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○小学生の保護者アンケートに関する考察 「『小学生の保護者』の子育て・教育観」 嘉納 英明（名桜大学国際学群 教授） 

「小学生の保護者」の子育て・教育観 

 

嘉納 英明（名桜大学国際学群 教授） 

 

１．県民の生活状況と沖縄市の子ども施策 

 (1)沖縄県の経済雇用情勢 

最近になって、ようやく、子どもの貧困問題に関連した報道はやや落ち着きを見せてい

るが、2016 年～2017 年の貧困問題に係る報道は過熱気味であった。この子どもの貧困問題

に対して本格的な対策を始動したのは、翁長県政からである。翁長知事は、2016 年度（平

成 28）を子どもの貧困問題対策の「元年」として宣言し、貧国対策に係る基金を含め、多

額の予算を計上した。なぜなら、沖縄の子どもの貧困率は全国でワーストワンであり、看

過できない状況であったからである。「元年」の前年にあたる、2015 年度（平成 27）は、

県内外の研究者や県独自の調査により、子どもの貧困の実態が浮き彫りになった。沖縄・

北方担当大臣の島尻安伊子参議院議員（当時）は、2016 年度の沖縄予算に貧困対策費とし

て 10 億円の予算を追加した。内閣府の職員も度々沖縄を訪れ、自治体の関係部局や貧困対

策を進めている NPO 等の関係者と対話を積み重ね、沖縄の現状に理解を示し、その対策に

奔走した。コンソーシアム沖縄を束ねる琉球大学に子どもの居場所学生ボランティアセン

ターが設立されたのもこうした背景があったからである。県内の大学も地域貢献のひとつ

として、子どもの貧困問題に対応し始めたのである。 

この時期を契機として、沖縄の子どもの貧困問題及び対策をめぐる議論は、『沖縄タイム

ス』『琉球新報』という地元を代表する新聞二紙の連日の報道もあって、県民の関心も高ま

りをみせた。こうして、沖縄社会において深刻化している子どもの貧困問題は、行政の担

当部局のみの問題ではなく、県民総ぐるみで解決しなければならないという機運が醸成さ

れ始めた。一方、自治体の動きよりも先に、2015 年度には、NPO 団体等による「子ども食

堂」や「無料塾」、「居場所」が矢継ぎ早に設立された。貧困対策としてのこれらの取組は、

運営費の捻出・確保に苦慮しながらも、現在も地道な活動を続けている。 

県政は、2016 年 3 月、「子供の貧困対策推進計画」を策定し、これに基づいて、貧困対

策を強力に進める宣言をした。行政や民間、県民が一丸となって、子どもの貧困対策に取

組む姿勢を見せているのは、沖縄県のみである。それだけ、事態は深刻化している。沖縄

の子どもの貧困問題は、全国と比して、特に、厳しい状況であることは周知の事実である。

この問題は、我々の身近な問題であり、地域の問題であり、そして同時に沖縄社会の構造

的な問題である。その構造的な問題も、沖縄の歴史、とりわけ、戦後 27 年間（1945～1972

年）、米国の統治下にあった特殊事情に起因する。占領下の沖縄は日本政府の財政援助から
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除外されたため、日本本土との社会資本・生活基盤の格差が生まれ、所得格差は拡大した。

