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はじめに 

 

 

  札幌市立大学は、平成25年度に【地（知）の拠点整備事業（以下、COC事業）】に採択

されました。研究企画推進チームは、COC事業活動の一端を担う部門であり、デザイン学部

及び看護学部の教員10名により構成されています。本研究企画推進チームでは、COC事業の

対象地域である札幌市南区における高齢者の健康に関するニーズ調査や、ウェルネスサイ

エンスに関わる共同研究(COC共同研究)の企画・推進を担当しています。 

 

平成28年度は、応募のあった2件の申請について、文部科学省のガイドラインおよび札

幌市立大学の学内競争的資金審査要領に則り審査を行い、2件を採択しました。  

 

  このたび、採択されました2件の研究成果を、平成28年度COC 共同研究報告集としてま

とめ、Webサイトに掲載する運びとなりました。ご高覧くだされば幸いです。 

 

札幌市立大学 地（知）の拠点整備事業 

研究企画推進チームリーダー 

 

宮崎 みち子 
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「まちの健康応援室」有資格ボランティアとの協働による健康支援活動の検証 

 

研究１：地域に根ざした活動「まちの健康応援室」利用者の実態把握 

 
近藤 圭子１） 原井 美佳１） 坂東 奈穂美２） 小坂 美智代１） 小田 和美１）  

松永 康祐３） 金 秀敬３） 菊地 ひろみ１） 

１）札幌市立大学看護学部 ２）北海道文教大学人間科学部看護学科 ３）札幌市立大学デザイン学部 

 

キーワード：健康相談，健康支援，地域住民，協働 

 

Ⅰ．緒言 

 

 地域住民が，より健康でいきいきと生活してい

くためのウェルネス支援に向けた取り組みの一環

として，平成 27 年 9 月より「まちの健康応援室」

を開室している．活動内容として，測定機器を用

いた健康チェックと健康相談を中心とし，地域の

有資格ボランティアと大学教員が協働で実施して

いる． 

日本看護協会が平成 12 年から開設した地域住民

のための健康相談の場として，「まちの保健室」が

あり，看護職がボランティアで定期的に地域に出

向いて相談活動を行っている．看護系大学による

健康支援活動は，看護協会との提携事業としての

実践例が報告されている 1)．本事業のように大学教

員と有資格ボランティアが協働して，常設的に健

康応援室を開室し，健康支援事業を行う事例を見

出すことはできない．このように，大学の資源で

ある教育力を活かして地域とネットワークを作り，

ボランティア活動に関心のある専門職と協働する

取り組みは，今後に発展性をもつ活動形態である

と考える．本研究は，まちの健康応援室開室以降

集積してきた相談記録の分析から，利用者の実態

と健康に関する実態を明らかにすることを目的と

した． 

 

Ⅱ．研究方法 

 

１．研究期間及び調査期間 

 研究期間は平成 28 年 5 月～平成 29 年 3 月，調

査期間は平成 28年 10月～平成 29年 1月であった． 

 

２．データ収集方法 

平成 27年 9月の開室時から平成 28年 12月まで

の 15ヶ月間に来室した全相談記録を対象とし，利

用者の基本属性，利用目的，健康状態についての

概要を集計した． 

 

３．倫理的配慮 

データは匿名性に配慮し，利用者の住所，氏名

の記載がある場合は削除し，ID 化した上で使用し

た．利用者に向けては，相談記録を研究に使用す

る旨を施設内に文書にて掲示し，大学ホームペー

ジ上で周知した．本研究は，札幌市立大学倫理委

員会の承認を得て実施した． 

 

Ⅲ．結果 

 

１．利用者の概要 

利用者は実数 311 名，述べ 323 名で，そのうち

複数回利用者は 20 名（6.4%）であった．性別は，

男性 84 名（27.0%），女性 222 名（71.4%），不明 5

名（1.6%）であった．年齢は 10 ヶ月児から 92 歳

までの利用があり，平均年齢は 60.2±17.3歳であ

った．そのうち，母子を含む成人の利用者 135 名

（46.9%），前期高齢者 105 名（36.5%），後期高齢

者 48 名（16.7%）であった．居住区は，施設のあ

る A区内は 196名（87.9%），その他は 27名（12.1%）

であった．利用目的は，ほとんどの人が健康チェ

ックを実施し，その他は健康相談，治療・受診の
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相談，子育て相談等であった． 

 

２．利用者の健康状態 

健康チェックではほとんどの人が骨密度を測定

しており，276 名（88.7%）で，半数以上の人が「標

準」の結果であった（図 1）．  

体組成計で肥満度を測定した人は158名（50.8%）

であった．「標準」の人は 7 割であった（図 2）．  

足指力を測定した人は 151 名（46.7％）で，4割

以上の人が低下している結果であった（図 3）．  

 

