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乳幼児をもつ母親の子育てに関する
困りごとや悩みごとに関する研究
―児の年齢別、初経産別による検討―

唐田

順子＊ 1 森田

明美＊ 2

筆者らが 2003 年 12 月に行なった、八千代市次世代育成支援計画策定のための実態
調査のデータのうち、乳幼児をもつ母親の 612 票を対象に、困りごと・悩みごとを児
の年齢別、母親の初産・経産別に再分析を行った。そして、親の状況に合わせた子育
て支援へのニーズを検討した。結果は、①「自分の時間が持てない」は乳幼児期全般
にわたり母親が持つ悩みであった。②３歳未満の子どもをもつ母親の悩みは、生活習
慣の確立を中心とした悩みであった。③３歳以上の子どもをもつ母親の悩みは、子ど
もとの関係性における悩みであった。④悩みごとの数は、３歳の子どもをもつ母親が
最も多かった。⑤初産婦は経産婦に比べ「子どもの成長・発達」「断乳」「トイレット
トレーニング」についての悩みが大きかった。④経産婦は子どもが３歳時点において
「自分の時間がない」ことの悩みが大きかった。⑥以上のニーズに対して、悩みに対
する具体的な対処法の提案や、自分の時間を持つための一時預かり等のサービスの充
実が望まれている。
キーワード：子育て、困りごと、悩みごと、子育て支援、乳幼児

I ．緒

言

現代社会における子育ての環境は、少子化に伴う出産前の子どもとの接触体験の不足、身近な相談
者の不足、女性の高学歴化・社会進出に伴う働く母親の増加、専業主婦の孤立した子育て、母親に重
圧のかかる家事や子育て、といった特徴が挙げられる。これらを背景に、育児不安を持つ人が増加し、
児童虐待の増加という深刻な社会問題が出現している。
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乳幼児を持つ母親たちは、日々どのようなことに悩み子育てしているのだろうか。その悩みごとが
解決せず蓄積していけば、深刻な状況に陥るであろう。本研究の目的は、乳幼児をもつ母親の困りご
と・悩みごとの実態を明らかにした上で、その困りごと・悩みごとを子どもの年齢別、母親の初産・
経産別での悩みの違いをみることで、親の状況に合わせた子育て支援へのニーズを検討することであ
る。はじめて子育てを体験する初産の母親は、経産の母親に比べ不安が強いことが指摘されている
（綿貫ら 1997、加藤ら 1998）。初産の母親の困りごと・悩みごとを分析することは、初めて親になる
人に対する支援のあり方を導き出すことに有用であるといえる。

II ．調査の対象と方法

１．調査対象
調査対象は、八千代市に在住する０歳から６歳までの乳幼児（焦点子）をもつ母親である。筆者ら
が 2003 年 12 月に行なった、八千代市次世代育成支援計画策定のための実態調査（乳幼児保護者調査）
のデータ 612 票を対象にした注１）。回収率は 44.8%であった。
２．調査方法
調査方法は、無記名の自記式による質問紙調査である。
３．調査期間
平成 15 年 12 月
４．調査項目
１）基本属性
母親・父親の年齢、子ども（焦点子）の年齢、職業の有無、きょうだい数、家族形態、八千代市
での居住年数 等。
２）産後１ヵ月くらいまでの子育てについて困ったこと・悩んだこと（複数回答）
先行研究（松浦 1989、鈴木 1991、内田 1992、島田 2001、神庭 2003、藤生 2003）を参考に 35 項目
を設定した。
３）現在の子育てについて困ったこと・悩んだこと（複数回答）
２）と同様の先行研究を参考に 39 項目を設定した。
４）これまでの子育て期間の受け止め方
(1)妊娠中、(2)1 出産後１ヵ月くらいまで、(3)出産１ヵ月以降から 1 歳未満、(4)子どもが 1 歳〜 3 歳
くらいまで、(5)子どもが４歳〜６歳くらいまでの 5 つの時期について、「楽しかった」から「とて
もつらかった」の 4 段階評価を得た。
５．解析方法
妊娠期・産後１ヵ月、および現在の困りごと・悩みごとの実態は基本統計量を、子どもの年齢別の
困りごと・悩みごとの違いは、内容を子どもの年齢別に再分類し検討した。年齢ごとの初産・経産別
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の違いは、フィッシャーの正確確立検定を用いて分析した。困りごと・悩みごとの数が子どもの年齢
によって差があるかは、一元配置分散分析を用いて分析した。統計解析ソフトは SPSS 12.0J for Windows を用いた。

