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１．問題と目的

　近年、社会構造の変化により、核家族化や都市化
が進む中で、子育て環境も大きく変化している。地
域社会の子育て力が低下し、子育て不安や育児困
難を抱える親が増えてきていることが社会の問題と
して大きく取り上げられるようになった。かつては、
地域社会の中で隣人や祖父母、親戚等、多くの大人
が子どもとその親に関わることにより、母親もまた周
りのサポートを受けながら母親として育っていくこと

ができた。しかしながら昨今、都市部では特に近隣
との関係が希薄となり、子どもを持つまでは自宅の
隣に住んでいる人の顔も知らないといったことも珍
しくない。
　1980年代に「育児不安」という言葉が使われる
ようになってから（eg.牧野，1982）、母親の育児不
安に関する研究は多くなされてきているが（吉田，
2012）、高齢化、および人口減少問題や少子化対策
といった社会における喫緊の課題とも合致して、子
育て世帯への支援と育児不安への対応は社会にお
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ける最重要課題と言っても過言ではないだろう。
　このような状況の中、子育ての悩みの相談や子
育て仲間との交流ができる場として子育て支援セン
ターやつどいの広場等が各地で開設され、様々な子
育て支援の場が設けられるようになってきた。地域
子育て支援拠点事業は、主に家庭で育児を行ってい
る母親たちへの支援を目的に、2000年代に各地で増
えていった子育てひろばや子ども家庭支援センター
などの事業を統合し、2007年に地域子育て支援拠
点事業として再編された事業である（渡辺・橋本，
2014）。事業実施箇所は年々増え、2016年度の報告
では（厚生労働省，2017）、7,000箇所を超えている

（2007年時には4,409箇所）。
　とはいえ、これら子育てに関する地域資源が整備
されることで、母親たちの育児の困難や不安は減少
したといえるのであろうか。むしろますます強まって
いるようにも思われる。支援の整備のスピードにも
増して、社会の変化が激しいということであろうか。
例えば、近年ではインターネットやスマートフォン等
の普及によって、子育てに関する情報が真偽の分か
らないまま巷にあふれている状況を作り出し、一層、
子育て世代の不安を強くしていると言えよう。
　2015年度には「子ども・子育て支援新制度」が
スタートし、「量」と「質」の両面から子育てを社
会全体で支えることが目標として掲げられた（内閣
府，2014）。新制度では、実施主体を市町村として、
全ての市町村に住民に対するニーズ調査を行った上
で、保育所をはじめ、一時預かり、地域子育て支援
拠点、放課後児童クラブ等の整備計画の策定が定
められている（池本，2015）。
　急速に進みつつある社会の変化に、「量」の拡充
とともに、「質」の保障は今後ますます求められるで
あろう。支援のニーズはさまざまであり、支援を必
要としている親子に必要な支援がしっかりと届くこ
とが重要である。
　子育ての不安や支援のニーズは、子どもの年齢に
よっても違うであろう。乳幼児期といっても、０歳
の子どもと５歳の子どもでは親子の行動範囲も全く

異なるといえる。そこで本研究では、子どもの年齢
が０歳から５歳まで、それぞれの時期の母親の声を
聴くことを目的にオンライン調査を実施し、現在の
親子の育児環境や母親の育児不安の程度、子育て
支援資源の利用状況等を明らかにすることを目的と
する。
　
２．方法

（１）手続き
　調査会社に委託しオンライン調査を実施した。回
答は自由意思に基づくこと、統計データは学術的に
利用することが回答前に説明され、同意した者が回
答した。
（２）調査対象者
　第１子が０～５歳の子育て期の女性500名を対象
に調査を実施した。なお、第１子の年齢が０～２歳
に該当する回答者が250名、第１子の年齢が３～５
歳に該当する回答者が250名となるよう調査会社に
依頼した。回答者の平均年齢は33.66歳（20 ～ 45
歳　SD=5.08）であった。
（３）調査内容
ａ）フェイス項目
　子どもの年齢（複数いる場合は全ての子どもの年
齢）、性別（複数いる場合は全ての子どもの性別）、
子どもの人数、回答者本人の年齢、就労状況等を尋
ねた。
ｂ）第１子の所属
　一番上のお子さんの現在の所属について、「①保
育所（保育ママ、家庭的保育等を含む）」、「②幼稚園」、

