。

行政まで巻き込んで、ちゃんと紐づけて、きちんとキーワードを設定してあげれば、もっ

と減るかもしれない。それくらい、先生たちは同じようなことを何回も書いている気が

します。

パラグラフ②（研究協力者 No.7）

　個人情報やプライバシー保護については、入園時と年度の始めに、説明会で話したあと、

子どもごとに、保護者から同意書を頂いています。園内で Wi-Fi を飛ばしていて、専用

のタブレットで入力していて。（保育者の）個人スマホからはアクセスできない状態にし

てはありますけど。

パラグラフ③（研究協力者 No.16）

　システムのサーバーがダウンしている時があって、そういうときは、使えない。園内

では Wi-Fi の電波の飛びが悪いところもあって、タブレットをもって移動しながら入力

することもあります。このタブレットが、結構、大きいから、メモ帳のように気軽に持

ち歩きできなくて。仕方がないから、ヒヤリハットなどはメモ書きして、それをまた入

力するんですけど、それが面倒ですね。

パラグラフ④（研究協力者 No.1）

　補助金にあわせて、パッケージを組んで、おまけにタブレットをつけて商売している

感じがするけど、売った後に、どれだけ面倒を見てくれるのかって。色々、業者を呼んで、

見積もりをとってみたりしたけど、後々のことを考えると、（システムの導入は）周りの

（園の）様子をみてから・・・と思っています。

パラグラフ⑤（研究協力者 No.8）

　（プライベートで）LINE はバリバリ使っているけど、（業務で使う）メールになると使

えない。まあ、主任くらいになると、さすがに、メーラーとか、ワードでもエクセルでも、

一通り使えるけど。クラス担任だと、年齢に関係なく、使えないものは使えない。というか、

今、手書きで十分やっていけてるからということで、新しいものに対する抵抗感がとて

も強い。

パラグラフ⑥（研究協力者 No.5）

　ICT 化のメリットの一つは、これまでの経験をデータとして蓄積し、データベース化

していくところがあると思います。ただ、一人前になっていない保育者にとっては、そ

れはデータベースにはならない、というか、あったところで、データの意味が分からな

いから使いこなせないって感じになりますよね。（中略）「使いこなす」っていうのは、

ある程度、組織自体が成熟していないと、なかなか使えないんじゃないかなって思いま

すね。うちは新設園で ICT を入れたけど、これを使いこなすのに何年もかかるよねって

思う。使う人が素人に近いから。保育をきちんと理解していないと、きちんと使いこな

すのは難しいかな。

パラグラフ⑦（研究協力者 No.5）

　新人さんたちの表現力・子ども達のどこを見て何を書くかという選択が甘いので。い

つも、同じことを書いているわけですよ。（読み手にしてみれば）「また、おんなじこと

を書いてる」って思っちゃうわけですよ。自分が担当している子をずっと書いているの

であれば、「あ、（以前に）こんなことを書いた、あんなことを書いた」って分かるけど、

デジタル連絡帳では、その日その日で（異なる子どもの連絡帳を）分担して、（実際に入

力する時には）目の前の画面しか見ていないから、「昨日、これ書いた」ってことに（書

き手自身が）気づかない。ただ、受け取る保護者は同じなので、「え、昨日と同じ。今日

もまた同じ」みたいな。書いている人は違うんだけどね（苦笑）。

パラグラフ⑧（研究協力者 No.5）

　かつては、先輩が書くのをチラチラみて、マネすることができたけれども。連絡帳ア

プリは、自分でパパっと書くことはできても、（入力しながら）隣の人のまでは見れない

から。そういった先輩の姿から学ぶとか、表現などマネしてみるといったことが、なか

なかしづらいな、という欠点も見つかって。

パラグラフ⑨（研究協力者 No.13）

　「（若手保育者はベテランの）背中を見て学びなさい」というよりは、「（若手とベテラ

ンとで）一緒にやろう」が多くなってきた。様々な資料を出力して、全部、机の上に並

べて、「こんなもの、あんなものがあるよね」って話をして、そのうえで、「じゃあ、デー

タがあるからあげるね」って。「でも、子どもも違うから、これはこのままでは使えない

よね」と言うと、1 年目や 2 年目の子の場合、これを土台にして、作り変えるというよ

りも、渡したデータにちょこちょこっと上書きして終わりって感じです。（中略）自分で

考えて、自分で全て作っていくっていうのは、なかなか、今は厳しい。他の仕事もあり

ますし。手書きなんかでは、追いついていかないので。あるものを、先輩から代々譲り

受けてきたものを使って、少しずつ、自分が担任している子どもの姿と照らし合わせな

がら、自分で感じ取っていったりとか、そういう風にしていく時代なのかなと思いますね。

パラグラフ⑩（研究協力者 No.6）

　これまで、毎月、( 紙に出力された ) 園だよりを各小学校に発送しているんですけど、

システム上に「学校だより・園だより」というフォルダを設けて、そこに載せれば、校

長先生でも他の先生でも、誰でも、園だよりを見ることができるようになります。これ

まで、幼稚園からは、校長先生あてに紙を送っていたので、一通だけじゃないですか。

だけど、システム上に載せることによって、例えば、一年生の先生が「幼稚園のことを

知りたいな」と思ったときに、そこを開けていただければ、気軽にいつでも目をとおす

ことができる機会っていうのが増えてくる。月々の園だよりをそこに蓄積していくこと

もできます。
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務そのものは遂行された状態となるために、作成者が自らの課題を認識しにく

くなるリスクが発生するという予測が導き出される。

（７）学び合いの難しさ

　保育実践現場では、専門的知識・技術の習得にあたり、Off-JT よりも、OJT

の側面が強いことが、しばしば言われてきた。午睡する子ども達の横で、クラ

ス担任たちが一つのテーブルを囲み、連絡帳や週案・月案をひろげて語り合う

姿に象徴されるように、紙の資料を媒介とする保育者同士での学びあいに負う

部分は大きい (ex. 研究協力者 No.5，No.12，No.13）。システムの場合、個々

の保育者が交替で端末画面に向かって入力作業するため、気軽に、隣にいる同

僚の記載内容を垣間見ながら文書作成することは難しいとの指摘があった（ex. 

