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要旨
次世代社会を作り出す青少年の健全育成を、社会全体で担うためには、その最大の担い手である親、お
よび育児支援に対して社会的に主要な役割を担う保育士などへ包括的で多様な働きかけが重要であると考
える。そこで、三つの側面から実践的検討を行う。第一に、育児中の母親を対象とした育児と対人ネット
ワーク、遊び場の利用などに関する調査研究、第二に、保育士に対する保護者対応のストレスに関する調
査研究、第三に、これらの調査結果を踏まえ、調査協力者を中心に報告会等の形式で社会心理学的側面か
ら研究成果を報告し、子育て支援に関する意識の向上について実践的検討を行う。

1. はじめに
現在の日本において、
「教育再生」というキーワー
ドが、官民一体となって取り組むべき課題として挙
げられる。2006 年から 2008 年に政府に設置された
教育再生会議では、家庭教育の支援や育児相談の充
実についての提言を行っている(2007 年 6 月 1 日、
教育再生会議第二次報告)。2008 年 1 月 31 日に示さ
れた最終報告においては、
「社会総がかりで教育再生
を」行うことが唱われ、国民一人ひとりが当事者意
識をもって、学校、家庭、地域などあらゆる主体が
それぞれの役割を自覚し、教育再生に積極的に参画
し、それぞれが連携を図り、責務を果たすことの必
要性を訴えている。また、教育再生会議の提言のフ
ォローアップを行うため、2008 年から政府に教育再
＊1
前所属：九州女子大学人間科学部人間発達学科・講師
＊2
前所属：広島国際大学大学院総合人間科学研究科・博士課程前期

生懇談会が設置され、社会が大きく変化する時代に
おいて、明日の日本を担う若者を育てるためには、
学校や育児施設のみならず、家庭、地域、行政が一
体となって、不断に教育の改革に取り組む必要性を
示している。
また、内閣府が 2008 年 2 月に実施した「社会意識
に関する世論調査」においては、日本社会における
「子育て」に関する意識調査がなされている。この
調査は子育て中の人だけを対象としたものではなく
20 歳以上の一般成人 5000 人以上を対象として行っ
たものである。この調査で、自分にとって子育てを
楽しいと感じることが多いと思うか，それとも，辛
いと感じることが多いと思うか聞いたところ，
「楽し
いと感じることの方が多い」と答えた者の割合が
53.9％，
「楽しいと感じることと辛いと感じることが
同じくらい」と答えた者の割合が 35.5％，
「辛いと
感じることの方が多い」と答えた者の割合が 5.2％

となっていた。また、子育ての楽しさの内容につい
て複数選択肢からの回答を求めたところ、
「子どもを
通じて付き合いが広がること(37.7％)」
、
「次代の社
会を担う子どもを育てることに携われること
(18.6％)」といった、子どもの養育そのものではな
い観点からの肯定的意見が多く示されていた。
さらに、子どもを育てることについて，今以上に
大きな役割を担うべきものは何だと思うか聞いたと
ころ，
「行政」と答えた者の割合が 12.5％，
「子育て
のための施設」と答えた者の割合が 11.6％，
「国民
全体」と答えた者の割合が 10.5％，
「学校や教員」
と答えた者の割合が 9.2％，
「近所の人」と答えた者
の割合が 5.7％となっている。この結果は、子育て
が家庭内の個別的課題という意識ではなく、社会全
体の問題であるという意識の涵養が進んでいること
を示唆するものであると言える。
これらの結果を踏まえると、地域社会の人々が子
育てに対して関わることに、極端な抵抗感はあまり
ないと考えることができる。従って、地域の人々や
活力や資源を子育て支援に積極的に活用できる可能
性があると言えよう。
ところで、現代の日本社会において、子育て支援
における地域の機能は充分に発揮されているのだろ
うか。居住環境の個別化、核家族化は着実に進んで
いる。1960 年の国勢調査の結果によれば、一般世帯
1 世帯あたりの人員平均は 4.14 人であるが、2005 年
の国勢調査では 2.55 人という結果が示されている。
また核家族化の進展は、年長者、育児経験者からの
知識伝承の機会の減少が生じていると考えられる。
このことは、自分自身に関連する様々な情報を得る
ために必要な「参照他者(西村，2006)」とうまく関
わることを困難にする要因となりうる。どんなに知
識や情報が容易に手に入る時代になったとしても、
子どもを産み育てる経験を持つ前に、子育てについ
て十分な知識と技術を皆が獲得できるわけではない。
すなわち、誰もが「初心者」から始まるといえる。
加えて、自分の親や近所の育児経験者といった「専
門家」が、身近な存在として周囲にいることは自然
なことである。しかしながら、それらの他者に気軽
に情報を求めることを躊躇することもあるだろう。
そこには、対人関係の希薄化の影響があり、他者と
の関わりを面倒でネガティブなものとして捉えてし
まう傾向が反映されているのかもしれない。そうな
ると、他者と関わらないことが、子育てに関する様々

