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大都市における子育て家族の社会的孤立要因

― SSP2015を用いた地域信頼度の分析より

遠 山 景 広

要 旨

近代の都市社会は社会で近隣関係の希薄化が指摘されており，要因として

都市は多様な人々が集まる場であるために共通する社会規範が持ち難いこと

や，居住地域での社会関係の維持・形成自体が難しいことがある。これは，

中間集団としての地域社会の縮小・弱体化，社会関係を家族や職場などに依

存し易い状況である。こうした地縁の希薄化に加え，他人に干渉すること，

されることを忌避する私化（金子2011：76）のような，社会関係に対する人々

の意識の変化も指摘されている。

このような状況下で，子どものいる家庭と地域社会の関係はどのような状

態にあるのか。特に都市部では，大日向（1999など）が指摘している「母子

カプセル」のように，子どもとその家族が孤立してしまうリスクが危惧され

る。女性は，血縁や職縁からも離脱し易く，地域との関係も薄いことから母

子単位での孤立するリスクが高いと考えられる。そこで，2015年に実施され

た「第１回階層と社会意識全国調査（SSP2015）」のデータを用い，地域社会

との関係を測る指標の１つとして「信頼度」を取り上げ，子どもを持つ家庭

と地域社会の関係について，地域信頼度を従属変数として主に重回帰分析に

よる検証を行った。その結果，子どもがいる場合には地域信頼度は高まる傾

向にあるが，効果が母親に限定され易いこと，また子どもの年代によって効

果が異なることがわかった。特に，未就学児のみがいる段階では地域信頼度

が低下する傾向があり，主に質的な研究からの指摘が多かった母親の孤立リ

スクが，統計的にも確認された。子どもを持つことを躊躇する夫婦が多いこ

とは，こうした孤立のリスクが潜在化していることも要因と考えられる。地

域社会を志向する子育て支援を含む社会福祉をみる上では，単に子どものケ

アを代替するだけではなく，家庭など血縁以外の関係，職場の外での人間関

係の構築を支えていくことを考慮する必要がある。
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はじめに

現代社会における近隣関係の希薄化が指摘されて久しい。その要因としては，都市化の影響

が大きいと考えられる。まず，都市は多様な社会背景を有する人々の集合体であるため共通す

る社会規範を持ち難いこと，次に職と住の分離および転勤などの要因により，居住地域での社

会関係の維持，場合によっては形成自体がより難しいことである。このような状況は，中間集

団としての地域社会（地縁）が縮小・弱体化し，社会関係が家族や職場に収束した状態を意味

している。日本ではムラ社会・イエ制度にみられるような，地域共同体としてのコミュニティ

の拘束的な側面によって形成されてきた社会関係が，家族（血縁)・職場（職縁）に加え選択的

に活用するアソシエーションにとって替わられてきたのである。上記のような地縁の希薄化に

加え，現代は人口構造も第二次大戦後や高度経済成長期と比べて大きく変化しており，特に少

子化と高齢化が併行し子どもの割合は低下を続けている点が特徴である。また，他人に干渉す

ること，されることを忌避する私化（金子2011：76）も進んでいる。

このような状況下で，子どものいる家族と地域社会の関係はどのような状態にあるのか。地

縁が強い― ムラ社会のような拘束性をも有する社会では，子どもの社会化に地域が関与して

きた（荘厳2005）。いうなれば，子どもが地域と各家族を結ぶ要素の１つであり，家族が地域で

孤立しにくい要因の１つであったとみることができる。しかし現代都市社会における，地域関

係の希薄化は，大日向（1999）の指摘する「母子カプセル」，即ち子どもとその家族を孤立した

状態に置くリスクを作り出しているのではないだろうか。

本稿では，地域社会と子どもを持つ家族の関係について，社会と個人（世帯）の支えあいを

促す指標の１つと考えられる「信頼度」を用いて，子どもを持つ家族が地域社会との関係をど

のように感じているのか把握するとともに，子どもの年代の効果，その背景について考察する。

仮に子どもの存在が作用するならば，居住地や子どもの年代により異なるのか，それとも「子

どもがいること」自体の一般的な効果となっているのか，検証を試みる。

１．現代の地域関係：地縁と子育て

1-1．居住地域での社会関係の衰退

日本社会は，1960年代から70年代にかけて急速な経済発展を遂げており，その過程で人口の

都市集中が発生してきた。都市化は，地方都市のコミュニティの維持を困難にすると同時に，

都市部での新たな関係の形成の困難を伴った。また，金子（2014）が指摘するように，都市的

生活様式の浸透によって地域社会の共同化の契機が喪われ，地域全体での問題や課題に対処す

る能力も喪うことになった（金子2014：7-8.）。これは，都市社会の中で人々が地域社会への関

心を弱めていった過程に対応している。共同体的な拘束力，ムラ社会的な強制が働かなくなっ
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た都市社会では，個人あるいは世帯単位での自由が優先される私化と呼ばれる現象が進み，地

域社会などの集団への関心が低下したのである。一般的に，人々は家族や職場，地域社会など

の中間集団を介して一定の社会関係に位置づけられている。そのうち，地域社会に根ざした共

同体の中の位置づけが消滅するか，極めて弱いものに変わっていったのが近現代の都市社会で，

居住地域よりも地域に拘束されないアソシエーションのような集団の利害に関心が集中し，反

対に居住地としての地域への関心は低下してきたのである。このように個人が地域共同体から

遊離した，あるいは遊離しやすい状態は，「粉末化」した社会（金子2016：7，2009：107など）

として捉えられる。地域間移動の頻度の高まり，また職と住が明確に分離したことによる，居

住地からの地理的な離脱や居住地の人々との接触頻度の低下だけではなく，こうした拘束力の

喪失と居住地域への無関心に表される地域からの心理的な離脱が，「地域関係の希薄化」を起こ

しているといえるだろう。

中間集団という視点からは，地域社会の中間集団としての存在価値が薄れ，企業を始めとす

るアソシエーショナルな集団への関心が集中したことが指摘できる。石田（2011）は，中間集

団を血縁・職縁（企業縁）・地縁の３つにから捉え，地縁の衰退する状況について以下のように

論じている。かつては拘束的な地縁が中心であり，人々の都市集住が契機となり拘束的な地縁

が衰退した。その結果，地縁の機能は主に家族を意味する血縁と，職場で構築される職縁が代

替することになり，地縁はその２つでカバーできない部分を指す残余的な意味合いをもつよう

になった。私化が示すような個人主義の時代では，これらの縁も希薄化しつつある。しかし，

血縁と職縁は近代化と都市的な生活様式の中で合理的な選択とされたために，これらが不足し

た場合には「剥奪」と考えられ回復が志向され，逆に地縁は拘束性からの「解放」を意味して

きたために，地域には拘束されたくないという心性を生みだした（石田2011：33-59.）。さらに，

地縁の構築に対して消極的な個人が多数出現する，関心はあるが余力がないので無理という姿

勢を誘発した可能性を指摘している（石田2011：59.）。このような中間集団への志向性にみら

れる人間関係の変化は，デュルケムのいう機械的連帯から有機的連帯への移行に示されるよう

な，個々人の関心によって作られるアソシエーショナルな関係への変化といえる。

しかし，合理的なアソシエーショナルな社会関係には，常に一方的に関係を断絶される危険

がある。コミュニティ的な連帯は，その拘束的・強制的な要素がある意味で人間関係を保障し

てきた。かつての地縁においては，一定の拘束性と相互依存性が人間関係と日常生活に必要な

支援も保障していたのである。

日本社会の子育てについても，ムラ社会のような共同性の高い場所では子どもの教育に地域

が関わってきたことが指摘されている（荘厳2005：77-81.）。ムラ社会は，生産共同体としての

側面も有しており，現代の職縁も含めた様々な面での協働が成立していたため，子どもの存在

だけが家族間や地域での連帯を促した要因とはいえない。しかし，子どもや子どもの親にとっ

ては，教育（社会化）に地域が関与していることで，子どもの存在が地域と各家族を結ぶ，連
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帯を維持する要素の１つであったということもできる。即ち，子どもがいることは，地域社会

