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■●子どもの預け先の有無

仕事以外で家を空けるとき、子どもの面倒
を見てくれる人（機関・サービス）がいる
（ある）かをたずねてみた。母親の回答のみ
を抽出し、分析した結果は図4 －1 －1である。
子どもの面倒を見てくれる人（機関・サー

ビス）が「いる（ある）」と回答した母親の
比率をみると、東京は77.7％であるのに対し
て、上海は86.3％、北京は83.6％、台北は
80.2％、ソウルは64.9％である。5都市の中で、
最も比率が高いのは上海である。
次に、母親の就業状況の違いによる差がみ

られるかどうかをみてみたい（図4 －1 －2）。
北京と上海は 7割の母親が常勤者で、パート
タイムや専業主婦のサンプル数が少ないた

め、就業状況別で分析するにはあまり適切で
ないと考え、ここでは、北京と上海を除き、
東京・ソウル・台北の 3都市のみをとりあげ
る。この図から次の 3つのことがわかる。
1 つ目は、3 都市とも、8 割以上の常勤者

が子どもの面倒を見てくれる人（機関・サー
ビス）が「いる（ある）」と回答したこと。 2
つ目は、専業主婦より働いている母親（「常
勤者」「パートタイム」）のほうが子どもの面
倒を見てくれる人（機関・サービス）が「い
る（ある）」と回答した比率が高いこと。3つ
目は、常勤者と専業主婦が「いる（ある）」と
回答した比率の差に注目すると、ソウルで常
勤者と専業主婦との比率の差が28.8ポイント
で、3 都市の中で最も大きいことである（東
京12.7ポイント差、台北19.4ポイント差）。

母親が仕事以外で家を空けるとき、子どもの面倒を見てくれる人（機関・サー
ビス）が「いる（ある）」と回答した母親の割合では、東京・北京・上海・台北
は8割前後に対し、ソウルは6割である。また実際子どもの預け先について、          
 5都市に共通しているのは身内に子どもを預ける割合が高いことである。 

1 子どもの預け先 

■図4－1－1　子どもの預け先 

東　京（  987人）  

ソウル（  874人） 

北　京（  707人）  

上　海（  709人） 

台　北（1842人） 

（％） 

無答不明 

注）母親の回答のみ分析。 

いる（ある） いない（ない） 

          77.7            21.6               0.7 

 64.9                 30.1                5.0 

             83.6           10.1     6.3 

              86.3                  13.7        0.0 

           80.2             18.2            1.6



●幼児の生活アンケート・東アジア5都市調査 

― 99 ―

いない（ない） 

■図4－1－2　子どもの預け先（母親の就業状況別） 

常勤者（78人） 

パートタイム（133人） 

専業主婦（677人）  

（％） 

無答不明 
〈東　京〉 

いる（ある） 

         88.2          11.8       0.0 

  80.6        19.4            0.0 

75.5                     23.8       0.7

いない（ない） 

常勤者（214人）  

パートタイム（51人） 

専業主婦（431人） 

（％） 

無答不明 
〈ソウル〉 

いる（ある） 

いない（ない） 

常勤者（1170人） 

パートタイム（74人） 

専業主婦（397人） 

（％） 

無答不明 
〈台　北〉 

いる（ある） 

注1）母親の回答のみ分析。 
注2）母親の就業状況について「フリー（在宅ワークを含む）」「産休、育休中や休職中」「その他」および無答不明

の人は図から省略した。 

 　81.6    　　　　 16.0  　2.4 

 　81.4    　　　　 16.1  　2.5 

52.8   　　  40.3  　　　6.9

　　　　85.3    　　　13.9 　　　0.9 

　　78.4     　　20.5 　　　　1.1 

65.9    　　　 32.0 　　　　　　　2.1
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■●子どもの面倒を見てくれる人
（機関・サービス）

つづいて、実際どういう人（機関・サービ
ス）に子どもを預けるのかについてみてみた
い（図4 －1 －3）。
どの都市でも第 1位に「祖父母や親戚」が

あがり、7割以上が選択している。また、「父
親」の比率をみると、東京は51.9％で、「祖
父母や親戚」に次ぐ第 2位となっている。台
北は東京ほどではないが、 3 割で、ソウル、
北京、上海は 1 ～ 2 割の回答である。5 都市
を通じて、身内に子どもを預ける割合が高い
という傾向がみられる。
では、東京の「父親」の比率が高いことを

