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妊娠・出産直後の母親が抱える問題と子育て支援の課題

森田明美＊1・上田美香＊2

この研究は、男女が協力して初めての出産・子育てに見通しをもちながら展開でき
るようにするためには、どのような社会的な支援体制が必要なのかを考えることを目
的としている。調査は、筆者が関わっている東京都西東京市で実施している母親学級、
三・四ヶ月児健診、一歳六ヶ月児健診、三歳児健診において、同市保健センター健康
推進課の協力を得て、2003年5月～7月に実施した。母親学級と健診の受診家庭に調査
票を配布し、妊婦（初めての出産）71人と乳幼児健診の対象児の女性保護者（母親）
470人から回答を得た。調査結果から、子どもとの係り体験、知識がその後の子育て力
や育児不安に影響すること、ビデオや人形ではなく直接的な乳幼児との係りを希望し
ていること、父親の係り方が母親の子育て不安に影響が強いこと、子育て仲間がいな
い人は、親族を含め支援者が少なく、情報の入手方法も体験的ではなく抽象的になり
やすいことが明らかになり、子育て支援の課題を提示することができた。
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１．はじめに

妊娠中や出産時の学習は、出産前に行われる保健所の母親学級､両親学級において、誕生直後の

赤ちゃんの抱っこや母乳､入浴の方法を中心に行われてきた（注１）。また出産を迎えるための学習は、

産婦人科においても行われてきた。いずれも保健や医療を中心に行われてきたために、出産後の子

どもを含めた暮らしの問題については、ほとんど学習のプログラムをもたなかったといえる。

こうした、出産後の暮らしについて､子育ての相談や、子育ての代替や援助を身近に求められる

時代や地域、家庭ならば、親族ネットワークに委ねておけばいい。だが、森田が行った自治体調査

（千葉県市川市・八千代市、東京都国立市・西東京市、埼玉県富士見市）では、いずれの地域でも

おおよそ60％の若者が赤ちゃんに触ったこともない（注２）。その結果、多くの女性は初めての妊

娠・出産の中で子どもに初めて出会うことになるということが明らかになった。また近年、出産後

に実家や夫の実家でいったん出産直後の母と子が体を休めてから、自宅生活を始めるケースが急速

に減少し、子育てを一緒にしてくれる祖父母不在のまま退院直後に自宅生活を始めるケースが目立

つようになった（注３）。また子育ての方法を知らない男女が近所や親族に援助を求めず、結果として

未熟なままで子育てをし、子どもを虐待してしまったり、母親が育児不安や育児ノイローゼになっ

てしまうケースがみられる（注４）。

こうした状況にあって、男女が協力して初めての出産･子育てに見通しをもちながら展開できる

ようにするためには、どのような支援体制が必要なのかを、妊娠・出産前後の実態を調査を踏まえ

て研究をするのがこの研究の目的である。幸いな事に、森田が子育て支援計画の策定にかかわって

いる西東京市でこの研究の目的を理解され、共同研究が実現した。

２．調査方法と対象者

東京都西東京市で実施している母親学級・乳幼児健診（三・四ヶ月児健診、一歳六ヶ月児健診、

三歳児健診）において、同市保健センター健康推進課の協力を得て、下記の通り各学級・健診の受

診家庭に調査票を配布し回答を求めた。

回答者は、母親学級を受講した妊婦（初めての出産）と乳幼児健診の対象児の女性保護者（母親）

とした。

調査期間は2003年５月～2003年７月である。
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調査票 学級・健診 回答者数 調査方法

