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問題と目的

　近年、世界的に自然災害や感染症被害が頻発し
ており、危機介入の重要性が高まっている。特に
2019 年 12 月に中国の武漢で発症した新型コロナ
ウイルス感染症は、全世界への感染拡大となっ
た。日本では 2020 年 4 月に初の緊急事態宣言が
発出され、不要不急の外出が禁止された。
　続いて 2020 年 8 月をピークとする「第 2 波」、
2020 年 11 月からの「第 3 波」、そして翌年の
2021 年には、変異株の拡大に伴い感染者数が急
増し「第 4 波」が発生した。これに伴い何度も発

出される緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に
対して、人々は「コロナ疲れ」を抱きながらも 
with コロナの生活様式が確立されていくことと
なった。
　新型コロナウイルス感染症第 1 波の保育現場の
状況を概観すると、緊急事態宣言下では、保護者
への自粛登園を依頼しながらも基本的に多くの保
育所では開所が求められた。保育所に通っている
園児は保護者の就労等の事情で日中の時間帯は家
庭での保育が困難であるため、いかなる状況で
あっても保育所は、開所が期待される（高橋・中
野・金井・山城・藤澤、2018）。実際に保育所は、
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新型コロナウイルス感染症禍でも可能な限り開所
要求に応じてきた。しかし日常業務に加え、感染
症予防としての園内消毒や玄関での子どもの引き
渡しなど普段とは異なる仕事が発生し、保育者に
は肉体的にも精神的にも負荷がかかることとなっ
た。さらに保育所で新型コロナウイルス感染者が
発生した際には、その対処と風評被害への対応も
行わないとならず、保育者は不安と緊張の日々を
過ごしてきた。
　一般的に、保育現場は災害がない日常場面にお
いても、他の職種と比較してストレスが高い（金
城、2017）。その要因としては、業務や書類の多
さ、早番や夜勤などの不規則な勤務、人間関係、
保育観の違い、保護者対応などが挙げられる（重
田、2010）。これらのストレス要因に加え、何ら
かの危機に直面した際は、新たな業務が発生する
ために、職員同士の情報共有や組織内での適切な
コミュニケーションが一層求められる。特に、危
機への対応で疲労が蓄積した際は、職員間の相互
の気遣いや温かい声かけ等のソーシャルサポート
が勤労意欲の維持には欠かせない。職員間のソー
シャルサポートとは具体的に上司からのサポート
や同僚からのサポートが想定されるが、これらを
危機状況で有効に機能させるためには、職員一人
一人が状況を読み取り、感情をコントロールしな
がらも移り変わる情報を適宜キャッチし、自らも
情報発信を行う必要があろう。まさに基礎的なコ
ミュニケーションスキルの発揮が求められるので
ある。
　加え、危機状況において保育者は常に、支援者
でありながら被災者であるという両面を有しなが
ら勤務する（藤後・川原・須田、2019）。保育と
いう職種は未だ女性が多く、子育てや介護などの
家事役割を担いながら仕事を続けている人が大半
である。新型コロナウイルス感染症禍において
は、子どもの学校が休校になったり、介護のため
のヘルパーやデイサービスの利用が制限されたり
と、被災者として制約のある生活を送ることを余
儀なくされた。このように被災者として子育てや

家庭での負荷がかかる状況の中で保育者として勤
務をするのである。
　被災時に負荷の高い中で勤務を継続するために
は、職場のソーシャルサポートのみではなく、家
族や友人、恋人等のソーシャルサポートも有効で
ある。白石（2019）が保育者 100 名を対象にした
調査では、中堅保育者には、家族サポートや職場
外のサポートが有効であり、家族のサポートがあ
るほど、ストレス反応としての不機嫌や怒りが低
下し、職場外のサポートがあるほど無気力が低下
した。
　以上より、本研究では、危機介入で重視される
初期対応の段階である、新型コロナウイルス感染
症の第 1 波に焦点をあて、保育現場の職員間のコ
ミュニケーションスキルとソーシャルサポートが
職員の精神的健康度に与える影響を明らかにす
る。加え、自然災害の中でも新型コロナウイルス
感染症という感染症特有の危機で起こる現場の困
難さや求める支援内容を自由記述により明らかに
することを目的とする。