の他の住民と関りを持つネットワークの１つとなり，この関わりが近隣への信頼という形で表

れてきた可能性がある。このように，子どもの存在が地域社会を維持する役割の一端を担って

いたという視点で改めて少子化という現象を捉えると，それ自体が社会の「粉末化」（金子2016，

2009など）に表されるような，地域社会での連帯の減少を推し進める要因といえる。

1-2．子育て家族と中間集団の衰退

次に，子どもを育てている家族（子育て家族）の社会関係の変化について，血縁・地縁・職

縁の３つの中間集団の変化と合わせてみていく。ここでは都市化による人々と中間集団の関り

の変化に着目し，それに伴う子育て家族を取り巻く社会関係の状態の変化を確認する。

都市化は多くの地域間移動を伴い，定位家族としての血縁と地縁からの離脱，地域社会と職

縁の分断を引き起こした。これがムラ社会的なコミュニティの衰退であり，また都市部ではア

ソシエーションが優越していき，縁がアソシエーションや血縁の核家族（夫婦と子ども）に限

定されていくことになった。アソシエーションの代表例は職縁であり，特に壮年男性（夫）は

職縁への依存しがちで，職縁への依存は退職後に地域において関係弱者となるリスクが高まる

要因となる。これは，男性は家庭外にネットワークを持ちにくいため，職縁以外では配偶者と

の関係に依存しやすい（石田2011：142-4.）ことが原因である。子育てに目を向けても，男性

は職縁に依存することで家庭内でも子育てに主体的に関ることが難しく，地域社会にとっても

地縁として頼れる存在とはみられにくい。即ち，子育てにおいて男性は，家庭の内外で頼るこ

とができる地縁となりにくく，男性自身も子育てに関する地縁の獲得に不利な状態にあると考

えられる。

男性は職縁に依存し，子どもたちも成長すれば学校（大人でいう職縁に該当）に吸収される。

では，家事・育児を一手に担うことが求められてきた女性はどうか。都市化により血縁（定位

家族）からの離脱が起き，女性は主に夫と子（生殖家族）としての血縁に依存しやすい状況に

あり，職縁は限定的であった。現在は，職場への進出が比較的容易になり職縁が強化される可

能性は高まったものの，少なくとも未だに全体の７割超が出産時に就業していない（内閣府

2015）母親の状況を見る限り，職縁が保障されているとは言い難い。さらに生殖家族としての

血縁についても，男性（父親）を労働市場に提供する時間が長い日本社会では，機能不全に陥っ

ている可能性がある。そのために，大日向（1999）をはじめとする質的な研究で言及されるよ

うな，父親（夫）がいても母親（妻）が孤立する状態につながっていると考えられる。このよ

うな場合には，地縁が希薄化しているといわれる都市部で子どもを持つ家族，特に母親は実質

的に子育てに必要な社会関係が極めて脆弱な状態に置かれる。また，仮に地縁が構築できた場

合にも，夫の異動により地域間移動が再発すれば，新たな地域で地縁を改めて獲得する努力を

しなければならない。かつては包括的かつ普遍性のある縁であった地縁も，現在は保障されて
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いないのである。

以上のように，血縁からの離脱，保障されない職縁，特に都市社会で衰退し，血縁や職縁で

カバーしきれない残余的な役割（石田2011）とも称される地縁の状態からは，子育て家族の中

間集団は脆弱な状態にあると考えられる。特に地縁が希薄化しているとされ，また人口集中の

弊害として血縁による支援が難しくなりやすい都市部は，子育てに向き合う母親にとって，個

人・母子，あるいは家族単位で孤立するリスクが高い環境であると推測できる。

1-3．本稿の目的

ここまで見てきたように，子育て家族は特に都市部で孤立するリスクが高いと考えられる。

家族が孤立するリスクを少しでも解消するうえで，どの縁に着目するべきか。本稿では，ここ

までみてきた血縁・職縁・地縁の３つの中間集団のうち，地縁について分析を行う。地縁は形

式的には生涯を通して万人に保障される可能性があり，また都市部での格差も想定されるため，

地縁に絞って現代の子育て家族の置かれた状況を分析していく。

ここで，本稿の目的を提示しておきたい。第１に，大都市とその他の都市・地方では，地域

への信頼が異なり，前者でより低くなりやすいという点を確認する。第２に，都市の規模を統

制した場合に，子どもの有無により地域社会への信頼は異なるのか確認する。荘厳（2005）が

指摘した地域社会と家族をつなぐ子どもの効果が，現代でも残っているならば，子どもがいる

場合にはそれが地域社会へのコミットメントの契機になり，地域関係をより頼れるものとして

認識するのではないだろうか。

第３に，子どもの有無が親の地域との関係に影響する場合に，子どもの年齢層により違いが

みられるかを確認する。この分析により，例えば大日向（1999）などの質的研究にみられるよ

うな未就学児を持つ母親の孤立は，統計的にも表れるのかを確認していく。また，子どもが地

域と家族をつなぐ要因になっていれば，地域社会に関る活動への参加契機となって居住地域の

人々と交流し，地域社会を肯定的に認識することにつながると想定できる。例えば小学生の

PTAのように，特定の年代の子どもがいる場合には地域との関わりが多く，地域社会との関り

を肯定的に捉えているのではないか。

さらに，同じ親であっても，性別役割分業の強い日本では，父親と母親では地域とのつなが

りに違いがあると予測される。即ち，第３の仮説と連動した第４の仮説として，子育てをして

いる親にとって地域信頼度に子どもがいることが影響するならば，それは女性（母親）でより

大きくなる。特に高齢の男性が地域で「関係弱者」になりやすい（石田2011）という指摘もあ

るように，職縁に依存する父親では，地域への信頼と子どもがいることは関係しない可能性が

ある。即ち，地縁が期待できない場合に孤立するのは，父親よりも母親である。以上４点の検

証が，本稿の主な分析目的である。

さらに，補足的な仮説として２点を加えておく。まず，社会活動への参加経験が地域社会と
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の関係に与える影響である。既に述べたように日本社会は私化が進み，地域社会への関心が低