な事を知らないことを促進すると言える。
一方、子育てにおいては、辛さや大変さをその当
事者は多くの場合感じ、そのことが子育ての質の低
下を招く可能性がある。そのことが、周囲の他者や
施設、行政などに対して情報を求めようとする個々
の保護者の行動に、否定的な影響を及ぼしうること
も想定される。前述の「社会意識に関する世論調査」
において、子育ての辛さの内容について複数選択肢
からの回答を求めたところ、
「自分の自由な時間がな
くなること(22.9％)」
、
「自分が思ったように働けな
いこと(13.9％)」
、
「子どもにどのように接すればよ
いか分からないこと(9.2％)」といった「心理的な制
約感」という観点が、経済的な観点と同様に重要視
されている。子育てに多くの場面で携わる母親たち
は、自分の行動が制限されているという意識を持ち
やすく(大日向，1989)、そのことが生活上のストレ
ッサーとなり、母親の心理的・社会的不適応に結び
ついてしまう可能性も考えられる。
このような子育て中の保護者にとって、身近な支
援施設として地域に存在するのは、保育所や幼稚園
などである。特に保育所を中心とする支援体制にお
いては、2003 年 11 月に保育士資格が国家資格とな
り、基本的な日常の保育業務に加え、地域子育て支
援が保育士の業務内容に加えられ、その役割はこれ
までと比べて大きいものとなっている。保育士は、
育児を直接的に支援する社会的システムの代表的存
在である。しかし、保育士と保護者の立場は異なる
ため、両親が保育士に行ってもらいたい育児と、実
際に保育士が行う育児にはズレが生じることもある。
このため、両親が保育士に対して育児についての、
社会規範から逸脱するレベルにまで達しうる過剰な
指摘や要求を行うことは、保育士のストレッサーと
なる可能性がある。特に、地域に開かれた保育を行
うことは保護者との接点が増えることにもなり、翻
ってそのことが保育士の保育業務への支障を及ぼす
ことも考えられる。以上のような原因によって、保
育士が心身の不調を訴え、保育業務の質の低下が生
じる可能性も高くなる。これらは、
「モンスターペア
レント」と称される、過剰な保護者からの自己中心
的で理不尽な要求とそれに対する問題の難しさとも
関連すると考えられる(具体的な保護者の要求の内
容については、星野・横山・横山・水野・徳田(2000)
に詳しい)。よって、保育士が受けるストレッサーを
検討し、心身共に健康で、保育士が良質な育児支援

を行うことができる社会的育児システムの構築を目
指すことは、地域における子育て支援を考える上で
重要な意味を持つと考えられる。
さらに、このような問題意識の基に得られた学術
的な研究成果や知見を、広く社会に発信することに
よって、実践的な子育て支援を行うことが可能とな
ると考えられる。地域社会に対して学術的知見を還
元することは、人と人とをつなぐ社会関係資本の涵
養に寄与することになると言える。そこで本研究課
題では、公開講座形式での調査結果や最新の知見の
報告会を開催し、よりよい育児についての知識の提
供を社会心理学的視点から行う。また、このような
調査や報告会などへの参加による地域的子育て支援
への関心や意識の個々人の高まりについて、実施後
にアンケートを行いその効果を把握する。
本研究では、これらの観点を踏まえて、以下の 3
つの視点を考慮した検討を実施した。第一の視点は、
子育て中の保護者の情報収集や周囲との関わりの視
点、第二の視点は、子育てを支える専門職の一つで
ある保育士のストレスの視点、第三の視点は、子育
てに関する社会関係資本の涵養に資するための知識
や関心の提供の視点である。これら 3 つの視点によ
り、子育て支援を多面的な視点から捉え直すことが
可能となる。
2. 実証的調査研究(1)－育児中の母親の種々の情報
源からの情報の受領が育児に関する認知に与え
る影響－
2. 1. 問題
本章では、育児に関する支援をどの程度得ている
かという程度が育児に関する制約感、満足感、スト
レスに及ぼす影響を検討する。
第 6 回 21 世紀出生児縦断調査結果の概況(厚生労
働省, 2008)によると、子どもを育てて負担に思うこ
とや悩みとして、
「自分の時間が持てない」といった
結果が 37.8%にのぼることが明らかになっている。
また、
「子育てによる身体の疲れが大きい」は 24.2%
といった結果が示されている。これは、育児に対す
る制約感が高いことを示す結果といえる。このよう
な問題に対して、どのような対応を行うことが望ま
しいのであろうか。こういった問題に対して、ソー
シャル・サポート研究や、社会関係資本研究の知見
が役立つ。例えば、家族による日々の育児の手助け
を行うといった実態的手段によるサポート(e. g.,

