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はじめに

本稿の目的は、地方都市で発達に不安を抱える

子を育てる家族がどのように家族内で家事や育児

などを行っているのか、地域の特徴や地域の社会

資源とどのように関係しているのかについて調査

結果を整理することである。より具体的には、Ｘ

県Ｙ市の子ども発達支援センターを利用している

家族に行った聞き取り調査の内容をもとに分析を

していく。子ども発達支援センターは子どもと一

緒に保護者も通園する必要がある。そのため、本

稿は主に誰が一緒に通っているのか、家事や育児

などは家族の中でどのように行っているのか、そ

こに地域の社会資源やインフォーマルな資源がど

のように関わっているのかを検討する。

調査結果を整理していく際に、３つのことに着

目する。第１に、地域の社会資源がどのように関

わっているのかである。具体的な調査項目は、「子

ども発達支援センターや市に対する意見や要望」

「子ども発達支援センターの利用」などである。第

２に、インフォーマルな資源がどのように関わっ

ているのかである。具体的な項目としては、「仕事」

「出身形態」「サポート」「子どもの世話を頼む相手」

などである。第３に、本人がもつ意識である。具

体的な項目として、「家事や育児などの分担」の結

果を整理する。

１．調査の概要

(１)調査の概要

本稿は、科学研究費・基盤Ｂ「地方都市におけ

る貧困の世代的再生産の構造と政策的対応に関す

る実証的研究」（2013～2015年度、研究代表者：松

本伊智朗）によるものである。本調査は、Ｙ市に

ある子ども発達支援センターを利用している親す

べて（47世帯）を対象とした。子ども発達支援セ

ンターを通じて依頼文を配布し、協力を得られた

19名に対して、個別に半構造化インタビューを

行った。調査項目は、大きく４つに分けられる。

第１に、本人や家族について（家族構成や出身地、

居住、通院や訓練機関の有無、介助が必要な家族

の有無、最終学歴や資格、学卒後から現在に至る

までの仕事など）である。第２に、普段の子育て

について（現在に至るまでの家事や育児の役割の

配分・変化、サポート、自身や配偶者が子どもを

見られない時に頼む相手、子育てについての夫妻

間での話す時間、不安や悩み、困っていること・

困難を感じること、相談相手、子育て情報の入手

など）である。第３に、子ども発達支援センター

の利用について（通っている子どもの数・期間、

通うきっかけ、主に一緒に通っている人、通う手

段・時間、主に通っている人がいけない場合の対

応、通ったことでの変化（子にとって・母にとっ

て）、通って良かったと思うこと・通うことでの大

変さ、療育時間・利用回数、職員との関わり、意

見や要望など）である。第４に、現在住んでいる

地域について（住んでいる地域の良さ・不便さ、

サービス、子ども発達支援センターや市に対する

意見や要望など）である。聞き取りの際、録音を

せずに、聞き取りの内容を逐語録で記録した。こ

の記録をもとに、以下、結果を整理、分析してい

く。なお、本稿で扱う事例については、引用文の

うしろにケース番号を付して使用する。

(２)倫理的配慮

本調査は、北海道大学大学院教育学研究院にお
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ける人間を対象とする研究倫理審査の承認を受け

ている。また、聞き取りを始める前に、協力者に

対して調査の趣旨や概要、データの取り扱い方法

などを記載した資料を提示し、資料に沿って口頭

で説明し、データの利用に関する同意を得ている。

なお、本稿は個人の特定がなされないように秘匿

化を行っている。

(３)Ｙ市の特徴

ここでは、Ｙ市内の児童発達支援事業所の数と

その対象を整理し、発達に不安を抱える子を育て

る場所としてのＹ市の特徴を示す。Ｙ市には未就

学児・就学児童を対象とした児童発達支援事業所

が３つある。第１に、Ｙ市とその近隣の４町に住

んでいる未就学児を対象としたＹ市子ども発達支

援センターである。第２に、民間企業が運営して

いる未就学児（０歳～５歳）と就学児（６歳～18

歳）を対象とした児童発達支援サービス・放課後

等デイサービスである。第３に、社会福祉法人が

運営している小学生から高校生までを対象とした

放課後等デイサービス事業所である。

Ｙ市では、就学前に療育を受けられる場所はＹ

市の子ども発達支援センターのみである。そのた

め、他に療育を受けたい場合には、その近隣にあ

るＸ県の中核市Ｂ市の療育センターやＸ県の政令

指令都市まで行く必要がある。

２．調査協力者の基本属性

(１)調査協力者の性別

実際に協力を得て聞き取りを行った19名はす

べて女性であった。これは、子ども発達支援セン

ターに子どもと一緒に通っている人が主に母親で

ある場合が多いことによるものである。

(２)家族形態と年齢

「家族形態」については、19名のうち、「父＋母＋

子」が16名で最も多く、「母＋子」が２名、「その

他」が１名である。各家族の子の数に着目すると、

「２人」が11名で最も多く、「３人以上」が５名、

「１人」が３名である。

母親の年代は、「30歳代」が16名で最も多く、

「40歳代」が２名、「20歳代」が１名である。父親

の年代は「30歳代」が12名、「40歳代」が４名、

「50歳代」が１名である。

(３)協力者とその配偶者の仕事

ここでは、女性19名（母親）とその配偶者であ

る男性（父親）の現在の仕事を整理する（表１）。

母子世帯の２例については、男性の仕事について

は「不明」と記載した。

表１のように、母親の職業については、「無職・

専業主婦」が11名で最も多く、「臨時・パート・

アルバイト」が６名、「自営業」が１名、「公務員・

団体職員の常勤・正社員」が１名である。「無職・

専業主婦」11名のうち、８名が「転入型」（移動タ

イプについては次節で述べる）である。19名の女

性のうち、常勤で働いているのは１名（介護職）

のみである。

「臨時・パート・アルバイト」の６名の職種は、

「看護師（パート）」が１名、「冬のみ農家でパート」

が１名、「飲食店勤務（パート）」が１名、「工房（配

食業務・パート）」が１名、「パートの掛け持ち（清

掃業と飲食業）」が１名、「工房（パート）」が１名

である。この６名のうち、「結婚して専業主婦、子

どもが３歳頃に働き始めた」が２名、「子どもを産

んでから」が１名、「今の仕事は子どもを産んでか

ら、結婚前も飲食店、妊娠時はヘルパー」が１名

である。

「無職・専業主婦」である11名については、「結

婚してから専業主婦」が５名で最も多い。次いで、

「子どもを産んでから専業主婦」が１名、「子ども
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表１ 協力者とその配偶者の仕事

公務員・団体職員

等の常勤・正職員

民間企業の常

勤・正社員
自営業

無職・専

業主婦

臨時･パート･

アルバイト
不明

女性 1 0 1 11 6 0

男性 7 9 1 0 0 2



が生まれて退職して専業主婦、子どもが幼稚園の

頃に約２年間働いて退職して専業主婦」が１名、

「妊娠して退職、一度パートに出るが退職して専業

主婦」が１名、「子どもが３歳まで働いていたが退

職して専業主婦」が１名、「子どもが３歳の時に働

き始めたが、子どものことで１年間で退職し、専

業主婦」が１名、「子どもが発達支援センターに

通ったばかりで手探りのため、退職したばかり」

が１名である。中には、「育休をとっても、子ども

を預けるところがどこにも無いと思って、仕事を

やめて自分で子どもを見るしかないと思った」事

例や「療育に通っている間は仕事ができない」と

いう事例があった。

一方で、父親の仕事については、「公務員（自衛

官を含む）」が６名、「教員」が１名、「会社員」が

９名、「農家」が１名である。仕事・職種の変化が

見られた１名を除いて、男性においては仕事の変

化が見られなかった。

以上のように、母子世帯の２例を除いた既婚女

性については、男性が主な稼ぎ手としての役割を

果たしていた。

(４)出身形態

子育てなどの生活は、親族が近くにいるのか否

か、友人などが周りにいるのかどうかで違ってく

ることが予想される。そのため、ここでは調査協

力者（女性）とその配偶者（男性）の出身を整理

する（表２）。母子世帯の２例については、男性の

出身は「不明」と記載している。その際、移動タ

イプを定住型（Ｙ市出身でずっとＹ市に在住）、Ｕ

ターン型（Ｙ市出身で、一度市外に出た経験のあ

るＵターン組）、転入型（Ｙ市以外の出身で、Ｙ市

に来た）の大きく分けて３つに区分した。

表２に示す通り、男女共に「転入型」が最も多

い。協力者である女性は、「転入型」11名のうち、

Ｙ市の近隣地域の出身者が５名であり、他の６名

もＹ市からの距離のちがいはあるものの、すべて

Ｘ県内の市町村出身者であった。「転入型」であっ

ても比較的近くに実家がある人が多い。

(５)現在、子ども発達支援センターに通っている

子の年齢と性別

現在、子ども発達支援センターに通っている子

の年齢は、19名のうち、「５歳」が６名（５名が男

性、１名が女性）、「４歳」も６名（男性が５名、

女性が１名）で最も多い。次いで、「３歳」が４名

（女性が３名、男性が１名）である。それらに次い

で、「６歳」が３例（すべて男性）である。今回の

協力者の中には、現在、きょうだいで通っている

家族はいなかったが、過去に療育を受けたことが

ある場合や下の子どもを一緒に連れてきて、療育

中は職員に他の子を見てもらっている場合があっ

た。

(６)現在、子ども発達支援センターに通っている

子の幼稚園や保育所の利用の有無

現在、「幼稚園」に通っているのは11名で最も

多い。次いで、「保育所」に通っているのが３名で

ある。その他に、「４月から幼稚園に通わせる予定」

が１名、「幼稚園にいつから通わせるか迷ってい

る」が１名である。今回の調査協力者については、

「幼稚園」を利用している人や、利用を考えている

人が多い。働いている女性においても、午後に子

どもを迎えに行くことができるような働き方をし

ていた。

(７)現在、子ども発達支援センターに通っている

子の通院や他の訓練機関の利用の有無

現在、子ども発達支援センターに通っている子

の通院や他の訓練機関の利用の有無については、

「利用している」が14名、「利用していない」が５

名である。利用している14名のうち、「Ｂ市（Ｘ

県の中核市）の療育センター」が８名で最も多い。

次いで、「Ｙ市市立病院」が５名、「Ｂ市の医科大

学付属病院」が２名、「Ｙ市児童発達支援・放課後

デイサービス」が２名、「Ｂ市の聾学校」が１名、

「Ｃ市（Ｘ政令指令都市）の療育センター」が１名

Ｙ市の子ども発達支援センターを利用している家族の生活

表２ 調査協力者とその配偶者の出身

定住型 Ｕターン型 転入型 不明

女性 4 4 11 0

男性 3 2 12 2
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である。また、「利用していない」５名のうち、「Ｂ

