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第１部第１部第１部第１部    総論総論総論総論    

 

第１章第１章第１章第１章    調査の概要調査の概要調査の概要調査の概要    

（1）調査の目的 
来年度（平成31年度）は、平成27年度に策定した「こども・子育て支援事業計画」から５年が

経過します。新たに今後５年間にわたる「こども・子育て支援事業計画」を策定することから、子

育て支援施策及び教育・保育事業の利用量を見込むにあたり、子育て中の保護者や中高生世代の意

見・意向を伺うために区民意向調査を実施しました。また、次期計画において、こどもの貧困に関

する対策を盛り込む予定であるため、保護者の所得やはく奪指標等により便宜的な貧困（生活困難）

層を把握するとともに、貧困（生活困難）層の生活、教育状況やニーズを把握することを目的とし

て、区民及び関係機関・団体を対象にした子育て世帯生活実態調査を実施しました。 

 

（２）調査対象者 
（２）-１ 区民意向調査 

○江東区内在住の就学前児童の保護者【3,000件】 

○江東区内在住の小学生の保護者【3,400件】 

○江東区内在住の中高生世代本人【7,400件】 

 

（２）-２ 子育て世帯生活実態調査 

○江東区内在住の小学校５年生児童とその保護者【各3,050件】 

○江東区内在住の中学校３年生生徒とその保護者【各3,050件】 

○江東区内在住の児童育成手当受給者（小学校４年生から中学校３年生までの児童生徒を養育

する者）【1,790件】 

○区内のこどもの貧困問題に関係のある機関・団体【39件】 

 

（３）抽出方法 
区民を対象にした調査については、住民基本台帳により無作為抽出しました。 

但し、子育て世帯生活実態調査の児童育成手当受給者については、受給者のうちひとり親世帯全

員としました。 

関係機関・団体調査については、こどもの貧困問題に関係があると考えられる以下の団体を選定

し、実施しました。 

関係機関・団体のカテゴリー 

①福祉関係 母子生活支援施設／子ども家庭支援センター／母子・父子自立支援員／主任児

童委員／区内保育所 

②教育関係 スクールカウンセラー／スクールソーシャルワーカー 

③保健関係 保健相談所／助産師会 

④支援団体 こども食堂実施機関／まなび塾（学習支援）実施機関 
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（４）調査方法と実施期間 
（４）-１ 区民意向調査及び子育て世帯生活実態調査（アンケート調査） 

郵送配付・郵送回収により実施しました。 

実施期間は平成30年 9月 15日から10月 1日までとしました。 

なお、子育て世帯生活実態調査の調査票は「小学校５年生児童票」、「中学校３年生生徒票」、

「保護者票」、「児童育成手当受給者票」の４種類があり、小学校５年生児童と中学校３年生生

徒はそれぞれ保護者票と同封して送付し、児童・生徒用は個別の回収封筒に封かんしたものを

保護者用の返信用封筒に入れてもらったうえで回収しました。 

 

（４）-２ 関係機関・団体ヒアリング調査 

平成30年９月に調査票を送付・回収したうえで、10月下旬から11月初旬にかけて15機関・

団体にヒアリング調査を実施しました。 

 

（５）回収数・回収率 

区民意向調査 配付数 回収数 回収率 

就学前児童の保護者 3,000 件 1,780 件 59.3% 

小学生の保護者 3,400 件 2,024 件 59.5% 

中高生世代本人 7,400 件 3,261 件 44.1% 

 

子育て世帯生活実態調査 配付数 回収数 回収率 

小学校５年生児童 3,050 件 1,473 件 48.3% 

小学校５年生保護者 3,050 件 1,392 件 45.6% 

中学校３年生生徒 3,050 件 1,252 件 41.0% 

中学校３年生保護者 3,050 件 1,185 件 38.9% 

児童育成手当受給者 1,790 件 809件 45.2% 

※なお、保護者票のみの回収（児童・生徒の学年の把握が不可）は241件あった。 
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関係機関・団体 配付数 回収数 

うち聞き取

り実施数 

①福祉関係 

母子生活支援施設 1件 １件 1件 

子ども家庭支援センター 5件 5件 2件 

母子・父子自立支援員 1件 1件 1件 

主任児童委員 8件 8件 8件 

区内保育所 4件 4件 2件 

②教育関係 

スクールカウンセラー 8件 5件 2件 

スクールソーシャルワーカー 5件 1件 1件 

③保健関係 

保健相談所 4件 4件 2件 

助産師会 1件 1件 1件 

④支援団体 

こども食堂実施機関 1件 1件 1件 

まなび塾（学習支援）実施機関 1件 1件 1件 

※主任児童委員の聞き取りは8名合同による聞き取りを行った。 

 