III．結

果

１．対象者の属性（表１）
本調査の対象者である母親たちの属性は、表１に示す通りである。
八千代市での居住年数が 5 年未満と、比較的居住年数の
短い世帯が 50 ％を超え、住宅の種類では持ち家率が 50 ％
を超えていることから、最近住居を購入し移り住んだ人が
多いということである。
母親の年齢は 30 歳代が 70 ％以上を占め、平成 15 年度の
第 1 子児の母親の出産年齢平均が 28.6 歳であることを考え
ると（厚生労働省 2003）、平均的な年齢で子どもを出産し
て現在子育てをしている母親たちであるといえる。子ども
の年齢は 3 歳未満の児を持つ者が 50%を超え、乳幼児でも
年齢の低い子どもをもつ母親が多いことが対象の特徴であ
る。子どもの数は平均 1.82 人で、全国の平均 2.23 人と比べ
ると少ないが、子どもの年齢も低いことから調査対象者は
出生途上であると考えられる注２）。母親の就業率は 23%で、
第 12 回出生動向基本調査（2002）の結果 30.5%と比べると
低い注３）。
家族形態では核家族が約 89.4%を占めており、第 3 回 21
世紀出生児縦断調査（2003）の結果 78.2%と比べると、核
家族が多いという結果である注４）。
以上のように調査対象の母親の属性は、八千代市が首都
圏のベッドタウンという特徴から、居住年数が短く購入住
宅に住み、核家族率が高く、就業率がやや低く、3 歳未満
の児を育てている母親が若干多い集団であった。

２．出産後１ヵ月の期間の子育てに関する困りごとや悩み
ごと（図１）
出産後１ヵ月の子育てに関する困りごと悩みごとの結果

表１

対象者の主な属性
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産後１ヶ月の時期に困ったこと悩んだこと
（複数回答 n=528）
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は、図１に示す通りである。上位のものは、「母乳や授乳について」（218 人： 41.3 ％）、「新生児の生
活リズム」（182 人： 34.5 ％）、「子どもの健康や病気」（175 人： 33.1 ％）、「自分の時間が持てない」
（150 人： 28.4 ％）、「新生児の泣きの意味がわからない」（127 人： 24.1 ％）、「おっぱいのトラブル」
（117 人： 22.2 ％）、「子どもの成長や発達」（115 人： 21.8 ％）等の順であった。母乳に関連する項目
が２つあがっており、産後の母親の大きな悩みごとであるといえる。新生児の生活リズムや泣きの意
味が分からず戸惑いながら、そんな生活に自分の時間がないとストレスを感じている母親の姿が描か
れているようである。

３．現在の子育てに関する困りごとや悩みごと（図２）
現在の子育てに関する困ったことや悩んだこと 39 項目について尋ねた結果は、図２に示す通りで
ある。子どもの育て方（しつけ方）」、「子どものしかり方・ほめ方」、「子どもを叱ることが多いと感
じる」の 3 項目が、上位の 1 ・２・４位である。この 3 項目は、日々子どもと対応する中で感じる子
どもの育て方に関する悩みだといえる。困ったこと悩んだことの上位には、子どもの育て方をはじめ、
子どもの教育、病気やアレルギー、成長発達等の子どもそのものに関連するものがあがっていた。逆
に子どもをめぐっての人間関係や、環境については中位以下であった。３位に「自分の時間が持てな
い」があがっていたが、家事・育児を１人で担っている状況である母親の切実な声のようである。
「困ったこと悩んだこと」の 39 項目のうち何項目をあげていたかを集計してみると、最小１個、最
大 24 個で、平均 5.96（± 3.91）個であった。1 人平均５・６項目の悩みを抱えているといえる。