市の療育センターの言語聴覚士に相談をしたい」

が１名、「Ｂ市の療育センターに通うか迷ってい

る」が１名いた。

(８)手帳の有無

現在、子ども発達支援センターに通っている子

ども19名のうち、18名は何も手帳を所持してお

らず、１名は「療育手帳Ａ」を所持していた。手

帳を所持していない人のなかには、「片耳が難聴で

全く聞こえないが、片耳が聞こえているため、障

害として認定されなかった」「療育手帳Ｂなら持っ

ていても、持っていなくても変わらないから」と

いう意見があった。

３．現在の子育てとサポート

(１)家事・育児の役割の分担

普段、食事の支度、子どもの入浴、子どもの着

替え、洗濯、掃除、お風呂洗い、ごみ捨て、こど

ものトイレ、寝かせるなどの家での役割は誰が何

をしているのかについて、以下に結果を示してい

く（表３）。

「家のことはすべて妻」がやっている６名には、

主に４つの特徴がある。第１に、夫は仕事が忙し

くて帰宅時間が遅いこと、第２に、子どもが母親

以外だとダメであること、第３に、ジェンダー規

範が強いことである。例えば、夫が結婚前から家

のことはしないと言っているケースや女性自身が

「男性にはさせたくない」というケースである。第

４に、「移動タイプ」と「仕事」をみると、母子世

帯の２名を除いた４名全ての夫が「転入型」であ

り、その４名全ての女性が専業主婦である（その

４名の女性の出身は、「転入型」が３名、「定住型」

が１名である。「夫の仕事」は公務員が１名、教員

が１名、会社員が１名である。また、母子世帯の

２名は「Ｕターン型」と「定住型」であり、２名

とも「パート」である）。

「夫はもともと家事をしない人だったけど、仕

事が忙しくてできない。夫は結婚する時から、

「家のことはしない」と言っていて、「俺に負担

をかけるなよ」と言っていた（中略）（Ｑ：子ど

もが生まれてからは？）子どもが小さい時は夜

泣きをしても、横でぐっすり寝ていて起きない。

（Ｑ：１人でやるのは大変では？）大変だけど、

もともとしない人だから仕方ないかなと」（No.

1）

「家のことは全て私がしている。（中略）着替

えは、子どもたちが自分でできる。（Ｑ：ごみ捨

ても？）男の人にさせるのは嫌だから。（中略）

男の人が朝ゴミ袋をもって出て行く姿は格好悪

いから、絶対にさせたくない（Ｑ：変化）私が

仕事をしている時も変わらない。妊娠中も変わ

らず、私がやっていた。（Ｑ：どのように決まり

ましたか？）夫ができないだろうなというのも

あるし、自分でやらないと気がすまない（中略）

それに、男の人が家のことをしているのもどう

かなと」（No.2）

「（Ｑ：変化）子どもを産む前はお風呂掃除や

ゴミ出しは夫がしてくれていた。子どもを産ん

だ後は、子どもがいる時は子どもの面倒を見て

くれたり、ゴミ出しをしてくれた。私が働き始

めて、夫が手伝うのをやめて、全くしなくなり

表３ 家事・育児の役割の配分（N＝19)

すべて女性がしている 6

家のことは主に女性（母親）がしているが、男性も協力的 5

家事全般は女性（母親）＋男性（父親）は育児には協力的 3

家事全般は女性（母親）＋男性（父親）はごみ捨てと育児に協力的 3

お風呂洗いのみ男性（父親）で、それ以外はすべて女性（母親） 1

その他：女性（母親）の両親がサポート 1
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…（中略）喧嘩になるのが嫌だし、夫に頼るの

もやめた。文句を言われるし…働きながら、そ

れをすると体ももたないし、子どもも不安定に

なって。私がばたばたしていると、子どもにも

影響が出て、子どものために仕事をやめた。ご

飯とかも出てくるのを待っている夫のために、

仕事の合間に夫の弁当の準備をしに家に戻った

り、常に頭の中で効率よく、～の部屋に行くと

きには～もやってみたいに、いくつもやって、

子どもも早く寝かせるようにして、昼休憩のと

きに一度家に戻って、夕飯の支度をしたり、週

３日休みだったから、まとめて家事をして、週

４日フルに近い状態で働いた。そうしたら、体

もおかしいし、子どもも不安定になったから辞

めた。」（No.8）

次に、「家のことは主に妻がしているが、夫も協

力的」には５名いた。基本的には家事全般・家の

こと全てを妻が中心的に行っているが、夫は子ど

もをお風呂に入れる等の育児やお風呂洗い、食器

洗い等を手伝っていた。その中には、休みの日や

妻が大変な時には家事や育児を手伝うという傾向

があった。移動タイプをみると５名のうち、３名

は夫妻ともに「転入型」である。残り２名は夫妻

ともに「Ｕターン型」が１名、妻「転入型」夫「定

住型」が１名である。夫妻共に「転入型」である

３名のうち、２名は妻が「専業主婦」であり、残

り１名は看護師（パート）である。看護師のケー

スでは、夫妻共に転入型であるが、妻の実家がＹ

市の近隣にあり、サポートを得やすい状況だった。

次に、「家事全般は妻＋夫は育児には協力的」に

は３名いた。夫は子どもが生まれてから育児に協

力するようになった。また、「家のこと＝女性の仕

事・役割」という意識が強い。そのなかには、女

性自身が「母親の仕事」と捉えている場合やつわ

りがひどい時も夫は何もせず、家事を疎かにする

と夫に怒られた事例もある。

「9：1で私がしている。子どもの歯磨きは夫

がやると痛くないみたいで、爪切りや耳かき等

の細かいことは夫がしてくれる（Ｑ：役割の変

化）子どもが生まれてからやってくれた。（中略）

夫に家事は女の仕事だと言われていたけど、（中

略）夫の気分を盛り上げて、ようやく9：1の配

分になりました。（中略）最近は子どもが言葉を

話すから、子どもが言ったら、私が言わなくて

もやってくれる。でも、もっとやってほしい（中

略）夫は「育メンはなよっちい」と思っている

節がある。会社でもそういう風潮があるみたい

で、女性は家のことをしてという思いが強い。

それが格好いいと思っている。（Ｑ：仕事の変

化）妊娠してつわりがひどくて、仕事場にも迷

惑をかけていて、周りからも「何しているの？」

と言われるし…それで仕事をやめた。１回パー

トに出たけど、子どもに手がかかるから、やめ

て、そのまま専業主婦になった。（Ｑ：ご主人の

ほうは？）変化なし。家事がおろそかになると

怒られるし、威嚇された。つわりがひどい時も

何もしない。他の母親は何もない、つわりで具

合が悪くなることが無いのに、何でお前だけ具

合が悪くなるんだ、と言う。夫は自分を犠牲に

してまで、何かをするというタイプではない。」

（No.13）

同じく「家事全般は妻＋夫はごみ捨てと育児に

協力」には３名いた。夫は家事をしないが、子ど

もが生まれてから、子どもをお風呂に入れたり、

お風呂洗い、ごみ捨てなどに協力的である。「仕事」

をみると、女性は「専業主婦」が２名、「農家」が

１名である。男性は「自衛官」が１名、「会社員」

が２名である。移動タイプについては、女性は「定

住型」が２名、「転入型」が１名であり、男性は「転

入型」が２名、「定住型」が１名である。

最後に、「お風呂洗いのみ夫で、それ以外は妻」

が１名である。移動タイプをみると、妻は「転入

型」で夫は「定住型」である。妻の実家はＹ市の

近隣の町であり、親からのサポートがある。また、

妻は子どもが生まれた後に短時間労働で働いてい

るが、夫は仕事の帰りが遅いため、家で過ごす時

間が長いほうが家での役割を行っていた。特に、
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結婚当初から家のことは全て妻が行っており、役

割の決め方は家にいるのが長いほうがやることに

なっていた。

「その他」が１名である。家事全般は妻や妻の母

がやっており、お風呂洗いとゴミ捨ては妻の父が

やり、夫は「子どもの入浴」は手伝うというもの

だった。夫は仕事で帰宅しないこともあるため、

妻の実家がサポートをしていた。

以上のように、女性が中心的に家事や育児の役

割に従事している傾向があった。女性の多くが「専

業主婦」であり、働いている場合にも、「パート」

などで家の中の役割を果たせる働き方をしてい

た。家族の中で役割がどのように決まったかにつ

いては、主に３つのことが関係していた。第１に、

夫妻で働く時間や家にいる時間などの「時間資源」

である。夫は仕事が忙しく、帰宅時間が遅いため、

家にいる時間が長い女性が行っているというもの

である。第２に、「家事や育児などは女性の役割・

責任」という「性役割意識・規範意識」である。

夫に「結婚前から家のことはしない、負担をかけ

るな」と言われていた事例や夫妻が持つ「男性が

働いて、家事や育児は女性の役割」という意識が

高く、「育メンは、なよっちい・格好悪い」という

男性のもつ意識や女性の「男性にはさせたくない」

意識の強さである。第３に、子どもの特性によっ

て規定されていた。

(２)サポート

ここでは、普段の子育てをしている時に、誰か

らどのようなサポートがあるのかについて述べ

る。

１)実家からのサポートの有無

「出産から現在に至るまで、ご自身や配偶者の実

家からサポートはありますか」という質問に対し

て得られた回答をまとめていく（表４）。

表４のように、両方の実家からサポートを受け

ている場合が11名で最も多い。移動タイプをみる

と、男女ともに転入型が多いが、女性の実家は比

較的Ｙ市の近隣にある。妻の実家から受けている

サポートは、里帰り出産・同居、保育所などに預

けられない時に子どもを見てくれる等の生活全般

のサポートである。夫の実家からのサポートは、

衣服や食べ物等のプレゼントが多く、夫の実家が

近い場合には子どもを見てもらっていた。

「私のほうは実家に住んでいて、サポートあ

り。（中略）夫の実家からは米、お金、お菓子と

か、子どものものとか色々くれる」（No.10）

「私の母が看護師をしているので、子どもが体

調を崩して保育所を休まなきゃいけない時に面

倒を見てくれる（Ｑ：ご主人の方は？）夫の実

家はものを送ってくれる。長期夫がいない時は

自分の実家に遊びにいく。子どもは祖父母が大

好きだし、自分の実家だから何でもしてもらえ

るし、ゆっくりできる（中略）実家に帰るとス

トレス発散もできている」（No.16）

「私の親がやってくれた。一緒に住んでいた時

期もあるし、子どもをあずけていた。あとは、

お風呂に入れてくれたり、食事を用意してくれ

たりとか、色々（Ｑ：ご主人の実家からは何か

ありましたか？）お菓子とか服とかはたまにく

れた」（No.18）

「里帰り出産だったから、子どものこともやっ

てもらっていた。夫の親からは物をもらったり、

会いに来たり、遊びにいくと服を買ってプレゼ

ントしてくれた」（No.19）

次いで、「男性の実家からのサポートは無いが、

女性の実家からはサポートがある」が６名いた。

６名については、女性の実家からは生活全般のサ

ポートを受けているが、男性の実家がＹ市の近隣

に無い場合や男性の実家とは疎遠で関わりがない

表４ 実家からのサポートの有無

男性の実家

女性の実家
サポートあり サポートなし

サポートあり 11 6

サポートなし 2 0
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場合、男性の実家に頼ることができない・頼らな

