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ひとこと

　昼下がりのJR京浜東北線の車中で、長い茶髪で18歳くらいの青

年がロングシートの隅の席に座っていた。180センチ以上はあるプ

ロレスの選手のような体格で、とても目立っていた。とりあえず、

この青年を山田君と呼ぶこととする。

　この山田君、突然（だいぶ考えたのかもしれないが、私にはそのよ

うに見えた）立ち上がって、大きな声で、「どうぞ…！！」と目の前に

立っていた60歳ほどの男性（こちらは鈴木さんと命名）に席を譲ろ

うとした。大きな声に驚いた鈴木さんは、一瞬晴躇した後で、少し

離れた場所に移動してしまった。山田君の方も戸惑ったようで、席

に座りしばらく下を向いていた。

　20秒ほどたった頃、山田君、今度は、離れたところで立っている

鈴木さんのところに近づいて声をかけたが、鈴木さんは困った様子

で対応している。30秒くらい問答があったけれど、またも想いはか

なわず、山田君は頭をカキながら席に戻った。私のとなりの5歳ほ

どの女の子（詩織ちゃん）はジーと見つめ、そしてニコッとした。

　その10秒くらい後、山田君の席から2人ほど離れた場所に座っ

ていた70歳ほどの女性（佐藤さん）が、立ち上がって山田君のとこ

ろに行って「席を譲ってくれる？」とにこやかに話しかけ、山田君

はぴょんと立ち上がって、嬉しそうに席を譲った。

　若い親の子育てにちょっと不安な思いを持っておられる方も多い

ように思われるが、このような山田君の素直な優しさと詩織ちゃん

の感性が大切にされる社会でありたい。また、佐藤さんのような配

慮を大切にし、鈴木さんが恥ずかしがらないで席につける社会を作

りたい。そんなことを考える有意義な機会を与えてくれた若い山田

君に感謝するとともに、彼らの世代に「期待できる」と感じられる

ことが嬉しい。このような想いを込めて、今回の特集「若い親たち

の子育て」をお送りしたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員長・新保幸男
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頗若い親たちの子育て
｝総論

　　　友愛型家族⑳変化と

新しい現代家族Φ時代へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やまざき　み　　き　　こ
　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川胞継福祉大学搬山崎美貴子

1．はじめに

　親による虐待、家庭内暴力（DV）等により児童福祉

施設に入所する子どもの割合が増加傾向にある。こう

した現象に「家族は従来の家族とは異なってきている

のではないか」と増大する離婚動向に関心を向ける人、

社会的影響の大きさから子どもの出生児数の低下傾向

やそれ以前の婚姻率の低下に注目している人も少なく

ない。結婚しないと一人前ではない、適齢期の女性は

皆結婚することが当たり前、という風潮はすでに過去

のものになりつつある。結婚せずとも家族を持たずと

も白山に生きていける時代状況となってきている。

　こうした現状を自身の幼少時代の家族体験を踏まえ

て言う場合がある、、「昔は家族がみんなで助け合って

生きていた。きょうだいは多く、いつもお袋が家にい

てご飯を準備し、家族全員で食卓を囲んだ。貧しく今

程殺かな食材は手に入らなかったがお袋の味は忘れら

れない」と言ったりする。…方で「lil親はみんなが寝

静まっている夜中に一人起きて繕い物や家の片付けを

やり、姑や予どもの世話で寝るll嚴もない。朝はいつも

一
番先に起き、みんなが起きてきたときは食事の支度

が整っていた。それに引き替え父親は一・番風呂、食事

の献立も特別扱いで母親をこき使っていた。母親は一

人で苦労を背負い文句もいわない。全く自由がなくみ

んなに気を遣って暮らしていた。実家に里帰り一つ勝

手にできなかった。母のようにはなりたくない。だか

ら、今は自由で家族に縛られず自分がやりたいことが

やれるいい時代になった」。家族は身近でE［常に密着

している存在である。そのため、このように家族の現

状を自らの体験した家族イメージと深く関連させなが

ら、’肯定的に、あるいは否定的に語る場合が多い。

　そこで本稿では、社会福祉実践の臨床的体験的アプ

ローチを試みながら、客体としての家族に肯定的でも

否定的でもなく光を当て、戦後の家族の現状を提示す

ることとしたい。まず戦後の家族の変動を大まかに3

時期に区分し、家族の変化を概観する。次いで近年の

現代家族の状況について焦点を当て、少し詳細に検討

してみることとする。さらに現代家族の特性と子育て

の関連問題について言及し、若干の課題を提起したい。

2．第二次世界大戦後の家族の変化

1）制度型家族の揺らぎ

　戦後の家族やコミュニティがどのように変化してき

たか。これはわが国の社会変動、とりわけ経済構造の

変化と極めて密接な関係がある。広井良典は、戦後の

第1期を「前・産業化（工業化）杜会」と名付けている。

前・産業化社会では家族は共1司体として機能し、家督

は単独相続され戸主権を確立し、その人を中心に主と

して第一次産業（農・漁・林業等）の家業を継承した。

　このような制度型家族を存続させ、生産単位として

の家を営む家督を相続した者、家長の同意により子ど

も達の結婚も執り行われた《，家督の継承だけでなく、

家族の身分も縛ってしまう法的な装置もなされてい
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た、，それは教育においても浸透してゆく仕組みが準備

されていたため、人々の意識構造にも人きな影響をij・

えた．この家業の継承、または家を断絶させないため

の家督の継承には、例えば実∫・がないか実r・が女r・で

あれば婿養r一を取るなどして継続する装置が施されて

いた，．その家督イ11続者は老親を扶養し、家を守り、先

祖代々の「14」を守る’∬が，P要な役llであった、

　lilじ後、旧民法は新民法にかわり長r・rp．独相続は廃止

友の相続権、女性の財産行為力く認められ均分相続制が

導人された　リ」女平等もぷわれたが直ちに制度四家族

からの脱却はなかった　ii伐後しばらくの問はまだまだ

長r・〔男∫・が多い．男子がいない場介婿養r・などに委

ねる▲による単独相続が慣i」♪1的に続行した．、「先祖代々

の墓を守り、家を（f：続させ親び）llli倒をみる1そ任は長り｝

にある」との恨習や思いがまだまだ根付いていたので

ある　新しいllJ代状況に向かう家族のありようと伝統

的な制度型家族のありようとの葛藤朋といえよう　現

に家制度を持続させるための養子制度は存続されてい

る、vir：系朋3111：代等の多世代同川の形態は、すんなり

と消失しにくいU本独特の家族形態ともいえよう．

　安藤山Xは次のように指摘している．［日本の家族

制度は）itE後、11‘1：系家族制から夫婦家族制に転換したと

1河仮説命題ll森岡H刃3」は留保しなければならない

だろう　かつてのように「家」を継承してゆくとばう

意識は今日では薄れているかもしれないが、f・どもの

うち維かが結婚後いずれは親と・緒に暮らす直系家族

制はi伐後なくなるどころかむしろ、その内実を変えて

存続しているとばえないだろうか1、興味深い指摘で

ある、広井はこの前・産業化q：業化｝の時代を1共

同体・家族内扶助、」の時代と位置づけている．．

2）工業化・都市化と近代家族・友愛家族の特性

　その傾向に急速な変化の兆しが見え始めたのは、産

業構造が第’次産業から第：次産業に移行し始めた時

期からである、．11’lii度経済成長期へ向かう1960年代ll「

頃から家が生産のtr．位ではなくなった　家庭外就労が
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進み働く場を求めて人日移助が始まり、6川∫への人川

tkt1‘が始まった　そして制度型家族、老親との同居を

含めた：1‖：代家族が1溺己の形態に変化が起こり始め

た．’1i時流行した言襲に「カー付き、家付き，ババ抜

き」があるが、若い次1吐代は仕事、学業の場を求めて

ttlSiliに移住、そして若いカップルを核とする新しい家

族が出現し始めた，，

　この11S期区分を1’産業化（ll業化〕社会」の時期と

しておきたい〈図1＞　この時朋の家族モデルは1愛情

によ’）て結ばれた夫婦とその了・ども達で構成される核

家族」である　このような家族は友愛家族、あるいは

近代家族と称される

　わが川で本格的に友愛家族が登場するようになった

背景には、こうした産業化が高度経済b瓦長期に本格的
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に進展し、人ll移動が急速に進んだことにあるといわ

れている、，まず、高齢者、老親を地方に残して別居す

る。拷呂市においても老親と別居する若いカップルが増

加し、高齢者のみの山：帯、商齢者の一人暮らしも進み

始めた．この時代状況に応えるべく社会保障制度が図

られ、高齢者の年金、医療保険制度が確立し始めた。

この「『経済rl杣扶養の外部化」が、核家族llll代の生

活基盤を形成するヒで極めて重要な役割を果たすこと

になる．制度刑家族とは異なる側面である。

　さらに昭和30年代ごろから少子化傾向が見られ始

め、合抑特殊山生率が注nされるようになった、昭和

49年以降は団塊の世代が適齢期に達した時期である

が、合計特殊川川率は既に人口置換え水準の2．08を切

り、以来2．0を超えることなく、本格的な少子化時代

の到来を迎えることになる。そして夫婦のみ1｜，1：帯、母

親と未成年の子どもによって構成される母子世’｝｝r、父

親と未成年の子どもによる父子世帯、一・人馨らし［lt・帯

など多様な1吐帯梢成が誕生した。

　近代家族は夫婦則相’1：の愛情とか信頼という情緒的

絆で結ばれるため、制度型家族のように親族や同族、

地域共同体との付き合い、結びつきは強くないと言う

特性がある．コ〈図1産業化（工業化）社会〉のとおり核

家族図の中で大きく」｝；かれているのは夫であるが、夫

が生計維持者として家庭外就労により得られた賃金に

より生計が維持され、妻や子ども達は被扶養者として

kの庇護のもとに生活を遂行する、、1970年代に多く

の専業主婦が登場したのはこうした背景からである。

性別役割分業一即ち、夫は家庭の外で就労し生計を

維持し、妻は子育て・家事を分担するという、夫の優

位制が保たれた機能分担がなされた。

　しかし、このような「夫が妻子を養う」、「愛情によ

って結ばれる」、「性別役割分業」という近代家族の特

性も様々な変化を起こし始めた。

3〕近代家族の変化

⑩「夫が・妻r・を養う」という機能の変化
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　「夫が．Jt：子を養う」には、夫にそれだけの高い］1又人

が保障されなければ成り立たない。r一どもの学費高騰

やイ1三宅ローンを抱え、妻の就労を余儀なくされている

世帯は少なくない。一方でIT化が進み、女性の就

労・社会参加の機会も拡大し荷学歴化が進み始めた。

②性別役割分業が役；馴協業型に大きく転換したか。

　この問いには直ちに肖’定的な答えは川しにくい。男

女により雇用形態や賃金に差があり、パートや派迎は

常川1雇用になれない、，夫の扶養控除からはずれない賃

金を限度として働く場合、子育て、老親の介護との関

連で就労時間、就労場所を調節するなど多様な就労の

選択がなされている。また、出産、子育て期にやむな

く就労を中断した妻も少なくない。

③ライフスタイル化、個人化の問題

　そうした中で、次第に女性達は白らの生き方、個性

を主張し、個人化、ライフスタイル化が進んだ。夫に

従順に従い、家のなかで家事や育児にいそしむライフ

スタイルから抜けだし、自分らしさ、自身の1il：．体的生

き方を主張し、模索する女性が増え、実質的に男女平

等が進み始めた。夫が家事や育児を「ちょっと手伝う」

から「しっかり分担する」という家族も若いill：代に多

く見られるようになってきた。職場や教育現場等でも

セクシュアル・ハラスメントを禁じるなど次第に女性

の人権倫理を守る活動も活発1：なってきている、，

Ctl）DINKS、晩婚化、未婚率上昇・の傾向

　他方で、夫が育児休ll段を取ったり、子どもが病気と

なった場合に妻と交代で休みを取ったり、育児11寺間を

Jne’｝．するなどは周囲の理解が得られにくく、育児・家

事の負担は依然として妻中心という変わらぬ現実も続

いている。そうした状況を反映してか、結婚しても子

どもを産み育てることに蹄躇したり、結婚そのものを

蹄踏する晩婚化も進み始めている。あるいはシングル

のまま人生を全うするという未婚も、この20年間で

未曾有の増加傾向を示している。30歳を過ぎても実家

を出て独立しないパラサイト・シングルも増加傾向に



ある。結婚することにより、r1川な生活、ライフスタ

イルに縛りがかかり、経済的に扶養を強いられること

を避けたいから、という予測もされている．

4）子育て、家事労働の「外部化」の意味するもの

　さらにj”tiてにとって、改要な側面は第3期にあた

る成熟社会・高齢社会のlkilUl［x：分である．．〈図Dに示

される通り、家族はそれぞれが個人化して、家族とい

う枠組みで括られず、家族それぞ’れのライフスタイル

が優先され、家庭内にあったものが「外部化一1してゆ

くのである／．t女性の社会jElllと共に、家’1［労働の外部

化、∫イfての外部化、介滋の外部化が進行し、もはや

家族内で行われていた家事や育児が、礼会的資源を活

川しネ・ソトワークしながら実行される時代が到来して

いるのである，．

　愛情、友愛とは移ろいやすく変化しやすい。そのた

めひと度絆に亀裂が生じると、家族生活・家族関係を

維持しにくくなるという側面をWする。離婚、別居、

婚外r・の川生などによるひとり親家庭、中でも母r一家

庭が増加している，

　さらに婚姻という枠にしばられない内縁婚や1司1、i「等

の形態を取らない場合もあり、11r婚も増加してきてお

り多様な家族が登場する時代となってきているlt

5）結びに変えて・一ネットワーク型家族の行方

‘．．U進展する「男．女の役割融合」

　1970年代に性別役割分業に支えられて登場した友愛

型・近代家族モデルにも揺らぎが始まったといわれ

る．それは、女性の社会進川、　1人働き家族の川現と

肋閲係ではない　しかし、その結釆、男女’ド等は本当

に進んでいるのだろうか．．ここが問われるln要な課題

である，、個人の尊厳が保障され、．t：と夫が人L））なパー

トナーとしてiylいに尊爪し合い、　r－ffて・家小を話し

合いによって分担し’ド等な立場に1）二って家庭を経営す

る、そんな家族が多く登場しなければならない、．「男

女の役割融合」はますます進展するであろう．．

②．個人化、ライフスタイル化、多様化

［特集1若い親たちの了・育て

　結婚オII手の選択、結婚の時期、離婚も個人のr1己決

定に委ねられ、結婚という制度によらない非婚、結婚

してもr・をたない等脱制度化も進む1り’能性が高い、、個

人化、ライフスタイル化、多様化が進むことは間違い

ない．り淡であろう．

・斑不｜1∫欠なネットワークに支えられたコミュニティ

　さらに、子育て、家’1［労働、高齢者のケアは家族の

内部で実施されなくなる。こうした機能は家族の境界

を越えてコミュニティの資源と連結しネットワークさ

れないと機能できなくなってきている　家族だけでな

く、ネ・ソトワークに支えられたコミュニティの存在が

不！1∫欠になる．、

．’

・1．．展開されない家’∬労働

　家事労働や育児、高齢者のケアが．r一どもの成長・発

達にtu’える影響は少なくない，，例えば、食‘網乍りが縮

小され、コンビニ弁当、インスタント食品、ファミリ

ー レストランの活川などにより∫・どもが料川を’iu’．i’え、

食材を選択、吟味する体験が乏しくなる　家事労働が

展聞されない．邪になる、

1．

5：ネットワークが家族の絆を変えてゆく

　モバイル機器の登場は、家族のネットワーク型、開

放型に拍中：をかけた，・場による制約を排除し、場の共

イパ同居）の放棄をもたらす11∫能性もある，，片時も離

さずポケットに携帯するモバイル機器が家族関係に介

在し、家族メンバーの関係をつなぐ重要な要素となっ

てきている　ネットワークを活川する生活者のライフ

スタイルが家族の絆を変えてゆくことに注llしてゆく

必要がある．、．

キーワード：友愛家族と家庭内労働の外部化

　友愛家族から個人のライフスタイル化・家庭内労働の外部

化に伴う時代の到来と共に、家事や子育て介謹などの労働が

外部の資源を活用して行われることn
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囹園若い親たちの子育て
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迷惑