４．子どもの年齢別でみた子育ての困ったこと・悩んだこと（表２）
現在の子育てでの「困ったこと・悩んだこと」を、年齢別に再集計し分析した。０歳から６歳の各
年齢別に、「困ったこと・悩んだこと」の上位 10 位を表２に示した。
年齢別の上位 10 位の悩みを概観すると、以下の特徴があげられる。
「自分の時間がもてない」という悩みは０・１歳では 1 位で、その他の年齢でも 10 位以内にあげら
れており、乳幼児を育てている母親の大きな悩みだといえる。０・１歳では同時に「安心して子ども
を預けられるところがない」という悩みが上位にみられた。
０歳においてのみ、「上の子の接し方」があがっていた。これは経産婦の母親のみが持つ悩みであ
るが、それでも 3 位と上位に位置していたことは、複数の子どもをもつことになり、特に上の子にど
のように接していけばいいか戸惑っている状況がうかがえる。
３歳以降の悩みの上位３つは同じで、「子どものしかり方・ほめ方」「子どもの育て方（しつけ方）」
「子どもをしかることが多いと感じる」であった。
子どもの成長・発達に合わせた悩みというものが、年齢によって推移していく様子がうかがえる。
０歳では「母乳や授乳について」「断乳について」が 14 ・ 15 位で 10 ％以上の人が悩んだこととして
あげていた。１歳では「断乳について」が８位である。母乳や授乳に関することは大半の人が１歳く
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現在の困ったこと悩んだこと（複数回答 n=568）
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年齢別現在の子育てで困ったこと・悩んだこと（MA・上位10）

らいまでの悩みごとであることがわかる。「子どもの栄養（離乳食・食事）」は３歳までは 10 位以内
に入っている。特に離乳食が開始し完成する０・１歳では５位と悩んでいる人が多い。その後３歳く
らいまでは食事について悩んでいる人が多い状況である。１・２・３歳時は、「トイレットトレーニ
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ング」が上位に入っている。「子どもの教育」は 2 歳から上位に入り、それ以降は徐々に上昇し５・
６歳では 4 位である。2 歳は幼稚園入学の準備で悩み始め、それ以降は親として持ち続ける悩みのよ
うである。「親同士の人間関係」は３歳までは 20 位程度であるが、４歳で 13 位、５・６歳で８・９位
と上昇している。4 歳時点では約 7 割の子どもが保育所や幼稚園へ入園するという実態をふまえると、
入園によって親同士の付き合いが生じたためと推察される。

５．子どもの年齢別でみた子育ての困ったこと・悩んだことの数（表３）
子育ての困ったこと悩んだことの数が、子どもの年齢によって差があるか一元配置分散分析・多重
比較を用いて分析した（表３参照）。有意水準は p<0.05 とした。
困ったこと・悩んだことの数が最も多かったのは 3 歳で、これは最も少ない０歳より有意に多かっ
た。年齢によって悩みごとの数自体変化していくので、一概に３歳が最も悩みごとが多いとはいえな
いと考えるが、この時期は第一次反抗期と言われる時期であり、子どもの欲求や反抗に悩む母親の姿
であるといえるのではないだろうか。