 

 

 

 

 

図 1骨密度 

  

 

 

 

 

 

 

図 2肥満度 

 

 

 

 

  

 
 
図 3足指力 

 
Ⅳ．考察 

 
 利用者の性別は，女性の割合が多かった．これ

は池田ら 2)の先行研究においても同様の結果が示

されている．この理由には，日中の開室であるこ

とから，有職者や就労している男性は利用しにく

いことが考えられる.高齢者の利用が全体の半数

以上を占めていたが，子育て中の母親等の利用も

あり，幅広い年齢層に利用されてきている． 

測定結果から，利用者は健康的な生活を送り，

自身の健康に関心を持っている人が多く利用して

いると考えられる.しかし，歩行能力に影響する足

指力が低下している人は 4 割以上の結果であった.

足指力は，加齢による下肢筋力の低下ではなく，

生活習慣や日常生活動作を反映しているとされて

いる 3）ことから，転倒予防を中心とした介護予防

の取り組みとして，個々の生活に合わせた機能維

持の働きかけが必要と考える．今後は，地域の健

康の底上げとなるよう潜在的なニーズを持つ住民

の活動支援が必要と考える．測定結果をきっかけ

として，自身の生活の振り返りや健康状態に関心

を持ち，より健康的な生活を送るための手段とし

て利用を促進できるような取り組みが必要である．

本研究をステップとして，利用継続による健康状

態の効果検証，ボランティアの専門性を発揮でき

る活動を明らかにしていく． 

 
Ⅵ．結果のＣＯＣ事業目的に沿った活用・提案等 

 
本研究結果から，利用者の特性や健康状態を把

握でき，これまでの健康応援室の課題や今後の方

向性，地域における役割について再検討し，より

幅広い住民が利用しやすい健康応援室のあり方を

検討する資料を提示できる. 
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研究２：COC 事業に参画する有資格ボランティアの主体的活動に向けた意向調査 

 
小坂 美智代 1)・小田 和美 1)・坂東 奈穂美 2)・原井 美佳 1) 

近藤 圭子 1)・松永 康佑 3)・金 秀敬 3) ・菊地 ひろみ 1) 
1) 札幌市立大学看護学部 2) 北海道文教大学人間科学部看護学科 3) 札幌市立大学デザイン学部 

 

キーワード：有資格ボランティア まちの健康応援室 
 
Ⅰ．緒言 

 
本学では COC 事業として「まちの健康応援室」

を 2015 年 9 月に開設し，保健・医療・福祉の専門

資格を持つ有資格ボランティアと教員が地域住民

に対する健康支援活動を行っている．大学の資源

である教育力を活かして地域とネットワークを作

り，ボランティア活動に関心のある有資格者と協

働する取り組みは，地域の健康支援ネットワーク

づくりへの専門職の参画という点で，今後の「互

助」の方向性を示す活動形態であると考えられる．

そして，COC 事業終了後も「まちの健康応援室」を

発展的に継続させていくためには，ボランティア

の組織化や活動方略を検討する必要がある． 

 そこで，本研究は COC 事業「まちの健康応援室」

に参画している有資格ボランティアの主体的活動

に向けた意向を把握し，活動の自立化・組織化に

向けた条件を明らかにすることを目的とする．こ

の活動の自立化・組織化に向けた条件を明らかに

することは，有資格ボランティア主体の健康支援

活動の体制検討において重要な示唆となる． 

 なお，本研究における「有資格ボランティア」

とは，「看護師，保健師，栄養士などの保健・医療・

福祉の専門資格を有する者」とする． 
 
Ⅱ．研究方法 

 
１．研究デザイン 

フォーカスグループインタビュー（以下，FGI）

による質的研究 

２．対象 

 COC 事業「まちの健康応援室」有資格ボランティ

アの登録者で，継続的にボランティア活動に参加

している 14 名のうち，本研究への協力が得られた

6名を対象とした． 

３．研究期間 

 平成 28 年 12 月～平成 29 年 3月 

４．データ収集の方法 

 データ収集は，3名ずつのグループからなる FGI

を 2 回実施し，インタビューガイドに基づきデー

タを収集した．インタビュー内容は対象者の了承

を得て IC レコーダーに録音した． 

 FGI での調査内容は，①有資格ボランティアへの

活動動機，②活動開始から現在に至るまでの意識

の変化，③今後の活動に関する意向，④活動継続

の要件などであった． 

５．データ分析の方法 

 インタビューで得られた録音データは逐語録に

し，調査内容に関する記述を抽出して質的帰納的

に分析した． 

６．倫理的配慮 

 本研究の実施に際しては，札幌市立大学倫理委

員会の審査を受け承認を得た（通知 No.1631-3）.  

