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I. はじめに

１．国家資格をめぐる現在の状況 

現在、わが国では児童福祉司等の児童家庭ソーシャルワーカーの専門性の向上と、それに

伴う国家資格化が課題となっている。2019 年の改正児童福祉法においては児童福祉の専門

知識・技術を必要とする支援者の資格の在り方や資質の向上策について、施行後 1 年を目

途に検討を加えることが規定された。これを受け、国の社会保障審議会児童部会社会的養育

専門委員会の下に「子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の

資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ」が設置され、20 年度に 10

回にわたって議論が行われた。議論の結果、子どもの権利や家族の支援を考えたソーシャル

ワークを展開するためには、子ども家庭福祉分野で支援を行う者の専門性の向上が必要不

可欠との認識のもと、子ども家庭福祉分野の資格の在り方、研修・人材育成の在り方、人事

制度・キャリアパスの在り方等についての目指すべき方向性として「とりまとめ案」が作成、

公開された。

社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会（以下、専門委員会）はこれを受け、子ど

も家庭福祉分野で支援に携わる者の資質の向上を図るため、ソーシャルワークの共通基盤

を担保した上で、子ども家庭福祉分野の専門性を身につけた人材を養成するとともに、子ど

もをとりまく家庭の複雑な課題（例えば、生活困窮のケースや親が精神疾患のケース）に対

応できるよう、子ども家庭福祉分野の新たな資格について、制度設計の案（表 1、以下 「制

度設計案」)をもとに議論を行った。

表 1 制度設計案（令和 3 年度社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会報告書） 

・ 新たな資格（子ども家庭福祉ソーシャルワーカー（仮称））を創設すること。

・ 子ども家庭福祉分野に関する上乗せの教育課程・研修課程を修めた社会福祉士・精神保健福祉士が認

定される仕組みとすること。※教育課程は 500 時間程度とし、座学と演習・実習で構成され、その 33 

カリキュラムの認定や期末試験等で質を担保すること。※研修課程は 100 時間程度とし、現場で働く

者が業務と両立できるよう、オンライン授業やレポート審査などその内容を工夫すること。

※ 既存の社会福祉士・精神保健福祉士の有資格者は、相談援助の実務経験を 2 年以上有すること。・当

分の間は、子ども家庭福祉分野の相談援助の実務経験が 4 年以上ある者は社会福祉士・精神保健福祉士

資格を取得しなくとも新たな資格を取得できること。

・ 厚生労働大臣が定める基準を満たす民間の認定機構（仮称）が、個々の養成校が実施する教育課程や、

職能団体等が実施する研修課程を認定する仕組みとすること。

※ 認定機構（仮称）については、客観性を担保する観点から、養成校団体及び職能団体から独立した

団体とすること。

・ 教育課程・研修課程を修了した者は、認定機構（仮称）から子ども家庭福祉ソーシャルワーカー（仮

称）として認定されること・子ども家庭福祉ソーシャルワーカー（仮称）という新たな資格は、児童福
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祉司の任用要件を満たすものとして児童福祉法上位置付け、その教育課程等については、同法に基づく

ものとして厚生労働大臣が定めること。

※市町村等の相談機関等における任用要件にも追加・新たな資格を有する者の現場への任用が進むよ

う、児童相談所のスーパーバイザーの要件を概ね 5 年から概ね 3 年に短縮し、なりやすい仕組みを構築

するなど、施設等を含め、インセンティブを設定すること。

・ なお、職能団体の検討する専門的な研修課程を受講した者を一種の上級資格として認定し、例えば児

童相談所のスーパーバイザーとして任用することが望ましい等の考え方を児童相談所運営指針等に位

置付けて任用を促すことも考えられること。

提示された制度設計案に対して、委員会では多岐にわたる賛否両論があったものの、厚生

労働省は、専門委員会での様々な意見を十分考慮して、適切な制度設計を検討すべきである

としつつ、現時点での着地点として以下の方向性（表 2）を示した。 

表 2 資格化に関する方向性 

（令和 3 年度社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会報告書） 

・ 児童相談所、市区町村、民間機関等を含め、広く子ども家庭福祉の現場にソーシャルワークの専門性

を十分に身につけた人材を早期に輩出するため、まずは、一定の実務経験のある有資格者や現任者につ

いて、国の基準を満たした認定機構（仮称）が認定した研修を受講するとともに、認定機構（仮称）が

実施する試験（研修の効果も測定する実践的な内容のもの）を経て、認定機構（仮称）から子ども家庭

福祉ソーシャルワーカー（仮称）として認定される認定資格を導入すること。

 ※ 既存の社会福祉士・精神保健福祉士の有資格者について、相談援助の実務経験を 2 年以上有するこ

と。

※ 現任者について、当分の間は、①子ども家庭福祉分野の相談援助の実務経験を 4 年以上有すること、

②保育士は、4 年以上の実務経験を有すること。対象となる保育士の範囲は、相談援助や保護者対応等

の経験に留意しつつ、今後検討すること。 また、現任者については、ソーシャルワークを学ぶ研修も受

講すること。

※ 研修は 100 時間程度とし、現場で働く者が業務と両立できるよう、オンライン授業やレポート審査

などその内容を工夫すること。

※ 研修や試験の内容等については、今後、施行に向けて検討すること。

・ この新たな認定資格は、児童福祉司の任用要件を満たすものとして児童福祉法上位置づけること。ま

た、現場への任用が進むよう、児童相談所のスーパーバイザーになりやすい仕組みや施設等に配置する

インセンティブを設定すること。

２．本研究について 
このように児童福祉領域の専門性の確保が、国家的な重点課題となり、資格の在り方につ
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いても一定の方向性が示された。しかしこうした検討に関して、研究領域においては、人材

育成や資格の必要性、資格取得に必要な育成等の問題に正面から取り組んだ先行研究は、管

見する限りにおいて見当たらない。また国の検討では、既存の社会福祉士や精神保健福祉士

等の福祉、保健領域の枠組みの中での検討に止まっており、専門性の確保や国家資格を有す

る他領域にまで広げて、それぞれの領域での現状や課題を検討し、それらを児童福祉領域の

取り組みの参考にするような展開は見られない。

そこで、本研究の 1 年目にあたる 20 年度は児童福祉以外の専門職、特に古くから国家資

格を有している医学・法学・教育における国家資格の在り方（業務独占・名称独占等も含む）、

その養成（コアカリキュラムの位置づけ・実習を含む）と任用後の育成研修について等の歴

史的経過を概観し、各専門職の現状と今日的な課題を把握した。さらに、医学・法学・教育

学間で比較検討する作業を通して、児童福祉領域の専門性の在り方（資格及び養成・研修等）

に資する課題を検討した。

2 年目にあたるこの 21 年度研究の報告書は、前年度を引き継いで第 1 部を児童福祉領域

の人材育成、第 2 部をその他の人材育成から構成した。まず第 1 部の調査研究 1「児童家庭

ソーシャルワーカー（児童福祉司）の任用後の育成について」においては、児童相談所の児

童福祉司任用後の育成計画等のビジョン、インターンシップ（実務経験システム）、スーパ

ーバイズ、人事交流など、特に育成のレベルに合わせた実務訓練（On the job training）に

焦点を当て、児童相談所の児童福祉司を中心に子ども家庭福祉領域における実態を把握す

ることを目的とした。また、調査研究 2「福祉系専門職大学院における人材育成」において

は、日本社会事業大学の専門職大学院を取り上げて、面接調査によって福祉系専門職大学院

における人材育成の実態を把握することを目的とした。さらに、第 2 部の調査研究 3「医学

教育の人材育成：専攻医制度のスタート」においては、同じく面接調査によって医師という

専門家育成について、特に「実習」に焦点を当てながらその実態を把握することを目的とし

た。続く調査研究 4「『司法面接』研修の実際」では、多職種連携を前提として実施されて

きた「司法面接」研修の実態を面接調査（対話）から把握することを目的とした。加えて、

資料として「千葉県の初任者研修の現状」についての論文を掲載した。

「資格化」議論と並行し、本報告書の内容については多角的な視点からの検討となった。

コロナ禍ゆえに予定通りの面接実施が難しかったこともあるが、面接調査という「対話」を

通じてしか明らかにできなかった人材育成の実態を抉り出せたところもあると考えている。 

（文責：保坂亨・増沢高）
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II. 第 1 部：児童福祉領域の人材育成

１．調査研究 1：児童家庭ソーシャルワーカー（児童福祉司）の任用後の育成

について 

（１）目的 

人材育成の課題に取り組んでいる複数の児童相談所（以下、児相）へのヒアリングを行っ

て、児童福祉司任用後の新任教育を中心に、育成計画等のビジョン、インターンシップ（実

務経験システム）、スーパーバイズ、人事交流などの現状を把握し、整理する。

（２）方法 
政令市、特別区、都市部の県、都市部以外の県の児相の次の 4 か所に人材育成について、

参考となる資料も含めて情報提供を依頼し、それらを基に各児相の取り組みを整理した。な

お横浜市児相、港区児相、岡山県児相については、資料に加えて児相職員にヒアリングを行

い、現状を把握した。

（３）結果 

１）神奈川県児相 

ア．人材育成体系の策定

神奈川県は、全国の他の自治体に先駆けて、平成 22 年に子ども家庭福祉分野における人

材育成体系の構築に手掛け、人事と連動した育成の在り方を示した自治体である。

体系の構築に取り掛かった背景には、それまで業務分野ごとの経験年数や将来の育成方

向をめざした体系的な人材育成のあり方が整理されていなかったこと、および保健と福祉

（高齢者福祉は除く）を統合した保健福祉局が設置されたことを機に、保健分野の専門性と

福祉部門の専門性を整理して、互いの役割理解と連携強化を図る必要性があったことである。 

神奈川県では平成 21 年 3 月に「保健福祉部における専門職の人材育成にかかる検討」（中

間まとめ）を策定し、同県が全体の人事制度の基本方針とした「新しい人材育成マスタープ

ラン」（平成 21 年 10 月に策定）を踏まえながらさらに検討を行い、平成 22 年 3 月に「保

健福祉局における専門職の人材育成にかかる指針」（以下、指針）を策定した（（4）参考資

料 資料１）。

指針では公衆衛生専門職と福祉専門職に大きく分かれ、福祉専門職は施設系分野、ソーシ

ャルワーク系分野、行政系分野、心理系分野に分かれる。

本研究に該当する分野はソーシャルワーク系分野であるため、以降この分野に限定して

指針の内容を報告する。

指針では、この分野の専門職としての役割として以下の 5 つをあげている。 

①自立をめざした個別支援

②難易度の高いケースに対する支援と情報の共有化

③所管地域の福祉課題の把握
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④個別ケース及び課題解決のための行政機関、民間機関等との協働・連携を含めたネット

ワーク作り

⑤市町村、関係機関への支援・情報提供

これらの役割を担うために求められる人材として以下の 4 つを掲げている。 

①受容的対応力

②知識・技術力（相談援助技術）

③企画立案力（支援計画）

④連携・調整力

以上の人材を育成するために、「専門性の確保」、「適正配置」、「職員処遇」の 3 つの視点か

ら、現状を見直し、改善に向けた取り組み案を提示している（表 1）。 

表 1 改善に向けた取り組み案 

視点 改善に向けた取り組み

専門性の確保 〈研修関係〉

・階層別研修の実施

・専門分野別研修の効果的な実施

・専門研究機関等への研修機会の拡大

・受講履歴の管理・活用

・キャリア相談担当者の配置による専門人材育成の推進

〈人事関係〉

・市町村交流の拡大

・人材育成のための人事体系の整理（個々の職員の育成に力点を置い

た人事のあり方の明確化）

適正配置 〈OJT 関係〉 

・OJT の効果的実施を企図したベテラン職員の配置 

〈人事関係〉

・人材育成のための人事体系の整理（ジョブローテーションのあり方

の明確化）

職員処遇 〈人事関係〉

・人材育成のための人事体系の整理（管理職の登用のあり方の明確化）

表 1 の内容について、「階層別研修の実施」については、リーダー研修（機関のリーダー）、

中堅職員研修（採用後原則 10 年）、若手職員研修（採用後 3－5 年）、新規採用職員研修の

4 層に分けて、研修目的を明確化させて実施するものである。 

 「専門研究機関等への研修機会の拡大」については、「日本子ども家庭総合研究所」へ長

期間（1 年）派遣（1 名）するものである。これについてはエ．で詳述する。 
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 「受講履歴の管理・活用」については、研修履歴の管理システムを構築し、キャリア相談

担当者等と共にキャリアプランの作成や相談に活用するものである。

イ．任用後の新任に対する OJT  

 指針は、ベテラン職員が有する専門技術等の継承が確実に行われ、コミュニケーションの

向上や職場全体のレベルアップができるよう、ベテラン職員を配置して、OJT の効果的な

実施を行うことをうたっている。このことはスーパーバイザーの適正配置を意味し、日本の

児童家庭福祉領域の人材育成における近年の重大課題の一つとなっているテーマである。

 しかし、この数年間において、児童福祉司の大幅な増員が図られる一方で、ベテラン職員

（団塊世代）の大量の退職が重なり、新任職員が急増しており、スーパーバイザーとしての

ベテラン職員の配置が困難となっている。このことは神奈川県のみならず全国各地の児相

で起きている現状であり、大きな課題となっている。

ウ．人材育成と人事異動 

 指針では、人材育成と人事との関係を重視しており、先述した人材育成の改善に向けた取

り組みを検討する 3 つの視点（専門性の確保、適性配置、職員処遇）のいずれにおいても、

「人材育成のための人事体系の整理」の項目を置き、この項目についてのみ 1 章を割いて

詳述している。

そこでは、育成期間を①ジョブローテーション期（採用~（10~15）年目）、②エキスパー

ト期（10~15 年目以降）、③管理職養成期（10~15 年目以降でエキスパート期に並行）の 3

段階に分けて、人事方針を整理している。

 ジョブローテーション期は、福祉全般にわたる複数の専門分野を経験し、幅広い知識を修

得して専門性の向上を図り、福祉分野の中でもより適性の高い分野を見出していく段階で

ある。なお、1 所属機関の勤務期間は、原則として 3~5 年間とするとしている。 

ジョブローテーション期終了時には、施設系、ソーシャルワーカー系、行政系、心理系の

4 つの専門分野から、専門分野を決定する。 

本研究の対象は、ソーシャルワーク系の職員となるが、彼らは 10~15 年間のジョブロー

テーション期に様々な福祉領域を経験し、それ以降のエキスパート期になって、ソーシャル

ワーク系職員としての明確なアイデンティティをもつという流れとなる。

 エキスパート期の人事方針は、選択した専門業務分野内の所属への配置を基本とすると

している。配置先は児相、総合療育相談センター、精神保健福祉センター、ひばりが丘学園

等の障害児者の相談支援部門、保健福祉事務所である。職員は、選定された所属分野に関す

る高度専門性を発揮して業務にあたり、より一層の専門性向上を図っていくが、それと共に

経験の浅い職員への OJT の実施に努め、所属全体の専門性の向上にも貢献することとして

いる。なお、本人から専門業務分野再選定の申し出があった場合には、キャリア相談担当者

および所属長等の意見を聴取したうえで、これに応じることになっている。
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しかし、選択した専門業務分野内に止まる人事については、この指針が示された以降、配置

行政全体の人事異動の関係からその継続的な運用は難しく、十分でないまま現在に至っている。 

この期では、外部専門研究機関等への派遣研修を積極的に実施することも明記されてい

る。これについては次節で詳述するが、現在は研究機関等への派遣研修は見送られている。 

 

管理職養成期は、エキスパート期に並行して育成が行われるが、エキスパート期にある職

員の内から、管理職として、幅広い知識・経験を有し、柔軟な発想で業務の進行・管理にあ

たる人材を養成する。人事の方針としては、専門業務分野を考慮しつつも、その領域に止ま

らず、本庁行政系を中心に、専門分野間の交流を積極的に行い、行政マネジメント力の養成

に資する所属への配置を積極的に行っていく方針となる。 

 

エ．外部専門研究機関等への派遣研修 

 神奈川県では、エキスパート期の専門性の向上を図ることを目的に年間 1 人を日本子ど

も家庭総合研究所へ派遣し、研究成果等が関係職員に効果的に還元されるよう、関係職種の

研究部会等を通じて、周知されるよう図っていくことが明示されている。日本子ども家庭総

合研究所への派遣は平成 17 年度から始められており、平成 25 年度まで続けられ、計 9 名

のエキスパート職員が派遣された。 

 派遣職員は、研修テーマを定め、関連する同研究所の研究事業に参画し、研修修了時には

研究参加によって得られた知識や知見を振り返り、報告書にまとめることがミッションと

なっている。総勢 9 名の報告は、「日本子ども家庭総合研究所派遣研修報告書」として、平

成 27 年 3 月に神奈川県県民局次世代育成部子ども家庭課から発刊されている。研究所への

派遣は、派遣開始当時に急増しつつあった児童虐待への対応を踏まえ、全国の実態を把握す

ることや先進的な取り組みを学ぶ機会となり、神奈川県の児童相談職員の人材育成、専門的

な支援技術の構築等に大きな発展をもたらすものであったことが、報告書の「はじめに」に

総括されている。実際、派遣された職員の多くは、神奈川県の児童家庭福祉領域で主要なポ

ストを担うなど、中心的に活躍する人材となっている。 

 なお日本子ども家庭総合研究所は平成 27 年 3 月に廃止となり、同年 4 月より一部事業を

継続し、新たに医療・保健分野を中心とした「愛育研究所」として発足している。神奈川県

では平成 26 年以降、新たな長期間の研修派遣は行われていない。児相の職員の若年化と共

に、増加する虐待対応に追われる多忙な状況の中で、そうした派遣を行う余裕がないことが

一番の理由である。 

 

参考・引用資料 

神奈川県保健福祉部 (2010). 保健福祉局における専門職の人材育成にかかる指針―かなが

わ保健福祉エキスパート ナビ. 