出産前アンケート 母親学級 71人
①学級当日に調査票配布・当日回収
②学級当日に調査票配布・後日郵送回収

出産後アンケート

三・四ヶ月児健診 176人 ①健診当日に調査票配布・当日回収
②健診当日に調査票配布・後日郵送回収
③健診日前に調査票郵送・健診当日回収

一歳六ヶ月児健診 165人

三歳児健診 129人



調査票は、出産前アンケートと出産後アンケートの２種類を作成した。

出産前アンケートの内容は、（1）出産・退院後の生活場所と家事・育児援助の予定、（2）妊娠・

出産の感想、（3）妊娠・出産への子の父の係り方、（4）乳幼児との係り経験、（5）出産・子育てに

ついての知識と学び方、（6）子育ての情報源　（7）出産・子育ての不安や気持ち、（8）子育ての

仲間、（9）母親学級の評価等である。

出産後アンケートの内容は、（1）出産・退院後の生活場所と家事・育児援助、（2）妊娠・出産の

感想、（3）妊娠・出産への子の父の係り方と満足度、（4）乳幼児との係り経験、（5）出産・子育て

について学ぶ時期と方法、（6）子育ての不安、（7）子育ての情報源、（8）子育て仲間、（9）子育て

中の不愉快な言葉、（10）母親学級・乳幼児健診の評価等である。

以上の中で、出産前、出産後の共通項目は、（1）出産・退院後の生活場所と家事・育児援助、（2）

妊娠・出産の感想、（3）妊娠・出産への子の父の係り方、（4）乳幼児との係り経験、（5）出産・子

育てについての学び方、（6）子育ての情報源、（7）出産・子育ての不安、（8）子育ての仲間である。

３．調査の視点

本調査では、三・四ヶ月児健診の対象児のうち50.0％の88人、一歳六ヶ月児健診（以下、１歳

半児健診と略す）の対象児の50.3％の83人、三歳児健診の対象児の53.9％の69人が第１子となっ

ている。つまり、各健診での回答者の半数が初めての子育てである（図１）。

妊娠・出産前後の学習経験が生かされるのが、第１子の子育てであることから、今回の報告では、

第１子を中心に出産前、子育てを始めて３，４ヶ月後、１年６ヶ月後、３年後の実態や母親の気持

ちを明らかにし、考察をする。

４．調査結果の概要

（１）回答者の状況

①回答者の年齢

調査の全回答者の年齢について、母親学級では20代が５割を超え、三・四ヶ月児健診では20代が
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３割であった。一歳半児健診では30代の割合が高くなり６割、三歳児健診では30代が７割を占め

ていた（図２）。

②子の父との同居

子の父との同居は、母親学級（98.8％）、三・四ヶ月児健診（93.7％）、一歳半児健診（97.5％）、

三歳児健診（91.2％）で、いずれの健診においても９割以上であった。

③祖父母との同居

母親学級対象家庭では、「回答者の両親もしくはどちらか一方」との同居が2.8％、「子の父の両

親もしくはどちらか一方」との同居は5.6％となっており、三世代世帯割合は全体の約8.4％にとど

まっている。

また、乳幼児健診対象家庭では、「回答者の両親もしくはどちらか一方」との同居が4.8％、「子

の父の両親もしくはどちらか一方」との同居は5.2％となっており、三世代世帯割合は全体の約

10％であった。

（２）出産直前における母親の就労状況と今後の就労希望

母親学級では、現在もしくは出産直前に専業主婦となるのは、妊婦の80.3％で、産休中もしくは

取得予定は、11.3％であった。

乳幼児健診の調査では、健診対象児の出産直前の就労状況を聞き、全回答者の就労状況は（図３）

のようになっている。三歳児健診で専業主婦の割合が高く90.3％、三・四ヶ月児健診では67.6％で

あった。また、「産休」の割合は16％～27％であった。

また、出産後の就労については、「出産後すぐに」「育児休業後」の希望が高いのは、三・四ヶ月

児健診で合わせて24.5％である。就労予定は、三・四ヶ月児健診と三歳児健診で約半数にのぼり、

１歳半児健診では、65％が働く予定はないと答えた（図４）。
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（グラフのパターン表示は、この分類項目順です。）



（３）初めての妊娠・出産までに乳幼児と係った経験

①４歳以上離れた弟妹の有無

乳幼児期の弟や妹の世話をする機会が日常的に得やすい4歳以上年齢の離れた弟や妹がいる人は、

全回答者の28％から40％であった（図５）。
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②幼い子どもと30分以上遊んだ経験

第１子の妊娠・出産までに幼い子どもと30分以上遊んだ経験について、「よく・時々遊んだ」人

は、母親学級で最も多く71.8％、三歳児健診で最も少なく57.8％であった（図６）。

③赤ちゃんの世話をした経験

第１子の妊娠・出産までに赤ちゃんの世話をした経験については、「よくした・したことがある」

のは、一歳半児健診で最も多く54.5％であった。三歳児健診の６割の母親は、第１子の妊娠・出産

までほとんど赤ちゃんとの係りはなかった（図７）。

（４）今回の妊娠・出産についての感想

今回の妊娠・出産について回答者はどのような感想を持ったか、「歓迎」「とまどい」「拒否」「無

反応」の４つの選択肢で聞いた。

「妊娠を知ったとき」について、第１子妊娠で「歓迎」の割合が最も低いのは三・四ヶ月児健診

の78.4％で、また「とまどい」の割合が三・四ヶ月児健診で最も高く20.5％であった。第２子以降

と比べると、三歳児健診を除いては２ポイントづつ「歓迎」の割合が高くなっていた（図８・図９）。

「出産時」については、「歓迎」の割合が「妊娠を知ったとき」より三・四ヶ月児健診では15.9
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図7 赤ちゃんの世話をした経験