米軍基地の存在と基地経済によって沖縄の地場産業を含む経済基盤が十分な成長が遂げら

れなかったこと、沖縄の住民は低位な所得水準に長く留め置かれたこと、平和憲法の適用

を受けることなく、子どもの教育や福祉政策の十分な展開が出来なかったこと等、これら

が複雑に交差し、構造的な問題の主因となったのである。 

例えば、県民の一人当たりの所得は 200 万円前後で推移し、全国平均の 300 万円と比べ

ても低位な状況が続いている。沖縄の所得は、全国平均の 7 割の構図は変わらないままで

ある（図 1-1）。これの背景には、県内の零細企業では十分な賃金を支払うことが出来ない

事情に加えて、近年は、非正規雇用の増加があり（図 1-3）、さらには完全失業率の高止ま

りが、県民生活を苦しめている（図 1-2）。こうした生活の“しんどさ”に加えて、ひとり

親世帯の多さや 10 代の出産割合の高さは、次の世代においても貧困となる可能性を高めて

いるのである（表 1-1）。いわば、貧困の世代間を通しての連鎖である。ひとり親世帯の中

でも、特に、母子世帯の生活は逼迫している。これら、県全体の経済雇用情勢と子どもを

取り巻く状況は、沖縄市の場合においても十分言い得ているものと思われる（図 1-1～図

1-3、表 1-1 は、沖縄県庁子ども未来課提供資料、2019 年 2 月）。 

以上の県民を取り巻く状況を念頭におき、沖縄市の「小学生の保護者」の子育て・教育

観について、本市実施の実態調査をもとにしながら考察を進めることにする。 

 

図 1-1.一人当たり所得の推移（内閣府『県民経済計算』） 
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図 1-2．完全失業率（沖縄県『沖縄県労働力調査年報』） 

 

図 1-3．非正規雇用者数の推移（総務省『平成 29 年就業構造基本調査』） 

 

表 1-1．子どもを取り巻く厳しい現状 

指 標 沖縄 全国 順位 

離婚率（H29年） 2.44％ 1.70％ 1 位 

10代の出産割合（H26 年) 2.60% 1.30% 1 位 

母子世帯出現率（沖縄 H25年、全国 H28年） 5.46％ 2.47％  

児童養護施設等の入所施設に措置した児童の保護者

の低所得世帯の割合（H26年度） 

沖縄 

90.1％ 
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 (2)「こどものまち宣言」と子ども施策 

 人口 14 万人を擁する沖縄市は、県都那覇市に次いで県内２番目の都市である。人口比に

対する年少人口（0～14 歳）の割合は 41 市町村中 2 位であり（沖縄県企画部統計課『100

の指標からみた沖縄県のすがた』平成 30 年 10 月）、将来においても若い世代が躍動する、

活況を呈する町になるものとして期待されている。 

2008 年（平成 20 年）4 月、沖縄市は「こどものまち宣言」を謳い、かけがえのない子ど

もの可能性を信じ未来を切り拓くものとして、種々の子ども施策を進めている。沖縄市こ

どものまち推進アクションプログラム（平成 28 年 3 月策定）をみると、「こどもの最善の

利益を保障する」「安心して子育てができる環境をつくる」「個性や可能性を育む人材育成

を推進する」の３つの柱から構成され、保健、医療、福祉、教育等の切れ目のない支援を

謳っている。まさしく、“子どもファースト”のまちづくりを想起するものである。その他

にも、市の重点施策としては、沖縄こどもの国や多目的アリーナの整備事業が進められ、

これらは、子どもの豊かな成長と発達を促す生活環境として期待され、あるいはスポーツ

産業の進展が図られる等、市内外から多大な期待が寄せられている。また、市内の小中学

校の部活動や地域スポーツクラブの活躍は目覚ましく、県内外への児童生徒の派遣事業は

年々拡大している。このように、沖縄市の子どもの躍動感あふれる活躍を、学校や地域、

行政の支援によってより一層後押しする機運は徐々に醸成されているといってよいだろう。

だが一方で、市内の保護者からは、きめの細かい支援を要望する声もある。例えば、給食

費や学級徴収金、医療費の軽減や無償化の声、あるいは児童館の整備等である。行政は、

こうした声をひろい、実効性のある施策に反映させるためにも、実りある実態調査とこれ

をふまえた施策の検討が必要である。以下は、保護者からの声の一例である。 

 

  医療費、予防接種、給食費の無料等を希望。また年齢の引き上げをお願いしたい。例

えば、インフルエンザの予防接種。子どもは２回受けないといけないため、５人分の費

用はとても高額である。少子化対策として検討して欲しいが、いつも対応が遅いことが

不満。 

 