下しているが，企業などのアソシエーション以外の活動に対しての志向性が強い人は，地域社

会との関係を持ちやすいのではないか。社会活動という場合には，２つ目の仮説で言及した子

どもの PTAなど地域社会内での活動も含めたより広範な活動になるが，PTAや地域活動に限

定した質問項目がないため，代替指標として使用する。次に，主観的満足度についてである。

精神的に余裕がある人は，他者に対してもより好意的に捉えることで，やはり地域関係を良好

なものとして捉えやすいのではないだろうか。子育てについても，育児満足度が高い場合には，

子育てを肯定的に捉える傾向がある（林田他2004：72.）。主観的な精神状態だけで子育てに対

する満足度を判断することはできないが，不安要素が少なければ地域社会との関係も安定する

のではないか。本稿では，自身の健康に対する主観的な評価など，自分自身に対する満足度を

主観的満足度とし，精神的な状態と地域社会との関係を確認する。

以上の仮説を検討するため，本稿では地域と家族の関係を測る指標として，地域への「信頼

度」を作成し，従属変数とする。これまで本稿では，都市化による人々の社会関係の変化を，

様々な「縁」と表現して論じてきた。この「縁」は，心理的に頼れるという認識と実際の相互

扶助行為，およびこれらのネットワークの３つより構成される。この中で基礎となるのは，頼

れるという認識であり，これを信頼と表現する。信頼は，互酬性の規範とともにソーシャル・

キャピタルを構成する重要な要素の１つであり，地域社会での精神的な絆を強めることにつな

がることが議論されている（パットナム2001，川島2008など）。これは，家族の側が実際にど

れほど地域社会からの支援を期待できると感じているのか，判断する指標となる。子育てには

多様な人々の関わりが望ましいとの指摘は多いが，実際に子育て家族に他者が関るには，子育

て家族の側にも他者が関ることに対する安心感や頼れるという認識，即ち信頼が必要となる。

信頼は，実際の関りや具体的な支援行動につながる前提にあたる。地域社会が子育て家族を見

守り孤立を防ぐような子育ての社会化の実現には，地域の側の支えるという意図と家族の側の

頼れるという認識の双方が必要である。家族の側の頼れるという認識は，地域の側の支援の意

図を感じているかを表すと考えられる。このように，子育て家族の地域社会に対する信頼がど

の程度確認できるのか，また何が地域への信頼に影響するのか把握することは，都市社会での

子育ての社会化の可能性を示すことになる。

ただし，地域社会への信頼度については年齢が高い層ほど信頼度が高くなりやすいと考えら

れる。この年齢による効果については，大坪（2012）においても同一の質問を合成して「地域

信頼度」を作成，JGSS-2012のデータを分析している。大坪（2012）は，地域信頼度の高低は

年齢によって異なり，高齢者世代のほうが比較的高いスコアになることが明らかにしている（大

坪2012：28）。しかし，大坪は世代間の意識差を測る指標の１つとして信頼度の分析を行ってい

るため，分析の主題ではないその他の要因の作用や居住地域による相違には言及していない。

また，高齢世代において信頼度が高い理由を，現役を終えることによって経済的・時間的な面
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など地域へコミットする上での様々な余裕が生まれるとしている（大坪2012：28.）。しかし石

田（2011）は逆に，地域での関係弱者として男性を捉えている。同じ地域に長く居住すること

で地域信頼度は高まるとの予測は可能であるが，居住年数が長くても地域での付き合いがなけ

れば，それ以外の縁―配偶者や職場に依存することも考えられる。これまでの日本社会のよう

に，職場への参入が男性に集中しやすければ，女性のほうが地域社会との関係を持ちやすいと

いう，地縁に関する構造的な格差が生じることも考えられる。従って，居住形態や地域との関

りの長さの影響をできる限り排除するため，居住形態（一軒家ダミー），居住年数（実数）を統

制変数として投入する。特に居住年数は，高齢者であるほど長くなる可能性があるため，統制

する必要があると判断した。

以上を踏まえ，子育て家族の地縁について，地域信頼度を指標としてどのような状態にある

のか分析していく。独立変数については，子どもの有無または子どもの年齢層の他に，社会活

動への参加経験，主観的満足度を投入する。

２．分析データ

2-1．使用データ：SSP2015について

本稿では，2015年に実施された「階層と社会意識全国調査」（第１回 SSP調査，以下 SSP2015

と表記）を用いて分析を行う。SSP2015のサンプルサイズは9,000で，層化三段無作為抽出に

よる１地点20人×450地点からの抽出となっている。ただし，同一市区町村から異なる２地点

を別町丁目で抽出しているため，450地点とは225市区町村×２地点である。調査対象となった

のは，2014年時点で日本国籍を持つ20歳以上64歳以下の男女（1950年１月１日～1994年12

月31日に生まれた人）である。

SSP2015の最終的な回収数は3,575件（回収率39.7％）で，住所不明（158件）・転居（511

件)・対象者死亡（２件)・抽出ミス（１件）を合わせた「調査不能」の672件を除いた8,328件

を母数とすると，回収率は42.9％となる。本分析では，この3,575件のデータに以下の条件を

課して使用する。まず，婚姻経験がない，かつ同居者のいない単身世帯を除外する。これは，

婚外子の割合が２％程度という日本の現状を鑑みると，未婚かつ有子であるケースを想定する

必要が極端に少ないためである。この手法では単身赴任世帯が除外されるが，今回は同居状態

にある場合の効果に絞って検証することとした。分析には，SPSS Ver.23を使用した。

2-2．従属変数：地域信頼度について

SSP2015では，地域社会に対する信頼度を表すと考えられる質問が２つある。１つ目は，

q17 aの「困っているとき，近所の人たちは手助けをしてくれる」，２つ目は q17 b「近所の人

たちは強いきずなで結ばれている」である（いずれも「1＝とてもそう思う，2＝そう思う，3＝
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どちらともいえない，4＝そう思わない，5＝全くそう思わない」の５件法で回答）。この２問に

ついての度数分布は以下の通りである（表2-1）。

q17 aと q17 bは相関係数が.729と高く，合成した場合の Cronbachαも.844となるため，

合成して１つの変数として使用することが妥当と判断した。合成にあたっては，数値が高い場

合に信頼が高くなるように２つの質問の回答を反転させ，q17 aを「近隣信頼」q17 bを「近隣

連帯」にリコードした。従って，「地域信頼度」は最小値２，最大値10となる合成変数である。

この「地域信頼度」は，データ全体で見ると平均値6.37，最頻値は７となり，地域社会への

信頼度が低い人は比較的少数派であることが伺える。大坪（2012：28）においても，同じよう

に地域信頼度は各年代で平均が６を超えており，比較的信頼度は高くなっている。

仮に地域信頼度２～４（２つの質問のうち，どちらでも「そう思う」「とてもそう思う」を選

択していない）を低群，５～７を中群，８～10を高群（２つの質問のうち，どちらでも「そう

思わない」「全くそう思わない」を選択していない）として３段階に区分してみると，高群は

27.4％で低群の15.1％よりも高く，大坪の使用した JGSS2012と同じように，地域社会への信

頼はどちらかというと高いと考えられる。

ここで，市群規模による地域信頼度の差が認められるか確認し，都市社会でより地域社会で

の関係が希薄化しているという仮説を検討する。SSP2015では，市群規模（SIZE）を「区部（政

令指定都市）」「20万人以上の市部」「10万人以上の市部」「10万人未満の市部」「郡部」の５段

階に区分している。事前に行った予備分析（回帰分析）の結果より，市群規模が低い地域ほど

地域信頼度が高いことがわかっており，また一元配置分散分析（ Tukey法）により平均値の比

較を行った結果，「20万人以上の市部」「区部（政令指定都市）」は他の３つのカテゴリーとの間

に有意な差が見られた。そこで，「20万人以上の市部」「区部（政令指定都市）」を大都市，それ

以外を「非大都市」として２分した。改めてクロス表分析により「大都市」と「非大都市」で

の地域信頼度の割合をみると，大都市では比較的信頼度が低くなっている。この結果は，χ 検

定により有意な差として認められたため，この２区分により「大都市」を設定した。

表2-2に示したように，大都市・非大都市ともに地域信頼中群が最も多く，どちらも６割弱

となる。しかし，大都市では地域信頼高群と低群が近い割合にあるのに対し，非大都市では地

域信頼高群が低群を大きく上回っている。また，対象を婚姻経験ありかつ同居者がいる場合に

表2-1．SSP2015の「q17a，q17b」の回答状況

1.とてもそう
思う

2.そう思う
3.どちらとも
いえない

4.そう思わな
い

5.全くそう思
わない

合計

q17 a 354(9.9％) 1539(43.1％) 1111(31.1％) 420(11.8％) 147(4.1％) 3571(100％)

q17 b 157(4.4％) 838(23.4％) 1485(41.5％) 828(23.2％) 260(7.3％) 3568(100％)

(筆者作成)
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限定して行っても，同じように非大都市よりも大都市で信頼度低群が多い（表2-3）。