い事例があった。

「妹に相談をしたり、相談をされたり、週１で

電話をしている。妊娠から出産まで、全体を通

して、きょうだいの方が多い。私の親には、出

張の時、上の子の時は頼んでいた（中略）夫の

親とは仲がいいけど、預けられない。心の中で

はどう思われているのかわからないから」（No.

2）

「今でも自立支援を頼んでいるけど、月に２、

３回しか使えないから、それ以外は私の実家に

預けている。（中略）（Ｑ：夫の実家や親族から

は？）全然付き合いがなくて、してもらったと

いうことはない。付き合いがないから、物をも

らったこともない」（No.11）

最後に、「女性の実家からはサポートがないが、

男性の実家からはサポートがある」２名いた。男

性の実家からは、生活全般のサポートを受けてい

る一方で、女性の実家においては、両親を亡くし

た事例や実家が近くになく、両親２人とも働いて

いるためサポートが無い状況だった。

「私の親は２人ともいないので、夫の親に手

伝ってもらったりする。参観日などの学校行事

に参加する時に、下の子を預ける。自分が病院

に行く時も預けて、見てもらっている。割と近

くだから、頼れる。だんなの母とか弟に見ても

らっている。（中略）私は子どもを産んで仕事を

やめた。（中略）育休をとっても、自分の両親は

いないし、夫の親も働いているから、子どもを

預けるところはどこにもないなと思って。それ

なら、仕事をやめて自分で見るしかないなと

思って。療育に通っている間は仕事ができない」

（No.17）

２)自身や配偶者が子どもの世話をできない時に

子どもの世話を頼む相手

ここでは、「冠婚葬祭などで自身や配偶者が子ど

もの世話をできない時に誰に子どもを見てもらう

のか」について結果を示していく。「自身と配偶者

が子どもの世話をできない時に、誰に子どもの世

話を頼むのか」について、頼む相手（複数回答）

に着目して表５にまとめた。

以下に、「冠婚葬祭などでご自身や配偶者が子ど

もの世話をできない時に誰に見てもらいますか」

という質問に対して得られた内容を記していく。

表５に示したように、19名のうち、「自身の親」が

９名で最も多い。次いで、「配偶者の親」が５名、

「一緒に連れて行く」が５名である。自身の親や配

偶者の親、自身のきょうだいに預ける場合には、

実家が比較的近くにあり、預けやすいという状況

があった。

「頼める相手が居ない」１名は、夫妻ともに「転

入型」であり、Ｙ市で子どもの世話を頼める人が

いない状況であった。例えば、以下のような内容

があった。

「元夫があいていれば、元夫に預けて、どうし

てもと言う時は連れて行くしかない。私の親は

上の子は手がかからないから、預かってくれる

けど、下の子は嫌がられる。面倒くさいとか、

扱いづらいとか」（No.3）

表５ 自身や配偶者が子どもの世話をできない時に

頼む相手（複数回答）

自身の親 9

夫の親 5

一緒に連れて行く 5

２人がいないことが無いようにしている 3

自身のきょうだい 2

元夫 1

頼める相手が誰もいない 1

保育所の一時保育 1

子どもが留守番できる 1
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「私の親が見てくれる。私の親がダメな時は私

のきょうだいが見てくれる。（Ｙ市から実家ま

で）移動に３時間かかる。Ｙ市に頼れる人がい

ないから、厳しい。頼む必要があるとわかった

時に、急だと困るし、大変だから、事前にわか

れば、両親に連絡して、預けに実家に行く。急

な時は一緒に連れて行く。Ｄ市に送っていくよ

りも早いため。」

「誰もいない。実家がＢ市だから、誰にも頼め

る人がいない。」（No.5）

「たぶん私の両親に頼る。（中略）もしくは、

現実的には一緒に連れていくか、片方が欠席す

ることになると思う。今のところ、両方がいな

いことがないという状況はない。まだ片方が欠

席するケースしか遭遇していない。葬式に参列

したことがあるが、その時は上の子を連れて参

列した。上の子はADHDで、（中略）葬式に参

列した時も、我慢できずに泣くし、動くし、急

に線香のところに行って触って泣くし、大変

だった。上の子のほうが本当に大変。下の子は、

まだ大人しいから連れていっても大丈夫だと思

うけど」（No.9）

「夫が絡む時はなるべく夫の方に頼む。私個人

のときは、私の実家に頼むようにしている。私

が～行きたいという理由で夫の方に頼むと姑に

どう思われるのかなと思うと、自分の家に預け

た方が良いかなと思って。「あの人、子どもを預

けて自分のことを優先した」と思われたくない

し…私が病院に通った時、病気のこととか根掘

り葉掘り聞かれて…聞かれると自分で調べてと

思ってしまう。」（No.13）

「私の母が見てくれる。子どもが入院したり、

急な発熱の時でも、何かあった時に見てもらえ

るから安心して任せられる。自分の実家が近く

にないと働けないぐらい助けてもらっている。」

（No.16）

「夫の実家に預ける。（中略）夫が子どもを預

かってと実家に言ってくれるから、預けやすい

し、夫の親とも今では関係が良好。最初はやっ

ぱり、預けることを躊躇ったり、気を使うこと

もあったけど、今となれば気を使わなくても…」

（No.17）

「二人同時に居ないことがないようにしてい

る。基本的には、私が諦める。どっちの親も子

どものことをビビっているから…ただ泣くだけ

なら良いけど、ボイコットをするんだよね。何

も食べない、何も飲まないみたいな状態を何日

も続けるから、脱水症状を起こしたことがあっ

て（中略）その印象が強いみたいで、怖がって

預かってくれない」（No.19）

以上のように、「頼む相手」（複数回答）に着目

すると、自身や配偶者が子どもの世話をできない

場合には、自身や配偶者の親・きょうだいなどの

親族に預ける傾向が強い。特に、「妻の両親」や「夫

の両親」に預けるケースでは実家が近くにあり、

使い分けている場合もあった。妻の実家が移動可

能な距離にある場合には「事前に両親に連絡をし

てから預けに行く」という事例があった。実家に

預けることができない場合には、「一緒に連れて行

く」「保育所の一時保育」を利用していた。一方で、

子どもの特性や実家が離れているために親に子ど

もを預けることができない場合には、「２人同時に

いないことがないようにしている」や「一緒に連

れて行く」傾向がみられた。

(３)不安や悩み・困りごと

ここでは、普段、子育てをしている中で、不安

や悩み・困りごととして話された内容を整理する

（表６）。

１)人間関係に関わる不安や悩み（困りごと）

19名のうち、不安や悩み・困りごととして話さ

れた内容の中で、「人間関係に関わる不安や悩み

（困りごと）」が10名で最も多い。10名のうち、「友

人ができるのか、他の人とコミュニケーションが

とれるのかが心配」が７名、「子どものトラブルで
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他の人に謝罪・子どもの人間関係のトラブルで

困っている」が２名、「障害があることを知って友

人が離れていかないか、だまされないかが心配」

が１名である。その中には、子どもに障害がある

ことを知って、自身の友人が疎遠になった事例や

友人だと思っていた相手に子どもの障がいのこと

で不安を煽られ、保険の加入を勧められた事例が

あった。

そのうちの「友人ができるのか、コミュニケー

ションが取れるのかが心配」の７名をみると、「発

音が不鮮明・何を話しているのかわからないなど

の言語に関わるもの」が４名、「発達に不安があ

る・自閉的傾向で友人との関わりが苦手・コミュ

ニケーションが苦手」が２名、「先天性疾患」が１

名だった。

「他の機関の利用の有無」については、10名のう

ち、８名が「療育センター」「聾学校」「リハビリ」

「放課後デイサービス」「神経発達外来・病院」な

ど他の機関を利用していた。他の機関を利用して

いない２名のうち、１名から「療育センターの言

語聴覚士に相談をしたい」という意見があった。

すなわち、「人間関係に関わる不安や悩み（困りご

と）」をもつ10名は比較的、子どものニーズ・疾

患・言葉の遅れなどの子どもの特徴を理解した上

で心配している傾向があった。

２)発達の遅れ・発達に関する不安

「発達の遅れ・発達に関する不安」が７名である。

障害なのか否かがはっきりとしないことでの不安

やはっきりと言ってもらえたほうが次にどうした

らいいのかに結びつくが、グレーだとどうしたら

良いのかがわからないなどの意見が６名、他の子

と比べて発達の遅れを感じたり、療育手帳が交付

された後の不安などについて、１名から課された。

「知能的には、特に問題はないけど、手先が不

器用で、大学の先生に検査したら、もしかした

ら何か出るかもしれないねと言われるぐらいで

…ぼーっとしてたり、理解力がまだ足りないと

言われる。不安になったりすると、少しぐるぐ

るまわったりして、少し変な子だなと思われて

いるかなと思う。グレーだと、この後どうなる

のかなとか、障害なら障害、大丈夫なら大丈夫

とハッキリ言ってもらえるといちいち悩まない

で良いのに。」（No.14）

「子どもの発達が年々、目に見えて遅れている

表６ 現在の子育てで感じている不安や困難

人間関係に関わる不安や悩み（困りごと） 10

発達の遅れ・発達に関する不安 7

子どもの行動・子どもへの対応や関わり方に伴う困難 6

就学後のフォロー・職業の選択・自立できるのか等の将来への不安 6

健康面・病院の少なさに伴う不安 5

医療費や保育料・子育て費用などの金銭面での困難 5

家族内で生じた困難（夫にかかわる悩み・困難） 5

特別支援学級・普通学級の選択に関わる不安 5

言葉の遅れ・発音などの言語障害に伴う不安や困難 5

集団になじめるのか 4

落ち着いて取り組むことができるか・授業を聞くことができるのか 3

勉強についていけるのか 3

いじめられないか 3

障害認定の曖昧さに伴う不安や悩み 3

学校から家まで帰ってこられるのか 1

健診に伴う悩み 1
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とかわかるから、今は年中で小学校まで１－２