House, 1981)は、育児に対する制約感やストレスを
低減させるであろう。加えて、育児に関する種々の
情報を提供する情報的サポート(e. g., House,
1981)は、育児に関する悩みを解決する手がかりとと
なりうるといえよう。
ところで、育児に関する調査・研究では、地縁に
基づいた援助の必要性が論じられている(例えば、内
閣府, 2005)。これを、ソーシャル・サポート研究の
枠組みから考えると、家族や友人といった関係のみ
ならず、自分の住んでいる地域住民からのサポート
なども重要となろう。加えて、保育園・幼稚園とい
った施設からのサポートも育児に関する悩み等を解
決する手がかりになると考えられる。
また、近年の情報通信技術の発達は種々のサポー
ト、特に情報的なサポートの提供・受領を可能にし
た。例えば、インターネット上でのネットワークで
交わされるサポートがある。実際に徳田・伊藤(2003)
は、インターネット上の育児ネットワークで交わさ
れるサポートが、育児中の母親に対して，育児不安
に影響はないものの、育児満足と関連していること
を明らかにしている。
しかし、情報の受領は逆に不安を高めることも考
えられよう。いわゆる、
「知らなくてよかったこと」
を知ってしまうことは、経験的にも不安を高めてし
まうことが理解できる。そのため、情報は諸刃の剣
の可能性も否めない。このことから、情報受領が適
応に及ぼす影響過程は以下のように考えることがで
きよう(図 1)。
育児情報入手
自分のほしい
情報が手に
入った場合

入手した情報に
対する評価

過度に情報を手
に入れた、もしく
は要らぬ情報を
手に入れた

不安の低減

不安の高まり

負担感情の低下

負担感情の増大

自信の獲得

自信の喪失

図 1. 育児情報入手と適応との関連

まず、人は育児情報を入手し、その評価を行う。
その結果、2 つの過程が存在すると予測される。ま
ず、自分のほしい情報が手に入った場合は、不安が
低減され、育児に関する負担感情が低下し、自信の
獲得につながるだろう。一方で、過度に情報を手に

通して行った。
調査内容：(1)フェイスシート：子どもの人数・年
齢・性別、家族構成・同居家族人数、回答者の年齢・
性別・就業形態、配偶者の有無・年齢・就業形態を
測定した。(2)育児制約感、生活満足度：1 日の生活
で育児によってどの程度自身の時間や行動を制限さ
れていると感じているかについてと、保護者として
の満足度、個人としての満足度をそれぞれ 0～100％
の間で評定させた。(3)育児ストレス：岩田(1994)
の育児ストレス尺度を用いた。
「毎日くたくたに疲れ
る」などの 15 項目 4 件法で測定。(4)サポート・ネ
ットワーク：普段、育児に関してサポートをしてく
れる人のイニシャルを、思いつくだけ記入させた。
(5)サポート・ネットワーク内の重要サポート源の特
定：サポート・ネットワーク内の人物から、保護者
が育児以外の自由な時間を持つために最もサポート
してもらいたいと思う相手を 2 名挙げさせた。また、
それぞれのサポート源に期待する内容についての質
問項目への回答を求めた。(6)育児施設の活用と理
由：公的施設を利用した一時的育児支援の認知度、
利用度などについて回答を求めた。(7)育児に関する
情報源：育児に関する情報源について、10 項目 5 件
法の質問項目を作成し、回答を求めた。
「自分の家族
から」
「育児雑誌・書籍から」などである。(8)遊び
場：子どもの遊び場として、普段どのような場所を
利用しているのかについて、中谷(2006)を参考に、7
項目 5 件法の質問項目を作成し、回答を求めた。具

入れた、もしくは要らぬ情報を手に入れた場合、不
安は高まり、育児に関する負担感情が増大し、自信
の喪失につながるだろう。
そこで、本研究では、情報の受領が母親の育児に
対する認知に及ぼす影響を明らかにすることで、ど
のような情報源からの育児情報が母親に対してより
よい影響を与えるのか、もしくは望ましくない影響
を与えるのかを検討する。加えて、地域別の影響も
検討することで、どのような地域において、どのよ
うな影響が認められるのかを検討する。
2. 2. 方法
調査分析対象者：H 県 H 市、O 県 H 市、F 県 K 市に
住む就学前児童をもつ保護者 446 名(平均 34.4 歳)
であった。なお、男性のデータは少数のため分析か
ら除外した。地域別の内訳は、H 県の私立保育園 1
園に子どもを通わせている保護者(以下 A 地区とす
る)130 名(平均 34.09 歳)、H 県の私立幼稚園 1 園に
子どもを通わせている保護者(以下 B 地区とす
る)115 名(平均 35.0 歳)、O 県の公立保育園 6 園に子
どもを通わせている保護者(以下 C 地区とする)127
名(平均 34.4 歳)、F 県の私立幼稚園 1 園に子どもを
通わせている保護者(以下D地区)88名(平均34.4歳)
であった。
手続き：各園の責任者の先生に研究の趣旨を口頭
と書面で説明し、承諾を得た。その後、園を通して
各保護者に調査への協力を依頼した。調査は無記名
自記式質問紙を用い、質問紙の配布と回収は各園を
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図 2. 育児に関する情報源についての集計結果
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表 1. 育児情報が母親の育児認知に及ぼす影響

回答者年齢
有職=1無職=0
家族人数
サポート人数
育児情報（家族）
育児情報（友人から）
育児情報（地域の人々）
育児情報（保育園・幼稚園）
育児情報（育児雑誌・書籍）
育児情報（携帯電話のネット）