どのようにみればよいだろうか。第 3章で述

べたように、東京の父親はほかの都市の父親
よりも、家事・育児にかかわっているとは言
えないことから、父親が子育てに協力的で、
子どもの面倒をよく見るというより、母親が
家を空けるとき、子どもを預けられる先が限
られているという見方や、東京はほかの都市
ほど、夫婦で外出することが多くないためと
いった解釈もできる。
また、上海では、「ベビーシッター・お手

伝い」と回答した比率が21.8％で、「父親」
（15.6％）よりも高い。北京、台北の回答も 1
割であるのに対して、東京はわずか1.4％で
ある。上海、北京、台北では東京より「ベビ
ーシッター・お手伝い」を活用していること
がわかる。
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  　　　19.2  

      　　　　 73.8 

 　　16.9 

　　5.2   

 　1 14.7  

 

 

　　3.4

■図4－1－3　子どもを預ける相手 

（％） 

注1）複数回答。 
注2）面倒を見てくれる人が「いる（ある）」と回答した母親のみ分析。 
注3）「保育園・幼稚園（預かり保育）」について、ソウルでは「ノリバン・保育園」、北京、上海、台北では「幼稚 
　　　園・託児所の一時託児」となっている。 
注4）「民間の託児サービス（一時預かり）」「自治体の育児支援サービス」について、ソウルではたずねていない。 

東　京（  767人） 
ソウル（  564人） 
北　京（  584人） 
上　海（  612人） 
台　北（1479人） 
 

0 20 40 60 80 100

父　親 

祖父母や親戚 

近所の人 

ベビーシッター・お手伝い   

保育園・幼稚園 
（預かり保育） 

民間の託児サービス 
（一時預かり）  

自治体の育児支援サービス 

その他 

     51.9   

      　　　　 76.2 

 　　16.9  

1.4 

　　　　  　　　　　27.0 

　　4.3 

　3.6 

　3.1 

  　　　　22.8 

      　　　　　76.0 

　　3.8 

　　　　　11.9    

　　　　　11.2  

0.2 

0.0 

0.3

　　　　　　15.6   

       　77.3   

　 　3.1 

 　　　　　　　　21.8   

　　　6.9 

 0.4 

0.0 

　0.3

   　　　 34.2   

      　　　　　77.3   

　　3.3   

　　　　10.7   

　　　　　 16.1  

 0.7 

0.2 

　2.0
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幼稚園・保育園への要望については、就園
児の母親の回答のみを抽出し、分析してみよ
う（図 4 －2 －1）。この図から以下の 4 つの
ことがわかる。
1つ目は、人とのかかわり方に関する要望

がどの都市も高いことである。人とのかかわ
り方に関する項目については、「集団生活の
ルールを教えてほしい」が、東京とソウルで
は 8 割（「とてもそう思う」＋「まあそう思
う」、以下同様）で、北京、上海、台北では
9 割である。「子どもに友だち付き合いが上
手になるような働きかけをしてほしい」は、
東京では 8割弱で、それ以外の都市では 9割
を超えている。
2つ目は、東京では幼稚園・保育園に対し

て、人とのかかわり方に関する要望が強い一
方、知的教育の面に関する要望がそれほど高
くないことである。「知的教育を増やしてほ
しい」は 4 割で、「保育終了後、おけいこ事
をやってほしい」は 4割弱である。
ほかの都市の特徴をみると、次の 3つ目の

ことがわかる。北京、上海、台北では幼児園
や幼稚園・託児所に対して、知的教育の面に
関する要望が高いことである。9 割の母親は
「知的教育を増やしてほしい」と回答し、6～
7 割は「保育終了後、おけいこ事をやってほ
しい」と回答した。

4つ目は、ソウルでは幼稚園・保育施設に
対して預け先としての機能に関する要望（「保
育の時間を長くしてほしい」「家族が病気の
時に、預かってほしい」「子どもが病気の時
に、預かってほしい」）が低いことである。
それ以外では東京と似ている傾向があるよう
である。
10項目を通してみると、台北はどの項目も