方法

調査期間
　2020 年 6 月～8 月
調査手続き
　2020 年 6 月に東京地区の私立保育園 2 園と 8
月に九州地区の保育協会を通して依頼を行った。
調査方法は Google フォームを使用して各園の職
員に QR コードの書かれた用紙および Google
フォームの URL が記載されたメールを対象者に
配信した。
調査対象者
　東京都と九州地区の保育所に勤務する職員 132
名 （男性 31 名、 女性 99 名、 未記入 3 名）。平均年
齢 男 性 41.43 歳（SD＝9.26）、 女 性 42.71 歳（SD
＝12.64）であった。
調査内容
　デモグラフィック要因：役職 （園長、 主任、 
リーダー、 クラス担任、保育補助、看護師、栄養
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士、事務、その他）、雇用形態（正規職員、非正
規職員）、婚姻の有無について尋ねた。
　精神的健康度：Kessler et al（2002）が作成し、
古川・大野・宇田・中根（2003）が日本語に翻訳
した尺度（5 件法）を用いた。10 項目の内容は次
のとおりである。「理由もなく疲れ切ったように
感じましたか」「神経過敏に感じましたか」「どう
しても落ち着けないくらいに、神経過敏に感じま
したか」「絶望的だと感じましたか」「そわそわ、
落ち着かなく感じましたか」「じっと座っていら
れないほど、落ち着かなく感じましたか」「ゆう
つに感じましたか」「気分が沈み込んで、何が起
こっても気が晴れないように感じましたか」「何
をするのも骨折りだと感じましたか」「自分は価
値のない人間だと感じましたか」である。これら
10 項目に対して、全くない⑴、少しだけ⑵、と
きどき⑶、たいてい⑷、いつも⑸の 5 件法で回答
を求めた。
　ソーシャルサポート：職業性ストレスチェック
項目簡易版（厚生労働省、2016）を用いた。質問
項目は「次の人たちはどのくらい気軽に話ができ
ますか？」「あなたが困った時、次の人たちはど
のくらい頼りになりますか？」「あなたの個人的
な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいき
いてくれますか？」に対して、上司、同僚に加
え、家族、友人を付け加え、非常に⑴、かなり
⑵、多少⑶、まったくない⑷の 4 件法で尋ねた。
本尺度は厚生労働省の職業性ストレスチェックと
同様の尋ね方をしたが、集計する際は、非常に
⑷、かなり⑶、多少⑵、まったくない⑴と逆点処
理をし、得点が高い方をソーシャルサポートが多
いとした。
　基礎的コミュニケーションスキル：ENDE2

（堀毛、1994）を採用した。本尺度は、自分の意
図や感情を相手に伝える「記号化」（5 項目）、相
手の意図や感情を読み取る「解読」（5 項目）、感
情をコントロールする「統制」（5 項目）の 3 つ
の基本的因子から構成されている。「まったくで
きない」（1 点）～「よくできる」（5 点）の 5 件法

で尋ねた。
　自由記述：
　「新型コロナウイルス感染症の状況も含め、ご
自身が直面しているストレスはどのようなもので
すか」、「保育を行う上で期待する支援とはどのよ
うなものですか」について尋ね、自由に感想を求
めた。
　なお他にもいくつか尺度を用いたが本研究の分
析では用いないため省略する。
　分析方法
　量的調査については、HAD（清水、2016）を
使用した分析を行った。自由記述は、探索的分析
が可能となる KJ 法（川喜田、2017）を実施した。
　倫理的配慮
　研究の概要を文書で説明した。自由意思である
こと、学術的な利用のみであること、データの保
管を厳密に行うことを説明し同意を得た。