パラグラフ⑧）。

3.2. ＩＣＴ化の促進要因

（１）園内の連携

　園務支援システムの導入以前から、書類を PC で作成して、データを蓄積

してきた園では、ICT 化を推進することにより、過去の経験をより活かすこ

表 3. 分析により抽出された概念

概 念 概念生成の根拠となった主なセンテンス (研究協力者番号 ) 人数

抑
制
要
因

(1) 帳票類の様式の不

整合

・指針などの制度がかわれば帳票も変わる (No.1)
・同じ内容が重複していて整理が必要 (No.3)
・国レベルでの様式の統一の必要 (No.9)

11 名

(2) 個人情報漏洩の恐

れ

・Wi-Fi 接続の為、悪意のある人への対策は限界がある (No.8)
・私立園では、園独自の判断で対応せざるをえない (No.9)

6 名

(3) 端末やサーバーの

不備

・未来への投資だと思って、整備している (No.2)
・補助金がきれた場合、新たな機器を買う余裕はない (No.8)
・補助金の範囲内で購入できる機器はわずか (No.10)
・クラスに 1台の為、複数担任の場合は奪い合い状態 (No.17)
・サーバーやアプリの更新時は接続できない (No.16)

10 名

(4) メンテナンスやア

フターケアの不備

・業者によるメンテナンスは不十分 (No.1)
・ 業者側にサポート窓口があっても、ちょっとした困り事に、

すぐ対応してくれる体制にはなっていない (No.18)
・補助金がないまま契約が切れた時の見通しがない (No.8)

10 名

(5)PC リテラシーの低

さ

・若いから新しいやり方に対応できるとは限らない (No.2)
・保育園は紙文化が根強く、紙特有の安心感がある (No.5)
・ 園内に、園務支援システムの活用法をアドバイスできる位

PC を使いこなせる保育者がいない (No.8)
・学生時代に PC に触れる機会があまりなかった (No.18)

9 名

(6) 保育に関する専門

的知識・技術の未熟さ

・子ども理解が浅い場合、同じパターンで記述する (No.5)
・データを渡しただけでは、若手は理解できない (No.6)

5 名

(7) 学び合いの難しさ
・タブレットをみながら気軽に語り合うことは難しい (No.5)
・ただデータを渡すだけでは、ものまねで終わる (No.13)