 
Ⅲ．結果 

 
１．対象者の概要 

 対象者は 6 名，全員女性であり，年齢は 50 歳代

が 3 名，60 歳代が 2 名，70 歳代が 1 名であった．

有している専門資格は看護師 3 名，保健師 2 名，

栄養士 1名であった． 

 

２．FGI の分析結果 

 収集したデータは調査内容ごとに整理し，質的

に分析した結果、17 カテゴリーに集約された．以

下，カテゴリーは【 】，コードは「 」で示す． 

１）有資格ボランティアへの活動動機 

 対象者は専門職としての臨床経験のほか，日本

看護協会主催の‘まちの保健室’などでのボラン

ティア経験を有する者もおり，【専門職・ボランテ

ィアとしての経験の活用】や【スキルアップにつ

ながる】と考えて参加していた．また，地域に根
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ざした活動を通し，【地域への貢献】や【地域での

ネットワークづくり】を考えたり，保健・医療・

福祉の専門資格者と大学教員がともに活動をする

ことを通して【他職種の人との交流の機会】を期

待して参加した者もいた． 

２）活動開始から現在に至るまでの意識の変化 

 対象者の多くは想定していたよりも来室者が少

ない状況のことを語っており，【全く来室者がない

ときに感じる虚しさ】や【現状の広報手段での限

界】を語る者もいた． 

しかし，これまでの活動を通じて「来室者は自

分の生活や工夫していることを保証してもらいた

いと感じる」「来室者は話したい・聴いてもらいた

いという思いがある」「測定結果やその意味を知り，

生活につなげようとしている」といった【来室す

る住民に対する理解の深まり】を述べており，「き

ちんと勉強して自信をもって指導したい」といっ

た【相談・指導に向けての学習意欲の惹起】が生

じていた． 

３）今後の活動に対する意向 

 対象者たちは来室者が当初の想定よりも少ない

背景として，『現行の広報手段での限界』や周りの

人に紹介する際の妨げになっている『不定期開催

がもたらす壁』を挙げていた．そのため来室者を

増やすための方略として，「目に留まりやすいよう

な広報誌への掲載」「活動の実際が伝わるような PR

媒体の掲示」「地域に出向いた活動の拡大」などの

【健康応援室の存在・意義を広く周知するための

工夫】や，「開室日の固定化」「イベントに合わせ

た開室」「活動場所までのわかりやすい案内表示の

設置」など【住民が来室しやすくなるための工夫】

などの意見が出された． 

 また，より有効な活動にするための意向として

「相談・指導の参考となる図書・資料の整備」「最

新の医療・看護に関する情報を得る機会の提供」

といった【学習環境・機会の提供】や「相談・指

導につながる資料づくり」といった【ボランティ

アとして従事する時間を有効に活用する工夫】を

望んでいた． 

４）活動継続の要件 

 対象者たちはボランティア活動を継続するため

の要件として，何よりも【やりがいの充足】があ

った．その前提として来室者との関わりがあり，

【一定の来室者の存在】や【行政や大学のバック

アップ】も必要ととらえていた．そして，この活

動の主体的運営に向けては明確な意向は示されず，

むしろボランティア活動は気楽に参加できること

で長く活動できており，【気楽に参加できる環境】

を継続要因としてとらえている者もいた． 
 
Ⅳ．考察 

 
本研究では，「まちの健康応援室」に参画してい

る有資格ボランティアの主体的活動に向けた意向

を把握するために FGI を実施した．分析の結果，

本事業に参画している有資格ボランティアは自身

の専門資格を活かすだけではなく，地域貢献に対

する意識が高い集団であった．そのため，来室者

がいない状況では思い描いていた活動ができない

ことでボランティアとしての存在意義を実感でき

ず，虚しさを感じる者がいたと考えられる．しか

し，活動実績を重ねるにつれ，【来室する地域住民

への理解の深まり】がすすみ，より良い支援の提

供をめざした学習意欲へと結びついていたといえ

る．このような活動における看護職の役割として，

鈴木ら 1)は利用者自身の健康チェックと健康への

気づき以外に，看護職と会話するという安心感の

提供が中心的役割にあると述べている．本研究の

対象者たちにおいても来室者は身体測定だけを目

的としているわけではなく，話すことや聴くこと

の意味，保証や情報提供といった役割期待も実感

することで，活動に対する意識も変わっていった

と考えられる． 

そして，対象者たちにとって，ボランティア活

動の継続には【やりがいの充足】が基盤となって

いた．つまり，活動参加の動機である専門資格を

活かし，地域貢献ができることが活動継続の鍵と

なっており，そのためには【一定の来室者の存在】

が必須ととらえていた．「まちの保健室」等に関す