結果

記述統計
　本調査の参加者の雇用形態は、正規職員 111
名、非正規職員 21 名、職種は管理職 57 名、保育
者 34 名、保育補助 22 名、その他 19 名であった。
　精神的健康度（K10）のカットオフポイントは
15 点以上が気分障害や不安障害の危険があり、
25 点以上では 50％以上の確率で精神疾患が含ま
れるとされる。本調査の結果から 15 点以上は 29
名（22.0％）、25 点以上は 8 名（6.1%）が該当し
た。
　上司、同僚、家族、友人からのソーシャルサ
ポート各 3 項目のα係数は、上司α＝.85、同僚
α＝.83、家族α＝.86、友人α＝.85 であった。そ
れぞれの平均値は、上司 8.12（SD＝2.14）、同僚
8.87（SD＝2.11）、 家 族 9.90（SD＝2.30）、 友 人
9.36（SD＝2.17）であった。基礎的コミュニケー
ションスキルの各下位尺度のα係数は、記号化α
＝.74、解読α＝.79、統制α＝.73 であった。各平
均値は、記号化 3.33（SD＝0.59）、解読 3.42（SD
＝0.60）、統制 3.52（SD＝0.63）であった。
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雇用形態別による各得点
　雇用形態によるソーシャルサポートの違いを検
討するために、ソーシャルサポートの種類（上
司、同僚、家族、友人）を参加者内要因とし、雇
用形態（正規職員、非正規職員）を参加者間要因
とする 2×2 の二要因の分散分析を実施した。そ
の結果、交互作用が有意であったため（F （3, 
390）＝3.23、 p ＜ .05）、単純主効果の検定を行っ
たところ、正規職員でソーシャルサポートの種類
の単純主効果が有意であり（F （3, 390）＝17.59、 p
＜ .001）、同僚、家族、友人の得点は上司より、
家族は同僚や友人より有意に得点が高かった。非
正規職員においてもソーシャルサポートの種類の
単純主効果が有意であり（F （3, 390）＝12.57、 p
＜ .001）、家族は上司と同僚より、友人は同僚と
上司より、同僚は上司より有意に得点が高かっ
た。またソーシャルサポートの種類の主効果も有
意であり （F （3, 390）＝23.52、 p ＜ .001）、 多重比
較の結果、家族、友人、同僚、上司の順に得点が
高かった。
　次に、雇用形態による基礎的コミュニケーショ
ンスキルの種類の得点差を検討するために、基礎
的コミュニケーションスキルの種類（記号化、解
読、 統制） を参加者内要因、 雇用形態 （正規職員、 
非正規職員） を参加者間要因とする 2×2 の二要
因の分散分析を実施した。その結果、交互作用

（F （2, 260）＝1.08, n.s.）、 雇用形態と基礎的コミュ
ニケーションスキルの種類の主効果 （F （1, 130）＝
0.01, n.s.；F （1, 260）＝0.91, n.s.）ともに有意な結
果は得られなかった。
　続いて、雇用形態による精神的健康度（K10）
得点を Welch 検定により検討した結果、正規職
員 9.47 （SD＝8.26） は、 非 正 規 職 員 6.33（SD＝
5.31）より有意に得点が高かった（t （40.93）＝
2.24、p ＜ .05）。すなわち正規職員の精神的健康
度（K10）が非正規職員と比較してよくないこと
が明らかになった。

精神的健康度（K10）に与える影響
　基礎的コミュニケーションスキルとソーシャル
サポートが精神的健康度（K10）に与える影響を
検討するために、精神的健康度（K10）を目的変
数、基礎的コミュニケーションスキルの 3 つの種
類、ソーシャルサポートの 4 つの種類を説明変数
とした重回帰分析を雇用形態別に実施した。その
結果、正規職員、非正規職員ともにモデルは有意
であった（正規職員 F （7, 103）＝2.15、 p ＜ .05 ; 
非正規職員 F （7, 13）＝4.59、 p ＜ .001）。正規職員
では、記号化のスキルが高いほど、上司サポート
があるほど、精神的健康度（K10）は良好であっ
た。非正規職員では、家族サポートが多いほど、
精神的健康度（K10）が良好であった。

正規職員（n=111) 非正規職員（n=21)