加藤芳明 (2022). 神奈川県児童相談所等職員研修資料 組織とチーム、ネットワークで子ど

もを守る～神奈川県児童相談所のとりくみを振り返る～. 
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２）横浜市児相 

ア．人材育成体系の策定 

 人口約 375 万 8 千人の政令市横浜市には、4 つの児相（中央児相、西部児相、南部児相、

北部児相）が設置されている。児童虐待対応件数の増加とそれに伴う一時保護児童の増加が

著しく、職員は多忙を極めている状況である。このような中で、経験年数の浅い職員も増え、

職員の専門性の確保は喫緊の課題となっている。人材育成における近年の取り組みの一つ

として特筆すべきは、任用後の人材育成体系として「児童福祉司キャリア形成シート（獲得

されるべき自覚・知識・技術）」を作成し、職員間で共有したことである（（4）参考資料 資

料 2）。習得内容を 5 領域に設定し、育成レベルを新任から戦略的ソーシャルワーカーまで

5 段階として、各領域についてレベルごとで獲得すべき知識や技術等を明確化している。 

 この体系は、20 年度の 3 月に公開したもので、作成にあたってはイギリスの PCF

（Professional Capabilities Framework）（図 1）を参考にした。育成体系を作成するプロ

ジェクトが立ち上がり、児相

経験の長い係長が複数で半

年以上かけて作成したもの

である。 

 5 領域の内容は、「児童福

祉司としての SW の専門的

価値の実践」、「児相業務に係

る技術の習得」（下位項目 9

つ）、「児相の機能の理解と実

践」（下位項目 3 つ）、「管理

的機能・リスク管理」、「係別

具体的例」（下位項目 3 つ）

で、特に「児童福祉司としての SW の専門的価値の実践」の領域が重要と位置付けている。 

 

 注）PCF の詳細については、「児童相談所と市区町村における児童相談担当職員の人材育成に関する研

究第Ⅱ部・イギリスにおける児童家庭ソーシャルワーカーの役割と育成」（子どもの虹情報研修センター平

成 30 年度研究報告書）を参照。 

 

イ．任用後の新任に対する OJT 

 児童福祉司の新任は 1~2 年目としているが、近年の大幅増員で、児童福祉司の法定定員

（人口約 4 万人に１人）は満たしているが、4 分の 1 から 3 分の 1 くらいが新人である。

半分以上が新人の児相もある。新任には、虐待対応部署では必ず 2 人 1 組で行動するよう

にしているので、新任には必ず先輩がつく。ただ全くの新人が虐待対応部署に入るのは難し

く、何も支援がない中で虐待対応部門は厳しいという認識を持っている。ある程度経験のあ

図１  PCF（PROFESSIONAL CAPABILITIES FRAMEWORK） 
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る人がこの部門に配属されることが望ましい。継続支援の部署では、初めは先輩がついて同

行活動するが、半年以内には一人で動くことになる。 

増員になっていることは有り難いことだが、新任とベテランのバランスが崩れてしまっ

ている。新人が言っていたのは、電話で対応しているときに、先輩たちが皆外に出ていて、

先輩がいないことが困る。確実に先輩がそばについていることが大切である。理想としては、

1 年間は先輩と同行したいという声は多いが、実際的にはそれがかなわない状況である。 

また、先輩の経験年数が 2 年目、3 年目のこともある。児童福祉司経験年数の平均は 2.9

年という現状が反映されている。経験年数を伸ばして長く児相に勤務してほしいというの

が本音である。その目的もあってキャリア形成シートを作ったという側面もある。 

中央児相の各係には 6、7 名の職員が配置され一人のスーパーバイザー（以下 SV）がつ

いている。他の児相も配置人数は少ないが SV を配置している。SV はかつて係長が担った

が、国の基準である児童福祉司経験 5 年以上の職員が SV を担うようにしている。係長が 5

年以上の児童福祉司の場合は SV を担うが、そうではない場合は、係長ではなく 5 年以上の

児童福祉司が担うこととした。SV は担当する職員の人材育成も担うことになる。SV はラ

ダーをもとに、年度当初、年度末や中間の三回は、研修計画等の面接を行っている。 

 SV はケースを持たないことが理想だが、難しいケースは SV に任せざるをえず、一人 20

ケース以内に抑えてケースを持っているのが現状である。ケースアセスメントに関するス

ーパービジョンは年 4 回定期的に行っている。新任、トレーナー、係長でのグループで行う

場合や、1 対 1 で行う場合など形態は柔軟に行っている。 

新人はもっとスーパービジョンを受けたいと思っている。またメンタルヘルスの問題を抱

え、休職に至ってしまう職員は一定数いる。虐待対応でのシビアな状況、記録などに追われる

状況、対応する保護者との対立など、ギリギリで働いているのが現状である。一方で職員どう

しで支え合っている雰囲気は以前よりある。体制上の枠組みはないが、チームの雰囲気として

そうなっている。 

 

ウ．人材育成と人事異動 

人事については、人事課もある程度の認識は持ち始めてくれている。国が定める児童福祉

司の人数と、SVの数が一定数いることは分かっている。理想的な人事異動の流れとしては、

10 年間に 3 つくらいの福祉領域の職場を経験する、と言われている。現在健康福祉局で、

人材育成に関する検討会が行われている。 

別の自治体に職員を派遣しての実務研修等は行ってはいない。特別区で児相を新たに設

置するところからの派遣依頼は受けている。 

ベテランになったら、休暇をとり大学院に学びに行くことができる制度がある（自己啓発

等休業制度）。在籍期間が 4 年以上で、公務に支障がなく、職員の公務に関する能力の向上

に資すると認められれば、勤務成績等の事項を考慮した上で制度の利用が認められる。この

間の給与の支給はないが、給付型の奨学金の制度はある。また公費によって資格を取得する

制度もある。これは法令の規定や職務遂行上の必要性があって職務命令として取得する場
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合と、職務上有益で、人材育成に活用できるなど、職務上有益な資格等と認められた場合、

補助金が支給されるものである。 

これまで、4 大卒の社会福祉職（児童心理司）が入庁してから大学院に進むということが

あったが、自己啓発等休業制度が始まったのが平成 31 年度からであるため、この制度を利

用したものではない。 

 

エ．養成校の学生の実習受け入れ 

養成校からの実習は受け入れている。3 週間なので十分とは言えない。各部を 2、3 日ず

つ回って説明を聴き、同行活動するイメージである。ただ、対立場面では入れないし、短期

間なので家族の変化については実感できない。 

 

参考資料 

横浜市 (2021). 児童福祉司キャリア形成シート（獲得されるべき自覚・知識・技術）. 

 

３）岡山県児相 

ア．人材育成体系の策定 

 人口約 187 万人の岡山県（うち政令市の岡山市は約 70 万人）には、3 つの児相（中央児

相、倉敷児相、津山児相）がある。（※岡山市は、独自で児相を設置している） 

 岡山県では、古くから「児相のあり方検討委員会」を設置しており、児相に関連した時々

の課題をテーマにして、体制等の検討を行ってきた。近年は、経験の浅い新任職員が増加し

たことや、現在、取り組んでいる児相職員の体系的な人材育成が 10 年を迎えたことなどの

理由から、人材育成のあり方を見直す必要が生じていた。そこで、職員の専門性のさらなる

向上を目指して、2021 年 4 月から「児相のあり方検討委員会」で人材育成体系の再検討が

開始されている。特に目指しているのは、中長期的な視点に立った児童ソーシャルワーカー

の人材育成体系の構築である。ここでもイギリスの PCF（Professional Capabilities 

Framework）を参考にしながら、素案の作成に取り組んでいる。 

 岡山県では、2012 年に県独自の「岡山県児童相談所職員人材育成基本方針」（以下「基本方

針」）を掲げ、研修等を通して、その目的（理念）を職員間で共有している。それは、「常に“子

どもの 善の利益”を考慮するという子ども福祉の理念と子ども育成の責任の原則に基づき、

すべての子どもが心身ともに健やかに育ち、その持てる力を 大限に発揮することを目指した

支援を実践できる職員を育成する」というもので、子どもの権利条約を踏まえた基本方針とな

っている。さらに、この方針を実現するために 6 つの項目を以下のように示している（（4）参

考資料 資料 3）。 

① 子どもを中心とした支援 

② 子どもの意見を活かした支援の実施 

③ 子どもと親の支援への参加 
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④ 関係機関との協働 

⑤ 子どもたちの安全確保 

⑥ 実践研究を通じた企画・提言機能の強化 

 以上の基本方針を基盤として、児童福祉司、児童心理司、一時保護所職員等が獲得すべき姿

勢、知識、技術を明確にしていく検討を進めて、人材育成体系を再検討していくことになる。 

 現在の人材育成では、職員を新任者（1 年未満）、ステージⅠ（1 年以上 5 年未満）、ステ

ージⅡ（5 年以上 11 年未満）、ステージⅢ（スーパーバイザー、11 年以上）、管理職の 5 ス

テージに分類し、Off-JT としての内部研修や外部研修への参加はステージ別に計画、実施

するとともに、各専門職に特化した研修や他機関合同研修等がここに加わってくる。 
 
イ．任用後の新任に対する OJT 

 岡山県は、2012 年から OJT 研修として階層的なスーパービジョン体制を構築し、現在も

継続実施している。近年、経験の浅い新任職員が増えていることから、OJT 研修をより効

果的にするため、チューター制を導入している（図 2）。 

 チューター制とは、新任職員一人につき、一人の育成担当者が担当し、業務上の助言や指

導を行う体制である。相談支援活動を展開するためには、同行して相談支援活動を実践する 

ことや即時相談ができることなどが

重要であるため、新任職員と育成担

当者の両者が同じ地区を担当するな

ど工夫している。育成担当者は、児相

の相談支援を 5 年以上実践している

職員である。班長（スーパーバイザ

ー、以下「SV」）は、児相現場で人材

育成を中心的に担う責任を負った職

員である。SV は、育成担当者を経て、

さらに相談支援の実務経験を踏んだ

職員が担っている。SV にとって育成

担当者時代の経験は、スーパービジ

ョンの専門性を養う上でも有意味な

ものとなっている。管理職は、所長と課長であり、人材確保や人員配置等組織的な視点に立

って人材育成体制を支えている。 

 新任職員は、育成担当者が付くことで、Off-JT で学んだ知識や技術をどのように実践活

動に活かしていくのか、そのための考え方や方法等を学ぶことができる。また、新任職員は、

一般的に SV や課長には相談しにくいものであるが、年齢が近い育成担当者であれば相談し

やすいというメリットがある。新任者は、育成担当者のもとで 1 年間相談支援の実践活動

の経験を積み、その後は独り立ちする。そして、SV にスーパービジョンを受けながら、相

図２ 岡⼭県の OJT 体制 

チューター制 

スーパービジョン 
（個別/グループ） 管理職 

【SV】 

班⻑ 
【SV】 

育成担当者 
【チューター】

新任者 
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談支援の実践活動を展開していくことになる。このことは、虐待の介入部門を担う初期対応

班や地域での相談支援活動を担う地域支援班でも同様である。 

 岡山県の課題は、これまでの行革の影響等により、40 歳前後の年齢層の職員が極めて少

なく、次世代の SV を担う人材確保が急務であることが挙げられる（この傾向は、いわゆる

就職氷河期の時代の問題でもあり、他の多くの児相が抱えている課題でもある）。 
 
ウ．実習生の受け入れについて 
 岡山県内にある社会福祉士を養成する大学から実習生を積極的に受け入れている。実習は、

将来の人材確保や人材育成の観点から大変重要な業務であることから SV が担当している。実

習では、児相内にある各部門の業務内容や相談支援活動の実状等について講義を行い、その後、

実際の面接や訪問への同行や一時保護所で子どものケアに当たるなどのカリキュラムで構成さ

れている。1 大学 1 名を受け入れており、年間 3 名程度が実習を受けて、採用に繋がっている。 

 
エ．外部機関等への派遣 

 人材育成を目的とした人事交流先としては、岡山県警察本部の少年サポートセンターが

ある。また、岡山市の児相とも、2009 年の開設時から昨年度まで人事交流が行われていた

が、現在は中断している。今後は、岡山県内の市町村との人事交流についても実施すべきと

の意見もある。 

 

参考資料 

岡山県(2021)．令和 3 年度岡山県児童相談所職員人材育成 III ステージ研修資料「10 年後

を見通した人材育成体系を創る―人材育成研修 10 周年を迎えて」. 

 

４）港区児相 

ア．人材育成体系の策定 
 港区児相は令和 3 年 4 月に開設されたばかりの新しい児相である。港区の人口は約 15 万

人で、他の設置区である世田谷区（約 96 万人）、江戸川区（約 66 万人）、荒川区（約 21 万

人）と比べて、管轄人口の少ない区に分類されよう。新設された児相ということで、児相経

験 1、2 年の初任者が約半数を占めるが、他の児相での経験者や他の福祉領域で相談援助業

務の経験が多数である。未経験者は少数である。採用は順調に進み、児童福祉司の法定定員

は満たしている。 

開設当初から職員の人材育成を重視しており、開設後すぐに研修委員会を設置している。

研修委員会は以下の活動を行っている。 

ⅰ）人材育成に必要な情報の収集と整理 

ⅱ）派遣研修参加者の調整 

ⅲ）内部研修の企画 
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ⅳ）職員個々の研修計画への支援 

 特にⅳ）を重視しており、研修計画を立てるための基盤となる、人材育成体系の構築を目

指している。イギリスの専門育成能力フレームワーク（Professional Capabilities 

Framework）を参考に検討している。 
 

イ．任用後の新任に対する OJT 

 児童福祉司の新任は 1~2 年目としており、半数が新人である。ただ採用の前に他の児相

や他の子ども家庭相談援助実践を 1 年間は経験している新任がほとんどである。児童福祉

司は主に虐待対応部署（通報の受理、調査、介入などの初期対応）と継続支援の部署に分か

れるが、虐待対応部署では必ず 2 人 1 組で行動するようにしているので、新任には必ずス

ーパーバイザーや先輩がつくようにしている。継続支援の部署では、初めはスーパーバイザ

ーや先輩がついて同行活動するが、経験を積む中で一人で動くことになる。単純養護のケー

スなどは、早い段階から単独で対応している。理想としては、1 年間はスーパーバイザーや

先輩と同行・同席させたいが、実際にはそうできていない状況があるとのことであった。 

 現在 4 人のスーパーバイザーが配属されている。スーパーバイザーは全員ケースを持たず、

4 人の内 3 人のスーパーバイザーは各自 5 人前後のバイジーにスーパーバイズを行っており、

残る１人は里親部門と電話相談部門等を含めた統括的な役割でマネジメントを行っている。

スーパーバイザーは、週１回のグループスーパービジョンや、随時の個別事例検討、また、懸

案となっているケースについては同行訪問や同席面接を行うなどして逐次検討を行っている。

虐待初期対応から継続的支援につなぐためには、見立てや支援の連続性が課題となるが、そ

の点について意識しながらスーパーバイズを実施し、新任職員のサポートをおこなっている。 

 

ウ．人材育成と人事異動 

区内にひとつの児相しかなく、児相間の人事異動はできない、児相に長く継続することは

可能だが、希望すれば区内の別の部署に異動も可能である。また、区内の子ども家庭支援セ

ンターとの人事交流などは、専門性の向上や連携・協働といった観点からも選択肢として考

えられている。 

また児童福祉分野で経験年数を積み上げていくためにも人材育成の体系の構築は重要と

考えており、それに向けた検討を開始している。 

今後、特別区の児相が増えてくるに従い、研修を通しての交流も増えてくると予測される。

新児相開設前に、実務研修を実施するための派遣ニーズもあり、協働しての育成システムの

構築が必要と思われる。 

 

エ．養成校の学生の実習受け入れ 

養成校からの実習はまだ受け入れていない。今後は受け入れていく方向で検討している。 

（文責：増沢高・村木良孝）
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２．調査研究 2：福祉系専門職大学院における人材育成 

（１）目的 

福祉系専門職大学院における人材育成の実際について、日本社会事業大学の専門職大学

院を取り上げて面接調査によって把握する。 

 

（２）方法 

オンライン（Zoom）による面接調査（2022 年 3 月 9 日） 

被面接者：宮島 清（日本社会事業大学教授） 

   面接者：保坂 亨 

   記録：大川浩明・村木良孝（了解を得て録音し、逐語記録を作成した。） 

 

（３）結果 

（後日、被面接者に逐語記録のチェックをお願いした上で、そこから再構成したものを下

記に掲載した。） 

１）日本社会事業大学（専門職大学院）の実習について 

勤務先の専門職大学院には、社会福祉士養成を行うコースはない。以前はあったが、多く

の入学者が社会福祉士や精神保健福祉士を取得済ないし所属で管理職の立場にあることか

ら廃止した。 

入学者は、 低でも社会人経験 3 年以上としている。実際は 10 年以上の経験者がほとん

どで、30 年以上の人もいる。年齢も 40～50 歳代の方が多い。入試区分に資格取得後の実

務経験が 3 年以上のものとする「有資格者入試」を設けており、この区分で受験し入学する

方が も多い。 

これも踏まえて、現在は「実習」という用語は使っていない。今は、「実践研究Ⅰ～Ⅲ」

という名称で、実践を省察して、プレゼンをし、報告書を作成する。基本を押さえたり、内

容を相対化したりするために他に出向くこと、文献研究もするし、アンケート調査やヒアリ

ング調査もするが、基本は自ら（個人、所属）の実践を対象とする研究である。何日・何時

間以上という下限を設け、時間や活動内容も示した上で、いわば自職場実習のような形で

「意図的な実践」や「実践の省察」を行い、その結果をまとめるものになっている。 

実践研究としては、「専門演習Ⅰ」「同Ⅱ」という名称のゼミを置いて、ここで討論等を行

いながら構想を具体化する。自分のテーマだけではなく、互いのテーマの検討に参加し意見

を述べ合う。関連する出来事、政策の動き、仲間に意見を聞いてみたいことを取り上げるこ

ともある。これと不可分で延長線上にあるものだが、「実践課題研究」Ⅰ、Ⅱは、自分や自

職場の実践上の課題について省察や検討するもの、「実践課題研究」Ⅲが、研究の成果物と

しての「実践研究報告書」の執筆である。 

仕事＝実践研究＝単位付与ではない。計画書を作り、中間報告と 終報告のプレゼンもす

る。宮島ゼミは、公務員系の学生が多い。入学者全体では、社会福祉施設や介護事業所等の
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マネージャークラスや経営者も多いが、福祉経営や人材育成をテーマにするゼミも複数あ

るので、そちらが選ばれる。 

標準履修 1 年、長期履修 2 年なので、難しい場合もあるが、倫理審査が必要と思われる

研究方法をとる場合は、大学の研究倫理審査を受ける場合もある。所属での取組では、管理

者の承諾を得て、報告書を事前に見てもらい承諾を得るなどの工夫をしている。（補注 1） 

 

補注 1：日本社会事業大学大学院福祉マネジメント研究科（専門職大学院）では、「実践研

究」として講義や演習で得た知識を活かしながら、自らの実践上の課題に取り組み、実践報

告書としてまとめる。そのための科目が、「専門演習Ⅰ、Ⅱ」と「実践研究課題研究Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ」である。また、日本で唯一の福祉専門職大学院であり、別に研究大学院として大学院福

祉研究科博士前期課程（修士課程）と博士後期課程（博士課程）がある。なお、専門職大学

院では、大学院設置基準によって、「実践的な能力を培う」ために実習に係る科目を 10 単以

上修得することが修了要件となっているため、以下の補足質問を行った。 

 