6 名

促
進
要
因

(1) 園内の連携

・ カリキュラムに関する書類は上書きで作成し、加筆部分を中

心に話し合う (No.14)。
・ アレルギーや感染症予防などで、子どもの体調に関するデー

タが共有できると、すばやく対応できる (No.17)。

4名

(2) 園外との連携

・小学校との接続が、よりスムーズになった (No.6)
・ 児童発達支援センターとデータが共有できるため、気軽に分

からないことをきくことができる (No.14)
4 名

パラグラフ①（研究協力者 No.3）

　システムの内容を整えるということもあるけど、仕事の内容を、こちらの方でうまく

整理してあげて、同じことを何回も書かなくていいようにしてあげる。そういうことが、

むしろ、本当は、業務軽減に一番効いてくるんじゃないか、と思ってます。あと、行政

に言いたいのは、「同じような資料を何回も作らせるな！」と。そこのところは、行政の

方で、もうちょっと整理してほしい。かつ、こちらの方でも、その整理した内容を、ま

た整理して、うまく紐づけしてあげれば、今の業務の 1／ 3くらいは減るんじゃないかな。

行政まで巻き込んで、ちゃんと紐づけて、きちんとキーワードを設定してあげれば、もっ

と減るかもしれない。それくらい、先生たちは同じようなことを何回も書いている気が

します。

パラグラフ②（研究協力者 No.7）

　個人情報やプライバシー保護については、入園時と年度の始めに、説明会で話したあと、

子どもごとに、保護者から同意書を頂いています。園内で Wi-Fi を飛ばしていて、専用

のタブレットで入力していて。（保育者の）個人スマホからはアクセスできない状態にし

てはありますけど。

パラグラフ③（研究協力者 No.16）

　システムのサーバーがダウンしている時があって、そういうときは、使えない。園内

では Wi-Fi の電波の飛びが悪いところもあって、タブレットをもって移動しながら入力

することもあります。このタブレットが、結構、大きいから、メモ帳のように気軽に持

ち歩きできなくて。仕方がないから、ヒヤリハットなどはメモ書きして、それをまた入

力するんですけど、それが面倒ですね。

パラグラフ④（研究協力者 No.1）

　補助金にあわせて、パッケージを組んで、おまけにタブレットをつけて商売している

感じがするけど、売った後に、どれだけ面倒を見てくれるのかって。色々、業者を呼んで、

見積もりをとってみたりしたけど、後々のことを考えると、（システムの導入は）周りの

（園の）様子をみてから・・・と思っています。

パラグラフ⑤（研究協力者 No.8）

　（プライベートで）LINE はバリバリ使っているけど、（業務で使う）メールになると使

えない。まあ、主任くらいになると、さすがに、メーラーとか、ワードでもエクセルでも、

一通り使えるけど。クラス担任だと、年齢に関係なく、使えないものは使えない。というか、

今、手書きで十分やっていけてるからということで、新しいものに対する抵抗感がとて

も強い。

パラグラフ⑥（研究協力者 No.5）

　ICT 化のメリットの一つは、これまでの経験をデータとして蓄積し、データベース化

していくところがあると思います。ただ、一人前になっていない保育者にとっては、そ

れはデータベースにはならない、というか、あったところで、データの意味が分からな

いから使いこなせないって感じになりますよね。（中略）「使いこなす」っていうのは、

ある程度、組織自体が成熟していないと、なかなか使えないんじゃないかなって思いま

すね。うちは新設園で ICT を入れたけど、これを使いこなすのに何年もかかるよねって

思う。使う人が素人に近いから。保育をきちんと理解していないと、きちんと使いこな

すのは難しいかな。

パラグラフ⑦（研究協力者 No.5）

　新人さんたちの表現力・子ども達のどこを見て何を書くかという選択が甘いので。い

つも、同じことを書いているわけですよ。（読み手にしてみれば）「また、おんなじこと

を書いてる」って思っちゃうわけですよ。自分が担当している子をずっと書いているの

であれば、「あ、（以前に）こんなことを書いた、あんなことを書いた」って分かるけど、

デジタル連絡帳では、その日その日で（異なる子どもの連絡帳を）分担して、（実際に入

力する時には）目の前の画面しか見ていないから、「昨日、これ書いた」ってことに（書

き手自身が）気づかない。ただ、受け取る保護者は同じなので、「え、昨日と同じ。今日

もまた同じ」みたいな。書いている人は違うんだけどね（苦笑）。

パラグラフ⑧（研究協力者 No.5）

　かつては、先輩が書くのをチラチラみて、マネすることができたけれども。連絡帳ア

プリは、自分でパパっと書くことはできても、（入力しながら）隣の人のまでは見れない

から。そういった先輩の姿から学ぶとか、表現などマネしてみるといったことが、なか

なかしづらいな、という欠点も見つかって。

パラグラフ⑨（研究協力者 No.13）

　「（若手保育者はベテランの）背中を見て学びなさい」というよりは、「（若手とベテラ

ンとで）一緒にやろう」が多くなってきた。様々な資料を出力して、全部、机の上に並

べて、「こんなもの、あんなものがあるよね」って話をして、そのうえで、「じゃあ、デー

タがあるからあげるね」って。「でも、子どもも違うから、これはこのままでは使えない

よね」と言うと、1 年目や 2 年目の子の場合、これを土台にして、作り変えるというよ

りも、渡したデータにちょこちょこっと上書きして終わりって感じです。（中略）自分で

考えて、自分で全て作っていくっていうのは、なかなか、今は厳しい。他の仕事もあり

ますし。手書きなんかでは、追いついていかないので。あるものを、先輩から代々譲り

受けてきたものを使って、少しずつ、自分が担任している子どもの姿と照らし合わせな

がら、自分で感じ取っていったりとか、そういう風にしていく時代なのかなと思いますね。

パラグラフ⑩（研究協力者 No.6）

　これまで、毎月、( 紙に出力された ) 園だよりを各小学校に発送しているんですけど、

システム上に「学校だより・園だより」というフォルダを設けて、そこに載せれば、校

長先生でも他の先生でも、誰でも、園だよりを見ることができるようになります。これ

まで、幼稚園からは、校長先生あてに紙を送っていたので、一通だけじゃないですか。

だけど、システム上に載せることによって、例えば、一年生の先生が「幼稚園のことを

知りたいな」と思ったときに、そこを開けていただければ、気軽にいつでも目をとおす

ことができる機会っていうのが増えてくる。月々の園だよりをそこに蓄積していくこと

もできます。

表 3. 分析により抽出された概念

概 念 概念生成の根拠となった主なセンテンス (研究協力者番号 ) 人数

抑
制
要
因

(1) 帳票類の様式の不

整合

・指針などの制度がかわれば帳票も変わる (No.1)
・同じ内容が重複していて整理が必要 (No.3)
・国レベルでの様式の統一の必要 (No.9)

11 名

(2) 個人情報漏洩の恐

れ

・Wi-Fi 接続の為、悪意のある人への対策は限界がある (No.8)
・私立園では、園独自の判断で対応せざるをえない (No.9)

6 名

(3) 端末やサーバーの

不備

・未来への投資だと思って、整備している (No.2)
・補助金がきれた場合、新たな機器を買う余裕はない (No.8)
・補助金の範囲内で購入できる機器はわずか (No.10)
・クラスに 1台の為、複数担任の場合は奪い合い状態 (No.17)
・サーバーやアプリの更新時は接続できない (No.16)

10 名

(4) メンテナンスやア

フターケアの不備

・業者によるメンテナンスは不十分 (No.1)
・ 業者側にサポート窓口があっても、ちょっとした困り事に、

すぐ対応してくれる体制にはなっていない (No.18)
・補助金がないまま契約が切れた時の見通しがない (No.8)

10 名

(5)PC リテラシーの低

さ

・若いから新しいやり方に対応できるとは限らない (No.2)
・保育園は紙文化が根強く、紙特有の安心感がある (No.5)
・ 園内に、園務支援システムの活用法をアドバイスできる位

PC を使いこなせる保育者がいない (No.8)
・学生時代に PC に触れる機会があまりなかった (No.18)

9 名

(6) 保育に関する専門

的知識・技術の未熟さ

・子ども理解が浅い場合、同じパターンで記述する (No.5)
・データを渡しただけでは、若手は理解できない (No.6)

5 名

(7) 学び合いの難しさ
・タブレットをみながら気軽に語り合うことは難しい (No.5)
・ただデータを渡すだけでは、ものまねで終わる (No.13)