ロンドンにいる娘夫婦の緊急事態に、孫の世話をす

るためしばらく向こうで暮らしてきた知人女性の話で

す。1］｜hlほっこでもさせてやろうと、孫をのせたべビ

ー カーを押して公園に散歩に出かけました。その道す

がらずっと、周囲の人の眼差しの暖かさに嬉しくてし

かたなかったそうです。

　日本でベビーカーを押していると、じゃまそうにに

らまれたり、「他人の迷惑も考えて外出しろ！」とで

も言わんばかりの態度に会うことが少なくありませ

ん。思わず、「あなたは赤ちゃんだったことはない

の！」と言いたくなったりします。いったいこの述い

は何だろうと、ため息が鵬たといいます。

　たしかに最近まで、取内放送で「混み合って他のお

客様の迷惑になります。ベビーカーはたたんで…」と

言ったりしていました。赤ちゃんを抱いて、たたんだ

ベビーカーを持てば両手はふさがります。でも他にな

にも荷物がないことなど希です。これでは手が三本に

なったら電車に乗って下さいと言っているのと同じで

す。

　このような、想像力や共感性を欠いた迷惑論が蔓延

しています。その結果、「迷惑をかけない」という言

葉だけが、それぞれの状況や事情を受けとめ合うこと

抜きに…人歩きして仙値になったりしました。

春の宵

　春先の雨の夕方でした。午後から降り出したせいで、

傘を持たないで出かけた人も多かったのでしよう。タ

クシー乗り場には長い列ができていました。私は夜に

実施している家族療法訓練の教室に行く途、ヒでした。

多くの人たちは家路を急いでいる時間帯です。

　並んでいる私の後に赤ちゃんを抱いた若い母親がき

ました。すぐ気づいたのですが、毛布にくるまれた子

は熱があるようでした。携帯電話で話しているのが耳

に人りました。「今、駅前まで来たんだけど、タクシ

ー一 が混んでいて30分以．ヒかかりそう…。病院の受付

は何時までかなあ…」と話しています。雨の夕方は

刻々と肌寒さを増していました。タクシーはなかなか

やってきません。

　気になって仕方なかった私は母親に、「こんな所で

順番を待ってないで、前の人達に先に乗せてもらえな

いかって頼みなさい1」と言いました。「でも、ご迷

惑では…」というので、「勝手に気遣っていないで、

皆さんに自分で聞いてみなさいよ1」と、強くいいま

した。

　このやりとりを見ていた前方のおばあさんが、「こ

こへ来なさい、私が替わるから」というのと、先頭の

人が「どうぞ1」と言ってくれるのが同時でした。そ

して直後にやってきたタクシーに乗って母子は姿を消

しました。

世界の児童と母性　6



　列の全貝が一人分の順番をll良ったことになりまし

た　良かった…という空気と共に、［小さいr一はすぐ

高熱を川したりするから心配ね…」と話す声が開こえ

ました　私はその時、母親がばったご迷惑…というぼ

菓を思い出していました、

　他人に迷惑をかけないように生きる、どこかでそう

教えられたのでしょう、問違っているとは思いません．

しかし人は他人に迷惑をかけないで生きることはでき

ません・迷惑をかけてしまうものだという’iを悟がない

と、迷惑をかけないことが本末転倒の‘rL：要な血【ti値観に

なったりします　他人に迷惑をかけないなら、何をし

てもよいという説教も、分かったような分からない話

です．

　あの時、「ご迷惑…．1かどうかが基準ではなく、赤

ちゃんをすみやかに病院に連れて行くことが、母親に

求められている一番の課題でした　それはたまたま列

にいた私達にとってもそうでした　誰が迷惑だと思う

と彼女がXJ’えたのか疑問でした．．

　ひょっとしたら、彼女の知っている他人とは、そう

いう存在なのかもしれません　実際は、列に並んでい

た人たちはみんな、良かったと思’」ていたのにです

　∫・育ては周りの人のll艮万しによって、文えられたり

1‘1、：しかったりします　それはlll：のllrがそうだというば

［特集1若い親たちのr育て

かりではなく、育った環境や時代によって、n分n身

の中に作られたlttiも人きいと思います，そして、親に

なって初めて気づく中に、こんな’∬もあるので］’・育て

はしてみるものだと思います

子育て支援

　「f’どもが小さいうちは、母親は育児に・］∫念すべき

だ．1、こんなことをll’うと、すぐさま反論が返ってく

るでしょう　この台詞は長い間、怪しげな母性本能論

や、　三歳までは…という神話によって文えられてきま

した．．ですから私も反射的にいかがわしそうに反応し

てしまう，1一い回しです、

　ところが、そんな，操をHにしたのは以ドのような

如；文の叩でした、、「スウェーデンでは、友はf・どもが

小さいうちは育児に専念すべきだという考えの人が多

く…」、ちょっと驚きました．なんとなくイメージし

ている北欧社会に似合わない気がしたのです

　この前後の文脈をたどると、こういう事でした　ス

ウ」．一デンではtt　l’lll歳からll’四歳までの全女性の

：割は育児休業中だというのです，　・年以1’．の育児休

業を取る人も多く、父親の育児時川も］lasよりずっと

長いといいます　つまり、両親がr一どもに時間をかけ

た育児を実現しているのです、．川全体がこの割合です

から’1i然、その時期が過ぎると化’川こ復帰することに

なります

　日本で同じ台詞が使われるのは、1り：親になった人に

退職をという要請のある場所です．、夫やJtの母親から

、1われたり、雇川ドからそれとなくほのめかされたり

します　　・方、質の良い労働力不足が懸念される場で

は、llヨ〉ζ対の現象が起きます　有能で得がたい女性の

周りには、川産の先延ばし則待が漂います．そして川

産した場合も、∫・育ては川来るだけ㍉［く誰かに任せて、

あなたには本来の仕’ll：で活躍してもらいたいと茨請す

るのです

7　10：界の｝E▲’i］：と1り：’1生



［特集／若い親たちの子育て

　乳幼児期のr育てには母親が大切だと言いながら、

幸せな子育てが出来る環境作りとは方向違いな現実を

語りますt．また、比較的豊かになった今日では、r育

て専業の．i三婦がいいと思っている女r人生もけっして

少なくありません。

　いずれにしても∫・育ては押しつけられてするもので

はありませんが、私達は几本的に次［li：代を育みたい欲

求を持っているのでしよう。

　ド1分の働いた結果（利益や成果）を、全て自分が享

受できたとしても、人はそれほど充たされないように

思えてなりません。意識するしないにかかわらず、∫・

育て仕1∬は自分の人生を未来に向けて∪かにする大き

な装置に思えてなりません。自分だけのことで精’杯

の人は、とてもその余裕がないので．’人II「Fしむのです，．

　育児ノイローゼの要因は、母親だけでの孤独な子育

てです、学校に行って、就職をして、恋愛をして、結

婚をして、みんな集団の中で共同で行ってきたのにr一

育てだけ白分’人．、そんな追いつめられ感が新米ママ

を襲います。

　父親が」㌘育てに非協力的だというのを、男の問題だ

というのも的はずれな気がします，，子ども好きのり」性

は多いし、r育てを楽しめる男性もたくさんいます．

　ただ労働環境の悪さや、了育て渦中の人の行動への

社会の否定的限膿しが父親を子育てから遠ざけていき

ます。mallの残業やlli身赴任。それを拒否すれば生計

の安定が根底から崩されるような状況で、仕事に追わ

れる男性を、父親としての自覚の問題だと語るのは誤

りでしょうth

若い親

　歳若く結婚して、親になる人が少なくありません。

1・i．i・くからご；・’F労さんと私は思います。ところが、一：卜

歳前の母親をみると、「r・どもがr“ども産んで…」な

どと、批判的な視線をltli）ける世間があります。これに

llt界の児童と母性　8

同感する人たちは、こんな‘1［実をどう見るのでしょう。

　今日、ll［界における1’代の女性千人あたりの川産は、

東アジア地域が偏って少ないそうですc、日本、韓国、

lll国、台湾、ここでは八人程度。中でも日本は少ない

方のトップだそうです、，統計をみると東南アジアはも

っと多いですし、ヨーロッパでも十～二十人。アメリ

カはIII．卜人と比較にならないほど多いのです。

　なぜ東アジア地域だけこんなに少ないかは、儒教精

神における家族観などが語られますが、実際のところ

はよく分かりません。ただ、はっきりしているのは、

十代の川産についての世論は、この地域が一番厳しい

だろうということです。川1の）1iは少数派にはとかく冷

たいものです，，

　児箪：虐待でニュースになる親が、たまたま若い夫婦

だったりすると、それが原囚であるかのように騒ぎま

す、、しかし児童虐待はなにも親が若いことが理山で起

きているのではありません．もしそうなら日本は、llヒ

界一児↑fi：虐待の少ない国であるはずです。

　彼らの生活を想像して、r“1iいのに．f’どもを抱えて、

よく頑張っている」となぜ思えないのでしょう。若年

労働者の就業条件はけっして良くありません。雇川も

不安定だし、給料も安く、労働時川も長い。それでも、

少ない給料で暮らし、限られた楽しみの中で∫・育てを

しています．振り返ってみれば、これは戦後長いあい

だ、］14i社会で親になった者が過ごしてきたスタイル



です．、

　実家に長居して、次々プランド品を買い込む娘さん

や、いつまでも自宅にいる．e．　r一さん、これが新種なの

です，将来の独こ！1、］’i　“t！のことを考えると、この人達

のノ∫が心配になりますが、生き方の選択はIt　II［ですか

ら、他人がとやかくばうことはないでしょう、．、

　であるならば同じように、卜代で母になり、r・fiて

をしている若．者達を、色眼鏡で見るのもやめるべきで

す．、今、少子化を案ずる声には多くの同意が得られて

います。ならば’層、若くして］㌧育ての人変さを引き

受けた人達に冷たいlll：論を容認すべきではないでしょ

う、若い両親が元気で、明るくf’どもを育てられる社

会のムードを作るのも人人の役割です．．

できちゃった結婚

　できちゃった結婚なんて1操が般に通川するよう

になりました。最近の婚姻の四組に・組がそうだと聞

きます．、どんな経緯であろうと、とにかくゴールイン

して、子どもが産まれるというのですから、お幸せに

と思います「でも、この流行はいったい何を示してい

るのでしょう、．

　人間の行動選択の観点から見ると、できちゃった結

婚には自己決定の回避という二；Lアンスが含まれてい

ます．、

　考えてみてドさいt．，人は毎日、様々なことを決めな

ければなりません。そしてn分の決めたことに1’［任を

負わなければなりません，良い結果ばかりなら考える

こともないのですが、時には誤りだった結果を引き受

けて、後始末をしなければなりません．，Iil「iかのせいに

して、文句をぼって済むなら楽です、．r一どもにはこう

いうところがあります、「お母さんがこうしろと言っ

たから…」とか、「親がこんな風に産んだから、僕は

こうなった…」などとよく言ったりします、．

　その対．極が白分のすることをtt［己決定して、結果責

［特集］？iい親たちの子育て

任を負うということです。画親に無理に進められたお

見合いで結婚した女性が、夫如｝川でf可かあるごとに、

親元に戻ってきて、文句を言っていたのを知っていま

す，－1111」、高校小だった私でさえ、いい歳をした人人

が何を言っているのだろうと不思議な気がしました、，

　今振り返ると分かる気がするのですが、要するに自

分で決めていないことがその人を幼稚にさせていたの

です．．「お父さんが良い人だとほうから結婚したのに

…」などと言っている段階で、大人であることを放棄

しているのです。だから大人になるためには、n分で

決めなければならないのでしょう．、

　あえてi．「うならば、できちゃった結婚の弱点がここ

にあります，無倫、自分たちの抱えた結果を、結婚と

いう次の決定で引き受けている而も忘れるべきではあ

りませんが．t

　ものごとは．lz手くいっていれば、どんな経緯だって

いっこうにかまいません、ただ、1i　T：くいかなくなっ

たとき、決断と実行をr1分たちで行っていない弱点が

出るのでは…と思います、

　これは別の見方をすると、できちゃった結婚の増加

する時代は、そういう弱点を多くの人が共有する時代

だということです，、なかなか自分では決められないけ

れど、川た結果は引き受けようと思う。けっして不1誠

実な人ではないのですが、責任を意識して行動決定す

ることに弱いのです．

　こういう人が増えた時代が同時に少子化であり、晩

婚化であり、非婚化でもあるということです。

　人は暦年齢で大人になるのではなく、その役割と貴

任を課せられて、取り組み始めた時に大人になるので

す、，危なっかしい面があったとしても、若くして親に

なる決意を固めた人達にエールを送りたいと思います。

キーワード：自己決定回避
意識して自らの行動を決定しようとしないこと。

9　！ll：界の児竜と母性



国園若い親たちの子育て
c　い』．
　　　　論総．

　　　　　　　　　　発違冒る家族

うイプス肇一一ジからみる糟い親たち

　　　　　　　　　いわかみ　ま　み

蝋子蛸教授岩上真珠
1．

1．ライフコースとライフステージ

　個人の一・生は、発達的に変化すると想定されており、

加齢に応じて、いくつかの段階を設定することができ

る。個人のライフコース（人生過程）は、通常、①乳

幼SSEJ9］、②児竜期、③青年期、④成人前期、⑤成人後

期（中年期）、⑥老年期に区分される。このように、ラ

イフコースに応じて発遠．ヒの異なる課題を有する、い

くつかの区分された人生上の期1用をライフステージと

いう。

　とはいえ、設定されたライフステージは、ジェンダ

ー、階層、地域、時代など、個人のおかれた社会環境

条件や文化的条件によって内容が異なる。さらに、そ

のステージに対応する規範的な年齢についても…様で

はない。つまり、ライスステージは、社会システムに

対応した相対的な区分であり、社会の変動に応じて変

わりうる。

　実際、1990年代から世界的にみられる趨勢は、成

人前期開始の遅れである。もっとも、成人前期はフ

ル・シティズンシップ（「一一・人前の成人」に認められる

法的・杜会的な権利と責務）の獲得の1嗣Olとみなされ、

そのメルクマール（目安）は「親からの自立」「結婚と

生殖家族の形成」とされているが、未婚期の長期化、

親元1肋1｝の長期化、結婚および子どもをもつタイミン

グの迎れなど、ここ20年問くらいに進んできた変化

は、　・般的に、青年期の延長、成人期への移行期間の

長期化（要するに、なかなか大人にならない／なれな

い）現象と認識されている。

　ところで、ライフステージとしてはもう一つ、家族

周期（ファミリー・ライフサイクル）の段階に応じた

考え方もある。かつてアメリカの社会学者R．ヒルらが

行ったように、結婚から始まり、①子どものない新婚

期、②子どもの小さい時期（出産・子育て期）、③子ど

もが独立する時期（脱親期）、④子ども独立後の夫婦の

みの時期（エンプティ・ネスト期）、⑤配偶者を亡くし

てひとりの時期（孤老期）といった具合である。②の

子育て期と③の子ども独立期はさらに、末子の年齢で

より細かく区切られることもある。この規範的な家族

周期段階に応じた家族発達モデルは、夫婦を中心とす

る核家族を前提としていた。

　しかし、欧米で70年代後半から離婚・再婚が増大

し、ひとり親やステップ・ファミリー（再婚後の家族）

も「例外」ではなくなった。こうしたライフスタイル

の多様化にともなって、70年代の家族周期モデルは、

理論的な立て直しを迫られることとなった。家族周期

モデルでは、だれもが皆、典型的な夫婦家族制のサイ

クルを描くことが暗黙の前提であったが、斉一的な家

族周期モデルに代わって、近年では、個人が多様な発

達を遂げながら、白らのライフコースに応じて家族を

形成するというライフコース・モデルが、家族発達の

祝点にも取り人れられるようになっている。

世界の児童と母性　10



2．「親になる」ということ一成人前期の重要課題

　成人前期のもっとも大きな課題は、　・般的には、経

済的に独」アし、結婚してr｜らの家族（生殖家族｝を形

成することであるとされる．もっとも、結婚しない選

択肢もありうるので、こθ）課題は今1．1では川対’化して

いる．同様に、その生涯で、湿もが．親になる経験をす

るわけではない，、未婚化の進むノ川では、親になる年

齢も訓人差が人きい．．したがって「親になって・人前」

という、一「説は、「結婚して・人前．1と同様、象徴的で

はあるが、ある意昧で渓’｜1ではない．

　とはいえ、親になるということは、r・どもに対して、

またr一どもを通じて社会に対して、1’MT，をもつという

ことでもある　親になるという経験は、これまでも現

在も、成人期の前’トに期待されるメイン・イベントで

ある，，ただし、今日では結婚・川産年齢の遅れで「成

人前期」のステージ11Ktgが人生の後ろへ繰リドがる傾

向にある、かくして、今llの若呂’の大’トは、川対r1勺に

長い成人への移行朋を経て、パートナーを形成し、家

族をもつという出来」［を経験する．　・般的にいって、

男女双方にとって、親になることは以前よりもずっと

弛しくなっている　それにはいくつかの川由がある旨

　1つには、今ll、視になることの価1山は、他の多く

のflllif直との競合にさらされている　とくに女性には、

親になることと絡んで、什’∬を続けるか辞めるかをめ

ぐって複数の選択肢の綱整とr1己決定が待っている．

続ける場合には、1司じ仕’∬か職種を変えるか、働き方

を変えるかといった、さらにいくつかの選択肢を決定

する必要がある、．他方、辞める場合にも、　・ll、｝辞める

か、永久に辞めるか、復帰するならどうするか、とい

ったさらに多くの決定を迫られることになる．、

　2つめには、若い親が親役割に慣れていないという

ことである．．少r一化の中で育った才liい親は、　n分白身

がもっぱら親から［してもらう」ばかりで、誰か（弟

妹）を川硫する経験をほとんどもたない　したがって、

1：特集］若い親たちの∫・育て

刊U川9社会化のほとんどない若い人たちが、f・どもを

もったからとい’．）て、すぐに親役割をスムースに果た

せるとは限らない、．むしろ戸惑いのil‘に放り込まれる

ほうが多いのではなかろうか、この状況は111iばかり

ではないようで、オーストラリアでは、保健体育の科

1［t［［ベアレンティング」を取り入れ、親としての役

割を」ち則的に社会化する親業訓練の授業を行っている

中学もある

　3つめには、自分の親がすでに親モデルにならない

ということである．火が働き、友が家事・育児をする

という性別役割をi’j’；’Eする専業1ミ婦文化の中でr－fiて

をした70年代のrza・［｛1：代と汎なり、301歳代をili心とす

る若い∪親たちは、社会進出を遂げ、ジ⊥ンダー役割

にも敏感である．．i£　1U：代ほどには簡「r．に性別分t｛を1「1’

定しない「他Ji、自分の規がモデルにならないことは、

男性にとっても同じである　父親役割への期待が、彼

の父親の時代とは大きく異なっている．．「父親」に対

して、より積極的な育児参加が求められるようになっ

てきており、その意昧で仕’∬との両立はtg・2”の問1、辿だ

けではない、若い親たちは男女とも、ill：代問ギャップ

を背培に、モデルのない叩で新たな親像を模索しなけ

ればならなくなっている

3．「子育て期」の様変わり

　この’r－　jllJ紀に大きな変化を遂げたのは女性のライフ

コースである，、、とりわけ1970年代以降、その変化は

急激で、かつ多様である、．この多様性をもたらしたド

たる要因は職業Lの役割と家族役割との組み合わせで

ある．

　女性が階lf4を別わず学校“”ti後に職料1会へ」態出す

るようになったのは、11n”では高度成長後にtkじた産

業構造の変化の結果であるとみなされる．70年代以降、

第：次産業が｜こ流となり、多くの未婚久性を労働ll↓場

に吸引するようになった．．とりわけ、高学歴女性をtlr

ll　111：界の児ドir：とlsu生



［特集］若い親たちの子育て

　　　　　〈図1＞女性の理想・予定のライフコースおよび男性の女性に期待するライフコース
　　　　【女性：理憩】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1女性：予定1
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　第9回田査（1987年）

■第†O回団査〔1992年）

■第12回商査（2002年）

　専※主婦　再就職　　両立　　DlNKS　非婚就業

【男性1女性への期待1

　第9回鯛査（19S7年｝

●第10回調査（1992年｝

■第↑2回贋査〔2002年〕

　　　　　　専業主婦　　再就職　　両立　　DINKS　非婚就業

心に、ライフコースが大きく親の1［t代とは異なるよう

になっだ、とはいえ70年代には、女性は結婚すれば

退職するものという専業．i三婦規範が、社会にも女性自

身にも強かった。実際、20歳代後’トの女性の労働曲線

は、70年代半ばでもっとも低くなっている。80年代

に入り、女性の職業進出が広がるにつれ、いずれかの

時期（あるいは生涯にわたって）に職．業とかかわって

生きることが女性のライフコースにも一般的に織り込

まれるようになってきた，にもかかわらず他方では、

家事・育児の家庭役制は相変わらず「女性のもの」で

あり、そうしたギャップが80年代以鰯i進行する未婚

化の．一・因と考えられている。

　図1は、回．立社会保障・人1111｝1題研究所が5年ごと

に行っている未婚．女性の理想’．予定のライフコースと

男性の配偶者に期待するライフコースである。これで

みるとわかるように、90年代後」似降「理11想」では両

立型が増えているものの、「予定」では再就職型に集

中する．傾向にある。男性の「期待」と、．女性の「予定」

はほぽ同じラインを描いているc，このことが示してい

るのは、①両立型を志向しながらできない環境条件の

不備と、②女性自身が子育てを垂視し、いったん職業

　認

擢4。
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　第9回鯛査clgs7年）
■鮪10回田査（1992年）

■第11回洞査〔1997年）

●第12回調査（2002年）

専業主婦　　再就職　　　両立　　　PINKS　非婚就業

》主：19－－3a虚未婚者

標本敷（女性／男性｝　：19BT年C2，605／2．605）、　‡992年C3，647／4．219）、

　　　　　　1997年f3，912／3．992）．　2002年C3，494／3．S97［

ライフコースの放明：

【専窺主婦1＝結婚し子どもを持ち、結婚あるいは出産の襖会に退祖し、

　　　　その後は仕事を持たない
【再就職】ロ結婚し子どもを持つが、結婚あるいは出産の概会に

　　　　いったん退職し．子育て後に再び仕事を持つ
1岡　　立1＝結娼し子どもを持つが、仕事も一生続ttる
（DINKS】＝結婚するが子どもは搏たず、仕事を一生続ける
【非婚就鱗｜＝結婚をせず．、仕事を一生続ける

　　MvY“二「第121rll’II生動向】‘本1別在Vd．11わがII：1独身梢の斜娼｝敗と家放観j

　　　　l．1．1立社久保蘭・人川181題研究所　L）o［）．tSl’．

から退くことを自ら希望しているということ、③男性

が配偶者の就労を希望するようになってきたものの、

やはり子育て期間叩は妻1こ家庭役割優先を望んでいる

こと、であるc、

　人生において、「子育て期」というステージが何歳

から始まるか、どの程度続くかは個人差がある。しか

し、親になる経験をした者には、ライフコース上に子

育て期聞が必ず・・定期間存在する．若い親たちにとっ

て、このステージをどのようにイメージするか、どの

ように準備するか、他．者（パートナー・家族・地域・

友人・職場の人たちなど）とどのように協力しあうか

は、家族生活の前半における最大の課題といえる。従

来のライフサイクル論における「子育て期」では、親

子・夫婦という家族内の役割関係のみが問題にされた

が、実はそれ以．ヒに、’r・k’て期のライフステージにお

ける主要な課題は、本人の仕事、およびパートナーの

仕事との役割関係調整なのである。90年代以降先進社

会では、男女とも「家庭も仕山も」を1＝1指して、家庭

責任の男女双方への割り当てと、仕事との両立の体制

作りが進んでいる。

　しかし90年代には、子育て期における家燧と仕事

世界の児童と母性　
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の調整は、日本ではまだ多くの点で「女性の問題」で

あった、．今｜11：flに人ってからll本においても、それは

急速に男女双万の問題として認識され始めた．．、その1．

つの背景は、止まらない出生率低ドであろうt／，男女と

もに働き方を見直す、あるいは、ワーク・ライフ・バ

ランスを考える、といったテーマは、実はr’育て期と

いうステージにある、就労している若い親たちを念頭

におかれたものであることは疑いない．

　子育て期の課題をめぐっては、「親（とりわけ．母親）

が子どもとどう何き合うか」から、「社会（とりわけ行

政と企業）が」午fてJV］の親をどう支援するか」という

スタンスに確実に移行し始めている，，ライフコースに

おけるr・fiて期というステージは、それぞれの若い親

にとって大きな課題であるとlii川t、iに、社会全体の最大

の課題と認1識されるようになっている．t．その意味で、

「r－tiて期」は、個人のライフコースと社会システム

の交差が、今日、もっとも焦点化されているステージ

といえる，、

4．ライフスコースの多様化と家族発達

　ライフコースとは、さまざまな役割を経験しながら

歩む生涯にわたる人生行路である、、多様なライフコー

スの選択が許容されるようになったということは、個

人のライフコースに沿って営まれる家族もまた多様で

ありうる．．．結婚するのかしないのか、rどもを産むか

産まないか、f可人産むか、∫・どもを誰とffてるか、ど

のように育てるかなど、それらは個人の人生の11標に

照らして「選択」される事柄となった．選択性の高い

社会とは、そうした選択と〔1己決定とがたえず求めら

れる社会でもある、

　しかし、どのような選択であれ、それは個人の以前

の経験を踏まえて選択され、その結果を踏まえてまた

次の事態が生じる、という道筋をたどる．．社会学者の

ギデンズは、こうした関連しあう選択の連鎖を「再帰

［特集］若い親たちのr育て

的」と名づけた。つまり、ある経験が個人の内面で評

価され、その評価（反省や誇り）をふまえて次の経験

が起こる、というわけである。今llでは、発達もまた、

・ 方向的ではなく、他ノ∫向でtlj’塑的だと考えられてお

り、その意味では、発達とはギデンズのいう再帰的な

経験そのものの過程であるtt

　家族は、個入の発達に沿って、発達する。家族とい

うカテゴリーを構成している複数の個人の選択と瑚幣

が、次の「家族」の形態と課題を構成することになる、．

新婚朋→r一どもを持つ、という道筋をたどらない家族

の発達もありうるように、r一どもとかかわる時期もか

かわり方もさまざまでありうる。どのような形をとる

にせよ、若い．親にとって仔fて期というステージが充

実したものであれば、その経験が、親にとってもr・ど

もにとっても、その後に続く長いライフコースにおけ

る個人と家族とのかかわりを、豊かに「発達」させて

いく基盤となるに述いない、．

参ぢ文献

岩ヒ真珠12003）「ライフコースとジ．Lンダーで読む家族』有

斐問

消水浩昭・森謙1・岩．L，’［Jop・川日凸弘都i｛2〔｝〔｝・1）『家族1了1：命」

弘文「ili：

学｝　ヒ！’｛．J朱　・Jl［山奇賢　　・・藤十］’ii：’之　㊨　要IIli’f’i〔痂（2002｝村：会Wii朽［

」1§礎シリーズ13『ソーシ・x・ルワーカーのための社会学』イ「斐闇

ジョン・クローセン〔佐藤慶・ll：・小島茂1沢）｛’LtOOOI　fライフ

コースの杜会学］〔新装版〕11［稲川大学ll｝版剖1

アンソニー・ギデンズ〔秋吉X都・安藤太郎・筒川淳也訳）

〔2005）1’モダニティと［’1　Liアイデンティティjハーベスト社

bil、｝：社会保障・人｜．｜問題研究所（20〔レ｜）「第121），｜川生動向基

本1凋在n　独身♂∫年層の糸lll婚観とr一ども観］

キーワード：ライフステージ

　加齢に応じて設定されたライフコース上の区分をいう。生

涯発達心理学をもとに、社会生活上の役割期待を加味して、

ステージこiとに異なる発達課題が想定される。ライフステー

ジには、時間の経週の中で、行為のバターンや関係が変化す

るということ、それが「発達」という概念で表現されること、

また、変化の速度や方向性は、個人の資質や、歴史的、社

会・文化的な影響を受けて多様でありうることが含意されて

いる．

13　阯界の児．L／ltt：と母’ド1…



曙園若い駄ちの子育て
r　　　　　　　　・＝一‘　一　　　　一’

　　若い親たちと子育ての現状

子育て負担感と親たち⑳生活

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ　し　だ
広殿数秋学燗科学部燗櫛1・学科助搬吉田あけみ

L

1．子育ての現状

　少子高齢社会の到来とともに、子育てをめぐる諸問

題が取りざたされているが、それらの問題を考えるに

際して、まずは子育ての現状を把握しておく必要があ

ると思われる。2003年実施の広島市在住の0歳から3

歳児の子育てr｜1の母親に対する調査、2005年実施の

広島市在住の0歳から3歳児の．r・ffて中の父親に対す

る調査、2004年から2005年にかけてt，11｜国新聞が実施

した紙．1こアンケートから浮ぴあがってきた子育ての現

状を概観してみる。広島は地理的にはll本の西剖～に位

澱する都市部ではあるが、住民の所碍や職業構成など

については日本の平均的な位置にあり、コンビニエン

スストアやファストフード産業の叩には、初物栢入の

際の市場調査地としている企業もある。よって広島の

データに過ぎないとは言うものの、現代【二1本の子育て

の現状を概観するには好適なデータであると思われる。

　子育て中の父親に対する調査で「子育てにおける負

担感」をたずねたところ、「仕事との両立」「時間」

「しつけ」「金銭面」に対して4割程度の人が負担に感

じていた。これに比べて母親に対する調査では、「し

つけ」「体力的な負担」「時間」「金銭而」に対して過

半数の人が負担に感じていたΩ「しつけ」については、

回答者の74．4％にあたる専業主婦の56．9％が、それ以

外のいわゆる外で働く女性の52．9％の人が、負担に感

じていた。「体力的な負担」については、専業．．i衡｝の

63．8％、働く女性の77．8％の人が、「時問的な負担」

については、専業主婦の60．9％、働く女性の74，1％が

負担に感じていた。1：1常的に母親が『子育てに対して大

きな負担を感じているということであろう。また、働

く女性に比べて専業並婦に「子どもの友だち作りの負

担感」などの精神的な負担感がより高いという傾向が

見られた。専業での子育ては、体力、時聞などについ

ては働く女性より余裕があるが、その一方で精神而で

の束縛感はより強いということが言えよう。

　実際の家事・育児の担い手もほとんどが母親であ

り、それは働く母親の場合にも同様の傾向にあった。

それに対して父親は、家事については参加意欲もあま

り見られなかったが、子育てについては参加する意欲

はそれなりに持ってはいるものの、実態はその意欲と

はおよそかけ離れており、全ての年齢層において母親

がひとりで家事も育児も担い、悪戦苦闘している様子

がうかがえた。

　父親に対する調査では、生活費の稼ぎ手は、8割以

上がほとんどもしくはすべて夫であった。「男は仕事、

女は家事・育児」という性別役割分・業観が根強いこと

が再確認された。しかし、育児に関しては父親の休日

日数が多いほど、父親の参加率が上昇しているものも

あり、父親の育児不参加の背景には、父親をとりまく

過酷な労働環境が見て取れた。父親の・一日の労働時問

は、　8］i寺U；Sjユリ、一ヒ1011寺IIIS来満力寸36．7％、　1011寺川」以」二12
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ll寺間未満が28，0％、12111…問以ヒ1’ll1判1｛保満が165％、

1イ時間以ヒも5，1％にのほっており、乳幼児の父親で

あるにも関わらず、労働にル活の大部分の時間を費や

している状況が見られた，

　母親が人にil“われていやだったバ襲・うれしかった

↓波をたずねた結果は、数1‘1：的には、1一われてうれしか

った1決のll‘1答の方が多かった．いやだった1添の発

バ者は、攻母が3割近くを占めていた　続いて一番身

近であるはずの夫からのぼ菓が多かった　いやだった

1「染のじな内容は、「育て方に対しての」卜雑・口出し．1

「r・どもの成長・発達に関すること」であった．．親族

からの心無い・‘．i’で深く傷ついている母親の様r一も見

られた　看護師、医師などの1川nl職からの1決iのll1に

はドクターハラスメントではないかと思われるような

1漢もあった「うれしかったぼ菜は、友人や夫からの

ば莱が多かった、．うれしかった，「葉のじな内容は、

「r・tfてへの共感と励まし」「∫・どもと親への賞賛」で

あった　地域社会のIl1で何気なくかけられた・、1で救

われたという経験もつづられていた、．親の年齢が若い

場合には人生経験も乏しく、周りの他者の意見や励ま

しの㌦える影型；はより人きいと思われる．ぼ莱は癒し

の道具にもなりうる反lrll、相r一にイlll当なダメージを∫♪

える凶器にもなりうる、特に若い籾に対しては入生の

先借たちが暖かい1漂がけをし、礼会の構成貝全Uで

次代を担うr・どもたちを育てていくべきである

　中国新聞の紙ピアンケートからも前記の父親、け親

訓査と同様のr育ての実態が認められた．．中国新開の

紙ヒアンケートから浮かびあがってきた∫・育て環境を

　・t．「で衣すとするならば「母親の孤1’tl．1である．．地域

から孤、フ1し、親族ネットワークからも孤、ン：し、家庭内

においても夫との協力関係もうまく築けず、ひとりで

1’・育てにおわれている様∫㌘がうかがえた

　紙1’．アンケートには、flr　tiの姿勢を川う意見もllt：tl

った　「」t’ども・r・育て応援プラン・1も施行され、い

［．特集］若い親たちのr－tiて

よいよ企業の育児友援に則待がかかるところではある

が、アンケートや調Wの結果から見えてきた1：“＃の希

望は、5川昌1程度のわずかばかりの父親の育児休業よ

り、ll々の残業の問題であったり、　r・どもが病気の際

の緊急対応であったりと、どれもごくごく日常的な要

求であった．山親ともに働いている場合には、それな

りに育り己休業や看護fイく1暇などをやりくりして対応して

いるものの、むしろ導業お母さんが困難な状況にある

ことがわかった．㌧1∫業お母さんの場介に、母親自身が

病気の際にもひとりで病児と向き合って、あるいは健

康児と病児のふたりを抱えて、母親がひとりで右往左

往している様∫・がうかがえた．、‘よって、現在は片働き

の場合でも、白業で∫・育てを担っている人の有無に関

わらず、r・どもの肴護のための休暇が取得できるとい

うことなどの情報の提供を、企業や行政などから積極

的にしていく必要があると思われる．

　特に親の年齢が若い場合には、労働の場における地

位もト分には確、フ1しておらず、休暇が取得しづらい傾

向にあると思われる、，しかし∫・どもは、そのカップル

のr・どもであるとIlr川」に社会のr一どもである，子育て

のための休1似を誰に気兼ねをする必要があるだろうか．．

2．児童虐待の防止

　2〔〕04年に広劫県の保育所を対’象に実施した「家庭

における児革：虐待に関する調査」の結果、「このイト

間に何らかの虐待に気づいたことがある」との川答は、

44．1％にのほった．．「罵倒する」が34．4％、「暴力をふ

るう．1が31．2％、「食事を’」・えていない」が19．1％、

「無視する1が1＆8％であった　IJ口害者と見られる人

は実母が・番多く672％、ついで実父が2（L7％であっ

た．．特に虐待の頻度がtl’：iいもθ）や虐待朋問の長いもの

に実母や実母を含む1”ijxxらによる虐待が多かった．　l　l

常的な∫・育ての役割をiモに母親が担’）ていることの結

果であると思われる、、しかし、被川内容によ・〉ては父
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［特集］若い親たちの子育て