２）実習単位について 

補足質問：何に対して実習単位を出しているか？ 

日時と内容を報告する書面（記録）を作る。しかし、「何に対して」単位を出しているか、

認められるものと認められないものの線引きの基準は難しい。自職場の実践をありのまま

に記述して文章化できる職場と、それができない職場がある。特に、事例を出すことはハー

ドルが高い。たとえ匿名化しても、裁判所とかでは認められない。児童相談所であっても、

事例そのものを出すことはできない。このため勤務時間を、実習の時間のようにカウントす

ることはできず、その分は外している。 

学部等で行う社会福祉士実習は「1 日 8 時間」×〇日とか、社会福祉士の受験資格を得る

ための実習時間の基準が決まっている。専門職大学院も、実習指導者の基準が設けられ、一

定程度改善されたものの、社会福祉士と保育士の実習が近いものになってしまうというこ

とはなお聞くことがある。児童相談所も福祉事務所も、面接、会議への同席、記録の閲覧も

許されない、担当者からのレクチャーが多いということがあると聞く。少なくとも、以前は

そうだった。また、どちらの現場も余裕がなく、職員が丁寧に関われない状況は続いている

と思う。保護者等から「記録の開示請求」があり、それが出来ないと退けるような緊迫した

事情がある中で、実習生に対してできることを制限せざるをえないという課題がある。「ソ

ーシャルワークとは何か」ということが実習の体験を通じて、明確になる必要がある。 

実習指導者の資格要件は厳しくなった。大学の側も、帰校日を増やすなどの努力をしてい

る。それでも、難しさがある。コロナ禍の下、なんとか要件を充たすことが精一杯の状況だ

と思う。一方で、現場側には、「大学教員は、現場のことがわかっていない。学生を受け入

れることの苦労も理解していない。」という声もある。 
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３）実習に出せない学生・院生について 

補足質問：実習に出せない人については？ 

「現場に出せない人」「現場に出ることを望まない人」の 2 つがある。社会福祉士の受験

資格を取得するには、実習が必須である。ただし、すべての福祉系大学で国家資格の取得を

必修としているわけではない。特に、大学としてのブランド価値がある大学では、その大学

に入学する価値を得れば良い、そして「教養としての福祉」を学びたい人もいるようだ。そ

ういう人の場合には、大学としても、実習を必須とすることはせず、国家試験の受験資格を

付与することを卒業の条件とはしていない。モチベーションの無いままに受験資格取得を課

しても、その学校の国家試験の合格率を下げることになる。これも考慮して、そういった学

生は対象から外すようだ。社事大ではそれをせず、全員国家試験を受けるという前提である。 

「現場に出せない人」というのは、言い方は良くないが、何らかの困難を抱えていて、現

状では対人支援の業務への適性に心配があるといった場合だろう。本人にとってもキツい、

受け入れ側にも負担がある。特に、当事者・利用者とトラブルを起こしてしまうことは避け

なければならない。大学附属の実習機関（施設）など、事情を踏まえ配慮してもらえるとこ

ろで実習を行うことになる。 

 

４）多職種のリカレント教育 

専門職大学院で共に学んだ人を見ても、子どもの福祉の経験が長く色々知ってはいても、

アセスメントがちゃんとできたり、支援が展開できたりするわけではない。児童福祉施設で

児童指導員を 20 年以上やってきた人が、ケアワーカーの立場でしか判断できず、陥ってい

ることを解決するために何をするかについて思考が停止してしまって、「児童相談所はダメ

だ」というだけで終わってしまう方がいる。一方で、児童相談所で働いて来た人でも、「安

全確認」をすることばかりが優先されていて、当事者に目が向いていない人がいる。「（当事

者が）どんな暮らしをしているのか、どんな生活をしているのか」を知ろうとしない。どち

らも本質的なことや大事なところに関心が行かない。 

専門職大学院の講義は、20 人前後でなされることが多い。私が担当して来た講義は 20 人

弱。当然すべてが児童福祉分野で仕事をしているわけではない。病院の SW とか、刑務所の

社会福祉専門員とか、地域包括支援センターのケア・マネージャーとか、相談支援事業所の

職員などいろいろなメンバーがいる。子どもの領域でも、NPO 法人の代表で子育て支援を

やっているとか、保健師で母子保健の仕事をしている人もいる。しかし、かえって、このよ

うな履修者で講義を進めると厚みや拡がりが出る。  

このケースの当事者はどんな人か？どんなニーズを抱えているか？細かいところも見え

るし、全体も見ることができる。グループ討議をしてもらうと、様々な領域の人がいると議

論に厚みが出ていることが分かる。生活を丸ごと理解できることやその人、その家族の歴史

に思いを向けられること、ニーズを共有できることこそが重要だと感じる。その上で、子ど

もの特性、成長・発達を知っている人が必要である。子どもの福祉についても、様々な広い
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領域の福祉や福祉を超える様々なことについての知見や技術、ものの見方ができることが

必要だ。グループワークでは、「保健師・ソーシャルワーカー・裁判所関係者・病院のケー

スワーカー」がいるチームの検討結果を聞くのはおもしろい。「共通基盤」がしっかりして

いるのと、飲み込みも早いので、グループワークが面白い。私は、そういうことにこだわり

たい。 

社事大は、もともとは「社会事業学校（研究科）」が前身で、2004 年に専門職大学院にな

った。スタート後しばらくは社会福祉士の養成課程を置いていたが廃止した。今は、入学前

から資格を持って実践を積んで来た者が圧倒的に多い。社会福祉法人の管理者や行政職員、

弁護士や保健師など様々な専門職も在籍している。2021 年度の在籍者は全員、何らかのか

たちで職業についている。このような院生の状況とコロナへの対応を踏まえ、木曜夜はオン

ラインによる双方向遠隔授業、金曜日はハイブリッド、土曜日は対面という形で講義を行っ

ている。年齢も 30 代から 50 代が中心で、さらに高くなってきている。 

仕事に就いていることが絶対条件ではないが、現場経験が無いと自分や所属組織の実践

を何とかしたい学生との温度差ができてしまう。経験が無い人にとっても、「自分が来る所

ではなかった。」となり自信を失ってしまいかねない。少なくとも実践的な研究ができる、

何らかのかたちで実践を省察できることが教育効果を高める上で必要だということを、入

試説明会、公開講座、入学を検討している方を対象とした模擬授業などの場を通して、繰返

し説明している。  

入試の際にも、実践経験と入学後の学習計画書について書いてもらったものを提出して

もらい、入試の面接でも必ず聞く。入学を希望するもの、同時期に入学し一緒に学ぶもの、

受け入れる学校の認識やニーズの一致が必要だと考えている。 

今や、入学者の平均年齢が、30 歳代から 40 歳代後半にシフトし、50 歳に届くところと

なった。社会福祉士や精神保健福祉士を取得済の方が多い。一定の要件を充たす看護師や保育

士でも、有資格者入試が受けられる。先に挙げた専門職の他に理学療法士や作業療法士、臨床

心理士、司法書士や社会保険労務士の方もいた。その方々は、社会福祉士資格を通信教育など

で取得したうえで、入学して来た方々である。 大のボリュームゾーンが 40 歳代から 50 歳

代で、毎年度 70 歳代の方もいる。ただ、若い人たちに、もっとたくさん来て欲しいと思う。 

社会福祉士資格取得のための「ソーシャルワーク実習」は、年配の方には難しいこともあ

る。受け入れる側としても、年長者は見た目だけでもやりにくさを感じるようだ。一方で、

多様な現場で働いているものが、交流しながら学べることは貴重である。同じ自治体であれ

ば上司と部下であったり、施設職員と児相であったりしてコミュニケーションがうまくい

かないこともある立場のものが同じ学生として議論できるのはおもしろい。 

今年度は、私のゼミには、現職の児童相談所児童福祉司（経験者採用）2 名、児童相談所

長、児童相談所勤務の弁護士、保健センターの管理者などが在籍している。前学長の神野直

彦先生（財政学）が、「学会とは踊りの輪のようなもの」と言っておられた。盆踊りの輪に
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入るのも自由、踊りの輪から出て行くのも自由、そこでこそ学びが深まるとの言葉は、なる

ほどと思わされた。 

５）「資格」について 

補足質問：医師・法曹はオールマイティ。一方で、教員は、「小学校」「中学校（高等学校）」

「特別支援学校」あるいは教科ごとに細切れの免許（資格）。福祉領域では？ 

「子ども家庭福祉ソーシャルワーカー（仮称）」という新たな資格を作るという動きがあ

る（補注 2）。これを国家資格とするかどうかで議論があった。現状では、ソーシャルワー

カーの国家資格としては、「社会福祉士」「精神保健福祉士」という 2 つがある。いずれも卒

業＝受験資格を得るのみで、その後（見込みを含む）に試験を経て、合格し登録して取得す

る資格である。私は、社会福祉士資格が出来た時点での経過措置で、児童福祉司 5 年の現場

経験で、国家試験を受けることができた。 

 

補注 2：「はじめに」参照。なお、宮島氏は同専門委員会の委員でもある。 

 

私は、領域毎に基礎資格を作るのは反対だという立場を一貫してとって来た。ソーシャル

ワーカーとしての基礎資格は、一本化することが本来だと考えている。国家資格は、専門職

としての、入り口に過ぎないとずっと言ってきた。「国家資格」＝実践力（の証明）、という

考え方もあるが、到底、資格だけでは力量の担保にはならない。「国家資格」という土台に、

さらにプラスして、教育・訓練が必要だ。資格を増やして、座学と忙しさだけが増えるとい

うのでは何にもならない。養成課程を 4 年から 6 年制に変更し、インターンの期間を 2 年

間設けるといったことができれば理想的だが、現実的には難しい。 

特に、「福祉（士）」は業務独占ではない、名称独占のみであるということを前提として押

さえる必要がある。そういう資格を 6 年かけて、取得することを人々が目指すだろうか？

社会福祉職は、残念ながら給料も低く仕事が厳しい。それが知れ渡り社会的評価も高くない。

4 年制で養成課程を大幅に変えられないのであれば、基礎をしっかり身に着けるべきで、「専

門職としての入り口に立つ」という目標が現実的だ。また、領域を深堀りすることは必要な

がら、全体を見渡せる力が無いなかでは、それは奏功しない。就職やその後のキャリア形成

上も得策ではない。今は、社会福祉や保育の仕事に人気が無い。現場は人手不足である。こ

れと同様に社会福祉や保育の大学は苦戦を強いられている。 

このような中で、養成課程を 4 年から 6 年にすることは考えられない。「ムラ社会」で大

声を上げるだけでは、社会的な合意は得られない。やっと、社会福祉士（ソーシャルワーカ

ー）が定着してきたというところだ。 

子ども家庭福祉ソーシャルワーカー（仮称）は、2022 年の通常国会で成立するだろう。

その内容は、社会福祉士・精神保健福祉士の国家資格を持っていることを前提に、その上乗

せの教育訓練を受けて、さらに試験を受けて合格した場合に付与される。また、子ども家庭
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福祉の現場経験がある場合には、社会福祉士等の国家資格がなくても取得できるという経

過措置がある。法案には、「施行後 2 年」に見直す規定がある。この内容は、かたちは「上

乗せ」だが、相当程度新たな基礎資格を作るというようなものとなっている。今回は、大学

等の教育機関での養成ルートは設けられなかった。（「I.はじめに」参照） 

福祉の資格としては、ベース（基礎）の資格が必要だと考えている。すべての領域を見渡

せないと仕事はできない。人の話を聴けなければ話にならず、高い「人権感覚」がなければ

害になる。暮らしを支え、生活課題、福祉課題（ニーズ）に対処することを助ける、これを

当事者に伴走しつつ行う。これを踏まえれば、人間観や社会観を育てることが重要で優先さ

れる。大学 4 年間ですべきことは、頭でっかちの人材を作ることではない。 

18-22 歳は、人間を作る時期として重要だ。この時期は、自分の適性を見極める時期でも

ある。私は、資格の一本化を訴えてきた。都道府県は、もはや臨床の現場をわずかしか持っ

ていない。現場は児童相談所くらいのもので、都道府県が福祉施設をもつことも無くなって

いる。市町村合併が進み、「市」が多くなり、福祉事務所も市が設置することが基本的なあ

り方となって来ている。今日では、行政福祉の業務の担い手は基礎自治体となっている。組

織間の連携なども、こういった状況を前提として進めなければならない。この意味でも「共

通基盤」が重要である。 

児童相談所だけは、まだ「特定の社会福祉領域内の仕事」という考え方が残っている。良

い面では、会議を経て、組織としての決定を行うという文化が辛うじて残っている点をあげ

ることができる。しかし、いずれにしても、かなりパターナリステックな仕事の進め方が浸

透している。このような、社会福祉全体からすれば、特殊な世界に、経験の浅い職員が、相

当大きなボリュームで集められていて、指導できる職員層が薄いという状況がある。とても

深刻で、新人の定着と育成が今の課題だ。 

 

児童相談所では、社会福祉士等の有資格者が 4 割強となったところである。社会福祉士

では専門性が足りないという意見があるが、国家資格はジェネラルな基本を身に着けた資

格であるべきである。もちろんこうした基礎資格をとれば仕事ができるものではない。社会

福祉士の資格は、 低限の知識を身に着けていることに過ぎず、資格取得後に実践力をきち

んと育てなければいけない。2 年位は現場でインターン生のような立場で仕事をするような

学びの時間が必要である。 

 

1年目は先輩の仕事を見ている、2年目はサポートを受けながら一緒にケース対応をする、

3 年目からやっと仕事を割り振れるということが現実的だ。児童相談所は、ここ数年大きな

職員増となっている。職員の数は確かに増えたが、3 年未満の職員が半数を超え、さらに深

刻化している。さらには、スーパービジョンができる人が育っておらず、数も確保できない

状況である。このような現実を踏まえて人を育てるという難題に取り組まなければならな
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い。人を育てることが重要だ、しかもそれはとても難しいことだという「社会的合意」から

始めないといけない。当然、10～20 年はかかることだ。 

一方、多くの市町村では、常勤職員としての配置は事務職のみで、未だに、専門性が求め

られる仕事は、非常勤、会計年度職員が多くを担っているといった実態がある。専任のスー

パーバイザーもいない。それはとても深刻なことだ。特に子ども家庭福祉に、資格を持った

ソーシャルワーカーが少ない。退職した教員、保育士が会計年度任用職員として相談業務を

担っている。ここに常勤の保健師が現場リーダーとして配置されているといった例が多い。 

市町村の仕事は、地域での「人々の生活を支える」ということを共通の目的としている。

このような場で社会福祉を担うのだから、業務独占はあり得ないと思う。しかし、業務独占

ではなく名称独占でも、教育訓練を受けた有資格のソーシャルワーカーを配置することが

必要だという常識に変えて行く必要がある。ソーシャルワークの実践力をどうすれば高め

られるのか。子ども家庭福祉の資格を作ることばかりが前面に出ていて、既存の国家資格で

は駄目だというばかりで、中身の議論がない。子ども家庭福祉は、ソーシャルワークの中で

完全に取り残されている。 

 

６）その他 

ア．専門職大学院について 

勤務して来た期間に何度か、他の大学の方から社会福祉の専門職大学院を作りたいとい

う事で、話を聞きに来られたことがあったが実現はしていない。社会福祉そのものが職業と

して厳しく、更に社会的評価が低い、そのような中で、学生を確保し、経営を成り立たせる

のは極めて難しいと思う。ただし、学びの保障はとても大事だ。 

多くの社会福祉系の大学院は学部の上に乗っている。学部を担当する教員が大学院の教

育を担っている。社会福祉学部の教員の負担は大きい。多くの科目を担当し、必修科目では

担当する学生数も多い。当然、出席管理や採点なども相当の負担になる。その上、演習や実

習指導がある。休みがない。さらに、外部研究費の獲得や学生確保の活動などを求められ非

常に多忙である。そのような状況の下で、大学院の学生の教育や論文指導が上乗せされる。

社会的活動や学会でも役割を担う。とてもではないが、丁寧な指導を行う環境があるとは言

えない。これに比べれば、学部教育への役割を一定程度担うことが求められながらも、多く

は大学院教育に専念できる専門職大学院の教員は恵まれている。しかし、こちらも決して楽

ではない。 

めまぐるしく変わる制度や現場環境に対応し、 前線で実践を担っている学生の前に立

って教育を担うのは、かなり厳しいことだ。教材は常に更新して行く必要がある。現場に足

を運んだり、自治体や国の委員や専門職団体の役職や専門誌の編集委員を担ったりしなが

らでなければ、 新の情報や議論から取り残されてしまう。また、コロナ禍で進んだ、遠隔

授業に対応し、夜間や休日の講義を担い、ゼミ生や論文指導では、時間を限定せずにメール

やテレビ会議を駆使して個別指導をしなければならない。 
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経営的には、研究大学院と専門職大学院の 2 つ大学院を持ち続けるのはコスト高で厳し

いことだろう。当然持ち出しになる。学部の上に、ひとつの大学院を置くことの方がずっと

省力化できるはずだ。しかし、専門職大学院という他にない教育の仕組みでなければ、現在

のような現場に出た方々のリカレント教育に特化した教育は実現できないだろう。 

私は、実務家教員として採用され、実務家教員でありながら、また、学部卒ながら教授に

昇格して頂くことができた。しかし、研究のための教育訓練を受けていないことから、大学

教員としてとしては、難しさや足りなさを感じて来た。大学の昇格基準を当てはめることに

も難しさがあったはずだ。審査にあたってくださった先生方にはご負担をおかけした。同僚の

実務家教員のある先生は、教員を務めながら博士論文を仕上げ博士の学位を取得された。それ

が理想だと思う。しかし、なかなかできるものではない。少なくとも私にはできなかった。 

実務者教員に何を求めるか、その評価をどのようにするか。これは重要な課題だと思う。

大学教員のなかには、研究は奥深いが、実践が足りないという人もいる。両方を充たすこと

が理想だが、結果は容易にはついて行かない。有能なソーシャルワーカーは数多くいるが、

その人たちが、学術研究に志向性があるわけでなない。また、質の高い実践を言語化し、ま

とめたいとの気持ちはあっても、それを保障したり後押ししたりする環境がない。実践の学

である社会福祉学のあり方に関わる問題だ。 

自分が教員になったときには、現場のことを伝えたいと思っていた。だが、情報は年を経

ることに古くなるので、常に教員はアップデートしていかなければならない。私にとっては、

「現場に足を運ぶことが研究だ」と割り切って来た。幸い、担っているのもリカレント教育

であり、自治体や国の委員や行政が行う研究事業にメンバーとして参加させて頂ける環境

にいたので、考えを述べる機会や短い論稿をまとめる機会に恵まれた。その延長で、テキス

トの一部やそれらをまとめる立場も与えられた。しかし、それらが出来たのは、たくさんの

幸運や人に恵まれ、声をかけてくださった方々がいたからで、自分がしたいと思ってできた

ことではない。 

そもそも教員として教壇に立つのは容易なことではない。2～3 回の講義なら、経験して

きたことを話すのでも良いだろう。しかし、半期 15 回の講義をするのは容易なことではな

い。社会福祉では事例を扱うことは重要で効果的だが、自分が担当した事例の話をすること

は倫理上許されない。また、子ども家庭福祉だけをとっても範囲は非常に広い、リアリティ

を持って話せること、誤りなく伝えることを揃えるのは容易でない。 

さらに、専門職大学院では、受講者の方が、その領域のことであれば、自分より知識も見

識も数段詳しいという人が何人もいる。考え方が違う方、立場が違う方も当然いる。上から

教えるというようなスタンスでは立ち行かない。一緒に探求する、むしろ教えてもらう、ス

ペシャリストと中堅と初学者をつなぐ、問いを立てる、討論を促進させる、発表の場を与え

て助けるなどといったやり方の方が現実的だ。必ずしも、適切にできたとは言えないが、努

めては来た。また、いくら優秀でも、歴史や背景などは知らない、日常的に行っていること

でも、法令の根拠を条文やそれが出来た経緯までは遡って知っているということは、現場だ
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けの方では難しいので、補えるところは補い、調べる方法などをアドバイスすることをして