ここまでに検討したように，都市規模による地域信頼度の差が認められるため，最終的な分

析対象は「大都市居住者×婚姻経験あり×同居者あり」となるケースとした。また，独立変数

の頼りにしている親しい人（q 16）の回答で，51以上と回答したケースが４件あったため，こ

れは外れ値と判断し q16の回答が50以下であることも条件に加えている。

３．仮説検証のための変数

独立変数は，大きく分けると３種類となる。まず，子どもに関する変数で「子どもの有無」

と「学齢ダミー」である。子どもの有無については q11 1を１（いる）＝１，２(いない）＝０と

したダミー変数を使用する。学齢ダミーについては，以下のように作成した。まず，Q11-2a（未

就学の男の子の人数）を，99（無回答）が０となり，その他は値が変わらないようリコードし

た。次に，Q11-2b（未就学の女の子の人数）を同じように処理した上でリコードした変数同士

を足し合わせて「未就学児人数」を作成し，さらに「未就学児人数」を１以上＝１，０＝０と

なるようダミー化して，「未就学児ダミー」とした。同じ手順で小学生～大学生までのダミーを

作成した。

また，子どもの年齢を回答していないのか，非該当のために回答していないのかの判別が必

要となる。そこで，子どもの人数に関する質問を全て足し合わせた「子ども人数」を作成し，

これが０になりかつ有子ダミーが１であるケースを除くよう処理した。学齢ダミーを用いる分

析では，「有子ダミー＝０，または子ども人数＞０」の条件をかけることで，子ども有無のみ回

答し年齢は回答していないケースを除外して分析を行った。

表2-2．都市規模別地域信頼度のクロス表（データ全体)

信頼度低 信頼度中 信頼度高 合計

大都市 334(19.2％) 1029(59.2％) 376(21.6％) 1739(100％)

非大都市 200(11.1％) 1014(56.1％) 592(32.8％) 1806(100％)

合計 534(15.1％) 2043(57.6％) 968(27.3％) 3545(100％)

平均値6.37，最頻値7 df＝2，χ＝.80.696，p＜.001

表2-3．都市規模別地域信頼度のクロス表(単居および婚姻経験なしを除

く)

信頼度低群 信頼度中群 信頼度高群 合計

大都市 210(17.1％) 734(59.6％) 287(23.3％) 1231(100％)

非大都市 129(9.5％) 762(56.1％) 467(34.4％) 1358(100％)

合計 339(13.1％) 1496(57.8％) 754(29.1％) 2589(100％)

平均値6.49，最頻値7 df＝2，χ＝.56.756，p＜.001

(以上筆者作成)
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主観的意識について，SSP2015では収入，学歴に対する満足度や健康状態を確認している。

ここでの仮説は，これらの個々の主観的な充足感が精神的な余裕，他者の行動に関心を持つこ

とから交流につながり，地域社会への信頼という形でも現れるというものである。言い換えれ

ば，収入のように第３者が規定できる客観的な階層だけではなく，主観的な変数が地域社会へ

の信頼に影響するというものである。また，本稿の主要な関心である子どもの存在に関連し，

主観変数の候補として q20 c「家族との時間を大切にすること」（＊４件法）があるものの，約

96％が「重要である（59％，2105ケース）」「やや重要である（37％，1319ケース）」と回答し

ており，過度に偏った回答分布になるため分析には加えていない。

最後に，社会活動への参加経験である。これは，「社会活動参加経験」「募金」「頼りにしてい

る親しい人」を用いた。これらは，地縁を含む，血縁・職縁以外の社会への参加状況を計測す

る指標となる。先に述べたように，社会活動は地域社会で行われると特定することはできない

が，PTAなどの子どもに関する活動の代替指標として「社会活動参加経験」「募金」を捉え，家

庭外の活動への参加志向を計測する。「頼りにしている親しい人」についても，地域社会の人で

あるかの特定はできないが，信頼できる他者の存在の多寡による影響を確認するために分析に

加えた。巻末の補足資料に記載したように，「社会活動参加経験」はここ５～６年での「経験の

有無」，「募金」は同期間での募金や寄付行動の「頻度」を表す。その他の独立変数および統制

変数の詳細な作成方法については，補足資料を参照されたい。

統制変数の「年齢」については，当初実数を投入する予定であったが，分析１～２の全ての

モデルでVIFが２以上となり，独立変数を含め複数の変数との相関がみられた。そのため，大

坪（2012）を参考にコーホートによるダミー化（団塊 jr世代など）を試用したが，最終的に子

どもの学齢によるダミーを投入する関係上，共線性が生じている可能性を排除できなかった。

従って，本分析では本人年齢を統制変数から除外する処置を採った。地域信頼度と年齢の相関

は，データ全体では弱い正の相関（.102）がみられるが，大都市に限定すると弱まり（.070），

さらに男女別では男性のみ有意（.090），大都市で子どもがいる場合に限定すると，男女共に相

関がなくなる。

最後に分析方法については，標準化係数による比較を行うため，重回帰分析を採用した。ま

たモデルは以下のように構成した。ベースとなるmodel 0.は統制変数でのみで構成し，以下の

順に独立変数を投入している。まず，有子ダミー（子どもの有無）のみを投入したmodel 1に

より，子どもの効果をみる。次に「社会活動経験ダミー」「募金」「頼りにしている親しい人」

を投入したmodel 2.で社会活動に関する変数，最後に，「主観的充足度」，「学歴満足」，「主観的

健康度」を投入したmodel 3.により主観意識の効果を確認する。学齢ダミーによる①子どもの

学齢による効果の比較②男女間の効果の比較分析においては，何れもmodel 3.を使用する。有

意水準は５％を最低基準として判定した。
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４．分析結果と考察

4.1 分析1：子どもの効果は有意になるのか

まずmodel 0.をみると，統制変数のうち性別が負であることから，女性で信頼度が高いこと

が伺える。「一軒家ダミー」「居住年数」は有意な正の効果があり，一軒家ダミーが最も係数が

大きい。ここに有子ダミーを投入したmodel 1.をみると，有子ダミーは居住年数よりも高い係

数（.104）を示しており，model 2.（.100），model 3.（.099）にかけて係数は低下するものの，

model 0.からmodel 1.への調整済み決定係数（AdjR̂ 2）の変化からも一定の効果があるといえ

る。次に，社会活動に関する変数をみると，「社会活動参加経験」「募金」「頼りにしている親し

い人」ともに有意である。最後に，主観的変数の「主観的充足度」「学歴満足」「主観的健康度」

の何れも有意となっている。調整済み決定係数の変化量から，本分析で用いたモデルの中では

主観的変数の影響が比較的大きいことがわかる。各変数の影響力をmodel 3.で比較すると，「一

軒家ダミー」「主観的充足度」「頼りにしている親しい人」「居住年数」「社会活動参加経験」の

順に高い。

ここで目につくのは，統制変数のうち学歴や世帯年収数値も有意にならない点である。学歴

については，満足度が有意であることから留保が必要であるが，客観的な指標で計測されてい

る階層による差はこの回帰モデル上ではみられなかった。

表4-1．重回帰分析の結果（都市規模限定なし)

model 0. model 1. model 2. model 3.
β sig. β sig. β sig. β sig.

家ダミー .

.104 .100 .099
社会活動参加経験 .110 .103

募金 .106 .099
頼りにしている親しい人 .194 .158

主観的充足度 .145
学歴満足度 .086
主観的健康度 .090

性別ダミー －.068 －.058 －.040 －.030
本人教育年数 .026 .023 .009 －.025

両親教育年数平均値 －.004 .000 .007 －.017
有職ダミー －.009 －.015 －.026 －.028

対数化年収（世帯) .007 .009 －.019 －.042
一軒

1， ：

201 .188 .176 .168
居住年数 .096 .086 .068 .088

Adj.R̂ 2 .062 .072 .143 .196

sig.
N 2015 1994 1982 1973

（ ：p＜.00
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4.2 都市間での比較

データ全体では全ての独立変数が有意となることがわかったので，次にデータを大都市・非

大都市で区分し比較を行った（表4-2，4-3）。ここでも，一軒家ダミー以外の統制変数の影響は

表4-3．重回帰分析の結果（非大都市)

model 0. model 1. model 2. model 3.

β sig. β sig. β sig. β sig.