親による虐待が日立ったものもある。「子どもに暴力を

ふるう」については、かなりの頻度で父親も荷担して

いる状況がうかがえたm虐待・事例が発生した家庭の内

訳は、r・どもと両親の家庭が半数を占めていたが、ひ

とり親家庭での発生も多く、阯帯数全体から考えれば

ひとり親家庭での虐待発生率はかなり高いと思われる。

　本調査においては親の年齢、職業、収人などは聞い

ておらず、本調査結果から親の年齢や家庭の経済状態

などと虐待との関係を議論することは難しいが、ひと

り親家庭の経済状況が厳しいことはよく知られている

ことであり、親の経済状況と虐待の関係については．・

考の必要がある。新聞などにおいても、経済的に厳し

い若い親による虐待事例が報道されているu例えば

2006年に豊川dfで発生した虐待死は、ともに無職の23

歳の父親と24歳のIV：親による虐待の結果であった。

労働市場の構造改革が進行していると言われてはいる

ものの、まだまだ年功賃金制が根強い日本社会におい

て、若者の経済環境は厳しいことが考えられ、またむ

しろ近年の労働市場の変化の結果、若者のフリーター

化や契約社貝化が進行し、若者の経済的な環境はより

いっそう厳しい状況にある。子育て環境の改善のため

には、経済的な援助は勿論必要なことであるが、短期

的な援助にとどまることなく、社会全体の労働環境な

どから根本的に見直していく必要があると思われる。

3．個別のニーズにあった支援の必要性

　虐待をとりまく社会的な視点は、杜会経済的な問題

から「どこの家庭においても起こりうること」という

ような視点に変化しつつある，，しかし、どこの家庭に

おいても起こりうるとは言うものの、それぞれの親や

家庭が抱えている杜会経済的な問題が大きければ大き

い程、より問題も深刻化するのではないだろうか。虐

待を親の心の問題として処理する傾向が咋今ではよく

見受けられるが、われわれは社会的な動物であり、よ

llt界の児簾と母性　16

ってその心の問題も社会の環境によって負担になる場

合とそうでもない場介がある。経済的に厳しく、情報

もあまり届かず、孤独な子育てを強いられているよう

な層に対して、よりいっそうの支援が必要である。

　18歳人1．1のほぼ半数が大学などの高等教育機関に入

学する現代社会において、10代や20代前半の親たち

の中には、親となる覚悟や準備が十分ではないまま、

親となった人たちもいる／）学歴が低い場合には高収入

も望みにくい。つまり、若い親たちは、親となる心の

準備や経済的な準イll「｝が不卜分な場合がある。それらの

若い親たちのニーズにあった支援が必要である。

　前記の母親調査の結果、母親の年齢は20代後半か

ら30代に集1「1しており、20代前’P未満の若い母親と

40代の母親は少数派であった。人口動態統計からも同

様の結果が読み取れる。少数派は、大衆社会において

は無視されがちな存在である。ある程度の年齢であれ

ば経済的な問題はそれほど大きな問題ではないだろ

う。がその一・方で、前記の調査においては「しつけ」

などの負担感は40代の母親に高かった。若い親と高

齢の親とでは、おのずからその経験も違い、求めるも

のも違う。少数派に対してもそれぞれのニーズにあっ

た支援を検討する必要がある。前記の調査結果からは

母親の就業状態や就業スタイルによっても負担感の差

異が認められた。よって、．一・律の経済的な援助のみで

なく、それぞれのニーズに即した援助の方法を検討す

る必・要がある。

4．子育て支援から子育ち支援へ

　少子化対策の一環として、政府は少子化社会推進会

議を設け、2006年5月には§Ul“1委貝会が報告書をまと

めている，、この報告書の中にも経済的な支援のみでな

く、「働き方の見直し」や「地域や家族の多様な子育

て支援」が盛り込まれている。しかし、これらはあく

までも少子化対策としての子育て支援にとどまってい



る、，∫・どもたちの人権の保障から導きだされるべき支

援は、このような」’・育て支援にとどまることなく、子

どもたち1”iJi’の育ちの場が確保されるための」㌘育ち支

援である，　／t勿論親などに対する子育て支援が充実すれ

ば、親からの虐待などによる．r一どもの人権侵害などは

減少すると思われる．、よってr育て支援は当然必要な

施策ではあるが、本来的には、子どもたちの育ちがト

分に保障されるような環境を終備することこそが必要

である、、子どもたちが、自立・ドニlf］tした制：会の．・人前

のメンバーになることができるようなf一育ちの環境の

整備が必．要である、、

　現代11本杜会においては、子育てがf’どもを育てる

ことにつながらず、．r一どものお世話をし続けることに

なっている感がある。前記の調イビにおいても母親のr一

育てに対する鮒1．｛感が高く、特にLV　・me－’k婦層において

は精神的な負担感が多かった、つまり、∫」育てを専業

としている1ぷ業お母さんにとっては、∫・どものしつけ

がひいては∫一どもの通信簿が母親の評価に直結してお

り、さらには白分白身のアイデンティティにもつなが

っている，，そのような状況においてはr一どものnlhな

発育は望めない、、．r一どもr｜身の育ち、発達を保障する

ような支援の方策を検討する必要がある．特に若くし

て親になった人たちは1”［分白身のアイデンティティが

未確立な場合が多い。であれば、ますますrl分の存在

証明のための子育てに向かうことが杉えられるt．親の

ための子育てではなく、r一どもたち白身のためのr－ff

てこそが、∫こ育ての本来の姿である、、

　少r・化対策として．r育て支援が検討されている’方

で、別歳以ドの年齢層の人Il妊娠中絶尖施率は増加傾

lf‘1にある、、’ド成15年度の人．．1：妊娠lll絶実施率指数は、

平成元年を100とした場合、全年齢では75であるに

も関わらず、20歳未満は］95、20歳から24歳以ドは

lO4である、、つまり、妊娠したものの親になることがで

きない人、親になることを望まない人が、若い年齢層

［特集1若い親たちのF育て

に多いということである。この背景にも、若い親たち

の子育て環境や若い親の子どもたちの子育ち環境の厳

しさがあると思われる。家庭のみならずひろく祉会で

．－r一どもを育てていくという意識が浸透していけば、若

い親たちの子どもの育ちの環境も改善されていくであ

ろう，，

　親たちにr・育て負担感が高く、親たちの生活がとて

も厳しい事は見てきたとおりである．、それらの負担故

の児肋、旨待も垣間見られた、，従ってr・どもたちの育ち

を保障し、人権を擁護するためには、親に対する．r・ft

て支援はもちろん必．要なことではあるが、それだけで

はなく、親たちだけに．子育ての↓’乏任・負担をSllし付け

ているような現代杜会の子育て意識を払tj’“していく必

要がある、，
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国園若い親たちの子育て
　　　　　　　三一一一一一．一
　　若い親たちと子育ての現状

　　　　　　　　　　　　　　こ　う　の　み　　よ　こ

河購鰍科クリニ・ク随河野美代子

1．はじめに

　ユ0代の妊娠の増加が社会聞題とされて久しい。

厚生労働省、母体保護統計（平成ユ3年まで、暦年）

並びに術生行政報告（平成14年から、年度）によ

ると、20歳未満の人工妊娠中絶率は、表1のご

とく増えつづけたが、平成14年度から、やっと

減少に転じているc，また、表2のごとく、未成年

の出産も少しずつふえ続け、平成15年、わずか

に減少に転じている。また、年間50人近くの14

歳未満のllMkがあることも注目される。

　当方のクリニックにおいて、開業以来10年間

〈表1＞人工妊娠中絶件数および実施率の年次推移
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〈表2＞出生数・出生率（年次×母の年齢階級別）
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に計L109の10代の妊娠があった。その転起を表3に

示す。結果が判明しているものの78．1％が人工妊娠中

絶を受けている。出産は16．6％。自然流産は5．2％。

子宮外妊娠5例。胞状奇胎も1例あった。全国的にも

ユ0代の妊娠のほぽ75％は人工妊娠中絶であるとされ

ている。

　　資料：表1’2とも厚生労働省統計情路部「平成15年人ロ動贈統計」

〈表3＞10代の全妊娠の転帰

　　　　例数　　　不明を除いて
人口妊娠中絶　　760例（68．5％）（78．1％｝

出産　　　　　　156　（14．1％）（16．6％）

自然流産　　　　　51　｛4．6％）　（5．2％）

子宮外妊娠　　　　5　（0．5％）

胞状奇形　　　　　t
不明（転院含む）　136　C12．3％）

計 1，109例

資料：

河野産樹人科クリニック
（1990，‘1．19～2000、11ne｝

2．産むのか中絶するのか

　若い女性が妊娠した場合、それも若いほど、出産を

希望することが多い。まだ社会性に乏しく思考力も十

分でない時、ただ「赤ちゃんを殺すのはいや」「中絶

したら、不妊になる」などの理由で産むことを主張す

る。児を育てるには、どれだけの労力や経済的負担が

かかるかなどの思考が脆弱である。「かわいい赤ちゃ

んがやって来る」というような夢物語ではなく具体的

な生活そのものなのだということを、周囲の大人たち

は分からせなければならない。

　そのためには、彼女にしっかりと寄り添うこと。10

代の妊娠は、自ら望んでのことではなく、思いもかけ

ない事態にとまどっている場合がほとんどである。そ

んな時に、「まさかこんなことをするなんて、信じて
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たのに．．裏切ったのね．1などと、親によっては、了・ど

ものケアというより、ド1らの感・情をy一どもにぶつける

場合も多い．．それにより、さらに彼女たちの心を傷つ

ける．また、そのような大人の反応が」二測出来る1ほ、

彼女たちは人入に話すことをためらい、そのために受

診が遅れ、結果的に1卜期ll」絶となったり、法的に中絶

の時IUIを過ぎてしまい、やむをえず川産しなければな

らなくなったりする．親としては、我が家の・Jc　’］　i一で

はあるが、何よりも我がr一と共に彦える姿勢が必要で

ある　＊ll　r・でしっかり話し合い、結論を川すこと　後

の親∫・関係や傷心のケアを考えると、本人が納得しな

いのに、強引に大人たちが結諭を出し、りtを進めては

ならない．

3．中絶を決心したなら

　竿者は「中絶は産めない妊娠をした女性の救済策と

してあるもの」であり、罪悪感を持ってrl分を責めるこ

とのないように気配りをする、．また、不妊になるので

は、と恐れる9’には「その心配はめったにないことだけ

れど、そのためにもちゃんとした堕うし方をしましょう、

でももしそうなったなら、その時にはちゃんと治療をう

けましょう」と梢神的な負担の軽減に努める．．

　当ノ∫では、今は中絶の前後のケアのみを行っており、

r・術は近くの信頼できるドクターに依頼している、r・

術の・週問後に’LVJ’に来院させ、体のli，］復のチJ・ック

とともに、必ず今後のことを尋ねる　中絶直後は傷心

である故、今後のi；1ち”dl：りに向けて．「大丈人？学校

にはちゃんと行ける：elとか、［たいへんだったね、、

でも、これで終わったからね、．後は早く元気になっ

てIJなどの声かけを必ず行う．もし、何かトラブル

をり1きずっていれば、その川…に訴えが川るので、共に

対『策を考える．．また、相Pの男性とはこれからも付き

合うのか、別れるのかを必ず尋ねる　’iViのデータで

は、10代の妊娠の中絶後に川子と付き合いが続くと

［特集］若い親たちのr・tfて

答えた者が760人‘1‘559人、73，6％中絶後も相．r一と

の付き合いが続くことが多い，付き合いが続くのであ

れば、性交はするのか否か、本人は本心はどう望んで

いるのか　多くは「もう、しばらくしない」と答え

る．，しばらくとはいつまでなのか、共体的な確認．そ

して、もしするのであれば、では避妊は1これまでの

何がいけなかったのか、今後はどうするのか、，通り

遍でなく、具体的に避妊の指導を行う．．，さらに彼はど

うぼっているのか、彼にどうiモ張できるのか．、彼との

関係性の見直しも含めてしっかりと話しをする．「も

う性交はしない」と言いながらも、すぐに次の妊娠を

して来る等の1“、：い経験から、私は、ll　1’r・との付き合い

が続くのなら、また性交をするかもXllれないと捉え、

指導した方が良いと考えている／．、人に］lr絶なんて一・回

切りで1’分、，：度と繰り返さないと決心することが，Z

ち直りのために何より必要である．

4．出産を望む場合

　10代の川産、子育て、家庭を作るのに必itl”なa．）は、

・．

1．何よりも1人の強い意志があるかどうか，t特に男

性の意志は本物であるか否かの見極めが必要である．，

近頃の若い男性は、　’見優しく、「体のために悪いか

ら、産んだ方がいいよ」などとぼったりするのだが、

では、本当に経済的にもちゃんと支え、　1人でr育て

できるのか、と迫った1日…、やっぱり無理だとなりかね

ない．

，e．‘経済的にはどうか，．若いと経済的には貧しい．そ

れをII’1にせず乗り越えられるか。例えばローンを組み

高価なil・：を持ちたいと願う場・合などはまずr・育ては無

理である．．．どこにf’1三んで家賃はいくらか、生活費、電

気、ガス、水道、食費はどれくらい？出産の費川は1

そして、何よりも誰がどこで．働いて、いくらお金が頂

けると思っているの？というような経済的なことも含

めて、］’・tiては生活そのものなのだということを実感
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〔特集］若い親たちの子育て

しなければ困るc何とかなるよで川産し何とかならな

かった時には、幼い命が懸かっていることであり、大

変なことなのだと、これらの問いかけと検証を誰かが

しなければならない、t

③　子育てを兇守ってくれる大人が身近にいるかどう

か。カップルのどちらかの親など、子育てを支援して

くれる人が身近にいれば、安心である。いない場合に

は、何かあったなら、当方に相談に来るように、共に

考えることができるから、とよくよく伝えておく。ま

た、それだけでなく、地域の保健センターに家庭訪問

を密に行って戴くように、という依頼などを本人の了

解を得て連絡しておく。

④　学校に通学している1｜寺には、学業をどうするかも

課題である。小・中学生であれば義務教育にて学業の

継続は可能であるが、高校の場合、湘難なことが多い。

が、筆者は将来的な職業選択のためにも高卒の資格は

取っておいた方がいいと考えている。そのために、ど

んな方法があるのかc，たとえば、学校を休むのは最短

にして、IILく学校に復帰すること。これは、出産後の

育児に協力してくれる人がいる場合、また、子育ては

できず児を養子縁組みで手放したり養護施設に預かっ

てもらうような場合には可能である。白分で子育てを

する場・合には、保育所に児を預けられるようになるま

で、登校は不t1∫能である。その場合には、保育所が併

設されている通信高校などへの転校が必要となる。当

方からも簡｝Pに学業をあきらめないようにこれらの情

報を提供する。

　当院において、10年間の統計の内高校1－kの妊娠は、

393。うち、35の川産があった。このうち30人が高卒

の資格を得ており、高校を中退した者は5人のみであ

った。彼女たちにも「これまで取った単位は有効であ

ること、いつかまた苅校に復帰したいと思ったなら保

育所付きの通信高校に編入することも可能であるか

ら」などの情報も必ず知らせておく．、
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　若年の結婚、出産は離婚が多いと言われるu竿者の

接して来たケースでも、確かにそうであると言える。

もしも二人の仲が破綻した時には、子育てには社会的

支援も含めて、大人の知恵を借りることが大切である

とf云えておきたい。

5．育てることが出来ない出産の場合

　受診するのが遅れ、初診時すでに中絶不可能であっ

た場合、また二人で川産を決めていて、その後二人の

仲が破綻して、でも出産しなければならない場合、こ

れらが最も精神的苦痛は大きい，児をどうするか。自

分の家庭で親と共に子育てができないか。児を養護施

設に預かっていただいて、時々会いに行き、自活でき

るようになったら、引き取って育てるか、など、いろ

いろな例を川しながら当方や保護者と共に考える。が、

あくまでも、本人の意志を尊電したいe白分で育てる

ことができず、養子縁組などで児を手放すと結論を出

した時、自分のお腹で育て、苦しい陣痛を乗り越えて

産んだ子と別れると言うのはつらい。川産の前後、肉

体だけでなく、精神的な苫痛に対してのケアが必要で

ある。

　筆者は、これまで．二人の小学生のll｝産を経験してい

る。お腹に傷が一’生残る故、帝「E切開はしない。陣痛

には、硬膜外麻酔による無痛分娩をする。児の頭が出

ると同時に母体に麻酔をして眠らせて、児の産声は聞

かせない、等の配慮をして来た。

　学業中の者は、学業の中断を最短にし、かつ人に知

られない11夫をすること。・一・時的に住民票や｝ゴ旅の移

動などをする場合も多いが、小・中学生の場合、義務

教育で転校手続きをどうするかなど細かく気を配らな

ければならない。加えて、できるだけ早くの心身の立

ち直りへのケアを具体的にサポートすることが必要で

ある。
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6．おわりに　性教育の充実を

　中絶にしろ、川産にしろ、困難を伴う若く1三の妊娠で

はあるが、大人たちは、これで彼女の人生が終わって

しまうような対応はしてはならない．．．本人が納得して

川した結論を尊爪しながら、前向きの支援を行いたい．．t

そもそも若年の妊娠は「．無知」のもたらすものである、、

多くの者は、「まさか妊娠するとは思わなかった」「11一

か・）た」などとぼう、これは、性交イコール生殖であ

る、避妊はfjti　tifi．な物ではない、などとしっかりと教え

ていないk人の責任であると考える．

　また、いまだに大人遥の中には、若年の性は、　部

の家庭的に問題のある愛情に忠まれない寂しいr・、川

会い系サイトや援助交際、薬物を伴ったり不特定多数

プで生徒会の役貝

っていた．、彼は、あるスポーツの県代衣で、推薦で高

校に進学することが決まっていた　もう臨月でそれも

r・宮l／1が聞きかけ、今にも生まれそうとなって初めて

来院したf”は、受験があるとばった、それも、ある超

1雛関校の医学部を受けるとばい本’1iに驚いた

　参考までに、当院での10代の妊娠の相f”のリ］性の

年齢別1勺1沢と」旅．業別」内i沢を図1、2に示す「妊妨ミの相

f’の男性は圧倒的に社会人が多L㍉

　十者は、義務教育の内に避妊まで含んだ性教育が必

要であると訴え続けている　現在の指導要領では、性

感染症は叩学のカリキュラムに入っているが、避妊は

家族［i1－画として白．校で教えることになっている．川会

には、興1床本位の性工h‘1報が溢れている　高校でである

と、いい加減な知識ですでに実行してしまっているも

のがいるttまた高校に行かない者、中退する者は、こ

れらを全くIEしく学ばないまま、1！：会にfli、性を実行

するようになる、．知らないまま実行することの悲しさ

を筆i者はいやというほど見て来ているからである．、

　キーワード：性教育

　一人でも生きられる、二人で生きると、もっと楽しい．．t体を科

　学的に知ること、命について考えること、人間関係（コミュニケ

　ーション）のつくりかたを学習すること、さらに、人として生ま

　れ、人として生き抜くための人権感覚を喪うこと。それらをくる

　めて生きる力を付けるのが性教育である．、垂本は、科学、人権、

　自立、共生に根ざしている。今、セックスの仕方を教えることと

　誤解した人々による反対識が強く、実践が後退しつつある。

と、と非行として捉えているノiが少なくない，、

が、当ノiでは、吻親そろった、家庭的に何の

問題もない、学業も優秀な少女の妊娠は珍し

くない。中2の少女の人1：中絶のllの手ll談を

していて、「その［1は卒業式で在佼生代去で

送辞を読むことになっているから無理．」と言

ったj㌧，叩：同i：の妊娠、彼女は強く出産を

望むも男性側の拒否で中朋中絶をしなければ

ならなくなった∫・彼女は成績が学年のトッ

　　　　、将来教師になりたいとの希望を持
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若い親たちと子育ての現状

’

　　　　　　結婚式の役割と重要性

一一
若年結婚・で遷ちゃ’！：1，た婚⑳裏i情

　　　　　　　　　　　　　　　　　あ　　ペ
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1．はじめに

　ウエディングプロデューサーは、個人的事情に介入

しないようニュートラルな立場を意識して、一組ひと

組に対応するのが基本である。私はこの仕事を始めて

25年になるが、四半世紀関わり続けると、結婚式はそ

の時代によって変化し続けていることが分かる。結婚

式のあり方が変わる要因は、カップルのニーズが変化

すること、親の考え方が変わることなどが挙げられる。

1、2年というような短い期間では理解しづらいが、

25年前から現在という長いスパンで振り返るとその変

化を顕著に感じる。

2．結婚式に対する意識の変化

　仕事を始めた80年代初頭、子供の結婚はその家庭

の一大行事であり、大きな節1ヨとなっていた。現代以

上に非日常感が強かったのである。準備にいたっては

「何をおいても！」という特別なポジションにあった。

料理が上手くなるため、作法を身に付けるため、花嫁

修業という目的を持ってスケジュー一ルを着々とこなす

ことは一般的であった。縁談がまとまった段階で仕事

を辞め、準備一筋という人が大半。ましてや、仕事を

続けながら準備をしていたりすると、彼女はがんばっ

ている、と感心・されたりしたものだ。ところが、90年

代に人ると、結婚しても子供ができるまでは仕事を続

ける花嫁違が、特に都市部に増えはじめた。仕事と結

婚準備を両立する時代へと変化したのだ。花嫁修業は

就業ll寺聞後のおけいこ事に通うなどして、　El常生活に

差し障りなく進めることが可能となった。

　その後、離婚することは、社会的にそう大きなダメ

ー ジを与えない、受けない、特別扱いもされないし、

しないという風潮が現れはじめ、婚礼禎ρ情は大きな変

化期を迎える。理解しやすいところでは、親が準備を

している子供に、控え室で伝える話しの内容が変化し

た。「何があっても生涯添い遂げなさい・…T・」という

結婚そのものへのエール、社会人の先YIEとしての絶対

的アドバイスではなく、「t－一度しか無い自分の人生を

大切にしなさい」という保護者としてのサジェスチョ

ンや、．一一個人の意見へと移ったのである。何かあった

ら無理をせず相談しなさい、とアドバイスをする親と

それを聞く子の会話に何度か接し、親子のスタンスが

随分と変化したものだと思った。こういう変化の現在

進行形のひとつに“できちゃった結婚”もあるのでは

なかろうか。

3．妊娠そして結婚へ

　若年結婚の場合、8割強のカップルは妊娠がきっか

けとなり結婚式を行っていることが国民生活白書の統

計でも見ることができる。ごく最近までの「できちゃ

った結婚」へのイメージとは、家族は操め、いざ結婚

式を行う際には、恥ずかしい、順序が逆だと人が思う
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といった理川で、極力妊娠を公表しないことを親は希

望したものである．，ところが、ここ数年、婚礼業界側

は「おめでた婚」や「授かり婚」といった別のネーミ

ングを定着させ、特別珍しい事では無いとアピールし

てプラス志if）1で捉え、披露宴の席等でさらりと参加者

に伝える結婚式も、最近よく目にするし聞くことも多

くなっている。

　社会的に昔ほどのプレッシャーが無くなったとはい

え、当事者の家庭に於いては、かなりの葛藤を経たう

えで、親は強引に納得している現状が見て取れる、，す

べての親達が、心底これで良いと思っている訳では無

いのは、今までの慣例を鑑みると当然であろう。どん

な親も事実を告げられた時は狼狽し、心の動揺は怒り

や落胆、そして諦めへと変化する。花嫁自身は結婚す

ることや子供の親になる責任など、何年も先のことと

思い現実視していないことが多い。まして花嫁が10

代ともなれば、親の社会経験も浅い。そんな温度差の

ある考えが交錯し淀んだ時間の中で、お腹の赤ちゃん

はU々成長している。

　結婚式を挙げるとなると、差し迫った中で’慌ただし

いスケジュールをこなさなくてはならない，、　・般的に

そういった場合、ウエディングプロデューサーは川産

F定日から逆扮：して、結婚式のll程を提案する。出産

後赤ちゃんを含めて披露する結婚式もあるが、多くは

出産前のベストタイミングを選んで行う。つわりが激

しい妊娠2、3ヶ月「1や、お腹のH立つ6ヶ月以後を避

けると4ヶJi、5ヶ月の頃実施する例が多い，，一般的

な結婚式の準備であれば、短くても3ヶ月程かけて進

めてゆくものだが、妊娠を確認して安定期間内で結婚

式を行おうとすると、実際には1～2ヶ月。3週間のス

ピード準備という実例を聞くこともある。プロの乎を

借り体調を考慮しつつもテンポ良く準備を始める。　・

日．スタートすると空気の淀みも少しは鱒らぐというも

のの、楽しいはずのウエディングドレス選びも制限が

［特集］若い親たちの1一育て

“

遥

町二

已

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イメージ

あり、　・緒に選ぶ親は複雑だと心情を吐欝されたこと

もある。相予側からの紬婚の申し人れが後になる事も

多く、両家の闘整も努力が必要である。“お腹の赤ち

ゃんの為に“という共通の納得1掛iljから始まった人間

関係なだけに、阿家則で円滑なコミュニケーションを

築くのは困難である。

　また、若年結婚やできちゃった婚が、いわゆる一般

の結婚と大きく述うポイントは、費川に関して誰がイ

ニシアティブを取るかという点ではないだろうか。経

済的に肉立を始めたばかりの才’μ1功ップルに対して、

しかも｜1の前に川産、養育という未来が見えている以

［：、結婚に関する料金の支払いを全Tnl的に花婿花嫁が

負担するケースは希である。たとえわだかまりや意見

の相述があっても、手際良く準備を進めてゆかなけれ

ばならない以ヒ、現実的な料金負担は、親の経済力に

頼ることが多い。

　私は、ごく最近、前述した内容に似た結婚、そして

花嫁と親の思いがぶつかり合った淡密な関係を身近に

見て、体験したe

　その家庭の1il‘i親は、短’大を卒業したばかりの娘から、

思いがけず妊娠の’］f実を告げられた。心の準備も無い

Jlliで、夢に描いた・人娘への轍昏の望みが瞬時に崩れ、

深く悩み、相千に怒りをも感じたという。若年結婚、

心の準備不足と人生プランの危うさを考慮した父親母

親の意見、それでも川産し子供を育てるという娘の希
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望。簡単に結論は川ない。話し合いは平行線のまま、

時間だけが流れて行く。娘は産婦人科の検診を一人で

受けに行き、早い時期にエコー映像で赤ちゃんを視認

し、その画像を大切に持っているe既に、母性は日毎

に強くなっていった。親が反対’すれば、それは即ち、

お腹の子供の命を否定することと同じだeそんな惨い

ことを私の赤ちゃんになぜ言うのか……と泣いて抗議

する娘。1ヶ月以上そんな日々が続き、家庭の空気は

孤くなるばかり。その段階で、娘の相乎が親へ結婚の

許しを求めに訪れた。ここまできたら、もう結論を出

さなければいけないと頭で判っていても、感情は簡‖i．

に変化しないと親は言った。親は自分を納得させる為

に、他人の事例、それも自分たち以Lに条件が満たさ

れていない話を聞いて、なんとか考え方を広げようと

した。結婚に対する意見の違いがあまりに大きかった

ため、関係を断絶して婚前川産し、その後強引に婚姻

届を提川した子供と親の話。この話の親は、断絶は・．’

時のことで、いつの日か仲の良い親子の関係に戻るも

のと考えていた。しかし10年以ヒ断絶が続き、同じ

土地に暮らしていながら今でも他人のような関係とな

ってしまっているのだそうだ。その実例を聞かされた

件の両親は、たった一・人の娘との断絶を恐れ、娘の選

ぶ生き方を理解しようとする努力を始めたのである。

考え方を少しずつ変化させるにつれ、今まで・’緒に音

楽を聴きに行くことなど無かった母と子が、胎教に良

いからと誘い合ってモーツアルトのピアノ演奏会に出

向いたという。

　けじめだけはつけておきたいという娘の願いを両親

は聞き入れ、妊娠5ヶ月の安定期を選んで挙式だけ先

に行い、その日に入籍をする事にした。披露宴は川産

後、子供が1歳の誕生Flを迎える頃に改めて開こうと

話し合いをし、身内だけで挙式当1．1に食事会という形

で先方の家族とも顔合わせをしたe挙式と食事会を執

り行うことで、親子ともに社会的なけじめを大切にす
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ることができたと振り返る。