「③通っていない」、「④その他」の４つの中から１つ
選んで回答してもらった。
ｃ）祖父母（義父母／実父母）の居住場所
　現在の住まいと、義理（夫の）父母、および実父
母の住まいとの距離について、それぞれ「①同居」、

「②近所に住んでいる」、「③遠方に住んでいる」、「④
いない」の４つのうち１つを選んでもらった。
ｄ）育児不安を測定する項目
　母親の育児にまつわる不安や負担感について、荒
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牧（2008）の育児感情尺度、および宮本（2013）の
育児不安尺度など既存の尺度から項目を選択し用い
た。18項目からなる「とてもそう思う」から「まっ
たくそう思わない」までの６件法で回答を求めた。
ｅ）子育てについての悩みの相談相手
　子育てについて困ったり悩んだりしたときの相談
相手について、選択項目を提示し、複数回答を可と
して回答を求めた。選択項目は以下の通りである。「①
夫」、「②自分の父母」、「③自分のきょうだい」、「④
夫の父母・きょうだい」、「⑤ママ友」、「⑥近所の人・
知人」、「⑦専門機関（子ども家庭支援センター、カ
ウンセラー、各種相談機関など）」、「⑧保育所・幼
稚園の先生」、「⑨育児関係のチャット等インターネッ
ト」、「⑩その他」。
ｆ）利用している子育て支援サービス
　自治体等で行っている様々な子育て支援のサービ
スについて、利用の頻度を訪ねるため、「以下にあ
げる場所や活動をあなたはどのくらい利用（参加）
していますか？あてはまるものを選んで下さい。」と
質問し、回答を求めた。尋ねた支援サービスは以下
の５つである。①子育てひろば（子ども家庭支援セ
ンター、児童館等）、②図書館（絵本の読み聞かせ
会など乳幼児向けイベント）、③育児相談（保健所、
支援センター、保育所etc）、④保育所の園庭開放や
子育てひろば等、⑤保育所や子ども家庭支援セン

ター等の一時保育のそれぞれについて、「一度も利
用したことはない」、「ほとんど利用しない」、「月に１、
２回くらい」、「週に１、２回くらい」、「週に３−５回
くらい」、「ほぼ毎日」の６件法にて回答を求めた。
　なお、その他にも母親のパーソナリティや被養育
経験などいくつか質問をしたが、本論文では報告し
ないため、ここでの記載は省略する。
（４）倫理的配慮
　本研究の実施にあたり、インターネット調査会社
の調査モニターとして登録している人の中から、テー
マを説明したうえで匿名にて協力を募り、協力して
も構わないと考える人のみが回答を行った。彼ら
は、モニター登録の段階で調査データを統計的に処
理し発表する可能性について説明を受け了解したう
えで、途中で回答をやめる権利を有していた。また、
本研究は、筆者の所属大学の研究倫理審査委員会
において承認を受けた。

３．結果

（１）調査対象者の属性
　調査対象者の属性を以下に記す（表１）。母親の
年齢は30代前半が全体の36.0％と最も多く、次い
で30代後半が27.6％であった。平均年齢は33.66±
5.08歳である。子どもの人数は、１人と答えた人が
67.0％が最も多く、２人の人が29.6％、３人以上は

表１　調査対象者の属性
項目 Ｎ ％

平均年齢 33.66歳 SD=5.08
年齢の分布 20 ～ 24歳 16 3.2

25 ～ 29歳 92 18.4
30 ～ 34歳 180 36.0
35 ～ 39歳 138 27.6
40 ～ 45歳 74 14.8

子どもの人数 １人 335 67.0
２人 148 29.6
３人以上 17 3.4

子どもの平均人数 1.37人 SD=0.57
就労状況 専業主婦 327 65.4

パートタイム勤務 70 14.0
フルタイム勤務 94 18.8
その他 9 1.8
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3.4％であった。子どもの人数の平均は1.37±0.57人
であった。母親の就労状況については、専業主婦が
65.4％、パートタイム勤務が14.0％、フルタイム勤務
が18.8％、その他1.8％であった。
　次に、第１子の性別、年齢、所属について表２、
３に示す。性別については、男児が258人、女児が
242人と同程度の割合であった。年齢については、
０歳児75名、１歳児81名、２歳児94名、３歳児80名、
４歳児90名、５歳児80名と概ね偏りなく回答を得る
ことができた。なお、調査対象者の居住地域につい
ては、調査会社に委託したオンライン調査であった
ことから47都道府県全てにまたがる調査対象者を
募っている。今回の調査参加者の居住地は44都道
府県にわたっていたことから、特定の地域の影響は
受けていないと考えらえる。
　また、第１子の所属について、年齢別に示したも
のが表３である。全年齢を合計すると、保育所（保
育ママ、家庭的保育含む）が120名（24.0％）、幼稚
園が116名（23.2％）、通っていない子どもが264名