. β sig

.037 .034 .025

社会活動参加経験 .085 .083

募金 .103 .087

頼りにしている親しい人 .196 .159

主観的充足度 .184

学歴満足度 .096

主観的健康度 .083

性別ダミー －.067 －.061 －.043 －.020

本人教育年数 .041 .040 .021 －.014

両親教育年数平均値 .002 .002 .005 －.021

有職ダミー .037 .032 .023 .007

対数化年収（世帯) .022 .022 －.015 －.040

一軒家ダミー .198 .196 .186 .172

居住年数 .125 .119 .103 .122

Adj.R̂ 2 .067 .066 .129 .198

sig.

N 1015 1003 998 995

（ ：p＜.001， ：p＜.01， ：p＜.05，無印：n.s.，以上筆者作成)

表4-2．重回帰分析の結果（大都市)

model 0. model 1. model 2. model 3.

β sig. β sig. β sig

4

対数化年

.

（世帯) －

.159 .155 .158

社会活動参加経験 .123 .116

募金 .111 .110

頼りにしている親しい人 .190 .155

主観的充足度 .112

学歴満足度 .073

主観的健康度 .092

性別ダミー －.076 －.064 －.044 －.044

本人教育年数 .037 .032 .018 －.012

両親教育年数平均値 .001 .005 .015 －.006

有職ダミー －.048 －.050 －.063 －.05

収

N 10

.005 .000 －.017 －.039

一軒家ダミー .167 .146 .145 .140

居住年数 .052 .039 .025 .045

Adj.R̂ 2 .037 .060 .133 .172

sig.

海道大学大 院文学研究

00 991 984 978
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ほぼみられないが，居住年数の効果は大都市で消滅している。また，一軒家ダミーも大都市で

は非大都市に比べて地域信頼度への影響がやや小さい。

独立変数については，同じように有意であっても特徴が異なることがわかる。まず，大都市

では社会活動への参加経験，主観的健康度が非大都市に比べて高くなっており，社会活動など

家庭外での活動に参加している人で地域信頼度が高いことが伺える。非大都市では，主観的充

足度の係数が最も高くなり，学歴に対する満足度も大都市よりも高くなっている。非大都市で

は，精神的な充足度が信頼度により影響していると予測されるのである。頼りにしている親し

い人については，同程度の影響力がみられる。

最後に，本分析の主題である子どもの有無の影響について確認する。有子ダミーは，大都市

では有意となるものの非大都市では有意ではなく，独立変数のうち唯一有意か否かという点で

差が出る結果となった。有意となる大都市ではmodel 3.での係数が.158となり，全変数の中で

最も地域信頼度に与える影響が高くなっている。以上より，大都市では子どもが周囲との関係

作りの媒介として作用する可能性があるといえる。逆に非大都市では，子どもの効果はみられ

ず，調整済み決定係数の変化量からも，精神的な充足度の効果が高いと予測される。

ここでの結果をmodel 3.に即してまとめると，大都市では有子ダミー，頼りにしている親し

い人，一軒家ダミーの順に，非大都市では主観的充足度，一軒家ダミー，頼りにしている親し

い人の順に，いずれも信頼度を高める方向で地域信頼度に影響を与えている。有子ダミーは，

大都市では最も地域信頼度に作用するが，非大都市では有意な変数ではなく，大都市でのみ有

効な変数であることがわかった。表2-2・2-3でみたように，地域信頼度についても大都市―非

大都市間に差があることから，改めて以降の分析では大都市に対象を絞って分析を進めていく。

以上のように，大都市では子どもがいる場合には，いない場合よりも地域信頼度は高いこと

がわかった。しかし，この「有子ダミー」でいう子どもとは，未就学児から社会人までの全て

が含まれており，子どもの年齢層による効果をより詳細に分析する必要がある。そこで，未就

学児から大学生までの影響を比較し，特定の年代に効果が集中するのか，あるいは子どもとい

うカテゴリー全般について適用できる結果なのか確認していく。また，本稿の主要な仮説の１

つである男女別の効果を検証するため，性別によりデータを分割した場合の分析も行う。

4.3 分析2：子どもの効果の特定

以降の分析では，①学齢別ダミーを投入して詳細な学齢による効果の差，②性別ごとにデー

タを分割した分析での子どもの効果の差について，分析・検討する。まず，子どもの年代によ

る効果を確認していくために，model 3.の有子ダミーを未就学児/小学生/中学生/高校生/在学

の各「学齢ダミー」に置き換えた。ここで子どもがいない（有子ダミー＝０）の1146ケースは

分析から除外し，有子ダミーの効果ではなく子どもの学齢の効果を可視化して，分析をできる

限り正確なものとする。さらに，子どもがいると回答していても子どもの年齢を回答していな
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いケースを除外した。ここから未婚者や単身世帯も除き，かつ投入する質問への回答状況によっ

て，ここでの分析対象は841ケースとなる。

学齢ダミーを投入した重回帰分析の結果，学齢によって効果の高低・有無があることがわかっ

た。表4-4をみると，大都市では小学生で最も大きな正の効果（.146）となり，頼りにしてい

る親しい人に次ぐ影響力を持つことがわかる。中学生では係数が小さくなる（.066）ものの有

意な効果として持続し，高校生以降は有意ではなくなっている。しかし，未就学児では有意で

はなく（－.071，n.s.），子どもがより幼いときに地域信頼度が高まるという傾向にあるわけでは

なかった。また，社会活動参加経験が有意かつ比較的標準化係数が高い点からは，PTAなど子

ども関連の地域活動への参加が増えること，子どもの行動範囲が地域社会内に限られやすいこ

とで，地域信頼度が高まる可能性が影響すると推測できる。しかし，この変数の効果は未就学

児ダミーでも効果は同じように高いため，未就学児の段階でも何らかの社会参加が地域社会へ

の信頼を考察する上で重要なことに変わりはなく，むしろ進学前からの社会活動の機会となる

ような支援の必要性を示唆していると考えられる。

その他の変数についてみると，子どもがいる場合（有子ダミー＝１）に限定すると一軒家ダ

ミーの効果が目立って低下していること，頼りにしている親しい人の効果は高まっていること

が分かる。特に，「頼りにしている親しい人」の効果はどの学齢でも最も地域信頼度に影響を与

える変数となっておいる。「頼りにしている親しい人」がどのような縁にあたるかは不明である

表4-4．学齢ダミーによる重回帰分析の結果（大都市)

未就学 小学生 中学生 高校 大学 在学全体

β sig. β sig. β sig. β sig. β sig. β sig.

.004 .

－.071 .146 .066 .045 －.020 .132

社会活動参加経験 .108 .103 .112 .108 .112 .098

募金 .106 .111 .109 .114 .107 .120

頼りにしている親しい人 .178 .176 .174 .175 .174 .177

主観的充足度 .122 .109 .126 .119 .116 .121

学歴満足度 .090 .097 .090 .096 .094 .095

主観的健康度 .078 .075 .065 .070 .069 .071

性別ダミー －.065 －.074 －.074 －.071 －.072 －.073

本人教育年数 －.033 －.033 －.036 －.035 －.034 －.036

両親教育年数平均値 .033 －

3 .141

014 .018 .018 .003

有職ダミー －.054 －.050 －.048 －.050 －.046 －.062

対数化年収（世帯) －.043 －.027 －.037 －.033 －.030 －.039

一軒家ダミー .111 .101 .113 .113 .114 .103

居住年数 .030 .080 .050 .049 .054 .063

Adj.R̂2 .145 .161 .145 .14

22

北海道

.157

sig.