個人
育児
親満足感
制約感
満足感
β
.0
.04
-.03
-.16 ** -.09 † -.03
.13 *
.03
-.07
-.12 †
.06
.07

充実感
育児不安 生活疲労
欠如
-.07
-.27 **
.03
-.15

.07
-.15 **
-.01
-.08
-.11 *
-.18 **

-.13 **

-.14
-.13
.11
.18
.01

.15 **
.16 **

.13 **
-.18 **
.08 **
.09 **
R2
.02 **
.02 **
⊿R 2
Note . **: p < .01, *: p < .05, †: p < .10
効果が示された変数のみを記載している。

体的には、
「公園」
「家周辺の道路」などである。な
お、本検討では主として(2)(3)(7)について分析を行
った。
2. 3. 結果と考察
育児に関する情報源について、集計を行った。そ
の結果を図２に示す。保育園･幼稚園」といった、自
分の子どもに直接関わっている公的な機関や「友人」
「家族」といった親しい関係からの情報収集が多い
ことがわかる。
分析 1：母親の育児に関する認知(育児制約感、親
満足感、個人満足感、育児ストレス(充実感欠如、育
児不安、生活疲労))に対して、育児に関する情報源
が与える影響を検証した。その際、目的変数を上述
した各項目の尺度得点とし、説明変数を、回答者の
年齢、現状の就業タイプ(有職 = 1、無職、育児休暇
中 = 0 にダミー変数化)、同居家族の人数、サポー
ト・ネットワーク数(以上、Step1 で投入)、育児に
関する情報源の受領得点(Step2 で投入)とした階層
的重回帰分析を行った。なお、育児に関する情報源
の受領得点に関しては中程度の関連が認められたた
め、Step2 ではステップワイズ法による投入を行っ
た。分析結果を表 1 に示す。この結果からわかるこ
とは、必ずしも情報をうけとることが母親に対して
ポジティブな影響をもたらすわけではないというこ
とである。例えば、友人から多く情報をもらってい
る人は育児不安が低い一方で育児制約感が高いとい
う結果が示されている。このように、情報の受領は
母親の認知に対して種々の影響を与えることが明ら
かになった。さらに、携帯電話を用いたネット利用
は、基本的にネガティブな影響を与えていることが
明らかになった。
分析 2：調査対象地域別に分析１と同様の分析を

.20
.10
.11
-.14
.10
.01

**
*
*
**
**
*

.05
-.01
.06
-.16 **
-.20 **

.15 **
.14 **
.02 **

*
**
*
**
*

.08 **
.04 **

表 2. 育児情報が母親の育児認知に及ぼす影響(A 保育園)
育児
個人
親満足感
制約感
満足感
β
-.15 †
-.06
-.13
-.08
.41 **
-.14
-.34 **
.07

回答者年齢
有職=1無職=0
家族人数
サポート人数
育児情報（家族）
育児情報（友人から）
.19 *
育児情報（地域の人々）
育児情報（保育園・幼稚園）
.19 *
―
.30 **
R2
2
―
.03 *
⊿R
Note . **: p < .01, *: p < .05, †: p < .10
効果が示された変数のみを記載している。

充実感
育児不安 生活疲労
欠如
.08
-.06
.19 * -.02
.16 † .08
-.09
-.27 **
-.29 **

.24 *
.09 †
.05 *

―
―

.16 **
.07 **

.07 †
.07 †

表 3. 育児情報が母親の育児認知に及ぼす影響(B 幼稚園)
育児
個人
充実感
親満足感
育児不安 生活疲労
制約感
欠如
満足感
β
回答者年齢
.01
.0
-.05
.05
.12
有職=1無職=0
.16 ** .10
-.10
-.17 * -.08
家族人数
.07
.01
.05
-.08
-.01
サポート人数
.09
.13
-.30 **
.0
-.17 †
育児情報（友人から）
.26 **
育児情報（地域の人々）
.26 **
育児情報（保育園・幼稚園）
-.31 **
育児情報（携帯電話のネット）
-.21 *
.31 **
.24 *
育児情報（育児施設や託児所）
-.31 **
―
.12 *
.12 *
.15 ** .12 ** .15 *
R2
―
.06 ** .04 *
.09 ** .08 *
.05 *
⊿R 2
Note . **: p < .01, *: p < .05, †: p < .10
効果が示された変数のみを記載している。

表 4. 育児情報が母親の育児認知に及ぼす影響(C 幼稚園)
育児
個人
親満足感
制約感
満足感
β
-.01
.04
-.06
.15
.09
.01
.07
.15

回答者年齢
有職=1無職=0
家族人数
サポート人数
育児情報（家族）
育児情報（友人から）
育児情報（地域の人々）
育児情報（保育園・幼稚園）
.29 **
育児情報（携帯電話のネット）
-.28 **
育児情報（新聞）
.22 **
―
.23 **
R2
2
―
.05 *
⊿R
Note . **: p < .01, *: p < .05, †: p < .10
効果が示された変数のみを記載している。