表３

子どもの年齢別子育ての困りごと・悩みごとの数
一元配置分散分析・多重比較Turkyの結果

６．各年齢における初産・経産による困りごと・悩みごとの差（表４）
次に各年齢別で再集計した困りごと・悩みごとが、初産婦・経産婦の別で差があるのかを分析した。
有意差の検定にはフィッシャーの正確確立検定を用い、有意水準 p ＜ 0.05 とした。
①０歳：有意な差は認められなかったが、どの項目もほとんど初産婦の方が「あり」とした人が多
かった。初産婦は子育てに関して何もかも初めてのことばかりで、困ったり悩んだりする体験が多
いことが分かる。
② 1 歳：「子どもの成長や発達」「トイレットトレーニング」において、初産婦の方が悩みごとであ
るとする人が有意に多かった。
③２歳：「断乳について」「トイレットトレーニング」「子どもの接し方」「子どもの教育」において、
初産婦の方が悩みごとであるとする人が有意に多かった。「トイレットトレーニング」は 1 ％水準
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での有意差であり、2 歳児を持つ初産婦の大きな悩みであるといえる。
④３歳：「トイレットトレーニング」において、初産婦の方が悩みごとであるとする人が有意に多
かった。「子どものアレルギー」「自分の時間が持てない」「祖父母などの身近な協力者がいない」
は経産婦の方が有意に多かった。
⑤４・５・６歳：この年齢の子どもをもつ母親の場合はどの項目においても、初産婦と経産婦には有
意な差はなかった。
上記の結果を総合すると、初産婦は子どもが 1 歳の時期「子どもの成長や発達」、１〜 3 歳の時期
「トイレットトレーニング」、2 歳の時期「断乳」、「子どもとの接し方」、「子どもの教育」の悩みが経
産婦に比べて多く、４歳児以降ほとんど差はなかった。

表４

年齢ごとの初産・経産別の困りごと・悩みごとの差 フィッシャーの正確確立検定の結果

７．これまでの子育て期間の受け止め方（表５）
これまでの子育ての期間を５つの時期にわけ、その時期の受け止め方を「とてもつらかった」から
「楽しかった」の４段階で尋ねた。その結果を表５に示す。「とてもつらかった」「わりとつらかった」
を合わせて『つらかった』と、「まあ楽しかった」「楽しかった」を合わせて『楽しかった』と捉えて
以下の結果を述べる。
つらかったとする人が最も多かったのは、「出産後１ヵ月くらいまで」（59.3 ％）で、半数以上で
あった。次いで「妊娠中」（41.1 ％）であった。逆に、楽しかったが高かったのは、「子どもが４歳〜
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６歳くらいまで」（90.3 ％）、「子どもが１歳〜３歳くらいまで」（80.2 ％）であった。産後１ヵ月くら
いまでが最もつらく、それ以降は徐々に楽しいと感じている状況であった。

表５

IV．考

これまでの子育て期間の受け止め方

察

１．出産後１ヵ月の時期の子育て支援へのニーズ
これまでの子育て期間の中で、出産後１ヵ月までの時期を「つらかった」とする人が、最も多かっ
た。伊藤ら（1983）は、出産後１ヵ月前後の時期が初産婦の母子関係にとって、一つの危機的な時期
になりうる可能性があると指摘している。これらのことから、出産からその後１ヵ月くらいまでの時
期の支援の重要性が示唆されているといえる。
調査結果では、この時期の困りごとや悩みごとでは「母乳に関すること」、「新生児の生活リズム」、
「子どもの健康や病気」、「自分の時間が持てない」「新生児の泣きの意味がわからない」が上位であっ
た。産後の悩みや心配ごとは、先行研究によると（伊藤ら 0983、松浦ら 1988、1989a b、鈴木 1991、
内田ら 1992、水上ら 1995、島田ら 2001、藤生ら 2003、神庭ら 2003）、産後 1 ヵ月時点でおおむね共通
している。その項目は、「授乳に関すること」「皮膚のトラブル」「不眠」「児の泣き」「便や尿につい
て」等である。これらの項目は 1983 年からあまり変化がなく、比較的固定した心配ごと・悩みであっ
た。今回の調査結果とも共通しており、出産後１ヵ月の支援のニーズは、「授乳（母乳）に関するこ
と」「子どもの生活リズム」「子どもの泣き」「子どもの健康や病気」に対して、具体的な知識や対処
方法を教授することであるといえる。これに対しては産前教育や病院入院中に、具体的な例題を提示
してその対処方法を提案すること、初産婦には経産婦の体験談を語ってもらう等、立体的なイメージ
づくりや具体的な解決法の提案を行うこと、退院後の母乳外来や電話相談等の継続的なフォローアッ
プ体制等が実践されることが望まれる。
「自分の時間が持てない」に関しては、母体の身体の回復のために行動が制限されること、子ども
が新生児で 3 時間毎ごとの授乳やおむつ交換でその世話に手がかかること、初産婦であれば慣れない
子育てで、経産婦であれば複数の子どもの世話での余裕のなさ等が理由であると推察する。この時期
の物理的条件を考えると、自分の時間を持つための支援は難しい状況である。むしろ、母親にこの時
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期は自分の時間が持てないことを肯定的に捉えられるような、支援が必要ではないだろうか。