生活保護世帯ですが車がなくて、雨の日などは濡れながら帰ってきたりして風邪を引

いています。あと、就職したくても車で通勤できないため、近くでも遠くでも採用して

もらえず困っています。シングルマザーなので子どもが免許を取る時や就職してから後

のことを考えると、車社会の沖縄で車がない生活保護世帯にはとても苦しい生活で何と

かして欲しいです。 

 

 沖縄市は、幼稚園 16、小学校 16、中学校 8 を擁している。児童生徒数は微減傾向が続き、

全体として学校規模も縮小傾向であるが、特別支援学級は増加している。これは全国的に



 

31 

も、少子化時代の学校統廃合の中における特別支援学級増という現象の表れである。沖縄

市の場合も同様の傾向である。それだけ発達障害を含む特別な支援を要する児童生徒が顕

在化したといえる。一方で、子どもをめぐる問題として、いじめや不登校、貧困問題等、

解決すべき様々な課題が挙げられる中で、本市は、この度、「沖縄市こどもの生活等に関す

る調査」を実施した。これは、沖縄市の子どもの生活・環境・意識等の状況を調査し、今

後の施策をはじめ、困難を抱え

る家庭への支援に活用する資

料として活用する目的で実施

されたものである。 

本稿では、大部な同調査の中

でも、小学生の保護者の子育

て・教育に関する考え方につい

て中心的に取り上げ、考察するものである。主たる内容は、所得階層別世帯の保護者の子

どもや子育て、教育にかかわることであり、昨今の子どもの貧困問題と関連して報告する

ものである。なお、回答者数は 845 であり、そのうち低所得層Ⅰ（等価可処分所得 122 万

円未満）は 208（24.6％）、低所得層Ⅱ（122～183 万円未満）は 228（27.0％）、一般層（183

万円以上）は 366（43.3％）である（表 1-2）。 

 

２．所得階層別世帯の子どもと保護者 

(1)子どもの睡眠時間と朝食 

子どもの基本的な生活習慣を形成するために大切なことは十分な睡眠時間である。睡眠

時間は、生活リズムを整え、日常生活に活力を与えるものである。その意味でも、家庭や

学校教育の中で睡眠時間にかかわる指導を充実させることは大切なことである。 

今回、沖縄市の小学生の保護者に「お子さんの日ごろの睡眠時間」を聞くと、いずれの

所得階層においても 8～9 時間未満が多いことがわかった。なお、低所得層Ⅰの 7～8 時間

の睡眠時間は 33.8％、低所得層Ⅱのそれは 30.0％であり、低所得層の小学生の睡眠時間は

やや短い傾向がみられる（表 2-1）。低所得層Ⅰでは 6～7 時間未満の者も 7.7％存在し、小

学生の睡眠時間としては十分ではなく、課題である。睡眠時間については、就寝時刻や起

床時刻が遅くなりがちであることにも表れ、朝食をきちんと食べていないことにも表れて

いる（表 2-2）。毎日、朝食を食べている小学生は、低所得層Ⅰは 86.0％、低所得層Ⅱは 91.1％、

一般層は 95.6％である。低所得層において、朝食を食べていない実態が浮かび上がる。朝

食をとらないまま登校すれば、授業では集中度が低下し、気分不良等を引き起こすことも

ある。家庭では当然のこととして学校においても朝食の大切さや食育指導の充実が期待さ

れる。朝食をとらない理由については、低所得層Ⅰの「朝はこどもの食欲がわかない」

（46.4％）、「こどもが朝寝坊して朝食を食べる時間がない」（25％）に如実に示されている
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（表 2-3）。朝、起床しすぐに朝食だと食欲はわかないものである。毎朝、決まった時間に