充実感
育児不安 生活疲労
欠如
.04
-.09
-.08
-.03
-.24 *
-.26 *

.18 †
.02
.0
-.21 *
-.32 **

.23 *
.12 *
.05 *

―
―

.20 **
.04 *

.20 *
.10 *

表 5. 育児情報が母親の育児認知に及ぼす影響(D 保育園)
育児
個人
充実感
親満足感
育児不安 生活疲労
制約感
欠如
満足感
β
回答者年齢
-.05
-.13
-.05
.15
有職=1無職=0
-.14
-.15
-.28 ** -.14
家族人数
.26 *
.11
.18
.02
サポート人数
.05
.08
-.14
-.22 †
育児情報（家族）
-.36 ** -.28 *
育児情報（地域の人々）
.28 *
育児情報（保育園・幼稚園）
-.25 **
育児情報（新聞）
-.33 **
―
―
.22 **
.17 *
.26 ** .21 **
R2
―
―
.06 *
.07 *
.11 ** .15 *
⊿R 2
Note . **: p < .01, *: p < .05, †: p < .10
効果が示された変数のみを記載している。

実施した。これらの分析結果を表 2～表 5 に示す。
分析の結果として、特徴的な点は以下の 2 点である。
まず、1 つ目に、友人から多く情報をもらっている
人は、育児不安が低い一方で、育児制約感が高いこ
とが示された。これは、相手が身近、かつ親密であ
るからこそ、情報をもらえるが、息も抜けないとい
った対人関係における光と影の側面を示したもので
あるといえよう。2 つ目は、テレビ、PC ネットから
の情報収集は育児制約感等に影響が認められなかっ
たことである。つまり、メディアに単に接触するの
では効果が認められないのである。これと関連して、
ネット上でのオンラインコミュニティへの積極的な
参加が適応を高める可能性が示唆されている(e.g.,
宮田, 2005)。そのため、メディアへの積極的な参加
が適応を高める可能性がある。これらの結果から導
かれることとして、種々の情報の受領が育児に関す
る認知に与える影響は、地域によって異なることが
示唆されよう。このことから、よりよい育児支援を
行うためには、地域ごとのニーズに合わせたシステ
ムを構築する必要があると言える。このニーズを把
握するためには、心理学のみならず、幅広い視点か
らの介入が必要だといえよう。加えて、地域差をよ
り考慮した分析(マルチレベル分析の実施)の必要性
や、相手のみならず情報の内容についても調査する
必要があると考えられる。
3. 実証的調査研究(2)―居住地域の違いとサポート・
ネットワークの広さが、子どもの遊び場の利用に
及ぼす影響－
3. 1. 問題
本章では、保護者の持つ対人資源である、サポー
ト・ネットワークが子どもの遊び場の利用に及ぼす
影響について、保護者の地域よってどのように異な
るか検討を行う。
母親たちは、育児によって自分の行動が制限され
ているという意識(育児制約感)を持ちやすく(大日
向，1989)、そのことが育児にネガティブな影響を及
ぼすと考えられる。実際、育児制約感は、厚生労働
省の 21 世紀出生児縦断調査においても、一貫して高
い悩み事として挙げられている。このことへの対策
として、地縁に基づく支援の重要性が指摘されてい
る(内閣府，2005)。この支援には、母親への直接的
な支援(育児の代行など)と間接的な支援(情報提供
など)の 2 種類がある。これらの支援のためには、ハ

ード・ソフト両面での社会関係資本の充実が必要で
あると考えられる。
ハード面に関するサポートとしては、主に保育
園・幼稚園・認定子ども園などを拠点とする地域子
育て支援事業がある。これは市町村単位での実施で
あり、地域の特性に合わせた支援である。しかし、
社会や地域が十分に支援する環境となっているかに
ついては、
「不十分」との意識が母親には強い(財団
法人こども未来財団，2005)。これらを踏まえて、複
数の地域における育児施設の実態比較を、二次的統
計資料を用いて行う。
本研究では、比較検討を行う地域として、中山間
地域の農村部と都市部の複数の地域を取り上げる。
現代社会においては、核家族化や少子化とそれに伴
う育児経験・知識の不足、育児の世代伝承の弱化、
育児情報の氾濫に伴い、母親の育児不安や孤独化が
増加していると考えられる。地域における対人関係
を通した知識の伝承、既存の関係を中心とした具体
的な対人サポートなどは、旧来の日本社会の伝統を
色濃く反映する農村部においてより充実していると
考えられる。
さらに、地域差異とサポート・ネットワークが影
響を及ぼすものとして、本報告では遊び場の利用を
取り上げる。育児不安の強い母親たちは「育児相談」
より、
「遊び場」を強く求めている(中谷，2001)。し
かし、昔に比べて、都市問題の観点から子どもにと
っての遊び場が大幅に減少してしまったことが指摘
されている(仙田，1992)。子どもを安心して遊ばせ
る場所があることが、母親にとって重要な意味をも
つと考えられる。そこで、どのような遊び場を母親
は利用させているのかについて、ハード面の差異の
反映としての地域間比較と、ソフト面での差異の反
映としてのサポート・ネットワークの多寡に着目し、
検討を行う。
3. 2. 方法
実証的調査研究 1 と同様であった。なお、本検討
では主として(4)(8)について分析を行った。
3. 3. 結果と考察
3. 3. 1. 調査対象地域の特徴
本研究の調査対象である 4 つの地域の特徴を、各
地域の統計指標を参考にして、表 6 に示した。C 地
区は中山間地域の農村部、A 地区は都市部、B,D 地区
は都市近郊地域である。さらに、表 7 に、各地域の
幼保施設数、5 歳未満人口、1 施設あたりの 5 歳未満

表 6.