（52.8％）であった。なお、選択肢に設けていた「そ
の他」を選択した人はいなかった。年齢ごとに見て
いくと、０～２歳までは、幼稚園に通っている子は
いないことから、在宅での育児が多い。特に０歳で

は96.0％が「通っていない」と回答していた。２歳
児では保育所に通っている子の割合が増え、26.6％
であった。３歳以降は幼稚園の割合が増え、４、５
歳児では幼稚園に通っている子どもが最も多い結果
となった。
　義父母、および実父母の住まいとの距離について、
それぞれ「同居」、「近所に住んでいる」、「遠方に住
んでいる」、「いない」の４つのうち１つを選んでもらっ
た結果を図１に示す。
　夫の父母と同居している人は23人（4.6％）、自分
の父母と同居している人は30人（6.0％）であった。
あわせて10％強の家族が、父方母方いずれかの祖
父母と同居していることが分かった。また、「近所に
住んでいる」人は、夫の父母で191人（38.2%）、自
分の父母で214人（42.8%）であった。同居、近居あ
わせて、若干ではあるが、母親側の両親の近くに住
んでいる家族が多いことが分かる。なお、夫、妻と
もに最も多い回答は「遠方に住んでいる」であった（夫
の父母243人（48.6%）；自分の父母231人（46.2%））。
（２�）子どもの年齢、性別、所属の違いに見る育児
不安

　はじめに、育児不安に関する18項目について、因
子分析を行い、育児不安に関する５因子を抽出した

表２　第１子の年齢と性別
男児 女児 計

０歳 38 37 75
１歳 41 40 81
２歳 49 45 94
３歳 49 31 80
４歳 42 48 90
５歳 39 41 80
計 258 242 500

表３　第１子の所属（年齢別）
保育所 幼稚園 在宅 計

０歳
3 0 72 75
4.0% 0.0% 96.0% 100.0%

１歳
15 0 66 81
18.5% 0.0% 81.5% 100.0%

２歳
25 0 69 94
26.6% 0.0% 73.4% 100.0%

３歳
26 10 44 80
32.5% 12.5% 55.0% 100.0%

４歳
27 51 12 90
30.0% 56.7% 13.3% 100.0%

５歳
24 55 1 80
30.0% 68.8% 1.3% 100.0%

計
120 116 264 500
24.0% 23.2% 52.8% 100.0%図１　義父母、および実父母の住まいとの距離
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（井梅，2017）。第１因子から順に、「育児における苛
立ち」（α=.843）、「社会からの孤立」（α=.714）、「育
て方への不安」（α=.847）、「子の発達についての不
安（以下「発達不安」と表記）」（α=.834）「疲労感」（α
=.767）とした（項目内容は表４を参照のこと）。各
因子の項目平均値を算出し、下位尺度得点として以
下の分析で用いることとする。
ａ）子の年齢と育児不安
　子どもの年齢によって母親の育児不安の程度に違
いがあるのかを検討するため、子どもの年齢を独立

変数、育児不安の５下位尺度の得点を従属変数と
した分散分析を行った。結果を表５に示す。５つの
下位尺度のうち、「育児における苛立ち」と「発達
不安」の２つの下位尺度で有意差が認められた（そ
れ ぞ れ 順に、F（5,494）=14.49、p<.01、F（5,494）=2.40、
p<.05）。Tukey法による多重比較を行った結果、「育
児における苛立ち」では、０、１歳児を持つ母親よ
りも、２～５歳児を持つ母親の得点が高いことが分
かった。特に、４歳児で最も高いことが分かる。次
に、「発達不安」については、０歳児を持つ母親よりも、

表５　子の年齢別の育児不安得点と分散分析結果
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 Ｆ値 多重比較N 75 81 94 80 90 80

苛立ち 2.67 2.88 3.34 3.44 3.82 3.50 14.49** 0,1<2,3,4,5
（1.09） （1.05） （1.05） （0.94） （0.93） （0.97） 2<4