年しかないし、将来的に学校のこととか、どん

な風になるのか心配。自分としては、子どもは

一般的に、幼稚園にいって、学校に行って、い

つか結婚してという未来を描いていたけど、目

先のことをしていくのが精一杯。１つ１つでき

ることが増えているけど、言葉も増えているし

…でも、１人で自分のことができなくて介助が

必要だし、誰の手も借りずに自立できるように

なるのか常に不安。（中略）身近に昔からの付き

合いの人の子どもが娘の１コ下でいるけど、そ

の子と比べても遅れていて、まわりの子がどん

どんできているのに…という焦りやもどかしさ

があって、モヤモヤみたいなのがあって、市の

ほうで支援センターでひろばを開放しているけ

ど、行く都度、自分の子どもができないのを目

に見てわかって、辛くなって…行くのが辛く

なった。（中略）療育手帳、特別児童扶養手当と

いう話をされた時に、やっぱりそうだったんだ

とショックを受けた反面、やっぱりそうだとい

う結果が出たことで諦めというか、確信に変

わった。実際、療育手帳を交付されて、４歳に

なったけど、彼女のペースで言葉を話す。なん

ご、何を言ってるかはわからないけど、何か話

しているとか、こっちが話すことが伝わるよう

になったり、成長している。レベル的には少し

でも他の子に近づけて、普通のクラスに入れよ

うと思ったけど、無理そうだなと思った。小学

校、幼稚園から小学校って、どうなるんだろう

と考えれば、キリがない。」（No.11）

３)子どもの行動・子どもに対する対応や関わり

方に関する悩みや困りごと

「子どもの行動・子どもに対する対応や関わり方

に関する悩みや困りごと」が６名である。複数回

答をみると、「子どもに対する対応で悩んでいる」

が３名、「子どもの行動」に不安や困っているのが

５名である。その５名のうち、「子どものトラブル

に困っている・トラブルがあっても言えないこと

への不安」が２名、「言うことを聞かない」が２名

である。また、「子どもの行動・子どもに対する対

応や関わり方に関する悩みや困りごと」６名のう

ち、５名が夫との関係で困りごとや悩みを抱えて

いた。

「わがままを聞かずに、甘やかす」、わがまま

を言わせないけど、甘やかしたほうが言いとい

われて、こういうことかなと思うけど、甘やか

すとわがままを聞いてしまうから、その切り替

えが難しい。周囲に、わがままを聞かない、

～買ってというのを拒否するのもあると言われ

たけど、出先で大騒ぎされると、周りに子ども

が好きではない人とか、他の人の目もあって、

わがままをきかないというのが一番難しい。き

つく言ってもきかない、わからない、伝わらな

い。子ども達は人の気持ちを察するのが苦手で

…大変。泣かせないで、騒がせないでその場を

撤収するお母さんを見ると、すごいなと思う」

（No.13）

「知的に遅れはないけど、多動で、デパートと

かで急にいなくなったり、それでも泣かないか

ら、迷子扱いにならず、自分で探すしかない」

（No.14）

「子どものチックとか言葉遣いとか…上は

くってかかってこないけど、下の子は「ふん」っ

て感じで、扱い・かかわりが難しい。どういう

風にかかわったらいいのか難しい。悩みは子ど

もが暴れている時に、どうしたら良いのかわか

らない。怒っても言うことを聞かないし、悪い

ことを直していきたい。そういう時、夫に助け

てほしいのに逆効果。イライラして子どもにあ

たるのは可哀相だから、しないようにしている

けど、自分のイライラ、夫へのイライラ、体の

こととか、何でしてくれないの？という子ども

に対する不満がぶつかっていると思う。もっと

自分のこと、体の不調とか考えたいのに、考え

られないイライラ。働くと、１人でいる時間に

考えることができるけど、今１人でいるには寝
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る時間をカットしなければいけない。夫が仕事

をしていれば、まだ仕方ないと思って、許せる

けど、私が悩んでイライラしている時に、ソファ

で寝ていたり、何もしてくれないと余計イライ

ラする。そうなると、睡眠時間を削って１人で

いる時間を作ると、自分をどんどん苦しめて悪

循環になっていく。具合も悪くなるし、そのイ

ライラとどう向き合っていくのか、子どもとど

のように関わっていったら良いのかも難しい

し、これが悩んでいること（中略）怒っても言

うことを聞かない。そういう時はどうしたら言

うことを聞いてくれるのか、悩んでいる」（No.

1）

４)将来への不安

「将来への不安」は６名である。次のような複数

回答があった。６名のうち、「子どもが将来自立で

きるのか」が３名、「今は子ども発達支援センター

などフォローされているが、就学後の子どもの

フォローはどうなるのか」が３名、「言葉の遅れ・

子どもの発達がどうなるのか」が１名、「職業の選

択肢に何があるのか」が１名である。

「将来、職業の選択肢、何があるのかという不

安がある。この職業はなれないなら、なれない

と知っておきたい。なりたいものがあっても、

それにはなれないとあとでわかったら、ショッ

クを受けるから（中略）弱視はなれないとか、

難聴の人はなれないとか、こういう障がいが

あったら、この仕事に就けないとか、逆に障が

いがあってもこの仕事についたとか、障がいが

あっても、働ける職場の選択肢を知りたい。障

がい者でも、パンを作ったり、お菓子を作って

売っている人がいるのは知っているけど、そう

いうのではなくて、障がいがあっても、普通に

働けるというところがあるのかなという心配が

ある」（No.19）

「特別支援学級に入れることになるけど、どう

いうふうにやってくれるのかがまだわからない

から心配。幼稚園では、先生がつきっきりだけ

ど、小学校でもついてくれるのかとか。次男は

知的障害と多動で…療育手帳とかはもらってい

ないんですけど、まだ話せないから、先生とコ

ミュニケーションをどうやっていくのか、今は

子ども発達支援センターに２年通っているか

ら、単語だけでも通じるけど、そこが心配（中

略）ここは就学前までだから、小学校に入った

ら療育は３か月に１回の病院のみになってしま

うから、それも不安。小学校に入ったらどうす

るのか。言葉の教室は小学校に入ってもあるみ

たいだけど…でも、言葉の教室はあるけど、無

くなるみたいだから、なくなったらどうするの

か。」（No.17）

５)「言葉の遅れ・発音など言語に関わるもの

「言葉の遅れ・発音など言語に関わるもの」が５

名である。例えば、滑舌が悪く、発音が不鮮明、

言葉が出ない・話せないなどである。それらによっ

て、周りの人とのコミュニケーションがとれるの

かという不安を抱いていた。「他の機関の利用の有

無」については、５名のうち１名のみＹ市以外の

療育センターに通っていたが、残りの４名につい

ては、子ども発達支援センターのみを利用してい

た。また、５名のうち、３名は「発達の遅れに対

する不安」（２例）、「普通学級か特別支援学級か」

（１例）という不安を言語に関わる不安と同時に抱

いていた。

「小学校入学で不安なことは、長男が普通のと

ころに入れるかなーと…言葉が遅れていたり、

ものの名前を言えなかったり、自分のことを伝

えられなかったり、そうそう、手袋事件とか。

こないだ長男が手袋をなくした時に、手袋がな

くなっていたから、どうしたの？って聞いたら、

「○○ちゃん」しか言葉を発することができなく

て…結局、○○ちゃんが持っていったというこ

とも言えなくて。こんな感じで自分のことも伝

えられないし、単語がぽんぽんで伝わりにくい。

たとえば、幼稚園で豆まきをしたときも、「オニ、
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まめ」だとか、片言しか言わなくて、こんな状