調査対象各地域の特徴の概略

人口割合を示した。これらの結果から、農村地域で
ある C 地区は、子育て関連施設 1 単位あたりの負担
が少ないことが示された。
3. 3. 2. サポート・ネットワークが遊び場利用に及ぼす
影響の地域比較
地域とサポート・ネットワークの多寡が、周囲の
環境の遊び場利用にどのような影響を及ぼすかを検
討するために、遊び場利用度得点(8 項目)をそれぞ
れ従属変数とし、地域(4)×サポート(2)の分散分析
を行った。地域の主効果は、
「自宅」以外の全ての項
目に対して有意に認められた。全般的な結果を纏め
ると、中山間地域である C 地区は、家近所の野外で
遊ばせ、公共施設や遊具施設、公園などの利用度が
少ないことが示された。一方、サポート・ネットワ
ークは「友人や親戚の家」に対してのみ有意な効果
を及ぼした。サポート・ネットワークが多い方が、
友人や親戚の家の利用度が多いことが示された。
交互作用効果については、
「家周辺の田畑・空き
地・神社など」に対して有意な効果が認められた(F
(3, 422) = 3.22, p < .05)。各群の平均値を図 3 に
示した。
図 3 の結果をまとめると、以下のことが言える。
中山間地域である C 地区は「家周辺の田畑・空き地・
神社など」を遊び場として活用していた。これは、
そのような環境が地域に多く残っていることの反映
であると考えられる。さらに、C 地区においてはサ
ポート・ネットワークの高群と低群間に利用度に有
意差が認められた。すなわち、環境的に利用可能性
が高い地域であっても、サポート・ネットワークが
少ないと、遊び場としての利用が抑制されるという
ことである。これは、地縁に基づくサポートや地域
社会への信頼などが影響していると考えられる。す
なわち、公的に整備された遊び場ではない「家周辺
の田畑・空き地・神社」を利用することは、地域社
会から受容され、対人的なつながりがあることによ
って、為されうるということである。具体的にいえ

だけではなく、ソフト面の豊かさも重要であること
を示すものである。

ば、近隣の自然環境で遊ばせる時には、
「周りの人」
が「遠巻きに」見ているような、温かな見守りの仕
組みが必要ではないだろうか。中山間地域において
は、J ターンや I ターンなどで本来地縁がない住民
が移住することも多い。その中で地域における対人
関係が構築されてないと、豊かな自然環境を利用し
た子育てが心理的に難しくなる可能性が示唆される。
これらの結果は、子育てにおいてハード面の豊かさ

4. 実証的調査研究(3)－保育士は何をストレスだと感
じているのか－
4. 1. 問題
近年子どもを取り巻く環境に大きな変化が生じて
いる。少子化による教育の質向上への期待、様々な
犯罪に対する安全性の確保など、保育環境への期待
や要請も社会的に大きくなっている。さらに、2003

A地区

人口(人） 世帯数（世帯） 面積(km2) 地域特徴
中心部は広域都市圏や広域経済圏の中心
で、デパートなどの商業施設や官公庁な
125,826
69,083
15.34 どが集積している都市型地域。住宅や商
業及び都心型中小企業が混在。

平地部と丘陵部からなり、平地部は昔な
がらの住宅地、丘陵部は新興の住宅団
B地区
78,741
32,217
94.01 地。現在も大規模住宅団地において住宅
の建築が進んでいる。また、完成した工
業団地へ企業が進出している。
山間の県境地域。周囲を山に囲まれ、農
林業が盛ん。古くからの歴史的な町並み
C地区
73,620
26,504
666.19 や伝統文化が受け継がれている。平成17
年に近隣の1市2町3村で合併し新市に移
行。
古くから交通の要所であり、中規模な周
辺都市として発達。近年もバイパスの整
D地区
259,292
107,318
83.04 備などが進んでいる。学術研究都市でも
あり、大学などを中核に都市整備が進
む。近郊には大規模な工業地帯がある。
（註1）出典は、各地域市役所webサイトの最新情報(2008/6/27確認）
（註2）地域特徴は、各地域市役所webサイトを参考に、作成。

表 7. 各地域の幼保施設数、5 歳未満人口、施設あたりの 5 歳
未満人口の割合

A地区
B地区
C地区
D地区

1施設あたりの子ど
保育＋幼稚園施設
もの人数割合
数（公的に登録さ 5歳未満人口（人）
【5歳未満人口/（保
れているもの）
育＋幼稚園数）】
29
161.0
4668
21
187.3
3933
38
3122
82.2
58
11698
201.7