来た。 

実務者教員として仕事についたときには、残念ながら、そのあたりのことが分からなかっ

た。現場で 3 月末日まで働いて、4 月 1 日から教員としてスタートした。過労と心労、環境

の激変、あせりや先への不安で初年度の 11 月に遂に倒れた。鬱状態が酷く休んだ。学生に

も先生方にも迷惑をかけた。一定程度回復して、やっと本が読めるようになって図書館に通

い詰めた。自分の興味のある所を研究テーマにして、（依頼された）原稿が書けた。そこが

土台になって、やっとリカバリーできた。その時点で退職となってもやむを得ない状況だっ

た。猶予を与えてくれた大学には感謝している。 

実務家教員としてすぐれた実践家を迎えることは、どうしても必要だ。しかし、それを可

能にするためには、人事を計画的に行い、採用・内定の時期をはやめる必要がある。遅くと

も半年前に決める必要がある。 

実務家が、実際に実務家教員として仕事ができるようになるには、準備や移行に 1 年く

らいは必要だと考える。経験だけでは直ぐに終わってしまう。教育と実務を行き来し、実務

者教員としての実践的な研究のあり方を見つけられるようにすることが、実践においても、

研究においても重要だと思う。 

私は、幸いにしてとても良い後任者が決まった。定年までは、少しだけ残しているが、

2022 年 3 月 31 日で退職し、ある市の子育て支援課の相談員として勤務する。長期履修生

2 年目のとても面白いゼミ生 5 人の教育指導と一部の科目の担当は 2022 年度も継続する。 

 

イ．費用について 

日本では、教育に要するお金は親か自分の責任という考え方が強まった。社事大も決して

学費は安くない。厚生労働省の「教育訓練給付金」（補注 3）の適用となっているため、約

120 万円の学費の内、 大で 70 万円程度の給付が受けられる。しかし、これは、雇用保険

に加入している方に限られるため公務員は対象でない。また 短の履修期間で卒業する場

合という条件があるため、長期履修の方は受けられない。 

また、大学院に行っても給料は上がらない。高額の収入が見込まれる転職が叶うわけでも

ない。それでも自分のために学んでいる。頭が下がるが、高度な技能を身に着けた専門職を

輩出する、実践的な教育訓練ができる人材を養成することを公費負担で行うことが、本来は

必要だと思う。皆自費だが、近年は毎年複数の大学教員が入学して来ている。 

 

補注 3：働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を

図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部

が支給されるもの。 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouik

u.html)                         （文責：保坂亨・大川浩明）



－44－ 

III. 第 2 部：その他の領域における人材育成 

 

１．調査研究 3：医学教育の人材育成：専攻医制度のスタート 

（１）目的 

面接調査によって医師という専門家育成について、特に「実習」に焦点を当てながらそ

の実態を明らかにする。 

 

（２）方法 

対面による面接調査(2021 年 12 月 13 日) 

於日本橋高島屋前ルノワール会議室 

   被面接者：熊谷裕生（防衛医科大学校教授） 

面接者：保坂 亨 

記録担当：大川浩明（了解を得て録音し、逐語記録を作成した。） 

 

（３）結果 

（後日、被面接者に逐語記録のチェックをお願いした上で、そこから再構成したものを下

記に掲載した。） 

 

１）防衛医科大学校の特殊性 

日本の医科大学、医学部（80 大学）の教育制度について概説するが、まず防衛医科大学

校の特殊な立場について述べる。学生は大学 1 年から、月 11 万円の給与＋ボーナス 2 ヶ月

分をもらい、「特別職国家公務員」として大切に扱われる。衣食住（制服、食事、住む学生

舎）が全て支給される。そのため卒業から 9 年間は、防衛省所属の医官として勤務する義務

がある。それより前に退職する場合は、多額の償還金を国へ払う必要がある（補注 1）。 

 

補注 1：出身県内の指定公立病院等に勤務することを条件に学費免除となる自治医科大学も

同様な制度を取っている。修学途中で返還するケースや、地域医療に従事しても就業期間

（卒後 9 年間）半ばで退職してしまうケースが報告されている。さらに、地方の医師不足を

解消するために、地方自治体と大学医学部が地元地域で医師として働くことを前提にした

入試枠を設けている。文部科学省によると 2020 年 3 月時点で、全国 80 大学（自治医科大

学を除く）の医学部のうち 70 大学が設けており、定員は総定員の 18%にあたる 1679 人と

なっている。この背景には、2004 年度からスタートした、医師が研修先を選びやすくした

臨床研修制度によって、地方の医師不足が問題となったことが挙げられる。このため厚生労

働省が「地域枠入学試験」への参画を各自治体・大学に呼びかけ、2003 年度 44 人にすぎな

かった地域枠の定員が拡大されていった。 

この制度でも、在学中の奨学金が支給される場合もあって、医師免許取得後に決められた
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一定期間その地域で働かない場合に「ペナルティ」を課すという問題が生じている。例えば、

2021 年度から山梨県は、山梨大学医学部の地域枠の学生に対して、「県内で 9 年間働くと

いう約束を守らない場合」に 大で約 800 万円の「違約金」を求める制度を設けた。これに

より受け取った奨学金と利息を含めて 大 2000 万円を一括で支払う場合もあるという。ま

た、厚生労働省も、2017 年から全国の医療機関に地域枠の医学部 6 年生の実名リストをメ

ールで配信するなど、地域枠の学生が事実上県外の研修先を選べなくする措置を講じてい

る。さらには、日本専門医機構が、都道府県の「同意」を得ずに研修を始めた「離脱者」を

専門医として認定しない方針を打ち出した。 

（参考：朝日新聞 2021 年 12 月 27 日付記事「医学部地域枠 締め付け『厳しすぎる』」） 

 この背景には、専門家の育成に際して、その費用はどこまで個人が負担するのか、そし

てどこから公（国・地方自治体）が負担するのかという大きな問題が潜んでいる。 

 

２）学部教育（国家試験まで） 

佐々木論文（前報告）にあるように、医師になるまでに全国共通の大きな試験が 3 つあ

る。4 年の秋に医療系共用試験すなわち CBT という知識の全国試験があり、4 年の 12 月こ

ろ OSCE（オスキー）という診察法の全国試験がある。両方とも国家試験ではないが、国家

試験とほぼ同じ格がある。この 2 つに合格すると「スチューデント・ドクター」という資格

をもらえて、病棟実習ができる。すなわち医師でないのに患者さんに接触、診察、診療でき

る資格である。そして医学部 6 年の 2 月に医師国家試験を受け、それに合格すると医師免

許証をもらえる。 

医学部の病棟実習は 4 年生の 1 月から 6 年生の 7 月まで 2 年半と長い。他の学部学生と

比較してとても実習が長く、恵まれている。長いのはメリットだが、集中して実習している

わけではない。内科と外科で違うし、また内科の中でも、科によって教えてくれる医師の熱

意が違う。外科系では手術が終わるのを午後 9 時くらいまで、ただ待たされているという

こともある。看護師さんは医学生の病棟実習にとまどいがあるようだ。 

どの科を回っても 1 日中実習をしているわけではない。暇な時間は病棟のカンファレン

ス室で教科書や英語論文を読んでいる。一人の 5 年生が腎臓内分泌内科に 3 週間いるが、

その間に常に一人の患者さんを受け持って、病歴を聞き、身体診察をし、採血やレントゲン

などから診断名を決める。その後治療法を決めるが、どんな薬を飲むかを医師が決めたあと

は、検査値が良くなるかを毎日観察する。退院する直前に A4 に 2 枚のレポートを書く。そ

の患者さんが退院すると別の患者さんの担当となる（学生が受け持つのは、3 週間で 3 人く

らい）。 

3 週間のうちに 5 人の教員（教授、准教授、講師、助教など）がそれぞれ 90 分ずつ、今

いる患者さんのうち興味深い症例に関して、または国家試験に役立つ小講義（少人数セミナ

ー）をする。1 グループ 6 人なので、1 学年 70 人だった 3 年生の講堂における授業とちが

って、居眠りすることなく真剣に聞いてくれる。5 分話せばその人の理解度がわかるので、
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できない学生はみっちり質疑応答をしてもらえるという利点があるが、その学生にとって

は苦痛であろう。 

2 時間ずつのカンファレンスが 1 週間に 3 回、教授などの回診が 3 回、腎生検（腎臓に細

い針を刺して、腎臓の病態を直接見る検査）、透析、甲状腺超音波検査などの見学が週に 3

回くらいある。週に 1 回は外来診療を見学してもらうことにしている。しかし外来は忙し

く、クレームをしがちな患者さんもいて医師がナーバスになるので、学生の見学を嫌がる医

師もいる。外来は内科医にとって真剣勝負の場なのである。 

 

表 1 防衛医科大学校 5 年生の、腎臓内分泌内科病棟実習の日程表 

 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 

午前 

 

回診 小講義 透析見学 甲状腺エコー 

見学 

外来見学 

午後 

 

小講義 腎生検見学 回診  回診 

夕方 

 

 カンファレンス カンファレンス カンファレンス  

 

実習期間のあと、6 年の 8 月から 2 月までは、実習や義務がなくて医師国家試験（6 年の

2 月）の試験対策に集中できるので、医学生はかなり恵まれている。この 5 年くらい全国 80

大学中 50 位くらいと不調だった医師国家試験の合格成績が、病棟実習の成果だと思うが、

2021 年は防衛医大が全国 4 位となった。70 人の現役生で落ちたのは 1 人だけだった。 

補足質問：医師国家試験に落ちた人は？ 

自衛隊中央病院で「医官でなく、自衛官としての勤務」をしながら給与をもらい、その合

間や夜に勉強している。その状態であることは下級生にもわかるので、本人は肩身がせまい

と思われる。医師になっていないので、患者には関われない。年間 5 人程度いるが、ほぼ一

浪で合格する。「補習」とかサポートがあるが、医師も熱心に浪人生の面倒を見ている余裕

がない。 

 

３）初期研修（２年間） 

医師の世界は、医師免許をもらって（6 年生 3 月）からが勝負。すなわち、卒業してから

の 2 年間の「初期研修」が重要である。医師国家試験合格後 2 年間は「初期研修医」とし

て、2 人くらいの先輩医師（卒後 6 年目－8 年目）に密着マークで教育してもらいながら患

者さんを受け持つ。月 30 万円くらいの高額な給料をもらっているプロフェッショナルなの

に、実態は実習生である。先輩医師も看護師も患者さんも、一人前とは見てくれない、誰が

見ても修行僧という状態。しかし、自分を振り返るとこの 2 年間が医師人生でもっとも充

実し、勉強した、苦しくも楽しかった時代である。 
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初期研修 2 年が終わっても半人前である。その後、3 年間の専攻医（後期研修）を経て、

厳しい試験に合格して、内科専門医という資格をもらって初めて「一人前」と見なされる。

つまり、1 人前の内科専門医になるまで、医学部 6 年＋初期研修 2 年＋専攻医 3 年の合計

11 年（最短で）もかかる。したがって、医師は今後結婚する者が減り、晩婚となり、子供

を作る者も減るだろうと強く懸念されている。 

補足質問：昔、研修医（無給医）で、勤務時間外に、救急のアルバイトという話もあったが？ 

今は、それはない。事故があったりして、厚生労働省が初期研修医のアルバイトを絶対禁

止にしている。1992 年の実習改革以降そうなっている。今は初期研修医の最初から給料が

出されていて、無給医という存在はない。 

 

４）専攻医制度（3 年間） 

初期研修の後は 3 年間の専攻医制度。まだ始まって 3 年目なので以下の通りになるかは

わからない。この専攻医制度の実習を 3 年間終えて専門医の試験を受ける。専門医に受か

って初めて 1 人前の内科医と言える。今後はこの「専門医」の資格がないと世間から相手に

されないであろう。 

内科の場合、「専攻医」の期間は内科だけを 3 年間研修する。それと同時に初期研修医の

教育係となる。専攻医は初期研修医と同じ内容の繰り返しなので、長すぎて無駄だと言われ

ている。医師に対する厚生労働省の要求が厳しすぎる、制度がだらだらと長すぎるという批

判もある。 

その代わりにこの 3 年間に、並行してサブスペシャルティ研修をやってよいということ

になった。内科専門医を家の 1 階とすると、腎臓専門医などサブスペシャルティ専門医は

家の 2 階である。ただし同時に開始して良いわけではなく、内科専門医の研修開始から 1 年

または 2 年遅れて、サブスペシャルティ研修を始めることになっている。 

3 年間専攻医として中規模以上の病院で研修を受け、その後、A4 で 2 ページのレポート

30 症例と 160 症例の病名リストを提出し、かなりむずかしい筆記試験に受かると、「内科

専門医」という資格を、厚生労働省または日本専門医機構からもらえる。これで 1 人前であ

る。2021 年 7 月に第 1 回の内科専門医の筆記試験が行われたという、まだできたての試行

錯誤の制度である。 

 

補足質問：ジェネラリストかスペシャリストか？（参考：法曹界も医学界も、スペシャリス

ト養成ではなくて、ジェネラリスト養成。一方で教員は「小学校」「中学校」と学部レベル

で、細分化。） 

医学部時代も、初期研修の 2 年間も全部の診療科を回る。内科医を目指す者も、外科や麻

酔科や救急科を学ぶ。すなわち「まずはジェネラリストとなれ」というのが厚生労働省の方

針である。その後、専攻医制度の間に内科専門医あるいは腎臓専門医というスペシャリスト

を目指しなさいというのが厚生労働省の方針である。 
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たとえば腎臓専門医というサブスペシャルティ専門医は、2 階部分の資格。「内科専門医」

さえあれば、患者さんと接する臨床の業務はやっていける。だが、学会で活躍しようと思う

と「腎臓専門医」は必要である。学会の中で、理事やるとか、そういう部分では必須になる。 

 

５）大学院（博士課程、研究科）について 

大学院はこれからどうなるか予測がさらにむずかしい。医学部卒業後すぐ大学院入学で

はなく、2 年間の初期研修をやってから大学院に入るのが日本では一般的である。防衛医大

はとても遅くて卒後 7 年くらいたってから大学院に入る。 

大学院で 4 年間マウスなどの動物実験をやって論文を書いて医学博士をもらうことが、

数年前まで 高に価値があったが、これからは医学博士よりも○○科専門医を取る方が重

要と考える医師が多くなるだろう。そうすると、大学院というものの存在価値が危うくなる。 

大学院生も 4 年の間に専攻医制度を並行してこなしたいという者が出てくるだろう。こ

れを大学や厚生労働省（日本専門医制度機構）が許してくれるかどうかはまだ不明である。

これまで医学部教授選挙や公立病院の部長以上になるためには医学博士を持っていること

が必須だったが、これからは代わりに○○科専門医が必須になるだろう。 

 

補足質問：博士課程進学は、自発的か。選抜か。 

進学は自由である。自薦・他薦ある。防衛医大では 1 学年 70 人のうち 30 人ほどが大学

院に入るが、多すぎる感じがする。大学院へ入りたい候補者に対して、英語試験と面接があ

る。 

防衛医大の大学院は、単位制でシラバスがきっちり決まっている。「実習」の単位も含ま

れ、実習の割合は多い。防衛医大では、実習＝動物実験という感じであり、病棟には行かな

い。博士論文作成のための実験が「実習」となっている。「学位授与機構」は、それを実習

というのはおかしいといってきそうだが、どこもそうだと思う。実験方法などについてわか

らないことを先輩に教えてもらうとか、高度な実験技法を免疫学講座のところに教えても

らいに行くとかして、実験を行っている。 

大学院生は「陸上自衛隊から送り出してもらっている」という気持ちがある。したがって

「成果を出すために、しっかりと動物実験しなければならない」という雰囲気があって、教

授から見るとありがたい伝統だと思う。大学によっては実験に興味を示さない者が多いと

いう所もある。 

今後、大学院生としての実験と専攻医制度との両立がどうなっていくのかはまだわから

ない。しかし実験と臨床の両立は無理だと思う。「内科専門医」の方が、「医学博士」より価

値があるという時代が来つつあるが、まだ新制度 3 年目で結論が出ていない。大学教授と

しては、分子生物学とか動物実験とかをきちんとやってほしい。だが、「臨床研究（Clinical 

Study）だけで十分だ」、「臨床研究の方が動物実験よりも価値が高い」と考える教授もいる。

そこは、大学によっても大きく違う。 
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６）「医師に向いていない者」をどうふるい落とすか。 

防衛医大も入試で面接があり、「明らかに医師に向かない人」をふるい落としたい。患者

さんという大切な人間と接する仕事なので、あるいは人の生死を決定づける仕事なので、

「不適切な人」をふるい落とすという制度は、ある程度必要である。 

また進級会議や卒業会議で、落とされる人は少数いる。そういう人は、成績不良だったり、

不真面目だったりする。卒業試験→国家試験だから、卒業試験で合格しないと国家試験を受

けられない。2 年続けて卒業試験が不合格だと「退校」になる、すなわち卒業できなくなる

仕組である。そこが、医師になるのに適正でない者をふるい落とす制度になっている。 

（文責：保坂亨・大川浩明） 

 

参考・引用資料 

保坂亨、林陽一、佐々木結花、増沢高（2020）．令和 2 年度研究報告書 

人材育成に関する調査研究：－専門職の養成と任用後の育成に関する研究－．子どもの

虹情報研修センター． 
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２．調査研究 4：「司法面接」研修の実際 