ポイント、一歳半児健診では12.1ポイント、三歳児健診では14.5ポイント上昇していた。しかし、

第１子のうち、妊娠を知ったときも出産時も「とまどい」だったのは、５人「歓迎」から「とまど

い」に変化したのは７人であった。

（５）出産・退院直後の生活場所と援助

①出産・退院後の生活場所

出産・退院後に母子が生活を始めた場所は、第１子では「自分（回答者）の実家」が最も多く、

各健診とも約55％、次いで「自宅」で約37％であった。「子の父の実家」は６％以下であった。第

２子以降になると、出産・退院後すぐに自宅で生活を始める割合が半数を超えている（図10）。

「自宅」の人のうち、「自分の親」から（三・四ヶ月児健診：74.2％、一歳半児健診：71.4％、三歳

児健診：71.4％）「子の父」から（三・四ヶ月児健診：54.8％、一歳半児健診：57.1％、三歳児健

診：52.4％）、「子の父の親」から（三・四ヶ月児健診：9.7％、一歳半児健診：28.6％、三歳児健

診：19.0％）の援助を受けていた。一方で、「自宅」で生活を始めた人の中で、三・四ヶ月児健診

（6.1％）、一歳半児健診（12.5％）、三歳児健診（19.2％）は、出産・退院後の３週間に家事や育児

の援助を受けていなかった。
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②出産・退院後の約３週間、最も困ったこと

出産・退院後の約３週間に最も困ったことを聞くと、第１子の出産ケースでは「生まれた子の世

話」が４割から６割で最も多く、次いで「母乳」が２割から３割であった。第２子以降では「上の

子の世話」が最も多くなり４割を占め、「生まれた子の世話」の割合が少なくなっている（図11）。

③出産・退院後の約３週間の家事や育児等の援助

出産・退院後の約３週間、第１子の９割以上が家事や育児について誰かの援助を受けており、第

２子以降でも同じように援助を受けていた。だが誰からも援助を受けず、出産後子育てを母親一人

で行っている人も12人いた。また、第2子以降子どもも増えて家事育児が大変になるにもかかわら

ず、援助する人が減っている家庭は、むしろ増えている。

家事や育児等を援助してくれた人は、最も多いのが「自分の親」で約８割、「子の父」は４、５

割となっている。しかし、第２子以降では、三・四ヶ月児健診と三歳児健診で「子の父」による援

助の割合が高くなり、他の質問項目から得られた結果と合わせると、上の子の世話や家事等の手伝

いという形で子育てに関わっている（表１）。
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また、三歳児健診の第２子以降では、友人・知人の割合も高く、これまでの子育て経験の中で得

た仲間や友人による援助が登場している。

第１子出産での「公的なヘルパー」「民間のヘルパー」の利用はほとんどない。

表１　出産・退院後の約３週間に家事や育児等を援助してくれた人（％）

（６）子の父について

①子の父が行う家事や育児の分担の満足度

子の父が行う家事や育児の分担について、各健診において第１子は、家事の分担より育児の分担

の方が満足度が高くなっていた。第１子に比べて２子以降では、「満足」の傾向にある人の割合は

あまり変わらないが、「満足」から「少し満足」へと5から10ポイント移行し、若干ではあるが、満

足度としては低下している（図12）。

また、子の父が「妊娠・出産を学ぶ講習会への参加」、「出産の立ち会い」、「産後休暇の取得」等

で妊娠・出産に関わっている場合には、家事や育児の満足度も高かった。
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②出産や子育てを通して、あなたは子の父をどう思うか

出産や子育てを通して、子の父が母親の「心配事や悩みを聞く」「能力や努力を認める」ことに

ついて、６割から８割の人が「ややあてはまる」「あてはまる」と評価していた。三・四ヶ月児健

診では、第１子と第２子以降とで差はほとんど見られないが、一歳半児健診、三歳健診では10～

20ポイントも評価が下がっており、子どもが育つ過程でむしろ子の父の係りが弱くなっていること

がわかる（表２）。

表２　　出産や子育てを通して、子の父をどう思うか　　　　　　　　（％）

一方「文句や小言を言う」の項目では、20％前後の人が「ややあてはまる」「あてはまる」、さら

に４割以上の母親が、子の父は自分を「イライラさせる」と答えており、子の父の係り方の難しさ、

係り方が母親の心の安定に大きく影響していることが分かる。子育て中の不安項目との関連では、

「子と父の関係」に不安がある人とない人で比較すると、不安がない人では「夫は私をイライラさ

せる」という設問に対して、そうだと答える人は回答者に一人もいず、子の父の係り方が子の母の

子育ての安定をもたらしていることがここでも明らかになっている（表３）。
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表３　「子の父との関係」と「イライラさせる」 （％）