２．子どもの年齢別にみた子育て支援のニーズ
子どもの年齢別にみた困りごと・悩みごとにおいて、まず注目するのは、「自分の時間がもてない」
という悩みがどの年齢においても、10 位以内に登場していることである。特に０・１歳では悩みの 1
位になっている。この結果は、21 世紀出生児縦断調査の 3 回の調査でも同様の結果を得ており、全国
的に乳幼児を持つ母親の共通する悩みだといえる。特に、０・１歳では「安心して子どもを預けられ
るところがない」が同時に悩みの上位に位置しており、自分の時間が持てない原因の一つであること
が推察される。柏木（2000、2001）は、母子分離（子どもを保育所に預けること）は母子双方にとっ
て肯定的意味を持っていること、このことを母子分離の経験のない母親にさえも十分認識されている
反面、肯定的意味を認めつつも罪悪感や懸念といったマイナス感情も持ち葛藤状態にあることを明ら
かにした。そして、母親への支援は、育児そのものではなく、母親が孤立し自分の世界を持てないで
いる状況へ、一人の人間として当たり前の願いが満たされない状況に対して行われるべきであると提
言している。すなわち、安心して子どもを預けられる場の確保が望まれている。具体的には、保育所
や幼稚園の一時預かりやファミリーサポートセンター活動の充実があげられる。一時預かり事業はま
だまだ数が少なく充実しているとはいいがたい状況である。社会的な子育てを行うためには専業主婦
でも気軽に預けられ、自分の時間を確保しリフレッシュして子どもと向き合える機会を作れるよう、
これらの事業の充実が望まれる。
３歳未満の子どもをもつ母親の困りごと・悩みごとをみると、０歳で「母乳や授乳」「断乳につい
て」「離乳食・食事」「子供の健康や病気」、1 歳で「断乳」「離乳食・食事」「子どもの健康や病気」
「トイレットトレーニング」、２歳で「トイレットトレーニング」「離乳食・食事」、というように、生
活習慣の確立や子どもの身体的な悩みが多い点が特徴である。すなわち、３歳未満の児を持つ母親に
は、子どもの生活習慣の確立を中心とした支援のニーズがあるといえる。「断乳」「離乳食や食事」
「トイレットトレーニング」については、その開始前の時期に乳幼児健診等の機会を通じてあらかじ
め知識の普及を行うことが必要である。
３歳以上の子どもをもつ母親の困りごと・悩みごとの上位は、「子どものしかり方・ほめ方」「子ど
もの育て方（しつけ方）」「子どもをしかることが多いと感じる」であり、子どもとの関係性における
悩みが大きいといえる。この時期は、過剰な自己主張と周囲の抑制への反発を示す一次反抗期であり、
毎日子どもの「イヤダ」の連発に母親がイライラしたり、悩んだりしている状況ではないかと推察す
る。これに対しては、同じ悩みを持つ仲間や先輩の母親に愚痴をこぼしたり、具体的なアドバイスを
もらったりすることが効果的であると考える。すなわち，子育ての仲間同士の交流の活発化を促進す
る支援が必要であるといえる。柏木（2000、2001）のいうように、また子どもとの距離をおく時間を
作りリフレッシュすることで、子どもと向き合うときゆとりが出てくるのではないだろうか。そのよ
うな時間が確保されるためには、在宅保育の母親に対する一時保育等の充実が望まれる。
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３．初産・経産による子育て支援のニーズ
初産婦は「トイレットトレーニング」について、子どもが１〜３歳までの期間ずっと悩んでいる状
況であった。特に２歳時点では経産婦との有意差も大きく、この時期に有効な指導や相談が必要であ
るといえる。また、１歳の時期には「子どもの成長や発達」の悩みも抱え、初めての子育てゆえに、
「この時期までにこれができなければ」と、子どもの成長発達や生活習慣について敏感なことが悩み
を発生させる原因だと推察される。それに対して課題とされる時期より少し前に、初産婦を対象に断
乳やトイレットトレーニングの方法や、取り組み方等を、専門家や先輩の母親等からの指導が強化さ
れる必要がある。また、成長発達には子どもによって差があることを強調することで「子どもの成長
や発達」への悩みは軽減するのではないかと考える。
経産婦は、３歳の時期に「自分の時間が持てない」「協力者がいない」ことを悩んでいた。複数の
子どもの子育てで物理的に自分の時間が持てないことや、初めての子育てではないことから周囲の協
力が得られにくい環境が原因であると推察する。これに対しては、一時預かりやファミリーサポート
センター等により、自分の時間を確保したり、社会的な資源で子育てを手伝ってもらえるような環境
を整えていくことが必要である。