6 名

促
進
要
因

(1) 園内の連携

・ カリキュラムに関する書類は上書きで作成し、加筆部分を中

心に話し合う (No.14)。
・ アレルギーや感染症予防などで、子どもの体調に関するデー

タが共有できると、すばやく対応できる (No.17)。

4名

(2) 園外との連携

・小学校との接続が、よりスムーズになった (No.6)
・ 児童発達支援センターとデータが共有できるため、気軽に分

からないことをきくことができる (No.14)
4 名

パラグラフ①（研究協力者 No.3）

　システムの内容を整えるということもあるけど、仕事の内容を、こちらの方でうまく

整理してあげて、同じことを何回も書かなくていいようにしてあげる。そういうことが、

むしろ、本当は、業務軽減に一番効いてくるんじゃないか、と思ってます。あと、行政

に言いたいのは、「同じような資料を何回も作らせるな！」と。そこのところは、行政の

方で、もうちょっと整理してほしい。かつ、こちらの方でも、その整理した内容を、ま

た整理して、うまく紐づけしてあげれば、今の業務の 1／ 3くらいは減るんじゃないかな。

行政まで巻き込んで、ちゃんと紐づけて、きちんとキーワードを設定してあげれば、もっ

と減るかもしれない。それくらい、先生たちは同じようなことを何回も書いている気が

します。

パラグラフ②（研究協力者 No.7）

　個人情報やプライバシー保護については、入園時と年度の始めに、説明会で話したあと、

子どもごとに、保護者から同意書を頂いています。園内で Wi-Fi を飛ばしていて、専用

のタブレットで入力していて。（保育者の）個人スマホからはアクセスできない状態にし

てはありますけど。

パラグラフ③（研究協力者 No.16）

　システムのサーバーがダウンしている時があって、そういうときは、使えない。園内

では Wi-Fi の電波の飛びが悪いところもあって、タブレットをもって移動しながら入力

することもあります。このタブレットが、結構、大きいから、メモ帳のように気軽に持

ち歩きできなくて。仕方がないから、ヒヤリハットなどはメモ書きして、それをまた入

力するんですけど、それが面倒ですね。

パラグラフ④（研究協力者 No.1）

　補助金にあわせて、パッケージを組んで、おまけにタブレットをつけて商売している

感じがするけど、売った後に、どれだけ面倒を見てくれるのかって。色々、業者を呼んで、

見積もりをとってみたりしたけど、後々のことを考えると、（システムの導入は）周りの

（園の）様子をみてから・・・と思っています。

パラグラフ⑤（研究協力者 No.8）

　（プライベートで）LINE はバリバリ使っているけど、（業務で使う）メールになると使

えない。まあ、主任くらいになると、さすがに、メーラーとか、ワードでもエクセルでも、

一通り使えるけど。クラス担任だと、年齢に関係なく、使えないものは使えない。というか、

今、手書きで十分やっていけてるからということで、新しいものに対する抵抗感がとて

も強い。

パラグラフ⑥（研究協力者 No.5）

　ICT 化のメリットの一つは、これまでの経験をデータとして蓄積し、データベース化

していくところがあると思います。ただ、一人前になっていない保育者にとっては、そ

れはデータベースにはならない、というか、あったところで、データの意味が分からな

いから使いこなせないって感じになりますよね。（中略）「使いこなす」っていうのは、

ある程度、組織自体が成熟していないと、なかなか使えないんじゃないかなって思いま

すね。うちは新設園で ICT を入れたけど、これを使いこなすのに何年もかかるよねって

思う。使う人が素人に近いから。保育をきちんと理解していないと、きちんと使いこな

すのは難しいかな。

パラグラフ⑦（研究協力者 No.5）

　新人さんたちの表現力・子ども達のどこを見て何を書くかという選択が甘いので。い

つも、同じことを書いているわけですよ。（読み手にしてみれば）「また、おんなじこと

を書いてる」って思っちゃうわけですよ。自分が担当している子をずっと書いているの

であれば、「あ、（以前に）こんなことを書いた、あんなことを書いた」って分かるけど、

デジタル連絡帳では、その日その日で（異なる子どもの連絡帳を）分担して、（実際に入

力する時には）目の前の画面しか見ていないから、「昨日、これ書いた」ってことに（書

き手自身が）気づかない。ただ、受け取る保護者は同じなので、「え、昨日と同じ。今日

もまた同じ」みたいな。書いている人は違うんだけどね（苦笑）。

パラグラフ⑧（研究協力者 No.5）

　かつては、先輩が書くのをチラチラみて、マネすることができたけれども。連絡帳ア

プリは、自分でパパっと書くことはできても、（入力しながら）隣の人のまでは見れない

から。そういった先輩の姿から学ぶとか、表現などマネしてみるといったことが、なか

なかしづらいな、という欠点も見つかって。

パラグラフ⑨（研究協力者 No.13）

　「（若手保育者はベテランの）背中を見て学びなさい」というよりは、「（若手とベテラ

ンとで）一緒にやろう」が多くなってきた。様々な資料を出力して、全部、机の上に並

べて、「こんなもの、あんなものがあるよね」って話をして、そのうえで、「じゃあ、デー

タがあるからあげるね」って。「でも、子どもも違うから、これはこのままでは使えない

よね」と言うと、1 年目や 2 年目の子の場合、これを土台にして、作り変えるというよ

りも、渡したデータにちょこちょこっと上書きして終わりって感じです。（中略）自分で

考えて、自分で全て作っていくっていうのは、なかなか、今は厳しい。他の仕事もあり

ますし。手書きなんかでは、追いついていかないので。あるものを、先輩から代々譲り

受けてきたものを使って、少しずつ、自分が担任している子どもの姿と照らし合わせな

がら、自分で感じ取っていったりとか、そういう風にしていく時代なのかなと思いますね。

パラグラフ⑩（研究協力者 No.6）

　これまで、毎月、( 紙に出力された ) 園だよりを各小学校に発送しているんですけど、

システム上に「学校だより・園だより」というフォルダを設けて、そこに載せれば、校

長先生でも他の先生でも、誰でも、園だよりを見ることができるようになります。これ

まで、幼稚園からは、校長先生あてに紙を送っていたので、一通だけじゃないですか。

だけど、システム上に載せることによって、例えば、一年生の先生が「幼稚園のことを

知りたいな」と思ったときに、そこを開けていただければ、気軽にいつでも目をとおす

ことができる機会っていうのが増えてくる。月々の園だよりをそこに蓄積していくこと

もできます。
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とができるようになったという声が熟練保育者から上がった（ex. 研究協力者

No.12，No.13，No.14）。このようにデータベース機能の活用は、園務支援シ

ステムの様々な機能の導入を歓迎する機運の醸成につながるものを予想され

る。

　ただ、その一方で、保育に関する専門的知識・技術に精通している保育者で

あれば、データがあれば、そのまま活用することができるが、「一人前になっ

ていない保育者」の場合は当てはまらないことも、すでに指摘されている（ex. 

パラグラフ⑥，パラグラフ⑦）。つまり、専門性が同程度の保育者同士であれば、

園務支援システムを媒介としてスムーズな連携が実現するものの、非対称的な

関係にある場合には、必ずしもそうとは言えないのである。

　ICT 化が順調に進んでいる園では、ベテラン保育者と若手保育者のコミュニ

ケーションの取り方を変えていく努力も同時併行ですすめられていた。「『背中

を見て学びなさい』というよりは、『一緒にやろう』」という協働的なやりとり

を増やし、アドバイスの際には、まず基本的な方向性や考え方をしっかりと伝

えた上で、最後にデータを渡すようにしていることが語られた（ex. パラグラ

フ⑨）。

（２）他機関との連携

　システムの導入以前から、児童発達支援センターや小学校との交流がさかん

であった園では、園務支援システムの導入によって、連携が促進され、さらに、

クラウドでの情報共有など、園務支援システムの一層の活用を希望していた

表 3. 分析により抽出された概念

概 念 概念生成の根拠となった主なセンテンス (研究協力者番号 ) 人数

抑
制
要
因

(1) 帳票類の様式の不

整合

・指針などの制度がかわれば帳票も変わる (No.1)
・同じ内容が重複していて整理が必要 (No.3)
・国レベルでの様式の統一の必要 (No.9)