起き、朝食をしっかり食べる時間を確保することを家庭内でも話し合い、実践することが

大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

(2)子どものむし歯 

学校保健安全法第 14 条は、児童生徒等の健康診断について規定し、学校においては、「健

康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業

を軽減する等適切な措置をとらなければならない」としている。これを受けて、学校保健

安全法施行規則第 6 条は検査項目を設け、そのなかのひとつが「歯及び口腔の疾病及び異

常の有無」を規定している。むし歯についての検診もこれに該当する。これらの法令で重

要な点は、学校での健康診断後、学校は「治療の指示」を保護者に行う点にある。したが
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って、学校の検診で、子どものむし歯が確認された時点で、保護者は、速やかに治療を行

うことが求められているのである。 

今回の調査において、学校の検診で「むし歯があると言われたことがあるか」について

は、いずれの所得階層においても 6 割以上が「ある」と回答している（表 2-4）。問題は、

そのむし歯の治療を行ったかどうかである。「むし歯を治療したか」をみると、一般層で 9

割近くが「治療をしている」と回答したのに対して、低所得層Ⅰで 69.0％、低所得層Ⅱで

78.5％に留まっている（表 2-5）。学校検診は 4～5 月に実施され、その後、保健室（養護教

諭）からむし歯治療の通知が保護者に届くが、保護者からは「受診する際にわざわざ学校

から券をもらわないと補助が受けられない。手続きが面倒である」という声もある。また、

「子どものむし歯治療のための時間がなかなかとれない」という保護者を取り巻く状況の

厳しさや「治療に行かせるのが面倒くさい」等の子どもの健康への関心の低さがあるので

はないかと思われる。学校の歯科検診の結果を無駄にしないためにも、保護者は、子ども

の健康管理に留意する必要があると同時に、行政側は、手続きの簡素化についても今後検

討を要する事項である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)保護者の自己肯定感と子どもへの影響 

自己肯定感とは、自分が自分自身についてどう考え、どう感じているかによって決まる

感覚のことである。そのままの自分を受け入れ、自分を尊重し、自分の価値を感じて自ら

の存在を肯定する「自己肯定感」の感覚は、「自分はかけがえのない存在」だと思える心の
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状態のことである。自己肯定感が高いと、自分を尊重するように、周囲の者も尊重するこ

とができるといわれている。すると他者からも尊重され、お互いに尊重し合い、信頼関係

を構築できる関係が生まれることが期待される。このことは、当然、親子関係についても

言い得ることである。保護者自身の自己肯定感の安定は、子どもの自己肯定感を促し、そ

してよりよい親子関係の構築を期待することができる。 

所得階層別の保護者の自己肯定感をみると、一般層の保護者の自己肯定感は高い傾向に

あり、低所得層Ⅰ及びⅡは「中間」に集中し、やや自己肯定感の低い傾向が認められる（表

2-6）。では、この保護者の自己肯定感は、子どもの自己肯定感にどのような影響を与えてい

るのであろうか。結論からいえば、保護者の自己肯定感が高ければ、子どもの自己肯定感

が高まる傾向があることがわかった。自己肯定感が高い低所得層Ⅰの子どもは 97.2％（表

2-7）、低所得層Ⅱでは 87.6％（表 2-8）、一般層では 90.4％（表 2-9）の子どもが自己を肯

定的にとらえている。保護者自身の自己肯定感の高まりは、子どもの自己肯定感を促し、

自尊心を育むものとしてとらえてもよいだろう。 
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 (4)保護者が望む子どもの進路 