（６）「生活困難層」の定義 
子育て世帯生活実態調査では、小学校５年生児童・保護者調査と中学校３年生生徒・保護者調査

において、東京都が平成29年度に実施した「東京都子供の生活実態調査」にならい「生活困難層」

の分類を行い、層別の集計を行っています。 

「生活困難層」の分類は「低所得」、「家計の逼迫」、「こどもの体験や所有物の欠如」の３要素に

基づき行い、このうち、２つ以上の要素に該当する層を「困窮層」、１つの要素に該当する層を「周

辺層」としています。 

 

生活困難層 困窮層＋周辺層 

 困窮層 ２つ以上の要素に該当 

 周辺層 １つの要素に該当 

一般層 いずれの要素にも該当しない 
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参考：３要素の考え方 ～「東京都子供の生活実態調査報告書」より～ 

①低所得 ③こどもの体験や所有物の欠如 

等価世帯所得が厚生労働省「平成27年国

民生活基礎調査」
*

から算出される基準未

満の世帯 

 

＜低所得基準＞  

  世帯所得の中央値 427 万円÷  

    平均世帯人数（2.49 人）×50%  

               ＝135.3万円 

こどもの体験や所有物などに関する 15 

項目のうち、経済的な理由で、欠如してい

る項目が3つ以上該当  

  

○海水浴に行く 

○博物館・科学館・美術館などに行く 

○キャンプやバーベキューに行く 

○スポーツ観戦や劇場に行く 

○遊園地やテーマパークに行く 

○毎月おこづかいを渡す 

○毎年新しい洋服・靴を買う 

○習い事（音楽、スポーツ、習字等） 

に通わせる 

○学習塾に通わせる 

（又は家庭教師に来てもらう） 

○お誕生日のお祝いをする 

○１年に１回くらい家族旅行に行く 

○クリスマスのプレゼントや正月の 

お年玉をあげる  

○こどもの年齢に合った本 

○こども用のスポーツ用品・おもちゃ 

○こどもが自宅で宿題（勉強）をする 

ことができる場所 

②家計の逼迫 

経済的な理由で、公共料金や家賃を支払え

なかった経験、食料・衣服を買えなかった

経験などの7項目のうち、1つ以上該当 

 

○電話料金  

○電気料金  

○ガス料金  

○水道料金  

○家賃  

○家族が必要とする食料が買えなかった 

○家族が必要とする衣類が買えなかった 

  *「平成29年国民生活基礎調査」では、世帯所得中央値は442万円、平均世帯人数は2.47人、

等価世帯所得が140.6万円となっています。 

 

√ 
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○各層の出現率及び東京都との比較 

 ※分類の基本的な考え方は都と同様に行っていますが、都では調整を行っているため厳密な比較はで

きませんが、参考として掲載しています。 

 

①小学校５年生児童・保護者調査 

カテゴリー 江東区  参考：東京都 

困

窮

層 

３つ 低所得+家計+欠如 0.8% 

4.4% 

 1.1% 

5.7% 

２つ 

低所得+家計 0.3%  1.3% 

低所得+欠如 0.3%  0.6% 

家計+欠如 3.0%  2.6% 

周

辺

層 

１つ 

低所得 3.6% 

13.4% 

 8.4% 

14.9% 家計 7.5%  3.2% 

欠如 2.3%  3.4% 

※端数処理の関係で合計が合わない場合がある。 

②中学校３年生生徒・保護者調査 

カテゴリー 江東区  参考：東京都 

困

窮

層 

３つ 低所得+家計+欠如 0.7% 

7.8% 

 1.7% 

7.1% 

２つ 

低所得+家計 1.2%  0.6% 

低所得+欠如 0.3%  1.6% 

家計+欠如 5.6%  3.2% 

周

辺

層 

１つ 

低所得 5.5% 

15.7% 

 6.6% 

14.5% 家計 7.3%  2.2% 

欠如 2.8%  5.7% 

※端数処理の関係で合計が合わない場合がある。 

（７）報告書をみるにあたっての注意点 

１ 図表中の「Ｎ」とは、その設問の回答者数を表しています。 

２ 調査結果の比率は、その設問の回答者数を基数として、小数点第２位を四捨五入して小数点第

１位までを示しています。そのため、その合計値が100.0%にならない場合があります。 

３ 複数回答の設問の場合、回答比率の合計は100%を超える場合があります。 

４ 図表中「無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が困難なものです。 

５ 選択肢の語句が長い場合、本文及びグラフ中では省略した表現を用いている場合があります。 

６ クロス集計の結果の記載にあたり、分析軸となる項目の「無回答」は省略しています。そのた

め、分析軸となる項目の回答者数の合計は、全体の数と一致しない場合があります。 
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第２章第２章第２章第２章    「江東区こども・子育て支援事業計画策定に係る調査結果報告書」の意義「江東区こども・子育て支援事業計画策定に係る調査結果報告書」の意義「江東区こども・子育て支援事業計画策定に係る調査結果報告書」の意義「江東区こども・子育て支援事業計画策定に係る調査結果報告書」の意義    