態で小学校に入ると思ったら不安」（No.12）

６)医療費や保育料・子育て費用などの金銭面

「医療費や保育料・子育て費用などの金銭面」も

５名である。金銭面の不安としては、医療費や保

育料・子育てにかかる費用、障害認定されないこ

とによる自費負担の辛さなどである。現在子ども

発達支援センターに通っている子どもが他の機関

を利用しているかについては、５名のうち２名は、

他の機関（神経発達外、療育センター、）を利用し

ていた。残りの３名については、他の子どもが通

院・投薬治療中である場合や「保育料の値上がり

に伴う負担」、「子どもの教育費などを含めた日々

の子育てにかかる費用」の負担があった。

「金銭面は靴の話。弱視だから、メガネとかも

必要だけど、自費だと覚悟している。定期通院

だけ無料…（中略）将来、医療費とかも結構か

かるんだろうなと思う。靴も一時期こだわりが

強くて同じものをずっと履いてくれたから良

かったけど、そんな何足もいろんな種類が欲し

いとなっても、買えない。（中略）障害と認定さ

れないけど、障害があるなら、障害とはっきり

言ってくれれば、次どうするかも考えられるか

ら、はっきり言ってほしいと思う時がある。自

閉症とかも…片耳が難聴で聴こえないし、目も

少し遠視、低筋長で運動遅延、ジャンプもでき

ない。おぼれている人みたいにもがいているだ

け。（中略）全部障害には認定されない。ひっか

からないけど、少し他の人よりもできないこと

がある感じ。最初は走ったり、動くこともでき

なかった。どれも生活に困らない程度。例えば、

靴を用意してくださいと言われても、うちの場

合は補助もなくて、実費負担。補助を受けられ

るみたいで、うちもとれると言われたけど、申

請しても却下になって、自費負担はきつい。難

聴とか、低筋長で、必要なことは変わらないの

に、補助にならないし、靴でも、すぐに１万を

超える。区分で、補助の該当にならないことで、

大変なことがある。同じように症状があって大

変なのは変わらないのに、自費負担か、補助が

おりるかどうか、区分されるのは辛い」（No.19）

７)夫にかかわる悩みや困りごと

同じく、「夫にかかわる悩みや困りごと」が５例

あった。５名のうち、３名が「夫が子どもの障が

いに対する理解がないこと・夫の行動」に悩んで

いた。また、５名のうち、２名は「夫との意見の

食い違い」に悩んでいた。「移動タイプ」を見ると、

女性は「転入型」が３名、「Ｕターン型」が１名、

「定住型」が１名であり、男性は「転入型」が４名、

「定住型」が１名である。「仕事」については、５

名のうち、女性は全員「専業主婦・無職」だった。

夫の仕事については、５名のうち３名が「会社員」、

「公務員」１名、「教員」１名だった。「家事・育児

の分担」については、５名のうち３名が「すべて

妻」が行っており、「家事全般は妻・夫は育児には

協力的」が１名、「家のことは主に妻がしているが、

夫も協力的（妻が具合悪い時に協力）」が１名だっ

た。夫が協力している２名においても、夫に「家

事は女の仕事といわれ、家事がおろそかになると

威嚇された・怒られた」事例や、普段夫は仕事が

忙しくほとんど家におらず、妻に任せていた事例

である。また、「すべて妻」が行っている場合には、

結婚する時に夫に「家のことはしない、俺に負担

をかけるな」と言われている場合や夫に頼んでけ

んかになるのが嫌で、仕事をやめて専業主婦に

なった場合などである。５名すべてにおいて、家

のことは女性の役割だという性役割意識・規範意

識が高い傾向があった。また、「相談相手」につい

ては、５名すべてが「夫」を相談相手として挙げ

ていなかった。夫と話す時間の有無については、

「少しもてている」という回答があったが、「夫が

話を聞いてくれないから、自分１人で決めて事後

報告をしている」、「夫と話してもけんかになるか

ら、話さないようにしている」「何の解決にもなら

ないから夫に話さないようにしている」「夫に話す

よりも夫の母に話すほうがいい、夫の両親がいる

からまだ持っている」などの意見があった。
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「子どもの障害に対する理解が全くない。上の

子の障がいのこと、こうやったらダメになると

いうことをするし、上の子の関わりが全く分

かっていない。だから、父と上の子の関係が良

くない。夫婦間で話す時間は持てているのか、

持てていないのか…話をしても、あまり聞いて

くれない。発達検査やこども発達支援センター

のことも私１人で決めて、手続きも済ませた後

に夫に事後報告をした」（No.9）

「夫婦間で話す時間は少しもてている。お互い

の子育て観はあるけど、夫に言っても適切な答

えが出ないため、言わない。文句を言われたく

ないから。行き詰っている時、子どもが暴れて

上手くいかない時、暴れて大変な時は夫に助け

てほしいのに、夫は普段子どもと関わっていな

いから文句しか言わない。子どもが暴れて大変

な時は夫が助けてくれたらいいのに…夫は子ど

もの言葉遣いや態度にイライラしたり、「なんで

こうなの？」と言うだけで、何の解決にもなら

ない。夫と話しても何の解決にもならないから、

言わない。（中略）どうしてもという時は子ども

が寝た後に話すようにしている。あーしてもダ

メと言う時は夫に話すけど、反応が薄くて話し

ても意味がないし、答えがない」（No.1）

「夫は発達障害だと他の子のように言っても、

言うことを聞かないというのがわからない。夫

にしたら、子どもはダメな子で、子どもと夫を

２人にすると、夫が子どもをぶつから、２人に

しないようにして（中略）夫は「発達障害の子

どもにも普通の子どもと同じように頑張るべき

だ」と言うから…さすがに私が夫に言い返そう

と思ったけど、子どもが言わないでと…（中略）

医者からも言っても変わらないから言わないで

いなさい、１コから５コにしなさいと言われた。

子どもに危害を加えているから、夫ができるこ

とを５コにするとか、３コにするということで

はないと思う」（No.13）

８)特別支援学級か普通学級かに関する不安や悩

み（困りごと）

「特別支援学級か普通学級か」に関する不安や悩

み（困りごと）は５名である。「特別支援学級・普

通学級の選択」が３名、「特別支援学級・普通学級

それぞれの子どもへの対応に対する不安」が１名、

「養護学校選びに伴う悩み」が１名である。５名の

うち、他の機関を利用していない１例を除いた４

名が「療育センター」を利用し、「児童発達支援・

放課後デイサービス」などを同時に利用している

事例もあった。また、５名のうち、３名が夫に相

談していた。

「小学校入学で不安なことは、子どもが普通の

ところに入れるかなと」（No.12）

「去年とかは、今は遅くても、少しでも他の子

に近づけて、普通のクラスに入れようと思った

けど、無理だと思った。幼稚園から小学校って、

どうなるのだろうと考えればキリがない（中略）

障がいに対する偏見はないけど、できれば普通

の学級に入れてあげたいと思うところもあるけ

ど、無理して普通学級に入れて子どもに苦労を

させるよりも、特別支援学級に入れても仕方な

いと言うか…夫とその部分は話している。日頃

から、障がいのことを話すと辛くなるから、何

か決断をしなきゃいけない時に話す（中略）障

がいがあるということを考えるのはきつい」

（No.11）

「うちの子はたぶん特別支援学級に入ること

になるけど、昔のように、特別学級と普通学級

みたいに分離されているのではなくて、できる

ことは普通学級で一緒にやって、できないとこ

ろは特別学級でやろうという形で、そこも心配。

普段は１人の先生がつきっきりなのに、小学校

に入ったら、特別支援学級でも、普通学級で学

ぶ時もあるなら、普通学級で学ぶ時もついてく

れるのかとか、どういうふうになるのかとか。

（中略）親が普通学級に入れるか、特別支援学級
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に入れるかを決めて良いみたいで…グレーゾー

ンだと、親が普通学級にいれるというのを聞い

て、親のエゴで普通学級に行かせるのもどうか

な…と思うし、子どもに無理をさせて普通学級

に入れるくらいなら、無理して普通学級に入れ

るよりも、特別支援学級に入れて伸ばせること

ろは伸ばして行こうと思う。特別支援学級でも、

できるところは普通学級でやるみたいだけど、

普通学級に入れてしまったら、特別支援教育を

受けられないし、個別のケアも受けられない。

私のところは、療育センターで知的障害と多動

と診断されて（中略）まさか自分の子どもが障

がい…とか思ったけど、そこまで悩まなかった。

むしろ、特別支援学級に入って、できることは

普通学級で一緒にやるとか、どういうケアを受

けられるのかが気になる」（No.17）

「上の子はずっと特別支援学級で特別支援を

受けていて、そういうのがあるのをわかってい

るから、下の子の小学校入学にはそれほど心配

はない。（中略）下の子は自閉症と診断されてい

る（中略）もう少し障がいを持っている人が幅

広く、通える高校があると良い。上の子は発達

に問題はないけど、病気持ちということで、断

られる学校もあるし、通えないと言われるとこ

ろもある。いろんな養護学校を探しているけど、

（中略）一番近くて、Ｋ（政令指令市）で、それ

が悩んでいる。もっと近くにもあればいいのに

（中略）（Ｑ：近くの養護学校、Ｌは？）断られ

た」（No.3）

９)障害認定の曖昧さに関わるもの

「障害認定の曖昧さに関わるもの」が３名であ

る。３名すべてが「知的に遅れ・障害があるか否

かに関するもの」である。そのうち１名は、子ど

もがニーズを抱えていても、障害認定を受けてい

る場合に受けられる補助が受けられないことでの

負担を述べていた。「子どもの年齢」をみると、「３

歳」が２名、「４歳」が１名であり、３名すべてが

幼児期である。また、「他の機関の利用の有無」に

ついては、３名すべてが「療育センター」を利用

している。その他に、「病院」が１名「放課後デイ

サービス」が１名、「聾学校」が１名である。

「今は足の問題だけだけど、知能も遅れている

かもしれない。これぐらいの年の時は、知能が

遅れているかどうかも、年が若いからわからな

くて」（No.1）

「知的に遅れはないけど、多動で（中略）大学

の先生に「検査したら、もしかしたら何か出る

かもしれないね」と言われるぐらいで…ぼーっ

としていたり、理解力がまだ足りないと言われ

る。不安になったりすると、ぐるぐるまわった

りして、少し変な子だなと思われていると思う。

グレーだと、この後どうなるのかなとか、障が

いなら障害、大丈夫なら大丈夫とハッキリ言っ

てもらえるといちいち悩まないで良いのに」

（No.14）

10)健診に関するもの

「健診に関するもの」１例は、健診で発達に遅れ

気味の子を持つ母親が悩むこと、発達が遅れ気味

の子ども・子どもをもつ家族への配慮について述

べられた。

「健診も１歳半、３歳児検診、そのあと就学前

健診で、２歳、４・５歳がないから、そこに健

診があるといいと思うけど、同じ年代の子しか

いないから、早い・遅いを目の当たりにするか

らへこむ。同じ年齢で発達の遅れや早さがわか

る。一度、下の子の健診を夫に任せたら大変だっ

た。すごくへこんだし、衝撃を受けたみたいで

すよ。（中略）遅れ気味の子どもに対する配慮を

もっと上手くやってくれると良いな。発達が遅

れ気味の子をもつ母は悩んでいるけど、そこ（健

診）で目の当たりにして余計悩むし、へこむ」

（No.9）

以上のように、現在の子育てをする中で感じて
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いる「不安や悩み（困りごと）」と子ども発達支援