N 841 841 841 841 841 841

（ ：p＜.001， ：p＜.01， ：p＜.05，無印：n.s.，筆者作成)
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ものの，頼れるという心理の影響が表れていると考えられる。また性別ダミーが有意で負であ

り，女性のほうが信頼度は高い傾向にある。従って地域社会との関りは男性の方が弱いという

点も，現時点では支持してよいとみられる。

4.4 地域信頼度への子どもの効果の男女差

次に男女別の分析を行い，特に子ども/学齢の効果にどの程度の差が出るのかを確認してい

く。先に述べたように，日本社会は性別役割分業の影響が強いことから，女性のほうが子ども

にかかわる時間も労力も大きく，その分地域社会との関りへの影響も大きいと考えられる。こ

こでは，大日向（1999）の「母子カプセル」状態での孤立が疑われる「未就学児」と，表4-4の

学齢ダミーの分析で最も影響力の高かった「小学生」について分析を進める。

表4-5，4-6に示したように「未就学児」「小学生」の各学齢ダミーをmodel 3.に投入し，デー

タを男女別分割して重回帰分析を行った結果，学齢ダミーが有意となるのは女性のみとなった。

男性は有意ではないことから，「子どもの存在は女性でより効果が高い」という仮説が部分的に

支持できる結果となった。しかし，小学生ダミーは最も大きなせいの係数であるのに対し，未

就学児ダミーの係数は負となった。即ち，未就学児を持つ女性（母親）は，地域信頼度が低く

なる傾向があり，地縁から孤立するリスクが高まっているのである。

その他の独立変数は男女で効果の有無や大きさが異なっている。頼りにしている親しい人や

募金の頻度は男女とも有意な正の効果がある。しかし，女性では学齢ダミーや社会活動への参

（ ：p＜.001， ：p＜.01， ：p＜.05，無印：n.s.，筆者作成)

表4-6．男女別小学生ダミーモデルの結果

男性 女性

β sig. β sig.

募金 .1

.080 .197

社会活動参加経験 .031 .162

募金 .130 .113

頼りにしている親しい人 .192 .167

主観的充足度 .125 .077

学歴満足度 .113 .079

主観的健康度 .040 .122

本人教育年数 －.061 －.046

両親教育年数平均値 －.032 .007

有職ダミー .106 －.097

対数化年収（世帯) .041 －.064

一軒家ダミー .157 .058

居住年数 .110 .051

Adj.R̂ 2 .167 .162

sig.

N 360 481

表4-5．男女別未就学児ダミーモデルの結果

男性 女性

β sig. β sig.

116 －.1

－.035 －.115

社会活動参加経験 .033 .176

165 .

31 .100

頼りにしている親しい人 .194 .170

主観的充足度 .126 .105

学歴満足度 .113 .065

主観的健康度 .044 .120

本人教育年数 －.061 －.037

両親教育年数平均値 －.012 .059

有職ダミー .

N 360

11

対数化年収（世帯) .015 －.068

一軒家ダミー .

立要因

j

070

居住年数 .086 －.029

Ad

大

.R̂ 2 .163 .136

sig．

：

8

都市における子

4

育

1
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加経験が有意な効果を持つのに対して，これらの変数は男性では有意ではなく，反対に一軒家

ダミーと学歴満足度は男性でのみ有意となる。さらに，男性と女性では統制変数の有職ダミー

の効果が反対に出ている（男性で正，女性で負）。このことは，特に「頼りにしている親しい人」

が男親と女親で異なる可能性を示唆する。即ち，男性の場合には職場の人間が含まれており，

女性の場合には社会活動を通して得られた関係となっている可能性がある。本分析では明確に

することはできないが，有職ダミーや社会活動への参加経験について男女に異なる傾向がある

ことは，「頼れる人」がどのような人かをより詳細に検討する必要を示唆している。

また，「社会活動への参加経験」が女性では有意となっている点については，「職」や「母親」

以外の立場で他者との接点を持つことの重要性が表れているのではないだろうか。性別役割分

業や母性神話に代表されるような，母親の育児適正を当然とする母親観は，母子を一体と見做

し，また母親が母親のアイデンティティに縛られ精神的に抑圧され，孤立につながることが指

摘されている（垣内・櫻谷2002：14-21.）。多様な他者との接点は，親子セットの状態から離れ

る時間をもつことになるために，本分析でも比較的強い正の効果として現れていると考えられ

る。

また，個人がどのような環境にあっても，社会関係は生活上不可欠の要素であることが表れ

ているのではないか。仮に社会関係のおおよその部分が，血縁と職縁，地縁という中間集団を

通して構成されると考え，さらに血縁と職縁から離れやすい現代社会の特に母親の状況を鑑み

れば，社会関係の向かう先が地縁となることは不自然ではない。しかしこの地縁は，石田が指

摘するような残余的なものではなく有意義なオルタナティブで，かつ参加の可能性が多くの人

に開かれた形態であることが求められる。

4.5 学齢限定ダミーの分析

表4-5で着目したい点は，未就学児×女性の場合に負の効果になる点である。これは，大日

向の指摘する母子の孤立しやすい傾向を示している可能性がある。そこで，より詳細に分析を

進めるために，「未就学児限定ダミー」を作成し新たに分析を行うこととした。SSP2015では，

その年代の子ども（男女別で）が何人いるかを質問している。そのため，未就学児ダミーを使

用したモデルは「未就学児だけがいる場合」の効果を示していない。学齢ダミーは「その年代

の子どもがいるか」に即して作成しているため，表4-4，4-5の「未就学児ダミー」についての

分析結果は，未就学児のみがいる場合と，未就学児の他にその他の学齢の子どももいる場合の

効果が混合したものである。そこで，未就学児のみがいるケースのみが該当する「未就学児限

定ダミー」と，未就学児とその他の年代の子どもがいるケース「未就学児＋その他の子どもダ

ミー」に分け，それぞれを新たな学齢限定ダミーとしてmodel 3.に投入した。また，50代以上

では未就学児がいるケースは存在しないため，データに「50歳未満」の制約を加えた。

学齢限定ダミーの作成方法は以下の通りである。未就学児限定/未就学児＋その他の子どもダ
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ミーを例に取る。まず，在学ダミーに社会人の子どもがいるケースを加え，「在学＋社会人人数」

を作成し，この人数が０になる場合を１，１以上の場合に０とするダミー変数を作成した。次

に「未就学児ダミー」と合算して，合計が２となる場合のみを１，１と０になる場合は０とし

たダミー変数を作成。未就学児＋在学ダミー（未就学児ダミーから未就学児限定ダミーを除く）

は，「在学＋社会人人数」のダミー化を１以上のときに１，０のとき０と逆転するのみで，以降

の手順は同じである。

重回帰分析の結果，女性の未就学児限定ダミーの標準化係数はやはり負で，係数は－.255と，

係数が大きく上昇している（表4-7）。一方で未就学児＋その他の子どもダミー（表4-8）では，

有意ではないものの係数は正であり（ 10％水準は満たす），未就学児のみがいる場合にのみ地

域信頼度が低くなる傾向が読み取れる。即ち，大都市の母親は，未就学児のみがいる場合に地

域社会とのつながりを感じられず，孤立するリスクが高まっていると考えられる。子育てにお

ける「関係弱者」としての母親の姿が明確になったのである。ここに，子育てに対する社会的

な支援の必要性が示唆される。

大日向（1999他），中谷（2008他）をはじめ多くの子育て家族の問題を取扱ってきた先行研

究で指摘されているように，こうした社会関係の断絶や母子孤立問題の根本には，女性への過

重負担を前提とし，また男性の子育てへの参加を妨げやすい社会構造そのものがある。その一

方で，構造が変化するまでの間，および変化後の選択肢としても地縁を新たな形で構築する，

最低限としてその手段を普遍化することは必要である。今回の分析結果は，図らずも比較的若

表4-7．未就学児限定ダミーモデルの結果

男性 女性

β sig. β sig.

73 .127

募金

－.061 －.255

社会活動参加経験 .070 .119

募金 .124 .096

頼りにしている親しい人 .114 .129

主観的充足度 .001 .062

学歴満足度 .222 .102

主観的健康度 .036 .082

本人教育年数 －.042 .042

両親教育年数平均値 －.053 －.064

有職ダミー .166 －.136

対数化年収（世帯) －.060 －.075

一軒家ダミー .226 .081

居住年数 .001 －.039

Adj.R̂ 2 .127 .121

sig.