11 名

(2) 個人情報漏洩の恐

れ

・Wi-Fi 接続の為、悪意のある人への対策は限界がある (No.8)
・私立園では、園独自の判断で対応せざるをえない (No.9)

6 名

(3) 端末やサーバーの

不備

・未来への投資だと思って、整備している (No.2)
・補助金がきれた場合、新たな機器を買う余裕はない (No.8)
・補助金の範囲内で購入できる機器はわずか (No.10)
・クラスに 1台の為、複数担任の場合は奪い合い状態 (No.17)
・サーバーやアプリの更新時は接続できない (No.16)

10 名

(4) メンテナンスやア

フターケアの不備

・業者によるメンテナンスは不十分 (No.1)
・ 業者側にサポート窓口があっても、ちょっとした困り事に、

すぐ対応してくれる体制にはなっていない (No.18)
・補助金がないまま契約が切れた時の見通しがない (No.8)

10 名

(5)PC リテラシーの低

さ

・若いから新しいやり方に対応できるとは限らない (No.2)
・保育園は紙文化が根強く、紙特有の安心感がある (No.5)
・ 園内に、園務支援システムの活用法をアドバイスできる位

PC を使いこなせる保育者がいない (No.8)
・学生時代に PC に触れる機会があまりなかった (No.18)

9 名

(6) 保育に関する専門

的知識・技術の未熟さ

・子ども理解が浅い場合、同じパターンで記述する (No.5)
・データを渡しただけでは、若手は理解できない (No.6)

5 名

(7) 学び合いの難しさ
・タブレットをみながら気軽に語り合うことは難しい (No.5)
・ただデータを渡すだけでは、ものまねで終わる (No.13)