 貧困と学歴の関係については様々な研究の蓄積がある。例えば、生涯賃金の高い者は総

じて高学歴であり、一方で、学校教育から排除され、学歴というチケットを手にしていな

い者は、低賃金・長時間労働の類、或いは、今日的にいえば、非正規雇用の労働形態に従

事せざるを得ない状況を生んでいる。その意味で、学校に通い、義務教育を修了した後、

高校や大学等に進学していくことは、正規雇用への道が開けることや自己実現を図るため

に重要である。今回の調査は、所得階層別でみた場合、保護者は、自分の子どもの進路に

ついてどのように考えているのかを明らかにするものであった。 

「お子さんの進学で希望していること」からいえることは、低所得層Ⅰは、自分の子ど

もの進路を高校卒業程度として考え（31.8％）、大学卒業程度（26.4％）、専門学校卒業程度

（15.9％）と続く。「わからない」は 19.4％である。低所得層Ⅱは、大学卒業程度（42.9％）、

高校卒業程度（18.0％）、専門学校卒業程度（16.1％）、「わからない」は 18.0％である。一

般層だと、大学卒業程度（62.5％）、専門学校卒業程度（10.3％）、高校卒業程度（8.9％）、

「わからない」は 15.6％である（表 2-10）。これらのことから、所得が増加するにしたがい、

子どもの進学先を大学まで期待するようになることである。低所得層Ⅰは高校卒業程度と

考え、就業していくことを希望していることを思わせる結果となっている。 
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沖縄県の大学等進学率は 40％程度で推移し、全国平均の 55％とは開きがある。これの主

たる要因は、進学にかかわる入学金や授業料、子どものアパート代金や生活費等の家計負

担が大きな問題となっているが、低所得層Ⅰに対しては、より一層深刻な問題として受け

止められている。それゆえ、高校卒業以上の進学を断念する構図がこの資料から読み取れ

る。次は、子どもの進学先の学費の捻出に悩む保護者の声である。 

 

今回この子が進路希望（専門学校県外）していたのですが経済的理由で断念させてしま

った事が申し訳なく思っています。学校で現在就職活動中、有難いことに内定が決まった

ので安心です。でも下の子２人もこれから進学がしたいと言っても私の力不足で進学は無 

理だと子供達は知っていて就職になると理解しています。もっと学費が安ければと…。 

 

専門学校へ行くための費用やいろいろな事でお金がものすごくかかるけどいろいろあ

りローンも組めず役所に聞いても「無理ですよ」だし、行かせてあげられないし、何も

できないししてあげられない…。 

 

親の経済力が子供の学力に比例すると言われていますがやはり大きくなればなるほど

お金がかかるので大学までにかかる費用を何とか援助する制度が欲しいです。 

  

 高校進学以降の学費が多額にかかることの悲鳴にも似た声である。授業料が比較的安い

と言われている国立大学は 53 万円（年額／標準）、私立大学の初年度費用は 131 万円（文

科省／平成 26 年度）である。私立大学については、大学や学部によってずいぶんと差があ

り、県外の大学に進学させる場合には、アパート代等の生活支援も必要になっている。そ

のことから、高校卒業以後の学校進学については、学費工面の心配の声が多数寄せられた。

保護者の負担を軽減する措置や奨学金の充実・強化がより一層求められているのである。

また、市民からは、高校の給食の実現や給付型奨学金制度の確立、塾や習い事への補助、

バス通学費用の補助等、子どもの教育環境の整備を図ることが多々挙がっている。内閣府

や沖縄県の貧困対策事業は本格的に始まっているが、これらの声は、当該事業がいまだ支
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援を必要としている当事者に十分浸透していないことを物語っている。 

 

３．ひとり保護者―所得階層別― 

 所得階層別世帯の中でも、特に、ひとり

保護者（母子家庭、父子家庭等）は、子育

てや教育について最も困難な状況が顕在

化する。本節では、ひとり保護者で生活に

困っている世帯に注目する。表 3-1 は所得

階層別のひとり保護者世帯を表したもの

である。これをみると、低所得層Ⅰは

53.8％、低所得層Ⅱは 36.3％、一般層は

9.9％である。ひとり保護者で困窮におち

いっている世帯（低所得層Ⅰ+低所得層Ⅱ）は、90.1％を数え、圧倒的な世帯が困窮してい

ることがわかる。 

 