社会孤立 3.32 3.04 3.33 3.20 3.30 3.09 1.22
（1.05） （1.05） （0.98） （1.10） （1.11） （0.92）

育て方不安 3.92 3.70 3.82 3.72 4.01 3.80 0.97
（1.25） （1.09） （1.08） （1.13） （1.03） （1.07）

発達不安 2.60 2.73 2.68 2.74 3.17 2.91 2.40* 0<4
（1.12） （1.18） （1.19） （1.32） （1.25） （1.34）

疲労感 3.80 3.74 3.87 3.82 4.05 3.82 1.13
（0.88） （1.04） （1.04） （0.95） （0.79） （0.97）

（　　　）内は標準偏差　　**p<.01、*p<.05

表４　育児不安尺度の因子分析結果

項目 因子
F1 F2 F3 F4 F5

F1　育児における苛立ち
子どもが自分の言う事を聞かないので、イライラする .690 .113 .375 .095 .206
自分の子どもでも、かわいくないと感じることがある .684 .199 .119 .203 .061
子どもが甘えてくると、わずらわしいと感じることがある .660 .317 .049 .252 .069
子どもの泣き声に、イライラする .595 .290 .285 .206 .223
F2　社会からの孤立
自分ひとりだけで子育てをしているような気がする .182 .605 .123 .094 .060
毎日、育児の繰り返しばかりで、社会との絆が切れてしまうように感じる .146 .562 .226 .138 .066
子どもを育てるために我慢ばかりしている .321 .561 .227 .193 .203
F3　育て方への不安
自分の育て方でよいのかどうか不安になる .172 .224 .815 .112 .125
子どもをうまく育てていけるか、不安になる .174 .331 .675 .123 .200
育児のことで、どうしたらよいか、わからなくなる .265 .356 .562 .235 .151
F4　子の発達についての不安
他の子どもと比べて、自分の子どもの発達が遅れているのではないかと思う .145 .177 .113 .916 .008
他の子どもにはできて、自分の子どもにはできないことが多いと感じる .260 .183 .161 .687 .058
F5　疲労感
朝、目覚めがさわやかである -.022 -.018 -.069 -.020 -.781
生活の中にゆとりがある -.150 -.130 -.124 -.020 -.654
いつも疲れている感じがする .280 .486 .247 .079 .507
毎日くたくたに疲れる .249 .378 .164 .098 .419
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４歳児を持つ母親の得点が高い結果となった。
ｂ）子の性別と育児不安
　子どもの性別の違いによって母親の育児不安の程
度に差があるのかを検討するため、子どもの性別を
独立変数、育児不安の５下位尺度の得点を従属変
数とし t 検定を行った。結果を表６に示す。５つの
下位尺度のうち、「発達不安」で有意差が見られた（t

（498）=2.04、p<.05）。また、「育て方への不安」にお
いて有意傾向が見られた（t（498）=1.70、p<.10）。い
ずれも女児を持つ母親よりも男児をもつ母親の方が
不安の得点が高かった。
ｃ）子の所属と育児不安
　子どもの所属（保育所／幼稚園／在宅）の違いに
よって母親の育児不安の程度に違いがあるのかを検
討するため、子どもの所属を独立変数、育児不安の
５下位尺度の得点を従属変数とした分散分析を行っ
た。結果を表７に示す。５つの下位尺度のうち、「育

児における苛立ち」と「社会からの孤立」の２つの
下位尺度で有意差が見られた（それぞれ順に、F

（2,497）=6.23、p<.01、F（2,497）=5.41、p<.01）。Tukey法
による多重比較を行った結果、「育児における苛立
ち」では、子どもが幼稚園に通う母親の方が、在宅
育児をしている母親よりも得点が高いことが分かっ
た。次に、「社会からの孤立」については、保育所、
幼稚園に子どもが通っている母親よりも、在宅で育
児をしている母親の得点が高い結果となった。
（３）悩みの相談相手
　子育てにおいて困ったり悩んだりしたときの相談
相手について、複数回答可として選択肢から選んで
もらったところ、表８のような回答が得られた。最
も多く相談相手として選択されていたのは、「夫」で
70.2％であった。ついで「自分の親（68.4％）」、「マ
マ友（42.6％）」、「自分のきょうだい（22.0%）」の順
であった。
　悩みの相談相手の人数と育児不安との関連を検討
するため、表８に示す相談相手のうち、親族の相談
相手（夫、自分の父母、自分のきょうだい、夫の父母・
きょうだい）の合計と、親族以外の相談相手（ママ友、
近所の人・知人、専門機関、保育園・幼稚園の先生）
の合計をそれぞれ算出した。なお、育児関連のチャッ
ト等インターネットについては、特定の人への相談
ではないことから、相談相手の合計には入れないこ
ととした。それぞれの人数の内訳を表９に示す。親
族の相談相手の人数では、「２人」が最も多く（190