（１）目的 

多職種連携を前提として実施されてきた「司法面接」研修の実際について面接調査によっ

て把握する。 

 

（２）方法 

オンライン（Zoom）による面接調査（2022 年 3 月 16 日） 

   被面接者：仲 真紀子（立命館大学教授） 

   面接者：保坂 亨 

   記録：大川浩明（了解を得て録音し、逐語記録を作成した。） 

 

（３）結果 

（後日、被面接者に逐語記録のチェックをお願いした上で、そこから再構成したものを下

記 2)以下に掲載した。） 

１）司法面接研修について 

  基本は 2 日間の研修で、講義の他に 4 回から 5 回の面接演習を行っている。北海道大学

や立命館大学で実施する際には、地域の小学生に被面接者として協力してもらい、実際に子

どもを対象とした面接演習も行っている。この他、1 日半や 1 日間の研修、また実事例を用

いたフォローアップ研修なども行っている。 

 研修では 4 人 1 グループで、1 名が子ども役（被面接者）、1 名が面接者役、2 名がバック

スタッフ役となり、面接演習を行う。その他、面接計画の立て方、外部情報と子どもの証言

を関連づけることの重要性、性的な内容に関する質問方法、話さない子どもへの対応などの

講義を含む。それぞれのグループに異なる職種や職場の方を設定することで、多職種の面接

を擬似体験しながら、演習と講義が進む。 

（NEWS LETTER 5(July、2018)4 頁より引用） 

 

２）研修の実際 

いろいろなところで研修をしているが、最近行った研修は 4 人×10 グループ、計 40 名

で構成されている。この自治体では同様の研修を年に 3 回実施している。毎回、児童相談所

職員がメインだが、警察官、検察官の参加もある。これまでの約 13 年の研修全体でいえば、

児童相談所、警察、検察からの参加が、それぞれ 3 割、3 割、1.5 割、残りは家庭裁判所調

査官、医療関係者、弁護士、研究者、教員等である。 

この研修では、児童相談所、警察、検察がそれぞれ 30 分ずつ、各機関の説明を行うが、

それ以外は立命館大学で事業化されている司法面接研修と同じである。受講者は、希望して

参加しているのでとても熱心である。勤務時間内に、業務の一環として研修に参加しており、

それは本来あるべき姿だと思う。子どもに対応する専門家には、できれば 1 回は参加して

ほしい。今回の研修は経験年数 0 年でも可能である。そこまで難しい内容ではない。 
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一般に、司法面接の研修自体は、専門家であれば誰でも受講できる。原則、職種や経験年

数は、限定していない。教員でも医師でも、誰でもが使える知識と技能を伝える研修であり、

「今、その仕事をする人」が使えるスキルの習得を目指す。どちらかといえば、経験年数を

優先するよりも、職種優先であり、いろいろな人の交流を促し多専門連携を促す。 

「司法面接」は、資格化していない。例えば、「エクセル」のように、誰でも使えるなら使

って欲しい。司法面接は、「文化というコモンズ」（補注 1）として、みんなが自由に使えるも

のになるといい。事実調査の司法面接は、子どもに携わる人には基本的で必須のスキルだと

思う。 

 

補注 1：マルクスにとって、「コミュニズム」とは、生産者たちが生産手段を＜コモン＞と

して、共同で管理・運営する社会のこと。地球全体を＜コモン＞としてみんなで管理しよう

と構想していた。現在、「文化というコモンズ」、「外的自然というコモンズ」、「内的自然と

いうコモンズ」、「人間そのものというコモンズ」という 4 つのコモンズの「囲い込み」が、

グローバル資本主義のもとで人々に敵対する形で進行している。「コミュニズム」とは、知

識・自然環境・人権・社会といった資本主義で解体されてしまった＜コモン＞を意識的に再

建する試みにほかならない（斎藤幸平 2020、pp.142-145 から要約）。 

 

３）司法面接の「修了証明書」 

司法面接は基本的なスキルとして持っていてほしいものである。ただ、面接者のスキルア

ップも大事だが、バックヤードで面接を支援する「バックスタッフ」や、子どもを面接室に

つなぐ役割をとる「サポーター」も大事である。そういう意味でも、多くの人に知っておい

てもらいたい「文化的コモンズ」である。 

一方で、司法面接の研修で学んだことを維持してほしいという願いから「修了証明書」（資

料）を出している。「修了証明書」には、この研修で学んだことのリストが示されている。

児童相談所では、それが研修受講の証明として用いられていることもある。また、「修了証

明書」をもっている人が面接を担うという機関もある。しかし、「修了証明書」は、受講し

たという証明と受講した内容のリスト以上のものではない。一方で「修了証明書」があると

「やれる！」と思えるという声もある。 

 

補足質問：求められて出しているというが、文化的コモンズならば無くていいのではないか。 

しいて言えば、「受講証明書」では（補注 2）ないか。 

司法面接の研修は、文化的コモンズだから、受けたほうがいい。でも、それは、そうは受

け取られない。そして、資格化の話につながる。多くのところで、「受講」の証明か「修了」

の証明かの議論すらない。文化的コモンズだとすると、本当は誰でもいいのだが、「修了証

明書」にすると、持っている人だけが、仕事として司法面接をできるようになる。 

（「呼び名について意識してこなかった」との回答あり。） 
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補注 2：「受講証明書」と「履修」、「修了証明書」と「修得」について、高等学校の進級・卒

業や大学の教職課程における単位認定は、「履修」と「修得」の両方が達成された場合に認

定される。高校は各教科・科目の年間授業時数（法定時数）の 2/3 以上の出席をもって、

また教職課程は 4/5 以上の出席をもって「履修」が認められる。逆に、欠席が 1/3 、あるい

は 1/5 を超えると、「欠時（欠席時数）超過」=「未履修」となる。この「履修」が認められ

た科目において、年間の総合成績が「決められた点数評価以上」の評価を得れば、その単位

が認定されて「修得」となるのである。これを踏まえれば、なんらかの規定上の出席を確認

して「履修」が認められた場合が「受講証明書」、その上で試験等の評価によって「合格」

が認められた場合が「修了証明書」ということになるだろう。 

 

４）司法の場において 

法学の人は、司法面接を、法的に「定義」しようとするが、これもなかなか難しい。裁判

前の供述については、検察官が行った面接は証拠として認められやすいが、警察や児童相談

所が行った面接は、認められにくい。職種によって、証拠とすることができるか、法廷より

も前の供述が信用できる特別な状況があるか、が決まってくる。児童相談所職員の面接は使

えないとすれば、「司法面接って何？」ということになるかもしれない（補注 3）。 

補注 3：直近（2022 年 4 月 28 日）の法制審議会の刑事法（性犯罪関係）部会で「司法面

接」についての意見が交わされている。なお、「司法面接」は「代表者聴取」という用語で

「警察や児童相談所の担当者と検察官とが聴取方法などについて協議を行った上で、その

代表者が聴取する取組」と説明されている。そこでは複数の委員が、制度を整えて研修（継

続的トレーニング）が必要であることや、「資格化」について述べている（法制審議会刑事

法（性犯罪関係）部会第 5 回会議 議事録： https://www.moj.go.jp/content/001370295.pdf）。 

 

（以下、文章化が困難であるため対話形式で記す。） 

保坂：「資格」はそういうもののためにある。権威で守られる。司法の場では、「資格」をも

つ「司法面接」の専門家が必要となるのかもしれない。ただし、「資格」は文化的コモンズと

は対立するだろう。カウンセラーの「資格」とも通じる。「話を聴く」ということは、対人援助

職の基本的スタンス。やはり文化的コモンズであって、それを「資格」にするのは、おかしい

のではないか、という議論も成り立つ。 

仲：「資格」として必要なことがあるとすれば、法規や手続きを知っていることなどかも

しれない。 

保坂：「話を聴く」というのは、人と関わる仕事、対人関係援助職に問われるところ。そ

れを「文化的コモンズ」という仲さんの感覚が新鮮。 
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仲：司法面接における「話を聴く」部分が資格になるかというと、そぐわないと思う。知

識や手続きも「文化的コモンズ」と言えるかもしれない。 

 

保坂：司法面接は、「時間」「場所」「人」などにより、規定できるものがある。 

取り調べも、夜中に行われていたら、とんでもない。長時間の面接もおかしい。面接者より

も、外側の要因も大きい。特に、司法面接は、1 対 1 では行われない。録音録画も重要で、

それは「偽記憶」の形成を防止するためである。外的要因を整えていくことが大切だろう。 

 

仲：理想的なソファが無くても、司法面接はできる。その時々でしつらえられた環境であ

っても、最大限適切な方法で面接が行われればいい。 

 

保坂：警察の取り調べにおいても、可視化（録音録画）というのは意味がある。 

面接も、傷つけることがある。ひどいことも起きる。それは、「偽記憶」の問題とも重なる。 

 

仲：「人の目に触れる」ことで、意識される課題は多い。録音録画という手続きは、私も

重要だと思っている。 

 

保坂：司法面接の研修で、ビデオ（映像）に残るのはすごいことだ。自分の面接を知るこ

と、それは身を持って知るということになる。 

 

５）諸外国の状況 

仲：私自身の関心でいうと、もともとは、冤罪や誘導尋問の問題など、目撃証言の研究を

していた。そういった問題を考えていくうちに、「オープンな聴き方」が重要だ、というと

ころに自然と流れていった。最初は、被害者のことよりも、被疑者が冤罪にならないように、

誘導的な聴き方をしてはいけない、というところから始まった。でも、研究を進めていくと、

被害者に対する聴き取りの問題も重要である。「偽記憶」や「被疑者の冤罪を防ぐ」にはオ

ープンな聴き取りが重要だが、同じことが被害者の場合にもいえる、ということになり、今

に至っている。しかし、痴漢や虐待だけでなく、学校でのいじめ、校則違反、ケンカ、事故

の調査など同様のことが言える。諸外国でも、冤罪から始まった例もあれば、被害児童の権

利擁護から始まったところもある。 

保坂：外国では、資格化は？ 

仲：イギリスでは、聴取専門の警察官に対して、5 段階の訓練を課している。アメリカで

は、研修に加えて、例えば〇〇時間の OJT などといった実務を課している。 

保坂：時間数で言うのは、「受講」だから、「○○時間受講した」となる。 
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イギリスやアメリカは資格の有無でなく、専門家として何時間受講したかという明確な数

字で判断されるのだろうか。日本は大学の単位制度のようにスキル認定の基準があいまい

である。 

 

６）トレーナー研修について 

仲：長いこと JST（国立研究開発法人科学技術振興機構）などの助成を受けて司法面接のプ

ロジェクトを進めて、基礎研修に加え、司法面接のトレーナー研修も始めた。この研修では、

司法面接の背景や研修のやり方などを伝えている。修了生、つまりトレーナーは、200 人以上

いる。今は、そのトレーナーたちも、研修を行っている。先日、トレーナー研修を受けた人（ト

レーナー）も（研修を行った際、その受講生に）「修了証」を出せますか、と尋ねられた。もち

ろん「いいですよ」と言った。トレーナー研修を受けても、異動等で司法面接を行う部署から

離れる人もいる。トレーナー研修も「修了証」と呼んでいるが、本来は「受講証」だと思う。 

 

保坂：「修了」を認めることは、やはり「文化的コモンズ」という考え方と矛盾するので

はないか。 

日本では、そういう研修やトレーニングに関して、議論がされてきていない。 

そもそも「研修修了証」と「研修受講証」との違いさえ意識されていない。 

少なくとも 「受講証明」と「修了証明」とを区別して議論すべきだろう。そのほうが「技」

として、特殊技能にならない。 

 

仲： 技術がある人だけが特別ということになる。司法面接はもっと基本的なものだと思

っている。 

 

保坂：「技」は伝えにくい。ノンバーバルなことも重要だがあまり触れられていない。 

時間は？ 

 

仲：面接時間は「年齢×5 分」程度だと言われている。でも、子どもの個人差、休憩する

か、しないかによっても、面接時間は変わってくる。 

 

保坂：それこそ「文化的コモンズ」、それにも基礎知識が必要だ。 

仲：トレーナー研修では、模擬面接を事前課題として課している。トレーナー研修を受け

る人が、別の人（いわば、目撃者）に 1 分程度の動画を見てもらい、動画の内容について、

その目撃者に面接を行う。それを録音し、録音したものを逐語に起こして質問の分析をして

もらったりする。 

それを見ると中には、オープン質問をうまく使えていない人もいる。トレーナー研修ではそ

ういうことをフィードバックする。「ここは、一問一答になっている」「子どもに会話のコン
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トロール権を与えて、もっと話してもらうように」とかである。 

 

保坂：事前課題で、×（NG）をつけたら、それは試験になる。そういう仕組みならば「修

了証」だが、その判断は難しい。でも、そういう議論は大事だ。そういう問題は、どこでも

起きている。 

トレーナーになるのは無理という人もいるだろう。 

 

仲：無理ということにならないように、フィードバックをする。そして、トレーナー研修

内でもさらに面接の演習をしたり、フィードバックをしたりする。 

 

保坂：フィードバックで伝えるチャンスがある。それで変わっていく人もいる。一方で、改

善しない人もいて、トレーナーになれる人、なれない人がいるのではないか。文化的コモン

ズだったら「受講証明書」、「修了証明書」のトレーナー制度だったら「不合格」もあり得る。 

 

仲：合格、不合格というのはなかなか難しい。「×（ペケ）」をつけるなら、個人で判断す

るのではなく、チームを組み、複数で多角的な視点で評価することが必要かもしれない。 

 

保坂： 対人関係も同じことで、カウンセラー（SV）も、気にいるカウンセラーとか、そ

れぞれに色がある。 

 

仲：カウンセリングは、通ってみて、この人は違うとなれば、他のカウンセラーに変わる、

ということもあるかもしれないが、司法面接ではそれは難しい。話してみて違うとなったら

別の人に司法面接を受けるというのでは、それがバイアスになってしまうかもしれない。こ

の人には話すが、この人には違うことを話すというのでは、判断が難しくなる。 

 

保坂： 相談は 1 対 1 が基本。「司法面接」は全然違う。バックヤードの人が大事で、面接

者は「色」が出ないほうがいい。 

仲：「（面接者との）相性が良くて、真実が話せた」ということはあり得るが、客観的に評

価するのは難しい。                   （文責：保坂亨・大川浩明） 

引⽤⽂献 
法制審議会刑事法（性犯罪関係）部会 (2022). 第 5 回会議 議事録.  

https://www.moj.go.jp/content/001370295.pdf. (2022 年 9 ⽉ 22 ⽇取得). 

斎藤幸平 (2020). ⼈新世の「資本論」. 集英社. 

司法⾯接⽀援室 (2018). 多専⾨連携による司法⾯接の実施を促進する研修プログラムの開
発と実装. NEWS LETTER, 5, pp.4.             
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３．資料「千葉県の初任者研修の現状」 

 

千葉県の初任者研修の現状 
 

⼟屋明⼦  

（千葉⼤学教育学部附属教員養成開発センター） 
 

Current Status of Training for Beginning Teachers Chiba Prefecture 
 

TSUCHIYA Akiko 
 
2016 年に教員の資質向上に係る新たな体制を構築するために教育公務員特例法が一部改正され、都

道府県及び政令指定都市の教育委員会は「教員等育成指標」と「教員研修計画」を策定することとなっ

た。千葉県と千葉市でも 2018 年に「千葉県・千葉市教員等育成指標」を、2019 年に指標に基づき「千

葉県教職員研修体系」を策定した。これらに鑑み、初任者研修の見直しが図られ、令和元年度から新し

い初任者研修プログラムが実施されている。そこで、新しい初任者研修の概要と令和２、３年度はコロ

ナの影響を受けて初任者研修の内容や方法を変更せざるを得なかった状況を報告するとともに、今後の

養成・採用・研修を通じた養成段階の学びと初任者研修の関わりについて考察する。  

 

キーワード：初任者研修 教員等育成指標 校内研修 校外研修 研修履歴システム「Asttra」 

 

Ⅰ はじめに 

 2016 年に教育公務員特例法が一部改正されたことを受け、千葉県・千葉市教育委員会は、2018 年に

校長及び教員の職責、経験及び適正に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する「千葉

県・千葉市教員等育成指標」（資料１）を定めた。2019 年には、指標に基づき「千葉県教職員研修体系」

を策定し、教員研修の見直しを図った。これに伴い、初任者研修についても、４つの基本方針が示され

ている。その４つの基本方針とは、①千葉県の明日を担う初任者研修、②先輩の経験に学ぶ初任者研修、

③技能を身に付け資質を伸ばす初任者研修、④信頼される質の高い教員の育成を目指す初任者研修であ

る。各学校においては、千葉県・千葉市教員等育成指標や各市町村教育委員会作成の指標、千葉県教職

員研修体系に基づいて、初任者が意欲をもって研修に臨むことができるよう、学校全体としての協働的

な指導体制を確立し、研修を充実させることが求められている。 

なお、政令指定都市の千葉市、中核都市の船橋市と柏市については、自治体独自の初任者研修プログ

ラムを実施していることから、この 3 市を除いた千葉県の初任者研修の現状について述べる。 

 

Ⅱ 千葉県の初任者研修の概要 

１ 目的 

 初任者研修は、新任教員（以下「初任者」という。）に対して、教育公務員特例法第 23 条の規定によ

り、現職研修の一環として、１年間の研修を実施し、実践的指導力と使命感を養うとともに幅広い知見

を得させることを目的としている。 

 

２ 対象者 

公務員として採用された当初に小学校、中学校、高等学校、特別支援学校（以下「各種学校」という。）

等の教諭等となった者および他の職種の公務員から各種学校等の教諭等となった者。 
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なお、教諭等として国立、県外の公立および私立の学校において１年以上勤務した経験を有する者が

各種学校等の教諭等となった場合は、任命権者の判断により対象外となることもある。 

令和３年度の政令指定都市および中核都市を除く千葉県の初任者数は、小学校568名、中学校336名、

高等学校 264 名、特別支援学校 194 名であるが、初任者研修を受講した数は、小学校 545 名、中学校

321 名、高等学校 247 名、特別支援学校 183 名となっている。 

 