（７）出産や子育てについての知識と学び方

出産や子育てについて、初めての出産を迎える妊婦がどのくらいの知識を持ち、そして子育て中

の母親には、いつ、どのような方法で学びたいか聞いた。時期については、①妊娠する以前、②妊

娠時、③子どもが生まれてすぐ、④子どもの成長に合わせて、⑤必要がない、の５つの選択肢で、

学び方については、①母親学級や健診などの市の事業で、②個人的に相談できる形で、③保育園・

幼稚園等で実際の子どもと接しながら、④両親・友人・先輩ママから、⑤育児書や冊子で、⑥イン

ターネット、⑦その他、⑧特に希望はない、の８つの選択肢で聞いた。

まず、子育てについての知識については、「出産までの用意」「入院のタイミング」「妊婦が注意

すること」など妊娠・出産に関わることについては、約８割の人が「よく・少し知っている」と答

えた。また、出産後の諸手続きについては５割が「よく・少し知っている」。しかし、新生児の生

活など、乳幼児の発達・世話、子どもとの接し方については、「よく・全くわからない」人の割合

が高く、４割から７割の人が「よく・全くわからない」状況であった（表４）。

では、どの時期にどのような方法で学びたいか、三歳児健診で得られた結果を見てみる（表５）。

「出産までの用意」は「妊娠時」（89.8％）、「市の事業」（34.1％）、「妊婦が注意をすること」も「妊

娠時」（80.8％）、「市の事業」（49.2％）の希望が多かった。

「新生児の生活のリズム」については、出産後に安心して育児が始められるよう、47.2％が「妊

娠時」に学びたいとし、「市の事業」が46.0％であった。

「乳児の授乳の方法や回数」や「乳児が寝ている場所の安全と清潔」をどのように保つかなど乳

児の世話については、「妊娠時」と「子どもが生まれてすぐ」を合わせると81.6％であるが、「乳児

の授乳」については、「子どもが生まれてすぐ」が半数を占めた。最も多い回答は「妊娠時＋市の

事業」であるが、「生まれてすぐ＋その他（出産をした病院で）」の希望もかなり見られた。

乳幼児は、成長発達の著しい時期あり、月齢や年齢によって対応も大きく変わってくる。この時

期「乳幼児の心と体の発育」や「乳幼児との遊び方」「子どもの年齢にふさわしい接し方」につい

ては、「子どもの成長に合わせて」学びたいという割合が高く、６割から９割を占めていた。また、

学ぶ方法では「市の事業」への要望が高いが、個人差のある「乳幼児の心と体の発育」については、
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「個人的に必要な時に相談できる形」も望まれている。「乳幼児との遊び方」や「子どもの年齢にふ

さわしい接し方」は、「両親・友人・先輩ママ」の体験から学ぶ方法や、「保育園・幼稚園で実際に

子どもと接しながら」それぞれの年齢にあった遊び方や接し方を学ぶ方法の期待も大きい。子ども

の月齢や年齢によって心配や悩みも変わってくるため、「子育てを相談できる場所」については、

「子どもの成長に合わせて」、「個人的に必要な時に相談できる形」や「市の事業」で情報を得たい

と考えている。

表４　出産・子育てについて　知識と学びたい方法（母親学級） （％）n-=71
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表５　出産・子育てについて　学びたい時期・学びたい方法（三歳児健診） （％）n=128

（８）子育てに関する情報源

子育てに関する情報をどこから得ているか、回答の多い４つの項目について、健診別に見ると、

子育て経験のない母親学級（83.1％）、また経験が３～４ヶ月の三・四ヶ月児健診（87.4％）では、

「雑誌・書籍」を情報源にしている割合が高く、「妊娠後知り合った友人」の割合は低かった。反対

に子育て経験が１年半、３年と長くなるにつれ、近隣に子育てを通じてできた仲間が増え、「妊娠

後知り合った友人」や「近所の人」からの情報が多くなり、「雑誌・書籍」から得る人の割合が低

くなっていた（表６）。

初めて出産・子育てをする母親の多くが、いわゆる育児雑誌や育児本に頼っている傾向がある一

方で、子育てをおこなっていくうえで、子育てを通じて知り合った友人との情報交換が重要なもの

になっていくことが分かる。

表６　子育てに関する情報源　主な５項目（複数回答） （％）
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（９）子育ての仲間