表６　子の男女別育児不安得点とt検定結果
男児（n＝258） 女児（n＝242） t値

苛立ち 3.29 3.29 0.03
（1.13） （1.01）

社会孤立 3.23 3.21 0.27
（1.06） （1.01）

育て方不安 3.91 3.75 1.7†
（1.10） （1.11）

発達不安 2.92 2.69 2.04*
（1.29） （1.19）

疲労感 3.87 3.84 0.34
（0.93） （0.98）

（　　　）内は標準偏差　　*p<.05、†p<.10  

表７　子の所属別育児不安得点と分散分析結果
保育所 幼稚園 在宅 Ｆ値 多重比較N 120 116 264

苛立ち 3.34 3.56 3.15 6.23** 幼>在宅
（0.98） （1.01） （1.12）

社会孤立 3.04 3.08 3.36 5.41** 保、幼＜在宅
（1.02） （0.99） （1.05）

育て方不安 3.73 3.79 3.89 0.99
（1.06） （1.10） （1.13）

発達不安 2.75 2.90 2.80 0.45
（1.23） （1.30） （1.23）

疲労感 3.75 3.91 3.88 0.95
（0.89） （0.91） （1.00）

（　　　）内は標準偏差　　**p<.01、*p<.05
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人）、次いで「１人」（161人）という人が多い。一方、
親族以外の相談相手については、「０人」の人が最
も多く（237人）、ついで「１人」（180人）であった。
　次に、「親族の相談相手の人数」、および「親族以
外の相談相手の人数」を独立変数、育児不安の５
下位尺度の得点を従属変数とした２要因の分散分析
を行った。結果を表10に示す。なお、「親族以外の
相談相手の人数」については、２人以上の人が少な
かったため、０人、１人、２人以上の３群に分けて

分析することとした。有意差のあったものから順に
見ていくと、「育児における苛立ち」において、「親
族の相談相手の人数」の主効果が有意であった（F

（4,485）=3.04、p<.05）。多重比較の結果、相談相手
の人数が多い方が、苛立ちの得点が低くなっている
ことが示された。また、「社会からの孤立」について
も、「親族の相談相手の人数」の主効果が有意であっ
た（F（4,485）=3.56、p<.01）。相談相手の人数が多
い方が、社会からの孤立得点が低いことが示された。

表８　悩みの相談相手（複数回答可）
度数 ％

夫 351 70.2
自分の父母 342 68.4
自分のきょうだい 110 22.0
夫の父母・きょうだい 62 12.4
ママ友 213 42.6
近所の人・知人 37 7.4
専門機関（子ども家庭支援センター、カウンセラー、各種相談機関等） 61 12.2
保育所・幼稚園等の先生 56 11.2
育児関係のチャット等インターネット 23 4.6
その他 15 3.0
誰にも相談しない 28 5.6

表９　「親族の相談相手の人数」と「親族以外の相談相手の人数」の内訳
親族以外の相談相手の人数

０人 １人 ２人 ３人 ４人 計

親族の相談

相手の人数

０人 30 16 2 1 0 49
１人 87 51 17 5 1 161
２人 91 70 23 6 0 190
３人 27 29 15 5 0 76
４人 2 14 6 2 0 24
計 237 180 63 19 1 500

表10　相談相手の人数別育児不安得点と分散分析結果
親族の相談相手の人数 親族以外の相談相手の人数 親族人数 非親族人

数の差０人 １人 ２人 ３人 ４人 ０人 １人 ２人
N 49 161 190 76 24 237 180 83 （　　）内はF値

苛立ち 3.60 3.51 3.18 3.04 2.93 3.31 3.27 3.29 0<3、1<2、3 ns（1.05） （1.12） （1.04） （1.05） （0.66） （1.11） （1.02） （1.08） （3.04*）

社会孤立 3.56 3.42 3.08 3.06 2.78 3.32 3.10 3.18 0,1<2、3、4 ns（1.26） （1.00） （0.99） （1.04） （0.79） （1.06） （0.99） （1.05） （3.56**）

