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共稼ぎ家庭の子どもの保育の問題
い。学校，幼稚園の放課後の子どものことが心配

Ｉ・女性の社会的進出と保育の問題

である。子どもを任せておける人がいない。近く
に乳児をあづける施設がないなどである。従来，

〃幼にしては親に従い，塚しては夫に従い，
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老いては子に従う〃かつて，女性に要求された

婦人労働に関しては，賃金，地位，母性保護の問

三従の美徳といわれたものである。封建時代にお

題などが主にとりあげられてきたが，子どもの保

いては，女性の役割は家事とか育児が主体となっ

育の問題は「母よ家庭に帰れ」式に単なる’個々

ていたが，社会の進展と共に女性の役割も大きく

の家庭内の問題としての範囲を出なかったが，今

変化してきた。なかでも、既婚婦人の婦人労働者

後は大きな社会問題として把握し，解決しなけれ

の中に占める割合は年々増加の傾向にあるといわ

ばならない段階にきているといえるのではないだ

れている。それについては二つの理由が考えられ

ろうか。これらの保育問題を解決していくために

る。一つは社会の要求である。経済の高度成長に

は次のような対策が必要と考えられる。

伴って，社会のすべての面に女性の労働力を必要

１）保育施設の充実

としていることであり，二つには，女性及び家庭

多くの母親が希望しているように，安心して子

の事情である。生活水準の向上，物価の上昇が家

どもをあづけられる施設の充実である。昼間だけ

庭の経済生活に影響して働くことを必要としてい

でなく，日旺日や夜間の保育も考慮される必要が

ることである。又家事の合理化によって生まれた

ある。しかしこの場合，働く保母の立場も忘れて

余暇時間は婦人の職場への進出を容易にしている

はならない。保母も母親であることを考えると，

ことも事実である。このようにして，今後，既婚

相亙の連絡の必要，働く母親同志としての理解が

婦人の職場への進出の増大が予想されるが，この

必要である。

ような状態は必然的に家庭生活との間に種々な問

２）労働時間の短縮または休職

育児に必要な期間だけでも，労働時間の短縮と

題をなげかけている。これら有職の既婚婦人の半
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分近くが，１２才未満の子どもをかかえているとい