変数名 K10 t値 K10 t値

記号 -.26 -2.48 * -.34 -1.30

解読 .16 1.54 .04 0.18

統制 -.13 -1.33 -.22 -1.19

上司サポート -.21 -2.00 * .17 0.69

同僚サポート .07 0.61 -.11 -0.43

家族サポート .03 0.30 -.43 -2.30 *

友人サポート -.08 -0.64 -.30 -1.39

R 2 .13 * .71 **

** p  < .01, * p  < .05

表 1　�基本的コミュニケーションスキルとソー
シャルサポートが精神的健康度（K10）に
与える影響

自由記述の分析
　次に、日常保育も含めた新型コロナウイルス感
染症禍での保育者が直面したストレスと期待する
支援内容を詳細に検討するために、自由記述を求
め、その内容を KJ 法にて分類した。分析の手順
は、①自由記述回答から 1 エピソード 1 カードを
作成、②カードのカテゴリー化（「小カテゴリー」
への集約）、更なるカテゴリー化（〈中カテゴリー〉
への集約から［大カテゴリー］に集約）、③大中
小カテゴリーの整理、④考察の流れであった。記
述内容を 2 名により分類し、異なった分類は合議
により検討した。
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　分類された内容について、各カテゴリー別にス
トーリーラインを作成した。ストーリーラインを
作成するにあたり、実際の自由記述回答の原文を
例示として「斜字と下線」で表記した。
　はじめに保育者が直面したストレス内容として
は 121 件のエピソードが挙がった。表 2 の通り大
カテゴリーは、［コロナ関連（職場）］、［コロナ全
般］、［日常保育］、［日常生活］に分けられた。大
カテゴリーの［コロナ関連（職場）］は、〈不安や
心配〉、〈負担感〉、〈価値観〉、〈体調不良〉の 4 つ
の中カテゴリーに分類され、さらに 8 つの小カテ
ゴリーが示された。
　［コロナ全般］は、1 つの中カテゴリー〈コロ
ナ禍の生活〉と 7 つの小カテゴリーが示された。

［日常保育］は、1 つの中カテゴリー〈日常保育
（通常）の大変さ〉と 2 つの小カテゴリー、［日常
生活］は、2 つの中カテゴリー〈家族関係〉、〈自
身のこと〉と 3 つの小カテゴリーが示された。

コロナ関連（職場）
　保育者は、〈不安や心配〉を抱えながら保育を
しており、それは「職場と家庭にコロナを持ち込
まないかが不安」であったり、「危機管理の徹底、
責任の重圧におしつぶされそう」という風評被害
に対する不安であった。その中でも「子育て中の
職員がストレスを抱えていないか気になる」と職
員同士気にかけながら仕事をしている様子が浮か
び上がってきた。
　しかしながら〈負担感〉は大きく、「通常の保
育が出来ない」中で、日々の保育や行事の工夫が
求められる。さらに子どもと接する際にもマスク
をしないとならず「保育中のマスク着用が負担」
となっていた。また通常でも保育現場は人手不足
であるが、このコロナ禍においては、「県外の家
族の帰省や県外に出たとき、予防のために 2 週間
の有給休暇をとってもらった。」など、職員の休
みが入り、職員配置の調整が難しい状況であっ
た。
　職場の中でも「コロナに対する職場内価値観」

の違いが露呈し、個人の考え方や危機感の違いか
らギクシャクすることもあり、〈価値観〉のすり
合わせの重要性が示唆された。また、精神的疲れ
のみではなく、「市内で感染者が増えていく日々
に、いろいろと考えて疲れてしまう」など、〈体
調不良〉につながるケースも多くみられた。

コロナ全般
　一方、コロナ全般に関しては、職場だけではな
く〈コロナ禍の生活〉でもストレスが増加して
いった。「自由に行動が出来なくなったこと」で
日常生活に自由がなくなり、大切な家族も「東京
の息子、福岡の娘ともに、こちらへ帰ってこれな
い」と、心配であるが、ともかく会えない状況が
続き、「家族の接触制限」が苦しく感じる。さら
に「家の中にいる時間が長いほど、動かないので
体が痛い」と「体調不良」にもなり、家族の時間
が密になるほど「一人の時間がない」ことがスト
レスとなり、「夫が以前より怒りやすくなった」
など「夫婦の不和」も明るみになった。このコロ
ナ生活はいつまで続くかわからず、「目に見えな
いリスクコントロールが難しい」と感じていた。

日常保育
　　〈日常保育（通常）の大変さ〉には、「職場の
人間関係」と「その他」が含まれた。「職場の人
間関係が難しい」や「日々の保育」の大変さは、
新型コロナウイルス感染症禍であってもすぐに改
善されるわけではないので、日ごろの大変さは継
続的に実感することとなる。

日常生活
　［日常生活］には、新型コロナウイルス感染症
と関係なく、日々の〈家族関係〉と〈自身のこ
と〉が挙げられ、その中には「子育て・日常の家
族関係」「家族とのバランス」「自分の性格のこ
と」という小カテゴリーが含まれた。
　「我が子の子育て」や「ペットの病気」「実家の
姉の認知症」など、家族関係のことを調整しなが
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ら仕事をしている様子がうかがえる。さらに自身
の性格のことでも落ち込んだり悩んだりしてい
る。