る先行研究においても，期待と実際の活動との間

のギャップがボランティア看護師の満足度を低下

させている要因の１つである 2)との指摘や，「やり

がいをもっともてるようにしてほしい」「一般市民

へ広報をしてほしい」とのニーズ調査 3)の結果が示

されている．よって，主体的活動に向けた前提と

しては，【健康応援室の存在・意義を広く周知する

ための工夫】や【住民が来室しやすくなるための

工夫】を図りながら一定の来室者の確保をめざし，

【学習環境・機会の提供】や【ボランティアとし

て従事する時間を有効に活用する工夫】を通じて
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対象者が思い描く活動を展開できることが，ボラ

ンティア活動へのモチベーションの維持・向上，

活動継続に必要と考える． 

なお，今回の FGI では活動の主体的運営に向け

ては明確な意向は示されなかったが，運営は大学

や行政にまかせ【気楽に参加できる環境】こそが

継続要因ととらえている者もいた．COC 事業終了後

も「まちの健康応援室」を発展的に継続させてい

くためには，主体的な活動の在り方について検討

する素地づくりが必要であると考える。そのため

には，やりがいをもって活動できる体制・環境づ

くりの強化が重要である．そして，活動の自立化・

組織化に向けては，段階的移行を見据えたリーダ

ーとなる人の発掘・選出，運営業務への参画推進，

長期的ビジョンに基づいた住民・ボランティア・

行政・大学間での意向の把握・検討などが条件と

なり得ると示唆された． 
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Ⅰ．緒言 

 

 札幌市立大学は、平成 25 年度から文部科学省に

よる「地(知)の拠点整備事業（大学 COC 事業）」

（COC；Center of Community）に参画し、自治体

と連携して地域を志向した教育・研究・地域貢献

を全学的に進める大学を目指し、事業を進めるた

めの集中地域を「札幌市南区」に設定し、地域の

人びととの活動を進めている1。 

札幌市の出生数は平成 27 年に 14589 人で、前年

より実数は 46 人上回った。だが、人口 1000 人の

比率での推移による出生率は、平成 17 年ごろまで

低下傾向で推移し、その後横ばいとなっている。

札幌市南区は、市内の他区より人口減少が進み、

自然動態及び社会動態のいずれも減少している2。

また、南区は札幌市の約 60％を占める広大な面積

を有し、区域の大半が山岳地帯と緑が豊かな地域

という特色がある一方で他区に比較して、様々な

生活上の活動に要する移動に時間を要することが

推測され、子育て世帯、とくに全面的に生活の支

援が必要な乳幼児を養育する世帯の暮らしやすさ

に影響している可能性がある。南区で開催する母

親学級の参加状況をみると、参加人員に占める夫

の参加率は 6％と、全区で最も低率であり、札幌市

全体の 14.0％と比較しても低率である3。この状況

は夫、あるいはパートナーからの、出産や育児に

関する協力が得らにくい事情の存在が予測される。

南区は平成 24年度に小学校 4校中 2校の統合がな

されており、今後も少子化による子育てに関連し

た便利性の低下が加速する可能性もある。 

札幌市は、平成 14年 12 月から平成 25年まで「健

康さっぽろ 21」において、基本目標 1「すこやか

に産み育てる」に取り組んできた。その結果、「ゆ

ったりとした気分で育児をしている母親割合」

90.6％（策定時 88.9％）、「子育てに心配事がある

母親の割合」4か月 48.3％（策定時 45.5％）、1歳

6 か月 64.0％（64.4％）、「子育てに自信がない母

親」25.8％であった。一部改善傾向ではあるが、「子

育てに自信が持てない母親」は厚生労働省の調査

に比べ高い状態である。また、児童虐待の受理件

数が増加しており（平成 13 年 301 件、平成 23 年

437 件）、ネグレクトの割合が高い状態（平成 23 年

度 68.7％）にある。平成 26 年には「健康さっぽろ

21」（平成 26 年）を策定し、子どものすこやかな

成長への支援を目標に具体的目標として「育児に

自信が持てない母親の割合」19％、児童相談所の

虐待受理件数の減少を目指している4。 

 そこで、土地や人口動態に特徴のある南区で、

実際に子育てをする世帯の、育児に関連した具体

的なニーズや課題を把握することで、COC 集中地区

へのさらなる大学 COC 事業の活動を推進すること

が有用と考えた。 

本研究の目的は、南区で次世代を担う子育てを

行っている世帯の、育児に関するニーズ調査を行

い、子育てに関する支援を模索する基礎資料とす

ることであった。 

 