４．本研究の限界と課題
本研究は一都市での調査であり対象の特性が限定された上での結果であるため、一般化には限界が
ある。また、困りごと・悩みごとの選択肢は先行研究を元に決定したが、類似するものがあり、部分
的に正確な測定ができていない可能性がある。今後は選択肢を精選し、今回の調査結果を更に検証し
ていきたい。

V．結

論

八千代市次世代育成支援計画策定のための実態調査のデータのうち、乳幼児をもつ母親 612 人を対
象に、困りごと・悩みごとを児の年齢別、母親の初産・経産別に再分析をおこない、以下の結果が得
られた。
１．出産後１ヵ月の時期は、これまでの育児の期間の中で「つらかった」とする人が最も多く、支援
が必要な重要な時期であると確認された。
２．出産後１ヵ月の時期の困りごと・悩みごとは、「自分の時間が持てない」「授乳（母乳）に関する
こと」「子どもの生活リズム」「子どもの泣き」「子どもの健康や病気」であり、先行研究と同様
の結果であった。
３．「自分の時間が持てない」は、乳幼児期全般にわたり母親がもつ悩みであった。特に０・１歳で
は「安心して子どもを預けるところがない」がその理由であると推察された。
４．３歳未満の子どもをもつ母親には、「断乳」「離乳食」「トイレットトレーニング」といった、子
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どもの生活習慣の確立を中心とした悩みごとを持っていた。
５．３歳児以上の子どもを持つ母親の困りごと・悩みごとは、「子どもをのしかり方・ほめ方」「子ど
もの育て方」等であり、子どもとの関係性における悩みが大きいことが明らかになった。
６．初産婦は子どもが１歳から３歳までの期間、「トイレットトレーニング」について悩んでいた。
特に２歳時点では経産婦との有意差も大きかった。
７．経産婦は子どもが３歳の時期に、
「自分の時間が持てない」「協力者がいない」と悩んでいた。
８．以上の結果から、以下の支援の必要性が示唆された。
１）出産後１ヵ月の時期の悩みごとに対して、産前から母親学級等で具体的な例題を示しその対処を
提案し、出産後１ヵ月の時期の立体的なイメージづくりや、対処能力の向上、個々の家庭でサ
ポート体制を強化できるよう情報提供していく必要がある。
２）「自分の時間が持てない」という乳幼児をもつ母親の悩みに対して、保育所・幼稚園での一時保
育や、ファミリーサポートセンター活動の充実が望まれている。
３）３歳児未満の子どもをもつ母親には、生活習慣の確立を進める具体的な方法を、そのトレーニン
グの開始時期に合わせて知識の普及を行なう必要性がある。特に初産婦に対しては、より具体的
に方法の幅をもたせたより実践的な方法を提案していく必要がある。
４）３歳児以上の子どもをもつ母親には、子どもの育て方に対して、友人同士で悩みを相談できるよ
うな環境作りが必要である。
５）経産婦の母親に対して、複数の子どもの子育てを行なっている現状をねぎらい、自分の時間が持
てるようサービスの利用を勧めていく必要がある。
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注記
注１：東洋大学社会学部森田明美研究室が 2003 年 12 月に行なった、八千代市「次世代育成支援行動計画」策定の
ための実態調査である。調査は、保護者調査と子ども調査に分けて行なわれ、保護者調査は乳幼児・小学校
低学年生・小学校高学年生・中学生の保護者を、子ども調査は小学生（５年生）・中学生（２年生）・高校生
（２年生）の子どもを、対象に実施した。詳細は八千代市保健福祉部児童支援課．『八千代市「次世代育成支
援行動計画」策定のための実態調査報告書』2004．を参照。
注２：国立社会保障・人口問題研究所、2002「III 夫婦の出生力

１．完結出生力」『第 12 回出生動向基本調査』

の結果を参照した。ほぼ子どもを産み終えた結婚持続期間 15 〜 19 年の夫婦の平均出生子ども数（完結出生児
数）は、1972 年以降 30 年間 2.2 人で安定。2002 年の第 12 回調査の結果は 2.23 人であった。
