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抄 録
尾道市の子育て地域支援システム構築にむけて，尾道市職員（対象 580 名，回収率 79.3%）と尾道市内の幼稚
園・保育園の園長（対象 73 園，回収率 91.8%）にアンケートを実施し，尾道市の子育ての実態と子育て支援ニ
ーズの把握を行った。尾道市職員および尾道市内の幼稚園・保育園の園長ではいずれも，子育て支援の必要性
を感じている人が多く，子育て支援体制の中で特に関係機関の連携の強化，尾道市への専門家の配置，研修の
充実を望んでいた。幼稚園・保育園で気になる子どもは 10.4 ％，気になる保護者は 5.5 ％であったが，その頻
度は施設種別で差が認められ，内容は多岐にわたっていた。今後，尾道市においては，①利用しやすい相談窓
口と子育て支援の中心となる組織の設置，②発達障害の理解と支援に対する認識の共有化のための啓発活動お
よび実践指導者の育成，③保護者支援体制の充実が優先課題と考えた。

キーワード：子育て支援 ニーズ調査 地域支援システム 連携体制 発達障害
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3 対象および研究方法

近年，我が国では少子化が進んでいるだけでなく，
子どもたちの身体機能の低下や生活習慣病の低年齢化

3.1
3.1.1

尾道市職員に対するアンケート調査
対象および方法

などの健康上問題，発達の偏りや不登校などの発達心

対象は，子どもを対象とする行政サービスを行って

理的な問題，および子育てに対する不安やストレスを

いる部署（健康推進課，子育て支援課，社会福祉課，

訴える保護者の増加などの課題が多く指摘されてい

因島福祉課，教育指導課，庶務課，生涯学習，御調保

る。そのため，子育て支援施策が重要視され，平成

健福祉センター）尾道市職員（常勤の嘱託・臨時職員

15 年に少子化社会対策基本法，および，次世代育成

含む）計 560 人で，アンケート用紙を各部署別に配付

支援対策推進法が制定された。これらは，単に出生数

し，回収箱にて回収した。アンケートは無記名とし

を増やすことが目的ではなく，子どもの発育と発達が

た。

保障され健全な次世代を育成するための家庭全体の支

3.1.2 尾道市の子どもや子育て環境に関する意識調査

援をめざしており，市町村では市町村行動計画の策定

最近の尾道市の子どもたちや取り巻く環境について

が求められている。これらを実質的に機能させるため

の考えを計 8 項目について，かなりある，少しある，

には，医療・保健・教育・福祉などあらゆる専門機関

あまりない，まったくない，の 4 者選択で回答を求め

が一体となって，それぞれの地域の特徴に合わせた子

た。

育てを支援していく体制の充実が必要である。

3.1.3 尾道市の施策・地域サービスに関する認知度
調査

一方，平成 17 年から発達障害者支援法が施行され，
発達に何らかの課題ある子どもたちと家族を身近な地

各部署から提出された尾道市で現在行われている子

域で支援することが明言された。平成 9 年度から，地

どもに関する施策・地域サービスについて，知ってい

域保健法と母子保健法の改正に伴い乳幼児健診が市町

る，少し知っている，あまり知らない，ほとんど知ら

村に移管され，既に発達評価の視点で乳幼児期の健診

ない，の 4 者選択で回答を求めた。

や相談体制は始まっていた。今後さらに，地域で継続

3.2 尾道市内の幼稚園・保育園（保育所を含む）の
園長に対するアンケート調査

的で一貫性のある支援を行っていく必要がある。しか
し，現段階では支援資源や連携体制はまだ不十分な所

3.2.1

が多く，各地域で検討が進められている。

対象および方法

対象は，尾道市内の私立または公立の幼稚園・保育

尾道市は，周辺の市町村との合併が行われ，平成

園と無認可保育所の園長 73 名で，担当の部署が直接

17 年に新しい尾道市の体制が開始した。旧尾道市で

配付し，郵送にて回収した。

は，「尾道方式 」とよばれる行政・医療・学校・地域

3.2.2 尾道市の子どもや子育て環境に関する意識調査

が一体となって尾道市民の健康づくりへの取り組みが

気になる子どもや保護者に対する支援の連携・相談

全国的に評価されていた。広域化した新しい尾道市の