Ⅱ．用語の定義 



 

1．養育者 

就学前の乳幼児を養育している保護者 

2．幸福感 

心が満ち足りているという幸せな感覚 

  

Ⅲ．研究方法 

 

1．研究デザイン：横断型量的調査研究 

2．調査期間 

 平成 28 年 12 月から平成 29 年 2月 

3．調査方法 

1）対象者：南区在住の、4 か月・1 歳 6 か月の子

を持つ養育者で、調査期間内に区の乳幼児健康診

査の受診者 

2）調査項目 

下記の項目について、調査用紙案を作成した 

（1）養育者の世帯構成・住居地区・住居事情・年

齢・仕事の有無 

（2）子育てについての相談先、相談内容 

（3）外出事情   

（4）子育て環境、満足度、幸福感 

（5）南区の高齢者（ボランテイア）と「世代間交

流」の希望の有無とその具体的要望 

（6）COC キャンパスの認知の程度 

（7）子育てに関連した本学への公開講座 

（8）学生の地域貢献活動に関する希望 

3）調査の手続き 

（1）調査に先立ち、調査用紙案を基に、南区で就

学前の養育者と接する機会のある施設に勤務

する保健師・保育士と研究代表者を含む研究

者 2 名で専門家会議を開催した。会議は該当

施設“札幌南保健センター”“ちあふる・みな

み”の 2 か所に許諾を得て行い、調査用紙を

作成した。 

（2）本調査は健診会場となる札幌市南保健センタ

ー「札幌市南区保健福祉部健康子ども課」に

調査の依頼をし、許可を得た。 

4）調査方法 

（3）配布・回収 

調査期間内で調査許可の得られた 4か月健診、1

歳 6 か月健診日に、研究者 2 名が出向き、健診終

了後に直接養育者に配布した。配布時には、調査

対象者への調査説明文、調査用紙、及び返信用封

筒（後納式）と粗品一式を封筒にいれ配布した。 

当日、健診会場に回収ボックスの設置、および

後日郵送法の 2種とした。 

5）倫理的配慮 

調査に先立ち、本学の倫理審査委員会の承認を

得て行った（通知№1540-1）。対象者へ調査説明文、

調査用紙、返信用封筒、粗品同封した封筒をわた

し、封筒内の調査説明文を確認後、調査への協力

が可能であれば、回答済み調査用紙を返送する旨

を説明し、調査協力への強制性に配慮した。調査

説明文には以下の内容を記述し、調査参加への同

意は、調査用紙の返送を持って判断した。 

（1）調査目的・調査方法・結果の活用予定と公表

箇所予定 

（2）無記名の調査用紙であること 

（3）調査用紙の回答・返送をもって参加同意が得

られたとすること。調査用紙の記入所要時間は 15

～20 分程度であること。 

（4）調査参加は自由意思であり、調査参加を拒否

した場合でも行政サービスに関する不利益を被る

ことはないこと 

6）分析方法 

SPSS23 を使用した記述的単純集計。自由記述内容

は、意味合いのわかる文脈にわけてデータ化し、

カテゴリを作成した。 

 

Ⅳ．結果 

 

 各健診に子どもを連れてきた保護者 129 名中、

研究協力を拒否した保護者を除いた 123 名に配布

し、配布率 95.3%であった。回収は 53 部で回収率

43.0%であった。 

１．健診時期 

来所した乳幼児は、4か月健診児が 39.6％、1歳

6 か月健診児が 41.5％であった。他の健診で来所

した児は、6か月健診、3歳児健診児等を含んだ（表

1）。 

 

 

 

 

 

 

      

      

2．養育者 

回答した養育者は、母親が 98.1％(52 名)、

父親が親 1.9％(1 名)であった。年齢の範囲は

表 1 健診時期 

 名 (％) 

4 か月 21 39.6 

1 歳 6 か月 22 41.5 

その他 10 18.9 

合計 53 100.0 



20 歳～25 歳 3.8％、26 歳～30 歳 24.5％、31

歳～35 歳 22.6％、36 歳～40 歳 34.0％、41 歳

～45 歳 15.1％の割合であった（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．住む地区と住居  

養育者の居住区住は、割合の高い順に、澄川地

区 28.3％、真駒内地区 20.8％、南沢 11.3％と

続き、逆に割合の低かった地区は定山渓地区、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芸術の森地区、簾舞地区、北の沢地区がそれぞ

れ 1.9％であった（図 2）。 

住居は、持ち家 54.7％(29 名)で借家 34.0％

(18 名)であった（図 3）。 

4．家族 

養育者は全員配偶者かパートナーと同居し、            

健診した児と同居している養育者は 83.0％

(44 名)であった（問 4）。また、54.7％(29 名)