6 名

促
進
要
因

(1) 園内の連携

・ カリキュラムに関する書類は上書きで作成し、加筆部分を中

心に話し合う (No.14)。
・ アレルギーや感染症予防などで、子どもの体調に関するデー

タが共有できると、すばやく対応できる (No.17)。

4名

(2) 園外との連携

・小学校との接続が、よりスムーズになった (No.6)
・ 児童発達支援センターとデータが共有できるため、気軽に分

からないことをきくことができる (No.14)
4 名

パラグラフ①（研究協力者 No.3）

　システムの内容を整えるということもあるけど、仕事の内容を、こちらの方でうまく

整理してあげて、同じことを何回も書かなくていいようにしてあげる。そういうことが、

むしろ、本当は、業務軽減に一番効いてくるんじゃないか、と思ってます。あと、行政

に言いたいのは、「同じような資料を何回も作らせるな！」と。そこのところは、行政の

方で、もうちょっと整理してほしい。かつ、こちらの方でも、その整理した内容を、ま

た整理して、うまく紐づけしてあげれば、今の業務の 1／ 3くらいは減るんじゃないかな。

行政まで巻き込んで、ちゃんと紐づけて、きちんとキーワードを設定してあげれば、もっ

と減るかもしれない。それくらい、先生たちは同じようなことを何回も書いている気が

します。

パラグラフ②（研究協力者 No.7）

　個人情報やプライバシー保護については、入園時と年度の始めに、説明会で話したあと、

子どもごとに、保護者から同意書を頂いています。園内で Wi-Fi を飛ばしていて、専用

のタブレットで入力していて。（保育者の）個人スマホからはアクセスできない状態にし

てはありますけど。

パラグラフ③（研究協力者 No.16）

　システムのサーバーがダウンしている時があって、そういうときは、使えない。園内

では Wi-Fi の電波の飛びが悪いところもあって、タブレットをもって移動しながら入力

することもあります。このタブレットが、結構、大きいから、メモ帳のように気軽に持

ち歩きできなくて。仕方がないから、ヒヤリハットなどはメモ書きして、それをまた入

力するんですけど、それが面倒ですね。

パラグラフ④（研究協力者 No.1）

　補助金にあわせて、パッケージを組んで、おまけにタブレットをつけて商売している

感じがするけど、売った後に、どれだけ面倒を見てくれるのかって。色々、業者を呼んで、

見積もりをとってみたりしたけど、後々のことを考えると、（システムの導入は）周りの

（園の）様子をみてから・・・と思っています。

パラグラフ⑤（研究協力者 No.8）

　（プライベートで）LINE はバリバリ使っているけど、（業務で使う）メールになると使

えない。まあ、主任くらいになると、さすがに、メーラーとか、ワードでもエクセルでも、

一通り使えるけど。クラス担任だと、年齢に関係なく、使えないものは使えない。というか、

今、手書きで十分やっていけてるからということで、新しいものに対する抵抗感がとて

も強い。

パラグラフ⑥（研究協力者 No.5）

　ICT 化のメリットの一つは、これまでの経験をデータとして蓄積し、データベース化

していくところがあると思います。ただ、一人前になっていない保育者にとっては、そ

れはデータベースにはならない、というか、あったところで、データの意味が分からな

いから使いこなせないって感じになりますよね。（中略）「使いこなす」っていうのは、

ある程度、組織自体が成熟していないと、なかなか使えないんじゃないかなって思いま

すね。うちは新設園で ICT を入れたけど、これを使いこなすのに何年もかかるよねって

思う。使う人が素人に近いから。保育をきちんと理解していないと、きちんと使いこな

すのは難しいかな。

パラグラフ⑦（研究協力者 No.5）

　新人さんたちの表現力・子ども達のどこを見て何を書くかという選択が甘いので。い

つも、同じことを書いているわけですよ。（読み手にしてみれば）「また、おんなじこと

を書いてる」って思っちゃうわけですよ。自分が担当している子をずっと書いているの

であれば、「あ、（以前に）こんなことを書いた、あんなことを書いた」って分かるけど、

デジタル連絡帳では、その日その日で（異なる子どもの連絡帳を）分担して、（実際に入

力する時には）目の前の画面しか見ていないから、「昨日、これ書いた」ってことに（書

き手自身が）気づかない。ただ、受け取る保護者は同じなので、「え、昨日と同じ。今日

もまた同じ」みたいな。書いている人は違うんだけどね（苦笑）。

パラグラフ⑧（研究協力者 No.5）

　かつては、先輩が書くのをチラチラみて、マネすることができたけれども。連絡帳ア

プリは、自分でパパっと書くことはできても、（入力しながら）隣の人のまでは見れない

から。そういった先輩の姿から学ぶとか、表現などマネしてみるといったことが、なか

なかしづらいな、という欠点も見つかって。

パラグラフ⑨（研究協力者 No.13）

　「（若手保育者はベテランの）背中を見て学びなさい」というよりは、「（若手とベテラ

ンとで）一緒にやろう」が多くなってきた。様々な資料を出力して、全部、机の上に並

べて、「こんなもの、あんなものがあるよね」って話をして、そのうえで、「じゃあ、デー

タがあるからあげるね」って。「でも、子どもも違うから、これはこのままでは使えない

よね」と言うと、1 年目や 2 年目の子の場合、これを土台にして、作り変えるというよ

りも、渡したデータにちょこちょこっと上書きして終わりって感じです。（中略）自分で

考えて、自分で全て作っていくっていうのは、なかなか、今は厳しい。他の仕事もあり

ますし。手書きなんかでは、追いついていかないので。あるものを、先輩から代々譲り

受けてきたものを使って、少しずつ、自分が担任している子どもの姿と照らし合わせな

がら、自分で感じ取っていったりとか、そういう風にしていく時代なのかなと思いますね。

パラグラフ⑩（研究協力者 No.6）

　これまで、毎月、( 紙に出力された ) 園だよりを各小学校に発送しているんですけど、

システム上に「学校だより・園だより」というフォルダを設けて、そこに載せれば、校

長先生でも他の先生でも、誰でも、園だよりを見ることができるようになります。これ

まで、幼稚園からは、校長先生あてに紙を送っていたので、一通だけじゃないですか。

だけど、システム上に載せることによって、例えば、一年生の先生が「幼稚園のことを

知りたいな」と思ったときに、そこを開けていただければ、気軽にいつでも目をとおす

ことができる機会っていうのが増えてくる。月々の園だよりをそこに蓄積していくこと

もできます。
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（ex. 研究協力者 No.6）。また、他機関への情報の開示について、保護者の同意

が得られれば、様々な記録を共有することができるため、専門的な事柄で簡単

な相談をしたいときには、発達支援センターに連絡をとれば、園にいながらに

して、専門的なアドバイスや情報を気軽に入手できるようになり、システムの

便利さを実感していることが語られた（ex. 研究協力者 No.6，No.14）。現在、

園務支援システムを通じた他機関連携の恩恵を享受している園はわずかである

が、実際に利用して、その効果を実感できれば、ＩＣＴ化の促進要因として大

きく貢献するであろう。

　将来的には、おたよりをシステム上に蓄積して、他機関の職員がいつでも閲

覧できるようにするなど、園側から小学校などの他機関にむけた情報発信にも

役立てていく希望も述べられた（ex. 研究協力者 No.6，No.9）。

４．考察

　前節では、統合型園務支援システム導入の抑制要因 7点と促進要因 2点が見

出された。本節では、これらを、ICT をめぐる物的な環境条件としての外的要

因と、人的な環境条件である内的要因に分類して議論を行う。

　まず、外的な抑制要因として、帳票類の様式の不整合、個人情報漏洩の恐れ、

端末やサーバーの不備、メンテナンスやアフターケアの不備の 4点が挙げられ

た。これらの問題について、実践現場の努力だけで解決することは不可能であ

り、省庁やシステム開発業者も交えた協議が求められる。

　次に、内的な抑制要因としては、PC リテラシーの低さ、保育に関する専門

表 3. 分析により抽出された概念

概 念 概念生成の根拠となった主なセンテンス (研究協力者番号 ) 人数

抑
制
要
因

(1) 帳票類の様式の不

整合

・指針などの制度がかわれば帳票も変わる (No.1)
・同じ内容が重複していて整理が必要 (No.3)
・国レベルでの様式の統一の必要 (No.9)

11 名

(2) 個人情報漏洩の恐

れ

・Wi-Fi 接続の為、悪意のある人への対策は限界がある (No.8)
・私立園では、園独自の判断で対応せざるをえない (No.9)

6 名

(3) 端末やサーバーの

不備

・未来への投資だと思って、整備している (No.2)
・補助金がきれた場合、新たな機器を買う余裕はない (No.8)
・補助金の範囲内で購入できる機器はわずか (No.10)
・クラスに 1台の為、複数担任の場合は奪い合い状態 (No.17)
・サーバーやアプリの更新時は接続できない (No.16)

10 名

(4) メンテナンスやア

フターケアの不備

・業者によるメンテナンスは不十分 (No.1)
・ 業者側にサポート窓口があっても、ちょっとした困り事に、

すぐ対応してくれる体制にはなっていない (No.18)
・補助金がないまま契約が切れた時の見通しがない (No.8)

10 名

(5)PC リテラシーの低

さ

・若いから新しいやり方に対応できるとは限らない (No.2)
・保育園は紙文化が根強く、紙特有の安心感がある (No.5)
・ 園内に、園務支援システムの活用法をアドバイスできる位

PC を使いこなせる保育者がいない (No.8)
・学生時代に PC に触れる機会があまりなかった (No.18)

9 名

(6) 保育に関する専門

的知識・技術の未熟さ

・子ども理解が浅い場合、同じパターンで記述する (No.5)
・データを渡しただけでは、若手は理解できない (No.6)

5 名

(7) 学び合いの難しさ
・タブレットをみながら気軽に語り合うことは難しい (No.5)
・ただデータを渡すだけでは、ものまねで終わる (No.13)