保育者が期待する支援
　次に保育者が期待する支援に関しては、81 件
のエピソードが示された。大カテゴリーは、［コ
ロナ時の支援］と［通常保育での支援］に分けら
れた。大カテゴリーの［コロナ時の支援］の中に
は、4 つの中カテゴリー、〈行政への期待〉、〈衛
生環境〉、〈労働環境の整備〉、〈保護者協力〉に分
類され、さらに 10 の小カテゴリーが示された。
　［通常保育での支援］は、7 つの中カテゴリー

〈労働環境の整備〉、〈専門職の配置〉、〈勤務体制〉、
〈制度整備〉、〈業務内容の整備〉、〈研修制度〉、
〈その他〉が示され、さらに 13 の小カテゴリーが
示された。以下に、大カテゴリー別に小カテゴ
リー、および原文の例を用いてストーリーライン
を作成した。

コロナ時の支援
　〈行政への期待〉は、「行政支援」「情報が欲し
い」「園児の受け入れ先確保」の 3 つの小カテゴ
リーが示された。
　「行政支援」については、保育現場では、新型
コロナウイルス感染症禍においてどのようにふる
まうべきか判断が難しく、「国ごと県ごとのガイ
ドラインが欲しい」との声が挙がっていた。また
初動が大切にもかかわらず情報が錯綜していたた
め「行政からの早めの情報や通達が欲しい」と感
じていた。そして新型コロナウイルス感染者が出
た際、保育園を休園としないといけないため、

「コロナ発生時による閉園時の園児の保育受け入
れ先確保について」の対応が急務であった。
　〈衛生環境〉については、「マスクなどの必要物
資」「消毒支援」「PCR 検査の支援」の 3 つの小
カテゴリーが挙げられた。感染予防の観点から、
保護者の送迎も玄関までとなり、保育者は通常の
保育に加え、子ども達を部屋から玄関まで連れて

大カテゴリー 中カテゴリー 小カテゴリー 件数 具体例

不安や心配 自身のコロナ感染への不安 12 ・職場と家庭にコロナを持ち込まないかが不安。
感染後の園の対応への不安 11 ・危機管理の徹底、責任の重圧におしつぶされそう。
他の職員に関する心配 2 ・子育て中の職員がストレスを抱えていないか気になる。

負担感 非日常への保育負担 9 ・通常の保育が出来ない。行事も考えて行わないといけず負担。

マスク着用の負担 6 ・保育中のマスク着用が負担。
職員配置等の負担 2 ・県外の家族の帰省や県外に出たとき、予防のために2週間の有給休暇を

とってもらった。
価値観 コロナに対する職場内価値観の違い4 ・コロナに関する個人の考え方、危機感の違いによるストレス。

体調不良 気遣いによる疲れ 4 ・市内で感染者が増えていく日々に、いろいろ考えてしまい疲れてくる。
コロナ全般 コロナ禍の生活 外出制限へのストレス 22 ・自由に行動が出来なくなったこと。

家族の接触制限 10 ・東京の息子、福岡の娘ともに、こちらへ帰ってこれない。

風評被害への恐怖 7 ・コロナが発生した場合の誹謗中傷への対応。
体調不良 6 ・家の中にいる時間が長いほど、動かないので体が痛い。
家族の不和 4 ・夫が以前より怒りやすくなった。

コロナ生活への不安 4 ・目に見えないリスクコントロールが難しい。
一人の時間がない 1 ・一人の時間がない。休校で出費が多い。

職場の人間関係 4 ・職場の人間関係が難しい。
その他 3 ・日々の保育

家族関係 子育て・日常の家族関係 6 ・我が子の子育て。娘の出産、ペットの病気、実家の姉の認知症等

家庭とのバランス 3 ・ライフワークバランスにストレス。

自身のこと 自分の性格のこと 1 ・頭でっかちな所

日常保育（通
常）の大変さ

コロナ関連（職
場）

日常保育

日常生活

表 2　新型コロナウイルス禍で保育者が直面したストレス内容
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行かなければならなくなった。加え、園内消毒も
行わなければならず、「園内消毒支援」を強く求
めていた。そして、子どもたちはマスクをしない
ため、子どもからの感染リスクがあるにも関わら
ず、保育者のマスクが不足しているため、「消毒
やマスクなどの必要物資を優先的に提供して欲し
い」「保育士や実習生の PCR 検査への補助」など
の声が挙がった。
　〈労働環境の整備〉では、「人員確保」「賃金保
障」「在宅勤務希望」の 3 つの小カテゴリーが示
された。「リスクを考え、休みを取得させた職員
への休業補償」や「リスクを抱えている保育士へ
の給料アップ」、そして保育者が「自宅勤務希望」
を申し出た場合、それが可能となるような勤務シ
ステムをつくってほしいとの要望が挙がった。
　そして〈保護者協力〉としては、「早めのお迎