回答比率が高いのが特徴である。北京と上海
は幼児園の預け先としての機能に関する項目
（「保育の時間を長くしてほしい」「家族が病
気の時に、預かってほしい」「子どもが病気
の時に、預かってほしい」）の比率が高くな
いが、それ以外の項目では、回答比率が高い。
幼稚園・保育園への要望について、回答比

率が高いからといって、園側がニーズに応え
ていないとは限らない点に注意したい。母親
のニーズに対応していても、園に対してもっ
とやってほしいと希望していることも考えら
れる。また、回答比率が低い場合も、 2つの
可能性が考えられる。 1つ目は、現在園のほ
うで十分に対応しているため、要望が高くあ
らわれない可能性である。 2 つ目としては、
都市により、制度や園の機能が異なるため、
決められている以外のことを希望しても園に
は対応できないことが母親にわかっている可
能性もある。

いずれの都市でも多くの母親は園に対して、人とのかかわり方を教えてほしい
と希望している。また、東京、ソウル、台北は就園状況別でみると、それぞれ
の特徴があることがわかる。 

2 幼稚園・保育園への要望 
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0 20 40 60 80 100

■図4－2－1　幼稚園・保育園（保育施設・幼児園・託児所）への要望 

（％） 

注1）「とてもそう思う」＋「まあそう思う」の％。 
注2）就園児の母親の回答のみ分析。 
注3）「知的教育を増やしてほしい」について、ソウルでは「認知学習を増やしてほしい」となっている。 
 

東　京（  715人）  
ソウル（  866人）  
北　京（  706人）  
上　海（  709人）  
台　北（1503人） 
 

保育の時間を長くして 
ほしい 

家族が病気の時に、 
預かってほしい 

子どもが病気の時に、 
預かってほしい 

知的教育を増やしてほしい 

自由な遊びを増やして 
ほしい 

保育終了後、おけいこ事 
をやってほしい 

集団生活のルールを教え 
てほしい 

子どもに友だち付き合い 
が上手になるような働き 
かけをしてほしい 

子育て相談ができる場所 
になってほしい 

保護者同士が交流できる 
ような支援をしてほしい 

   　49.1 

   　　　55.6 

21.6  

 　　 40.9  

 　　　　　　50.0  

 　　38.9 

     　　　80.0  

     　　77.4  

    　 63.4  

   　 52.0    

      26.4 

            42.2   

22.4   

                  94.1 

                          88.4   

           65.4   

                    96.0   

                      97.7  

                93.1  

                92.7 

  35.1  

        39.6 

22.6 

             91.4  

                     85.2 

                69.8 

                  95.9 

                   96.0 

              92.1 

                 94.2 

             61.1  

    54.9  

28.5 

      91.9  

           83.7  

          71.6  

              97.6  

             97.9  

          94.9 

         94.5 

　　　19.1  

  　　　32.8   

11.8  

   　　　　48.2   

   　　　　 48.7 

     50.3  

                   84.8  

              93.3  

           79.3  

        52.5 
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■●就園状況別にみた各都市の特徴

つづいて、就園状況別に幼稚園・保育園へ
の要望を分析してみたい。北京と上海の場合、
日本のように、保護者の就業などの状況によ
って、子どもの就園状況に違いはなく、3 歳
以上の幼児は日本の幼稚園と保育園のそれぞ
れの特徴をあわせ持っている幼児園のみに通
っているため、ここでは、就園状況別の分析
から除外する。日本の就学前の幼児教育制度
に比較的に似ているソウルと台北を取り上げ
て、就園状況別に幼稚園・保育園（保育施
設・託児所）への要望を分析する（図 4 －
2 －2）。この結果、都市によって、いくつか
の特徴がみられた。
東京の特徴は、ソウル、台北より就園状況

の違いによる差が大きいことがあげられる。
幼稚園と保育園とで比率の差が大きかった項
目をあげると、「子どもが病気の時に、預か
ってほしい」で、35.2ポイント差（幼稚園14.1
％＜保育園49.3％）、「保育の時間を長くして
ほしい」で、22.9ポイント差（幼稚園53.9％＞
保育園31.0％）、「知的教育を増やしてほしい」

で、19.1ポイント差（幼稚園36.8％＜保育園
55.9％）、「家族が病気の時に、預かってほし
い」で、17.8ポイントの差（幼稚園51.9％＜
保育園69.7％）である。
ソウルの特徴は、ほとんどの項目では、保