「子育ての仲間がいる」と答えた人は、一歳半児健診、三歳児健診では８割以上であるが、子育

てを始めてまだ３、４ヶ月の三・四ヶ月児健診（第１子）では、65.9％にとどまっている（図13）。

また、子育ての仲間の有無と、子育ての不安については、いくつかの関連がみられた。子育ての

不安に関する設問で、５ポイント以上の差が見られた項目をみてみると、三・四ヶ月児健診では、

「子の性格」（7.6ポイント）、「子どもの接し方」（12.6ポイント）、「親や親戚との関係」（7.3ポイン

ト）の３項目のみであった。約３，４ヶ月の子育て経験では、子育ての仲間の有無が不安に大きく

子育てに影響しているとは言い難い。

一方、一歳半児健診と三歳児健診について、同様の設問と比較してみると、「子育ての仲間がい

ない」と答えた約15％の人については、ほとんどの項目で「子育て仲間がいる」人より不安が高く

なっていた（図14）。
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これらの結果から、１年半、３年と子育てをしていくなかでは、子育ての悩みを相談したり共感し

あう仲間の存在が不安を解消していく大きな支えになっていることがわかる。

（10）現在、不安に思っていること

現在の子育てにおいて不安に思っていることの上位４項目を見てみると（表７）、三・四ヶ月児

健診では「子どもの健康・病気」、「子どもの栄養（授乳・離乳食・食事）」、「子どものアレルギー」

の順で、子どもの健康に関する割合が高かった。一歳半児健診では、自我の発達に伴い「子どもの

育て方（しつけ方）」、「子どもの叱り方・ほめ方」、「子どもの栄養（授乳・離乳食・食事）」など、

子どものしつけに関する不安が多かった。三歳児健診では、「子どもの叱り方・ほめ方」、「子ども

の育て方（しつけ方）」「子どもの性格」（35.5％）のように、子どものしつけや性格への不安がさら

に多くなっていた。

第２子以降の不安と比較すると、三・四ヶ月児健診では、第１子で上位に挙げられたような乳児

特有の項目は低くなり、上の子に対しての不安だと思われる「叱り方・ほめ方」「育て方・しつけ

方」等の不安が高かった。一歳半児健診や三歳児健診では、項目順位は第１子とほぼ同じであるが、

不安であると答えた人の割合が少なくなかった。また、三歳児健診では、第１子と比べて第２子以

降は「子の健康・病気」と「経済的なこと」がそれぞれ10ポイント高かった。

表７　　子育ての不安　上位４項目　（複数回答） （％）

（11）子育て中に言われた不愉快な言葉

子育てをしていて誰かに言われて不愉快だった言葉としてあげられたのは、各健診で最も多いの

が「『ああしなさい』『こうしなさい』」と、子育ての仕方に対して指示・指導するような言葉であ

った。自分流の方法が確立しない状況で、翻弄させられることへの不満がみられる。

子どもの年齢別にみてみると、三・四ヶ月児健診では「母親なんだからがまんしなさい」が多く、

母親になってから変化した生活の中で、子育てのために自分のことは我慢するように言われること

への不満が強いことがわかる。一歳半児健診では「しっかりしなさい」が２番目に多く、三歳児健
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診では「まだこの子は○○ができないの？」という、子どもの発達に対して母親の不安を招くよう

な言葉が挙げられている（表８）。

その他の回答としては、「母乳じゃないの？」「母乳が足りてないんじゃない？」など母乳に関す

ること、「保育園に入れるなんて、かわいそう」「～歳にしては小さいね」「太ってるわね」など子

の発育状況や容姿についての指摘、「子どものアレルギーは親が悪い」「自分の（子育ての）ときは

こうだった」など、近所の人（子育て経験者）・子の祖父母・専門職（医師・助産師・看護師）か

ら母親の子育てに対する評価への不満の言葉であった。

母親にとっては不安やとまどいも多い第１子の子育てで、母親としての未熟さを指摘・非難する

ような言葉に傷ついたり、不愉快に感じたりしていることがこうした結果にあらわれている。

表８　子育て中に言われた不愉快な言葉（複数回答） （％）

さらに、回収された数にばらつきがあるが、不愉快だった言葉を回答者の年齢別に見ると（表９）、

20代前半の若い母親では、「それでも母親なの？」「母親なんだからがまんしなさい」「しっかりし

なさい」など、母親としての自覚を促すような言葉が多かった。

表９　　不愉快だった言葉（回答者の年齢別） （複数回答） （％）
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（12）自由記述にみられる妊娠・出産支援の課題