N 190 281

表4-8．未就学児＋その他の子どもダミーモデルの結果

男性 女性

β sig. β sig.

.091

対数化年収（世帯

.040 .112

社会活動参加経験 .0

232 .091

.123 .121

頼りにしている親しい人 .113 .112

主観的充足度 －.001 .036

学歴満足度 .217 .101

主観的健康度 .026 .065

本人教育年数 －.047 .047
両親教育年数平均値 －.059 －.106

有職ダミー .171 －

190 281

（ ：p

) －.047 －.055

一軒家ダミー .

＜.05，無印：n

居住年数 .015 .036

Adj.R̂ 2 .125 .081

sig.

N

.s.，筆者作成)
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都
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い母親の大都市部での孤立と，地域を含めた関係の不足を示す，「未就学児の母親」への支援の

重要性を強調するものとなったが，最終的には子ども年代を問わず子育てに携わる全ての家庭

に対し，多様な社会関係を齎すことを含め，「子育て支援」として考えることが不可欠である。

4.6 母親の孤立要因

ここで，改めて分析結果をまとめてみたい。有子ダミーは，大都市では本稿で用いたモデル

の中で最も地域信頼度に影響する変数であり，学齢ダミーに切り替えた場合には，小学生がい

る場合に，地域信頼度に大きく影響することがわかった。しかし，学齢限定のダミーに切り替

えると，未就学児限定ダミーで強い負の効果が生じていることが判明した。さらに男女別にデー

タを分割した場合の分析結果からは，子どもに関するダミーの効果は女性にのみ表れ，未就学

児限定の場合にはさらに強い負の効果が生じている。即ち，本稿の目的である子どもの有無に

よる効果は女性（母親）に限定され，かつ大都市で未就学児のみがいる場合には，地域信頼度

を低める傾向にあることがわかった。

では，未就学の子どもがいる場合に母親の地域社会への信頼が低くなる傾向にある要因は何

なのか。改めて都市の母親と中間集団の関係から考察したい。石田（2011）が指摘するように，

日本社会は都市化によって半強制的な地縁の束縛から逃れ，それまでに地縁によって果たされ

てきた機能は主に血縁と職縁に分散したと仮定する。ここで女性についてみると，子育て期の

母親としての女性は，血縁と職縁から離脱し，代替となる社会関係を得られていない状況にあ

ると考えられる。

まず，血縁についてみると，自身が生まれ育った・あるいは生活し慣れた地域から離脱する

ということは，頼りにできる人から両親など支援を期待できる親族が除かれることを意味する。

このとき，血縁ではないものの，助け合い・支援が期待できる知人・友人からも離脱する。こ

れらの離脱は絶縁ではないため，精神的な支援を得ることはできる。しかし，何か直接的な支

援が必要なときに具体的な相互扶助を得る上では，選択肢として期待することは難しくなる。

子育てには，親子の精神的なケアだけではなく，直接的に子どもに関るようなケアも必要とな

るため，実際の手助けが期待できない状況は，親子にとって不安な要素となる。

男性には残される職縁も，日本の雇用文化の影響で失いやすい状態にある。大都市の未就学

児を持つ女性118ケースのうち，出産前から無職であるのは２ケースのみ，加えて有職ダミー＝

０となるのは51ケース（43％）であるので，49ケース（49/116≒42％）で女性は職縁から離脱

していることになる。先に述べたように，内閣府の調査では全体で７割超，出産前に有職であっ

たうちの６割が出産後に無職となっている（内閣府2015）。さらに周（2015）によると，2010-14

年間の出産退職は43.1％で，これらの結果に見られるように，女性の４割以上は職縁が薄くな

りやすい環境にあると考えられる（周，2015：35.）。地元の仲間（地縁），親などの親族（血縁），

職場の仲間（職縁）からの直接的な支援が難しいと，女性が比較的期待しやすいのは血縁の中
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でも配偶者のみとなる。しかし，この配偶者もまた職場に吸収されやすい日本の労働慣行を想

定すると，母親としての女性は各中間集団から遊離してしまい，孤立に至るリスクが高くなる

のではないだろうか。

このように，各中間集団からの孤立状況が，未就学児限定ダミーでの強い負の係数に，さら

には母親達の社会関係への希求が社会活動への参加経験の正の効果に表れていると考えられ

る。女性は，地域，家族，職場のような中間集団や，これらの機能的代替を果たせる集団を，

自分で見つけなければならないのである。現在の地域社会は，母親が子育てに関る支援を期待

するのに十分な信頼を得ていない状況にあり，その先の相互扶助にもつながっていない。これ

が，「母子カプセル」のような状況を生み出しているのではないか。

さらに，地縁の機能を確認するために，大都市と非大都市では未就学児のみがいる母親の地

域信頼度に差は見られるか，未就学児がいる母親（未就学児限定ダミー＝１）に限定し，都市

規模別による地域信頼度（３区分）の差をクロス表（表4-9）から確認した。

この結果，都市規模による地域信頼度の差が認められ，表2-2，2-3と同じく大都市では信頼

度低群の割合が，非大都市では信頼度高群の割合が高くなった。特に，非大都市では低群の割

合が５％程度となっており，地域社会とのネットワークがあることが伺えた。ただし，大都市

でも信頼度高群の方が低群よりも割合自体は高い。表2-2や2-3と比較しても，信頼度高群の

割合は高く低群の割合は近いことから，未就学児の母親の場合には地域信頼度に格差が大きく

なっていると考えられる。従って，大都市の母親の中でも特に支援が必要なのは，未就学児の

母親であり，かつ地域信頼度を低く感じている層と考えられる。地域信頼度を低める要因と考

えられる未就学児限定ダミーは，特に地域信頼度が低い層で決定的な要因となっている可能性

が高いのである。

また，都市部の女性や子育て家族への他者からの無関心を示す例として，恋愛結婚のデメリッ

トの影響も指摘されている。婚姻を取り巻く諸事情が衰退したことで，当事者とその近しい血

縁関係者以外からの，新婚家庭に対する関心が無くなっているのである（オルデンバーグ

1989＝2013：378）。そのため，大都市のように血縁関係者の少ない地域に移動した場合には，

地域社会とのつながりも，関心も得られにくい状態で生活をスタートしなければならなくなる。

本稿の関心に照らし合わせると，都市部での新婚家庭が周囲の関心の対象となるきっかけとし

表4-9．都市規模による未就学児のみがいる母親の地域信頼度の差

信頼度低 信頼度中 信頼度高 合計

大都市 21(18.3％) 63(54.8％) 31(27.0％) 115(100％)

非大都市 4(5.3％) 47(61.8％) 25(32.9％) 76(100％)

合計 25(13.1％) 110(57.6％) 56(29.3％) 191(100％)

df＝2，χ＝6.852，p＜.05．(筆者作成)
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て，子どもの存在が機能する可能性はある。しかし，分析結果にみられたように，子どもが未