センターに通うことで生じている大変さ（後述４

（４））を含めると大きく４つに分かれる。

第１に、ケア（子育て）そのものから生じてい

る困難である。例えば、子どもとどのように関わっ

たら良いのかがわからない、外出先での対応や子

どもの特性に合わせたかかわり方が難しいなどで

ある。第２に、子どもの言葉の遅れや発達の遅れ・

障害に対する不安や困りごとである。例えば、子

どもの苦手なこと・人間関係に関する不安、小学

校入学に関する不安、特別支援学級か普通学級か

を選択することの葛藤、将来の職業選択、自立で

きるのかという不安などである。第３に、４（４）

で示す通り地域の条件やサービス面で感じている

不安や大変さ、特に子ども発達支援センターに一

緒に通うことで生じていた。例えば、子ども発達

支援センターが近くにないことで通うことの大変

さ、家事や仕事などの時間の調整の大変さ、子ど

も発達支援センターが就学前を対象とする子ども

へのフォローであるため、就学後のフォローに対

する不安などである。療育センターはＹ市外にあ

るため、通う頻度の少なさから生じていた。

第４に、家族内の役割の分担・固定化から生じ

ている悩み（困りごと）や大変さである。特に、

役割が固定化され、ケアの負担が女性に集中する

ことで困難が生じていた。例えば、性役割意識・

規範意識の高さ、夫が子どもの障害に対する理解

が低いこと、普段子どもと関わる時間が少ない夫

の行動の悪循環・夫と子どもとの関係の悪さ、夫

のサポートの少なさ等である。

(４)相談相手

前節で整理したように「不安や悩み、困りごと

などを普段どなたに話しますか、相談しますか？」

という質問に対して得られた内容を整理する（表

７）

悩みや不安を話す相談相手（複数回答）につい

ては、「自身や配偶者の家族」「夫」などの親族や

「ママ友・友人」などの身近な人に相談する傾向が

高かった（表７）。特に、全ての事例に共通して、

子どものことを理解している人に相談していた。

例えば、家族や現在通っている機関の職員・先生、

同じ年齢の子どもや発達に不安を抱える子を持つ

友人に話したほうが悩みが解消されるという意見

があった。例えば、以下のような内容である。

「友達のお母さんと話して、ママ友同士の会話

で。親に聞いても、昔のことだから忘れたと言

われるから、幼稚園の先生にも話す。上の子は

幼稚園では良い子で暴れたりするのがわからな

い、イメージがつかないみたいだけど、下の子

は幼稚園でも家と同じ感じだから理解される。

子どものことを知っている人と話すことで苦し

さや悩みを解消している」（No.1）

「友人、親、夫など身近な人に相談する。（Ｑ：

友人はＹ市の？）知っている人も少ないし、近

くで話せる人がいない。Ｙ市にあまり知り合い

がいないから、実家に帰った時に、友人の子ど

もが同い年だから話もできる。私の同級生でか

つ、子どもの年も性別も同じだから、気軽に話

しやすい」（No.4）

４．子ども発達支援センターの利用

(１)通うきっかけ

子ども発達支援センターに通うきっかけは、「幼

稚園や保育所の先生に勧められた」が８名で最も

多い。次いで、「Ｂ市の療育センター」が４名、「病

表７ 相談相手（複数回答)

ご自身や配偶者の親やきょうだい 11

夫 9

ママ友・友人 8

子ども発達支援センターの職員 5

保育所・幼稚園の先生 4

会社の人・職場関係者 2

医師 2

療育センターの職員 2

学校の教員 1

児童相談所 1

他の児童発達支援事業所 1
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院の医師」が２名、「健診・保健師さんに相談」が

４名である。健診では、子ども発達支援センター

の職員に直接相談している場合があった。次いで、

「子ども発達支援センターに通っている友人に聞

いて」が１名だった。19名の特徴として、子ども

の発達の遅れが気になっている場合には、自発的

に相談している傾向があった。なかには、Ｂ市の

療育センターでＹ市の子ども発達支援センターの

存在を知ったが、健診の際に保健師に相談したけ

ど何も言われず、勧められることが無かったため、

自分から切り出した事例や、健診の時に保健師に

相談しても、「大丈夫」としか言われず、自分で病

院などに相談している事例が４例あった。それら

は主として、発達の遅れが気になる、言葉の遅れ

や発音が不鮮明・話すことができないなどの特徴

があった。

(２)通う頻度

子ども発達支援センターに通う頻度について

は、「週１回」が17名で最も多い。そのなかには、

「仕事が休みのときは月５回に増える時もある」が

１名、「調子が良い時には週２回通っている月もあ

る」が１名である。次いで、「月に２－３回」が２

名である。

(３)主に一緒に通っている人がいけない場合

子ども発達支援センターに主に一緒に通ってい

る人は誰かについては、19名すべてが母親（女性）

である。そのうち、「夫の仕事が休みのときは夫も

一緒に行く」が４名である。主に一緒に通ってい

る人が行けない場合は、誰に頼むのか・どのよう

にしているのかについては、19名のうち「休む」

が９名で最も多い。次いで、「日程を調整する」が

６名、「夫が休みなら夫か、日にちを変える」が２

名、「日にちを変えるか、休む」が１名、「日にち

の調整は融通をきかせてくれるが、私か夫が行け

ないときは休む」が１名である。

「私が来られない日は、夫も仕事が忙しくて休

むことができないから、子どもが熱でたら休み

にしている。夫に代わりに来てもらうことはな

い。通うための工夫は、先に子ども発達支援セ

ンターの日程を決めて、それに合わせて生活を

組み立てている」（No.15）

(４)子ども発達支援センターに通ってよかった

ところ

１)子どもにとって良かったところ

「子ども発達支援センターに通うことで、お子さ

んにとって良かったと思うことはどのようなこと

ですか」という質問に対して得られた回答は、大

きくわけて11種類ある。

第１に、継続して療育を受けることが出来るこ

と。第２に、子どもが楽しんでいることである。

第３に、家ではできない遊びが出来ること、第４

に、「子どもの発音や言葉の数が増えた、向かい

合って会話を出来るようになった」ことである。

第５に、「子ども発達支援センターで顔見知りが増

えて、他の子と関わることができるようになって

きた」。第６に「集中して物事に取り組むことが出

来るようになった」。第７に、「前よりも自信をも

つようになった」、第８に「先生に教わったことを

生活の中で活かせるようになってきた」、第９に

「自転車や運動を嫌がらなくなった・運動への苦手

意識が薄れて楽しむようになった」、第10に、「子

どもを１対１で見てくれる・子どもが我慢しなく

て良い（集団生活やきょうだいがいると１人を見

てもらえる機会が少なく、遊びなどで我慢するこ

ともある）」。第11に、遊んだ後の片付けや順番を

守るなど社会性が身についたことである。例えば、

以下のような内容である。

「言葉の問題、言語障害があって…発達障害で

も親が教えられるのは生活の範囲、見ている部

分だけ。子どもの引き出しを増やしたかったか

ら、ここに来たんだけど、言葉の幅が広がった。

人の話を聞けるようになった。向かい合って人

に聞かれたことに答える、受け答えができるよ

うになった。集中力が増したというのが通わせ

てよかったところ」（No.2）

「言葉も増えたし、ちょっとだけ座って作業を
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したり、パズルもできるようになった。集中し

て取り組むことができるようになった。何より

楽しみにしている。毎日のように子ども発達支

援センターに行くのを楽しみにしているし、体

を動かして遊ぶのも楽しいし、絵本も好きに

なったし、読み聞かせが嫌いで自由に自分で読

むのが好きみたいで…でも今は「読んで」と言

うようになった。１人でも本を読んだりしてい

る。字も読めるようになった」（No.4）

「先生から教えてもらったことを生活に生か

せて来ている。具体的に手伝って欲しいことと

か、言葉で表現できなかったことが表現できる

ようになってきたし、このまま言葉が増えたり、

伸びるのかなと思う。やりたいことができな

かった時に、自分の中で消化、切り替えができ

る場面が増えたり、できることが増えている」

（No.7）

「子どもが変わったところ。（Ｑ：どういうと

ころが変わりましたか？）他の人とできるよう

になった…前は私としかできなかったことが他

の人でも大丈夫になった。例えば抱っことか…

通う前は自閉症なのかなと疑っていたけど、医

者は自閉症ではないとは言っているけど…なん

か病気があるのかなと思うから、手をつながな

いとか、触れない、一人の世界に入っている、

何言っているのかわからないとか…前は他のお

母さんと遊ばせるのは申し訳ないと思うことも

あったけど、今は遊べるようになったし、通わ

せてよかったと思う」（No.19）

２)母親自身にとって良かったところ

「ご自身にとって、子ども発達支援センターに

通ってよかったと思うことはどのようなことです

か」という質問に対して得られた回答は、以下の

11種類ある。

第１に、「子どもが楽しんでいること」である。

第２に、「相談に乗ってくれる、不安や抱えている

問題の話・愚痴を聞いて専門的な助言をくれる」

である。第３に、「家では出来ないいろんな遊びが

できるところ」である。第４に、「他の支援やサー

ビスのことを教えてくれる、保健師や幼稚園等の

他機関との連携が良い、他機関と連携して子ども

をサポートしてくれるところ」。第５に、「子ども

のことを１対１で見てくれるところ（家や幼稚

園・保育所では子ども１人だけと関わることはで

きない）」。第６に、「専業主婦だと夫が話を聞かな

い・理解してくれないと話し相手がいないから、

母親にとっても息抜きになっている・楽しい」。第

７に、「子どもの出来ることが増えたこと（運動面、

言葉の数が増加、発音、順番を待てる、トイレ、

着替え、手先が器用になった、落ち着いて取り組

むことができるようになった、人と関わることが

できるようになってきた等）」。第８に、「子どもの

できることや出来ないことが何かがわかってき

た、できないことでもやり方や言い方を変えれば

できることがわかった、子どもの変化や違う側面

を見ることができる」。第９に、「子ども発達支援

センターでやったことを家に戻った後も取り入れ

て勉強になる・子どもとの関わり方を教わってい

る、子どもとの関わりに幅ができた」。第10に、

「先生方が頼りになる」である。第11に、悩みや

不安を持っているのが自分だけではないこと、共

有・共感できる人に出会えた（ママ友、職員など）。

例えば、以下のような内容である。

「話を聞いてもらえるし、ちょっと問題を抱え

たこととかも、普通ならわかってもらえないけ

ど、専門的なことを知っているから、助言もし

てもらえるし、発達障害のこと、運動面や体の

こととか教えてもらえるから良かった。（中略）

訓練を受けているメインが運動面だけど、幼稚

園でここに通っていない子のほうが落ち着いて

いない子もいて、ここに来ている子のほうが訓

練をされて、言われている分、言われたら頑張っ

てくれる。落ち着いていられる。（中略）あと、

グレーって判断が難しいんだなって思う。医者

が自分もこだわりが強くて、アスペルガーとか

発達障害とかそういう傾向があるけど、そうい
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う傾向があるということと疾患は別だって話し