に関する意識を計 8 項目について，できていると思う，

島々が点在している地域の状況を踏まえ，乳幼児期か

少しできていると思う，あまりできていると思わない，

ら高齢期までの幅広い世代への支援体制を拡充してい

できていると思わない，の 4 者選択で回答を求めた。

く今後の取り組みが検討されている。今回は，附属診

次に，気になる子どもや保護者に対する支援体制に

療所での個別のリハビリテーションや二次健診・子育

関する希望を計 6 項目について，希望する，少し希望

て相談を通じて尾道市の子どもと多く関わっている県

する，あまり希望しない，希望しない，の 4 者選択で

立広島大学保健福祉学部の教員と，尾道市の健康推進

回答を求めた。

課を中心とした尾道市の関係課が協同して，尾道市の

3.2.3 園の中での気になる子どもと気になる保護者
の実態

実態にあった子育て地域支援システムの構築にむけて
支援者側の意識調査を実施した結果を報告する。

気になる子どもがいると答えた場合には，別紙にケ
ース別（無記名）のチェックリストを設け，それぞれ
の子どもにあてはまる事項にチェックをしてもらい，

2 研究目的

集計時に発育不良，肥満，運動発達の遅れ，言語発達
尾道市の子育て地域支援システムの構築の検討のた

の遅れ，行動面の問題，精神面の問題の 6 項目に分類

めに，まず，支援者側の意識を調査することにより尾

した。気になる保護者に対しても同様にケース別（無

道市の子どもの実態と子育てのニーズを把握する。

記名）のチェックリストの事項にチェックをしてもら

（調査期間は平成 20 年 11 月 14 日〜平成 20 年 11 月
28 日）

い，集計時に 7 項目に分類した。
3.3

倫理的配慮

いずれの調査も，アンケートへの協力は自由意志で
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あること，アンケートの協力者およびケースは全て無

た。問③〜⑤の環境や支援体制の整備状況は 61 ％〜

記名方式で匿名性を保障すること，データは厳重に管

62 ％があり，問⑥と⑦の連携については 53 ％，42 ％

理し研究目的以外には使用しないことを明記するなど

がありと回答した。⑧の子どもの支援の苦慮がありは

倫理的配慮を行った上で協力を依頼した。

47 ％で，61 人（13 ％）がかなり苦慮していると答え
ていた。
4.1.3 尾道市の施策・地域サービスに関する認知度

4 結果

（図 2）
4.1
4.1.1

尾道市職員に対するアンケート調査

施策・地域サービスに関して認知度に著しい差がみ

回答者の属性

られた。知っているまたは少し知っている（以下知る）

回答者は，460 人（回答率 79.3 ％）で，職種は管理

が 8 割を超えたのは，母子健康手帳，1 歳 6 ヵ月健診，

職（課長以上）36 人，主事 55 人，保育士 162 人，教

3 歳児健診，療育手帳，身体障害者手帳，子育て支援

諭 71 人，保健師 30 人，看護師 5 人，栄養士 5 人，そ

センター，加配・介助員制度，放課後クラブであった。

の他 84 人，無回答 12 人であった。現在の仕事の内容

一方，知るが 6 割に満たなかったのは，家庭教育支援

は，重複回答で，子どもに直接関わっているが 361 人，

事業，児童デイサービス，地域生活支援事業，特別支

保護者に主に関わっている 192 人，子どもに関する施

援通級，発達障害者支援センター，放課後子ども教室

策に関わっているが 192 人，子どもと関係がないが

推進事業であった。

25 人であった。

4.2 尾道市内の幼稚園・保育園の園長に対するアン

4.1.2

職員の子育て支援体制に関する意識（図 1）

ケート調査

問①から②の最近の尾道市の子どもの育ちと保護者

4.2.1

回答者の属性

が気になるかの設問に対して，それぞれ 75 ％，77 ％

回答があったのは，67 人（回収率 91.8 ％）で，内

が，かなりあるまたは少しある（以下あり）と回答し

訳は私立幼稚園 6 人，公立幼稚園 18 人，私立保育園

図1

尾道市職員の子育て支援体制に関する意識
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尾道市職員の施策・地域サービスに関する認知度