の養育者は、健診児以外の子どもと同居してい

た。健診児以外の子どもの人数は、1名(21 名)、

2名(4 名)、3 名(4 名)であった。 

5．仕事 

仕事をしている養育者は、35.8％(19 名)で、

無職は 62.2％(33 名)であった。19 名中、仕事

の頻度が毎日のもの 2名、週 6回の頻度のもの

も 1名いた（表 2）。 



毎日 2
週に6日 1
週に4～5日 11
週に2～3日 2
その他 3

表2　仕事頻度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．子育て状況              

(1)主に子どもの世話をするもの          

□主に子どもの日常生活の世話をするものは、

母親 100％、父親 52.8％(28 名)で、祖母・祖

父、義母・義父の割合は 5.6～1.8％(3 名～1



ｎ=53(欠損値 1) 

ｎ=53(欠損値 1) 

名)であった（図 5）。（※日常生活の世話とは、

ほぼ毎日、子どもの食事・着がえ・寝かしつけ・

遊び等の世話をし、子どものそばで生活するこ

と） 

(2）子育てのための施設活用状況     □   

し子育てのために、保育所・子育てサロン等（あ

るいはそれに該当する施設・組織）を活用する

養育者は 79.2％(42 名)おり、活用しないもの

も 20.7％(11 名)いた。活用するもの 42 名中、

ちあふる・みなみや子育てサロンの活用が

61.9％(26 名)と最も多く、次に、幼稚園の活

用 28.5％(12 名)、保育所 23.8％(10 名)であっ

た（図 6）。               

(3）相談できる人の存在             

□普段相談できる人がいる養育者は 100％で

あった。その内訳は、配偶者・パートナーが最

も多く 96.2％(51 名)、次いで友人 75.4％(40

名)、実母 71.6％(38 名)、子育て中に知り合っ

た子育て中の母親 39.6％(21 名)であった。SNS

で交流する人で、会ったことの無い人に相談す

る者も 3.7％(2 名)いた（図 7）。       

(4)よくする相談内容と、相談後の安心度   

□よくする相談内容について図 8に示した。相

談内容は 27 項目を想定して回答を得た。相談

内容で多かった項目の上位は、しつけ、授乳の

こと、発達、食事、あそびであった。相談した

結果、「安心した」「まあ(安心)した」とする養

育者が8割を超えた項目は27項目中22項目で

あった。8割未満の項目は 5項目あり、その相

談内容は、衣服、外気浴、相談施設の選択、家

族間の人間関係、あなた(養育者)の精神状態で

あった。相談した結果、「不安になった」が 8

項目あった。その内容は、睡眠、授乳のこと、

発達、人見知り・後追い・集団とのかかわりな

ど、皮膚の状態、家族間の人間関係、家族以外

の人間関係、あなた(養育者)の精神状態であっ

た。よく相談する内容がない養育者は 3名であ

った。 

(5）子どもとよく外出する人         

□子どもとよく外出するものは、母親 98.1％

（52 名）、次いで父親 67.9％（36 名）、祖母

20.7％（11 名）であった(図 9)。        

(6）子どもとの外出頻度・手段         

□子どもと外出する頻度は、毎日が 30.1％（16 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

名）、4回以上が 16.9％（9名）、2週に 1回以

下が 3.7％（2名）であった(図 10)。外出時の

交通手段は、養育者自身が運転する自家用車

67.9％（36 名）、養育者自身で運転しない自家

用車 58.4％（31 名）、徒歩 43.3％（23 名）で

あり、自家用車か徒歩による外出が多かった

(図 11)。    

7. 子育てのしやすさ            

□住む地区で、子育てがしやすい環境とした養

育者は 32.0％（17 名）、しにくいとした養育者

1.8％（1名）であった(図 12)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8．子育て環境満足感 

住む地区で子育て環境に満足感について、「1：

不満足」から「7：満足」のリッカート尺度で得ら

れた回答中、「7:満足感」をもつものは 11.3％（6

名）で、「5」「6」の回答を含めると 43.3％(24 名)