ていたし、診断受けずに普通にしている親のほ

うが子どものことを気にしていない。「子どもに

は何の問題もない」みたいな感じだけど、実際

見ていたら、あの子のほうが発達障害じゃない

の？と周りが思うほど、行動に出ている人もい

る。こういうところに通っている子どものほう

が普通に訓練をされているから、言うことも聞

くし、落ち着いている。グレーって、こういう

ところに来る・来ないも親次第だし、すべてが

曖昧で難しいなって思う。」（No.1）

「幼稚園や保育所だと、自分の子が一番できな

い子、他にはこんなにできない子はいないだろ

うなとか、うちの子はダメだと思うけど、ここ

に来て、いろんな障がいがある子もいて、みん

な大変だったなと思った。今までは自分の子が

発達、成長が遅いと思っていたけど、障害のこ

とや体のつくりのことがわかって、他の子も

なっているんだとわかったことが良かった」

（No.13）

「自身にとって良かったことは、先生と話すこ

とで息抜きになる。子どもが楽しそうにしてい

るのを見ていると嬉しいし、専業主婦だと夫が

話をきかない、理解してくれないと、話す相手

も限られてくるから、先生と話すことが親に

とっても、息抜きになっている」（No.9）

「子どもの変化を見られたこと。家から出られ

ないけど、子ども発達支援センターとか用事が

あると車を夫から借りて、外に出ることができ

るから幸せ。家を出られることが本当に幸せ。

普段が閉じ込められている。近くにお店もない

し、公園もないし、気軽に出かけることもでき

ないから、子ども発達支援センターに行く日は

車を借りて外に出られる日になっている。普段

は家の周りを散歩するだけ。この子を連れてそ

んなに遠くまでいけないから、行くところも限

られている」（No.19）

(５)子ども発達支援センターに一緒に通う大変さ

ここでは、「子ども発達支援センターに一緒に通

うことで大変さを感じることがありますか？」と

いう質問に対して得られた内容を記す。子ども発

達支援センターに一緒に通う大変さについては、

19名のうち13名が大変さを感じることがあると

いう回答だった。その内容は大きくわけて５つあ

る（表８）

例えば、以下のような内容があった。

「たまに…疲れている時は大変さを感じるこ

ともある。辛くはないけど、仕事が空いている

時間は、前なら家のことをしていたけど、それ

ができなくなる。時間をみつけて違う時にやっ

ている。」（No.16）

「時間の都合のつけ方は、この週は子ども発達

支援センターに行くから予定を入れないように

しようとすると、他の予定を違う週に入れるこ

とになるから、ほとんど家にいられない。家に

いない時間が多いと、家のことが終わらないと

思って…歯医者も我慢したり、今は病院に通っ

ているけど、それぞれ日程を調整していたけど

…ここに通うのを週１に変えたから、これから

は病院とかにも通えるようになる。」（No.12）

表８ 子ども発達支援センターに一緒に通う大変さ（複数回答)

子どもがぐずる時・子どもが間に合うように準備をしない 5

移動手段、移動にかかわる費用や時間（長時間の運転疲れ） 5

仕事や家事などの時間を調整・都合をつけること 5

他の子どもの体調が悪い時 1

母親自身の体調・だるい時、通うのが面倒くさいと感じる時 1
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「子どもは最近寝るのも起きるのも遅いから、

ギリギリ支度して、ここに来た感じ。子どもが

時間に間に合うように移動しない時は大変。私

の都合をつけるのが大変というより、子どもの

行動によって時間の都合をつけるのが大変」

（No.3）

「近場ではないから、すぐ来れる感じではない

から、週１だけど、時間の都合をつけるのが大

変。近場であればいいのにと思う。（中略）近く

にこういうのがあれば助かるのに…」（No.6）

一方で、19名のうち、６名が大変さを感じてい

ないと答えた。主に得られた回答は、子どもが喜

んで通っていることや親にとっての楽しみになっ

ている場合、職場の融通が利く場合や無理をして

ない等があった。

「今のところ、ないかな。私自身の息抜きにも

なっているし、私自身も楽しんでいる」（No.9）

「ふぶけば休むし、あまり無理してないし、日

程を変えてもらえるから負担はない」（No.7）

「子どもの体調が悪い時、夫は仕事を休めない

から…子どもはまだ小さいので、風邪をひいた

時とかも私の職場は融通が利くし、休みを取っ

て、子どもを見られるということはできる。

（Ｑ：職場の配慮は）子どもを育てる親への配慮

はある。子ども発達支援センターに通うこと、

予定をいれることにも大して大変さはない」

（No.15）

(６)子ども発達支援センターや市に対する意見

や要望

ここでは、「普段子育てをする中で、子ども発達

支援センターや市に対して、何か意見や要望はあ

りますか？」という質問に対して得られた内容を

整理していく。意見や要望があったのは、19名の

うち、８名である。残りの11名は意見や要望は無

かった。以下に、まとめていく。

意見や要望については、主に以下の11種類であ

る。第１に、「利用回数を増やして欲しい、利用時

間を増やして欲しい」である。第２に、子ども発

達支援センターの存在をもっと早い段階で知りた

かったという意見である。その中には、保健師さ

んに相談しても大丈夫と言われて何も言われな

かったから早く知りたかったという意見や健診時

の保健師さんの判断が曖昧だったのではないか、

もっと早くから子ども発達支援センターの存在を

知っていれば子どものできることが増えたと思う

という意見があった。第３に、子ども発達支援セ

ンターでの外遊びを増やして欲しいという意見で

ある。第４に、急な場合の子どもの預け先がほし

い。第５に、市の取り組みがわかりづらい・グレー

ゾーンに対する支援の不足や情報不足である。第

６に、医療費や保育料、薬代、子ども発達支援セ

ンターの利用料、予防接種などの費用の負担を軽

減して欲しいという意見や要望である。第７に、

障害か否かをはっきりと伝えて欲しいという意見

である。第８に、手続きの大変さ、申請書のわか

りにくさに関するものである。第９に、言葉の遅

れや多動などがあっても普通学級で過ごしている

等の普通学級・特別支援学級にどのような子ども

が通っているのかを知る機会を作って欲しいとい

う意見である。第10に、子育てサークルに入りに

くい、子育て支援センターやひろばを利用しづら

いという意見があった。例えば、他の子に比べて

発達の遅れを目の当たりにして辛くて行きづら

い、集団行動が苦手な子ども・保護者にとっては

通いづらい・輪の中に入ることができない、すで

に仲良しグループができていて入りにくい、他の

子のおもちゃをとるから行きにくい等である。例

えば、以下のような内容である。

「前にいたところ（Ｙ市の近隣地域の町）は、

全て町が負担をしていた。医療費も全て負担を

してくれた。Ｙ市は小学校以上はかかる。そこ

の町は中学校まで負担をしてくれていた。予防
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接種も医療費も全て負担してくれていた。子育

てについて、市が面倒を見てくれるようになれ

ば来やすい。利用しやすくなると思う。子ども

の部活の費用に比べれば安いけど、市の負担が

無いよりはあったほうが良い。前のところは予

防接種を行くように呼びかけていて、健康が一

番大事だから…と町で負担をしていた。病院も、

予防接種も。」（No.2）

「もう少し、外で遊んで欲しい。家にいること

が多いから、自分ができないことをして欲しい。

通っている中で、外遊びが１回で…もう少し外

で遊ぶ機会を作って欲しい。夏は公園（Ｙ市に

ある森林・草原・花畑などが広がる自然豊かな

公園）に行くこともあるから、満足しているけ

ど…普段は家にいる子で、外に出たがらないか

ら、外に連れ出して欲しい。（子どもは）夏は外

に結構いるけど、寒いのが苦手なのか、冬は布

団にくるまっている。一緒に外に連れていった

ら、外に出るんだろうけど、今は赤ちゃんがい

て一緒に出られないから、私ができないから、

一緒に連れ出してくれたら嬉しい。」（No.12）

「私のほうの問題かもしれないけど、もう少し

通えたらいいのにって思う。もう少し長くいら

れたらいいなと思う。１日１時間30分とか短い

時間だから、もっと長く見てもらえたらいいな。

（Ｑ：職員さんと話す時間は？）職員と話す時間

はあり、十分に相談にも乗ってくれる。困った

時や不安な時も相談できる」（No.6）

「診断がついていなくて、グレーゾーンで

ちょっとわからないんだけど、もう少し、不安

を取り除けるように、もっとこれがどうなって

いるとか言ってほしい。わからずじまいになっ

ているから…はっきりと、障がいとなっている

人とは違って、グレーゾーンだから不安がある。

大丈夫なら、大丈夫ですよと言ってくれたら楽

になるのに…。大丈夫じゃないから、言えない

のかもしれないけど、はっきり言ってもらえる

と…ありがたいかな。このあとどうなるのかな

とか、障がいなら障がい、大丈夫なら大丈夫と

ハッキリ言ってもらえるといちいち悩まないで

良いのに」（No.14）

「仕事をしていたり、どうしてもこの日出かけ

たいという時や、急に熱を出した時とか、幼稚

園では預かってくれない時とかに、１時間だけ

でも、見てくれるところがあるといい。予約し

なきゃ使えないとかではなくて、何かあったら、

すぐに見てくれるところがあると良いな」（No.