えや、仕事が休みの時には、園を休んでもらいた
い」という「保護者への要望」が挙げられた。通
常の保育の際にも同要望は挙がるが、緊急事態に
おいてはなおさらであろう。

通常保育での支援
　中カテゴリー〈労働環境の整備〉には、「人材
確保」と「保育者の給与向上」の 2 つの小カテゴ
リーが挙がった。保育現場は、常に「保育者不
足」であり、人材確保のためには「給料の向上」
が必要であろう。
　〈専門職の配置〉では、「保育者支援」「保護者
支援」「発達支援」の 3 つの小カテゴリーが示さ
れた。保育者支援では「悩みなどを話せるカウン
セラーの訪問」が求められており、保護者支援や
発達支援についても専門員による支援が期待され

大カテゴリー中カテゴリ― 小カテゴリー 件数 具体例
行政への期待 行政支援 9 ・国ごと県ごとのガイドラインが欲しい。

情報が欲しい 2 ・行政からの早めの情報や通達が欲しい。
園児の受け入れ先確保 2 ・コロナ発生時による閉園時の園児の保育受け入れ先確保について

衛生環境 マスクなどの必要物資 8 ・消毒やマスクなどの必要物資を優先的に提供して欲しい。
消毒支援 5 ・園内消毒支援
PCR検査の支援 4 ・保育者や実習生のPCR検査への補助

労働環境の整備人員確保 5 ・リスクを考え、休みを取得させた職員への休業補償
賃金保障 4 ・リスクを抱えている保育士への給料アップ
在宅勤務希望 1 ・自宅勤務希望

保護者協力 保護者への要望 2 ・早めのお迎えや、仕事が休みの時には、園を休んでもらいたい。
労働環境の整備人材確保 8 ・保育者不足

保育者の給与向上 4 ・給料の向上
専門職の配置 保育者支援 5 ・悩みなどを話せるカウンセラーの訪問

保護者支援 4 ・保護者対応の専門員が欲しい
発達専門 1 ・発達診断をもう少し小さい子達から全員希望

勤務体制 休みやすさ 5 ・勤務時間の緩和
仕事と家庭の両立
サポート

3 ・早出や遅番に我が子の送迎や面倒を見てくれるところがあれば。

制度整備 制度支援の希望 3 ・処遇手当の改善
業務内容の整備事務手続きの簡素化 2 ・事務手続きの簡素化、研修資料作成の補助
研修制度 保育研修の場希望 1 ・月齢にあった、離乳食の作り方

新人サポート制度 1 ・新卒の方が一人で抱え込まないように、一定期間サポートできる支援
その他 保護者の居場所 1 ・保護者同士が関わりを持って集えるような場の提供

個人 1 ・ポジティブな考えで、物事を楽しめるように

コロナ時の
支援

通常保育で
の支援

表 3　新型コロナウイルス禍において保育者が期待する支援内容
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ていた。
　〈勤務体制〉では、「休みやすさ」「仕事と家庭
の両立サポート」の 2 つの小カテゴリーが挙げら
れ、〈制度整備〉では、「制度支援の希望」が示さ
れた。「勤務時間の緩和」や、育児との両立のた
めには、「早出や遅番に我が子の送迎や面倒を見
てくれるところ」を求めており、制度的支援によ
る「処遇改善」が必要とのことであった。
　〈業務内容の整備〉では、「事務手続きの簡素
化」、〈研修制度〉では、「保育研修の場希望」と

「新人サポート制度」、〈その他〉では、「保護者の
居場所」「個人」が挙げられた。現在、保育現場
では、様々な雑務が増えている。日常の保育に集
中するためにも、「事務手続きや園内会議等の研
修資料作成の補助」を希望するとのことであっ
た。研修に関しては、「新卒の方が一人で抱え込
まないように、一定期間サポートできる支援」や
他の必要な研修に参加できることが望まれてい
た。「保護者の居場所」では、現在の保護者の様
子からも「保護者同士が関わりを持って集えるよ
うな場の提供」が必要であることが示された。