育て方不安 4.01 3.98 3.72 3.69 3.76 3.86 3.76 3.90 ns ns（1.17） （1.13） （1.07） （1.15） （0.81） （1.16） （1.05） （1.07）

発達不安 3.20 2.97 2.72 2.59 2.40 2.95 2.73 2.61 ns ns（1.33） （1.29） （1.17） （1.19） （1.24） （1.24） （1.22） （1.29）

疲労感 3.95 3.92 3.77 3.90 3.75 3.86 3.76 4.05 ns ns（1.15） （1.00） （0.88） （0.83） （1.07） （0.94） （0.95） （0.97）
（　　　）内は標準偏差　　**p<.01、*p<.05
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表11　子育て資源の利用状況（N＝500）
一度もない ほとんどない 月に１、２回 週１、２回以上

子育て広場 160 158 103 79
図書館 298 112 69 21
育児相談 294 141 46 19
園庭開放等 301 111 62 26
一時保育 388 68 20 24

図２　子育て資源の利用状況（子どもの所属別）
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なお、「親族以外の相談相手」の人数の主効果はい
ずれの下位尺度でも有意差が見られなかった。
（４）子の所属別にみる子育て支援サービスの利用
　子育て支援のサービス利用の頻度について、「一
度も利用したことはない」、「ほとんど利用しない」、

「月に１、２回くらい」、「週に１、２回くらい」、「週に
３−５回くらい」、「ほぼ毎日」のいずれかを選んでも
らった。回答者全体の利用状況をまとめたものを表
11に、子どもの所属別（保育所／幼稚園／在宅）に
グラフにしたものを図２に示す。なお、「週に１、２
回くらい」、「週に３−５回くらい」、「ほぼ毎日」につ
いては回答者が少なかったため、この３つを合わせ
て「週１、２回以上」とした。
　今回尋ねた子育て資源のうち、全体で最も利用が
多かった資源は、子育てひろば（子ども家庭支援セ
ンター、児童館等）であった。１度も利用したこと
がない母親が160人いるものの、月に１、２回の利
用者が103人、週１、２回以上の利用者が79人いる
ことから、一定数の母親が繰り返し利用しているこ
とが分かる。週１、２回以上の利用者は、在宅育児
の母親の割合が多く、子育てひろばが在宅育児をし
ている人の居場所として機能していることが推測さ
れる。
　次に、図書館の絵本の読み聞かせ会など乳幼児
向けイベントなどへの参加を訪ねたところ、子育て
ひろばほど多くはないが、月に１、２回が69人、週１、
２回以上が21人であった。こちらも、頻回利用の群
では特に在宅育児の母親の利用が多いことが分かっ
た。
　保健所、支援センター、保育所などで行っている
育児相談の利用状況については、全体数は多くない
ものの、一定数が利用していることが分かる。なお、
子どもの所属による利用頻度の違いはほとんど見ら
れず、ニーズのある人が利用していると見ることが
できよう。保育所で行っている園庭開放や子育てひ
ろばの利用については、１度も利用したことがない
人も多いが（301人）、「月に１、２回」と「週に１、
２回以上」を合わせると、在宅の母親では50人とな

ることから、約２割（在宅育児の母親の総数264人）
の母親が利用していることが分かる。最後に、一時
保育については、１度も利用したことがない母親が
388人であり、今回尋ねた資源の中で最も利用が少
ないことが分かる。

４．考察

（１）子どもの属性と育児不安
　本研究では、第１子の年齢、性別と所属の違いに
よって母親の育児不安に差があるかを検討した。そ
の結果、いずれにおいても違いがみられることが分
かった。はじめに、子の年齢による違いについて、０、
１歳児よりも、２～５歳児を持つ母親の方が「育児
における苛立ち」の得点が高かった。育児の苛立ち
は、子どもの自我が出てくる２歳以降の方が強くな
るのであろう。「子どもが言う事を聞かない」「甘え
てくるとわずらわしい」など、子どもとのやりとりの
中でイライラが増すことが推測される。これまでの
母親調査においても（eg.内閣府，2001；小橋・入江，
2011）、「イライラする」と回答した人が７～８割に
のぼることは指摘されており、子どもが言う事を聞
かない時、イヤイヤが激しい時などに「イライラする」
こと自体は大きな問題ではないとも言えるが、その
ようなイライラが収まらなかったり、常にそのような
ストレスを抱えている場合、リスクも大きくなると言
えよう。同様に「発達不安」についても４歳児の母
親の得点が最も高く、０歳児の母親との間に有意な
差が見られた。子どもの年齢があがるに連れて他児
との関わりも増え、比較することで不安が強くなる
のであろう。また、性別による違いでは、男児の母
親の方が「発達不安」が高かった。科学的根拠はな
いものの、一般に、女児の方が男児よりも発達が早
めであるなどと言われることも多く、男児と女児の
行動特徴の違いから（例えば、おしゃべり好きな女
児の言葉の発達が早かったり、身体を動かすことが
好きな男児が母親の注意が中々聞けなかったり）、母
親が不安になることもあるであろう。しかしながら、
発達障害は男児の方に多くみられることは疫学的に