19）

「言葉の遅れや多動などがあっても普通学級

で過ごしている等の普通学級・特別支援学級に

どのような子どもが通っているのかを知る機会

を作って欲しい」（No.11、No.17）

「Ｙ市の病院を受診していれば、結果が出るま

で待ってくれるけど、Ｂ市の病院を受診しても、

３割負担。自立支援は年齢が上の人も１割だか

ら、精神障害を患っている人とか、子どもは安

くしてほしい。金銭的サポートが必要。本当に

手もかかるし、薬代も高すぎ。」（No.9）

「幼稚園に入るまでこういうところがあるの

を知らなかったから早い段階で知りたかったな

と思う。保健センターでも何も言われなかった

から、もっと早く知りたかった。（Ｑ：保健師さ

んはこういうところがありますとは？）保健セ

ンターに通っている時に、何も言ってくれな

かったから、もっと早くに言ってくれれば、もっ

と伸びもあっただろうなと思う。保健師さんに

言葉が出ないとか、言葉が増えないと言っても、

「幼稚園に行ったら言葉も増えるから大丈夫」と

言われたし…多動だけならわからないままで行

く人もいると思う。学校でもこの子そうだよ

ねーと思う子もいるけど、普通学級にいるし、

もっと、こういうところがあるということを

もっと知れるような状態に市が作ってくれたら
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良いのにと思う。（中略）不安になって保健師さ

んに相談に行っても、大丈夫と言われるだけで

結局、幼稚園に入らないとつながらなかった。

子ども発達支援センターでも、「相談して良いん

ですよ」って言っていたけど、自分から相談でき

るってことを通って初めて知ったし、ここの存

在も幼稚園で言われるまで知らなかった。それ

に保健センターで、保健師さんに大丈夫と言わ

れたのに、子ども発達支援センターとか他のと

ころに相談ができるとも思わない。保健師さん

の判断に文句をつけているみたいだし…保健セ

ンターでも、この子に問題がありますよと言え

ないのかも知れないね。言われて傷つく人もい

るし、私ははっきり言ってもらいたいタイプだ

けど（笑い）。幼稚園でも遠まわしに言う感じ

だった。幼稚園でも、春休みに入るので、いつ

もは１人の先生がついてくれているんだけど、

休みに入ると難しいから、春休みに見られない

期間にこども発達支援センターで見てもらっ

て、訓練してもらったらどうですか？とすごく

オブラートに包んで言うから、最初なにを言っ

ているのかがわからなかった。よくよく話を聞

いてみると、子ども発達支援センターに行った

方がいいって言っていることがわかったけど。

たぶん、なかには「なんで、うちの子が行かな

きゃ行けないの？ 家では何も問題なく、大丈

夫なのに」とか言う人もいるから、オブラート

に包むのかもしれないけど。でも、はっきりと

言ってくれないと、そのままわからずに過ごし

て、子どもの伸びる可能性を奪うことにも繫が

ると思うから…私ははっきりしてほしいと思っ

ちゃうけど、はっきり言われて嫌な人もいるし、

オブラートに包み込みすぎてもダメだし、難し

いところだよね。私ははっきりして、次どうし

たらいいのかを考えていきたいし、子どものの

ばせるところは伸ばして行きたいし、子どもの

ためになるなら、利用できるものは利用したい

と思うけどね。」（No.17）

意見や要望がない場合には、大きくわけて４つ

ある。第１に、「医療費の無料化によって負担が軽

減したこと。第２に、子ども発達支援センター以

外のＢ市のリハビリやＹ市のデイサービスの利用

を増やしたことで負担が軽減したこと。第３に、

今の状態に満足していたり、今のままでよいとい

う場合である。第４に、他の市を知らない、他の

機関を利用していないなどの他に比べるものが無

いから不満や意見も無いというものである。例え

ば、以下のような内容である。

「今でも良くしてもらっているし、１つ聞い

て、10答えてくれるし、集団で遊んだり、担当

の先生だけではなく、他の先生も子どものこと

を可愛がって相手にしてくれて…感謝をしてい

るから、不満や要望はない」（No.11）

「特にない。利用料もそんなに高くないし…

（Ｑ：利用頻度は？）最初は週２回だったけど、

面倒で週１回にした。デイサービスのほうが送

迎しなくていいから、楽だから…そっちを増や

した。自分で送迎しなくて済むし、１人で行っ

てもらえるから。」（No.3）

「ない。（Ｑ：利用料とかは？）今のままでい

い。お金がかかるのは仕方ない。Ｙ市の医療費

は小学生まで無料だから、負担が減るように

なった。だから、リハビリに行かせたいのに、

本人は行かない、行きたがらない。せっかくお

金がかからなくなったのに。今までは幼稚園に

お迎えに行って、そのままＢ市に連れて行った

けど、幼稚園でお菓子を食べてから、行くのが

億劫になって行かない。子どもが行きたがらな

いのに、無理に連れて行くのも嫌だし…（中略）

本当にＹ市のはリハビリで、お年寄りの隣で訓

練している感じだけど、Ｂ市のリハビリだと遊

び感覚で、おもちゃもあって楽しめる。けど、

Ｙ市のいかにもリハビリと言う感じでも行った

ほうがいいなと思う（中略）子育て支援センター

も１ヶ所だから、顔見知りになるし、仲良くな

りやすいし、公園に行っても、母親同士知って
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いて、子どもを遊ばせられるし、誰かが見てく

れているし、ちょうどいい。友人同士で、家汚

くて、人を入れられないという時でも、公園に

行けば、子どもを遊ばせられるし、親同士で話

せるし、ちょうどいい場所。働いている人とか

だと、たまに行くだけなら、物足りないかもし

れないけど、普段から遊ばせている人にはちょ

うど良い」（No.1）

５．調査結果のまとめ

本稿は、これまで地方都市で発達に不安を抱え

る子をもつ家族がどのように家事や育児、介助な

どを行っているのか、地域の特徴や地域の社会資

源とどのように関係しているのかについて調査結

果を整理してきた。その際、特に３点に着目して

きた。第１に、その地域の社会資源や制度が子育

て生活にどのように影響しているのか。第２に、

本人が持つ社会関係が子育てを営む時にどのよう

に関わっているのか。第３に、本人の意識である。

以下、結果についてまとめていく。

(１)地域資源とのかかわり

ここでは、地域の社会資源や制度が子育て生活

にどのように影響しているのかについてまとめ

る。

第１に、子ども発達支援センターが子どもと親

に果たしている役割についてである。子どもに

とっては、楽しんでいることやできること（言葉・

運動・集団行動・ルールを守ることができるなど）

が増えていることや、１対１で見てもらえること、

家ではできないことができ、教わったことを生活

の中で活かせることができるなどの良さがあっ

た。また、母親にとっては、子どもが楽しんでい

ることに加え、母親自身にとっても楽しい・息抜

きになっており、不安や抱えている問題の話や愚

痴を聞いて専門的な助言・相談に乗ってくれると

ころ、子どものできることやできないことがわ

かったなどが述べられていた。すなわち、療育の

場として子どもの成長を育むだけではなく、子ど

もも楽しみ、一緒に通う保護者にとっても息抜き

や楽しめる場所、相談できる場所になっていた。

第２に、療育を受ける場所が限定的である。Ｙ

市には、民間企業が運営している未就学児（０歳

～５歳）と就学児（６歳～18歳）を対象とした児

童発達支援サービス・放課後等デイサービスが

１ヶ所、社会福祉法人が運営している小学生から

高校生までを対象とした放課後等デイサービス事

業所が１ヶ所あるが、親と子が一緒に通い、療育

を受ける子ども発達支援センターとは異なる。Ｙ

市の子ども発達支援センターは就学前を対象とし

ているため、就学後に療育を受けられる場所はＣ

市（政令指令都市）やＢ市（中核市）の療育セン

ターや病院である。Ｙ市からの移動時間が２・３

時間に増え、通う頻度も３ヶ月に１回などに減る

ため、「不安や悩み・困りごと」で整理したように、

就学後のフォローに対する不安が生じていた。Ｙ

市の子ども発達支援センターに通う頻度は19例

のうち、17名が「週１回」である。残りの２名が

「月２－３回」であった。現在はＹ市の子ども発達

支援センターに通うことで、継続的に療育を受け

られる状況であるが、就学後に継続的に療育を受

けることは難しい。現在、Ｙ市の子ども発達支援

センターに通う際にも、仕事や家事などの時間の

調整での大変さや近場に無いことでの移動にかか

る時間や費用の負担が述べられていた。

第３に、急な預け先がないことである。「意見や

要望」でも整理したように、仕事をしていたり、

どうしてもこの日出かけたいという時や、急に熱

を出した時などで幼稚園では預かってくれない時

に短時間でも見てくれるところがあると良いとい

うものである。予約しないと使えないものではな

く、何かあった場合に、すぐに子どもを見てくれ

る場所が求められていた。

第４に、子育て支援センターやサークル、ひろ

ばの利用についてである。子育て支援センターや

サークル、ひろばを利用することで、友人ができ

た場合があった。一方で、子どもが集団行動を苦

手としている場合や子どもが他の子のおもちゃを

取ってしまう場合、集団の中に入るのが苦手な親

子にとっては利用しづらいものになっていた。例
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えば、すでに仲良いグループの輪ができていて入

りづらいなどの意見もあった。

(２)インフォーマルな資源とのかかわり

ここでは、インフォーマルな資源が子育て生活

にどのように関わっているのかについてまとめ

る。

自身や配偶者が子どもの世話をできない時に、

自身や配偶者の実家からのサポートを受けてい

た。特に、実家がＹ市内やその近隣の町などの比

較的移動可能な近くにあることで、サポートを受

けやすいという状況があった。一方で、子どもの

特性や親が働いていることで預けられない場合に

は、一緒に連れて行くか、なるべく夫妻のどちら

か、主として女性が子どもを見るようにしていた。

実家に預ける場合にも、移動時間がかかるため、

事前に電話で預けることができるか否かを確認し

ている事例や実家の親が働いていることで、なる

べく自分で見るように専業主婦になった事例、療

育に通う間は仕事ができないと言う事例があっ

た。

実家が近くにあることで、サポートが得られて

いた。一方で、本調査では、「自身や配偶者が世話

をできない時に子どもの世話を頼む相手」で整理

したように、子どもの特性によって預けられない

場合があった。このように、子どもの特性に加え、

本人がもつ社会関係や利用できるサービスの質と

量によって、家族内で誰がどのように子どもを見

るのかが規定されていた。

(３)本人がもつ意識

ここでは、本人が持つ意識が家事や育児などの

配分どのように関わっているのかについて結果を

まとめる、

第１に、家事や育児などの役割や子ども発達支

援センターに一緒に通うことについては、主に女

性が中心的な役割を果たしていた。ケア役割に従

事している女性の多くが専業主婦やパートなどの

短時間労働であり、男性が主に稼ぎ手としての役

割を果たしていた。家事や育児の配分をめぐって

は、夫妻が持つ家事や育児が女性の役割という性

別役割意識や時間資源、子どもの特性（母親にし

かさせない等）によって規定されていた。

第２に、子どもに少し手がかかる状態である（追

加的なケアが増す）ため、家事や育児などの役割

が女性のみに集中する構造は、一般的な家事や育

児の分担よりも女性の負担が大きい。第３に、３

章の１節や３節で整理をしたように、女性が専業

主婦のケースにおいて、男性が「家のこと＝女性

の役割」といった規範意識や性役割意識が強く、

子どもの障害や子育ての大変さに対して理解がな

い場合には、子どもと父親との間、夫妻間で「パ

ワーの問題」が生じている場合があった。

以上のように、重度の障がいとは異なり、子ど

もの特性が見えにくい分、発達の不安や、それに

伴う困難さが家族の中で共有されない・十分に話

す時間を持てていない場合には女性の負担が大き

いことが推察できる。

（北海道大学大学院教育学院・博士後期課程)
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