３ 初任者研修の内容 

初任者は、校内において指導教員を中心とする指導及び助言による研修を週７時間、少なくとも年間

210 時間（平成 30 年度までは週８時間、年間 240 時間以上）を受けるとともに、校外において千葉県

総合教育センター等で研修を年間 15 日（平成 30 年度までは年間 20 日）受ける。 

以下、小学校・中学校・義務教育学校に関する校内研修、校外研修ついて述べるが、資料２に各種学

校の初任者年間研修計画を載せる。 

（１）校内研修 

 ①指導教員の役割 

指導教員は、校長、副校長及び教頭の指導の下に、年間指導計画に従い、初任者に対して指導及び助

言を行う。指導教員の配置の仕方には「拠点校方式」と「従来方式」の２つの方式があるが、拠点校方

式による指導教員の配置が困難な場合を除き、拠点校方式で実施している。 

「拠点校方式」と言われる方式では、１人の指導教員（以下「拠点校指導教員」という。）が初任者４

名を担当することを基本としている。初任者が同一校に在籍している場合もあれば、複数校に在籍して

いる場合もある。後者の場合、１校を拠点校とし、その拠点校に拠点校指導教員を配置する。そして、

拠点校指導教員は、各初任者配置校の初任者１人に対して週に１日の割合で研修指導を行う。 

各初任者配置校では、校内の教員の中からも指導教員（以下「校内指導教員」と いう。）を選任し、

コーディネーター役として他の教員と連携しながら、「校外研修日及び拠点校指導教員の指導日」以外

の日に、原則として週１時間研修を担当し、校内研修に当たる。令和３年度において、この方式で実施

している小学校は 262 校、中学校は 171 校である。 

 次に、「従来方式」と言われる方式では、初任者の配置校に対して、指導教員に係る非常勤講師１人が

配置され、週１日７時間勤務する。従来方式においては、学校の副校長、教頭、主幹教諭、教諭又は非

常勤講師の中から指導教員が決められる。よって、校内の状況により、校内の教員が初任者の指導教員

となり、初任者を指導している際に、非常勤講師が指導教員の担当する授業の後補充を行う場合もある。 

なお、非常勤講師が指導教員となった場合も校内指導教員を選任し、初任者の指導及び助言を行う。

令和３年度において、この方式で実施している小学校は 209 校、中学校は 85 校である。 

②校内研修の種類及び内容 

初任者が行う研修は、教員としての仕事を行う上で必要なことがらを身に付けるためのものであるこ

とから、学校の教育活動に必要な校務全般に関する研修を行う。校内研修は主に「Ａ 授業研修」と「Ｂ 

年間指導計画に基づく研修」の２種類に分かれている。 

まず、「Ａ 授業研修」は週６時間、年間 180 時間以上行うこととなっている。この研修の目的は、初

任者が実際の授業で児童生徒を指導していく過程を通して、各教科等の指導の基本的な技能、効果的な

授業展開の在り方、児童生徒の学習活動の様子、教材の工夫等について相談したり、指導助言を受けた

りして、教科指導を中心とした実践的指導力の向上を目指すことにある。 

授業研修は、「Ａ－１授業実践研修」及び「Ａ－２授業に関する研修」の２種類があり、初任者の経験

等の実情に応じて、週６時間となるようにＡ－１、Ａ－２の時間数を設定していく。初任者の中には、

臨時的任用職員として長く教壇に立ち、経験を積んでいる者や新型コロナウイルス感染症の影響により
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養成段階で教育実習を十分にできなかった教育実習特例の対象者もいることから、各学校において弾力

的に研修を組める配慮がなされている。 

なお、教育実習特例の対象者に対して、各学校では、文部科学省総合教育政策局長からの通知（令和

２年８月 27 日付教職第 570 号）において、授業観察を通じた実践的な指導等の充実が求められている。 

「Ａ－１授業実践研修」は、週３～５時間（平成 30 年までは週６時間）、年間 90～150 時間以上行う

研修で、初任者が実際に授業を行って学ぶ時間である。小学校では、ICT を活用した授業実践が求めら

れていることから ICT 機器を活用した授業展開を１回以上行うことになっている。 

「Ａ－２授業に関する研修」は、週１～３時間（平成 30 年までは週２時間）、年間 30～90 時間以上

行う研修で、授業の事前・事後研修及び指導教員以外の教員の授業参観等を行う時間である。この時間

に、授業の計画や授業反省、教材研究等について指導教員等の指導・助言を受けるとともに、校内の他

の教員の授業参観を通して、授業の在り方等についても研修を行う。授業参観は、原則として、小学校

は全教科・領域、中学校は担当教科・領域をそれぞれ１回以上実施することとなっている。 

次に、「Ｂ 年間指導計画に基づく研修」は週１時間、年間 30 時間以上行う研修である。この研修の

目的は、教育活動全般においての必要な事柄を身に付けることにより、教員としての実践的指導力と使

命感を養うことにある。資料２に示すように初任者年間研修計画（校内研修）に基づき指導教員等が指

導を行うが、年間指導計画は、初任者の在籍する市町村教育委員会が作成した初任者年間研修計画（校

内研修）を基に、教職員組織や地域の状況等学校の実情に配慮し、指導教員等の参画を得て、校長が作

成することとなっている 

（２）校外研修 

①校外研修日および研修会場 

校外研修日は、原則、小学校は水曜日、中学校は火曜日となっている。研修会場は、千葉県総合教育

センターを含め５か所の初任者が所属する教育事務所管内の地方研修所等で実施している。本来ならば、

千葉県総合教育センターや地方研修所で行うところ、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、広い

会場を確保できる公共の文化会館等を借用して実施している研修日もある。 

以下に、各研修会場とその研修会場で受講した初任者の地区を示す。 

・千葉県総合教育センター（千葉市） 

 受講者：葛南教育事務所管内の小・中・義務教育学校、北総教育事務所管内（印旛地区）の小・中・

義務教育学校、南房総教育事務所管内（市原地区）の小・中学校 

・東葛飾教育事務所 東葛飾研修所（野田市）、さわやかちば県民プラザ、柏市民文化会館（柏市） 

 受講者：東葛飾教育事務所管内の小・中学校 

・北総教育事務所 東総研修所（銚子市）、成田国際文化会館（成田市） 

 受講者：北総教育事務所管内（香取地区・海匝地区）の小・中学校 

・東上総教育事務所 東上総研修所、茂原樟陽高等学校敷地内文化ホール、長生教育会館（茂原市） 

受講者：東上総教育事務所管内の小・中学校 

・君津教育会館（君津市）、安房教育会館（館山市）、富津市富津公民館（富津市） 

 受講者：南房総教育事務所管内（君津地区・安房地区）の小・中学校 

②校外研修の種類 

校外研修は、年間 15 日間設定されており、３種類の研修から構成されている。校種に関係なく必要

な知識等を学ぶ「共通研修」が５日間、校種に応じた必要な内容を学ぶ「校種別研修」が８日間、校種

ごとに初任者のニーズに応じて柔軟に必要な内容を学ぶ「選択研修」が２日間設定されている。 

年間 15 日間で行われる研修は、「千葉県・千葉市教員等育成指標」（資料 1）に示されている４つの柱

と 16 の構成要素すべてを網羅したものとなっている。資料２の校外研修の右欄の育成指標に「Ａ１」
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と示されている場合は、左欄の研修が「Ａ：教職に必要な要素」の「１：使命感・責任感・教育的愛情・

高い倫理観・服務規律の遵守」に該当する研修内容であることを示している。 

 ③３種類の研修内容 

３種類の研修における主な研修内容について述べる。 

【共通研修・５日】 

以下の３つの研修は集合研修とし、千葉県文化会館、千葉県総合教育センターや地方研修所で行う。 

・第１回目の「開講式」では千葉県の諸施策及び教育課題を理解し、千葉県の教職員としての使命感を

深めることをねらいとしている。 

・第３回目の「異校種交流」では、各種学校の初任者が協議等を通して、各種学校の指導の在り方を学

ぶとともに、児童生徒等に対する実践的指導力を高めることをねらいとしている。 

・第５回目の「教職員としての使命感」等では、教職員の身分・服務・安全管理の概要を、関係法令や

事例に基づき理解することをねらいとしている。 

なお、「開講式」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和２年度同様令和３年度も実

施できない状況であった。その代替として、講師から提供された資料が研修履歴システム「Asstra」（Ⅲ

を参照）にアップロードされ、初任者はその資料にアクセスして研修を行い、レポートにまとめて提出

している。 

次の２つの研修は e ラーニングで在籍校において勤務時間内に受講する。 

・第２回目の「キャリア教育」「いじめ・不登校」「特別支援教育」等では、現代の教育課題に関する内

容について、基本的な考え方や対処方法等について学ぶことをねらいとしている。 

・第４回目の「メンタルヘルス」「接遇」等では、初任者自身のメンタルヘルスケアの在り方や社会人と

しての基本的なマナーを学ぶことをねらいとしている。本研修は、教職大学院修了者で学修の成果が認

められるものは、校長の判断で受講しないことができる。 

【校種別研修・８日】 

教科・領域等に係る研修、特別支援教育にする研修、ICT に係る研修、現代的課題に対応する研修等

が行われる。以下に、その他の特徴的な研修について述べる。 

・「他校研修」では、他校の優れた実践を直接参観したり、体験したりすることを通して、これまでの教

育実践で明らかになってきた自己の課題の解決、改善を図ることをねらいとしている。勤務する近隣校

にいる授業力等に優れた教員の実践を観察し、協議を通して、自己実践に足りない部分を補い、さらに

向上させる研修の機会となっている。 

本研修についても令和２年度同様令和３年度も初任者を受入れる学校の要望によって、一日研修が半

日研修となったり、児童生徒と接触する授業参観はできずに優れた教員から指導を仰ぐのみとなったり

した初任者もいた。 

・「教育実践班別協議」では、自己の課題研究に対して今年度の実践を振り返り、成果と課題を明確にし

て２年目に向けての意欲を高めることねらいとしている。各班５～10 名程度の初任者から構成され、そ

れぞれの班には各教育事務所から推薦されたミドルリーダーが１名講師として指導助言に当たる。 

本研修は、指導助言に当たる講師のミドルリーダーとしての資質能力を向上させる機会にもなってい

る。事前に初任者から提出されたレポートを読んだ講師が、指導助言のための資料を準備して臨み、一

日初任者とのやり取りを通して、若手育成のための力量形成を図る場ともなっている。 

・「理科実験の基本技術と理科室の運営」（小学校対象）では、児童の関心・意欲を高める教材開発や実

験操作の基本及び理科室の運営等について学ぶことをねらいとしている。県の理科離れ対策事業の一環

として位置付けられている研修である。県内の関係県立高等学校約２０校の協力を得て、小・中・高等

学校のサテライト研究員が理科室経営、理科の実験方法や顕微鏡等の器具操作、理科教材の見方・考え
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方や教材の開発等について指導に当たる。 

本研修についても、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和２年度同様令和３年度も研

修会場が密にならないように、半日研修として実施している。 

・「農業・工業関係高等学校体験研修」（中学校対象）では、農業・工業関係高等学校における体験研修

を通して、その概要を理解し、進路指導充実のための一助とすることをねらいとしている。令和３年度

は県内の関係県立高等学校 16 校の協力を得て実施している。初任者の多くが普通科の課程を経てきて

いることから、実際に農業高等学校や工業高等学校で行われている教育活動を体験することで進路指導

やキャリア教育を行う際の指導に役立てている。 

【選択研修・２日】 

小学校の初任者は、２日間設定されている「音楽科」または「家庭科」、「社会科」または「図画工作

科」、「生活科」または「総合的な学習の時間」の研修を自己の課題や要望に合わせて事前に選択して、

受講することができる。 

中学校の初任者は、「進路指導や問題行動の理解等」、「学級づくりや授業づくり等」、「部活動運営や生

徒指導上の課題等」、「教育相談」の４日間の研修の中から自己の課題や要望に合わせて事前に２日間を

選択して、受講することができる。 

 自己選択を行うことにより、学びのねらいを明確にもち主体的に取り組むことができるとともに、ど

の研修も即実践に活かすことができる内容となっている。 

 

４ コロナ禍による初任者研修の在り方 

 教育公務員特例法の一部改正により策定された教員等育成指標に基づき、養成・採用・研修の一体化

の中で初任者研修プログラムの見直しが図られた。しかしその直後にコロナの影響を受けることとなり、

令和２、３年度の初任者研修は様々な制約の中で行われた。これらに鑑み、With コロナを念頭に今後の

初任者研修の研修内容や実施方法のさらなる検討が必要である。 

特に、対面を要する実習や演習、協議等を伴う研修については初任者がコロナに感染して児童生徒に

うつすことがないように感染対策を十分に行い実施する必要がある。小学校では「第５回 異校種交流」

「第７回 理科実験」「第９回 情報教育」「第 11 回 他校研修」「第 14 回 班別協議」、中学校では「第

４回 異校種交流」「第８回 情報教育」「第 10 回 農業・工業関係高等学校体験研修」「第 11 回 他

校研修」「第 16 回 班別協議」のそれぞれ５回が該当する。これらは、初任者同士が様々な体験を通し

て学び合う貴重な機会となっていることから、広い会場を確保し、活動班の人数を少なくしたり、研修

時間を短くし、複数回に分けて行ったりするなど、新型コロナウイルス感染症拡大防止に十分配慮しな

がら、今後とも継続的に行っていきたい研修である。 

一方、講義形式による研修では、受講者が多い会場では、密を避けるために部屋を複数設けてリモー

トによる配信を行いながら実施している。この場合、研修会場に来る必要性があるかという点から、一

方向の講義形式による研修ならば、e ラーニングを活用して初任者研修日に勤務校において勤務時間内

に受講することが可能である。このように研修内容や研修方法に照らし合わせるとともに、働き方改革

の視点からも、今後も e ラーニングによる受講の検討が必要であろう。 

しかしながら、年度途中で精神疾患による療養休暇取得者や休職に入る初任者が増えていることから、

校外研修にて初任者同士が顔を合わせることの重要性も考慮する必要がある。校外研修は、互いに悩み

を抱えている初任者同士が相談したり、情報交換したりできる貴重な機会と捉え、演習を伴う講義は感

染対策を十分施し、対面による研修を行いたい。 
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Ⅲ 研修履歴システム「Asstra」の活用 

 研修履歴システム「Asstra」とは、千葉県教育委員会が所管する教職員の研修を支援するシステムで

ある。「Assistant for Teacher Training」の略で、自ら学び続ける教員の育成を目指している。 

研修履歴システム「Asstra」（以下「Asstra」という。）の本格的運用が始まった令和２年度は、新型

コロナウイルス感染症により全国的に多くの研修が中止された。そのような中、千葉県教育委員会が主

催する多くの研修は「Asstra」の運用により学びの保障と継続に寄与した。初任研も同様に、「Asstra」

の機能を活用し、全面的な中止を免れて初任研を実施することができた。以下に機能と活用法について

述べる。 

１ 「Asstra」の主な機能 

・履歴機能 

  自己の研修受講履歴を確認することができる。受講した研修が育成指標の 16 の構成要素ごとにポ

イントとしてグラフ化され、学びの蓄積を可視化することで、次の研修選択に役立てることができる。 

・研修検索機能 

 自分の目標や課題に合わせた研修を検索することができる。 

・研修申込機能 

 受講したい研修を申し込んだり、受講の可否を確認したりすることができる。 

・研修支援機能 

研修の実施要項、研修資料、連絡等が受け取れたり、e ラーニングにより勤務校で研修を行い、課

題レポートを提出したりすることができる。 

 

２ 初任研における「Asstra」の活用法 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和２年度および３年度の校外研修に関する初任研

は、対面を要する集合研修が難しい時期が長かったことから、計画通りに実施できない研修が多くあっ

た。しかしながら、研修講師に資料の提供を依頼し、講師から提供されたプレゼンテーション資料や映

像資料などを「Asstra」にアップロードすることで、初任者は勤務校において、資料にアクセスして代

替研修を行うことができた。研修後は、研修内容についてまとめたレポートを「Asstra」を通して、提

出していた。 

「Asstra」の活用により、初任者研修を継続的に行い、初任者の学ぶ機会を保障することができた。

また、移動や出張前の事前準備等に係る時間を省け、働き方改革の一翼も担うことができた。このこと

に鑑み、令和２年度に１回実施した e ラーニングを、令和３年度は講義形式の座学で学べる研修内容を

e ラーニングに移行し、２回実施とした。 

 

Ⅳ 初任者研修に関するアンケート結果 

 千葉県総合教育センターでは、すべての研修において、受講者に対して研修に関するアンケートを行

っている。本年度の初任者にも初任者研修に関するアンケートを行っている（表１）。設問は４つで、「大

変そう思う」「概ねそう思う」「あまりそう思わない」「まったく思わない」の４件法で回答を求めている。 

 表 1-1 と表 1-2 からも分かるように、98％以上の初任者が「１ 自己の資質・能力の向上に役に立つ

内容」だったとし、「2 提示した資料は、今後の指導等に活かせるもの」であったとも回答している。こ

のことから、校外研修の内容は充実しており、初任者のニーズに合っていたものと考えられる。また、

「4 新たな課題や実践上の課題を見つけ、それに取り組もうと思った」という設問に対して、99％の初

任者が肯定的な回答をしている。校外研修を通して、学校現場での自己の課題を見つけ、真摯に取り組

もうとする初任者の姿勢が表れている。「3 研修の進め方や形態」については、「よかったとあまり思わ
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ない」初任者もおり、対面による集合研修や e ラーニングによる研修について詳細に聞き取りを行い、

初任者のニーズも把握しながら、研修の形態を考えていく必要がある。 

表 1-1 小学校初任者研修に関するアンケ卜結果（％） 

 大変 
そう思う

概ね 
そう思う

あまりそう 
思わない 

全くそう
思わない

①本研修は自己の資質・能力の向上に役立つ内容だった。 65 33 2 0 

②本研修で提示した資料は、今後の指導等に生かせるも
のであった。 66 33 1 0 

③本研修の進め方や形態はよかったか。 63 34 3 0 

④本研修を通じて新たな課題や実践上の課題を見つけ、
それに取り組もうと思った。 67 32 1 0 

表 1-2 中学校初任者研修に関するアンケ卜結果（％） 

 大変 
そう思う

概ね 
そう思う

あまりそう 
思わない 

全くそう
思わない

①本研修は自己の資質・能力の向上に役立つ内容だった。 65 33 1 1 

②本研修で提示した資料は、今後の指導等に生かせるも
のであった。 64 34 1 0 

③本研修の進め方や形態はよかったか。 63 33 3 1 

④本研修を通じて新たな課題や実践上の課題を見つけ、
それに取り組もうと思った。 66 33 1 0 

Ⅴ おわりに 

大量退職・大量採用の影響により、多くの経験の浅い教員が学校現場に送り出される中で、養成・採

用・研修を通じて、教員の資質向上を図ることが喫緊の課題となっている。おわりにあたって、養成段

階の学びと初任者研修の関わりについて述べる。 

初任者研修は、育成指標のステージⅠの段階の 初の研修である。教員としての仕事を行う上で必要

なことがらを身に付けるためのものであり、実践的指導力と使命感を養うとともに幅広い知見を得させ

ることを目的としている。年間研修計画に基づく初任者研修と共に、「教師は現場で育つ」ものであるこ

とから、勤務校での OJT による研修の充実も求められる。各学校においては、学校組織全体で初任者

を育成しているが、教職員の年齢層が若かったり、小規模校における単学級や１教科１人配置だったり

する場合は、OJT による研修が難しい状況にある。この場合は年間研修計画に基づく校内研修の充実及

び校外の初任者研修がさらに重要となってくる。 

このことも踏まえて養成段階を担う大学では、一般的教養と専門的教養を習得させながら、人間性を

育むことはもちろん、学生が学校現場に立った際に、前向きに取り組もうとする実践意欲と実践的指導

力の育成につながる授業が必要である。同時に、教員を目指して教壇に立った後、メンタルヘルスに支

障をきたすことがないように学生自らに教員としての適性があるかどうかを見極めさせる機会も求め

られる。 

そのために、学生が学校現場の状況を理解しながら、実践も学べる授業を行っていきたい。現職教員

から学ぶことを基本とし、実際に学校現場で起こっている生徒指導や教育相談等の課題に向き合わせた

り、現職教員を前にして授業を行ったりする中で、児童生徒を念頭に直接現職教員から指導や助言をも

らうことで、理論と実践の行き来を図りつつ、学校現場で活躍できる人材を育成するとともに、教員の

適性を判断する場ともしていきたい。 

大学で学んだ理論と実践が、学校現場での教育実践に活かされ、校内外の初任者研修においてさらに

理解を深めることで、学校現場で求められる実践的指導力の向上につながると考える。 
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千葉県・千葉市教員等育成指標