 

 

阿部 彩 

首都大学東京 教授 兼 子ども・若者貧困研究センター長  

 

近年、子どもの貧困に対するさまざまな取り組みが着目を浴びています。子ども食堂やボランティ

アによる無償の学習塾といった市民の方々による取り組みや、自治体による福祉、教育現場における

取り組みなど、その内容や方法は多岐に及んでいます。子どもの貧困対策は、2010年代の最大の政策

課題といっても過言ではないでしょう。 

 しかし、このようにさまざまな取り組みが始まっているからこそ、その実態を知ることの重要性が

増しています。日本においては、子どもの貧困問題が社会的な課題として認識されてから日が浅く、

子どもの貧困対策の蓄積がありません。2013年に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が策定さ

れましたが、高齢者や、障害を持つ方の生活問題に比べ、子どもの貧困は「新しい」問題です。しか

し、それは、子どもの貧困が2013年以前は存在していなかったということではなく、子どもの貧困が

家庭の中で取り込まれ、外からは見えづらい現象であるからです。そのため、長い間、子どもがさま

ざまな問題を抱えるのは、親の態度や養育能力、または、子ども本人に起因する問題と考えられてき

ました。しかし、これらの問題の背後に往々にして家庭の経済的問題が隠れているのです。 

ようやく、このような子どもの「見えない貧困」が認識され、対策が打たれようとしています。し

かし、子どもの貧困の実態があまり知られていない中、国も自治体も手探りでその対策を模索してい

る状況です。どのような子どもが、どのような生活課題を抱え、どのような支援を望んでいるのか。

どのような支援策が効果的なのか。現場の支援者たちはどのような問題を抱えているのか。「何か対策

を打たなくてはいけないことはわかっているが、何をやっていいのかわからない」。これが、私が自治

体さんから受ける一番多い質問です。 

だからこそ、江東区が、こども・子育て支援事業計画の策定に先駆けて区民意向調査、生活実態調

査、関係機関・団体ヒアリング調査を行ったことは、画期的なことです。また、その調査対象として、

保護者や、関係機関・団体の「大人」だけでなく、子ども本人も含めたことはとても重要です。子ど

も・子育て政策においても、子ども自身の「声」が反映されることは殆どないからです。江東区のす

べての大人、特に、区政に係わる方々には、生活実態調査の自由記述欄に書かれている子どもの声を

すべて読んでいただきたいと思います。 

 

 本報告書における、いくつかの重要な知見を紹介します。一つ目が、江東区の子どもの中にも、少

なくない子どもが生活困難層と考えられることです。生活実態調査は、首都大学東京子ども・若者貧

困研究センターが東京都の委託を受けて行った「東京都子どもの生活実態調査」とほぼ同じ調査票を

用いており、比較可能となっていますが、江東区の生活困難層の子どもの割合は、東京都調査より少

なめですが、小学5年生では約 18%、中学3年生では約 23%が生活困難層となっています。生活困難層

の子どもがすべて様々な問題を抱えているわけではありませんが、生活困難層の子どもはそうでない

子どもに比べ、授業がわからないことが多かったり、自己肯定感が低かったり、虫歯が多かったりと

いった傾向が見られます。これらは全国的にも見られる傾向ですが、江東区の子どもの生のデータに

おいても確認されることは重く受け止めなくてはいけません。 
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二つ目が、生活困難層や児童育成手当の受給者の家庭においては、保護者自身も多くの人生の早い