9 人，公立保育所 19 人，その他の保育園 14 人，その

4.2.3 幼稚園・保育園の園長の支援体制に関する希
望（図 4）

他 1 人であった。
4.2.2 幼稚園・保育園の園長の連携・相談に関する
意識（図 3）

支援体制に関して希望は，①支援についての講習会，
⑤尾道市での専門の職員の配置が 93 ％，90 ％と高く，

気になる子どもや保護者に対して，①園内部での連

次に②専門家による園での講習が 79 ％であった。③

携，②子育て支援課・教育指導課との連携や⑥園内で

支援会議の開催や④窓口の一本化，⑥ 5 歳児健診の希

の支援の実施は，できているまたは少しできている

望は 72 ％，72 ％，75 ％と低かった。

（以下できる）が 100 ％，87 ％，88 ％と高かった。⑤

4.2.4

発育や発達が気になる子どもがいると答えたのは，

園と保健師との連携や，⑧保護者に関する相談の体制
はできるはいずれも 64 ％と低かった。

気になる子どもの実態（図 5）

54 人（81 ％）であった。気になる子どもの人数は計
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尾道市内の幼稚園・保育園の園長の支援体制に関する希望
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度に対する認知の普及が乏しく，個人情報取り扱い認

423 人で，在籍総数 4054 人の 10.4 ％であった。
年齢が記載された子ども別の頻度は，年少未満から
年長まで 9.5 〜 12 ％で大きな差はなかった（図 5-1）。