育施設より幼稚園への要望が高いことであ
る。「子どもが病気の時に、預かってほしい」
（幼稚園9.0％＜保育施設13.6％）、「保護者同
士が交流できるような支援をしてほしい」
（幼稚園50.6％＜保育施設54.0％）の 2項目が
幼稚園より保育施設への要望が若干高い。
台北の特徴は、就園状況の違いによる差

がほとんどみられないことである。「家族が
病気の時に、預かってほしい」（幼稚園53.4
％＜託児所61.0％）、「子どもが病気の時に、
預かってほしい」（幼稚園27.0％＜託児所34.8
％）の 2項目のみ、託児所への要望が幼稚園
への要望より若干高い程度である。
上記のような就園状況別にみた各都市の特

徴はそれぞれの都市の就学前の幼児教育制度
が担う役割の相違によるものが大きいのでは
ないかと思われる。

■図4－2－2　幼稚園・保育園（保育施設・託児所）への要望（就園状況別） 

（％） 

幼稚園（561人）  
保育園（154人） 

            53.9   

          51.9   

14.1   

          36.8   

         51.1   

            39.0   

                        80.4   

     77.1   

     62.4   

        50.1   

 

31.0  

   　　69.7  

     49.3  

           55.9  

　　　　45.2  

       38.3  

    　78.9  

   　　　　  78.2  

       67.0  

 　　　　 59.0 

〈東　京〉 0 20 40 60 80 100

保育の時間を長くしてほしい 

家族が病気の時に、預かってほしい 

子どもが病気の時に、預かってほしい  

知的教育を増やしてほしい 

自由な遊びを増やしてほしい 

保育終了後、おけいこ事をやってほしい 

集団生活のルールを教えてほしい 

子どもに友だち付き合いが上手に 
なるような働きかけをしてほしい 

子育て相談ができる場所になってほしい 

保護者同士が交流できるような支援を 
してほしい 
 



●幼児の生活アンケート・東アジア5都市調査 

― 105 ―

幼稚園（1245人） 
託児所（  258人） 

（％） 

幼稚園（385人） 
保育施設（480人） 

〈ソウル〉 0 20 40 60 80 100

保育の時間を長くしてほしい 

家族が病気の時に、預かってほしい 

子どもが病気の時に、預かってほしい  

認知学習を増やしてほしい 

自由な遊びを増やしてほしい 

保育終了後、おけいこ事をやってほしい 

集団生活のルールを教えてほしい 

子どもに友だち付き合いが上手に 
なるような働きかけをしてほしい 

子育て相談ができる場所になってほしい 

保護者同士が交流できるような支援を 
してほしい 
 

　14.5  

 　　33.2  

13.6  

　　　　　　　　　　47.1  

  　　　　42.7  

   　47.6  

     　　82.5  

     　　　　　91.9  

      　80.4  

   　　　54.0 

  24.8   

         31.8   

9.0   

   　　　49.6   

   　　　　　56.2   

   　　　　53.7   

      87.9   

      　　94.9   

      　　78.3   

   　　　50.6  

（％） 
〈台　北〉 0 20 40 60 80 100

保育の時間を長くしてほしい 

家族が病気の時に、預かってほしい 

子どもが病気の時に、預かってほしい  

知的教育を増やしてほしい 

自由な遊びを増やしてほしい 

保育終了後、おけいこ事をやってほしい 

集団生活のルールを教えてほしい 

子どもに友だち付き合いが上手に 
なるような働きかけをしてほしい 

子育て相談ができる場所になってほしい 

保護者同士が交流できるような支援を 
してほしい 
 

   　60.8   

  　　　53.4   

27.0   

     　92.7   

    　　　83.9   

    　　　　72.2   

      　　97.8   

     　　98.3   

     　　95.0   

     　 95.1  

  　　　　62.5  

  　　　61.0  

34.8  

    　　88.7  

    　82.9  

    　68.7  

     　　　　96.4  

    　　　　96.7  

    　　　　95.0  

    　　　92.1 

注 1）「とてもそう思う」＋「まあそう思う」の％。 
注2）就園児の母親の回答のみ分析。 
注3）「知的教育を増やしてほしい」について、ソウルでは「認知学習を増やしてほしい」となっている。 
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