就学児のみである場合に，大都市の家族が地域社会に不安を感じているか，地域社会の側の無

関心であるか，あるいは両方が存在して信頼が構築できないケースが多いと推測される。

５．結論と課題

以上のように，子どもの存在と地域信頼度の関係を検討してきた結果，「子どもの有無」と地

域信頼度の関係は有意であり，大都市で顕著な傾向であることがわかった。大都市では小学生

の子どもがいるときに信頼度が高い一方で，未就学児のみがいる場合には逆に信頼度が低下す

る要因となっていることがわかった。何れの場合も，子どもの効果は男性では有意ではなく，

女性でのみ有意となっている。特に「未就学児限定ダミー」を使用した分析の結果からは，信

頼度が低い母親たちの孤立しやすい状況が浮かび上がってきた。即ち，石田の指摘する関係弱

者としての高齢男性だけではなく，社会的属性は対極にある比較的若い女性にも関係弱者とし

てのリスクが高く，大日向らが指摘してきた母親の孤立状況が統計的にも明らかになった。子

どもの存在は概ね肯定的な効果を持つと考えられるものの，乳幼児・未就学児を持つ母親に社

会的な支援が必要であることがより明確になったのである。

この「支援」は，既存の経済的支援や場の提供だけではなく，そこでの人間関係をいかに促

進できるかに重点があり，中間集団の不安定さを考慮すると，人間関係構築の場であることが

求められる。本分析でも，社会活動への参加経験が有意であり，居住年数は有意ではなかった。

ここからは，大都市では家族が地域の中で頼れる関係を得るには，単に居住年数が長いだけで

はなく，PTA活動のような地域社会との共同の契機になる要因が作用していることが伺える。

子育て支援を含め，地域に根ざした社会福祉を検討する上で，職場や血縁以外の場での人間関

係の構築に，地縁に寄与する支援を考慮する必要が改めて示されたと考える。

国や自治体の意識調査からは，経済面など客観的な側面の負担が強調されているが，それも

また「不安」という主観的なものであり，複数の要因が組み合わさってできたものである。制

度が変わっても子育てに不安が解消されない原因の一端は，人とのつながりへの視点が不足し

ているためではないだろうか。確かに，石田（2011）が警告しているように，孤立からの解放

を人間関係の構築に収束させ，社会保障などの制度的な不備や構造的な排除を無視することは

できない。しかし，こうした社会関係の構築と制度によるサポートの連動を「支援」として，

捉えることでさらなる制度的な充実と，構造的な排除を防ぐことができるのではないか。個々

の精神的な不安を解消・軽減するために，未就学児を持つ家族を丸ごと社会の中で肯定的な存

在として捉え，子どもとともに生きることを，精神的により容易なものとする必要が，本分析

から示すことができたと考えている。子どもと家族の生活をより容易にする「地縁」としては，

以前の拘束性の強いコミュニティでも，利害関係に収束しがちなアソシエーションでもない，
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一定の拘束性と自由な協力関係を備えた新たな形のものが志向される。こうした社会関係形成

の場とそこでの関係形成の過程を，今後の研究により明らかにしていきたい。

最後に，本稿での SSP2015データの使用にあたっては，SSPプロジェクトの許可を得た。こ

の場をお借りして SSP2015の関係者，調査協力者の皆様に御礼を申し上げたい。

（とおやま かげひろ・人間システム科学専攻)
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補足資料：本分析に用いた変数のリコード一覧

変数名 作成方法

社会活動参加経験

Q2c（市民運動への参加），d（ボランティア・NPO活動への参加）を以下のように変換 ①それぞれ「1．
いつもしている～4．めったにしない」を1，「5．したことがない」を0とするダミー変数化 ②両者を足し
合わせ，どちらかだけでも経験があれば1以上，どちらも経験がなければ0の値をとる変数を作成 ③②で
作成した変数を，1以上になる場合＝1，0の場合＝0となるようにダミー化

募金
Q2e（募金や寄付）を反転（「1．いつもしている～3．ときどきしている～5．したことがない」→5．いつも
している）

生活満足度/学歴満足度
Q12a（生活満足度），b（学歴満足度）を反転（「1．満足している～3．どちらともいえない～5．不満である」
→5．満足している）

主観的健康度 Q15-2を反転（「1．よい～3．ふつう～5．わるい」→5．よい）

幸福度 Q15-1は，0が最低（不幸）で10が最高（幸福）となるためそのまま使用

主観的充足度 生活満足度と幸福度を主成分分析し，その第1スコアを使用。寄与率・固有値はともに1.565

有職ダミー

Q6-1（1．経営者・役員 2．常時雇用されている一般従業者 3．臨時雇用・パート・アルバイト 4．派遣
社員 5．契約社員，嘱託 6．自営業主，自由業者 7．家族従業者 8．内職 9．無職：仕事を探している
10．無職：仕事を探していない 11．学生 99．無回答）を，1～8＝1，9～11＝0，その他は欠損値としてダ
ミー化

本人教育年数 実数値

両親教育年数平均 父親教育年数と母親教育年数の平均値を使用

一軒家ダミー
Q27-1（1．持ち家（一軒家），2．持ち家（分譲マンション），3．借家・賃貸マンション，4．社宅・寮・官
舎など，5．その他）を，1のみ1，2～5全てを0としてダミー化

居住年数 実数（Q28）を使用

対数化世帯年収

Q31 2（1．なし 2．25万円未満 3．25～50万円未満 4．50～75万円未満 5．75～100万円未満 6．
100～125万円未満 7．125～150万円未満 8．150～200万円未満 9．200～250万円未満 10．250～300万
円未満 11．300～350万円未満 12．350～400万円未満 13．400～450万円未満 14．500万円位（450～550
万円未満) 15．600万円位（550～650万円未満） 16．700万円位（650～750万円未満) 17．800万円位
（750～850万円未満) 18．900万円位（850～950万円未満) 19．1,000万円位（950～1,050万円未満) 20．
1,100万円位（1,050～1,150万円未満) 21．1,200万円位（1,150～1,250万円未満) 22．1,300万円位
（1,250～1,350万円未満) 23．1,400万円位（1,350～1,450万円未満) 24．1,500万円位（1,450～1,550万
円未満) 25．1,600万円位（1,550～1,650万円未満) 26．1,700万円位（1,650～1,750万円未満) 27．1,800
万円位（1,750～1,850万円未満) 28．1,900万円位（1,850～1,950万円未満) 29．2,000万円位
（1,950～2,050万円未満) 30．2,050万円～2,500万円未満 31．2,500万円～3,000万円未満 32．3,000
万円～4,000万円未満 33．4,000万円～5,000万円未満 34．5,000万円～6,000万円未満 35．6,000万円
～7,000万円未満 36．7,000万円～8,000万円未満 37．8,000万円～9,000万円未満 38．9,000万円～１
億円未満 39．１億円以上 40．わからない・答えたくない）を，以下のようにリコードしたうえで，対数
化して使用
（1＝0）（2thru3＝25）（4thru7＝100）（8thru9＝200）（10thru11＝300）（12thru13＝400）（14＝500）
（15＝600）（16＝700）（17＝800）（18＝900）（19＝1000）（20thru 22＝1200）（23thru 25＝1500）（26 thru
39＝3000）（40，99＝SYSMIS）

学齢ダミー

①Q11-2a（未就学の男の子の人数）を，99（無回答）が0となり，その他は値が変わらないようリコード ②

Q11-2b（未就学の女の子の人数）を同じように処理 ③①と②を足し合わせ「未就学児人数」を作成し，さ
らに「未就学児人数」を1以上＝1，0＝0となるようダミー化。同じ手順で小学生～社会人までのダミーを
作成

在学ダミー
＊在学ダミーは，小学生から大学生までの各カテゴリーで作成した上記①と②を全て足し合わせてから，③
と同じ処理を行い作成

学齢限定ダミー

未就学児限定ダミー：在学ダミーに社会人の子どもがいるケースを加えた在学＋社会人人数を作成し，①こ
の人数が0になる場合を1，1以上の場合に0とするダミー変数化 ②未就学児ダミーと合算 ③②で合計
が2となる場合のみを1，1と0になる場合は０としたダミー変数を作成。未就学児＋在学ダミー（未就学児
ダミーから未就学児限定ダミーを除く）は，①の作業を1以上のときに1，0のとき0とするのみで，以降の
手順は同じ

一人っ子ダミー 全ての子ども人数を足し合わせ，0は欠損値，1になるときのみ1，2以上は0としてダミー化

頼りにしている親しい人 実数値（q16) ＊50以下に限定

性別ダミー Q1を，1（男性）＝1，2（女性）＝0として作成
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