6 名

促
進
要
因

(1) 園内の連携

・ カリキュラムに関する書類は上書きで作成し、加筆部分を中

心に話し合う (No.14)。
・ アレルギーや感染症予防などで、子どもの体調に関するデー

タが共有できると、すばやく対応できる (No.17)。

4名

(2) 園外との連携

・小学校との接続が、よりスムーズになった (No.6)
・ 児童発達支援センターとデータが共有できるため、気軽に分

からないことをきくことができる (No.14)
4 名

パラグラフ①（研究協力者 No.3）

　システムの内容を整えるということもあるけど、仕事の内容を、こちらの方でうまく

整理してあげて、同じことを何回も書かなくていいようにしてあげる。そういうことが、

むしろ、本当は、業務軽減に一番効いてくるんじゃないか、と思ってます。あと、行政

に言いたいのは、「同じような資料を何回も作らせるな！」と。そこのところは、行政の

方で、もうちょっと整理してほしい。かつ、こちらの方でも、その整理した内容を、ま

た整理して、うまく紐づけしてあげれば、今の業務の 1／ 3くらいは減るんじゃないかな。

行政まで巻き込んで、ちゃんと紐づけて、きちんとキーワードを設定してあげれば、もっ

と減るかもしれない。それくらい、先生たちは同じようなことを何回も書いている気が

します。

パラグラフ②（研究協力者 No.7）

　個人情報やプライバシー保護については、入園時と年度の始めに、説明会で話したあと、

子どもごとに、保護者から同意書を頂いています。園内で Wi-Fi を飛ばしていて、専用

のタブレットで入力していて。（保育者の）個人スマホからはアクセスできない状態にし

てはありますけど。

パラグラフ③（研究協力者 No.16）

　システムのサーバーがダウンしている時があって、そういうときは、使えない。園内

では Wi-Fi の電波の飛びが悪いところもあって、タブレットをもって移動しながら入力

することもあります。このタブレットが、結構、大きいから、メモ帳のように気軽に持

ち歩きできなくて。仕方がないから、ヒヤリハットなどはメモ書きして、それをまた入

力するんですけど、それが面倒ですね。

パラグラフ④（研究協力者 No.1）

　補助金にあわせて、パッケージを組んで、おまけにタブレットをつけて商売している

感じがするけど、売った後に、どれだけ面倒を見てくれるのかって。色々、業者を呼んで、

見積もりをとってみたりしたけど、後々のことを考えると、（システムの導入は）周りの

（園の）様子をみてから・・・と思っています。

パラグラフ⑤（研究協力者 No.8）

　（プライベートで）LINE はバリバリ使っているけど、（業務で使う）メールになると使

えない。まあ、主任くらいになると、さすがに、メーラーとか、ワードでもエクセルでも、

一通り使えるけど。クラス担任だと、年齢に関係なく、使えないものは使えない。というか、

今、手書きで十分やっていけてるからということで、新しいものに対する抵抗感がとて

も強い。

パラグラフ⑥（研究協力者 No.5）

　ICT 化のメリットの一つは、これまでの経験をデータとして蓄積し、データベース化

していくところがあると思います。ただ、一人前になっていない保育者にとっては、そ

れはデータベースにはならない、というか、あったところで、データの意味が分からな

いから使いこなせないって感じになりますよね。（中略）「使いこなす」っていうのは、

ある程度、組織自体が成熟していないと、なかなか使えないんじゃないかなって思いま

すね。うちは新設園で ICT を入れたけど、これを使いこなすのに何年もかかるよねって

思う。使う人が素人に近いから。保育をきちんと理解していないと、きちんと使いこな

すのは難しいかな。

パラグラフ⑦（研究協力者 No.5）

　新人さんたちの表現力・子ども達のどこを見て何を書くかという選択が甘いので。い

つも、同じことを書いているわけですよ。（読み手にしてみれば）「また、おんなじこと

を書いてる」って思っちゃうわけですよ。自分が担当している子をずっと書いているの

であれば、「あ、（以前に）こんなことを書いた、あんなことを書いた」って分かるけど、

デジタル連絡帳では、その日その日で（異なる子どもの連絡帳を）分担して、（実際に入

力する時には）目の前の画面しか見ていないから、「昨日、これ書いた」ってことに（書

き手自身が）気づかない。ただ、受け取る保護者は同じなので、「え、昨日と同じ。今日

もまた同じ」みたいな。書いている人は違うんだけどね（苦笑）。

パラグラフ⑧（研究協力者 No.5）

　かつては、先輩が書くのをチラチラみて、マネすることができたけれども。連絡帳ア

プリは、自分でパパっと書くことはできても、（入力しながら）隣の人のまでは見れない

から。そういった先輩の姿から学ぶとか、表現などマネしてみるといったことが、なか

なかしづらいな、という欠点も見つかって。

パラグラフ⑨（研究協力者 No.13）

　「（若手保育者はベテランの）背中を見て学びなさい」というよりは、「（若手とベテラ

ンとで）一緒にやろう」が多くなってきた。様々な資料を出力して、全部、机の上に並

べて、「こんなもの、あんなものがあるよね」って話をして、そのうえで、「じゃあ、デー

タがあるからあげるね」って。「でも、子どもも違うから、これはこのままでは使えない

よね」と言うと、1 年目や 2 年目の子の場合、これを土台にして、作り変えるというよ

りも、渡したデータにちょこちょこっと上書きして終わりって感じです。（中略）自分で

考えて、自分で全て作っていくっていうのは、なかなか、今は厳しい。他の仕事もあり

ますし。手書きなんかでは、追いついていかないので。あるものを、先輩から代々譲り

受けてきたものを使って、少しずつ、自分が担任している子どもの姿と照らし合わせな

がら、自分で感じ取っていったりとか、そういう風にしていく時代なのかなと思いますね。

パラグラフ⑩（研究協力者 No.6）

　これまで、毎月、( 紙に出力された ) 園だよりを各小学校に発送しているんですけど、

システム上に「学校だより・園だより」というフォルダを設けて、そこに載せれば、校

長先生でも他の先生でも、誰でも、園だよりを見ることができるようになります。これ

まで、幼稚園からは、校長先生あてに紙を送っていたので、一通だけじゃないですか。

だけど、システム上に載せることによって、例えば、一年生の先生が「幼稚園のことを

知りたいな」と思ったときに、そこを開けていただければ、気軽にいつでも目をとおす

ことができる機会っていうのが増えてくる。月々の園だよりをそこに蓄積していくこと

もできます。
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的知識・技術の未熟さ、学び合いの難しさの 3点が見出された。