時期から多くの困難を抱えていることです。抑うつ傾向においては、小学生保護者の困窮層と児童育

成手当受給者で２割以上、中学生保護者の困窮層で３割以上にてうつや不安障害のリスクがありと判

断されます。また、生活困難度が高いほど、保護者自身が子どもの時期に生活が苦しかった、両親が

離婚した、父母が亡くなった、親から暴力を振るわれた等の逆境を経験する割合が高くなっています。

このことは、福祉や教育の現場において、保護者と接触する際に常に念頭に置いておくべきでしょう。

場合によっては、子どもだけでなく、保護者の方にも支援が必要となります。 

 三つ目が、子ども自身や保護者が欲するサービスや施設は、必ずしも、現在のこれらサービス・施

設の利用率からはわからないということです。本調査において、子ども本人また保護者において、多

くの潜在的ニーズが把握されました。「使えればいいのにな」といったニーズがあるにも関わらず、さ

まざまな理由で十分に活用されていないサービス・施設があります。例えば、児童館・児童会館です。

利用しない理由としては、小学生保護者・中高生世代ともに「必要性がないから」が最も高くなって

いますが、中高生世代の結果では「小さいこどもを対象にした施設だと思うから」に４割の回答があ

りました。また、就学前児童の保護者からは、「雨の日に遊べるところがない」「ボール遊びができる

ところがない」といったことが不満の理由として挙げられています。通常、既存のサービスや施設に

関する意識調査は、利用している人のみが調査対象なので、よい意見が多くなりますが、本調査のよ

うに区民に広く調査を実施することにより、よりよいサービス・施設にするためのヒントをたくさん

得ることができます。 

  

今、国においては、事実とデータ（エビデンス）に基づく政策作り（Evidence Based Policy Making：

EBPM）を、国をあげて推進しようとしています。内閣府によると、「EBPM（エビデンス・ベースト・ポ

リシー・メイキング。証拠に基づく政策立案）とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るの

ではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠（エビデンス）に基づくものとすることです」

1

。

本報告書は、まさに、エビデンスの宝庫です。本報告書が、今後、江東区において子ども・子育て政

策を進めるうえで、欠かせない羅針盤になることに期待します。 

 

 

 

 

 

                            

1

 内閣府 HP  https://www.cao.go.jp/others/kichou/ebpm/ebpm.html 
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第第第第３３３３章章章章    総括総括総括総括（アンケート調査及びヒアリング調査より浮かび上がった次期計画策定に向けた課題）（アンケート調査及びヒアリング調査より浮かび上がった次期計画策定に向けた課題）（アンケート調査及びヒアリング調査より浮かび上がった次期計画策定に向けた課題）（アンケート調査及びヒアリング調査より浮かび上がった次期計画策定に向けた課題）    

 

１．支援の必要な家庭・こどもへの支援 

 

１-① 保護者への支援 

○保護者が貧困に至るプロセスは、若年出産など比較的若い年齢における出産、多子、生い立ち、

ひとり親、外国籍、うつ、もしくは発達障害の可能性など多様であり、多くはこれらの要因が

複合的に重なることで貧困に至っているという現状があります。若年出産については未然の防

止策を行うとともに、個々のケースに応じられる体制構築が必要です。 

○うつ病や不安障害などを表す指標（以下、「Ｋ６

2

」という）による保護者のうつ傾向・精神疾患

リスクでは、小学生保護者の困窮層と児童育成手当受給者で２割以上、中学生保護者の困窮層

で３割以上が該当する結果となり、ひとり親や生活困難層ほど、保護者にうつ傾向や精神疾患

のリスクが高いことがうかがえます。育成手当受給者調査においてＫ６が10点以上であった保

護者では、そうでない保護者に比べて、こどもの悩みを抱える割合が全体的に高い、相談相手

がいる割合が低い、元配偶者から暴力をふるわれた、出産・育児でうつ病（状態）になった、

こどもをもってから自殺を考えたことがある割合が高いなどの特徴がみられました。また、Ｋ

６が 15 点以上の場合、「育児放棄になった時期がある」に１割半ばの回答があるなど、うつ傾

向のある保護者への早期アプローチと適切な支援が必要です。 

○児童育成手当受給者で現在就労している人のうち、３割半ばが「収入」や「こどもが病気のと

きに休みづらい」ことを理由として転職意向を持っています。また、新しく仕事に就く際の支

援としては「職業訓練中の経済的支援」が４割半ばで最も多いほか、「就職活動中や職業訓練中

のこどもの保育」に１割半ばの回答があります。そのため、ひとり親が安心して就職活動や、

仕事に打ち込められるよう、こどもの預かり体制を確保することが課題です。 

○生活困難層については、保護者がこどもの頃にも現在と同様に生活が苦しかったことがうかが

え、貧困の連鎖が推測されます。関係機関・団体ヒアリングにおいても、保護者自身も生活習

慣がきちんと整っていないなど、育った環境の影響が出ており、それがまた自分のこどもに影

響を与えてしまっているという意見がありました。そのため、貧困の連鎖を断ち切るためにも、

現在のこどもの層に対する支援策の構築が課題になるとともに、そのような保護者自身に対す

る支援（基本的な生活習慣を身に付ける、金銭管理、計画的な物事の考え方を身に付けるなど）

の機会が今はないのではという関係機関・団体ヒアリングからの意見もあることから、保護者

に対するアプローチも検討する必要があります。 

○小中学生の保護者において、生活困難層ほど、父母ともに「民間企業の正社員」の割合が低く、

「パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員」の割合が高い傾向がみられます。しかし、母親

においては、生活層による就労日数や就労時間による差はあまりみられませんが、収入面では

一般層のほうが高い傾向がみられます。また、中学生保護者の母親では、深夜勤務や休日勤務、

副業の割合が生活困難層ほど高くなる傾向がみられ、不安定な雇用形態に加え、ダブルワーク、

                            