四
つ
の
柱

千葉県・千葉市が
求める教員像

ステージⅠ
【成長期】

(学級経営、担当教科指導等)
学級・教科担任等としての

自覚と資質能力の向上

ステージⅡ
【発展期】

（学年経営、校務分掌主任等の
ミドルリーダー）

ミドルリーダーとしての
自覚と資質能力の向上

ステージⅢ
【充実期】

（学校運営等、職員全体へ
指導・助言）

チーム学校をリードする
自覚と資質能力の向上

○教職の意義
○教員の役割
○教職への意欲
○課せられる義務等

○教育の理念・歴史・思
　想や社会的・制度的・
　経営的事項等について
　の基礎的知識(選択)
○学習指導要領、幼稚園
　教育要領に示された教
　科領域の目標・ねらい
　・内容

○基礎的な学習指導理論
○発達・学びの過程
○指導技術
○具体的な授業設計・保
　育を構想する方法

○特別な支援を必要とす
　る幼児児童生徒に対す
　る学習上の困難の把握
　と支援の方法

○幼児児童生徒の心身の
　発達の過程・特徴
○生徒指導の意義・原理
　・進め方

○学校における教育相談
　の意義・理論
○教育相談を進める際に
　必要な基礎的知識

○特別な支援を必要とす
　る幼児児童生徒の特性
　・心身の発達
○生活上の困難の把握と
　支援の方法

○人権教育の理念
○理念に基づく、いじめ
　等の問題行動に対する
　適切な対応の在り方

○各学校で編成される教
　育課程の意義・編成の
　方法
○各学校の実情に合わせ
　てカリキュラム・マネ
　ジメントを行うことの
　意義

○指導以外の校務を含め
　た教員の職務の全体像

○取組事例を踏まえた家
　庭・地域との連携・協
　働の仕方
○学校の担う役割が拡大
　する中、内外の関係機
　関との連携や、分担し
　て対応することの意義
　・方法

○研究と修養による資質
　能力の向上の意義・方
　法

　研修（研究）における成果と課題を把握し、教員としての資質能力の向上を図るた
めに必要な研究と修養に努めるとともに、校内研修体制づくりに取り組んでいる。

○進路指導とキャリア教
　育の意義・理論、指導
　の在り方等

　幼児児童生徒の自己実現の視点に立った授業展開、体験活動、ガイダンスとカウン
セリングの充実に努めている。

チ
ー
ム
学
校
を
支
え
る
資
質
能
力

○教育課程の管理・運用

　各学校で編成される教育課程を確実に実施するとともに、カリキュラム・マネジメ
ントの視点から常に見直し、学校の実態に応じた教育課程に改善しようしている。ま
た、特別な支援を必要とする幼児児童生徒の教育課程の編成について適切な対応に努
めている。

○校務分掌
○他の教職員との連携・調整

　組織の一員として学校運営を支える力となり、自分の役割を責任をもって、積極的
に果たしている。

○家庭や地域社会、関係機関
　との連携・協働

　家庭や地域社会、関係機関との連携・協働に努め、地域とともに歩む学校づくりに
取り組んでいる。

○研修（研究）体制

生
徒
指
導
等
に
関
す
る

実
践
的
指
導
力

○幼児児童生徒理解
○信頼関係の構築
○生徒指導

　幼児児童生徒の心身の発達の特徴や現在の状況等を理解するとともに、幼児等との
信頼関係を構築し、学級経営をはじめ、集団の掌握・適切な指導を行っている。

○教育相談
○個別指導

　幼児児童生徒一人一人の課題の解決に向け、個々の悩みや思いを共感的に受け止
め、園・学校生活への適応や人格の成長への援助を図っている。

○特別な支援を必要とする幼
　児児童生徒の理解
○生活上の支援

　特別な支援を必要とする幼児児童生徒の個々の状況を理解するとともに、家庭や他
の教職員、関係機関等と連携しながら、その状況に応じた生活上の支援を行ってい
る。

○人権教育の推進
○問題行動等への対応

　人権教育の理念のもと、いじめ、不登校、情報モラル等生徒指導上の課題に対し、
家庭、他の教職員、関係機関等との連携を図りながら、幼児児童生徒に対し適切な指
導を行っている。

○進路指導
○キャリア教育

学
習
指
導
に
関
す
る

実
践
的
指
導
力

○教科等についての専門性
　教科等に関する専門性を生かした授業を展開し、主体的・対話的で深い学びの視点
からの授業改善に努めている。

○授業実践
○指導技術

　地域や幼児児童生徒の実態を把握し、問題解決的な学習過程を展開するとともに、
単元など内容や時間のまとまりの中で、習得・活用・探究のバランスを工夫し、主体
的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に努めている。

○特別な支援を必要とする幼
　児児童生徒への学習上の支
　援

　特別な支援を必要とする幼児児童生徒についてその状況を把握し、家庭や他の教職
員、関係機関等と連携しながら、個別に学習上の支援の工夫を行っている。

目標　　信頼される質の高い教員の育成を目指して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「千葉県の教育の振興に関する大綱」「千葉市の教育に関する大綱」及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２期千葉県教育振興基本計画「新　みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」より

構成要素 養成段階

教
職
に
必
要
な
素
養

○使命感　　　○責任感
○教育的愛情　○高い倫理観
○服務規律の遵守

教
育
実
習
・
ち
ば
！
教
職
た
ま
ご
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
【
指
導
教
員
の
も
と
で
体
験
を
積
み
、
学
校
教
育
の
実
際
を
体
験
的
に
理
解
す
る
】

○人間性豊かで、
　教育愛と使命感
　に満ちた教員

○高い倫理観をも
　ち、心身ともに
　健康で、明朗、
　快活な教員

○幅広い教養と学
　習指導の専門性
　を身に付けた教
　員

○幼児児童生徒の
　成長と発達を理
　解し、悩みや思
　いを受け止め、
　支援できる教員

○組織の一員とし
　ての責任感と協
　調性をもち、互
　いに高め合う教
　員

　教員としての職務に対する使命感、責任感、教育的愛情をもち、教職に対する強い
情熱をもっている。また、教育公務員として高い倫理観をもち、服務規律を遵守し、
公正に職務を遂行している。

○社会性
○コミュニケーション能力 ○教員としての広い視野

　や教養等を身に付ける
　とともに、学び続ける
　意欲やコミュニケーシ
　ョン能力を育む。

　社会性、コミュニケーション能力等を備え、職務に応じて積極的に他の教職員と協
働し、幼児児童生徒、保護者、地域等と関わっている。

○広い視野
○学び続ける意欲
○社会の変化への対応

　広い視野をもち、教員としての資質能力の向上のため、研究と修養に努め、新たに
必要とされる知識や技能を取り入れ、実践にあたっている。

○教職に関する教養
　教育に関し、社会的・制度的事項やその意義、歴史等について理解するとともに、
最新の動向に関し情報収集に努めている。

資料１　千葉県・千葉市教員等育成指標
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千葉県の初任者研修の現状
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月 校　内　研　修（参考例） 校　外　研　修 育成
目標

４
月

１・ 本校の教育課題と学校教育目標、保護者、
地域との連携

２・１学期の学級経営計画
３・年間指導計画
４・家庭訪問の意義と進め方

５
月

５・ 基本的生活習慣の形成、日常の健康観察と
保健指導

６・学級経営の意義と学級通信
７・服務と表簿・文書に関する取扱い
８・学校行事の意義とその指導

第１回（共１）
開講式　学び続ける教職員を目指して
 ・初任者に期待すること
 ・初任者研修の進め方
 ・共通研修について
第２回（校１）
 ・校種別研修の進め方
 ・学級経営の進め方～子供や保護者との人間関係づくり～
 ・特別活動の意義と実際～学級担任の役割と学級づくり～
 ・豊かな心を育む道徳教育

Ａ１
Ａ４
Ａ４

Ａ４
Ｃ８
Ｂ５
Ｂ６

６
月

９・学級単に院の役割と適切な言語環境
10・教室環境づくり
11・総合的な学習の時間の計画

第３回（校２）
 ・小学校段階におけるいじめ、不登校への対応
　～実践例を中心に～
 ・特別な配慮を必要とする児童への生活上の支援
　～実践例を中心に～
 ・外国語科、外国語活動における教材研究の方法と授業づくり
第４回（共２）：ｅラーニング１
 ・児童生徒が成長するキャリア教育の基本的な考え方
 ・いじめ、不登校への対応の基本
 ・共生社会の実現に向けた特別支援教育の実践
 ・子供たちの人権と教職員の役割
　（虐待、生活困窮、ＬＧＢＴ含む）

Ｃ９

Ｃ10

Ｂ５

Ｃ12
Ｃ９
Ｂ７
Ｃ11

７
月

12・１学期の学級経営の評価、通知票の作成
13・１学期の反省と評価、通知票の作成
14・不祥事根絶に向けて

第５回（共３）
 ・異校種交流
　～目指す教師像、そして明日からできること

Ａ２
Ａ３

８
月

第６回（共４）：ｅラーニング２（８月中に視聴）
 ・メンタルヘルスと働き方
 ・日本語能力が十分でない子供への指導
　～実践例を中心に～
 ・接遇の基礎
第７回（校３）県内関係県立高等学校会場
 ・理科実験の基本技術と理科室の運営

Ａ２
Ｂ７

Ａ２

Ｂ５

９
月

15・２学期の学級経営計画
16・災害時の対応と非難のさせ方
17・集団指導と個別指導（子供をほめる、叱る）

第８回（共５）
 ・子供が安心して学習するために
　～学校保健と安全・食育・ＡＥＤの使用～
 ・教職員としての使命感、人事評価制度
第９回（校４）
 ・情報教育の推進
第10回（選１
 ・体育科における教材研究の方法と授業づくり
　（以下の２つからいずれか一方を選択）
 ・音楽科における教材研究の方法と授業づくり
 ・家庭科における教材研究の方法と授業づくり

Ｄ14

Ａ１

Ｂ６

Ｂ５

Ｂ５
Ｂ５

10
月

18・事故や緊急時の対応（AEDの取扱い）
19・交通安全指導の進め方
20・学級活動の進め方（係活動、話し合い活動）

第11回（校５）（10月～11月中に実施）
 ・他校研修「優れた実践に学び、課題解決を図る」　
第12回（選２）
　（以下の２つからいずれか一方を選択）
 ・社会科における教材研究の方法と授業づくり
 ・図画工作科における教材研究の方法と授業づくり
　（以下の２つからいずれか一方を選択）
 ・総合的な学習の時間における教材研究の方法と授業づくり
 ・生活科における教材研究の方法と授業づくり

Ｂ６
Ｃ８

Ｂ５
Ｂ５

Ｂ５
Ｂ５

資料２－１　小学校年間研修計画　（共：共通研修、校：校種別研修、選：選択研修）
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11
月

21・「私の教育実践」
　（校外研修班別協議会レポートの作成）
22・学校図書館の活用及び読書指導
23・児童会活動の進め方

第13回（校６）
 ・保幼小の連携と接続
 ・グローバル化に対応した教育
 ・第２回共通研修で学んだ事
　～今後の実践に向けて（班別協議）～

C8D13
Ｃ12
B7C11
C9C12

12
月

24・ 学校における生徒指導体制、児童虐待への
対応

25・２学期の反省と冬季休業中の生活指導

第14回（校７）
 ・私の教育実践（班別協議） A2B6

C8D16

１
月

26・３学期の学級経営計画
27・学年末学級事務処理の進め方
28・諸表簿の整理と指導要録の作成

２
月

29・学年末における生徒指導の在り方
30・１年間のまとめと来年度への展望

第15回（校８）　中学校初任研と合同
 ・学校問題への対応の実際
 ・組織の一員としての連携、協働の在り方
　～実践例を中心に～
 ・１年間の研修のまとめ
 ・教員の資質能力向上のための能動的自 立研修の進め方
 ・これからの若手教員に期待すること
閉講式

Ｄ15
Ｄ13

Ｄ14
A1A2
Ａ３

３
月

資料２－２　中学校年間研修計画　（共：共通研修、校：校種別研修、選：選択研修）

月 校　内　研　修（参考例） 校　外　研　修 育成
目標

４
月

１・  本校の教育課題と学校教育目標、保護者、
地域との連携

２・１学期の学級経営計画
３・年間指導計画
４・家庭訪問の意義と進め方

５
月

５・学校行事の意義とその指導
６・ 基本的生活習慣の形成、健康診断の記録と

活用
７・学級経営の意義と学級通信

第１回（共１）　
開講式　学び続ける教職員を目指して
 ・初任者に期待すること
 ・初任者研修の進め方
 ・共通研修について
第２回（校１）
 ・校種別研修の進め方
 ・学級経営の進め方～子供や保護者との人間関係づくり～
 ・特別活動の意義と実際～学級担任の役割と学級づくり～
 ・豊かな心を育む道徳教育

Ａ１
Ａ４
Ａ４

Ａ４
Ｃ８
Ｂ５
Ｂ６

６
月

８・よりよい部活動指導の在り方
９・総合的な学習の時間
10・テストの作成、評価と分析

第３回（共２）：ｅラーニング１
 ・児童生徒が成長するキャリア教育の基本的な考え方
 ・いじめ、不登校への対応の基本
 ・共生社会の実現に向けた特別支援教育の実践
 ・子供たちの人権と教職員の役割
　（虐待、生活困窮、ＬＧＢＴ含む）

Ｃ12
Ｃ９
Ｂ７
Ｃ11

７
月

11・個人面談と保護者面談
12・１学期の反省と夏季休業中の生徒指導
13・不祥事根絶に向けて

第４回（共３）
 ・異校種交流
　～目指す教師像、そして明日からできること～
第５回（共４）：ｅラーニング２（８月中に視聴）
 ・メンタルヘルスと働き方
 ・日本語能力が十分でない子供への指導
　～実践例を中心に～
 ・接遇の基礎

Ａ２
Ａ３

Ａ２
Ｂ７

Ａ２

※「選択研修」は１～４の中から２日を選択
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第６回（選１）
 ・キャリア教育の推進 
 ・問題行動に対する理解とその対応
　 ～暴力対応、ＳＮＳ対応等～ 
 ・学習指導のポイント１
 「 主体的・対話的で深い学び」の実現に 向けた学習形態等の

工夫

Ｃ12
Ｃ11

Ｂ６

８
月

第５回（共４）：ｅラーニング２（８月中に視聴）
 ・メンタルヘルスと働き方
 ・日本語能力が十分でない子供への指導
　～実践例を中心に～
 ・接遇の基礎
第６回（選１）
 ・キャリア教育の推進 
 ・問題行動に対する理解とその対応
　～暴力対応、ＳＮＳ対応等～ 
 ・学習指導のポイント１
 「 主体的・対話的で深い学び」の実現に 向けた学習形態等の

工夫

Ａ２
Ｂ７

Ａ２

Ｃ12
Ｃ11

Ｂ６

９
月

14・２学期の学級経営計画
15・災害時の対応と非難のさせ方
16・服務と表簿・文書に関する取扱い

第７回（共５）
 ・子供が安心して学習するために
　～学校保健と安全・食育・ＡＥＤの使用～
 ・教職員としての使命感、人事評価制度
第８回（校２）
 ・情報教育の推進
第９回（選２）
 ・ 生徒指導の機能を生かした学級づくり、 授業づくり（実践

例をもとに） 
 ・小中の連携と接続 
 ・総合的な学習の時間の意義と実際

Ｄ14

Ａ１

Ｂ６

Ｂ６

C8D13
Ｂ５

10
月

17・事故や緊急時の対応（AEDの取扱い）
18・学校における生徒指導体制
19・生徒会活動の進め方

第10回（校３）
 ・体験研修(農業・工業関係高等学校等体験研修)
第11回（校４）（10月～11月中に実施）
 ・他校研修「優れた実践に学び、 課題解決を図る」
第12回（校５）
 ・学習指導のポイント２
　～教材研究、評価の方法と実際～
 ・学習指導のポイント３
　～学習指導案の書き方と指導法の工夫～

A3C12

B6C8

Ｂ５
Ｂ６
Ｂ５
Ｂ６

11
月

20・教育相談の具体的実践
21・生徒指導の在り方
22・学級通信の作り方

第13回（校６）
 ・グローバル化に対応した教育
 ・第２回共通研修で学んだこと
　～今後の実践に向けて（班別協議）～
第14回（選３）高等学校と合同
 ・部活動中の安全管理や生徒の体調管理
 ・生徒・保護者・地域から信頼される部活動指導者を目指して
 ・少年非行・少年犯罪の現状と未然防止
 ・所属校における生徒指導上の諸課題への対応
第15回（選４）高等学校と合同 
 ・教育相談の理論と実際 
 ・特別な配慮を必要とする生徒の理解と具 体的支援