が満足感を得ていた。「1:不満足」と感じる養育者

は 3.7％（2名）で、「2」「3」を含めると 1.6％(9

名)が不満足感をもった養育者であった(図 13)。 

9．子育て生活への幸福感 

子育て生活に幸福感じているものは、84.9％

（45 名）で、多少感じているものは、11.3％

（6名）を入れるとすべての養育者が幸福感を

感じていた。あまり感じていない、全く感じて

いないとする養育者はいなかった。 

10．高齢者と子育てに関する交流 

高齢者と子育てに関する交流の場への参加

を望むものは 49.0％（26 名）おり、わからな

いと回答したものは 39.6％（21 名）であった。

望まないものも 94.3％（5名）いた。 

11．COC キャンパスの存在 

「旧真駒内緑小学校」の跡地を利用した「COC

キャンパス」を知っているものは 32.0％（17

名）、知らないものは 62.2％（33 名）であった

(図 14)。知っているもの 17 名のうち、利用経

験者は 4名、利用経験なしのものは 9名、イベ

ントがあれば行ってみたいと思うものは 5 名

であった。 

12．公開講座の希望 

子育て関連の公開講座テーマを提示し、希望

をきいたなかで、最も多かったテーマは、「最

近の子育て事情：祖父母世代と共に聞く講座」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

であり、続いて「妊娠・育児中のパートナー

などとのコミュニケーション」、「新生児のから

だの特徴・気を付けること」への講座希望であ

った(図 15)。 



また、自由記述による希望では、予防接種、

幼児期のしつけ・しかり方、いやいや期の対応、

月齢にあった遊び・知的発達・授乳、本学学生

の幼少期の体験談、待機児童事情、冬季の服装、

乳幼児の食事、幼稚園・遊び場の情報提供、等

であった。 

13．本学学生に希望する地域貢献活動 

日本の月ごと文化イベントの広報、子どもと

共にできるコンテスト等のイベント開催、学生

ならではの発想による地域資源情報、身体を使

った遊びの提供、大学祭での子どもとともに参

加できるイベントの開催、保育士の増加につな

がる何らかの活動、月齢にあった親子交流の場

の提供、ベビー用品リサイクル活動、冬期間に

学生と子どもが共に遊べる遊び・場の提供、母

親が子どもとの外出時に学生との協力により

母親がリラックスできる環境づくり、楽器作り

を通した遊び場の提供、等であった。 

 

Ⅴ．考察 

 