4．挙式の意味と価値

　娘にとっては夫婦になる、そして母になるという社

会の合意を必要とする現実への第．一’歩を、挙式という

形で踏み川せたのではないだろうか。経線はどうであ

れ、1“　U　i‘i一任のもと人生の判断をしなくてはならない

生活を始めるには、そのスタートがしっかりしている

ということが大切だと、私は今まであらゆる場所で唱

えてきた。白分の意見を貫くことに我を忘れるほど激

高していた娘が、挙式という時問と空問に身を投じる

時、幼くも母性を感じさせる花嫁になっていった。私

は、改めて結婚式、とりわけ挙式が持つ、人生のター

ニングポイントを作るパワー、人間関係をフラットに

してくれる懐の深さに感じ入ってしまった，、今から先、

娘の人生に起こりうる様々な困難に対しても、こうし

て挙式というスタートラインを親と超えたという記憶

があれば、SOSをIBしやすいのではないだろうか。こ

れこそが、できちゃった婚で花嫁が得られる「本当の

価値」ではないか。

　では親にとって挙式の価値とはなんであろう？

　「若いとはいえ、子供が決めた人生は自己玉旦ζ任のも

とに踏みtliせば良い」、「所詮、親子といっても別々の

人間だ」という意見もあるが、そんなに個人主義的に

親子関係を捉えることができるだろうか？　加えて、

親は結婚生活の先輩であるだけに人生の先が読める。

若い二人は、今は浮かれているから見えていないだろ

うが、きっとこんな事態に陥る日が米るのではないか、

と案じるのであれば、子供から疎んじがられても、未

来の可能性を教えることは親の貨任であり、義務では

ないだろうか。

　別人格である子供の人生観を理解し前途を広げてあ

げようとすることは大切である。それとともに、親と

しての考えと倫理観を子供に遠慮なく伝える必要もあ



るのではないだろうか。切り杯えとバランスが非常に

難しい．：つの考えだが、その架け橋となるのが挙式で

ある．1、そして、その架け橋を得られることこそ親が感

じてほしい挙式への価値なのである。

　私が提川する挙式には、親による「祝福の確認」と

いうプログラムを盛り込むことが多い。これは、挙式

の中で両家の親に、新郎もしくは新婦という義理の’f・

供が増えることを祝福し喜んで迎えることができるか

の確認である。結婚を決める、配偶者を選ぶといった

ことは．f・供たちの個の・1張や権利だろう。　r一供たちの

強い希望がある限り、経済力や妊娠という事実が存在

しても、絶縁を望まないのであれば親はどこかで納得

し折り合いをつけなくてはならない，ttしかし、諭理的

に頭のrltでは整理できても、心理として納得するのは

難しい、、了・供たちの個のi三張と権利を受け人れたが、

親の．i端と権．利を発する場がないからだ。だから「祝

福の確認」が大切だと考える。確認により、親もr・ik

の選んだ道を認め、白分たちの意志で送り出し、新し

く家族となる存在が増えることに責任を負うのだと感

じることが出来る．，挙式とは、親にとっての子育て卒

業式でもあり、．f’ttと歩んだ年月を再確認するタイミ

ングなのであるe

5．赤ちゃんへの祝福式

　また、自社述営の婚礼施設では牧師による「赤ちゃ

んへの祝福式」も行っている、、私自身の夢で、大分の

会場では開業以来続けているt：．内容は、tifくからどの

家庭でも習慣になっている「お宮参り」に近く、化嫁

花婿の挙式を司った牧師のもとで：人が響いをたて、

祈りを受ける，．搾いとは、子供を授かった事に感謝を

して、しっかりと育ててゆく親としての覚悟の押い，、

祈りは、赤ちゃんが元気で健やかに羽ばたけるよう神

様の祝福を願うものである、、短い11；！lllVではあるが一’組

ごと1’寧に執り行い、大変充実した雰囲気が感じられ

［特集］若い親たちの子育て

る。時には、祝福式を受ける家族のベビーカーが並ぶ

ほほえましい光景に出会えるのが嬉しい．／，

　若い夫婦は人生の節目となる行事を積極的に取り入

れないように見えるが、実際の新郎新婦を見ると一・概

にそうとは思えない。節目律∬への参加の1呼びかけが

不足していたり、彼らの価値観に合う節U行事を周洲

が提案していないのが現状のような気がしてならな

いe挙式を間近に控えた妊娠1．1．，jUlの花嫁が、お腹の赤

ちゃんに向け、元気に誕生するようお祈りをしてほし

いと急にお願いをされたことがあるF，喜んでその依頼

を受けてくれた牧師は、少し人きくなったお腹に手を

かざし、もうすぐ泣き声をあげるであろう小さな命に

語り、その人生が安らかなものであるよう神に祈一：）た。

ll々のニュースの中で、せっかく授かった．∫・供を無責

任に死亡させる惨い事件も多いが、複雑な社会だから

こそ、元気で良い人生が送れますように……と祈る牧

師の前で、できちゃった結婚fll～備叩の花嫁から、大粒

の涙が溢れ何度もぬぐっていたc今11までがどんな道

のりであったとしても、彼女はきっと良いお母さんに

なるだろうと、横で見ている私まで感動した。

6．　さいごに

　親はr・供の・i｛張をll｛而から受けLltめ、認めるべきは

認め、もの）llすべきは臆さず伝える。子供は自分の手

で幸せな家庭を築き、親に本当の安心を与える．、結婚

式とはそんな大切な思いを、経緯やわだかまりすら超

えて伝え合うこともできるのである。

キーワード：できちゃった結婚

　1990年代後半より多く見られるようになった、婚前妊

娠をきっかけに結婚をすることの呼称。有名人のできちゃっ

た結婚が多かったこともあリスキャンダラスに扱われたり、

呼び方が軽いこともあって、最近では「おめでた婚」「授か

り婚」、ママと結婚という言う意昧の英単語“マリッジttを

併せて「マママリッジ」、「マタニティウエディング」とポ

ジティブな呼び方に変化している。
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若い親たちの子育て

蓮鹸噛瞬難㈱の楠例

．1L 二人で育てるために

～両組学級の見直し～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うらその
　　　　　　　　社団法人全国保健…一齢会企・・継浦園その子

1．はじめに一父親の育児参加推進事業の概要一

　核家族化が進み川産・育児がJt；と夫のみの家庭で行

われることが・般的となり、（この結果と短絡的に言

うことはできないが）f・riてに対’する母親の負担感が

極めて大きくなっている，、核家族化とともに、地域の

育児力も弱体化した．さらに、若い｜Ill代のコミュニケ

ー
ション能Jjの不足が指摘され、　r育て中の1り：親が自

分から積極的に外との関わりを持つことがIC手であっ

たり、本1↑で話せなかったりという傾向がみられ、∫・

育てを困難にしている

　こうした母親を支えるために、」㌘育てのパートナー

である父親の育児参加を進めようと、社団法人全Pil保

健センター連合会似ド、全保述）では3力年計画で

「父親の育児参加推進事業」を実施している．．市町村

保健センターで行われている両親学級のプログラムを

見直し、また、妊娠届出時の指導や乳幼児健診等での

育児支援の場を活用して父親役割の液要性を伝える機

会を広げ、社会全体の父親の育児の認知度を高めてい

くことをll的に、さまざまな、ン：場、専門分野の委貝に

よる「父親の育児参加推進’lr業推進委貝会」を設けて、

Il果題を整理し、父親育児の課題・閲題∫払育児参加の

推進方策を検討している，推進委貝会には保健センタ

ー
の両親学級雪II’11者（保健111［j）によるワーキンググル

ー
プを置き、地域でのr・fiての現状や画親学級のあり

方を討1逃して、より共体的な父親の育児参加のための

両親学級プログラムや地域での事業展開について提起

していくこととした．．

2．全国調査からみた両親学級の実施状況

　現在、市lllr村『保健センター（以ド、保健センター）

の設置数は2．692ヵ所、設置率は全市町村の9割近く

となっている（平成17年度保健センター及び類似施設

問査）／t保健センター未設置のfl“町∫村「は人日規模の小

さいところが多く、Ili町村『合併を背景に設置率はさら

にヒ昇している。また、乳幼児健診等のrli“rf村の母r一

保健事業の多くが保健センターで実施されている

　今回、全市町村を対’象に［1｜lj親学級の実施状況等を調

在（（i効llll答数L373　ib∫111］’村）して、地域における父親

育児推進の現状や［｛果題を検討した

　この結果、‘．D妊娠中の川産準備教育の場である両親

学級もしくは母親学級は8割以上の市ll1∫村が実施して

おり、阿親学級だけでみると6割強が実施している

（本訓査では、ItJ：親学級0）叩で川1ηでも父親参加を呼

びかけているものを両親学級とした）。「両親学級・母

親学級は行っていない」と川答したll∫町村は、人日焼

模が小さく、年川川生数が10人に満たないところも

多い，tまた、未実施の市ll1∫村では「その他」の記載に

「教室を開催するのではなく、個別で対応している」、

「病院と連携し、開催している」、「両親学級は開催し

ていないが、訪問でカバーしている」という回答がみ
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赤古やんが教丸てくれて

られ、なんらかの形で妊娠中からの支援を行っている

と思われた。

　②父親に参加を1呼びかけている日的は、「育児は夫

婦共何という認織づくり」が75．8％、続いて「実Wや

体験による子f児技術の習得」の65．5％であり（複数回

答）、実施側の「育児は夫婦共同で」の意識は高いこ

とが分かる。

③開催日は、平日午後が最も多く、次いで平H　f・T；前

となっているが、－1二U開催の夫婦参加率は午前・午後

とも80％以上と非常に高い結果が川ている。－1：lI開

催が課題だが、「平口開催でも父親が参加できる条件

整備」も一方の課題である。

　④母親学級や両親学級の中で父親の参加できるプロ

グラムは、「沐浴実習」8L4％、「保健師、助産師の講

話」72．9％、「妊娠シミュレーター等を使った妊婦体

験」69．1％であった。「妊婦体操・呼吸法」「栄養才旨導」

等も含め、多くの市1町村が体験eg1？iに多くの時間を割

いている。体験学習を通して、夫婦間のコミュニケー

ション、理解を商めることも目的のひとつになってい

る。

　⑤次llヒ代育成支援計画に、父親の育児参加を「記載

している」は63．8％、両親学級について「記載してい

る」は53，2％であったc、次世代育成支援において父親

の育児参加推進のための環境づくりは大きな課題であ

り、さらに父親育児の垂要性の認知度を高めていく必

要があると思われた。

　なお、「記」伐していない」「無回答」の中には「まだ

計画策定をしていない」も含まれている。

　⑥両親学級や母親学級以外で父親の参加を促してい

る事業を聞いたところ、父親のみ対象の事業として、

「お父さんの育児サロン」「つくろう・ひろげよう　パ

パ友遥の輪」「ダンディClub」「パパンダ教室」等、

「育児学級」が多数を占めていた。また、特別なll＃me

を実施していなくても「全ての事業で父親の参加を認

めている」という記il茂も多かった。
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3．両親学級の役割と課題

　両親学級の課題については、まず、「参加者が少な

いこと」が挙げられた。とくに人「［規模の少ない市町

村では、年々減っていく｛’1’1生数に伴う参加者数の減少

についての記述が多い。．－J方で参加者が多くて対応し

きれないというケースも少なくないことから、地域性

の違い等とともに、プログラムや開催日の検討が課題

だと思われる。医療機関などで行われる両親学級への

参加が多いため、プログラム等が重複しないよう連携

をとっているところもあった。

　次いで、「仲聞づくりや地域の交流の重視」の記述が

多く見られたが、記載内容は大きく2つに分かれた。

一 方は、両親学級の参加からサークル活動に発展する

ケースが多く、両親学級が母親の孤立化や育児不安の

軽減に大きく役立っているというもの。もう一・方は、

夫婦で参加することにより、他の参加者との交流がな

いまま終わってしまうという記述である。ここでもプ

ログラムや交流方法の工夫が求められる。

　また、「両親学級へ夫婦で参加することにより、保健

センターを知る機会になる」として、参加後の乳児健

診や育児相談等へ夫婦で参加するきっかけとなってい

るという記載も多い。母子健康手帳交付で初めて保健

センターへ来所する住民も少なくないことから、両親

学級は、母親よりさらに地域参加の少ない父親が地域

への関心を高めるチャンスとなる。地域の育児支援サ

ー ビスや地域活動を伝える機会として、両親学級の活

用を図りたい，、

　もう一・つの大きな課題は、「未婚者・シングルマザー

への配慮」である。父親の育児参加意識が高くなり、

両親学級への夫婦での参加が多くなってきている一方

で、夫婦のあり方や、家族形態は多様化し、シングル

マザーや夫が参加できない妊婦への配慮が大きな問題

である。夫が参加できなかった妊婦が落ち込んだり、

参加したくてもできない父親がプレッシャーを悠じる
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という意見も寄せられている。このために、1り親学級

と阿親学級を別々に開催している保健センターもある

が、開催方法、プログラムの組み方、実行1：での具体

的なあり方等、さらに議論が必要である。

4．夫婦間のコミュニケーションの重要性と

　地域の役割

　両親学級の対象である父親は、個々の年齢、就労状

況、妊娠．出産・育児への知識、関心度、認識等が、

母親に比べてさらに大きく違っている。それだけに、

両親学級の持ち方には課題が多い。また、社会的にも、

父親育児に対する認識はバラツキが大きいと考えられ

る。父親の育児参加は進んでいるとはいえ、「育児は

母親がするものだ」から「産むことと授乳以外は母親

と父親に述いはない」まで、さまざまな意見がある。

　委貝会・ワーキンググループでの議論では、こうし

た違いを考慮しつつ、現代の育児環境が抱えている最

も大きな問題として、夫婦間のコミュニケーションの

不｜’分さが上げられた。

　この背景として、いわゆる「できちゃった婚」の急

増等から、どのような家庭・家族を作るかを話し合い、

イメージすることなく出産・育児を迎えるケースが多

くみられ、両親学級の場而でも「夫に言えなかったこ

とが話せてよかった」と言う感想が寄せられる等、本

音で話すことができない夫婦が少なくないことが指摘

された、，

　また、山産がそれぞれの生育歴の問題が表川する契

機となることも多く、妊娠・出産・育児は母親・父親

自身の親了一関係が］V：代連鎖として発現してくることも

少なくないこと、夫婦それぞれが経験してきた育ち方、

育てられ方には違いがあり、そのことに気づかず、理

解し合えないまま、不満や不信感を抱えるケースも少

なくない。さらに、妊娠中の母親の精神的不安定さや

マタニティプルーについても、父親が知ることで対応



は大きく違ってくる。「恋愛」の延長線．ヒにあった2

人の関係の妊娠・川産・育児時の変化（夫θ）協力・理

解の有無）が、その後の夫女II｝関係に影響を及ぼすとい

う指摘もあり、妊娠中から夫婦問のコミュニケーショ

ンを図ることは極めて前要であると考えられる。この

ためには、お．lt二いが’“［1　f・を認め「誉める」ことが大切

で、まず支援．者が母親・父親を受け人れ、川互理解を

支えることが必要と杉えられる。

　母親だけではなく、父親にとっても親になることは

初体験であり、子どもに接したことのない1［｜：代である。

支援者は、すべてが初めての体験である．二人に、共に

スタート地点に立っているのだということを伝え、妊

娠・11t産・育児の知織を共有してもらう。具体的には、

実習や先輩パパの体験談等を通じて、実感できるプロ

グラムの［夫が効果をヒげている，，

5．地域のネットワークを重視

　父親役割の取要性はよく語られているが、父親育児

の推進方法はこれからの課題である・　／t父親育児に対す

る意識はli，1：代問格差が大きく、．若い［Ll：代は育児は．：人

で共同でするという意識が高い、男性が職業人である

と同時に父親でもあるということへの企業の理解が進

むことが爪要だが、地域においても父．親が参加できる

プログラムが少ないことが指摘された。「お父さんも

どうぞ」ではなく、父親が二i設のプログラムを取り人

れていくことで、育児には父親が参加しているのが自

然である地域づくりを進めたい。

　地域の母親達がllitt，となった．∫二育て支援のグループ

が全国に数多く誕生して、活発な活動を展開しているe

こうしたグループのネットワーク化も図られてきてい

る．保健センターという行政との連携も進んでおり、

また、こうしたグループの中にも父親達が参加し始め

ている。tu：　i2・父親のなまの声を地域活動に生かして

いくことが求められてもいる．、
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　「父親の育児参加推進事業」では、地域の母子保健

事業で活ITIするための父親のためのパンフレットをシ

リーズで作成（写真）するとともに、父親育児につい

て語るフォーラム「ふたりで子育て」を開催している。

本年度は9月に東京で開催するのに引き続きユ2月には

福岡で開催するt’t

　li町親学級の人目標は「r・どもが健やかに育つ環境づ

くり」である。生活環境、価値観の大きな変化の中で、

子どもの成長にとっての父親役割、父親が育児に関わ

ることのできる社会の実現という視点から検討すべき

ことは数多くある、、保健センターにおいても、両親学

級を初めとする母子保健事業を見直すとともに、地域

の付fて支援グループ等との協働・ネットワークによ

り「育児は1人で」を応援する活動を広げていくこと

が、r一どもの健やかな育ちにとって極めて大きな課題

である。

　一　「父親の育児参加推進’拝業」は独、呈行政法人福祉IX療

　　機構「r育て支援基金」の助成により実施している

キーワード：父親の育児参加

　「子ども・子育て応援フラン」の4つの重要課題の】つが

「仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し」であり、「男性

も家庭でしっかりと子どもに向き合える時間が持てる」こと

を目指すべき姿として示している。また、「父親も母親と同

様に育児に関わるべきだ」とする考えは若い世代ほど高い。

育児参加できない理由1ま「役割憲識」「長時間労働」、国際

比較での「日本人男性の育児参加時間は短い」等が報告ざれ

ている。
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　　　　　　ず　t　　T　ごtt
各領域における支援体制の好事例

「食』 ⑳支援
　　　　　　　　　　　　　　　にしわきえつこ
　　京櫛地漱鯉合会銭西脇悦子

1．はじめに

　京都市は三方山に囲まれた、山紫水明の盆地の中に

11行政区によって構成され、御所を1・t’‘心に東直互南北に

基盤の目のように道が通っている街です。水は豊富で

地下水にも恵まれ、またユ00年前に先人の英知で建設

された琵琶湖疎水の恩恵を受けながら、鴨川、桂川と

自然の風物詩と共に生活している中で、いつでも自然

的に与えられているように見える現象でも、数々の良

き風習を残しながら、進歩して行くことに、先人達は

随分ご：｛｝ll労いただきました。その中から水の文化、華

道、茶道、染色、酒づくり、お豆腐、湯葉、京料理へ

と食文化は発展しました。

2．女性連合会のあゆみ

　私たちの女性会は、昭和23年9月戦後のまだ衣食住

を求めて右往左往している混乱期にいち早く女性の幸

を求めて立ち」：一がりました。初めは女性が学習に関心

を持つよう衛生問題を含めた環境開題など幅広い学習

の中から、家庭、家族の幸せにつながる事を学び、地

域へ発信しておりました。1975年の国際婦人年以後

は、婦人と労働、婦人と社会参加、婦人と教育、婦人

と家庭、婦人と福祉の5つの柱のもと、多分野へ視野

を広げるべく、社会教育関係団体として研修を重ね手

づくりで地域へ広めて参りました。このlllL経済成長

と共に私達を取りまく環境は随分変化し、消費を美徳

とする大互凹遮、大ll臓棄社会から物を大切に扱う循

環型社会へと変わってきました。今まで、何でも捨て

ていた時代から、ゴミにせず再資源化、リデュース

（ゴミの発生抑制）、リユース（再利用）、リサイクル

（再生利用）のゴミを減らすキーワード、3R迎動の促

進や、リターナブル商品の購入など、杜会のニーズに

合わせた環境共成型社会構築へと変ってきました。

3．隣りのおばちゃん

　地域社会はいよいよ高齢化と共に、ますます少子化

が進み、今では地域の叩で遊んでいた子ども達の姿を

見かけなくなりました。また、核家族化と共に若いお

母さん達は高学歴のため、「こんな事なんて聞けない

わ」と一人で悩む者が増え始め、それがイライラの原

因となって幼児虐待につながったりする事を知り、何

かお役に立てたらと、8年前に開設したのが温もりの

電話相談です◇「隣りのおばちゃん復活」をキャッチ

フレーズに開設した電話相談事業は、まるで、「ご近

所さん」に相談するように、誰でも、どこからでも、

どんな事でも気軽に相談できます。ハードな研修を受

けたベテラン女性会のボランティァ相談員が、自分た

ちの生活や学習経験をもとに、子育ての知恵、食事の

事、京のおばんざい、漬物など「おふくろの味」を教

えたり、お年寄りの話し相乎になり、ホッとされたり、

時には判ISの機関へ紹介する事もあります。多くの方
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は「自分の思いを聞いてもらえ

ただけでいい．」「心の幣理が川

来たので、また∫・どもにやさしく接することができま

す」とばわれる川葉に相談nは「．隣りのおばちゃん」

としての役llを果たせているように思います。

　川談の内容も以前には家族の川で何気なく話し合っ

て解決していたことも、今日では「この季節r・どもに

はド着を何枚着せたらいいのですか」「もう’トそでを

着せてもいいのですか」「離乳食はどのようにすれば

いいですか」「今は何が句ですか」「京都のしきたりは」

「京料理は」等、食に関することも数多くあり、時に

は「lrli接してもらえませんか」と謂っれる’1［・も多くな

りましたが、電話相談はあくまで電話のみですが、会

Uの要望もあり、それならと’1え成16年度の女性会イll

川テーマである『子育て支援』に基づき様々な研修会

を実施し、その具体的な成果として、．r・育て支援「隣

りのおばちゃん∫・育て支援をする」を・り：ちヒげました．

この事業は女性会の会貝宅や商店の店先、集会所など

を利川し、プレートやステッカーをかかげて子育て中

のお母さん、お父さん達が気軽に集まれる「場所」づ

くりをし、戊卜戸端会議のように子育てについての情報

交換をしたり、悩みを話し語り合う場となりました．

日頃から家の軒先にプレートを掲げていて、「いつで

もどうぞ」と言うケース、定期的に親rで参加できる

イベントをlll彌iするケース、幼稚園や保育所へ掲｝rて

今隣りのおばちゃんが来ていますよというケース、地

域の安心・安全マップの中に、プレートの掲げてある

く温もり噸相鮫 0輪
　　　　　　♂酬隅

　　　　　　∪あ勘！相va　1？

　　　　　　．’t，L’叫’tt：．．’ご◆「明‘’～．

　　　　　　　．覧　oノ～．11？．030u　、．

　　　　　　　㍉鷺：μ

「特集〕若い親たちの∫二育て

位世を、1｝二き込み利川しているケースなど様々ですu転

居して来て知り介いもなく、心細かった時プレートが

IlにILまり、プラ・ソと］’・どもをつれて人ったら「やさ

しく話しかけて頂きfl‘∫でも話せる」と；％ばれたり、他

のお母さんと知り合え、「f’どもをいつも・人で遊ば

せていたので我儘になっていて、ついr1分もイライラ

して叱ってばかりいたが、r一ども同1；で・緒に譲り合

って仲良く遊んでいる姿を見てうれしくなった」と遊

ばせているうちに会話は多h’lkiに広がり、食生活の話

も良く川るようになり、「京野菜って何があるの」「作

りノiは」「r一どもが食べるかしら」と、疑問も出てく

るので、以前は毎1｜の食1；tにいつも京野菜のr料理が

並んで、大人もr一どもも食べていたものを、ll3には・

緒に、簡｝itなr料理を．f’1：り食べるプログラムを組むよ

うになりました”

　京野菜って知ってる？　と了・どもに話しかけ、食べ

る’］．9・の大切さ、では何故食べるのか等、健康維持の他

に楽しみ、家族との憩い、皆がコミュニケーションを

とりながら、京野菜の話をします、加茂ナス、万願ぷ

とうがらし、加茂瓜、せり、丁：生菜、金時人参、聖護

院人根、堀川ゴボウ、季節により色々な野菜が店頭に

は並ぶがどうすればいいか判らないと活は弾み、利川

ノ∫法へと進みます、、，食べた事はあるが調理方法がわか

らない、こんな時、隣りのおばちゃんの川番です．色

どりよく、有色野菓をヒ手に使って料理をするが、r一

どもの嫌いな食材は姿を変えて、r・どもに気づかれな

いような使い方をして食べさせると、）さ昧しい）ミ味し

いと，1’・）て食べてくれます．．少し大きなr・ども遥には

お予伝いをさせます、，今は何でも母親が乎をかけたり、

時間をかけることを嫌いますが、f’どもに手伝わせる

’JPにより、包」’の危なさや、恐さも体験させることが

でき、より慎爪に扱うようになるでしょう．・‘食べるこ

とだけでなく色々な”］’f’を知ってもらえる良い機会にな

ります、．
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　家族の健康維持には、加．｜二したtlS来あいのものを買

って来てただ並べるのではなく、そのヒ地近くでとれ

たもの（地産地消）を、また旬のものを買う方が安く

て美味しいのです。手近な材料でも家族のnに合った

1宋付けにして作ることが大切です。

　Ill30品｜ilとゆかなくても、白色、有色野菜をほど

よく混ぜて、汕や動物蛋白質のものも摂りすぎないよ

う注意し、」：夫を凝らしながら食欲が出るように、美

しく飾って盛り付ける。．・つの器に沢山人れるより、

大きめの器に少し盛り付けるともっと食べたくなる。

大切な器を使って、「割らないで」とやかましく言う

より、気楽な器で楽しく家族団巣、癒しの時をつくり

tliす、t家庭でしか川来ない食事（お母さんの手づくり）

は心の癒しとなります。幼児期には特にこれが大切で

す。幼児期には予を離さず。少年期には目を離さず。

青年期には心を離さず。

4．食育とは

　今、何故食育なのでしょう。今日食育という言葉を

よく聞きますが、以前には各家族の叩で代々の知恵と

して言い伝え、使い、作り伝えられて来たものでした。

「食べ物は、残さずに感謝して食べる」。もったいない

の気持ち、「いただきます。ご馳走さま」はその食材

の命に対して、またそれを調理してくれた人に対して、

理屈ではなく、自然に言うものだと躾られてきました

が、核家族化に伴い食事も家庭で調理するより出来上

がったものを買った方が、経済的だとか言って包丁す

らない家もあるようになりました。どこで狂ってきた

のでしょうか。仕・事を持っているから、忙しいから、

食事は作らないと言う方もありますが、私は忙しい中

でも．L手に手早く家族や自分の健康のためにも、］：夫

をしながら、食事の事が話題にあがるようなものを作

っております。もう　’度よく考えて頂きたいのです。

動物の食と、人の食を比較してみますと、動物は空腹

世界の児竜と母性　32

を満たすために、自然界で競走しながら生理機能にあ

ったものを生きてゆくために、1－1を食べ物にもってい

って食べますが、人間は生きて行くためだけでなく、

食べられる材料を色々］1夫して、頭を使って食べてい

ます。例えば生で日のもたない物は塩漬や燃製、干物、

冷凍などにして保存します。食べる事に楽しみを見い

出し、これが癒しとなり、家族団集、社会的なコミュ

ニケーションの深まりの役目も務めます。食欲をそそ

るよう時には時間をかけて、飾り切りにした野菜を添

えるなど、食べる人、家族のニーズに合わせた料理を

H常の食卓に並べたいものです。心が癒されるll寺食事

は心の健康発達にもつながります。楽しんで調理する

時、作っているうちにストレスは解消されます。ニコ

ニコと食卓を囲む時、バランス良い食事によりまた明

nへの意欲的な活動力が湧き1二がり、健康的に生活出

来るのです、、

　今日個人の自山と、我儘が判然としない部分が一・杯

あります。以前は食事においても家族全員が食べられ

るように、伺じ食材を年寄りには薄味にし、子どもた

ちの嫌うようなものは、姿を変えて刻み込んだり、手

をかけた調理をしましたが、今では嫌いなら「あなた

は別のもの」と親の手をかけたものでなく個々に出来

上がったものを買って食べる家庭が増えております。

この様なことが家族間の人lifj　IN係の希薄化につながっ

ていると思います。幼児は3歳までは親の肌の温もり

で育つと言われ、8歳までが勝負で8歳までに様々な

刺激によって、脳の神経細泡は発達して行くのです。

学齢期頃までにあらゆる物に興味を示し、「どうして、

それで」と納得の行くまで聞いてきた事を思い出しま

すが、皆様は如f可でしたか？　この時期が大切なので

す。そして7歳～12歳と発達過程は続きます。しっか

りバランスの良い食事を心がけなければなりません。

家族が一緒に食べるのも、先述したように各人が好き

なものをただ一・緒に食べるのではなく、同じ食事を摂 t
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るような1：夫をしてf’どもや家族のために、体をつく