利用度（5件法）

（註）出典は、各地域市役所サイト掲載の平成19年版統計情報による
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図 3. 地域差異とサポート・ネットワークが遊び場として「家
周辺の田畑・空き地・神社など」の利用に及ぼす影響

年保育士資格が国家資格となり、基本的な日常の保
育業務に加え地域子育て支援が保育士の業務内容に
加えられ、保育士に求められるニーズは高まるばか
りである。こうした子育て支援の中心的な役割が期
待されている保育士には、日常業務において様々な
ストレスを抱え、そのことが心理的不適応状態を促
進する可能性があると考えられる。そこで本章では、
多様化する仕事の性質の中で、現職の保育士が現在
どのような種類のストレスを感じているのかを把握
することを目的とする。特に、本章では、保育士対
象の面接調査による結果を示す。
4. 2. 方法
調査対象者：X 県内の複数の私立保育園の保育士
12 名を対象とした。職務経験年数は、1 年目が 2 名、
2～5 年目が 3 名、6～10 年目が 3 名、11 年以上が 4
名であった。
手続き：保育士が所属する各園において、訪問面
接法で実施した。園内の面接室・休憩室において記
録調査者と 1 対 1 で、半構造化面接を用いた調査的
面接を行った。質問内容は、経験年数、1 ヶ月の間
のストレスを感じる回数、職場で起こる具体的なス
トレス内容、などから構成されていた。
4. 3. 結果と考察
ここでは、職場で起こる具体的なストレス内容に
ついての結果のみを示す。
「行事」について言及した
者は 5 名、
「保育技術の悩み」については 4 名、
「保
護者対応」は 3 名、
「勤務形態や仕事量」は 3 名、
「職
場の人間関係」は 2 名、
「体力の減少」は 1 名であっ
た。最も多かった「行事」については半数弱の対象
者が言及しており、運動会・学芸会の規模が大きい
行事は準備期間を含めてストレスになるということ
が述べられていた。
さらに、保育技術・保護者対応もストレッサーと
して、多くの保育士が選択していた。この結果から、
行事の中でも、特に運動会や学芸会、保護者会とい
った、対外行事は、各クラスの保育士の保育技術が、
保護者に評価されるという機会にも成り得るため、
保育士にとって高いストレッサーになる可能性が示
唆された。
星野ら(2000)が 20 代の幼稚園教諭を中心に行っ
た調査結果では、約半数の回答者が保護者とのトラ
ブルを何らかの形で経験していることが示されてい
る。また、西村(2005)は、保育士が職場内での対人
関係と同程度に保護者の対応に苦労し、そのことが

ストレッサーとなっていることを示唆している。今
回の面接結果からも、これらの結果と同様の結果が
得られたと考えられる。
新澤(2007)は、昨今の安全管理の設備的強化、保
育需要の多様化への対応などから、物理的にも精神
的にも、
「開かれた保育所」から「閉ざされた保育所」
に追い込まれ、保育所の地域からの孤立化が進んで
いる可能性を指摘している。また、本研究の結果か
ら考えると、保護者対応や地域への開放行事への対
応などに苦慮し、地域における子育て支援拠点とし
ての機能が充分に果たせなくなる可能性が示唆され
る。子育て支援施設が地域から隔絶することは、そ
の意義から考えても好ましくない。子育て支援施設
が、地域とつながるための一つの重要な役割でもあ
る、
「地域への開放行事」への包括的なサポートが、
地域における子育て支援を考える上では必要である
と考えられる。そのためには、保育所や幼稚園とい
った地域子育て支援施設に対する、心理的なケアサ
ポートシステムの充実も、重要な一つの方策である。
5. 地域に対する知識や情報の還元－2 回の公開講座
の実施－
本課題の特徴の一つは、これまで示した調査など
によって得られた研究成果を、地域社会に還元する
ことを目指すことにある。幅広い対象者にわかりや
すく研究の概要や研究結果を広めることは、その地
域に住む人々の子育て支援への関心や意識を高める
ことにもつながると考えられる。そこで、本研究課
題の期間中に 2 回の報告会を公開講座形式で開催し、
地域に住む人々の子育て支援への関心や意識を高め
ることを目的とした。いずれの公開講座も、参加者
からには概ね肯定的な評価を得たと考えられる。ま
た、このような講座や講習会などを通して、地域社
会に成果を還元することが、地域ネットワークにお
ける子育て支援の意識を高めるための、間接的では
あるが、一つの方略となると考えられる。
5. 1. A 地区での公開講座の概要
調査を行った一地区である A 地区近郊において、
2009 年 8 月 9 日(土)14 時～16 時に、
「育児と地域社
会と心理学－社会心理学の立場から考える子育て」
と題した公開講座を、大学の市民向け公開講座の一
環として実施した。本研究の研究代表者と共同研究
者が話題提供者として登壇し、本研究により得られ
た成果を中心にセミナー形式での講座を開催した。