札幌市南区で就学前の子どもを養育する世帯の

育児に関連するニーズ調査を実施した。 

1．子育てに幸福感を得ている養育者たち 

本調査に協力が得られた養育者全員が、子育て

生活に幸福感を得ていることから、心の安寧を確

保している養育者像が推察できた。 

2．育児の相談ができる環境 

養育者は、普段相談できる人が全員おり、とく

に配偶者やパートナーへの相談相手とするもので

9割を超えていた。配偶者やパートナーに相談しや

すく、実母や友人、子育て中に知り合った子育て

中の母親を相談相手とも、適当な関係であること

が推察できる。 

ソーシャルネットワーク（SNS）で交流をする人

を相談する相手とする養育者が若干名おり、時代

を反映した育児事情が伺えた。気軽に相談できる

手軽さや、顔の見えない相手ゆえにプライベート

な相談をしやすい、といった利点もある。一方で、

顔の見えない相手が相談相手になることから、ト

ラブル等に発展する危険もはらんでいることを理

解した上で、育児相談の相手と認識していくこと

も必要である。 

3．子育てに関連する潜在的な課題 

1) “育児の孤立化予備群”の存在 

南区で子育てをする養育者や世帯において、子

育て環境に関し、いくつかの課題を見出すことが

できた。 

住居は、一戸建ての持ち家世帯が 5 割を超えて

おり、近隣と適度な関係を構築しながら子育てを

進めていく環境が推察された。逆に、一戸建て唯

に、外出の頻度によっては、狭くなりがちな人間

関係に陥る可能性もあり、育児環境の孤立化を招

く可能性もある。約 4 割の養育者は、よく相談す

る相手が子育て中に知り合った子育て中の母親で

あったことから、このネットワークをより強化・

継続できる工夫も、育児環境の孤立化の予防に役

立つ可能性がある。 

同居者は、配偶者、健診した子ども、それ以外

の子どもと同居する世帯がほとんどであり、実父

母等との同居は 1 割に満たない。子どもの世話を

するのは 100％が母親であり、それ以外には父親で

あった。5割程度の父親は子育てにおいて、日常的

な世話を実施する一方で、残りの 5 割の父親は日

常的に子供の世話をする環境下にはないと考えら

れる。仕事を持つ養育者が 4 割弱おり、このこと

は、子育て環境から多少距離を置く時間を設ける

ことができる。一方で、無職のものが 6 割おり、

職を持たない養育者は、平日に父親が不在となる

時間帯や、週末においても子どもの日常的な世話

を望めない父親がいる世帯では、子どもと主な養

育者のみの物理的・心理的な閉塞感をうける環境

となる可能性がある。祖母・祖父とよく外出する

養育者は 1 割以下であることから、少ない人間関

係となりやすい育児環境が伺える。外出頻度が週

に 2 回以上の養育者は 9 割弱おり、ある程度、社

会と交流する生活が確保されているとも言える一

方で、週に 1 日以下の外出頻度である養育者が 1

割程度おり、週に 2 日以下の外出頻度である養育

者となると 3割に増加する。これらの養育者は“育

児の孤立化予備群”ともいえる。母親と子どもが

ともに出かけられる場所や親子以外の人と交流で

きる場の確保が重要である。 

2)相談内容の解決状況からみた課題 

 養育者が育児について誰かに相談したあとには、

安心感や心強さが得られることが最も重要である。

相談をした養育者のうち、安心できたとしたもの

が8割以上であった相談内容が多かった。しかし、

安心につながらない、あるいは逆に不安になった

とする養育者がいたことも事実である。養育者の 9

割が、よく相談できる相手は配偶者・パートナー

としており、実母へ相談する養育者は 7 割であっ



たことは、良好な家族関係が推察できる。しかし、

相談後に不安になった養育者がいることも事実で

ある。相談後に不安になった相談内容のうち、睡

眠、授乳、発達、人見知り、皮膚の状態について

は、いずれも配偶者・パートナーへの相談では解

決しにくい。友人や子育て中に知り合った子育て

中の母親への相談が一定の割合で行われているこ

とから、相談内容による相談相手の選択も適当に

行われているものと推察する。ただ、これらの相

談内容は、専門的な知識を活用した助言が有用と

なる場合も多い。そこで、地域において今以上に

気軽に専門家（保育士、保健師、等）へ育児相談

ができるなんらかの工夫も有用である。本学が行

う「COCまちの学校」では、①まちの教室、②まち

の談話室、③まちの先生、④まちの健康応援室、

の４事業として活動中である。これらの活動の中

から可能な機会を利用して、育児相談につながる

活動となる工夫をしていく必要がある。昨年度よ

り、本学助産学専攻科の専任教員が、助産師の職

種を活かし、まちの健康応援室の活動に参加中で

ある。しかし、来所者が多いとは言えない状況で

もあり、広報への工夫も行っていく必要がある。 

 また、不安になった相談内容のうち、家族間や

家族以外の人との関係性、養育者の精神状態につ

いては、その解決の程度によっては、乳幼児への

育児放棄等を含む虐待行為に発展する可能性をは

らんでいる。これらの相談については、継続的な

支援も必要となるため、そのような意味からも、

何度も気軽に訪れることのできる相談場所・相談

回数の充実に向けた活動が必要である。 

4．本学に期待する活動 

養育者が本学学生の活動に期待する内容は、遊

び場や遊びのイベント企画への期待が多くあがっ

た。特に冬期間の遊びの場やイベント開催に期待

感をもっていた。これらの希望は、学生の活動に

のみ限定することなく、南区の子育て環境の充実

にむけた何らかの活動のきっかけとなるよう活用

していく必要がある。養育者のうち、高齢者と子

育てに関する交流を望むものも 5 割程度いること

から、子育て世帯と地区の高齢者が交流できるよ

うなイベントや場の提供も考慮していく必要があ

る。 

公開講座への具体的な希望については、実施で

きる企画から順次進めていく。とくに祖父・祖母

も参加できる昨今の子育て事情を公開講座として

取り上げることで、祖父母が子育てに対して今以

上に協力できる機会の確保につながると考えられ、

実施する意義は大きい。 

 

Ⅵ．結論 

 

1．札幌市南区で就学前の子どもを養育する世帯の

育児に関連するニーズ調査を実施した。 

2．養育者たちは、子育てする生活に対し幸福感を

えられていた。 

3．日常的に子どもの世話をするのは母親が 100％、

父親が 5 割程度であり、外出頻度が少なければ、

人との交流の機会も減少する可能性があり、物理

的・心理的閉塞感を抱えやすい“育児の孤立化予

備群“の存在が伺えた。 

4．養育者は、育児に関する相談をした後、相談内

容の 8 割は安心感を得ていたが、逆に不安になっ

たものもおり、本学ができる育児相談に関する活

動を工夫していく必要がある。 

5．養育者が本学の学生に期待する子育て支援活動

は、遊び場や遊びのイベント企画への期待が多か

った。 

6．公開講座のテーマで希望が多かった内容は、祖

父・祖母も参加できる昨今の子育て事情に関連し

たことであった。 

 

 

VII. 結果のＣＯＣ事業目的に沿った活用・提案等 

 

1．養育者が希望する公開講座の順次開催 

2．助産学専攻科の専任教員による、まちの健康応

援室への定期的な参加(推進中)と参加頻度の増

加、ミニ講話活動(推進中) 

3．学生の学習活動の一環として、ちあふる・みな

みでの妊婦向けの母親学級の開催企画の推進

(現在提案中) 
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