る食事をつくって頂きたいのです、、r一どもが健やかに

育つ食．’］［としては、毎1，1の事ですからレシピを見なけ

れば出来ないような予のこんだものより、もっと簡．単．

に、その食材の味を引き川せるような調理方法を心が

け、若いお母さん方に伝えております、、

　かぽちゃを煮て食べない時は、皮をむき小さく切っ

てコンソメスープの素を少し人れ、柔らかくなれば漉

さなくても．’卜乳を入れるだけでパンプキンスープはIH

来ヒがります。万願．乎とうがらしは種を取り小さく切

ってジャコと油いためにしll辛く味付けします。大根

葉も細かく刻みジャコと汕いためにし出来上がりに胡

麻をふります、，金時人参は色どりが美しいので色々な

料理に、生でよし、煮てよし、飾りによしで、嫌いな

∫一どもには料理のiPへすり込んで使います、．京野菜を

お．〔元腐で和えた、白和え；撃も仁夫次第で子ども達も食

べてくれます、、調理の11寺に川る野菜の皮や、切り端を

刻んで使い「もったいない」梢神を教えます旨．

　各地域でr1分たちの川来ることを、次の［［1：代の人た

ちに伝える努力をしておりますことをNHKテレビの

令国版「地域の底力」と言う番組に取り上げられ、　・

学区の活動が放映されました，、その学区では、みんな

が支え合う地域づくりをli［指し、児巾から高齢者まで

誰でも気軽に参加できることを1」的に「f’どもの食生

活」について実践と‘活し合いを進めた結果、意外にも

妓近のチどもたちは朝食抜き、外食、インスタント食

品、スナック菓r等の食生活のr・どもが人’1’：であるの

に驚き、その原因は殆どの家庭が共働きで母親の帰宅

時間が遅い．，また家に居ても作り方が判らない等が、

このような結果を招いているようです，．．私たちは「隣

りのおばちゃん」精神でこの状態を少しでも改善しよ

うと、夏休みの・Hを特に若いお母さんと．子どもたち

に集まってもらい、5分間で出来る栄養満点のオムレ

ツ、京野菜をミジン切りにした具を中に人れたギョウ

［特集］若い親たちの子育て

ザ、占代の赤米を人れたおにぎりなどを説明しながら、

料∫｝1｛法を伝授し予ども遠と　・緒に試食をしました、，親

r一のふれあいもでき大好評でした。特にびっくりした

のは、お味噌汁を知らない子が多く、スープと言った

∫・があったのには驚きました、、このようにして、この

学区では食文化を．．r一ども逮に伝えております。また、

他の学区でも」：夫をこらしZ］1節に因んで、ひな祭りに

は「京野菜を人れたおすし」、了・どものllには「採っ

て来たよもぎでダンゴ」作り、ヒタさまは「流しそう

めん．L長陽の節句には「お年寄りを大切に」、等々r・

ども達に1レドの風習も伝えておりますLt⊥2月には地域

でお餅つきをするが、餅米を前日から洗って水に漬け

ておく事を知らない若いお母さんもあり、準備の11LYか

ら親rで刊云ってもらっています．．つきヒがったお餅

の様々な加1．1法に感心されるのを見て、どんどん忘れ

去られる大切なものを感じました、，多くの会貝が研修

を爪ねながら私達の責任において次の［ll：代の人達に笑

顔で語り伝えて参ります．最後に乎軽につくれる健康

ジュース（疲れをとるシソジュース）をご紹介して終

わります。

　　　．．．一．t・・．紫蘇ジュースの作り方

　／1材料）　　　　－N．一一＼
は。↓㌍掴留；。枚　、

　＼：ざ竺竺些雪2≡警三竺ノ

キーワード　子育て、親育ち支援

　現在は子育てに悩むとすぐ極端に走り、自分の感情が抑え

られずに、児姐虐待へとつながるケースがよくある。何事も

ひと呼吸おく「間のとり方、辛抱すること」を今の若い親た

5に教えなかったのは私違の世代ではないか。親に暴力を受

けた子は、まrc自分の子どもにも暴力を振るうと言われてい

る。今からでも遅くない。地域の良さと共に子どもたちが五

感で味わう食文化を、私たちの経験や知悪を生かして次の世

代の人達に伝えて行きたい。
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国園若し、親たちの子育て

薩鍮鋤礁酬の好馴
一

　　　　　　子齎て支援について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　か　　ば　　み　　　え　　　こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北1剃占f㈱賊坂場美枝子

1．はじめに

　私は、’1城13～14年度にト1：会福祉法人東〕；（都社会

福祉協議会保育部会調査研究委貝会θ）メンバーと共

に、若年層の親のf育てとr・frて支援に関する綱査・

研究を行い、「10代で川産したiリ：親のr・育てと子育て

支援に関する訓査報告11｝・』をまとめた。それから数年

経過し、社会的な支援や保育者の意識改革も進んでき

ているが、当時の研究結果をノ1寒に述べたいと思う。

2．調査研究テーマについて

　調査研究テーマを「λ’1年層の親のr・育てと∫・育て支

援について」に決定するまでに紅余曲折があった．・／

様々な事例の検討を碗ねた結果、保育現場にいる自分

たちだからこそ「おかしい」［ちょっと変だぞ」と感

じるr・どもの育ちと、その背景について調査すること

になった／－t

　すぐにカッとなる、自分の思いどおりにならないと

泣きわめいたり乱暴したりする、感動が薄い、生活リ

ズムが夜型になり、朝からぽんやりしていて’「後にな

るとやっとエンジンがかかる、朝食抜きで登園する

等々…、、rどもの心身共に健やかな成長は、家庭生活

や保育園生活のなかで育まれてきた筈だが、何が原因

なのか？　その中で、もっとも大きな影響を与えるの

は、IJ：親の存在である。しかし、そのけ親たちは、核

家族化や地域との関係が希薄化している現代におい

て、当然承知していると思われる子育ての方法を、身

近で学ぶ機会がなかったのではないか？r育ての方法

が分からず、不安や悩みを抱えており、r育てを負担

に感じている親が多いのではないかと推測できる。

　『若年層の親の．r・育てとr育て支援』を調査研ラどテ

ー
マとしたのは、メンバーが持ち寄った事例のなかに

若年層の親の対応に‘1・1：慮しているという問題が挙げら

れていたこともあったが、我が国では若年層の親に対

するサポートが、諸外国に比べて、確立されていない

ことが分かったためである。さらに10代の川産と20

代の川産では、その出産背景U8歳未｛1瞳の川産であれ

ば、高等学校在学中、19歳未満であれば、大学・専門

学校等、W｝激育を終了する前の妊娠川産である。10

代の111産が、倒111知識や技術の獲得のための就学の継

続や就労条件等に大きな影響を及ぽすと想定できる。）

が異なると考えられるため、調査対象を10代で出産

した親に絞った、．

3．アンケート調査について

（1）調査の目的

　少了・化が進行している現在にあって、10代の川生率

が増加し、保育園においても10代で川産したと思わ

れる母親が増えているu

　I〔〕代の川産は、　・般的には、「母になりきれていな

い未熟な女性の出産」として不安を持って見られ、や

llヒ界の児戒と母性　3／i



みくもに否定的な見ノiがなされている．．また、就労に

際しては子どもがいることが障川になることが多い

さらに、’｝：　ti終J’前に、妊娠・川産をしている人が多

いと潟則でき、卜分な専門知識・技術がなく、希望す

る仕Ill；に就けずにいる．安定した収人が得られないこ

とが多いと予測される．．

　このように、いまだ明らかにされていない10代の

f1V’E－．・子育ての実態をアンケート調杏によ一2て明らか

にし、増加する10代の川産・r育てに対『する援助の

ノ∫法を見直し、保育1刺における子育て支援を1「j二検討’す

ることと、自治体施策への提ぼを杉えるための基礎資

料を得ることを調在のH的とした．

　このような調杏研究については、素人同然の私たち

だったが、東洋大学　森川明※教授からアンケート調

査の指導を仰ぎ、アンケートの設計、集計と分析は、

’1

珊叫ξ洋大学大学院福祉社会システム選考修L課程小

出真川）〉氏にご協力いただいた

②調査方法

　10代の出産が増加していると1．1われてはいるが、実

際にはどれくらい対象者がいるのかを、メンバーが白

分の所属する各区11i［‖r村、公私、ヒ保育園で調査を行ン）

た．．その結果llO園‘1i、　Itll名いることがわかった．

それと同時に、アンケート項日の作成の参考にするた

め、保育［：がぢえる10代の母親の特徴と．r・tiての課

題を’川｝ifに1情報Jl又集を行った．

（3）プレテスト

　調介項日作成後、調査委員が、各保育園にブレテス

ト川アンケート川紙を持ち帰り、｜0代の母親以外の若

年層の親に協力を依頼し、アンケートの項nに関する

意見を聞いた．．．私の保育園で、友だちと　・緒にアンケ

ー ト項日をILIて応えてくれた母親からは、この項日の

11tに、すでに白分たちに対して偏見があると指摘を受

［特集］若い親たちのf・riて

けた．．「いくら若くったって、」「・どもを思う気持ちは、

誰とも変わらない、夜、r・どもを肚いて勝rに遊びに

行’ノたりしない．」このllJ点では、私たちn身が10代

で川産・r育てをしている母親に対して、多少の偏見

を持っていたことは否めない、深く反宵をさせられた，

（4）アンケート調査

　メンバーが所属する保育園の保漫者で、IO代で出旅

したであろう母親に、丁渡しでアンケート訓企の協力

を依頼し、アンケート川紙を東京都社フX福祁二協議会．保

育園部会嘔務局へ正腿してもらう方法を取った．

　調企分析過程では、郵送調査協力者の中から2人に

lrli接調査に協力してもらった．

（5）アンケート内容

〔出ノヒll、）…とtJt（1三（り：1犬｝兄〕

．1．第一r・出産時の本人の年齢とr・の父の年齢

121家族構成と本人・r一の父の就業状況

・ 第・∫一川産llJの家ljSE構成と本人とr・の父の就業状況

・ 現在の家族構成と本人の就業について

13．現在のJ’・どもの数

’1現在の本人の年齢と第子の年齢

〔r・frてについて〕

川家’∬やr育ての分担状況

．2子育てへの影響を与えた人

3子育てに関して感じること

・1r・育て中にうれしかったこと

．5子育てに関して困ったこと

・6しつけや教育について

・しつけは親や家庭が中心になるべきである、、

・ 乳幼児期のr・どもには遊びが・番大UJである．‘

・ 人学前に文字数宇の読みetl：きが川来た方がよい．．

・ f’どもの学歴は白分よりよくあってほしい、．
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・ 知性を育成する習い事は大切である。

・ 感性を育成する習い1，1．i・は大切である。

・ 体力を育成する習い事は大切である。

〔子育てにおける相談内容と相談先〕

｛ユノ子どものこと以外の悩み

②困ったときの相談先

・
」ち育ての相談　・自分1｛’／1　ijの相元炎

・一f’どもを預ける時・経済的援助を’受けるとき

・ 最も頼りたいとき

⑥近所つきあいについて

④リフレッシュについて

〔川産等について〕

①妊娠川産時の日分とまわりの反応

・ 妊娠を知ったとき　・出産時

こ2）妊娠川産に関する情報源

〔保育所利用について〕

「．エ繰育園に預ける前の子育ての．ヒ体

②保育削入園剛OI

③保育園入圃理1］］

③保育園の送り迎えをしていた人

⑤傑育園を利用して困ったこと

⑯池と育園を利川して良かったこと

⑦保育園の新しい事業について

※その他、自山意見、保育園でしてもらいたかったこ

　と、嫌だったこと、要望などを白山に記述するc．

4．鯛査結果の特徴と考察

　川産年齢は17～19歳の出産が約9割を超える。法

律上結婚を許されていない15歳と16歳の出産を合わ

せると7．2％に達している。妊娠を知った時の子の父

やその家族、自分の家族の戸惑いや拒否から、出産時

世界の1巳瓶と母性　36

には、誕生を歓迎してくれるようになる経過がわかっ

た。経済的には苦しい家庭が多く、子のit）の親・兄弟、

あるいは子の父の親・兄弟と同居や、金銭的な援助を

受けている家庭も多かった。また、第一・子の出産時に

は、約8割の子の父が家にいたが、子育て過程で約半

数の「f・の父が不在になっており、夫婦（男女）関係の

維持の難しさが分かった。

　それぞれのアンケート項Hの調査結果からいろいろ

な考察ができるが、ここでは、保育園に関しての調査

結果を載せていきたいと思う。

【調査結果】

＊保育困を利用して困ったことでは、

　子どもの病気時の対応…すぐに1呼び川される。

　．」二曜口に子どもを預けにくい。

　日曜H、祝祭［【の保育をして欲しい。等々

＊保育園を利用して良かったことでは、

　安心して仕！1い就学ができた。

　子どもの友達ができた。

　子どもがいろいろなことができるようになった。等々

＊保育剛の新しい事業については、

乳幼児期の育ち方を学ぶ。

　乳幼児期の遊び方を学ぷ。

　先輩パパママに話を聞くe等々

　自由意見のなかでは、保育士の見下げたような物言

い、不用意な言葉に傷ついたという記述や、他の親か

ら若いのにちゃんと子どもが育てられるのというよう

な目で見られるのも嫌だという記述があった。

5．保育園での支援に必要な視点

　少子化といわれる現在、多くの困難を乗り越えてで



も出産を決意した1．（〕代の親をサポートするために、私

たち保育［：は、どのように対’応したらよいのだろう？

　森川教授が、．保育園の支援に必要な視点として、

・ 卜代の母親への思いこみ・特別視を払拭すること。

・ 保育園を利川する他の41三代の親とのlll二代ギャップを

　埋めて、相．riL支援にlioかうような援助をする、，

・ 保育1：から説教されるという不安を取り除き、気・隆

　に頼める・聞ける信頼へ転換させるための関わり

　方・受容方法の．1：夫をする、，

・ 家族、親、了一などのあり方について1｝i．．・θ）イメージ

　しか持てず、そのイメージのもとで頑張りすぎるユ0

　代の親に、多様なあり方を提示する、、

・ 公’ドな扱いを心がける．，

と提ぼした．

　この提言を踏まえ、私たち保育十は、より・層の意

識改革を行い、常に真悠な態度で親に接していくこと

を忘れてはならない、、

6．おわりに

　東京都社会福祉協議会保育部会という大きな組織ド

で行った鋼杏iなので、多くの会貝から協力が得られ、

また、保育園で、10代で．r・どもを川んだと思われる親

と日々接しているからこそ感じるさまざまな思いを調

査項日に反映できたと思う、，

　現在、私の周りにも1’代で川産した方が数名いる．、

短大在学中に妊娠川産のため中退した人、高校を中退

したが独学で人検に合格した入、白分のr・と㈲じ年の

夫の兄弟を保育園に送迎している人、頼る人もなく親

r－一：人で寄り添うようにひっそりと生活している人、

介護σ．）勉強をして資格を取得しようとしている人等、

幼了を抱えて頑張っている人が多い、

　北区の保育園においても、まだまだ完全とはいえな

いが・　“II寺保育・病後児保育、休日保育、年末特別保

育などが始まっている．．／今後考えられることは、保育

［特集］若い親たちの子育て

園人所時の対応であるc．アンケートの中での保育園の

人所川由は就労が71％であったt．t同じ就労理由でも

就労Li数や就労ll寺間を考慮するだけでなく、10代のIH

産という困難な状況の中での就労や求職1舌動であれ

ば、優先人所を認めるなど、10代の親に対’してr育て

支援となるような方法も考えていくことが必要であ

る。また、保育1：の発案で「新人お母さんお父さんの

保育見学」、「ママパパ子育てほっとタイム’1　i－　Xi』等を

行い、在宅親rに対’する∫・育て支援も行っている．，

　10代のr育てに関する支援として、社会全体でサポ

ー トしていけるようなシステムの構築が必要であると

考えるt／就労については、学歴が低くr持ちというだ

けで就職が難しいt．企業・事業．i三の方々には、同年齢

の人を採川するならば、．r育てをしている分、責任感

も仕事への取り紐みも真剣であるという認識を持って、

雇川の凹戸を広げて戴けたらと願わずにはいられない。

さらに、∫・供を生んでも学業が続けられるような学校

側の受け人れ態勢が必要であると思う，，最近、通信制

高等学校、馴1ll学：校、　kt），：などで託児所を設けている

ところも川てきたが、まだほんの・端である、．Ψ川的

な技術の習得ができるような社会的支援が望まれる、

　今1爪この紙面で、10代で川産した親がどのような

状況ドにあるのかが、少しでも多くの方の日に留まり、

何らかのアクションが起こることを期待したい，

参考文’献

1．臼0代で川産した母親のr育てとr育て支援に関する調
w報i「れ1口社会福制；法人　戊↓京都社会福干ll：協議会保育部会

訓杏川究委u会

2，カニングハム久r・（200P　「対話できない教師叱れない親

一 アメリカの失敗に学べ』学習lill：究社

キーワード：ママ・パパ子育てほっとタイム事業

　東京都北区では、出産後間もないママババに、区内の公私

立保育園及び保育室で、お子さんをお預かりする”子育てほ

っとタイム利用券“を贈呈し、育児の大変な時間わ・ら少し解

放されて一ほっとn一息できる子育て事業を平成16年4

月1日より行っている。
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，国若蝉鱈鍾育て
　各領域における支援体制の好事例

『社会的養
　　　　　　　　　『

　　　　児童養護施設：親に越るf遮禰し耀へ⑳裏援

護』と『子育で支援」をつなぐ

二世代養護』につい電

　　　　　　　　　　　　　　　　だ　　て　なおとし
児難灘設・旭蛭ホー・施糠伊達直利

はじめに

　このテーマについて執筆を引き受けるきっかけとな

ったのは、数年前の法人理事会へ提出した「事業報告

書」の中に、次のような入所児竜の「二世代養誰」に

ついて記した文書を思い出したからである。

　八ヶ所の分園の一つである○○ホームから、高校を

卒業して社会に※立っていったA子が、その後結婚し

て、そして川産した。いわゆる「デキチャッタ結婚」

で、本人はまだ22歳と若く、職人である夫も少し頼

りない男である。

　産院から退院して一ヶ月ほど○○ホームに里栂りし

ていたが、その後は自分たちの住むアパートへ戻った

ものの、それから毎日のように夫がfi：事から帰ってく

るまで、赤ちゃんを抱いてホームに来るようになった。

　ホームの担当者（子どもたちは“おばさん”と呼ん

でいる）は初孫のように赤ちゃんを11t話し、ご主人の

“ おじさん”も嫌がることなく付き合っている。最近

は大分回数も減ってきたのだが、そうした状態はまだ

続いている。もちろんホームには、このA子がメンバ

ー
から抜けた後の“あとがま”が生活しているので、

担当者はそちらの世話もしなければならない。

　よく“おじさん”はボー一ムの庭でバーベキューを催

し、その時には必ずこの家族も招待している。傍目に

は大きな負担だろうと思われるのだが、これまでがん

ばり通してきた。

　ある時、私は“おじさん”から次のような話を聞か

された。「二人は若いので、はじめは離婚しなければ

いいのだけれども」と心配していたこと。「赤ちゃん

が生まれてからは、うまく育ててくれないと、このA

子の二の舞になるのではないか」と心配していること。

だから「今やっているのは、『子育て支援』だと思っ

ている」こと、などである。

　これはA子家族がホームの近くに住んでいるので、

地域の「子育て支援」といえなくもないが、私たちの

関わりからすると「二世代養護」ということがいえな

いだろうか。つまり入所してから子どもを杜会に送り

出すまでが一世代日であるとすれば、その後の本人が

親となって生まれた子どもを育て上げるまでが二世代

目ということである。

　私たちが出会ったケースの中には、こうしたところ

までの関わりを必要とする子どもたちが少なくない。

子ども虐待問題への関心の喚起が、もっぱら発生予防

（そのための「子育て支援」）だけに向けられがちな今

日の風潮に対して、たとえ虐待を受けてしまったとし

ても、その「社会的養護」でおこなわれることになる
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援助は「r育て支援」にも通じているということを、

いっておきたかったのである

　11乍年度の○○ホームのこ苫労を横nで見ながら、そ

のことを強く感じたのである．

1．その後の○○ホームの様子

　さてこの短い文lti二からも、）U　lri／／：養1護施設における

「．親になる”退所した児巾”への支援」の一端をお分

かりいただけるのではないかと思う，．

　誰でも、生まれた後はf’ども期をへて大人となり、

そして多くが親となるが、この時系列的なサイクルは

保護児童の場合も変ることはないttただ変るとすれば、

それは保護される児　“i’／tの多くが、川まれた後に（すで

に胎児から、というべきかも矢llれない）好ましい養育

を経験していないこと、中途で養育．者が親ではなく私

たちのような、ン：場のK’に代わること、その「社会的養

護」の期間は・般にいう1子ども則．」ではなく法に規

定された18歳までの「児‘剰として知縮されること、

などによる特異なプロセスであろう．．そして「親にな

る”退所した児’it”」は、この先に登場してくること

になる。

　このA臼こしても、そうであった、彼．女が○○ホー

ムへ来た時に”いたいけなr一ども”であったかといえ

ば、それは」啖ではない．好ましい養育を経験してい

なかった彼女は小さいときから自己中心的〔r・どもな

のに、自分でrl分を守らなければならない“無川”が

身に付いてしまったのであろう）なr一どもで、liiiじ時

朋に○（）ホームで暮らしていた他の人所児・†［だけでな

く、とくに担当者の実f’は十1「当な迷惑を被っていた、

ということをいっておかなければならないだろう、

　つい先日も、A」t・はr・どもを連れて○○ホームに来

ていたようである、仕事を終えて迎えに来た夫の車を

見かけたからであった　あまりに頻川なので、私はと

きどきAJ’・t：会うと「よ～く、来るね．」と少し嫌昧を

［特集］若い親たちのr一育て

いっておくことにしている．本当は、”おばさん”“お

じさんttも大変なのだから、もう少し遠慮しろよ、と

いいたいのである。もちろん母r共に健康なので、そ

れは酵ぶべきことであるには述いないのだが……

　ところでA子には7歳述いの異母姉がおり、彼女も

高校を卒業するまで○○ホームでル活していた，、その

後は」（・T・σ）企業に就職して、現在は職場のk任として

才’i　T：を指噂する、フ：場・にまでなっている．．，A了・と異なり、

1継実な歩みを続けてきたのであった、

　しかしこのAr・の「目’え方」を見てのことなのだろ

うか、それまで気丈に頑張りとおしてきたこの異母姉

が、「私も結婚する」とばい川したのである。そして

結婚、出産し、Ar・と同じように○○ホームにll［帰り

して「liUJ代養謹」となったt．．　A　r・ほど頻繁ではない

が、その後も○○ホームに出人りしている、，この姉妹

とOOホームの付き介いは、すでに20年を超えた．

　このように）t｝：くと、ここの“おばさんttや”おじさ

ん”はさそ’かし天使のような入間かということになり

そうだが、それは〔失礼だが｝IEしくない、．“おばさん”

はおっとりしているのだが、愚痴をこぽさない訳では

なく、”おじさん”も面倒見はよいのだが、時々は

「L）Jれて」近所まで鳴り響くような大きな怒鳴り声を

Lげる人だ。どこにでもいそうなご火婦なのである．，

そして．tt人の実刊ま、入れかわり、Zちかわりホームの

生活を混乱させている人所SU　’rr／：にもみくちゃにされた

割には、実によく育っているのだから不思議である、．

　○○ホームでは、このような生活が流れてきた、、し

かしAr・の異母姉やAr・が抜けた”あとがま”（新たな

人所児童、i家族モデル」は成Uの人れ替わりを1∬提

としないが、ホームは退所児巾があれば、すぐに次を

委託されることになる）には、いわゆる状態像の・n篤

化した児硫が増えてきたので、岐近では人変ハ；しい状

態に追い込まれている

　なかなか盗癖が直らず、問い質そうとしても固まっ
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［特集］若い親たちの子育て

て動かなくなってしまうような高校1］・t。最近になって

やっとおねしょがなくなってきた知的に遅れがある中

学屯極めつけは、しょっちゅう乱暴、雑言罵倒をく

り返してトラブルが絶えない小学生と、おんぶしない

と登圃してくれない幼稚剛児の、虐待で入所した兄妹

である。このため、申し訳ないことに身体の小さな

“ おばさん“は1腰を痛める結果になり、この一・・年で5

キロも痩せてしまった．，

　ケア現場にとっては「退所した“親になる児童“’へ

の支援」が難しいというよりも、こうした子どもたち

が増えてきたことの方が大変な問題なのである。それ

は「’tt｜IJ：代養護」へのとり組みどころでなく、子ども

たちが成人するまでの「一世代養護」すら危うくなっ

てきた、ということになるからである。

　ホーム運営には、はじめの子に手が掛からなくなっ

てから、次の子、そして次の子というようなサイクル

が成り立っていなければならないが、その維持がいよ

いよ困難になってきた。

2．「子育て支援」と「社会的養護」の優先順位

　こうしたケア現場の状況になっているので、私はも

っと社会の後押しが欲しいと思っているが、社会の児

童虐待問題に対する関心は全く別の方向にそれてしま

っているようにみえる。

　そもそも児童虐待問題に対する社会の関心は、放置

できないほどの被虐待児の数が（はじめは米国で、ケ

ンプ博一1．：によって〉発見されることになったからであ

った。虐待がもたらす子どもの育ちへの影響の大きさ、

さらには「連鎖」の根深さが強調されるに及んで、わ

が国でも平成12年の「児竜九S待防［Lに関する法律』

によって通報が義務付けられるようになったというこ

とが、これまでの経緯である。

　ところがよく指摘されるように、児遊虐待問題は短

絡化されやすい，〕第一の短絡は“犯人捜し”であって、
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その犯人を根絶することによって児童虐待問題を解決