(1)子どものむし歯 

子どもの睡眠時間や朝食についても、ひとり保護者の場合、先の所得階層別世帯の実態

と全く同じ傾向が示された。データは割愛するが、要は、十分な睡眠時間の確保と朝食を

食べることが課題であることが明らかである。むし歯治療については、表 3-2 に示した通り

である。ひとり保護者では、治療をしている割合は、低所得層Ⅰは 65.6％、低所得層Ⅱは

75.0％、一般層は 100％である。学校からむし歯治療についてのお知らせは各家庭に届くが、

子どもの健康管理について関心をもつことは大切である。 

 

 

(2)子どもの健康状態 

 表 3-3 は、子どもの健康状態を表したものである。「お子さんの健康状態が良い」と回答

した者は、低所得層Ⅰは 71.4％、低所得層Ⅱは 60.6％、一般層は 88.9％である。所得が高

表3-1　所得階層（ひとり保護者）

ひとり保護
者世帯

回答者数 49

％ 53.8%

回答者数 33

％ 36.3%

回答者数 9

％ 9.9%

回答者数 91

％ 100.0%
合計

低所得層Ⅰ

低所得層Ⅱ

一般層
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まるにつれて、健康状態の良い子どもが増えていることがわかる。これらの数字は様々な

ことを示唆している。例えば、所得が安定すれば、保護者の子どもの健康状態やケアにつ

いての関心が高まり、通院や治療についても前向きな姿勢を示すのではないかということ

である。 

 

 

 

 (3)保護者の自己肯定感と子どもへの影響 

 ひとり保護者で困窮におちいっている世帯の自己肯定感を示したものが、表 3-4 である。

自己肯定感の高い層からみると、一般層は 55.6％、低所得層Ⅱは 36.7％、低所得層Ⅰは

30.4％である。所得が上昇していくにつれて、自己肯定感が増す傾向が如実に表れている。

では、これらの親の自己肯定感は、その子どもの自己肯定感をどのような影響を及ぼして

いるのだろうか。それをみたものが、表 3-5～表 3-7 である。 

 表 3-5 は、低所得層Ⅰの自己肯定感を示したものである。これをみると、自己肯定感の高

い保護者の子どもの自己肯定感は高く（91.7％）、自己肯定感の低い保護者の子どもの自己

肯定感は「中間」に位置している。 

 

 

 表 3-6 は、低所得層Ⅱの自己肯定感を示したものである。これをみると、自己肯定感の高

い保護者の子どもの自己肯定感は高い傾向を示している（81.8％）。ここでは、自己肯定感

の低い保護者の子どもの自己肯定感は高い結果を占めている（100％）。 
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 表 3-7 は、一般層の自己肯定感を示したものである。これをみると、自己肯定感の中間値

の保護者の子どもが最も高い自己肯定感を示し（100％）、自己肯定感の高い保護者の子ど

もの自己肯定感は 60％である。一般層では、保護者の自己肯定感の高まりと比例して子ど

もの自己肯定感が高いわけではなかった。 

表 3-8 は、ひとり保護者ではない一般層の保護者の自己肯定感とその子どもへの影響を示

したものである。これをみると、自己肯定感の高い保護者の子どもの自己肯定感は高く

（91.0％）、保護者の自己肯定感が下がると子どもの自己肯定感も減少している。 

 

 

 

 

 

表3-5　自己肯定感（保護者）×自己肯定感(こども)　所得階層（低所得層Ⅰ）・ひとり保護者
高い

（30～45
点）

中間
（15～29
点）

低い
（0～14点）

合計

回答者数 11 1 0 12

％ 91.7% 8.3% 0.0% 100.0%

回答者数 21 6 1 28

％ 75.0% 21.4% 3.6% 100.0%

回答者数 0 2 0 2

％ 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

回答者数 32 9 1 42

％ 76.2% 21.4% 2.4% 100.0%

自己肯定感（中間：14～27点）

自己肯定感（低い：0～13点）

合計

自己肯定感（高い：28～42点）
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４．学校生活と授業の理解 