注３：国立社会保障・人口問題研究所、2002「V 子育ての状況

１．妻の就業と出生力」『第 12 回出生動向基本

調査』の結果を参照した。具体的には、結婚後 5 年未満の妻の就業率のデータのうち、子どもを持つ人の
データで就業の有無を換算した。就業あり 30.5%、就業なし 69.5 ％であった。
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注４： 21 世紀出生児縦断調査とは、厚生労働省が実施するもので成 13 年度から開始された。21 世紀の初年に出生
した子の実態及び経年変化の状況を継続的に観察することにより、少子化対策等厚生労働行政施策の企画立
案、実施等のための基礎資料を得ることを目的としている。
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Study on the concerns of mothers with young children in
Chiba prefecture in relation to child-rearing:
Focusing on possible differences among children’s ages
and mothers’ birth experience

KARATA Noriko ＊ 1 MORITA Akemi ＊ 2

A sample of 612 mothers with young children was taken from the data collected in forming of the Support Plan for the Development of the Next Generation in Yachiyo City, Chiba
Prefecture. The respondents were subjected to reanalysis in terms of their problems and concerns, focusing on possible differences among the children’s ages and the mothers’ birth experience, with a view to finding out their needs for child-rearing support appropriate to the parents’ circumstances. The findings are: (a) “Not being able to have time for myself” was a concern shared by mothers with young children, regardless of the children’s ages. (b) Mothers
with children below the age of three tend to have concerns about the establishment of their
children’s lifestyle habits. (c) Mothers with children who were three years old or older tended
to have concerns about the relationship with their children. (d) Mothers who have born children for the first time tended to have concerns about toilet training.
Key words : Japanese child-rearing, parental concerns, Japanese child-rearing support,
young children
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