できるのではないか、と考えてしまうことである。第

二の短絡は「虐待を受けてしまった子ども」への対’応

という課題よりも、これから「虐待を受けないための

子ども」への対応に考え方がシフトしてしまうことで

あるvしかしこの「発生予防」という考え方には、

「虐待を受けてしまった’f一ども」への対応を何か“手

遅れ”とでもいうようなニュアンスに変えてしまう危

うさがある、と私は思っている。

　そうはいっても、児丁碗虐待のない社会をつくり出そ

うという考え方が間違っている訳ではないし、児童虐

待にならないための社会による「子育て支援」も重要

なとり組みであるには違いない。だが「虐待を受けて

しまった子ども」を大切にして、杜会がその回復にと

り組むことはもっと大事な課題である。

　この当たり前のことが、短絡やシフトによって見え

づらくなっているのだから、私に限らず、ケア現場に

かかわっている人たちの多くが、悶々とした想いを引

きずっているのではないだろうか。そこで残された誌

面では、このことを少し整理してみたい。

　それは「子育て支援」と「社会的養護」の関係であ

る。前者を「虐待を受けないための子ども」への対応、

そして後者を「虐待を受けてしまった子ども」への対

応と考えてみると、この二つはどちらが優先されるべ

きかということではなく、一次予防が可能な対象児童

と、二次予1坊からはじめなければならない対象児童の

違い、ということに過ぎない。すなわち、そこには優

先順位が成り立つ関係はない、ということなのである。

　ところで私は、児童福祉施設や馳親家庭で暮らして

いる子どもたちの「社会的養護」という言葉が、「ソ

ー シャルケア」の直訳であったということを、最近に

なって知った。ちなみに『子ども家庭福祉・保健用語

辞典』甜’団法人資生堂社会福祉事業Ft【発行）で調べ

てみると、たしかに「杜会的養護〔social　care〕」と記



［特集］若い親たちの子育て

してあるので、問述いではあるまい。

　こんなことを言い川すと“何を今更、つまらぬこと

を”と叱られてしまいそうだが、実は「r・ffて支援」

も、他ならぬ「ソーシャルケア」であった。家庭にお

けるr育てを「ソーシャルケア」をもって支援しよう

ということだからである。この、：つは同じ「ソーシャ

ルケア」であるにもかかわらず、どうして「社会的養

護」は例外的で残余な扱いを受けやすいのだろうか。

ある研究者は、「社会r1勺養湿」と言わずに、もっとス

トレートに社会が担うべきケアとしての意味をはっき

りさせた「社会養護」というi「葉の使川を寸振されて

いるほどである，、

　「∫イfて支援」も「社会的養1；灼も同じ「ソーシャ

ルケア」であるならば、この二つをどのように．r∬層化

できるのか、そのことが飛要な課題となっているので

はないだろうか。

　この．過去から現在を照らし11iす問題発生の遡及的な

時問軸に対して、私たちにできることは人所児の現在

から，長来への道筋に、ていねいに関．与することでしか

ない。ここに求められることになるのは問題発生過程

とはまた違った何か別の考え方になるはずだ。

　ill：代をどこまで辿ればいいのか、あるいはどこまで

先を考えればいいのか．ここではこれ以．ヒふれない。

ただはっきりしているのは、私たちもまた養育された

「子ども期」を通過して、今度は養育する側の大人（親）

になっているということである。保護児童の特異なプ

ロセスを顧みると、「．二世代養護」の必要性は高く、

そして有効であるといっておきたい、1

おわりに

　このしごとに就いて問もない頃に私が出会ったr・ど

もたちは、すでに大人となっている．そして最近では

彼（彼女）らの子どもの結婚の話まで聞くような年齢

となってしまった。

　人所したr・どもの成育史をたどっていくと、そこに

は両親との．’［）1：代の〈チども一親〉関係だけでなく、

そのi’11bj親がまだr一どもであった頃のそれぞれの〈．f’ど

も（両親）一親（祖父母）〉関係、さらには祖父母がま

だr一どもであった時期のそれぞれの〈．r一ども〔祖父母）

一
親（曽相．父母）〉関係まで、数世代におよぶ累々と祈

り．爪なってきた問題が少なくない、，

　このような↑鴇1を知ると、たかが人所から18歳ま

での「児［†Uに対する私たちの援助は、この堆積はの

ほんの少しを軽減することが川来るかも知れないと思

われる税度で、それを考えるとため息が川てしまうの

である，，

キーワード：退所児童への支援

　このことについては従来「アフターケア」という概念で、

その必要性が訴えられてきたが、最近の英国からの報告で

は、これを「ケアリーバー（ケアから離れた若者）・問題」と

して捉え、きわめて重視している、と聞く。いわゆる措置適

応年齢を週ぎてしまえば、社会の爾任がなくなるという考え

方ではなく、「ケアリーバー・問題」をなくすことが要保護

児童施策のあり方に求められているのである。
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露甜親たちの子育て

各領域における支援体制の好事例

出産をめぐる1◎代女性⑳風景と
　　　　　　　　　　　　　　レジリアンス

ー
ピアヴポ」rトグループ竃ろζろくらぴ⑳纏験から一

題燃。酬麟会當覆≧。併藤鮎ご

1．はじめに

　芦原病院は、1990年代中盤以降全国に先駆けて出産

志向の10代妊婦の受診者が急増し、f・1三日された病院

である。大阪の地域改善対策の重点課題、予防啓発・

教育から治療、ケアまで公衆衛生を担う府・市の同和

地区医療センターとして出発し、福祉の分野にも重な

りを持ちながら、市民病院の機能をこえた準公的医療

機関（大阪ll∫）であった芦原病院は、保健所との協働

を事業化し、地域の子育て支援ネットワークの応援を

受けて、10代妊婦と親子のピアサポート（当事者主体

の相ヱ1：支援）の場作りを展開した。この事業の経験が、

後に厚生労働省の科学狙1究「出産を可能にする環境整

備の班」にも生かされることになる。しかし、現在は

大阪市の財政見直しの中で民事再生法の叫：1請がなさ

れ、運営母体が民間法人に移るとともに、病院の名称

も替わって再建に取り組んでいる。こうした背景を持

つ一方で、さまざまな分野で発揮された芦原病院の特

色が、地域における官民の多職棚間連携をベースにし

た活動である。その一つに本稿のテーマであるユ0代

の出産・子育て支援の取組みがある。

210代の妊娠の変容

　10代で出産される人たち。それは、15年ほど時代

を遡れば、妊娠に気づかなかったり、周りに言い出せ

ず、迷っているうちにどんどん時期が過ぎてしまって

選択の余地なく出産せざるを得ない、そんなケースが

よく見られていた。未受診のまま、自宅で出産された

ケース、妊娠週数満ちて、陣痛発来で「お腹の感冒を

ひいたかも」と母親が内科受診に辿れてこられ、そこ

で初めて高校1年生の娘の妊娠を知ったというケース

なども、筆者は経験している。

　しかし、工997年頃から超音波にも胎児の心拍がま

だ見えない時期、非常に早い段階で、最初から出産を

希望して病院に来られる10代が、次々と訪れるよう

になってきた。受診者の多くは、ロコミで病院を紹介

されて、親やパートナーを伴わずに一・人で訪れていた。

中には、他院で10代というだけで、話もきいてもら

えず、医療者からいきなり説教されたり、偏った私見

を一方的に聞かされ、「二度と行きたくない」と、途

中から転院してこられた10代も少なくはなかった。

相乎が若いからと言って、信頼関係も成立していない

のに初対而から砕けた言葉遣いで対応することがフレ

ンドリーだと勘違いしている「おとな」たちが、いか

に多いことか。しかし若い彼女たちは、順応力がある。

相手の調子に含わせて、くだけたようにも振舞ってく

れるし、礼節を重んじた対応もできるのである。
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　この流れの中にいた私たち看護師、助産師が、当ll8

最初に行ったことは、ケアと調介を兼ねたアウトリー

チ（夕一ゲットをしほった教育・啓発活動）である、，

外来での妊婦他診の機会に、trb．に計測や診察の介助や

ルーティンの「保健指導」だけではなく、個別の妊婦

さんの思いを聴く機会を大切にしたのはもちろん、従

来から行ってきた産後の家庭訪問については、10代の

妊婦さんの場合妊娠中と産後に外来・病棟の1剛1がペ

アで訪問し、　・人ひとりを‘1釦nしたお産と、r・どもを

迎えての牛活を支援していった。

　やがて2000年には、10代では分娩：111絶比率が

7：3と、従来からの結果、当ll、1…の全ilqデータと逆llレi

した．．また、他の研究で産後の家庭訪問の際、ff児不

安についての調査も産婦さんの年齢を問わず行ってい

たが、そこで私たちは意外な’ll：実もつかんでいた　そ

れは、．．・般的に「母．親の不安が強いのは、退院直後か

ら1ヶ月までの、育児に不慣れな時ではないか」と杉

えられていた常識に反して、不安尺度が高い人は、年

齢やy一どもの数などの条件にかかわりなく、2ヶ月、3

ヶ月を過ぎても高まっていることであった．病院が通

常行える産後の訪問は1ヶJJまでである　保健センタ

ー
での3ヶ月健診は、生後4ヶJJ1／に行わオしる．私た

ちは、この空白への対応が必要であること、また10

代の場合、産後に初めてアクセスするのでなく、妊娠

期からアプローチしていくことが爪要であること、こ

れは病院独〔1の支援だけでなく、地域での見守りが必

要であると考えた、他院で川産される10代の方たち

も含めて妊娠朗からの出産・育児支援が必要である、．

これを、当時毎月定例で」㌔1…っていた地元保健所〔当時｝

との連絡会議の中で提案していつた．

3．「ころころくらぶ」の誕生

　病院から提案を受けた保健所が独白に所幡の調査を

行い、10代の出産が増加していることが判った、数ヶ

［特集〕若い籾たちのr育て

月のit「三備期間を経たのち、2001年のiJl、保健｝り「ii．fiE、

J’t’i原病院後援という形で、10代の妊婦さんや親rが月

回集まる会、のちに参加者たちが名前も決めてくれ

ることを期待して「ヤングママ・プレママプラザ（仮

称〕．1がスタートしたのである．一卜年後に名付けられ

た「ころころくらぶ．」という名称，、このネーミングの

．杉案者θ）えみちゃんは、「親もr・もすべてが初めて。

ころころと雪だるまのようにころがりながら、大きく

成」、ξしていこう．」「10代のがんばるママさん、いつも

朗らかにころころ笑っていたいね」こんな願いが掛け

合わされているのだとlll来を語ってくれた、．10代の妊

婦さんや親rなら誰もが気1隆に集える、情報交換の場、

ホッとくつろげる場所としての「ころころくらぶ」は、

地域のll1で次第に定着していき、他都［1∫から場を求め

てやってくる人たちも見られるようになった．．孤、！tlし

たJf・育てをさせない、ということが開設までのねらい

であったが、めざす’1］事者問のピアサポートの茅は、

IFい段階から見られていた．’IG初は前後〉トに分けてプ

ログラムを考えたりもしたが、1～1：門職によるコントロ

ー
ルをやめて10代たちに任せたことによって、彼女

たちの「安心の居場所」となっていった．．私たち看護

師や助産師、保健師は黒r一に徹し、基本はビアで解決

する．そして「これは、㌧12q1‘j職（先泄ママ？）に相談

したいな」と彼女たちが思ったことは、ちゃんとイ11談

してきてくれるのである．

4．支援する側の変容

　発足当初、支援者側の認識として10代たちは社会

的な経験も乏しいだろうし、パートナーとの‡ll∫1：理解

が足りないまま川産に向かうこともあるかもしれな

い、学歴のlrliでも叩学卒業や‘1蔦校11：jkとなると、｛1｝’blF

も制限されたり、いくつもの仕事を掛け持ちし、労働

条件経済状態も厳しいだろう、社会に川て対人関係の

コミュニケーションも難しかったりするはずだ、と杉
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　　　■

えていた。「10代の出産育児は大変だから、ハイリス

クだから、周りが支えていってあげなければ。10代で

子どもを産んだ人たちは保護を要する人たちである」

という発想であったと思う。

　しかし10代ママたちと出会い、彼女たちの・’f－k’て

に傾ける思いや実際の育児の様子を知るにつれ、以前

はいかに自分たちが一’人ひとりを見る目がなく、1⑪代

だから、とステレオタイプで見ていたのか思い知って

いくのである。ころころくらぶの10代ママたちは、

生活の1’li：労も苦労とは思わず、子どもを迎えた暮らし

を楽しんでいた。坐活費の工面も、スーパーめぐりを

して肉をブロックで買い、小分けして冷凍することや

IOO円均．一・の利用法など、細々した．に夫を発見しては、

他の10代ママたちと情報交換をしていた。そして年

ヒのママさんのお宅に遊びに行く時には、手上産を忘

れないなど、気配りはさりげなく実行していた。自分

が「10代だから」と値踏みされたりすれば、それがひ

いては我が子への偏見につながることをよく知ってい

て、彼女たちは、母として妻として、精一杯の努力を

していた。私たちは相手のことを「知らない」がゆえ

に、個別を見られず「自分のこともできないのに育児

なんてできるのか？」「助けがいる子たち」「親が同居

している10代はいいが、そうでない家庭の子が出産

したら心配」などと決めつけてきたu知らないのは専

門職の怠慢であり、医療保健、禰祉あるいは教育の分

野で直接当Il堵に接する者であれば、支援どころか、

善意で被害を与えることもあるのだと痛感した。

5．「ころころくらぶ」の参加者たち

　すでに6年日を迎えたころころくらぶは、会員制で

はなく、川入り自由な月一’回のオープンスペースであ

る。1司じ曜［1の同じ時間、同じ場所でオープンしてい

ることで、数年後にひょこっと訪ねてこられる親子も

あり、まるでいつも同窓会のようだ。シングルあり、
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家族ぐるみの参加あり、友だちを連れて、やってくる。

働いている人はシフトの休みを取って、ある参加者は、

パン屋さんで毎朝3時からの早朝勤務をこなしなが

ら、ある人は交通費を浮かすためと運動の実益をかね

て、30分の道のりを自転車に乗ってかけつけ、定時制

高校に行っている人は登校前の貴重な時聞に、それぞ

れの都合をつけて集まってこられる。出産後も、月一

阿のころころくらぶのメンバーに早くあかちゃんの顔

を見せたくて、1ヶ月健診も終えていない頃、しっか

りと我が子を抱きしめて連れてくる参加者が多い。支

援一被支援の関係性をこえた、ピアサポートによる

ゆるやかなつながりがそこにある。

6．産みたい10代たちの自己決定と家族の再生

　10代という早い年齢でひとり立ちした人たち、と言

ってもその背景も動機もさまざまである。しかし、病

院を訪れる10代たちの中で、初めから出産の意志を

持って受診している人に共通している点は、自分の人

生を自分で切り拓いてきた、ということに尽きると思

う。子どもが背負わなくてもいいような困難や親を守

る役割を負っていたり、あるいは親からの過剰な期待

に応えて結果も出せる、がんばれる子どもとして振る

舞ってきたけれども、アイデンティティの形成期に自

分の本来の姿を描き直す力を持っていた人たちであっ

た。人に頼られ、学校が大好きで生徒会長をしていた

人、在学中に妊娠が判ったら退学という学則があった

ため、高校3年で中退したその翌口に」問ウ：制高校に編

入し、卒業認定の単位を取り終えた翌［1に破水して出

産した人。親からのネグレクトで義務教育の修学も途

中で適わなくなり、13歳から自活していた人、小学校

の同級生からのいじめで学校の屋．ヒから飛び降り自殺

を図り、養護施設に行くことを自分から選択して「人

生を生き直した」と言った人。あるrl」学3年生は「妊

娠判定薬で妊娠、って判ったとき、どう思った？」と



尋ねる私に、「わたしでいいの？ってお腹にきいた」

とi　；t’った．思いがけないセリフが・瞬飲み込めず、さ

らに次のば葉を待つ私に、彼女はこう言ったのだ，

「私を選んで生まれてきてくれるの：？」生まれてきた

r一どもを、彼女はどこに行くにも抱っこバンドで連れ

て行き、育児下帳いっぱいに我がf’への愛1）liを散りば

める、，孫が生まれたことで、また彼女と親との関係も

変わっていく．川産によって、親との関係が風通しよ

くなった、と語る｜0代は、ことの外多い、、竿i者が小

児科時代、解らなかった「r一どもが病気の1時も診察の

介助を祖けに任せている若いお母さん」が、なぜそう

しているのかが、10代たちと出会い思いを聴く中で、

氷解する思いであった／tあえて、おばあちゃんに役割

を渡し、それをi’r定している若い親たち．．．おばあちゃ

んといっても若く、自分自身の∫㌧育てには反省や、や

り残した気持ちを持っている。川産に反対していた彼

女らも、孫を腕に抱きt我がr一のr－ffての時は余裕も

なく、気がつかなかったことを還している．．．そして・r・

の側も、孫を抱く親を見て白分もこうして抱かれたの

だと確認するかのように、静かに眺めている　新しい

家族のカタチ、．川産を決意し、f’どものいる暮らしを

選択した10代たちは潔い。家族を人切にし、夫を、71

てる若い友。また、同年代カップルでは10代でも年

齢が低いほど、親となってからの男女の成長に差が開

き、離別していく傾向もある．、が、彼女たちは自分で

決めたことを全うし、たとえうまくいかないことがあ

っても、見事に愚痴や恨みぼがない、、単に愛情を求め

てというよりも、f’どもを産むことで、自分の成育も

含めた家族の再生を潜在的1こlW：感し、選び取ってきた

のかもしれないと思う．．彼．女たちのレジリアンスは、

信頼で’きる人とのつながりによって開花する、，

　私は、社会に必要なのは、　・方的な支援ではなく、

人と人とのつながり、関係性の1り1復をもたらしうる場

の創出であると考えている、．

［特集：」1’iい親たちの子育て

7．「産みたいあなたへ」一希望は伝染する

　2005年には、文部科学省の「家庭教育支援総合推

進事業」の委託を受けて、ころころくらぶのピアの芽

が『産みたいあなたへ』という111仔として結実した，、

　今から川産する10代たちに向けた、ころころくら

ぶのママたちによるメッセージ集は、1年近くかけて

毎月1回の集まりの中で色紙などに川きためられ、形

になっていった．．写真やイラストがふんだんに使われ

て、あたたかいムードが漂う111｝∫・になっているf’彼女

たちがじ体となって、等身大の自分を語ることで、出

産を選択しながらも、相談する相手もなく　’人不安な

妊娠期を抱えているかもしれない10代たちに「あな

たはひとりではない」とエールを送る，，母」∵r帳をも

らいに来る10代たちが希望すれば持ち帰っていただ

けるよう、役所の窓川で活川してもらっている．．

　この事業の意昧は、これまで援助の受け手と思われ

ていたユ0代ママたちが、情報発信．者となって、自己

実現をめざしながら、「’j・える一一与えられる」　．・方的

な関係性を変えたことにある，，

　母となるその人、了育ての．ll役であるおかあさんを

ダメな人、できない人と見なし、足りないところばか

りに注日するのではなく、本人が持っている個性や資

源にアクセスしていくことで、人は内に持つ素晴らし

い力を発郷していく、、このことを見事に示してくれた

のが、ころころくらぶの10代たちなのである／，，

キーワード：レジリアンス（resilience）

　逆境のなかでしなやかに生きていく弾力性。元来、物理学

の用語として外がら圧迫されたカを跳ね返す弾性、その性闘

をレジリアンシー（resiliency）という。この由釆を援用し、

一生の間続く人間の成長にもあてはめ、虐待や暴力、差別、

貧困など外からの抑圧で抑えつけられても、人間はそれを内

側から跳ね返す、生きるカを持っているという考え方。外的

な抑圧は無い方が円満であるが、週酷な状況を生き延びた人

は、レジリアンシーを発揮させてきたがゆえに、しなやかな

強靭さを蓄えている存在となっていく。このような弾力性を

持つ人自身を「レジリアンス」と表現する場合もある。
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［特集］若い親たちの子育て

留i詞剣
新しい家族との出会い、そして

“

ころころくらぶ”という場の意昧

ゆり（19歳　1歳4ヶ月の女の子の母）

みく（24歳3歳10ケ月の男の子、1歳5ヶ月θ）女の子の母）

えみ（24歳　5歳8ヶ月の女の子、4歳4ケ月の女の子、

　　1歳6ケ月の女の子の1助

伊藤悠子

　元芦原病院看護師〔現弘道余浪速生野病院）
　女性科チーフコンサルタント
　思春期保健相談：」：

伊藤　本nは、お忙しいなか、お集まりいただいてあ

　りがとうございます。さっそくですが、みなさんが

　妊娠に気づいた時の様子からきかせてください。

ゆり　私は高3の時に妊娠ってわかって、バレーボー

　ルの引退試合にどうしても山たくて頑張って続けて

　たから、最後出られなくて残念やった。11月でやめ

　たから、あともうちょっとで卒業やってんけど。

みく・えみ　もったいな～い日

ゆり　妊娠がわかってから、満貝電卓に乗るんも恐い

　し、チャリ通（自転車通学）もできんかったから1～

　2ヶ月けっこう休んでて、単位はぎりぎりやった。

　先生からも、「学校に来てたら無理かかるし、学校

　で何かあっても責任とられへん」て言われた。学校

　には行きたかったけど、制服やしおなか大きくなっ

　てきたら先生にメイワクかかる、って思った。つわ

　りの時はめちゃきつくて、死んだように寝てた。そ

　れで先生にもすごく心配かけてたし・v－。でも卒業し

　たかったな。学校、行きたかったけど…、その時は、

　気持ち切り替えな、と思づた。

伊藤　そう、自分のことで先生に迷惑かけたらあかん

　って思ったんやね。みんなはどんな状況やった？

えみ　私は、卒業まで通学期間があと1ヶ月ちょっと

　の頃に妊娠が判ってたんで、みんなが「がんばって

　卒業せえよ」ってサポートしてくれて、体育は先生

　がレポート提山にしてくれた。

みく　私は妊娠が判ったのが高校卒業して働きながら

　通った専門学校の卒業前で、就職も決まってた。

ゆり・伊藤　えっ、就職決まってたん1どこに？

みく　…ディズニーワールド。友だちからも、え一っ、

　もったいないって言われた。親もその時は黙ってい

　たけど、すごく残念がってたみたい。

伊藤　ディズニーワールドに就職するために、中絶と

　かは考えへんかった？

みく　うちが妊娠に気づいた時は、妊娠4ケ月に人っ

　ててんけど、つわりとか全然なくて、「2ヶ月生理が

　とんでるなあ～、もしかしたら？」と思って、市販

　薬の妊娠反応みたら出てた。すぐ病院に行ったら超

　音波検査した時に「これがあかちゃんの姿です」っ

　て、見せられて。あかちゃんを見ちゃったら中絶と

　か、考えられへんかった。…もし見てなかったら、

　手術してアメリカに行ってたかもしれない。でも、

　決めた後は迷いはなかった。

ゆり　私は最初に行った病院で、妊娠じゃないって言

　われた…。卵巣の機能が働いてない、っていうんで

　ホルモンの薬をもらっとって、つわりもホルモン薬

　の副作川で吐いてるんやと思っとった。でもいつに

　なっても生理が来ないし、何かおかしいって思って

　病院を替えたら、もう産むしかない時期に入ってた
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　・・。これは、子どもが産んでと1丁っているんだと思

　った，

えみ　あかちゃんを産んで、初めて生まれてきたr・の

　顔を見た時、「このr・が産んでってばってたんか」

　って思ったんちゃう？

みく　痛い思いをしてf［分が産んだことが信じられへ

　ん　夢とちがうかな？って思ってあかちゃんの寝顔

　を係認したり．家に帰ってからも、おむつを枠えて

　母乳をあげて、あかちゃんのいる暮らしが始まって

　いるのに、1ヶ月ぐらいr1分のr一を育てているとい

　う実感が無くって、不思議な感じ　入の∫・をお守り

　しているみたいやった。

えみ　思ったより体の回復は111．かったな　おっぱいも

　よく張るし、あ一、そういえば食べたものでlJ：乳の

　昧が変わるやんか、．えみはいっつも白分で味碓かめ

　てたけど、果物や野菜のときはさらさらやねん．う

　なぎ食べたらお乳がよう張るって偶然発見してんけ

　ど、うなぎの時の母乳はベタッとしてたわ，　i．？J；乳が

　1「n液って聞いてからは、ん一、昧見るのはちょっと

　一、って思ってやめてんけど（笑）．．

みく　うちも母乳で育てたいっていうのがあったか

　ら、必死で吸わしてた．免疫とか、1リ：乳にかなうも

　んはないって思ってたから。

伊藤　みんな子育てで、これは心がけてるとか人’jFに

　してることってある？

えみ　習慣にしてるのが寝る前に上のr・から順番に膝

　に乗せてギュって抱っこして、今1」・Hの保育所で

　の話をきいて、それから「明11はあれしような」っ

　て話したり、寝る前のチューしてから寝かす、帰っ

　てきて川事しながらやときく余裕もないし、空返」r

　になるから．．それにどうしてもドのf’にr一がかかっ

　て、ヒのr・が後回しになってしまうやん、Lのr・が

　じいっと我慢して妹の［ll：話を優先してるママを見て

［特集1打い親たちのr育て

　る姿が、自分がr・どもの頃とかぶってしま’）て

みく　Lやから、ってrl分が我慢することが多くて、

　淋しいって気持ちも抑えてしまうやんな一

伊藤　今iIはここにいる全貝長女、第・1㌘組やね．．

えみ　「1分がお姉ちゃんやから、i．）て、．「われるの、イ

　ヤやったから名前で1呼んでるねん．．「ちょっと待っ

　て」’．）てばわれて、　・番に抱っこしてほしかったけ

　ど我慢してて、そのうち忘れてしまったり、もうい

　い、って気持ちになってたi．きょうだいとか居てた

　らそういうのあると思うし。

ゆり　うちは妹の方が「お姉ちゃんば’）かりやな」っ

　て、レ）てた

えみ　ヒの了・・人だけやったら、白分がこのr・だけを

　見てあげる、っていう意識が強く出たかも／t

みく　私は、できる範開で「1分でいろいろ体験させる

　ようにしてる，．、危ないと思うことも、してみないと

　わからへんから、そばで見てて自分で体験させる1

えみ　あかちゃんの時は、毎日ひたすらずっと自分の

　r・を見てた　今日はグー握るの多いなとか．．「この

　∫’」っていうのを．解ってあげられるんやろか？と思

　ってて、とにかく見るねん、この動き方やったらこ

　れしてほしいんかな、って、それがドンピシャやっ

　た時に「今日は1プラス1」とか思ったりしながら

　無意識にやってるわ．．．r一を噛んでみたり、触ってみ

　たり、裸にしてころがしてみたり．．．毎llが新しいか

　ら、知らんことの．方が多すぎて、楽しいねん。

伊藤　今は1：1分ひとりが川きてくこと白体、大変な肚

　の中やし、人それぞれやねんけど、いつになったら、

　どんな状態でならf・どもを産んでいいと思う鰍

えみ　なんぽ年いってても、「わからへん」ってきけ

　る人は人丈夫やと思う．．白分で必死に解決しようと

　する仙い人はしんどいと思うよ．∫・どもを産んだら

　絶対’に必1安なこと、ありがとうとかごめんなさいと
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［特集］若い親たちの子育て