乳幼児を持つ母親の育児不安と子育て支援資源の利用について
井梅由美子

− 10 −

も示されていることではあるので、具体的な不安に
ついては母親の話を丁寧に聞き、必要に応じて適切
な機関を紹介するなどの対応していくことが重要で
あるといえる。
　次に、第１子の所属と育児不安についてであるが、

「育児における苛立ち」では、幼稚園に通う子の母
親の方が在宅育児の母親よりも得点が高いとの結果
が得られたが、これは、年齢要因により有意差が見
られたと考えられる。すなわち、幼稚園児の多くは４、
５歳児であり、在宅児の多くが低年齢であることか
ら年齢による影響と考えられる。次に、「社会からの
孤立」については、在宅で育児をしている母親の得
点が高く、在宅育児の母親が社会から疎外された感
覚を持ちやすいことがデータにおいても示されたと
いえる。
　今回の調査において、子どもの年齢、性別、所属
など状況要因の違いによって育児不安の程度にも違
いがあることが示された。特に年齢による違いは大
きく、子どもの年齢があがるに連れて育児の困難が
増すことが予測された。これまでの育児不安に関す
る研究でも、育児サポートの有無や（eg.数井・無
藤・園田，1996；小林，2009）、就労状況（eg.八重
樫・小河，2002）、ママ友との関係（eg.中村，2008）
など、育児環境の違いが育児不安に影響することは
指摘されてきたが、年齢など状況要因は時がたてば
変化するものであり、子育てを支援する側にとって
も指摘しやすく、子どもの年齢に応じた支援へとつ
なげることが期待できる。また、４歳児をピークに、
５歳児では有意差は見られなかったが育児不安の各
尺度の得点が低くなる傾向が見られたことから、子
どもの成長とともに、母親の不安が和らぐと予測す
ることもできよう。子育ての悩みはその時期に限定
されたものであることも多く、支援者が見通しを持っ
て伝えることにより、母親の不安の軽減にもつなが
るであろう。
　なお、本研究では母親個人のパーソナリティの要
因など、他の要因については検討していないことか
ら、これらもあわせて多角的に今後検討していきた

いと考えている。
（２）悩みの相談相手と育児不安
　母親のサポートの有無と、育児不安の関連につい
ては、多くの研究で指摘されているところである（eg. 
馬場・村山・田口・村嶋，2013）。そこで本研究でも、
子育ての悩みの相談相手をあげてもらい、育児不安
との関連を検討した。相談相手のうち、「親族」と「親
族以外」で分けて検討したところ、親族の相談相手
の方が多くあげられていることが分かった。特に「夫」
と「自分の父母」は70%程度の人が相談相手として
あげており、育児の身近な相談者であることが伺え
る。原田の調査（2006）でも、育児で心配なときの
相談相手には母方祖父母が最も選ばれており、母親
の実家とのつながりが重要であることが推測される。
そして、そうした相談相手がいないことは母親の育
児不安を高めるのであろう。相談相手の人数と育児
不安について検討したところ、「親族以外」の相談
相手の人数の影響は見られなかったが、親族の相談
者が「０人」、あるいは「１人」の母親は、相談相
手が多い母親よりも「育児における苛立ち」、および