2

 Ｋ６：うつ病・不安障害などの精神疾患をスクリーニングすることを目的として開発され、心理的ストレスを

含む何らかの精神的な問題の程度を表す指標のこと。６つの質問（353ページの問 9参照）からなり、

合計点数が高いほど、精神的な問題がより重い可能性があるとされている。 
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休日勤務によるこどもとの時間の減少などの問題も考えられます。関係機関・団体ヒアリング

においては、困難な家庭の親の特徴として、仕事が長続きしなかったり、夜勤の仕事のために

こどもとの生活の時間が合わないなどの支障も出ていることから、生活困難層の保護者が安定

した仕事に就けられるよう、就職支援の充実が必要です。 

○就学前保護者と小学生保護者の半数は子育てに関して不安・負担を感じており、その内容は就

学前保護者と小学生保護者で異なっている。情報提供、相談対応など、その時々に応じたサポ

ートが課題となります。 

 

１-② こどもの学習・進学支援 

○生活困難層において、こどもの進路や教育費は大きな悩みとなっています。生活困難層の保護

者は、一般層に比べて大学に進学した割合が低く、こどもの最終学歴でも、一般層に比べて生

活困難層では「高校まで」や「短大・高専・専門学校まで」とする割合が高くなる傾向がみら

れました。さらに、関係機関・団体ヒアリングにおいては、貧困の世帯において、親が受験に

関する情報やノウハウを持っていないことが多く、こどもの学習支援だけでなく、親への情報

提供等の支援も必要であるという意見がありました。親の学歴や経験の不足に縛られないよう、

親子ともに受験や進学に関する知識を提供していく必要があります。また、それに合わせて、

困窮層では半数以上が「家計が赤字」であり、「家計が黒字」とする割合は１割に満たず、学資

保険や積立は「している」が４割未満という状況であることからも、学費や受験費用等で困ら

ないよう、貯蓄等のアドバイスを行っていく必要があります。 

○学校の授業の理解度については、小中学生ともに生活困難層ほど「あまりわからない」、「わか

らないことが多い」、「ほとんどわからない」の合計割合が高くなる傾向がみられ、特に中学生

においてその傾向は顕著となっています。勉強がわからないときに教えてもらう人については、

小学生では「塾や習い事などの先生」が困窮層のみ１割強で、周辺層や一般層の３割台に比べ

て低く、また、授業が「いつもわかる」とした小学生のみ「塾や習い事などの先生」に教えて

もらうという割合が５割を超える（ほかは２割台）など、塾通いの有無により学校授業の理解

度に影響が出ていることがうかがえる結果となっています。また、小学生のころより、家庭の

経済状況によって塾通い、学習習慣、読書などで１日の中で割かれる時間に差が出始めていま

す。このような時間の差については、関係機関・団体ヒアリングにおいて、貧困の世帯では親

の放任、兄弟姉妹や親の世話を見ているケースがあるなどの意見があり、単に学習習慣が根付

いていないケースもあれば、家庭の環境によって勉強にあてる時間が作りづらいという理由も

考えられます。そのため、幼いころから学習習慣を根付かせること及び小学生で家庭の状況で

塾に通えない児童に対する学習支援が必要であるとともに、家庭の環境を理由に勉強する時間

が持てないこどもへのアプローチについて検討する必要があります。 

○生活困難層では、自宅において、子ども部屋、勉強机や勉強できる場所がない割合が一般層に

比べて高く、自宅において満足に勉強できる環境が与えられていない現状がうかがえる結果と

なっています。そのため、そのようなこどもたちの居場所の提供も含めた、勉強できる環境を

提供することが必要です。 



第１部 総論 

10 

１-③ こどもへの虐待防止 

○就学前及び小学生保護者の６割以上はしつけであっても体罰はすべきでないと回答しています

が、ある程度の体罰であれば容認する割合は３割台となっています。また、６割以上はこども