　か、基本的なことが素直にできれぽいいって思う。

ゆり　子どもは親見るもんな一。

みく　うん。r育てって、柔軟性が大事やと思う。こ

　うじゃなければダメ、って思い込んでるとしんどい

　んちゃうかな。

伊藤　みんなは、若いおlffさんやから、って値踏みさ

　れたり、偏見の目で見られたりしたことない？

みく　2人いっぺんにベビーカーに乗せられなくなっ

　た時に、チビちゃんがお座りできるようになってか

　らチャリ（自転」のの前後ろに乗せて移動してたら

　そこらθ）知らんおばちゃんに「お母ちゃん若いから」

　とか言われた。もちろん、バスタオルで固定もしっ

　かりやってたのに。

ゆり　病院でもいきなり「がんばってな」とか言われ

　たり、どこに行っても「若いね一」って言われる。

　どんな意味かな一一一一とは思う…。

えみ　昔に比べたら若いお母さん増えてきたから、マ

　シになったかも。逆に「いいな一」と言われる時も

　多い。うちの母さんも18歳の時えみを産んで、ず

　いぶん見下されることも多かったんやけど、その頃

　はよう言い返さんかった、って言ってた。

みく　体力的には若い時のお産はいいと思う。

伊藤　そうね、お産は軽いし、おっぱいはよく出るし

　ね。ゆりちゃんとみくちゃんのお母さんはいくつの

　時みんなを産んで、いくつで孫の顔を見たの？

ゆり　お母さんが27歳の時で、孫ができたのは、45

　歳の時，コ

みく　うちはおかんが30歳の時に生まれて、50歳で

　孫が4ぽれたの、。娘がこんなに早く子どもを産むと

　は思ってなくて、複雑な感じやったと思う。自分の

　子は外資に採用になって世界にはばたいていくと思

　ってた・矢先やったから。

ゆり　うちはあきれてる、って感じやった。朴1手も家

Ll±　zzの児潰と母性　48

　に来なかったし、お父さんは相手のところに殴りに

　行くぐらいの勢いやった。でも、すごい1活し合いも

　して、最後は親も自分が決めたことやから、って言

　ってくれて。子どもが大きくなった時「何でパパお

　らんの？」って言われるだろうと思った。でも、お

　ろすのはどうしてもイヤやった，、

伊藤　相手の彼とは話ができたの？

ゆり　妊娠がわかって知らせたら、「産まんとって」

　って、「ごめん」って言われて。それを聞いてもう

　いいと思った。あっちの家にもお産が終わってから

　生まれたことだけ知らせたけど。お母さんも、一緒

　に家族で育てようって言ってくれて、産むって決め

　たら強い。後から子ども見るのに年とかは関係ない

　ってわかったし。

伊藤　みくちゃんは、2入目の妊娠叩にシングルで川

　産することを決めたんだよね。

みく　ダンナが生活費持って帰らんくてずっと大変や

　って、そのうち自分でも稼ぐようになったから、案

　外やっていけるんちゃうか、と思ったの。

伊藤　支障のない範囲でいきさつきかせてくれる？

みく　子どもがいるのに給料もろくに持って帰って来

　ない。給料も歩合制やから5、6万円しかない、っ

　て言われて。さらに産後1ヶ月ぐらいのしんどかっ

　た時に誰かとチューしたプリクラが出てきて。

ゆり　そんなとき余計イヤやんね。

みく　寝てたのを頭蹴り飛ばして「何？これ」ってそ

　の後やっと仕1］［を替えたんやけど、たった2ヶ月や

　ったcちゃんとした仕事の割りには帰ってくるの遅

　いな、とか思ってたら、また掃除してる時に浮気相

　手からの手紙見つけて。帰ってきてそれを見せたら、

　「なに、人のん読んでんねん！」って逆ギレ。それ

　からもズルズルきてて、2番目の子ども妊娠してた

　んやけど切迫流産とか、2，3回繰り返して絶対安静



　の時にもなかなか帰ってこなくて、しばらくヒの子

　と　・緒に実家に行くことにしたのね。忘れ物取りに

　家に戻ったら、イ屑［に行ってるはずのダンナがいて、

　女の人の靴があって，今思えば、何で結婚前つきあ

　ってた時に気つかんかってんやろ？と思うけど、わ

　からんかった、，うちが仕事しながら学校行ってる時、

　むこうは働いてるのに旅行代とかも川産費川とかも

　全部うちが出してた，、

伊藤　ダメ男に弱いん？

みく　そうかな…．．

えみ　やさしすぎるねん、みくは、．とりあえず、先に

　‡1ぽの話きいてしまうから、、

みく　かなりえみ夫婦には助けられた．．

えみ　気づけば駆け込み相談所？2411寺lt’uフル活動1．、

　みんな「助けてコール」は22時回ってからが多い、

　もしくはどしゃぶりのil。何言ってるかわからへん

　ぐらいパニックになってるから、その場所に行って、

　」t・ども述れてたらうちに．．・緒に帰ってきて，、うちも

　ダンナおんねんけど、みたいな、せやから、へんに

　引越しもできへんねん，、

みく　へんな遠慮せんとあかんことはあかん、ってズ

　バッと1「ってくれるし、親身になってきいてくれる

　し、居心地がいいねん。

伊藤　でもえみちゃんは3つヒのババにすごく気をつ

　かってるよね、さりげなく．、おlllい大「∬にしてる．，

えみ　パパも、えみが何かする、って、．「っても反対な

　いわ．，「えみやしな～」しかli・わへん先にパパに

　こうしていいか、大’］Fなことは聞くけどな、やっぱ

　り、うちに来る子は、親に相談できないfが多い。

　中学や高校の後借とかやねんけど、向かいの実家に

　いるじいちゃんらに怒られたくて来るr・もいるわ。

　えみを介してうちの両親に会いに来るのかもftあっ

　まだ「ころころ」の話してへんやん．時川切れ？

［特集：1若い親たちの子育て

みく　「ころころくらぶ」に初めて来た時は、生後2

　週問の．r・連れて金髪の子が米てて。えみやけどt／レ

　ディーズ．Lがりの姉ちゃんやと思ったわc．友だちに

　誘われてなかったら人り11で引き返してたかも。

ゆり　私も「ころころ」には友だち何人か誘って来て

　るけど、最初はやっぱりどんな子おるんかなって思

　って来にくいで．，

伊藤　他にも、いろいろ地域のr－k’てサークルとかが

　あるやん、他のサークルと「ころころ」の違いみた

　いなのってあるんかな？

えみ　他のサークルとは、雰囲気がちがう．．tお母さん

　たちの子育てサークルって、ヒド関係とか、そこま

　でいかなくても参加メンバーのポジションみたいな

　ものがあるねん。そういう色を「ころころ．1は固定

　しないようにみんなで人，jgにしてきた、、

みく　r育て中のママさんのサークルってやっぱり年

　齢の壁があるtt，30、40代ぐらいの人の集まりはよ

　う人らんかな。

えみ　3人目が生まれてからね、これまでと違うタイ

　プの人から誘われるようになってきたんよ、t独身時

　代から仕事バリバリにやってきたみたいな感じのお

　母さんとかが、向こうから声かけてくれるのが嬉し

　くて、

ゆり　へえ、いいなあ、，私も今廻1寺制高校でいろんな

　年齢層の人と　’緒にクラスで勉強してて、すごく楽

　しいLt今まで知り合うこともなかった人と友だちに

　なった。「ころころ」にも白転車やから雨が降らな

　い限り、姫を連れて来ます、，

伊藤　10代で妊娠して、ママになったみんなは、その

　分人間的にも豊かな成長を遂げていくし、これから

　将来の可能性も、すごおく大きいよね。今nは忙し

　い中、本当にありがとうございました．、
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囹園甜親たちの子育て
　　　　　　卓一六～’「．tr「　「

各領域における支援体制の好事例

若い親⑲支援と
子ども⑲虐待防止

子どもの虐待防止センター相談員
い子と

智
聾あ

天

1．はじめに

　ここでいう「若い親」とは、10代一一　20代初めの親

達をいうならば、19歳と21歳の娘をもっ私は、「若い

親たち」のそのまた親の世代にあたる。娘と同世代の

子どもたちが「親」になっている。その「若い親たち」

とその子育てを支えるために何が必要か？子どもの虐

待防1ヒのために、地域では何ができるか？を私が関わ

ってきた『プレーパーク』という地域での遊び場づく

りの経験や『子どもの虐待防止センターjの活動を通

して考えてみようというのが今回の私に与えられたテ

ーマである。「子どもの虐待防止センター」と『プレ

ーパーク」それぞれの活動を紹介しながらすすめてい

きたいと思う。

2．母親達の声を聴き続けて

　子どもの虐待防止センターは1991年に発足した民

間の相談機関である。発足当初から、育児不安や子ど

もを虐待してしまうことに悩む母親逮の声を聴いてき

た。今でも相談電話の7～8割は、子育て真っ最中の

母親達からのものだe「子どもがかわいく思えない」

「子育てがつらい」「子どもなんてk’Eまなければよかっ

た」母親達は、顔の見えない、どこの誰だかも分から

ない、匿名性の高い電話だからこそ話せる心の内を吐

露する。「子どもをたたいてしまった」「ひどいことを

言ってしまった」「カーッとなるとコントロールが効

かなくなってしまう」「このままだと何をするか分か

らなくてこわい」不安や自☆の念に押しつぶされそう

になりながら受話器のむこうの声は語る。私たち相談

員はそのおかあさんの声にうなづきながら、ただただ

聴いていく。子育てや子どもに対する負の感情も否定

されない、批判されない、そのままを受け止められて

いると感じると、母親達はそれにいたる背景や心の葛

藤をポッリポツリと語り始める。その背景をたどると

虐待の要因は決してひとつではないことが分かる。

様々な要因が重なり合い、絡まり合い、リスクが高ま

った時に虐待は生じるのだ。

3．虐待の背景、虐待の影響

　虐待の背景には、まず、大前提として、「今この時

代に子育てする大変さ」がある。電話相談で語られる

母親達のメッセージから浮かび」二がってくる共通のキ

ー ワードは「孤立」と「不安」それから「自責感」だ。

様々な不安に苛まれ、深い孤立感や自責感にとらわれ

ながら、でも24時間休みなしで子育ては続く。育て

にくい子a扱いにくい子、病弱であったり、発達の遅

れがあったり…これらは虐待を引き起こす子ども側の

要因となり、また、夫婦問題、人間関係のストレス、

精神疾患、被虐待体験やその他の傷つき体験などは親
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側の1堤因となる「その他にも経済的なヂ蹴｝1云や環境の問

題、母性神話など社会的文化的要因も様々あり、それ

らが複雑にlfiなり合っているのである．、．

　虐待は、時代や社会のひずみが、社会の’番小さな

Fi！Fll＝家族に、そして・番身近で親密な関係＝ra　J：の

Il1に押し寄せた結りCだ．それもそれぞれの］IIJ代のひず

みが累々と厄なり、つながって州し寄せてくると．杉え

ると、’中1賭である1組の親子の頑張りや努力だけで

は抗し切れないことが容易に察せられるのではないだ

ろうかL

　しかしながら、虐待のJ’・どもに及ぽす影秤は大きい　／／t

生命の危険や、後遺症が残るような深刻な身体的な影

響はもちろんのこと、たとえそれがなかったとしても、

その情緒llli粁洲1面に及ぼす影響は見逃せない，それは、

人間関係にさまざまな支障をきたす．．そのために：爪

｛重の被川をlrttね、時に、生きる意欲まで損なわれる

こともあるからだ、、

　虐待問題への取り組みには、より11ゾ門性が求められ

る一ノ∫で、地域にも大きな期待が寄せられている．．．虐

待を引き起こす要因があってもそれを補う要ぷがあれ

ば、発生や取症化を防ぐことがlrl．能だ．．地域のサポー

トカはその補う要素のひとつとなる．、では、地域のlli

の遊び場である「ブレーバーク』はどんな役割を果た

しているのか？虐待防1ヒという視点から見て、地域の

サポートカのひとつに成り得ているのか？次に考えて

みたい、

4．子どもが子どもとして生きられるために

　プレーバークは、「rl分の‘1（－f／で1！］11［に遊ぶ．1をモ

ットーにした冒険遊び場だ、．「∫・ども遊が、もっと生

き牛きできる場を！」と願う地域ぴ）親達が集まってそ

の運営にあたっている、，ll常的には、プレーリーダー

と呼ばれるスタッフが常脱している．プレーリーダ’一

［特集］若い親たちの∫’育て

は、1「一ども述にとってガキ大将r白な存在であり、よき

相談相rであり、頼りになる代弁者だ．また、遊び場

のコーディネーターとしても欠かせない存在である

　既成の公園の枠を超えてr一ども達がのびのびと遊べ

る場・を実現するためには、人任せにするのではなく、

自らが場の述営や管川を担うことが欠かせない．、自．E

運営、r｜じ什理を軸におき、1’｜lllの裁Ili：を最人限に拡

げていくことで、r一ども達に『ハニかな遊びを保障してい

こうとしているのがプレーパークだ．．

　f’どもに〔｜山で．豊かな遊びを保障していくというこ

とは、「ゴ・どもが了・どもとして生きることを保隙する1

ということである一．「r・どもがr一どもとして生きる．」

というあたり前のことがどんなにtc　L）」なことか、］：ど

もの虐待防1ヒセンターの電話相談やグループ（母とr一

〇）関係を考える会・略称「MCG」）で川会うおかあさ

んたちの話を聴きながら改めて思い知らされる。虐待

を受けて育ち、親になった人たちが、自分のr・ども11；↑

代を振り返る時、「大人の顔色を窺がい、いつもびく

びくしていた」「親の愚痴を聞いたりなぐさめたり、

私はひたすら親のケア役だった」「〔1分の気持ちを押

し殺し、親にとっての都合のいい∫’をしていた」「自

分でfl‘1ひとつ決めることが川来なかった」など、∫ど

も時代をf’どもとして生きられなかった自分に気づ

く。そして、r・ども時代をr一どもとして生きられずに

親になった人たちにとって、liの前の我が」t’のr一ども

らしい振る舞い、ぼ動は、あまりに傍若無人に見え、

とても受け人れ難いものとなるnないがしろにされ、

傷つけられたまま押し込められていた自分のf’ども1ほ

代がうずくのだ，

　また、「家庭では親から虐待され、学校ではいじめ

にあい、私にはどこにもlll｝場所がなか’．びた」と話すお

かあさんも少なくない。誰も気づいてくれず、守って

くれず、孤、ン：無援感の‘11で過ごすj”ども時代とはどん
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［特集］若い親たちの子育て

なにか耐え難いものだったか。

　子ども時代を独りで生き延びなければならない子ど

もをひとりでも少なくするために、学校でもなく、家

庭でもない第3、第4の場所が果たす役渕は大きい。

子どもが白分の足でいける、子どもの生活のエリアの

中にそういった場所が確保される必要がある。そして

そこは．了・ども達が学校や家庭と同じものさしではから

れることのない場所であること、安心でき、そのまま

の自分を認めてもらえる場所であることなどが望まれ

る。

　子どもが安心して行かれる場所があることは、子ど

もと煮詰まりがちなλ1三活を送っている母親にとっても

貴重なサポートになる。

　「地域なんてどこにあるのよ1」電話相談の中で、

あるおかあさんが言い放った。生活保護を受け、母子

で暮らしているおかあさんだった。「保育園でも幼稚

園でも学校でもどこでも、’子どもは学校と家庭と地

域で育てましょう”っていうけど、地域ってどこ！？

どこにもないじゃない！」と怒っていた。子どもは不

登校、家の中で子どもと二人きりで向き合ってどうに

もならない苛立ちを抱えていた。

　児赦館、子ども家庭支援センタr保育園での子育

てひろばなど行政からすると「地域」レベルで子育て

をサポートしている機関はすでにあるし、そこでの取

り組みも・1二夫され、実施されている。しかし、必要と

する人にとって、「地域」と感じられる「地域」でな

ければ意味がない。

5．プレーパークで自分を取り戻す×人たち

　プレーパークは子どもの遊び場である。が、それと

同時に、そこに集う大人たち（子ども連れの親ばかり

ではない、若者たちや年配のおじさん・おばさんたち

も集まってくる）にとっても、他では得難い時間や空
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問となっている。

　私が長年関わってきたrはらっぱ』（駒沢はらっぱ

プレーパークの通称）には乳幼児を持つ母親達のグル

ー プがあり、週に2回程、1，：の子の幼稚園が終わった

後に集まり、日暮れまで遊んでいく。子どもはもちろ

んはねをのばし、思う存分遊んでいくのだが、母親達

にとってもホッとできるひとときだという。公園や児

童館では、子どもが他の子どものおもちゃを取ってし

まったり、手を出して泣かしてしまったりで、肩身の

狭い思いをしたり、周りの母親達に謝りどおしだった

という人も、『はらっぱ』では、多少のことではみん

な何も言わず、それどころか楽しそうに見ていてくれ

るからとても楽なのだという。

　プレーパークのように子どもの自由な遊びが尊重さ

れ、見守る姿勢が、大人たちにある空間では、親が自

分の子の後をついて回っていちいち口川し手出しをし

ないで済むようになってくる。それは、母親達にもゆ

とりをもたらす。

　「はらっぱ」は手作りの遊び場なので、その環境に

は、乎のかけられるところがいっぱいある。ゆとりを

見出した母親達は、かまどでの料理を楽しんだり、畑

に作物の苗を植えたり、木工やいろいろな手仕事をし

たりする。そして大人のそういった動きがまた’r・ども

達の遊びの刺激にもなっていくのである、，

　先日、『はらっぱ』で、幼児をもつあるおかあさん

が携帯電話で長々と話している様子を目にした1，『は

らっぱ』では珍しい光景だ。後で聞いたところによる

と、幼稚園の後、公園で遊んでいた友達のおかあさん

が泣きながら電話してきたのだという。他のおかあさ

んに子どもの遊びのことで「怒ってやめさせないあな

たが悪い」と責められたらしい。このままの気持ちで

家に帰れないから「はらっぱ』に寄って行きたいのだ

けど、まだいるか？という電話だったとのこと。まる



でホットライン、r・どもの虐待防止センターの電話と

・緒だと私は思った、．幼稚園の母親同lrの1燭係の問題

は端から見ると「そんな些細なことで」と思うような

ことでも、高じてくると、当事者にとっては抜きさし

ならない問題になってしまう．、この人には氾話が掛け

られる相手がいてよかった，．『はらっぱ』があってよ

かったと思った、．そのまま帰ったら、「あんたのせい

で」と了・どもを☆めていたかもしれない、　tt彼．女は、何

人かの人たちに迎えられ、またひとしきり話し、涙を

流していくだろう。お茶を流れてくれる人もいるかも

しれないし、1．1’いものをすすめてくれる人もいるかも

しれないttt公園で母と　・緒に心細い思いをしていたr・

もおかあさんが話している間に思い切り遊び、晴れや

かな顔になるだろう．

　これまでブレーパークでは、「r・育て支援」だとか、

ましてや「虐待防ll：」などと大L段に掲げることはな

かったが、実はそういった意味でも大きな役割を果た

してきたと思う．そして、それは地域の、住民iミ体の、

「遊び場」という聞かれた拠点のある活動だったから

成り．緋たのだろうと私は思っている．，既存の様々な機

関の，1：で、プレーパークは、その場の持つ許容度が大

きい，，いろんな人が、いろんなr・ども達が集まってく

る、その雑多さ加減が緊張感をほぐし、安心感を生む

のだろうと思う．場の持つ許容度は場に集まる人たち

がつくる、、場のつくり千によって、そのふところの広

さも深さも決まってくるのである．．

6．おわりに

　原稿にむかう私の傍らで娘が’ば、「若い親の支

援？…支援してほしいって言ってるの？」

　「　確かに。」親川：代の勝τな思い込みで、「若い

親」＝支援の対象とするのは失礼な話だろう　あるお

［特集1若い親たちの子育て

かあさんは、電．・lfで乗り合わせたおばさんに、人きな

声で「虐待するんじゃないよUとii’われたといって

憤慨していた、，彼女は一見いわゆるヤンママ風のおか

あさんだ．、若年出産は虐待ハイリスクの1要素だけれ

ども、それに至る背景はそれぞれで一様ではない、t決

めつけることなく、当事者のニーズに耳を傾けたい、，

　∫・育ては、その人の．r・ども時代が反映される営みで

ある、、r・ども時代の傷つき体験が未整理のまま押し」ム

められている時、その了・育ては、ll＆に苦しさを伴うも

のとなる、、親にとって、∫一にとって、危機ともいうべ

き事態を招くこともあるだろう。しかし危機はll｝生へ

の大きなチャンスでもある，．施設に育ち、人への信頼

をことごとく奪われてきたある若い母は、生まれてき

　　　　　　　　　　　　　t：　ヒ
た小さな命を千にした11，F、「他者に対して．初めて、い

とおしいという感情をもった」という。小さな命と共

に再生しようとする営みを人切にしていきたい．．

参杉図．1｜f

広岡智∫’（2004）「心のll艮で見る虐待』1’；1：1：文化トll

大野秀昭（2（，02）「r・どもはおとなの育ての親」ゆじ，ltんとブ

ックレットシリーズ

西野博之〔2006）「11C’場所のちから」教育史料川版杜

キーワード：プレーパーク

　「自分の貴任で自由に遊ぷ」をモットーにした圏険遊び場。

地域住民による組織がその運営にあたっており、行政が土地

の提供や資金面の支援をするなど、プレーバークは住民と行

政との協働の事業である。プレーリーダーと呼ばれるスタッ

フが常駐し、B常の遊び場のさまざまな出来事に対応してい

る。発祥の地である世田谷区には現在、羽根木・世田谷・駒

沢はらっぱ・烏山の4プレーバークがあり、全国的にも各

地で試みられている。
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若い親たちの子育て

1鯨翻i繊蹴

L

灘外⑳着い親たち⑳現状と支援⑳課題
一rアメロ劾・韓璽⑳シンがルマ惨蓑緩をぴかりにして

　　　　　　　　　　　もりたあけみ
蝉大学社会継搬森田明美

はじめに

　アメリカ・韓国では、IO代未婚シングルマザーが急

増し、社会的な問題になっているc

　日本では、10代の母がその後どのような家族経歴を

たどるのか調査がなされていないので、判断はできな

いが、厚生労働省が5年ごとにおこなっている母r家

庭甘鋼企では、それほど大きな変化はみられない，，

　2003年調査では1998年鋼査と比べて、1；）・r・家庭数

は急増した、，母∫・家庭になった時の母の年齢が20歳

代の害ll合は、24．1％から28．8％と4．7ポイン1・も増え

た　だが、20歳未満の数は1．1％からむしろ下がり、

0．9％となり、’ド均年齢は34．7歳が33．5歳にドがった

また未婚は7．3％が5．8％となり、数としては若下増え

たが、割合としてはむしろドがっている。

　日本のt±’f’tt〈庭等調在からみる限り、1〔｝代の未婚シ

ングルマザーがそれほど増えているとはいえない。

　若い親は、　一般的には「1り：親になりきれていない未

熟な女性の川産」として不安をもって見られているが、

川産とその後のr－fiてについて、実態は明らかにされ

ず、やみくもに否定的な見方がなされている状況であ

る、もちろん若くしそ親になったとしても、新しい家

族を作っていく場合もある。ただ、いずれの国でも、

若い親であるということは，学業や仕‘∬，そして子育

ての阿ウ1にさまざまな困難が伴うことは共辿している．

　私が参加した11本の保育所を利川して∫イfてをして

いる10代の親たちに行った調査（2002年1支実施）から

その要素を簡IPに整理してみると、特徴は以ドのよう

になる。若いということは、専門的な経歴もなく、蓄

えも少なく、長時問、1｝t価の安い労働に従事する場合

が多くなる、JJ）1えて将来のために、1占q∬1的な知識や技術

を身につけるための経済的・時間的な投資をしなけれ

ばならない時期でもある。また夫婦がともに若い場合

には、友人たちも若く、白分のために過ごす余暇11寺閲

が1’分に欲しい1嚇り1でもある．

　こうした若い親たちが子育てをしたいと思うなら

ば、その欠点を誰かが補充しない限り、夫婦でのナ育

て、ひとり親になっての子育ての継続には若いという

ことは大きなリスクになるのであ7el　．．

　私は、1980年代から日米の働く母親たち、ひとり

親家庭の実態と社会福祉支援について調査研究を進め

てきた、また最近は韓回・デンマークの母子家庭支援

に広げて共同調杏イill：究を進めている。以ドそうした中

で気づいた若い親の現状と支援の課題を述べる（注D，、

1．アメリカの10代の親たち（注2）

　アメリカでは、1970年代には18歳未満のr一どもの

いる家庭の11％がシングルマザーだったが、1990年

には24％にまで増加している。全川産に占める未婚

の割合が白人では16．7％（1987年）、黒人では62．2％

と人種により偏りがある、この結果、1992年には白
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人のr・どものうち21．8％、黒人のf・どもの56．9％がλこ