　PC リテラシーの低さについては、養成段階での教育のあり方について検討

しつつ（吉村他 2019）、現職の保育者に対しては、情報機器の操作について基

本的な事柄を習得する機会を提供することが必要である。小泉は、電子連絡帳

の導入プロセスの調査を行い、初年度は混乱も生じたものの、次年度以降は解

消され、導入のメリットを感じる保育者が増えたことを報告している（小泉

2019, p.5）。園務支援システムの操作方法について講習をうけた上で、実際に

システムを使うなかで様々な機能に慣れ親しむことにより、ICT の利点を実感

できるようになるものと予想される。

　保育に関する専門的知識・技術の未熟さ、および、学びあいの難しさについ

ては、新規開設された園や若手の保育者が多い園では、問題が表面化しにくい

ことが予想される。園務支援システムでは、入力に先立って、候補となるフレー

ズが選択肢として示され、それを選ぶだけで空欄を埋めていくことができるた

めに、熟練した保育者が精査しない限り、記載内容の不十分さが表面化するこ

とはないと考えられるからである。また、学びあいの難しさについては、パラ

グラフ⑧にみられるとおり、わずかな事務時間内に、個々の保育者が交替でタ

ブレットに入力する状況下において、若手保育者が同僚の入力内容を垣間見な

がら学ぶ余裕は生じにくいであろう。保育実践現場では、この問題について、

漠然とではあるが、危惧の念をもつ人が多く、これが、ICT 化に対するネガティ

ヴな態度へと波及していくことが示唆される。

　その一方、園務支援システムの導入を肯定的に受け止めている実践現場では、

その素地として、園内の連携および他機関との連携が密な傾向があった。また、

カリキュラム作成などの事務の電子化につとめてきた園では、システム導入に

より、それまでのデータの蓄積をもとに、新たに、他機関との交流することに

より新たな実践を作り出していく姿勢がみられた。

　以上の抑制要因と促進要因をめぐる議論は、次の二点を含意している。

　第一に、基盤条件となる端末やネットワーク接続などの環境整備が十分にな

された上で、PC リテラシーの基礎が習得されている場合、自らの判断に基づ

いて職務を遂行できる保育者にとっては、ICT に定型的な事務作業を委嘱する

ことにより、業務負担は軽減され、その時間を保育実践に振り向けることによ
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り、保育内容や子どもや保護者との関わりがよりよいものとなる可能性がある。

ただし、未熟な保育者にとっては、システムを使うことにより作業を短時間で

終了させられる一方で、試行錯誤したり、専門的知識や技術をじっくりと身に

着けたりする機会を逸するリスクもある。すなわち、前提条件が整っている状

態で、園務支援システムを導入すれば、確かにルーティンワークは軽減される

ものの、そのことが、直接的に、園全体の「保育プロセスの質」の向上に結び

つくわけではないと言えよう。

　第二に、園務支援システムの導入前から、PC による文書作成が行なわれ、

過去の実践がデータとして蓄積されている園や、園内および園外の連携が活発

な園は、ICT 化により、より一層の恩恵が受けられ、さらなる導入を期待する

声があがるという好循環が生じることが示唆される。

５．結論

　本稿では、なぜ、保育実践現場において、業務軽減に有効とされている統合

型園務支援システムの導入が滞り、保育の ICT 化がすすまないのか、という

問題に取り組むために、園長および保育者を対象にインタビュー調査を実施し

た。その結果、7 つの抑制要因（①帳票類の様式の不整合，②個人情報漏洩の

恐れ，③端末やサーバーの不備，④メンテナンスやアフターケアの不備，⑤

PC リテラシーの低さ，⑥保育に関する専門的知識・技術の未熟さ，⑦学び合

いの難しさ）と 2つの促進要因（①園内の連携，②他機関との連携）が見出さ

れた。

　先行研究においては、マクロ・レベルの議論が中心で、実際に園務支援シス

テムを利用する人々の声はなかなか聞こえてこなかった。本稿の意義は、保育

実践現場でシステムの導入に大きな裁量をもつ園長と、システムを利用する立

場にある保育者の両方に、インタビューを行い、その声を聴きとって、抑制要

因と促進要因に整理して示したことである。

　ただし、本稿の限界は3点挙げられる。第一に、本稿の研究協力園においては、

保育内容の ICT 化に着手している園が二園しかなかったため、この点につい

ての分析は見送った。第二に、首都圏を中心に調査園を選定したため、それぞ
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れの園務支援システムで実際に使用されている機能（カスタマイズ部分を含む）

における地域特性があまり見出されず、その影響について検討することができ

なかった。第三に、調査協力園において多様な保育事業（ex. 一時預かり事業・

病児保育事業）は実施されていなかったため、こうした事業の影響については

考慮されていない。今後の課題としたい。

注

(1)  本事業では、統合型園務支援システムの導入により、業務負担軽減を図ることを目的として、

1 施設あたり 100 万円程度の補助が行われた。年度によって、事業名や金額に変動があるもの

の、現在も継続している。

      厚生労働省 2016「保育所等における業務効率化推進事業の実施について」

   https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1584&dataType=1&pageNo=1　(2020.2.29. 取得）

(2)  保護者のなかにも、ICT 化に抵抗感のある人や慣れていない人もいるため、システムにスムー

ズに移行できるよう、導入当初は、システムと紙を並行するという配慮も行われていた（ex. 
研究協力者 No.5，No.9）。園務支援システムの導入では業務軽減を目的としているにもかかわ

らず、一時期とはいえ、業務が増える事態にもなっている。このような煩雑さも、園務支援シ

ステムの抑制要因につながるものと考えられる。
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 The purpose of this research is to explain suppressive and facilitative factors 
in the introduction to the school affairs system that support office work in early 
childhood education and care. Interviews were conducted with ten directors and eight 
teachers. 
 The findings reveal seven suppressive factors and two facilitative factors. 
The seven suppressive factors are (1) inconsistency in form styles, (2) risk of revealing 
personal information, (3) outdated or slow terminal and server, (4) insufficient 
maintenance and after-sales service, (5) low PC literacy, (6) shallow expertise in early 
childhood education and care, and (7) difficulties in learning from each other. The two 
facilitative factors are (1) cooperation within the organization and (2) cooperation with 
outside organizations.
 Finally, the relationship between informatization and quality of life in early 
childhood education and care was examined. If the prerequisites are met, routine and 
repetitive work is reduced. However, informatization does not necessarily lead to 
improvements in quality of life in early childhood education and care. In addition, if 
active PC use and cooperation with organization take place, good circulation occurs 
due to the introduction of the school affairs system.
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