をたたいた経験があると回答しており、子育てに不安や負担を感じているほど、「ときどきあっ

た」や「日常的にあった」の回答が高い傾向がみられます。さらに、「しつけのためなら、ある

程度の体罰もやむを得ない」と考えている人の４割以上、体罰を否定している人でも１割半ば

から２割弱はこどもをたたいたことが「ときどきあった」と回答しています。中高生世代も４

人に１人の割合で体罰を受けた経験があると回答している一方、親から体罰を受けた経験のあ

るこどもほど親への暴力をふるった経験の割合が高い傾向がみられ、こどもへの体罰は、将来

こどもから親への家庭内暴力につながることも考えられます。そのため、しつけと体罰の違い

等について保護者に周知・啓発することに加え、こどものしつけのことで悩んでいる保護者が

一定数いることから、子育ての場面で適切な対応ができるよう子育て情報の提供や講座等を開

催するほか、子育てについて不安・負担を抱え込んでいる保護者に対するケアが課題となりま

す。 

 

１-④ 障害のあるこどもの支援 

○関係機関・団体ヒアリングにおいては、こどもに障害の疑いがあるにも関わらず、保護者がそ

れを認めないまたは認識していない等の理由により、適切な支援に結びついていないケースが

あるという意見がありました。また、保護者が、「相談機関の利用や行政の申請手続き等」を知

らなかったり、相談に行く時間が作れないなどの背景が、こどもの支援に結びつかない理由と

して考えられます。よって、こどもの障害に早期に気づき、同時に保護者を支援する体制の構

築が、こどもを適切な支援・療育に結びつけるための課題となります。 

 

２．家庭における子育て環境の充実 

 

２-① ワーク・ライフ・バランス、親子間での積極的なコミュニケーションの意識啓発 

○生活困難層においては、親子間のコミュニケーション不足や体験を共有する機会が不足してい

ることが見受けられます。また、家族（親）と話す頻度が「ぜんぜん話さない」とする小中学

生は、そうでないこどもに比べて夢が「ある」とする割合が低い傾向がみられ、こどもが将来

の夢をもって生きる上でも、親子間のコミュニケーションが重要であることがうかがえます。

そのため、こどもと向き合う時間、一緒に過ごす時間を持つなどの啓発をすることが必要です。 

○父親と母親を比べたとき、こどもとのコミュニケーションの頻度は父親が少なくなりがちであ

ることがうかがえる結果となっています。また、仕事と子育てを両立させることで大変なこと

としては「こどもと接する時間が少ない」が４割台の回答となっており、保護者自身もこども

と接する時間が少ないことを問題として捉えていることがうかがえます。中高生世代の調査で

は、父母との会話の頻度が、親が自分のことを理解してくれているかの認識の程度にも関連し

ていることがうかがえる結果が出ていることから、良好な親子関係の構築のためにも、親子間

のコミュニケーション時間の確保に向けたワーク・ライフ・バランス、働き方改革等の実現に

向けた企業及び個人への啓発・働きかけが課題となります。 
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○就学前児童の保護者において、子育てを「つらい」と感じることが多い人、また、子育てに不

安感・負担感を感じている人ほど、配偶者の子育ての分担に不満を抱いている傾向がみられ、

かつ、父母のお互いの子育て分担の満足度には相違がみられる結果となっています。配偶者の

子育てへの参加は、子育てを主として担っている人の負担軽減に重要な役割を担っていること

が考えられるため、子育ての負担感の緩和のためにもワーク・ライフ・バランスの啓発が課題

となります。 

○夕食については家族と一緒に食べることが多い傾向であるが、朝食はこどもだけやひとりで食

べるケースが一定数見られる結果となっている。家族によって習慣が異なる部分ではあるが、

なるべく孤食とならないよう、啓発していくことが課題となります。 

 