参加者は 26 人であり、保育士・幼稚園教諭、一般市
民、大学院生などの参加があった。終了後アンケー
トを実施し、講演内容についての興味関心度と難易
度を尋ねた。興味関心度は「大変あう」を 1 点、
「ほ
とんどあわない」を 5 点として、5 件法での回答を
求めた。その結果平均点は 1.88 点であった。また、
講演内容の難易度については、
「大変わかりやすい」
を 1 点、
「大変難しい」を 5 点として、5 件法での回
答を求めた。その結果平均点は 1.29 点であった。自
由記述の感想では、多様な視点からの知識を得るこ
とができたという肯定的意見も見られたが、深い専
門的な内容を求める意見もあった。
5. 2. C 地区での公開講座の概要
調査を行った別の地区である C 地区において、
2009 年 8 月 24 日(日)14 時～16 時に、
「育児と地域
社会と心理学－社会心理学の立場から考える子育
て」と題した公開講座を、行政の支援のもと、公民
館で実施した。本研究の研究代表者と共同研究者が
話題提供者として登壇し、本研究により得られた成
果を中心にセミナー形式での講座を開催した。参加
者は 26 人であり、保育士・幼稚園教諭、市役所職員
などの参加があった。終了後アンケートを実施し、
講演内容についての興味関心度と難易度を尋ねた。
興味関心度は「大変あう」を 1 点、
「ほとんどあわな
い」を 5 点として、5 件法での回答を求めた。その
結果平均点は 1.92 点であった。また、講演内容の難
易度については、
「大変わかりやすい」を 1 点、
「大
変難しい」を 5 点として、5 件法での回答を求めた。
その結果平均点は 1.71 点であった。自由記述の感想
では、過去の子育てと現在の子育てを比較してのコ
メントなどがあった。
5. 3. 地域に対する知識や情報の還元に対する課題
今回の研究課題の実施期間においては、2 カ所で
の公開講座の実施に留まり、小規模な実施となった。
今回の公開講座では、保護者のみ、保育士のみとい
う視点ではなく、多面的な視点からの情報提供を心
がけた。そのことは、本研究における多様性の観点
からは重要なことであるが、聞く側にとってはポイ
ントが絞れない可能性も考えられる。今後、地域連
携の一環として、このような取り組みを行う際には、
更なる検討が必要であると考える。また、地域にお
ける子育て支援事業が、地域住民や保護者にどのよ
うな影響を及ぼすのかについては、対象を広げた規
模の大きい調査などを通して、明らかにしていく必

要があるといえる。
6. まとめ
本研究においては、子育て支援に関して、保護者
の視点、支援者（保育士など）の視点、地域の視点
を考慮した心理学的検討を行った。本報告書に示し
た調査分析結果は、その一部であり、全ての視点を
充分網羅できているとは言えない。しかしながら、
本研究課題で取り組んだ内容や、社会心理学領域を
中心とした本研究に関わった研究者の関連する研究
知見も含め、以下の内容を、本研究課題のまとめと
して示す。
1. 友人から育児情報をもらっている人ほど、育児に
対する不安は低いが育児の制約感は高い。
2. 単にメディアに接触するだけでは、育児認知に対
して効果はない。
3. 育児情報が母親の育児認知に与える効果は地域
によって異なる。
4. 施設等のハード面の豊かさと住人たちのつなが
りといったソフト面の豊かさの双方が、よりよい育
児に重要な役割を果たす。
5. 育児支援施設の活動が地域に開放されるような
仕組みの充実が、地域における子育て支援の鍵とな
る役割をになう。
6. 多様なネットワークをもつことは大切だが、子育
て中のお母さんにとって、人間関係に費やせる時間
や余裕はあまりない。そのため、その時その時の“可
能な範囲”内でサポート・ネットワークをもち、最
終的には広いサポート・ネットワークをもつことが
現実的な対処法である。
7. 多様なネットワークをもつことは、相手との関わ
りの中で多様なアイデンティティーを確保できると
いう大きな利点をもつ。このことは、子どもとの関
係がストレスになりにくくなり、子に対する虐待リ
スクが低下するという利点をもたらしうる。
8. 多様なネットワークをもつことの利点の保育士
に対する効果として、職場での問題をクリアしやす
くなり、ストレスをあまり経験せずに働きやすくな
る。
9. 多様なネットワークの恩恵を受けるには、まずは
知り合う機会を増やすこと、多様な情報を得るには、
数の多さよりも、自分と異なる特徴をもつ人とのつ
きあいを大切にすることが必要である。
10. 子育て中の母親が周囲から受領する多くの情報

は、その内容や種類により影響の度合いが異なるた
め、提供する側は対象者への配慮を十分行い対応し
ていく必要がある。
11. 核家族化や母親の孤立化が問題とされている中、
かつては当たり前であった「地域で子どもを見守り
育てる」子育て観が改めて見直され始めており、こ
れは母親の育児ストレスの軽減にも有効であると考
えられる。
12. 地域における子育ての重要な担い手である保育
士のストレスを軽減することは、子育ての質の向上
や、地域の子育て支援の充実を図る上で重要となる。
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