自由記述を大別すると以下のようになる。

１．制度、事業について

・子育てに関する情報提供（育児相談・医療機関・保育園・幼稚園・子どもを預られる場所・外

国語案内）

・子育て支援の充実（安心して子育てができる環境整備・経済支援）

・母親同士の交流の場、学習の場、子育てサークル活動の場の確保

・子どもの遊び場（乳幼児・小学生以上）の保障

・ファミリーサポートセンター事業の見直し（土・日・深夜・緊急時の対応）

・産後ヘルパー事業、レスパイト事業、児童館の乳幼児事業の実施と整備

２．保育所について

・保育所の増設・整備・保育士の増員

・入所条件の弾力化や一時保育の実施

３．両親・母親学級、乳幼児健診、予防接種について

・乳幼児健診、予防接種の混雑緩和と時間短縮

・健診の回数増（一歳児や三歳以上児の健診等）、母親学級や乳幼児健診の土日実施

・乳幼児健診で母親同士が交流を図る機会を設ける

４．手当て、助成について

・育児手当の充実

・乳幼児医療助成制度の対象年齢引き上げ希望・所得制限の撤廃　

５．交通について

・通学路の安全確保

・道路の整備、公共施設へのアクセスの整備、ベビーカーを利用しやすい街作り

６．職員・専門職について

・市職員、乳幼児健診スタッフの対応の評価、見直し

５．考察とまとめ

（１）子育ての体験の方法と時期

近年、子育ての体験を小・中・高校生の学習計画に入れる企画が急増している。家庭科の保育や

総合的学習、またボランティア体験や職業体験の授業の一環として、学校での近年の取組みには目

覚しいものがある。また2003年7月に根拠法が成立し、2005年度から始まるすべての自体体の次世

代育成支援対策地域行動計画策定では、小・中学生の乳幼児とのふれあい体験が、国にその実施計

画を報告する施策の柱にあげられるなど、その取組みが一生を通じた課題として取り組まれるよう
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になってきた（注５）。

実際、本調査で明らかになった実態では、自分自身が親になるまでに幼い子どもとのかかわりを

なんらかのかたちでもっている妊婦は、４歳以上離れた弟妹の有無では38.0％、幼い子どもと遊ん

だ経験では71.3％、赤ちゃんを世話した経験があるでは49.3％である。こうした経験がある母親は、

子育てについて「よく知っている」「少し知っている」割合が高いという結果が出ている（表10～

表14参照）。また、この体験をいつどのような方法ですることが有効であるかということについて

も、これまでのような、ビデオや人形を使った教育プログラムでは不満であり、妊娠中に保育所や

幼稚園で子どもの育ちを体験的に学ぶという方法、あるいは、出産後、早い時期に直接子どもと係

りながら先輩パパ・ママに子育て方法を学ぶという方法が支持されるという結果が出ており、実際

の乳児、幼児と直接触れ合う中で学ぶということへの要望が強いということが、明らかになった。

この調査から今後の子育て経験を蓄積する方法にいくつかの仮説を提示することができた。

表10 「子育ての体験」と「妊娠期の子育ての知識」（母親学級）（1）

表11 「子育ての体験」と「妊娠期の子育ての知識」（母親学級）（2）

表12 「子育ての体験」と「妊娠期の子育ての知識」（母親学級）（3）

表13 「子育ての体験」と「妊娠期の子育ての知識」（母親学級）（4）

表14 「子育ての体験」と「妊娠期の子育ての知識」（母親学級）（5）
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（２）子育ての知識

妊婦が、出産や子育てについて持っている不安は、何に因るものであるのかを探るために出産に

ついて不安を持っている人について見てみると、その原因は「出産前に用意しておくもの」を知っ

ているか否かには、あまり関係がないが、「乳幼児の心と体の発育」については、「よく・全く分か

らない」人に不安ありの割合が高くなっていることが明らかになった。

今回の調査によって、子育て体験が非常に少なくなってきている中、子育て期の不安を強く持っ

ている妊婦が増えていること、他の項目についても、乳幼児の心身の発育や年齢にふさわしい接し

方を妊婦がどの程度理解しているかということが、出産や子育ての不安の有無と関連があることが

分かった。また、子どもと遊んだ体験は、それがたとえ出産後であったとしてもそうした体験のあ

る人・ない人と比較すると「子どもの接し方」や「育て方・しつけ方」への不安が少ないことが明

らかになった（表15～表19）。このことをふまえると、これまでの妊娠中の親教室では、妊娠中の

親に出産後の子育てについて理解を深めてもらいたいと思っても、母親はからだのことが精一杯で、

産後のことまで考えられないといわれてきたが、むしろ、出産前に子どもの育ちや自分の育児につ

いて体験し学ぶことによって、子育てにある程度の見通しがたてられていることによって、現在お

きている子育てをとりまく種々の不安が軽減されるのではないかということがいえるのではないだ

ろうか。

表15「子育ての知識」と「妊娠期の不安」（母親学級）（1）

表16「子育ての知識」と「妊娠期の不安」（母親学級）（2）

表17「子育ての知識」と「妊娠期の不安」（母親学級）（3）
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表18「子育ての体験」と「子育て中の不安」（母親学級）（1）