３．就学前の教育・保育環境の整備 

○教育・保育事業を利用していない理由として、「空きがないから」が２割の回答となっており、

引き続き受け皿確保及び利用者支援の拡充が必要です。また、無償化の影響としては延長保育

のある幼稚園の利用意向がやや増える結果もあることから、保護者の利用意向の適切な見極め

が課題となります。 

○教育・保育事業を利用するにあたり重視することとして、「自宅からの通いやすさ」が最も高く、

次いで「教育・保育の内容」が求められていることから、施設整備にあたっての利便性の向上

及び質のさらなる拡充が必要です。 

○休日保育については４割を超える利用意向があります。また、一時預かりについては一定数利

用できなかったとする回答があり、その理由としては「空きがない」が多くなっているため、

保護者の息抜き対策も含めた不定期の預かりの受け皿確保が課題となります。 

○こどもが病気・けがをした際の対応は、保護者が対応することが多くなっていますが、手続き

の煩わしさを理由に病児・病後児保育事業を利用していないケースも見受けられるため、利用

しやすい事業に向けた検討が必要です。 

○育児休業の取得期間は、母親において希望する期間よりも早く切り上げて仕事に復帰している

ことがうかがえます。理由としては「希望する保育園に入れるため」が６割となっており、柔

軟な対応について検討が必要です。 

○育成手当受給者が再就職に必要だとする支援については、「こどもの預かり」や「保育園の定員

の増設」など、こどもを預かる体制の充実が強く求められています。 

○就学前児童の遊ぶ環境の満足度は、半数以上が満足と回答していますが、４割弱は不満を感じ

ている結果となっています。不満の理由としては「雨の日に遊べるところがない」ことと「ボ

ール遊びができるところがない」の回答が高く、今後のこどもの居場所を検討する際の課題と

なります。 
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４．青少年の健全育成 

 

４-① 青少年の居場所 

○就学前児童の保護者では、小学校進学時に放課後のサービスを利用する意向が高いため、見込

み量に応じた受け皿の確保が課題となります。 

○中高生世代の安心できる場について、わずかであるが「場所がない」との回答があります。必

ずしも自宅が安心できる場ではない中高生世代も一定数存在することがうかがえるため、地域

の中で安心して過ごせる場を提供していくことが必要です。 

○児童館・児童会館を利用しない理由としては、小学生保護者・中高生世代ともに「必要性がな

いから」が最も高くなっているが、中高生世代の結果では「小さいこどもを対象にした施設だ

と思うから」に４割の回答があり、自分たちが利用できる施設であることを周知することが必

要です。 

○小学生保護者で児童館・児童会館を利用したい理由としては「安心安全」や「いろいろな友だ

ちとの交流」があげられていることから、児童館の強みをアピールできる企画や周知について

が課題となります。 

 

４-② 情報教育 

○スマートフォンは中高生世代の大多数が利用している結果となっていますが、インターネット

教育を受ける機会はほぼ学校に限られているといえます。家庭においても、使用環境を整える

などの対応が必要なこともあるため、親がインターネットにはらむ危険性などについて学ぶ情

報教育の実施や家庭における情報教育を促進することが課題となります。 

 

４-③ 相談体制・メンタルケア 

○児童のうつ病の程度を表す指標（以下、「バールソン児童用抑うつ性尺度

3

」という）によると、

抑うつ傾向がみられる児童の割合は小学生が12.3％であるのに対して、中学生では24.0％とお

よそ倍の出現割合となっています。また、抑うつ傾向のある児童については家庭の経済状況に

よる差はあまりみられず、どの生活層でも一定割合いることがうかがえます。この抑うつ傾向

がみられる児童については、将来の夢の有無、自分の健康主観、友だちとの関係、周囲との差

異、学校での成績や授業理解において非抑うつ群の児童よりも悪い評価をしている傾向がみら

れ、自己肯定感の低下もうかがえます。関係機関・団体ヒアリングにおいても、中学生から自

己肯定感の低下や周りとの違いを意識することが始まるという意見がある一方、中学生は顕在

化するタイミングであり、もっと早めの対応が必要であるという意見もあることから、小学校

中学年あたりからの思春期に対するアプローチを検討することが必要です。 

                            

3

 バールソン児童用抑うつ性尺度：児童用のうつ病のスクリーニングテストのことで、18項目（250ページの問

31参照）の質問からなり、各質問の回答を点数化し、その合計値で判定を

行います。 
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○思春期を迎える中学生において自己肯定感の低下や、将来の夢に対する意欲が低下する傾向が

みられます。自己肯定感の低下の要因の１つには、経験の欠如があげられ、関係機関・団体ヒ

アリングでは、困難世帯のこどもは、社会経験やコミュニケーションの不得手からくる他者と

の交流経験不足があるという意見があります。しかし、本来であれば家庭で経験するであろう

事柄の不足については、親でなくとも提供できるという意見もあり、成功体験の積み重ねや人

生のロールモデルとなる大人との交流など、一つずつ自信を積み上げていく機会をいかに地域

で補っていけるかが課題となります。 

○中高生世代は、勉強・進学・仕事のことで悩みを抱えることが多く見受けられます。悩みをひ

とりで抱え込まず、身近な人などに相談するよう周知することと、専門的な相談窓口を周知す

ることが課題となります。 

○中高生世代のうち、ひきこもりの傾向にある割合は約 2％で、その状況になった年齢は 12～13

歳と概ね中学校進学時にあたります。環境の変化や思春期における内面的な変化など、さまざ

まな要因がストレスになることも考えられるため、思春期におけるメンタル面でのサポート体

制を充実させることが課題となります。 

 

５．健康づくりの支援 

 