婚のシングルマザーと暮らしている．．

　未婚によるシングルマザーのうち、10代のシングル

マザーの増加が激しい、tOftの未婚女性の妊娠率は

1976年には1．OOO人’「］たり541’1；だったが、1991年92

年には103件に増加している　川産全体に11iめる婚外

f’は1970年には10．7％であ’・）たのに対して1991年に

は29．5％へと1　“tl・し、2015年には川産全体のうち

50％が婚外．∫・川産になるといわれている（1996年個人

責任・勤労機会訓整法θ）「’9・実認定〕より〕．

　1992fドの太婚の川産の3分の1が19歳以卜’の川派

〔未婚の全川産数122万のうち36加である、．

〈シングルマザーへの公的支援〉

　アメリカのシング1レマザー支援については1990年代

の後’トの疏‡il：L’IXvl1L：v）」｝reは、，1・1・1とSl．；il；o），，M．LL、　AFDC

の受給制1根、家族の仙i値に関することが定められ、現

在に至’2ている．国家r算局の統川では11〔｝代の未婚

のシングルマザーの4分の3は出産後5年以1ノ・］に社会福

．f11：受給者’になる」ということから、急増する10代の未

婚の出産を防ぐことは貧困のサイクルを断ち切ること

貧困の女性化」を防ぐil標の・つとして！n要プロジ．r．

クトとされている

　アメリカのシングルマザーxi援の中心はAFI）Cとい

う18歳以ドのr一どもを持つ貧困家庭を対象とするプロ

グラムで述邦政府が週に補助金を交付し、各州がそれ

ぞれ独〔｜の基準によって運営してきたものであった

扶助の内容は各州a）几準に基づく現金給付、就職奨励

プログラム、就職斡旋サービス、保育を含むものであ

る．どちらかの親が1n度の心身障害者である場合も対

象になっているが、その対象の人部分はシングルマザ

ー だった．その制度は［996年8月に柵祉改1↑・：の111で新

法「個人責任と就労十幾会調停法（PRW（．）R八）」がb£　，7：

することで廃止され、「貧困家庭への・時扶助（TANF月

が創設された、受給期間が5年問と有川限とさオしたこと、

就労条件が厳しく強化されたことなど制限的なプログ

ラムとなり、AドDC受給がピークであった199・．1年時は

月’ド均約500万家族であったが、1999年には約250万

家族になっている

　PRWORAはIO代の親にン）いて特別な条」nをもt）て

いる、10代の母親の自i71と婚外妊娠等の防ILのための

［特集1若い親たちの1㌘育て

措置としてUl1‘j親との1，i”，，1．および就学（高て1ト学校へぴ）就

学あるいは職業訓練への参加の義務）、．210代の妊娠に

ついては年川5．00〔1万ド’レが禁欲教育資金とLて州政府

に対する母r一健康・括補助金に加算され、州政府は地

域による10代妊娠防止プ’ログラムの確立を推進する

t／’制裁措置戊’1’1政的は未婚のIO代の親とその∫・どもに対

しては給付しなくても良い．．・1．州政府への報奨金が婚

外子出産・人．1：中絶が最も大きく減少した5州に対して

各州20　1’VJ’ドル迄払われるということである

　各州の試みには「了・どもが増えると受給額が増える

という凹係を断ち切るために、1家庭あたりの給fJ’額を

制限し、特に10代の妊娠の抑制を図る試みは［3州で行

われている．、また、受給家庭におけるIO代の剛親ある

いは∫・女に就学を義務付け、1’1　，1，1に資する1沢みも23州

で行われている」（O，MR　REP「）R’F，18レ；’r1治体国

際化協会1997）　また、未成年の受給川：帯に対しては受

給条件として親や後見人との同居、高等学校への就学

や卒：業を義務付け、迫反したときには給付金の削減を

行うという対’応をしてきた1’1治体もある．．

2．韓国の10代の親たちlii｛3’）

　糠国の教育人的資i原部が発表した1．国内高校生の性

意識と’性教育実態」i），1］査によれ；ま、り」女高校生の

IO，7％（リ｝13、7％、女8」％｝が「性経験あり」で、

「性経験あり．］とll‘1？さした女r“生θ．）1｛｝，8％が妊娠し

たことがあるという実態が明らかになった（韓川日報

200L2．6）．．また、．占：少年保護委貝会の調査（20〔｝0年）

によると、最近3ケ）1問に産婦人科を訪れた妊産婦の

8．3％が10代であったと報告されている漣合ニュー

ス200Ll．30）

　韓国でも、IO代未婚のシングルマザーはその数も割

合も急増している、10代未婚のシングルマザーは、

1989年の時点で、未婚のシングルマザー全体の

2・1，9％であったが、19．　9〔〕年に31．’1％、1993年32．4％、

1996年42．5％、1．997年47．9％に増加している、、保健

福祉部によれば、2000年6月ぷ、未婚のシングルマ

ザー保護施設に入所した739名を対’象とした調査で

は、16～．20歳が58．5％、15歳以ドが4．1％であった
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（1到r畦1．1報2001．1．rs）⊇

　また、女性家族部が、全国のシングルマザー支援施

設jlヶ所に入居しているシングルマザー238名を対’

象に調査した結果（2005年）によれば、入所している

女性の年齢は、21～25歳が45．8％、26～30歳が

14．3％であるが、16～20歳31．5％、15歳以下も

1．7％を占めていた。妊娠した理山では、交際中の望

まない妊娠が66％と最も多く、次いで避妊に失敗が

16％と、10人叩に8人が望まない妊娠となっている。

　また、10代に出産した母の相当数が再妊娠している。

樟国の場合は、1995年ソウル1’liにある支援機関に人

所した198名の10代未婚のシングルマザーのll．）で、

再妊娠が44名で22％を占めていた（ソウル市婦女福

祉連合会］996、キム・マンジ2001より再引用）、、

　野党ハンナラ党・安明一に議貝が発表した保健福祉部

の国政1監査資料によると、2005年初めから6月末ま

で、全国ユ6のシングルマザー専門施設に新しく入所

した女性は1，120人で、1｝］最低6人のシングルマザ

ーが発生していることがわかった。年齢別には、16歳

から20歳が454人（40．5％）と最も多い、．シングルマ

ザーが産んだ新ぴ児の73．6％は国内外に養子縁組さ

れ、母親本人が育てている一Fどもは171人と15．3％だ

った（中央日報、2005．10．02．）。

　10代の未婚シングルマザーの急増に対して宗教団体

などが中心になり、女性施策として「来婚の母の家」

「i．w・の家」など住まい支援を中心に、シングルマザ

ー 支援がなされてきた。対象となる家庭が急増する111

で今後その出産と子育てにどのような社会的な支援を

していくのかが湖われている，，

a10代の親支援と課題

　アメリカと韓国の10代の親たちの実態を見ていく

と、共通した実態と課題が明らかになってきた。少子

化傾向のil・1で、10代の未婚の妊娠山産が増えているこ
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と。しかもアジアの儒教の強い韓国でも10代とりわ

け未婚の妊娠川産が増えている，、

　その川産は望まない妊娠出産である場合が多い。

　そうした意味で、第1には、望まない妊娠はしない、

させないための学惚機会を増やすための試みが多様に

行われている。

　第2に、10代の妊娠川産によって多くの場合、母親

は専門教育を受けることができないことになり、その

ことが低学歴、専門性のなさにつながるために、教育

の継続とステップァップのために多様な仕組みが講じ

られているということである。

　私がかかわった日本調企でも1司様の状況が見えた。

高校時代に出産すれば、学校によっては退学をしなけ

ればならない、高校卒業後であったとしても、専門学

校や短大・大学の継続は子育てや就学にともなう家計

の補助などがないとできない。またこのことが派生的

にいろいろな問題をもたらしていることが明らかにな

った。専II，1的知識や技術をもたない結果、専門的職業

につくことができず、所得は少なく、不安定就業にな

る。一定の所得を得ようとすると、長ll沮｝ll労働になる。

また収人が低く不安定になることから、生活が不安定

になり、子の父母の関係や子育て家族生活に多様な影

響をもたらすことになる。

　第3に、親とfを継続的に支える仕組みが求められ

ているということである。10代に親になるということ

は、出産の段階までに多様な人間関係の結び方・閲り

方を．1’分に学んでいないことが多い。H本調杏では、

r育ての過程で子の父親が不在になる人が半数に及ん

だが、その背景には、学生など若い時代に培うことが

多い友人をト分につくる1｝ilに子育てに人ってしまい、

相談したり・・緒にr一育てをするといった、人間関係を

育てることが一卜分にできないままに親になることが大

きく影響しているように思う。その結果、子どもに障

害があったり、重い病気になったり、子の母親自身が



病気になったりするなど大きな課題が発生したとき

に、机淡する人や乗り越えノ∫を多様に川意できず、了・

の父母の関係が破綻してしまう。母親たちがよく語り

㍉1｝：いていたのは、「同年齢の友人とは話しが合わない」

こと。同年齢の人は遊びや学校、11分のことに忙しく、

子どもや家族・家庭の問題を話す季口手にはならないと

いうのである．t相談イll手に保育所や保育所の親たちの

割合が多いことが特徴的であ・）た、、

　若くして．f’ffてをすることになると、これまでの学

校時代の友人とは話しが合わなかったり、1博問やお金

が足りずに・緒に遊ぶことができなくなる。遊びに気

持ちが傾きすぎると経済的にも、子育てでも親役捌が

果たせなくなってしまう．リフレッシュ時間を含め、

10代で体験したいこと、学びたいことなどを適切に保

障し、若い両親が親になっていくことを支えることが

必要になる。

　そうした意昧で、保護者やそれに代わる支援者が必

要になる、，海外では多くの宗教団体や女性卜］’1体、NPO

が多様なかたちで支援をおこなつていた、．良く話を聞

き、妊娠期から継続的なサポートをして、男女が共同

して．∫・育てができること、仮にシングルマザーになっ

たとしても、親．r・が・緒に暮らし続けるための支援を

多様な相談や支援で行っている（注4）。

　第’1に、若いということは、一・緒に遊び、仕事と育

児を両立させる体力はあるし、　一方では多様な意見を

受け人れる柔軟性もある。だが、親になった段階では

経済的にはまったく余裕がない。親になるためには経

験と蓄えが不足している。それを補うためには、家族

支援が求められない中では社会的に支援をする以外に

その家族の自立を支えることはできない、、いつまでじ

っくりと待つことができるか、その間の継続的な、物

的、精神的．支援を適切にできるかということであるL

若い親であることがプラスになるためには、多様な了・

育て支援が必要であるc、そのことを社会が引き受けな

［特集：1若い親たちの子育て

ければならないのであろう。

　その際に私たちが心がけなければならないことは、

各国の調査で語られている若い．親、ひとり親にむ』けら

れるまなざし、偏見の払拭ということである。「話しを

聞いてもらえているような感じがしてよかった」とい

うn本調査の感想に表れているように、社会福制：支援

者たちですら思い込みの中で向き合おうとしなかった

ために実態もり1らかにされず、その結・果、固有の川題

を抱えているにもかかわらず特別な援助がされてこな

かったといわざるをえない、、この人たちに対し実態を

把握し、差別ではなく、きちんと向き合った支援を総

合的に展開することが甫要な時代になってきている。

〔川DlO代の出産・r・fiてと∫・育て支援の実態を詳らかにし、保

　　W所においてそのf1：組みや支援ノ∫法をV．1　’tLllすとともに、

　　何らかの改善の糸1．．1にするために、4〔京都杜会細祉協1磯

　　会保育部会調査研究委貝会が、平成M（2002）年度にそtっ

　　た（筆者は淑査の設計・分』W・提，．1にかかわった）．．綱査

　　は都内の公私IZ保育園に辿う10代で川産したtenに協力

　　を得て実現したものである．．また20（14年度一2006η…度

　　に「『ジ．r．ンダー指標」による補祉国家比較研究一U米

　　北欧鯨国の女W政“’t　1一ヒ較研究」を実施している、，本報告

　　はこの共同研究σ）成果を中間的に活｝llした杉本貴代栄・森

　　田明k・相馬直F・大塚陽仁高ル菓∫・のノじ同研究．

〔注2）アメリカのシングルマザーの現状と支援については杉本

　　貴代栄・森川明）S・中1【1照r・『li米のシングルマザーたち1

　　　ミネルヴァil］：房を元に執筆し、変化を加筆した、．

（注3〕樽lklの母∫L家庭と支援については相馬直子（日本学稀「振興

　　会研究toθ）協力を受けたt／

（注’Dデンマークでは若い妊婦や母親（25歳未満）のためのJfF．前

　　プログラム提供と産後母親グループの組織化、学生シン

　　　グルマザーのための教育支援や母τ寮を提供する「マザ

　　ーズヘルプ」（Mt）drehjaelpen）という民間団体の活動な

　　　どが公的機関と協同して展開されている。

キーワード：貧困の女性化

　貧困層に女性が占める割合は、開発途上国だけでなく、先

進諸国でも増加している。第4回世界女性会議〔1995北

京）の「行動綱領」では、12の重大問題領域の1番目に貧

困をあげている。アメリカでは急増する10代の未婚の出生

を防ぐことが、貧困のサイクルを断ち切り「貧困の女性化ユ

を防ぐ目標の一つとして霞要プロジェクトとされている。
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国園若い搬ちの子育て

海外の現状

カナダ生まれの親支援プログラム
　　　　　　　　硅NQb◎dy⑳Pert抵ot“

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はらだまさふみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪燗榊大学搬原田正文

L

　国の少子化対策「エンゼル・プラン」の開始から10

年あまりが経ち、次肚代育成支援対策推進法による行

動計画が2005年度より実施に移されている。そして、

子育て支援・次世代育成支援については、‘‘メニュー

が出揃った”という見解が多い。しかし、カナダや米

国では20年来広汎に実施されている親支援プログラ

ムが、日本ではまだほとんどfWJinされていない。私は、

子育て支援・次世代育成支援、子ども虐待予防の質を

飛躍的にグレードアップするものとして、親支援プロ

グラムの灘入がぜひ必要であると考えている11。現在

日本では、カナダの親支援プログラム“Nobody’s

Perfecゼの他に、　My　Tree　Parenting、　Commom

Sense　parenting、　Star　Parentingなどが実施されて

いる。本稿では“Nobody’s　Perfect‘’を紹介する。

1．資格認定機構『NP・Japan』とは？

　まず資格認定機構『Nobody’s　Perfect　Japan（通

称：NP－Japan）」　！，の説明をしておきたい。　NP－Japan

は、カナダ生まれの親支援プログラム“Nobody’s

Perfect”（以下、　NPと略称する）を進行するファシリ

テーターの資格認定機構であり、日本でのNP展開の

ためのセンターとしての役割を担う組織でもある。

NP－Japanはカナダ政府保健省により、2004年2月に

認定機関として認められた。

　ご存じの方もあるかと思うが、日本語訳されたNP

の親向けテキストは、2社からほとんど同時に出版さ

れた。すなわち、『Nobody’s　Perfect一カナダからの

子育てメッセージー1　3，と『完壁な親なんていな

い［一カナダ生まれの子育てテキストー』・‘）である。

ところが、2つのテキストがあるがために、NPには2

つの流派があるように見えて、誤解されたり、現場で

の混乱も少しあった。そのようなことではいけないと、

関係者どうしで協議を重ねた結果、関係3団体2）すべ

てが2005年度よりNP・Japanに参加し、統一体として

NPを展開することになった。統一された効果は、

NP－Japanの規約2）がつくられ、その中で、「NPプロ

グラム規定」と「NPファシリテーター養成講座規定」

が策定されたことにあらわれている。この結果、日本

で良質のNPを展開できるための体制が整ったのであ

る。

2．“Nobodyts　Perfect”とは？

　NPは、ユ980年代はじめに、カナダ政府保健省と大

西洋4州の保健部局によって開発された親教育のため

のプログラムである。1987年にカナダ全土に導入さ

れ、現在ではすべての州および準州において案施され

ている。NPは地域で働いている保健師などの専II弓職

が中心になり、実践の中から作り上げられ、練り上げ

られたプログラムである。

　NPの特徴のひとつは、親のための教＊A’　s，，　）ととも
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〈表1＞Nobody’s　Perfectのセッションの

　　　　基本構造

①オープニング（約20分）

　　　－Welcome（あいさつと受け入れ）

　　　一アイスブレーキング

　　　ールールの確認

　　　一チェック・イン（一人一言）

②主部一参加者のニーズにもとつく学習活動

　　　　前半（約40分）

③コーヒータイム〔約15分）

④主部後半（約30分）

⑤結び（約15分）一振り返り

は表1に示した構造はきちんと守る必要がある．，NP

のキー・コン七プトは2つ、「fllliイ1　i観a）　e猴　 （1．」と「体

験から学ぶ」である　ファシリテーターはこの2つの

キー・コンセプトのもとに、親たちが自分たちの生活

やr・どものこと、親としての役割などについて、安心

して話し考えられる場を保障する、．

　NPには表dに示した構造があるが、．七部は参hll　K・

のニーズにもとづき学習活動をファシリテーターが計

1illiする．，そのためカナダで開発されたプログラムであ

るが、内容は日本の親に介ったものになる　心理的悩

みの多い1［nsの親にこそ、　IPはピタリのプログラム

であることを実感している．、

に、NPを進行するファシリテーター川のテキスト：．、

ファシリテーターを養成するトレーナー川のテキスト

などが完備している点である、．すなわち、プログラム

実施に必’提な人材養成のシステムが整っているのであ

る　この点が、NPをU本に導人するひとつの大きな

理川である．、なお、カナダでは親用のテキストは無〔料

でNP参加者に提供されている

　NPは、親だけのグループワークであり、「参加者中

心アブローチ」である、対象は就学前のr・どもをもつ

親であり、参加1人数は2〔〕人以ドの少人数で、固定メ

ンバーで実施するクW一ズドのプログラムである、r一

どもは別室で・11∬保育を尤↓琶する。川111約2時川σ）セ

ッションを、原則として毎週連続6川以L開1｝『する，，

私が所属している「NPO法人こころの．r育てインタ

ー
ねっと関西．］（以ド、「インターねっとIYJVIj」と1略称

する）では、8川を原則としている、．、NPを運営する人

をファシリテーターという．、NPを運営するファシリ

テーターには資格が必要である、，その資格li目定機構が

NP・JaPau．］である．

衣1にNPの⊥lnlのセッションの基本構造を示す．／NP

は構造化されたプログラムであり、ファシリテーター

3．NPの対象者

　NPの対’象者は、0歳から就学前までのr・どもを育

てている親であるが、カナダでは、ば階い親、．2，ひと

り親、ば孤vZしている親、14所得が低い、またはト分

な教育を受けていない親、という4つの特徴のいずれ

かをもつ親としている。そして、カナダでは・般公募

はせず、もっぱらファシリテーターやし㌧ql‘j職などが個

別に誘いかけて集まった親〔アウトリーチ）を対『象に

行われている．、

　どのような親にNPを提供するか、という問題はNP

実施ヒ、きわめて・丘要な問題である．．ll本でも「fl～④

の特徴のいずれかをもつ親が対象であるが、日本の場

合、精神ll勺に孤L：i．している親が多く、NPの．ヒな対象

となっている、，また、r・どもに障書がある親にもNP

を提供したい、．

　ほんとうに必要な親にNPを提供するヒで、どのよ

うな親に集まってもらえるか、がキーポイントである．

それは、i：催団体の活動に人きく依存している．．．r育

て支援を担当している福祉部門も．ト｛｝li団体として多い

が、保健部門は‘『t要なi・1催IJ’1体であると考えている、、

というのは、保健部川は、乳幼児健診を担’1］している

59　1吐界の児庁［と母寸生



［特集］若い親たちの子育て

ため、全体の親を把握できる、五場にあるためである。

4．若年ママを対象としたNP

　NPの例として、才芽年ママを対象としたNPの経験

を紹介する。保健部門では高齢初産の妊妬｝とともに10

歳代の若年妊婦を把握している。10歳代で妊娠した母

親の場合、現在のどのア育て支援サービスにも当ては

まらない。例え、たまたまfLlかけたとしても、あまり

にも若いために、また社会的偏見もあり、居場所とは

なり得ない状況が日本にはある。保健師が燗別にフォ

ローをしているのが現状であるが、十分な支援は不可

能である。そんな中、摂津市では2003年以来、若年

ママと高齢初産ママを対象にNPを実施している。

NPでは、事前説明会を実施し、参加者の状況やニー

ズを把握する。私が担当した際、7か月くらいの赤ち

ゃんを抱いた母親、涼子さん（仮名｝がうつむきかげ

んに人ってきた。’場違いな所に、不本意な姿で来て

しまった”とでも言いたげな、打ちしおれた姿であっ

た。聞くと、17歳である。そのときのNPは、22歳で

2人θ）子どもがいる母親など若年ママが7人、高齢初

産のママが6人、計13人の参加者だった。

　表1に示したNPの構造は、このような多様な親たち

をもすぐに仲良くさせるスキルを秘めている、、涼子さ

んも最初の日はかなり緊張した様子だったが、だんだ

んとほぐれて、3回目くらいからは顔も．ヒげて元気に

来室．するようになった。高齢初産のママには40歳・近

い方もいて、実に20歳ほどの年齢のひらきがある。

このようなメンバーであるにもかかわらず、NPの学

習活動はよどみなく流れていく。その理山は、NPの

キー・コンセプトの．一一つである「体験から学ぶ」とい

う点にある、，参加者は日々“子育て一一という1司じ体験

をしている。そのため、年齢の差があっても共通の土

台があり、話ははずむのである。

とは言え、NPそのものはファシリテーターが付いて
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いるので難なく進むが、アフターグループという点で

はどうだろうか、という疑問が私にはあった。そこで、

傑健師に聞いてみると、「却って、この方がいいのだ」

という。若年ママだけだと、エネルギーが高いためも

あり、暴走する危険性があるが、高齢初産のママが入

っていると無難なのだという。実際、年齢だけではな

く、いろいろな組み合わせでつながっていて、いいグ

ループに育っているらしい。私は長年保健所に勤めて

いた関係で、いわゆるt’ヤンママ“については、いろ

いろと聞いてきた。それらのエピソードはどちらかと

いうと、あまりいいものではなかった。今回、NPで

若年ママに身近に出会い、一所懸命に子育てしている

姿に接し、’念ヤンママttに対する私のイメージは大き

く変わった。

　最後の1．1がどうしても避けられない用事のために川

席できなかった涼子さんは、参加者への一言メッセー

ジを預けるため市役所に保健師を訪れた。保健師が

「また、寄ってくださいね」と言うと、「ほんとうに来

てもいいんですか」とびっくりしたように尋ねたとい

う。来てもいいのだと伝えると、ほんとうにうれしそ

うに、「また、来ます」と帰ったaそして、ときどき

］t）’役所の保健師を尋ねて来ては、少しの間、話して帰

るそうである。若年ママに対する支援は非常にたいせ

つなものである。そして、NPがそのきっかけづくり

になることを実感している。

5．NPの実施状況と実施上の課題・問題点

　NPに取り組んで3年あまりになる。図ユに、1’イン

ターねっと関西』所属のNPファシリテーターが実施

したNPプログラム数と．参加者数の推移を示す。2005

年度は飛躍的にプログラム実施数が増えていることが

わかる。NP－Japanに所属する3団体合計のNP実施

状況は、2005年1年間に126プログラムであり、参加

者は1．438人である。



〔特集］若い親たちの子育て

80

70

60

50

40

30

20

10

0

〈図1＞NPO法人こころの子育てインターねっと関西の

　　　　Nobody’s　Perfect実施状況
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　NPの．．i…催は、公的な機関や民間団体であり、NP－

japanに所属する3団体が直接i三催するという形態は

とっていない、t行政機1剥がNPを実施する場合も多く、

私の勤めている大学のある摂津11fでは2003年から、

奈良県、熊本県、高槻ll∫では2005年度力・ら．li：式にNP

を導人している。2006年度からは鳥取県でも県レベ

ルの取り組みが開始された，その他、三鷹．市や浜松市

などでも取り組まれている，，

　NPは、少人数の親だけのグループワークであり、

毎週1回、6阿以ltというプログラムである、．，．f・ども

には・時保育をつける必要がある。このようにNPは、

行政や公的機関が実施してきた従来のプログラムに比

べて、濃厚サービスであり、費用がかかるプログラム

である、　ttそのため、まだまだ実施には困難が多い。現

在おこなわれているNPは、ファシリテーターのボラ

ンテtア的努力に大きく依仔している、，今後日本全国

に、NPのような親．支援プログラムが広汎に実施され

ることを願っている．、
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キーワード：親支援プログラム

　子育て支援のメニューは出揃った、という認識が広がって

いるが、カナダや米国では20年来実施されている親支援ブ

ロク’ラムが日本ではまだほとんど実施されていない。カナダ

生まれの親支援フログラム“NOboay’s　Perfecゼの日本

での実践を紹介した。
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編集後記

　いわゆる「できちゃった結婚」

と1呼ばれる、結婚期間が妊娠期1｝II

よりも短いIII　，k数は増加してお

り、厚生労働省によれば2000年

には第一子川生数の約4分の1だ

という。母親の年齢では．卜代後半

で8割をこえ、年齢層が若いほど

多い、状況や変化に戸惑い、自身

の親やきょうだい、地域、行政に

おける支援を必要とする場合も多

い“若い親の出産・子育てには当

事者・周囲ともに不安を感じ、

「親になりきれていない」未熟な

ものとして認識されることが多

く、ときに非難や批判のUでとら

えられがちである。

　若くして親となる人たちには、

家庭的な背景にさまざまな「課題」

をもつ場合もある。若さゆえのあ

やうさもある一方、多様な状況・

個別性・個々の「物語」が存在し、

決してステレオタイプでは語れな

いeそこで今101、若い親たちのr・

育ての現状をとらえ、支援を展開

する際の課題や可能性を考えるこ

ととした．，若い親たちから学ぶこ

とは、すべての子育て・子育ちを

真の意味でサポートする際に求め

られるまなざし、社会的．支援のあ

り方、その本質を考えることにつ

ながると思ったからである。

　笹者の記憶に刻まれた、何人か

の若い親たちや＄£　r一の姿が思い出

［U：　pmの児償と母性　62

される、t新婦の妊娠はいっさいふ

せて紬婚式・披露宴をまとめた、

若きカップル。人籍・結婚を急い

だ祝いの席に、プライダルコーデ

ィネーターのきめ細やかな配慮が

さりげなく光っていたあのll、…

児童養護施設で長く育ち、高校を

中退し社会に川たト代後’トの女性

に退所後はじめて会うと、大きい

おなかでこう言った。「私、結婚

した」c，次に会ったときには、「離

婚したんだ，でも私、r一どもを施

設には入れないよ」。彼女にしが

みつく乳児のつぶらな瞳の美しか

ったことtt…子ども虐待で幼児期

の子どもと離れた十代のお母さ

ん。「私はまだ遊びたいの。この

了・の父親でなく、新しい彼氏もで

きたし」と言い、ほころぶ屈託の

ない1’代の笑顔、…周囲の反対を

よそにト代で川産したが、子ども

の存在が母親としての社会性とた

くましさを耕し、人として大きく

成長した女性、，ヒIT．＝三の記念写真

での家族の笑敵、

　今回のそれぞれの原稿からは、

そうした若い親たちへの’i’！，i；き手の

たしかなまなざしが感じられた。

「偏見」への問題提起、彼ら・彼

女らのもつ力への着日、いのちを

ノttみ育むことへの厳しくもたしか

な取り組み、論稿のどれもが根底

に当事者の育ちと、親了・のしあわ

せ（＝福祉）を願う広がりをもって

展開され、可能性をちりばめて読

みfにぐっと迫る。若い親たちは、

親になること、親役割、その☆任、

自身がより大人になることを体験

とともに学んでいる。自分の親と

の関係を取り戻すなど安定に向か

う親もいれば、負担感や葛藤に苦

しむ親もいる、、若い［II：代特有の諸

問題も示されたが、それ以1／．の年

齢の親たちの状況と重なる面も多

かった。共通項としての「私たち

の課題」再発見である。親が親と

して成長しつつ子どもが子どもと

して生きる支えとなるには、子育

て環境としての社会こそが問われ

ているのだ。’Nobody’s　Perfect”

のプログラムにあるように「完壁

な親はいない」し、若い親たちの

発想や姿から教えられることもま

た大きい，、支えられる喜びもまた

誰にも共通である、，’方的な支援

を脱し、若い人たちを信じ対話し

一一緒に考えていく姿勢が求められ

ていると感じた。

　この号で、筆者にはじめて企

画・編集担当の役Liが与えられ

た。この機会に各地で実績を積ん

でこられた方たちと新たなつなが

りを得、地に根をはった働きの継

続の中からつむぎだされる言葉を

待つ喜びをいただいた。執集者の

皆様、病院でのサポートグループ

の実緻をふまえ、座談会として当

事者の声を届けてくださった伊藤

悠子さん、率直に自分の言葉で評｝

ってくださった若いお母さんたち

に感謝川しヒげたい、，

（担当編集委貝　横堀昌』f）
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