識の相違の課題もあり，各機関の十分な連携が取りに
くい状況がある 2）3）4）。

利用園別の頻度では，私立幼稚園が 1.8 ％，私立保育

今回，平成 17 年に尾道市が周辺の市町村と合併し，

園が 5.8 ％と低く，公立保育園は 17.9 ％と最も高く著

新しい尾道市の体制が開始となったことを受けて，子

しい差が認められた（図 5-2）。

育て地域支援システムを構築していくことが必要とな

気になる子どもの内容は，言語発達の遅れが 227 人
と最も多く，次に行動面の問題 192 人，精神面の問題

った。システムを構築するにあたり，現在の実態を把
握するため，今回は支援者側の意識調査を行った。

151 人が多かった（図 5-3）。
4.2.5

尾道市職員の子育て支援体制に関する意識調査で

気になる子どもの年齢別の内容（図 6）

は，職員の多くは，尾道市の子どもの育ちや保護者お

発育の遅れは 36 人で年少未満にやや多く，肥満は

よび子育て環境について気になることがあるが，子ど

18 人で年長にやや多い傾向はあったが年齢別の差は

もの発達や子育てを支援する体制は整っていると考え

なかった。発達の遅れや行動面・精神面の課題も年齢

ていた。しかし，各部署間の連携および国や県との連

別で差はなかった（図 6-1，図 6-2）。支援を利用して

携が整っていると考えている人の割合は少なかった。

いるのは，年少未満で 38 ％と少なく，年少以上では

半数が子どもの支援に関して苦慮しており，13 ％は

58 〜 64 ％であった。

かなり苦慮していると答えていた。尾道市の子育て地

4.2.6

気になる保護者の実態（図 7）

域支援システム構築において，特に連携体制の強化の

気になる保護者がいると答えたのは，40 人（60 ％）

必要性が認識された。

であった。気になる保護者の人数は計 185 人で，利用
総数 3361 世帯の 5.5 ％であった。

尾道市の施策や地域サービスに関しては，認知度に
大きな差があった。特に，平成 17 年に施行され，平

気になる保護者の内容の記載されていた 147 人で

成 19 年から本格実施が始まった発達障害者支援法と

は，生活習慣に問題があるが 73 人，経済的・時間的

関係する施策やサービスに関して認知度が低かった。

に余裕がないが 56 人，子育てに自信がないが 55 人，

県立広島大学保健福祉学部では，附属診療所や尾道市

精神面で問題があるが 45 人と多かった（図 7-1）。保

の二次健診などにおいて，発達になんらかの課題のあ

護者の気になる内容の重複をみると，課題が単数は

る子どもたちの相談や発達支援に取り組んで協力して

58 人（39.5 ％）で，重複例が多かった（図 7-2）。子

きたが，尾道市全体の行政の枠組みには，発達障害児

どもも気になるのは 75 人で，気になる保護者の

施策が十分に組み込まれて認知されていない現状が明

40.5% を占めていた。

らかとなった。

5 考察

る子どもや保護者に対してそれぞれの園内での支援や

尾道市内の幼稚園・保育園の園長の多くは，気にな
連携はできていると考えていたが，保健師や他機関の
わが国の少子化は急速に進行し，出生数は昭和 25

相談機能との連携は，整っていると考えている人の割

年（1950 年）の 234 万人が，2006 年には 109 万人と

合は少なかった。今後の支援体制の希望は，講習会の

半数以下になり，全人口に 15 才未満が占める割合は，

開催や尾道市への専門職の配置は高かったが，支援会

35.4 ％から 13.8 ％と低下した。人口 1000 人あたりの

議の開催は少なかった。

出生率は 28.1 から 8.7，合計特殊出生率は，3.65 から

乳幼児の健診システムとその後のフォローアップ体

1.32 と低下している。また，子どもの状況の変化も著

制や発達支援のシステムに関しては，各地でその市町

しく，大学・短大への進学率の増加，特別支援学校・

村の特徴に合わせて整備が進められている。具体的に

学級の利用者の増加，不登校の増加や低年齢化などが

市町村名が明記された報告では，人口規模順は，大津

みられている。低所得家庭やひとり親家庭の増加や児

市の子育て総合支援センター（人口 33.5 万人）5），鳥

童虐待相談件数の増加など，子どもが育つ環境の変化

取市（14.7 万人）の育児支援強化対策 6），亀山市（5

も大きい 1）。

万人）の子ども相談支援室 7），南十勝 5 町村（2.5 万

わが国では，平成 15 年に少子化社会対策基本法，

人）の地域療育推進協議会 8），大口市（2.2 万人）の

および，次世代育成支援対策推進法が制定され，子育

発達支援センター 9）がある。これらの報告に共通し

て支援施策が取り組まれている。また，地域保健法と

ているのは，早期から相談しやすい窓口と連携の要と

母子保健法の改正に伴い，平成 9 年度から乳幼児健診

なる発達に関する専門性の高いコーディネーターの設

が市町村に移管され，発達の視点や保護者支援を含め

置である。コーディネーターは主に心理系が専門で，

て各市町が責任を持って子育て支援を実施する体制と

大津市では発達相談員，鳥取市では心理相談員，亀山

なった。しかし，行政では各部署で別々に取り組みが

市では臨床心理士，南十勝 5 町村では母子通園センタ

行われ，一般だけでなく医療関係者や保護者にも各制

ー職員と名称は異なっているが，保健師または保育士
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と連携して支援を行っていた。大口市では，心理士の

精神面の問題など，発達の遅れや発達障害と関連する

確保が困難であったため，地域の保健師や保育士が研

ものが多かった。平成 14 年の文部科学省による教師

修を受けてコーディネーターとして養成されていた。

への調査で，発達障害といわれる発達に著しい遅れは

また，亀山市では教育委員会の指導主事も同じ組織に

ないが通常学級において教育的支援が必要な子どもた

位置づけられていて，教育と福祉の一貫した連携とい

ちが 6.3% 存在するという報告 10）が根拠の一つとな

う視点では特に整備が進んでいた。どの報告も，支援

って，発達障害者支援法が施行された。発達障害児の

体制が整備されたことにより，子どもと保護者を包括

早期発見の手段として，小枝は 5 歳児健診を提唱し，

して，継続的で諸機関と連携した子どもの発達支援体

鳥取県を中心に調査を行っている。平成 17 年の発達

制が確立されていた。今後，尾道市の子育て支援体制

障害児の頻度は 9.6% と報告しており，今回の頻度と

の構築にも，相談窓口の利用しやすさや連携の中心と

近似していた。

なる組織の編成の検討が必要であると考えた。今後，

発達障害者支援法では，基本的視点として，①子ど

尾道市に対して具体的な内容を提案していく予定であ

もの将来の自立に向けた発達支援，②子どものライフ

る。

ステージに応じた一貫した支援，③家族を含めた一貫

幼稚園・保育園で気になる子どもは，10.4 ％であっ

した支援，④できるだけ子どもと家族にとって身近な

た。気になる内容は，言語発達の遅れ，行動面の問題，

地域における支援が示された。また，平成 19 年度か
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ら特別支援教育が学校教育法に位置づけられ，発達障