「社会からの孤立」の得点が高かった。
　ところで、祖父母の住まいとの距離では、「遠方
に住んでいる」人が最も多く、実家から遠く離れて
子育てをしている人は多いと考えられる。それでも、
子育てで困ったときの相談相手として、実家の父母
は７割近くとなっていることから、電話等を使って
相談しているのであろう。とはいえ、子育ては予期
しない出来事が起こることも多く急に手助けが必要
になったり、母親が体調を崩した時などには、すぐ
にかけつけてくれる人がいることは母親のメンタル
ヘルスを考える上で重要といえよう。近くに親族等、
いない状況で子育てしている人が多い昨今、困った
ことがあったときに頼れる場をいかに作っていくか
は重要な課題といえるだろう。
（３）子育て支援サービスの利用について
　現在、各自治体にてさまざまな子育て支援サービ
スが実施されているが、子育て中の母親が実際にど
の程度これらを利用しているのかを明らかにするた
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め、各施設の利用状況を尋ねた。その結果、今回尋
ねた支援サービスのうち、子ども家庭支援センター、
児童館等で行っている子育てひろばが最も利用者が
多かった。また、保育所での園庭開放や子育てひろ
ば、図書館の絵本の読み聞かせ会など乳幼児向けイ
ベントも同じ機能を持っていると考えられることか
ら、これらをあわせると、子育て親子が集えるよう
な“子育てひろば”の利用率は悪くないと言えるであ
ろう。これらの施設では、特に在宅育児の母親の継
続的な利用（「月に１、２回」or「週に１、２回以上」）
が多くみられ、親子の居場所となっていることが推
測された。
　一方で、一時保育については今回の調査の結果、
極めて利用が少ないことが分かった。一時保育は多
くの自治体で実施されている子育て支援サービスの
１つで、子どもを預かる理由は問われないことが多
く、保護者の一時的なリフレッシュや上の子の用事
など、多様なニーズに応じて利用することができる

（井梅，2016）。母親の育児ストレスの原因の１つと
して、自分の時間の持てなさがあることは、乳幼児
をもつ母親の声としてよく聞かれるところである。「た
まにはゆっくり湯船につかりたい」、「落ち着いてご
飯を食べたい」など、四六時中、子どもと一緒にい
ることによる母親たちのこうした訴えは、核家族化
が進行した現在、深刻な問題と言えるであろう。「ワ
ンオペ（＝ワンオペレーション）育児」という言葉
が最近、よく聞かれるようになったが、この言葉は
まさに育児を一手に任された母親たちの実感から出
た言葉といえるだろう。世界の子育て事情との比較
をみても、日本では親以外が子育てに関わる仕組み
が非常に脆弱であることが指摘されているが（牧野・
渡辺・船橋・中野，2010）、日本ではまだまだ、例え
そのような仕組みがあっても、自分の都合で子ども
を預けることの罪悪感が大きく、利用しない母親も
多いと考えられる。多くの母親が子どもを預けるこ
となく、常に自分で育児をしていることが今回の調
査からも伺われた。

（４）本研究の意義と今後の課題
　本研究では、オンラインにて調査を行うことによ
り、第１子の年齢が０歳から５歳まで、それぞれの
年齢について比較的偏りなく調査に協力してもらう
ことができた。また、全国に調査モニターがいるこ
とから地域が限定されず、様々な地域の母親への調
査が可能となった。このようにして得られた回答に
ついて、本論文では、子どもの年齢や性別、所属等
の状況要因に焦点をあてて、育児不安の内容につい
て検討した。その結果、子の年齢による育児不安の
違い等が示され、子育て支援の現場で役立つ示唆を
得られたと考えられる。また、母親が利用している
子育て支援資源の現状を把握することができ、母親
たちの支援資源に対する意識についても考えること
ができた。今後は、母親のパーソナリティの要因等
他の要因についても併せて検討し、母親それぞれの
状況にあわせた丁寧な子育て支援への提言ができる
よう、さらなる検討を重ねていきたい。
　最後に、オンライン調査であることの限界につい
ても触れたい。今回の調査参加者は調査会社の調
査モニターに登録している母親であることから、参
加者はインターネット環境がある人に限られている。
オンライン調査の限界については、サンプリングの
偏り等の問題が指摘されており（本多，2005）、そ
うした点を踏まえた上で調査の結果を分析する視点
は大事であろう。しかしながら、子育て世代の年齢
層を考えると、インターネット調査の回答者の多い
年齢層であり、乳幼児を子育て中の母親たちは比較
的自宅にいる時間が長いと考えられ、インターネッ
ト調査に適したターゲットとも言えるであろう。今回
は量的調査という形式で母親の不安の要因を検討し
たが、今後は、インタビュー調査等も実施し、より
きめ細かい子育て世代のニーズと支援の方向性につ
いて考えていきたい。
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