か，休職の措置がなされ，その期間がすぎれば，

われる。これらの乳幼児の保育について「あなた

再び同じ条他件で普通の勤務にもどることができれ

が働いている間子どもは誰が承るか」という、問

ばプ母親の不安も，ある程度解決すると考えられ

に対して，（表参照)本人が31.9％で第１位を占め

る。

ているが，これは商業などの自宅労働が多いため
だと思われる。少数ではあるが，放任されている

３）職場における理解と人間関係の調整
職場における母親に対してはなにかと批判の声

あの4.7％の中には１才未満の子どもが含まれて

が多い。しかし，社会の変化や，育児についての

いることは，人間形成の基礎がきづかれる年令

社会的施設の不備も含めて，職場の理解はどうし

だけに保育所などの児童福祉施設の拡充が痛感さ

ても必要である。同時に，働く母親自身の職業意

れる。また，「婦人が職業を続けるうえでもって

識も要求されるのは当然のことである。

いる問題」（労働省婦人少年局昭和39年）によれ

４）家庭における人間関係の調整

ば，第１位が育児について困っている。第２位が

職場と同じように家庭内の人間関係の調整も重

家事について困っている，第３位が家庭生活につ

・要なことである。仕事と育児に疲れ，家庭の人間

いて困っているとなっており，なかでも育児につ

関係に疲れて，子どもや夫にあたりちらしていて

いての悩糸がめだっている。その内容としては，

は，仕事をもつ意味が失われる。家庭内における

学校，幼稚園，保育所などの行事に参加できな

,家族の理解は勿論のこと，育児の方針，家事の分
７

担，母親が仕事をもつ意味について十分話し合

うな態度で育てられた子どもは自分に注意をひく

い，温かいふいんきがつくられなければならな

ような，他人に目立つような行動や態度が多くな

い○

ったり，愛`情に対する欲求不満から、乱暴な反抗

５）一貫した育児の姿勢

的な子どもになったりする。反対に内気でひとり

共稼ぎ家庭の子どもは必然的に母親以外の者に

ぼっちで，他の子どもと遊ばず，劣等感がつよい

育てられる時間が長くなってくる。この場合問題

子どもになったりする。

となるのは，両者の育児に対する態度が異ると，

○過保護型：いわゆる甘やかし型で子どもにねだ

子どもは不安定となり、発育のためにも好ましく

られるとまけてしまうこと，必要以上に子どもに

ない。母親は，育児の方針について子どもをあづ

ついて心配したり世話したりすることで，このよ

かる者に十分理解させるような話し合いが必要で

うな親の子どもは，依頼心のつよい，引込思案

あり，一貫した育児態度が保たれるように努力す
ることが大事である。次に一般的な母親の育児態

けない性格になりやすい。特に不安のつよい親の

度と子どもの性格についてのべてゑたい。

子どもは，神経質で，心配性，イライラした子ど

の，責任感のうすい，集団生活にもとけこんでい

もになりやすい。

Ⅱ母親の育児態度と子どもの性格

○厳格型：親の権威をたてに，子どもをきびしく

子どもの性格は生まれながらにして備っている

育てる親，何事につげ，命令し，禁止し，強制す

ものでなく，生後，家庭や集団（学校，保育所，
幼稚園）の中でつくられるものである。困った性

主性，独創性，主体性のない，大人の顔色をうか

格の子どもにしないためには，親の育児態度，育

がいながら，内向的，盲従的で，弱い者にいばり

遮

るワンマン型である。このような親の子供は，自

児方法が大いに影響していくことに注意しなけれ

ちらす子どもになりやすい。

ばならない。

○溺愛型：極端な子ども本位の甘やかし，親が子

１）親の育児態度と子どもの性格

どものいいなりになっている型である。子どもは

親の育児態度には次のような型があげられる。

いつまでも幼児的で,自己中心,わがまま，自分を

○拒否型：子どものいうこと，することにも親の

おさえることができない。内弁慶，無責任，忍耐

方で文句をいい、子どもを疑い、子どもも親が自
分を嫌っていると感じている場合である。このよ

力に乏しく，規則が守れない。友だちに対してい
ばったり，気どりやであつかましい子どもになり
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0矛盾不一致型 :親の育児態度に一貫性がな く,
両親や ,家族間で しつけの方針が違 っていた りす
る型で,子 どもは感情が不安定でオ ドオ ドして,
落着 きがな く,かん しゃ くもちで,顔色をみて行
動す る｡時には反抗的になった りす る｡
以上 ,五つの育児態度の型についてのべてきた
が ,これ らの型における望 ましくない子 どもの性
格に対 してほ , 親の 育児態度を改める 必要があ
る｡ ここで注意 したい ことは,現実の親子関係の
間において,今のべた育児態度のそれぞれの型が
純粋に現われることは,殆 ん どない とい うことで
ある｡ 1
0
0%拒否型の親はいない とい って も過言
ではない と思われ る｡拒否型の傾向が他の型に く
らべ て強 く現われた ときに,この親 の育児態度は
拒否型 とい っているわけである｡ それでは望まし
い育児態度 とは どんな型をさすのだろ うか,子 ど
ものに好 ま しい影響 を 与えるものと して, 民主
型 (
親が子 どものいいわけや意見に耳をか し,衣
の ことについて皆で相談 し協力す る型) +厳格型
+過保護型の混合型である｡ この型の家庭の子 ど
もは,協調的,のん き,支配的な傾向即ち,安定
した積極的な行動特徴を示すのである｡子 どもの
性格は一応形成 され てか ら,これをつ くりかえる
ことは ,相手が意志を もつ人間であるために非常
にむずか しい ことである｡今 まで,のべ てきた よ
うにいかに社会が進歩 していても,子 どもの保育
の中心的存在は母親である｡ 子 どもその ものが母
親 の最高の作品 として,世の中に送 り出されるよ
うに念 じているものである｡
(
宜保美恵子)
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