 表 4-1 は、学校生活の満足度と学校の授業の理解度を聞いたものである。これによると、

学校生活が楽しいと回答した者は、授業の理解を「かなり理解できている」「だいたい理解

できている」を合わせて 94.5％を示している。学校が楽しくないと回答した者は、授業を

「かなり理解できている」「だいたい理解できている」を合わせて 72.7％である。学校が楽

しくない者は、授業を「あまり理解できていない」が 27.3％を示している。学校で過ごす

大半は授業であり、その授業についての理解が進まないと学校での満足度が十分得られな

い結果を示している。これらのことから、現場教師の授業改善が一層求められていること

がうかがえる。 
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５．保護者の進路希望と子育て観 

 (1)所得階層別世帯の保護者の進学希望と（保護者の）親の進学希望 

 表 5-1 は、保護者（低所得層Ⅰ）の中学３年生の時の進学希望と（保護者の）親の進学希

望について聞いたものである。中学卒業を希望した保護者の親は高校卒業を希望し（75％）、

次いで高校卒業を希望した保護者の親は同じく高校卒業を希望している（68.8％）。大学卒

業まで希望しているのは 10.4％である。専門学校の卒業を希望していた保護者の親は高校

卒業（35.1％）や専門学校卒業（32.4％）を希望し、短大卒業を希望していた保護者の親は、

短大（33.3％）や大学卒業（26.7％）を希望している。大学卒業を考えていた保護者の親は

大学卒業（48.1％）を希望している。これらのことから、保護者の進学を親は理解し支援し

ていたことが理解できるものであり、保護者の親は、「高等学校などの卒業を希望していた」

の全体集計では 47.5％を示していることから、最低でも高校卒業を希望していたといえる

だろう。大学卒業を支持している親は 15.8％である。 

 表 5-2 は、保護者（低所得層Ⅱ）の中学３年生の時の進学希望と（保護者の）親の進学希

望について聞いたものである。中学卒業を希望した保護者の親は高校卒業を希望し（100％）、

高校卒業を希望した保護者の親は高校卒業を希望し（67.7％）、次いで大学卒業まで希望し

ている。専門学校の卒業を希望していた保護者の親は高校卒業（32.5％）や専門学校卒業

（30.0％）を希望し、短大卒業を希望していた保護者の親は、短大（66.7％）を希望してい

る。大学卒業を考えていた保護者の親は大学卒業（61.0％）を希望している。これらのこと

から、保護者の進学を親は理解し支援していたことが理解できるものであり、保護者の親

は、「高等学校などの卒業を希望していた」の全体集計では 36.7％を示し、大学卒業を支持

する親は 24.0％になっている。 

 表 5-3 は、保護者（一般層）の中学３年生の時の進学希望と（保護者の）親の進学希望に

ついて聞いたものである。中学卒業を希望した保護者の親は高校卒業又は大学卒業を希望

し（それぞれ 50％）、高校卒業を希望した保護者の親は高校卒業を希望し（47.7％）、次い
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で大学卒業まで希望している（21.5％）。専門学校の卒業を希望していた保護者の親は専門

学校卒業（38.1％）を希望し、短大卒業を希望していた保護者の親は短大（30.0％）を希望

している。大学卒業を考えていた保護者の親は大学卒業（67.7％）を希望している。これら

のことから、保護者の進学を親は理解し支援していたことが理解できるものであり、特に、

保護者の親は、42.2％が大学卒業を支持している。一般層の保護者の親は、高学歴のチケッ

トを子どもに期待していたといえるであろう。 

なお、文部科学省の「平成 27 年度学校基本調査」によると、沖縄県の大学等進学率は

39.83％（全国平均 54.49％）で全国最下位である。一般層の保護者の親の期待値 42.2%は

沖縄県の大学等進学率と近似しているが、低所得層ⅠとⅡの保護者の親の期待値とはかな

りの落差がある。大学等進学については多額の費用がかかることから、低所得層において

は、子どもの進学をあきらめざるを得ない状況を抱えているものと推察できる。 
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 (2)保護者の子育て観 