Ｃ12
B7C11
C9C12

Ｃ８
Ａ１
Ｃ８
Ｃ８

Ｃ９
B7B10

12
月

23・集団指導と個別指導
24・２学期の反省、冬季休業中の生活の仕方
25・卒業生の生き方、過ごし方

第１6回（校７）
 ・私の教育実践（班別協議）

A2B6
C8D16

１
月

25・３学期の学級経営計
26・帰国生徒・外国人生徒の指導の在り方
27・諸表簿の整理と指導要録の作成

２
月

28・学年末学級事務処理の進め方
29・学年末における生徒指導の在り方
30・１年間のまとめと来年度への展望

第17回（校８）小学校と合同
 ・学校問題への対応の実際
 ・組織の一員としての連携、協働の在り方
　～実践例を中心に～ 

Ｄ15
Ｄ13
Ｄ14
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 ・１年間の研修のまとめ
 ・教員の資質能力向上のための能動的自立研修の進め方
 ・これからの若手教員に期待すること 
閉講式

Ａ１
Ａ２
Ａ３

３
月

※資料２－１及び２－２の年間研修計画は、「指標」及び令和３年度千葉県小・中学校初任者研修実施要 項に基づき、千葉
県教育委員会が作成したものである。なお、この年間研修計画は３学期制を対象としている。

資料２－３　高等学校年間研修計画　（共：共通研修、校：校種別研修、選：選択研修）

月 校　内　研　修（参考例） 校　外　研　修 育成
目標

４
月

１・勤務校の理解
　（沿革と現状、教育目標、教育課程）
２・諸表簿等の取扱
　（校内諸規定、公文書、出席簿、指導要録）
３・接遇の心得
　（電話対応、来客対応、身だしなみ等）

５
月

４・ 学校行事における生徒指導上の留意点（校
外学習、体育祭、文化祭等）

５・職員会議の意義と参加の仕方
６・勤務校の生徒指導体制と生徒指導上の課題

第１回（共１）
開講式　学び続ける教職員を目指して
 ・初任者に期待すること
 ・初任者研修の進め方
 ・共通研修について
第２回（校１）
 ・教員の資質能力向上のための能動的自 立研修の進め方
 ・研修のねらいと意義 ・進め方
 ・生徒への接し方（ほめ方・しかり方）

Ａ１
Ａ４
Ａ４

Ｄ16
Ｄ16
Ｃ８

６
月

７・ テスト問題作成及び学期の成績処理の方法
と注意点

８・ 「チームとしての学校」の在り方（校務分
掌実務の理解）

９・ 校則等の意義の理解及び生徒の諸届の様式
と取扱

10・個人情報管理の徹底
　（校内ルールの周知）

第３回（共２）【eラーニング１】
 ・児童生徒が成長するキャリア教育の基本的な考え方
 ・いじめ ・不登校への対応の基本
 ・共生社会実現に向けた特別支援教育の実践
 ・子供たちの人権と教職員の役割
　（虐待、生活困窮、ＬＧＢＴ含む）
第４回（校２）
 ・基礎基本の定着を図る学習指導の在り方
 ・生徒指導と部活動指導の在り方

Ｃ12
Ｃ９
Ｂ７
Ｃ11

B5B6
Ｃ８

７
月

11・１学期を振り返って
　（教科指導及び生徒指導の成果と課題）
12・夏季休業中の生徒指導、部活動指導、合宿
等における生徒指導上の留意点

第５回（選１）
 ・ＩＣＴを活用した授業の実際及び情報モラルの指導
 ・「対話的で深い学び」の実現に向けた学習形態等の工夫

Ｂ６
Ｂ６

８
月

13・地域理解及び開かれた学校づくり
14・ 勤務校における教育相談体制と教育相談活

動の実際
15・ 生徒指導の機能を重視した分かる授業づく

り

第６回（共３）　
 ・異校種交流
　～目指す教師像、そして明日からできること～
第７回（共４）【eラーニング２】
 ・メンタルヘルスと働き方
 ・日本語能力が十分でない子供への指導
 ・接遇の基礎
第８回（校３）【eラーニング３】
 ・高等学校学習指導要領改訂のポイント
　～教育課程とカリキュラム・マネジメントの理解～
 ・「主体的・対話的で深い学び」の実践例に学ぶ
第９回（校４）
 ・学習環境整備の推進
 ・初任者代表授業、ミニ模擬授業に向けて

Ａ２
Ａ３

Ａ２
Ｂ７
Ａ２

Ｄ13

Ｂ６

Ｂ６
Ｄ16

９
月

16・ 生徒指導・部活動指導の現状と在り方（若
手教員研修チームによる協議）

17・ 勤務校における不登校生徒の現状と不登校
生徒の理解

18・ 勤務校における広報活動及び保護者との連
携の実際

第10回（共５）
 ・子供が安心して学習するために
　～学校保健と安全・食育・AEDの使用～
 ・教職員としての使命感
　～自分と家族そして学校を守るために～

Ｄ14

Ａ１
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10
月

19・ホームルーム運営の在り方
20・学校図書館活用の意義と実際
21・家庭連絡及び保護者対応の際の留意点

第11回（校５）
 ・共通eラーニング班別協議
 ・ミニ模擬授業
第12回（選２）
 ・県立高等学校教育の現状と展望
 ・高大接続システム改革と高等学校教育
 ・主権者教育基礎研修
 ・消費者教育基礎研修
第13回（校６）（10～11月中）
 ・初任者代表授業

Ｃ８
Ｂ６

Ａ４
Ｃ12
Ａ３
Ａ３

B5B6

11
月

22・勤務校における道徳教育の実践
　（道徳教育推進教師等による講話・演習）
23・勤務校の特別活動及び生徒会活動

第14回（選３）　　　　
 ・部活動中の安全管理や生徒の体調管理
 ・生徒・保護者・地域から信頼される部活動指導者を目指して
 ・少年非行・少年犯罪と未然防止
 ・所属校における生徒指導上の諸課題への対応
第15回（選４）
 ・教育相談の理論と実際
 ・特別な配慮を必要とする生徒の理解と具体的支援

Ｃ８
Ａ１
Ｃ８
Ｃ８

Ｃ９
B7C10

12
月

24・学校人権教育の展開
　（「ＬＧＢＴの理解」含む）
25・２学期を振り返って
　（教科指導及び生徒指導の成果と課題）

第16回（校7）　
 ・学校教育相談の基本
 ・サイバー犯罪への対応と情報モラル
 ・日本の伝統文化の理解

Ａ３
Ｃ11
A3A4

１
月

26・ 公立高等学校入学者選抜方法の理解とその
業務

27・保健室の機能と学校保健

第17回（校８）
 ・総合的な探究の時間の考え方
 ・高等学校における道徳教育の推進
 ・eラーニングの振り返り
 ・初任者研修の振返りと２年目へ向けての課題設定
閉講式

Ｂ５
Ｂ５
Ｄ14
Ｄ16

２
月

28・勤務校における進路指導の意義と実際
29・いじめ問題の理解とその対応

（いじめアンケート結果）
30・１年間を振り返って

（校内初任者研修部会による講話）

３
月

※資料２－３の年間研修計画は、「指標」及び令和３年度千葉県高等学校初任者研修実施要項に基づき、千葉県教育委員会が
作成したものである。

資料２－４　特別支援学校年間研修計画　（共：共通研修、校：校種別研修、選：選択研修）

月 校　内　研　修（参考例） 校　外　研　修 育成
目標

４
月

１・本校の教育課題と学校教育目標
２・年間学習指導計画と１学期の学級経営計画
３・社会人としてのマナーや言動

５
月

４・服務と表簿・文書に関する取扱い、諸表簿
の整理の仕方
５・研修履歴システム「Asstra」の入力
６・学校行事、学級経営の意義
７・個別の教育支援計画・指導計画の作成

第１回（共１）
開講式　学び続ける教職員を目指して
 ・初任者に期待すること
 ・初任者研修の進め方
 ・共通研修について

Ａ１
Ａ４
Ａ４

６
月

８・自立活動の指導と指導計画の活用
９・読書指導と言語活動の充実
10・災害時の対応と避難方法

第２回（校１）
 ・校種別研修について
 ・千葉県の特別支援教育
 ・保護者の思いに学ぶ
 ・卒業生の思いに学ぶ
第３回（校２）
 ・特別支援学校における道徳教育の実践
 ・特別支援学校の教育課程と教科等を合わせた指導の実際
 ・個別の指導計画の作成と活用
　～個に応じた指導の充実のために～

Ａ４
A2A3
Ｄ15
Ｃ８

Ｂ６
Ｄ13
Ｂ７
Ｃ10
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第４回（共２）：ｅラーニング１
 ・児童生徒が成長するキャリア教育の基本的な考え方
 ・いじめ、不登校への対応の基本
 ・共生社会の実現に向けた特別支援教育の実践
 ・子供たちの人権と教職員の役割
　（虐待、生活困窮、ＬＧＢＴ含む）

Ｃ12
Ｃ９
Ｂ７
Ｃ11

７
月

11・１学期の反省と評価、通知票の作成
12・家庭訪問の意義と進め方

第５回（校３）
 ・情報教育の推進
　（ＩＣＴの活用と情報モラルの指導、プログラミング教育）
第６回（共３）
 ・異校種交流
　～目指す教師像、そして明日からできること～

Ｂ６

Ａ２
Ａ３

８
月

13・道徳教育の実践 第７回（共４）：ｅラーニング２
 ・メンタルヘルスと働き方
 ・日本語能力が十分でない子供への指導
　～実践例を中心に～
 ・接遇の基礎
第８回（選１）Ａ・Ｂより１つ選択、Ｃ・Ｄより１つ選択
Ａ：在宅ワーキング～重度障害者の就労を考える～
Ｂ：障害者高等技術専門校から考える特別支援学校の役割
Ｃ：特別支援学級の実践に学ぶ
Ｄ：就学前の障害のある幼児の実践に学ぶ

Ａ２
Ｂ７
Ａ２

Ｃ12
Ｃ12
Ｂ７
Ｄ15

９
月

14・救命救急対応（ＡＥＤ、エピペン等　）
15・「私の教育実践」中間報告
16・学習指導案の作成

第９回（選２）Ｅ・Ｆいずれかを選択
Ｅ：校内の優れた授業研究から学ぶ～授業研究・協議～
Ｆ：他校の授業公開等から学ぶ～授業参観・協議～
　※　９～１２月に各自の計画により実施する。
第10回（共５）
 ・子供が安心して学習するために
　～学校保健と安全・食育・ＡＥＤの使用～
 ・教職員としての使命感、人事評価制度
第11回（校４）
 ・自閉症のある児童生徒の理解と指導の実際
 ・心のバリアフリー～交流及び共同学習の実践～
 ・障害者の就労と生活を支える

Ｂ５
Ｂ６
Ｂ７

Ｄ14

Ａ１

Ｂ７
Ｄ15
Ｃ12

10
月

17・個別の教育支援計画・指導計画の活用
　（ＰＤＣＡ）
18・アセスメントによる幼児児童生徒理解
19・児童、生徒会活動の進め方

第12回（校５）
 ・教育相談の基本～カウンセリングマインドの技術～
 ・重度重複障害のある児童生徒の指導の実際
 ・第４回校外研修で学んだこと
　～今後の実践に向けて（班別協議）～

Ｃ９
Ｂ７
Ａ３

11
月

20・教育相談の具体的実践
21・生徒指導の在り方
22・学級通信の作り方

第13回（校６）
 ・障害者スポーツの理念と実際
　～フライングディスク体験～
第14回（校７）
 ・私の教育実践
　～明日の自分は今日の自分より素晴らしい～

Ｂ５
Ｂ６

A2B6
C8D16

12
月

23・集団指導と個別指導
24・２学期の反省、冬季休業中の生活の仕方
25・卒業生の生き方、過ごし方

１
月

26・チーム学校～ＰＴＡの組織と運営～
27・校務分掌の意義と事務処理遂行
28・他の障害の理解

第15回（校８）
 ・未来の障害者～インクルーシブ・アイデアソン～
 ・１年間の研修のまとめ
 ・これからの特別支援教育
閉講式

A2A3
Ｄ16
Ａ４

２
月

29・指導要録の作成
30・１年間のまとめと来年度への展望

３
月

※資料２－４の年間研修計画は、「指標」及び令和３年度千葉県特別支援学校初任者研修実施要項に基づき、千葉県教育委員
会が作成したものである。
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IV. おわりに 
 

 あらゆる対人援助部門において、実習の重要性が確認された。ただ最後に、本研究から見

えてきた人材育成ルートからの、実習等を行う際の「不承認（注）」という問題についてふ

れておきたい。 

 

注：この「不承認」という言葉は、仮の用語として提案したい。他に「除外」も検討したが、

適切な表現とは思えず、我々の合議の上でとりあえずこの「不承認」となった。こうした適

切な表現を見つけられないこと自体、この問題の難しさを象徴しているように思える。 

 

 現時点では、3 つの段階が想定される。その一つ目が、養成段階のもので、本年度研究（Ⅱ

-2-(3)-3)）で行った「実習に出せない学生（養成者）」という質問にあたる。これについては、

これまでの経験と今回研究（対話）の結果からも、おおよそ共通のイメージを持つことは可

能と考えられる。 

 また、2 つ目の初期実務研修の不承認（不採用）については、すでに実施されている教育

領域の「条件附採用期間制度」を紹介しておく。もともと地方公務員法第 22 条に基づく地

方公務員の採用については、条件附採用期間が 6 ヶ月とされ、教員も同じ制度のもとにあ

った。しかし、初任者研修制度の導入にあたり、その職務の専門性から六ヶ月間での能力実

証は不十分として、教育公務員特例法改正（1988 年）により一年に延長された（昨年度報

告書Ⅱ-3,39 頁）。そして、新規採用教員に対する初任者研修（Ⅲ-6 参照）は、この一年間の

条件附採用期間で実施されることとなったのである。その後、文部科学省による通達（2004

年）によってこの制度の「厳密な運用」が強調され、しだいに各都道府県教育委員会が初任

者教員に対して一般教員とは別な評定を始めた。これによって条件附採用期間制度は、次年

度「正規採用」としない＝「不採用」を決定するという形で文字通り厳格に運用されること

となった（保坂, 2009）。本来この制度の趣旨は、教員採用選考において一定の能力実証を

得た者について、真に実務への適応能力があるかを見極めることにあるとされている。従っ

て、文部科学省による公立学校教職員の人事行政の状況調査の中では、「指導が不適切な教

員の人事管理に関する取り組み等について」として実施されている調査の中に位置づけら

れている。現在、多くの教育委員会が、この条件附採用期間の教員に対する勤務評定として

勤務状況報告書等を求めるなど、一般の勤務評定とはその実施時期や評定方法等が異なる

評定を実施するという厳格な運用に取り組んでいる。具体的には、①一般の勤務評定と異な

る評価項目を設ける、②勤務状況報告書等の提出を求める、③学校訪問を行い、条件附採用

教員の勤務状況を確認する、などが実施されているのである。このうち千葉県教育委員会は、

先の文部科学省通知を受けて新規採用教職員の条件附採用期間制度の適切な運用を図ると

ともに、初任者研修及び教員採用候補者選考の改善と充実に資するための会議を 2006 年度

から開催している。この会議では、教職員課の管理主事らが、各学校から提出された勤務状
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況報告書（年度 3 回）と各市町村教育委員会からの意見に基づき、上記の目的に沿って初任

者教員の状態及びその指導について検討を重ねるという丁寧な対応を行っている。先にも

あげた文部科学省調査によると，千葉県と同じく初任者の勤務状況調査を年 3 回実施して

いるところは 6 教育委員会（山梨県、三重県、兵庫県、山口県、香川県、福岡県、北九州市、

福岡市）、また、川崎市が同様の会議（条件附採用教員審査会）を年 2 回開催している（注）。

なお、直近データ（2016-18：表 1）では、全国の公立学校新規採用者は約 3 万人、そのう

ち下記の通り毎年 10 人以上の「不採用」決定が報告されている。 

 

表 1 新規採用教員の条件附採用 

 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

退職者 358 人 377 人 443 人 

不採用 3 人 3 人 0 人 

依願退職者 339 人（うち「不採

用決定者」9 人） 

358 人（うち「不採

用決定者」15 人） 

431 人（うち「不採

用決定者」12 人） 

懲戒免職 3 人 9 人 9 人 

 

 

注：保坂は、この会議に助言者（教育委員会参与）として毎回参加してきた。なお、川崎市

教育委員会への訪問調査を行った際、条件附採用教員審査会に外部委員は含まれていなか

った。（保坂, 2014） 

 

 さらに、昨年度報告書の「Ⅲ. 討論編：児童福祉領域の専門性・資格について」において、

我々は「専門家」資格の停止・剥奪について議論し（63-64 頁）、資料（記事「教員免職歴、

閲覧 40 年に：3 年から延長、わいせつ被害の防止策」（150-151 頁）と参照資料「医師及び

歯科医師に対する行政処分の考え方について」（152-158 頁）を附した。その内容は、「罪を

犯した人に対して、①資格剥奪できるか、②再び職に就けていいか」という議論がないとい

う指摘と、それに対して現在「内閣府で検討し始めた」という報告であった。これが 3 つ目

の段階である。これについては、「I. はじめに」で取り上げた「令和 3 年度 社会保障審議

会児童部会社会的養育専門委員会 報告書」において、＜人材の資質の向上＞として下記の

通り記載されていることを確認しておきたい。同報告書において明示されてはいないが、新

たな資格「子ども家庭福祉ソーシャルワーカー（仮称）」の創設にあたっては、こうした方

向性を参考にするということであろう。 

 

児童へのわいせつ行為を行った保育士の対策については、「地域における保育所・保育士

等の在り方に関する検討会」での議論も踏まえ、教育職員と同様の内容の対応(※1)を取る
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ことなど保育士の資格管理の厳格化を図る。あわせて、児童へのわいせつ行為を行ったベビ

ーシッターの対策等のため、専門委員会(※2)での議論を踏まえ、事業停止命令等を受けた

認可外保育施設の名称等を公表することなど対応を図る。  

(※1)児童へのわいせつ行為により保育士の登録を取り消された者については、再び保育士

の登録を行うことが適当であると認められた場合のみに再登録できる仕組みの創設等  

(※2)社会保障審議会児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会  

こうした児童へのわいせつ行為を行った保育士等への対応の他、児童へのわいせつ行為

を行った社会的養護・代替養育の現場に従事する職員についても、早急な対応を考えていく

必要があるとの意見があった。  

（文責：保坂亨） 

 

引用文献 

保坂 亨(2009)『“学校を休む”児童生徒の欠席と教員の休職』 学事出版 

保坂 亨(2014)「初任者教員の退職問題とメンタルヘルス」 保坂 亨（研究代表）『現職

教員の研修：学習機会の体系的再構築を目指して』 文部科学省科学研究費補助金（基盤

研究 C）報告書（平成 23-25 年度） 

保坂 亨、林陽一、佐々木結花、増沢高(2020)『人材育成に関する調査研究：－専門職の養

成と任用後の育成に関する研究－』子どもの虹情報研修センター2020 年（令和 2 年）度

研究報告書 
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