考察

　本研究では、新型コロナウイルス感染症禍にお
いて、保育者の精神的健康度（K10）とそれらに
与える影響を探索的に明らかにした。

保育者の精神的健康度（K10）の実態
　新型コロナウイルス感染症禍における保育者の
精神的健康度（K10）については、カットオフポ
イントである 15 点以上、すなわち「気分障害や
不安障害の危険がある」に 22.0％の人が該当して
いた。これは 5 人に 1 人が精神疾患の危険がある
ということであり、留意すべき点であろう。保育
者は支援者でありながらも一般人と同じように新
型コロナウイルス感染症禍における被害者でもあ
りうる。支援者と被害者の両者の面を持ちながら
支援を行っていることに配慮しつつ、専門職への
相談や人員の補強、手当の増加などの検討をする

べきであろう。特に正規職員の精神的健康度
（K10）は、非正規職員に比べて悪く、責任と疲
労が蓄積している可能性が高いであろう。
　さらに具体的なストレス状況を把握するため
に、自由記述の内容を検討した結果、新型コロナ
ウイルス感染症禍における日常生活の不安やスト
レスに加え、職場内での業務負担や責任の重さ、
さらには新型コロナウイルス感染後の風評被害へ
の恐れがストレッサーになっていることが示され
た。
　日常生活全般におけるストレスは、他の多くの
人と同じように、外出制限へのストレス、家族の
接触制限、風評被害などが示された。加え、日常
保育のストレスとして、職場の人間関係や日々の
保育の大変さが述べられていた。特に職場への新
型コロナウイルス感染症を持ち込むことへの恐怖
は大きく、職場だけではなく、子ども達を預けて
いる保護者にも大きく影響するだけに、日々気を
使いながらの生活の様子が示された。

新型コロナウイルス感染症禍における職場支援
とは
　新型コロナウイルス感染症禍における有効な支
援を検討するために、基礎的なコミュニケーショ
ンスキル、ソーシャルサポート要因が精神的健康
度（K10）に与える影響を検討した。その結果、
正規職員と非正規職員には異なる特徴が示され、
非正規職員は家族のサポートがあると精神的健康
度（K10）が大幅によくなり、その説明率は 71％
と非常に高かった。非正規職員には、家族サポー
トが有効であることを重視し、保育所や保育業界
として非正規職員を支える家族への感謝を表明す
る な ど の 工 夫 が 非 正 規 職 員 の 精 神 的 健 康 度

（K10）を保つためには有効であるかもしれない。
　一方、興味深い点として、正規職員には家族サ
ポートは影響を示さなかったことである。家族サ
ポートではなく、上司サポートや自分の意見を伝
えていくという基礎的コミュニケーションスキル
がポジティブな影響を及ぼした。緊急時において



41新型コロナウイルス感染症に関連する保育者のストレス要因

は、各自がコミュニケーションをとりながら積極
的に意見を伝えあい、それを上司のリーダーシッ
プのもと、意見が取りまとめられ、緊急事態への
対応に生かしていく重要性が示された。
　次に、具体的に保育者がどのような支援を求め
ているのかを把握するために、自由記述による質
問を行った。その結果、制度的な支援希望が予想
以上に多く挙がった。例えば、情報入手、園児の
受け入れ先、マスクなどの必要物資、消毒支援、
PCR 検査の支援、人員確保、賃金保障などが挙
がり、この内容は保育現場の努力だけでは解決が
不可能である。また期待する支援内容としては、
新型コロナウイルス感染症禍に特化したものだけ
ではなく、人材確保や仕事と家庭との両立、保育
者のメンタルヘルスへの支援、保護者対応への支
援、発達障害児への支援等、通常保育への支援な
ども挙がった。
　危機に対する初動段階では、制度的な支援が不
可欠であり、今回の結果を保育業界および行政へ
の提言としたい。さらに日常の保育現場への支援
は危機状態の時でも継続課題となる。危機の状況
を悪化させないためにも日常的な支援体制の構築
は急務である。

今後の課題
　本研究は、2020 年 6 月から 8 月が研究調査期
間であり、新型コロナウイルス感染症の第 1 波の
時期であった。危機介入では、いかに適切な初動
ができるかが重要であるため、本研究から得られ
た知見を初動対応に生かすことを期待する。
　一方で、その後新型コロナウイルス感染症は第
2 波、第 3 波、第 4 波と続いている。それぞれの
時期に応じた対応も求められ、継続的な調査も不
可欠となろう。
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