1）職員の多くは，尾道市の子どもの育ちや保護者に

害も含めた障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加

ついて気になることがあるが，子どもの発達や子育て

に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち，

を支援する体制は整っていると考えていた。一方，各

幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し，その

部署間の連携および国や県との連携が整っていると考

持てる力を高め，生活や学習上の困難を改善又は克服

えている人の割合が少なかった。尾道市の施策や地域

するため，適切な指導及び必要な支援を行うこととな

サービスでは，特に発達障害の支援や家庭支援関係の

っている。しかし，地域や年齢層の違いにより，その

認知度が低い傾向であった。

取り組みには差が大きい。尾道市では，利用園の種別

2）幼稚園・保育園の園長の多くは，それぞれの園内

による頻度の差が大きく，5 歳児健診を希望しない園

での支援や連携はできていると考えていたが，保健師

も認められた。この要因は，保護者の就労の有無や育

や他機関の相談機能との連携は整っていると考えてい

児意識など利用者側の違いもあるが，園側の認識の違

る人の割合が少なかった。支援体制では，講習会の開

いもあると考えられる。平成 18 年度の学校種別・項

催や尾道市への専門職の配置の希望が高く，支援会議

目別発達障害への教育支援体制整備状況では，小中学

の開催や 5 歳児健診の希望は少なかった。

校に比べて，幼稚園と高等学校の整備の遅れが顕著に

3）幼稚園・保育園で気になる子どもは，10.4 ％であ

認められていることも関連している 11）。また，年少

ったが，利用園の種別による頻度の差が大きかった。

以上では約 6 割が医療機関や療育・相談を受けていた

気になる内容は，言語発達の遅れ，行動面の問題，精

が，一方で相談や療育的支援を受けていない子どもの

神面の問題が多かった。年少以上では，医療機関の利

存在も明らかとなった。

用や療育・相談を受けていたのは約 6 割であった。

幼稚園・保育園で気になる保護者は 5.5% で，その

4）幼稚園・保育園で気になる保護者は 5.5% で，そ

内容は生活習慣の問題，経済的・時間的余裕・子育て

の内容は生活習慣の問題，経済的・時間的余裕のな

への自信のなさなどが多く多岐にわたっていた。現在，

さ・子育てへの自信のなさ，精神面の問題などが多か

わが国の保護者支援は，虐待対策や経済的支援に重き

った。
これらの結果を受けて，今後，尾道市においては，

が置かれている。しかし，気になる保護者の内容が，
経済的な課題など家庭基盤の脆弱性とともに，生活習

利用しやすい相談窓口と子育て支援の中心となる組織

慣の問題や子育ての自信のなさ，精神面の問題など保

の設置，発達障害の理解と支援に対する認識の共有化

護者自身の課題もあり，さらにそれらが重複している

のための啓発活動および実践指導者の育成，保護者支

場合も多いため，よりきめ細やかな保護者への支援体

援体制の充実が特に重要で，大学も専門性を生かした

制が必要であると考えた。

地域貢献の役割を担う必要があると考えた。

県立広島大学保健福祉学部では小児を専門とする教
員が連携して，附属診療所を受診した子どもたちへの

謝辞

診断や個別のリハビリテーション，乳幼児の二次健診
への協力，幼稚園・保育園・学校への巡回相談，ケー

アンケートにご協力くださいました尾道市職員およ

スカンファレンスなどにより，地域の主に発達障害の

び幼稚園・保育園の園長の方々に感謝いたします。な

子どもたちへの支援を開学以来長年行ってきた。今後，

お，本研究は，平成 20 年度県立広島大学重点研究事

さらに今までの実績を生かして，地域の子育て支援シ

業の助成を受けて行われた。

ステムが有効に機能するよう支援していくことが求め
られている。発達障害の理解や支援に関する認識の向
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Abstract
In order to build a system for supporting parents to bring up children with healthy growth and good development in
Onomichi city, we surveyed awareness of the environment around children amongst staff of Onomichi city and directors of
preschools and nursery schools.
Most of them think that it is important to support systems to bring up children more, especially cooperation with related
departments of government and health services. Children who need special developmental support are 10.4%, and parents
who have a fragile background for child raising are 5.5%.
We must make a central team to play a role to support children and parents comprehensively and continuously, and train
specialists to teach practical knowledge and methods about children with developmental disorders.

Key words : system to bring up children, needs survey, system for area support,
cooperation with related departments, developmental disorders

− 66 −