 ここでは、保護者の子育て観に、保護者の親の子育て観（「大学に進学することはあまり

大事ではない」「大学に進学することはまったく大事ではない」）が影響している傾向はみ

られるかどうかをみたい。表 5-4 をみると、低所得層Ⅰの保護者の子育て観が高い者は、保

護者の親は「大学に進学することはあまり大事ではない」「まったく大事ではない」を選択

した回答が 50.9%である。表 5-5 は、低所得層Ⅱの保護者の子育て観が高い者は、保護者の

親は「大学に進学することはあまり大事ではない」「まったく大事ではない」を選択した回

答が 52.8%である。表 5-6 は、一般層の保護者の子育て観が高い者は、保護者の親が「大学

に進学することはあまり大事ではない」「まったく大事ではない」を選択した回答が 65.6%

である。これらのことは、低所得層Ⅰ、Ⅱ、及び一般層においても、保護者の親は、子育

て・教育において、大学への進学においては、特に、重要視しているわけではないことが

わかる。 

では、保護者の親は、子育て・教育にとってどのようなことが大事だと考えていたのだ

ろうか。表 5-7 は、保護者全体の回答である。これをみると、「1．とても大事である」、「2．

ある程度大事である」の合計割合でみると、「健康であること」が 95.4％で最も多く、次い

で「思いやりがあること」の 94.2％、「家族を大切にすること」の 91.2％、「親の言うこと

をきくこと」の 88.7％、「友だちを大切にすること」の 87.8％等となっている。保護者の

親は、勉強や進学、安定的な職業に就くこと等よりも、健康であることや人間性の向上等

を大事にしていることがわかる。 
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６．おわりに 

 以上、小学生の保護者の子育て・教育に関する考え方について調査してきたことの概観

を報告してきた。これまで述べてきたことをまとめると以下のようになる。 

 

①子どもの睡眠時間は、低所得層においては、短い傾向を示したこと。 

②むし歯の治療については、低所得層においては、低い傾向であること。 

③保護者の自己肯定感が高ければ、子どもの自己肯定感が高まる傾向があること。 

④所得が高い層では子どもの大学進学を期待し、低所得層では高校卒業や就業を期待して

いること。 

⑤ひとり保護者で困窮している世帯は、9割を超えていること。 

⑥ひとり保護者の世帯では、低所得層ほど、子どものむし歯の治療の割合は低いこと。 

⑦所得が高まるにつれて、健康状態の良い子どもが増えていること。 

⑧学校の授業が理解できている子どもは、学校での満足度も高いこと。 

⑨保護者の親は、進学や安定的な職業に就くよりも、健康であることや人間性の向上等を

大切にしていること。 

 

 さて、今回の調査には、保護者から数多くの自由記述が寄せられた。その大半は、“子育

て・教育にはお金がかかっている”ことの実態を報告するものであり、現状の支援策の不
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十分さの改善を求める声である。学校の給食費や PTA 会費を含む徴収金額の多さ、学習塾

や習い事に要する費用、部活動等の用具の費用、バス通学にかかる費用、制服代金、高校

や大学の授業料の負担感、子どもの医療費の問題、子どもの教育をめぐっての相談相手が

いないこと、市役所の相談機能が十分使えていないこと等、様々な指摘や問題提起を含む

声である。 

 内閣府・沖縄県の子どもの貧困対策も本格的に進められているが、市民が「子どもの生

活・教育の状況が改善されている」ことを実感するのは、もうしばらく時間を要する。支

援を必要としている者に対して、確実に届く支援体制を構築することが大切であろう。国

や県の対策と連携しつつ、沖縄市の施策をどのような形で展開していくのか、注視したい。 

 

 

 

 

 

 

  


