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職場復帰支援施設わたっ子保育園の役割

発 表 者 近藤 絢加 （香川県：三豊総合病院 わたっ子保育園）

共同研究者 山村 有加里、細川 千尋、藤井 陽子、白川 和豊
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結語

１．今回のフィッシュ哲学の概念を用いた企画で

は、コミュニティ感覚尺度にあまり変化は現

れなかった。

２．フィッシュ哲学を導入していく上では、集団

へのアプローチ方法を検討し改善していく必

要がある。

ご清聴ありがとうございました。
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わたっ子保育園は、四国 香川県の西の端に位

置する、三豊総合病院企業団の院内保育園とし

て、平成２１年１月に開園しました。

三豊総合病院企業団は、病院を柱に、保健福祉

総合施設「すこやか」、介護老人保健施設「わた

つみ苑」の３つの施設から成り立っています。

当園は、これら企業団職員の福利厚生の一環で

ある、職場復帰支援を目的としています。
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定員は２７名でしたが、平成２３年度末には、育児

休暇明けの保育園利用希望者が予想以上にあ

り、定員を４６名まで増やしました。
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開園当初は４名でしたが、一時４３名まで増えま
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した。平成２５年には、利用者が減っていますが、

これは一般の幼稚園、保育園へ転園したためで

す。通常保育以外に一時預かり保育や２４時間保

育、今年度６月より市の委託事業として、病児・

病後児保育も行っています。一時預かり保育は

利用登録をすることで、当園が利用できます。

H２５年８月現在２６名の登録があり、土曜、祝日、

夏休み等に利用されています。
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当園は、病院や介護老人保健施設と隣接してい

るというメリットを活かしながら、行事や日々

の生活の中で交流を深められるよう計画し、に

ぎやかな毎日をすごしています。

５年目に入った当保育園。これから更に職員に

認められる存在となる為に、職員の当園に対す

る認識や、要望を知りたいと考え、様々な分野

のアンケートを実施しました。
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アンケートは企業団職員の２０代・３０代の女性職

員３５８名を対象として、無記名自記式アンケート

を行いました。回収率は６６％です。
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• ÉÊ,-+:VË�¸B
• ·Ì¨ÍÎ´^+:VË�¸B
• +:VË²ÏÐ´ª�Ñ¸�����Òµ
• Ó"�ÔÕÖ
• Ó"�×Ø¦Ù
• Ó"²e´ª�ÚÛ
• eÉÊ�Òµ
• Ó"¨%,-Üj'ÝÊ

アンケートは全１６項目行い、そのうち８項目を

表示しています。
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まず、育児休暇期間について着目しました。

希望する期間は、半数の人が１年以上取得を希

望しています。中にはブランクを気にする方や

金銭面の不安から早く仕事に復帰したいという

意見がありました。また、子どもが小さいうち

はしっかりと関わりたい方や食事面や予防接種

が落ち着き、仕事と育児の両立が出来るように

なってからの復帰を希望している方もいまし

た。

実際に取得された方の回答を見てみると、１年

未満～２年未満の取得に集中していることが分

かります。２年以上取得された方はいませんで

した。また、職種によっては休暇を取りにくい

部署もあるようです。

そして、当園を知っているかの問いには、未回

答を除く全ての職員に認知されていました。こ

れは、職員の福利厚生の一環として、病院内に
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あるということを開園する際に職員へ院内広報

をしたり、入職時のオリエンテーションなどで

紹介したためと考えられます。しかしながら、

当園がある事で職場復帰を早めた方はいません

でした。
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職場復帰にあたり当園を利用したいかの質問に

は、利用したいと答えた方は全体の２６％にとど

まり、７４％の方からは利用したくない、または

未回答でした。

実際保育園を利用したことのある方には、好感

をもってもらえていました。しかし、利用した

ことのない職員には院内に保育園がある事のみ

にとどまり、どのような活動をしているか詳し

い内容まではあまり浸透されておらず、その結

果様々な意見が聞かれました。
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当園のイメージや意見をまとめていくと、大き

く３つの問題点が上がりました。

まず１つ目は、他県や他市になる当園を選択す

るよりは、地元の保育園を利用したいという地

域性の問題です。小学校に上がることを見据え

て、やはり、地元の友だちを作ってあげたいと

いう親の思いや、家族の協力が得られるので何

かと都合の良い地元を優先的に考えるという意

見がありました。

２つ目は、当園を利用した事のない人が持つ施

設のマイナスイメージの問題です。例えば、狭

い、園庭がない、プールがないということ等で

す。実際には園庭もあり、夏にはプール遊びも

行っています。これは当園が園外の方へ保育内

容や、活動を積極的にアピールしてこなかった

からだと考えられます。

３つ目は、実際に利用されている方から挙げら

れた、運営上の問題です。勤務日以外、又は育

児休暇中の預り希望、行事を増やしてほしい、

保育士の充実などの声が上がっていました。
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今後、当園が行うべきことは、全ての職員に対

して、もっと園の様子や情報を積極的に伝えて

いくことだと考えます。院内広報誌に行事の様

子を掲載したり、４月からは院内 webに活動内

容や利用状況など掲載し、幅広い方達への積極

的な広報活動に取り組んでいます。

仕事と子育てを両立しながら安心して働ける環

境を整えるために、問題点を見直し、出来る限

り「改善してほしい」という声に応えていける

よう努めていきたいと思います。

更に、新しく就職先を探されている方にも当園

を知ってもらえるようアピールし、当園のリピー

ターを含め新規利用人数増加、そして病院職員

の確保に繋げていきたいと思います。

御静聴ありがとうございました。
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