５-① 医療の受診状況 

○保護者の都合により、こどもの体調が悪くても医療機関にかかれないことがあるため、その際

の対応について検討が必要です。 

○むし歯の状況については、中学生において「ある（歯医者に通っていない）」が生活困難層で１

割弱となっています。しかし、中学生の一般層ではそもそも「ない」の回答が多くなっている

ことからも、むし歯のない口腔環境に向けて、乳幼児期における指導が重要といえます。 

 

５-② 食生活について 

○食べ物の摂取状況について、生活困難層では一般層に比べて「野菜」、「果物」や「肉か魚」を

食べる頻度が低い傾向がみられる一方、「カップめん・インスタントめん」を食べる頻度が高い

傾向にあり、中学生になると「コンビニのおにぎり・お弁当」の頻度も生活困難層ほど高くな

る傾向がみられます。保護者の調査においても、「栄養のバランスを考えていろいろな食品をと

る」では、生活困難層ほど「あまり気をつけていない」の回答が高くなる傾向がみられます。

また、朝ごはんが用意されているかについては、中学生保護者の生活困難層で「週に１日」と

「まったく用意しない」が１割を超えています。さらに、平日の朝食の摂取状況では、「いつも

食べる」割合が一般層では約９割であるのに対して、困窮層は約７割となっています。関係機

関・団体ヒアリングにおいては、困難を抱えている世帯では、親が食事代としてお金だけを渡

して、こどもが好きなもの（菓子パン等）を買って食べているケースがあるという意見もある

ことから、成長期において３食食べることや食事バランスに気をつけることの重要性について

親とこどもの双方に啓発していく必要があります。 
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６．地域の子育て支援体制 

 

６-① 地域の支援体制 

○小中学生の保護者において、緊急時に身近に頼れる人や困ったときの相談相手について生活困

難層ほど「いない」とする割合が高くなる傾向がみられるとともに、近所付き合いについては

「まったく付き合っていない」割合も生活困難層ほど高くなる傾向がみられます。また、関係

機関・団体ヒアリングでは、困難世帯の保護者は近親者と疎遠であり、地域の中でも孤立しが

ちであることが多いという意見もあります。そのため、そうした保護者のＳＯＳに周囲の人た

ちが気づいてあげることが必要であり、話しかける、交流の機会を地域の中で持つなど、地域

との接点をつくり、見守れる体制づくりが課題となります。 

○区等が提供している事業が、適切にその対象者に届くよう、効果的な事業の周知を行う必要が

あります。 

○就学前児童や小学生児童の保護者の情報入手手段では、今後受け取りたい方法として「ＳＮＳ

（LINE・ツイッター・PIAZZAなど）」が現在利用している割合よりも高くなっています。これか

らの親世代のニーズに合わせ、的確な情報発信を行っていくことが必要です。 

○子育てが地域で支えられている実感、こどもが地域で見守られている実感については、就学前

保護者において「感じない」とする割合が半数を超えています。しかし、子育てがしやすいま

ちの要素としては、住んでいる地区に関わらず地域のつながりが必要であると大半が回答して

いるほか、地域での支えやこどもの見守りを感じている人ほど、「江東区が子育てしやすいまち

だと思う」に回答しており、子育てのしやすさと地域の協力は密接な関係があることがうかが

えるため、こどもとその保護者を地域で見守り、支える体制づくりが課題となります。 

○関係機関・団体ヒアリングにおいて、現在行っているこども食堂や学習支援については、実施

箇所が限られており、通うことが必要でも通えないこどもがいるという意見がありました。ま

た、このような場所は各地区に必要であるという意見もあり、こどもが集まり、地域の大人と

の交流も図れる居場所の地区展開が今後の課題となります。 

 

６-② 関係機関の連携 

○関係機関・団体ヒアリングにおいて、こどもの変化に気づきやすい立場にあるのが学校である

ため、学校側と保健福祉サイドで早くからの情報共有が必要という意見がありました。また、

学校が持つ情報をいかに保健福祉側が共有し活用するか、という課題もあげられており、保健

福祉部署と教育部署の密な連携が課題となります。また、児童福祉、こどもの貧困問題には、

複数の機関・部署が関係することから、関係する機関・部署間で情報を共有し合い、対象とな

るこどもを包括的に見守れるネットワークの仕組みを構築することが必要です。 

 

６-③ 専門職員の体制・資質の充実 

○関係機関・団体ヒアリングにおいて、専門職が多忙で連絡などがとりづらい、個々の力量によ

る対応の違いなどが支援活動に支障をきたしているという意見がありました。迅速かつ的確な

対応のためには、専門機関・職員の体制及び質の充実が課題となります。