表19「子育ての体験」と「子育て中の不安」（母親学級）（2）

（３）父親の役割

この調査では、子育てにもっとも係りが大きい子の父親の係りを多様に調査している（表20～表

21参照）。その結果、子の父が妊娠や出産直後の子育てに係りをもっていることが、その後の子の

母の子育てに大きな影響をあたえていること、しかも子の父が、子の母の心配事や悩みに共感し、

能力や努力を認めるということが、子の母の負担感を軽くし、子育て不安を軽減する要素として重

要であることが明らかになってきた。また見方を変えると、家事や育児の分担についての不満足感

やイライラ感と「子の父との関係」が、子の母がいだく育児不安と深い関係をもっていることがわ

かる。その1つの現われが、出産時の自分の感想が「とまどい」「拒否」「無反応」だった人の状況

である。こうした妊娠出産直後の不安感を強く抱いている母親たちは、一様に知識のなさからくる
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不安に加えて、子の父との関係が充分に取れないことによって不安をさらに増幅させることが明ら

かになっており、父親の係り方がとりわけ、妊娠、出産直後の子の母へ重要であることが指摘でき

る。

表20「妊娠・出産直後の子の父の係り」と「育児の分担の満足度」

表21「妊娠・出産直後の子の父の係り」と「子の父の評価」

（４）子育ての仲間

子育て仲間の重要性が認識され、妊娠期の親学級や、在宅で子育てをしている人たちへの支援を

行う中で、仲間づくりが重要な視点として取上げられ、多様に行われてきている（注６）。こうした中

で子育ての仲間が「いない」と答えた人について分析してみると、以下の点に特徴が見られた。

①子育ての情報については、「友人」や「近所の人」から得ることはほとんどなく、「親」や「親

族」からも少ない。しかし、「育児書・育児雑誌」や「インターネット」の割合としては、「子育て

仲間がいる」人とほとんど変わらない。「仲間がいる」人との比較の中でやや高い割合を示したの

が、「医療機関」であった。このことから、「子育て仲間がいない」子育ては、結果的に育児書・育
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児雑誌や医療機関以外からの情報が少ない中で、偏りのある情報に頼った子育てになっている。

②出産・子育てについての学び方としては、乳幼児との遊び方や子どもの年齢にふさわしい接し

方など、実体験を伴わないと学びとしても難しい事柄についても、「育児書」で学びたいと考えて

いる人が多い。また、「個人的に相談できる形態」への希望が高い。

以上のような特徴を総合してみると、子育て仲間がいないことは単に仲間がいないだけでなく、

親族を含めて支援者が少なく、加えて情報の入手方法も体験的ではなく抽象的になりやすいという

傾向をもっていることが明らかになってきた。こうした孤立化しやすい母親をどのように支援する

かということはその係り方、時期を含めて検討しなければならない課題であると思う。

（５）子育て支援とは何か

三歳児健診で得られた結果は、少なくとも３年以上の子育て経験をふまえて、「この時期、この

方法で子育てについて教えて欲しかった」「やはり育児本に頼るより、先輩ママの子育て体験を聞

いたことが自分の子育てに生かされた」「今、保育園で実際に子どもと接する機会に参加してみた

い」と感じることができる部分であろう。そのような意味で、三歳児健診の結果は、子育てをして

きた当事者の意見として、子育てについて適切な学ぶ場所、時期あるいは方法を評価している結果

と見て良い。また、一歳半児健診での結果は不安に関するすべての項目で、安定した結果を示して

おり、3・4ヶ月児の子どもの健康やしつけを中心とした問題、3歳児の性格を中心とした問題にゆ

れる母親たちの状況とは異なる結果を示しており、子どもの育ちが母親たちの安定をもたらすもの

であることも明らかになった。

出産後の就労希望は、「出産後すぐに」「育児休業後」の希望が高いのは、三・四ヶ月児健診で合

わせて24.5％であった。就労予定は、三・四ヶ月児健診と三歳児健診で約半数にのぼり、一歳半児

健診では、65％が働く予定はないと答えた。この数字と子どもの育てにくさ、育てやすさというこ

とを合わせて考えてみると、この就労希望の時期について、一歳半児健診の働く予定はないと答え

た母親たちの気持ちの中には、働くということと子どもと離れるということが重なっており、子育

てが苦しくない時期は子どもとの生活を重視したいと考える母親が多くなるとも考えることができ、

子育てが苦しい3・4ヶ月、また3歳の時期の子育て支援を更に検討してみる必要があるのではない

だろうか。

また、調査結果からは、第１子のうち、妊娠を知ったときも出産時も「とまどい」だった人が５

人、「歓迎」から「とまどい」に変化した人が７人いる。この12人のケースの主な特徴は、「妊娠を

知ったときの父親の感想」について、第１子全体の結果では、「歓迎」が85％であったのに対し、

12人のケースでは、「歓迎」50％、「とまどい」25％、「拒否」25％となっていた。また、「経済的

なこと」の不安（36.4％）が第１子全体（19.3％）より17ポイント高く、「子どもの接し方」の不

安（45.5％）も第１子全体（15.1％）より30ポイント高かった。子の母の健康、経済状況が不安定

な中で子の父の関与の弱さが加わり、子どもへの接し方をうまくとることに専念できないという状
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況を生み出してしまっていることが推察できる。

こうした結果から、子育てしにくい子どもであったり、母親自身の健康に不安があったり、それ

に加えて、経済的、夫婦間の問題があったりするとそうしたことが引き金になって子育て不安が一

層強くなることが想定できる。

（６）第１子の妊娠・出産・子育て

第1子の出産までの経験は、この調査でも約6割の母親が赤ちゃんの世話の経験なしという結果が

出た。

また第１子の妊娠・出産・子育ての実態として明らかになったのは、子どもの育ちや接し方に関

する知識の不足、乳幼児とかかわる経験不足のために、仲間や親族に頼らざるを得ない状況である。

こうした状況にもかかわらず友人・親族ネットワークが不足していたり、ネットワークがあったと

しても具体的かつ適切な援助が得られない親である場合、結局不適切な子育て環境を生み出してし

まう。こうした家庭が地域には相当数うまれてきており、その家庭への緊急の対応が求められる。

その内容は子どもの育ちがどのようなものであるか、具体的にイメージできる支援が、妊娠・出産

直後からの支援として必要である。母親学級や乳幼児健診、保育所等での地域子育て支援プログラ

ムの中で先輩ママの子育て経験を聞く機会を設けたり、保育所・幼稚園で実際に子どもと接しなが

ら学ぶなどの直接的な支援が有効であると考えられる。

＊この研究は、東洋大学発達臨床研究所研究として2001年度に立ち上げ準備をし、2003年度には

「文部科学省科学研究費補助金基盤研究（C）初めて親になる男女対象の保育所・幼稚園を利用した

妊娠期からの子育て支援研究（研究代表者：森田明美）」の調査研究の一環として実施したもので

ある。研究協力者として、上田美香（東洋大学社会学部実習助手）、出川聖尚子（白鴎短期大学）、

加藤舞（東洋大学大学院社会学研究科社会福祉学専攻博士前期課程）が参加している。

＜注＞
（注１）『母子保健マニュアル第4版』南山堂　14頁
（注２）西東京市「結婚と子育てに関するアンケート」20歳代の子どものいない男女対象。に2001年11月に実

施した調査では66.4％がと答えている。市川市のエンゼルプラン調査（1999年）では、高校生で66％が
ないと答えている。2002年船橋市高校生調査では、73.1％である。

（注３）富士見市エンゼルプラン『子育ち子育て輝く未来へ』2001年3月における「出産直後の子育て支援調査」
では、自宅へ戻った人が42.9％、産褥期の手伝いは5.4％の人が不在と答えている。一方産後90.2％の
人が母方の祖母（77％）を中心に手伝いの人がいる。

（注4）子どもへの虐待の原因は多様であるが、子育ての孤立化がその背景にあることは、多くの虐待事例や国
の文書でも指摘されているが、「子育て協力者がいない母親は子育て協力者がいる母親に比べて、虐待傾
向群、虐待群である割合がともに高かった」社会福祉法人子どもの虐待防止センター『首都圏一般人口
における児童虐待の疫学調査報告書』2000年、71頁で明らかにされている。

（注５）1997－2000年度文部省科学研究助成「小・中学生の親意識形成における保育所・幼稚園の活用に関する
研究」（代表：森田明美）でその結果を明らかにした。

（注６）森田明美「子育て支援の新たな展開―次世代育成支援行動計画を創る」『生活経済政策』0309号「子ど
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もの育ちと子育てを支援する自治体施策の視点」第64回全国都市問題会議『子どもの健やかな成長と都
市』2002年10月、「少子化時代の自治体施策」市町村アカデミー『アカデミア』2002年4月、「少子化時
代の子どもの育ち・子育て支援施策」都市問題研究会『都市問題研究』第５３巻第６号、2001年６月な
どで、この点については事例をあげて指摘している。
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The purpose of this study was to reveal the necessary factors of child care support for

families, for those who have never raised a child.

Data on knowledge and experience in child birth and child raising were collected in a

course for expectant mothers and in health checkups for infants of 3･4 months old, of 18

months old and of 3 years old, in Nishitokyo-city from May to July 2003.

A factor analysis was performed on the data obtained from 71 expectant mothers and 470

mothers.

Four necessary factors of child care support for families were obtained “to have

experiences with children”, “to have experiences with baby”, “for father to care for his

children”, “to have networks of child raising”

Key words：expectant mother, child care support, for father to care for his children, to have

experiences with children
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