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新型コロナウイルスに係る就学前の子育て家庭への緊急アンケート調査 
報告書＜6 月 5 日公表版＞ 
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Ⅰ．調査概要                                    
１．実施機関：特定非営利活動法人 全国認定こども園協会 

         新型コロナウイルス感染症対策プロジェクトチーム 
    協力組織：公益社団法人 全国私立保育園連盟 
         NPO 法人 子育てひろば全国連絡協議会 
         にっぽん子ども・子育て応援団 
         保育園を考える親の会 
                私立幼稚園経営者懇談会（日本経済団体連合会・業種別団体） 
         保育総合研究会 
         日本プレイセンター協会 等（順不同） 
  ２．目的：就学前の子育て家庭を対象に、新型コロナウイルス感染症の影響下にある生活実態や心 
    身状態等を把握し、問題点や課題を分析することにより改善の方向性を明らかにする。 

３．回答者：０～６歳（小学校未就学児）の子どもを持つ保護者 5,777 件（全国の 47 都道府県） 
４．調査方法：オンラインアンケート調査、調査票アドレス：https://bit.ly/365EGRh  
５．調査期間：令和２（２０２０）年５月１５日～５月２５日  

〇本件に関する問い合わせ先 
 特定非営利活動法人 全国認定こども園協会 
 事務局長 中田 貴士 
 〒107-0052 東京都港区赤坂 4-1-1 小泉ビル 2F 
 TEL：03-6426-5315 
 FAX：03-6426-5316 
 e-mail : nakata@kodomoenkyokai.org 
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【都道府県別回答数】※2020 年 6 月 2 日最終確認 
都道府県 回答数 都道府県 回答数 都道府県 回答数 都道府県 回答数 都道府県 回答数 
北海道 180 埼玉県 183 岐阜県 12 鳥取県 3 佐賀県 321 
青森県 233 千葉県 40 静岡県 156 島根県 16 長崎県 126 
岩手県 120 東京都 372 愛知県 38 岡山県 29 熊本県 8 
宮城県 48 神奈川県 83 三重県 42 広島県 61 大分県 23 
秋田県 8 新潟県 5 滋賀県 28 山口県 58 宮崎県 222 
山形県 5 富山県 269 京都府 15 徳島県 3 鹿児島県 56 
福島県 283 石川県 89 大阪府 333 香川県 3 沖縄県 23 
茨城県 73 福井県 3 兵庫県 19 愛媛県 158 未選択 1,085 
栃木県 572 山梨県 88 奈良県 3 高知県 16 

合計 5,777 
群馬県 167 長野県 2 和歌山県 43 福岡県 54 

 
回答者の年代及び続柄、子の年齢と構成人数について 
【年代】                     【続柄】 

年代 回答数 ％ 
30 代 3,581 62.0% 
40 代 1,451 25.1% 
20 代 651 11.3% 

50 代以上 56 1.0% 
20 代未満 38 0.6% 
合計 5,777 100.0% 

                          
【子の年齢】（重複回答）             【家庭内における子の人数】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜参考＞ 
◆認定こども園について（概要） 
 教育･保育を一体的に行う施設で､いわば幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持っている施設。 
 認定こども園には､地域の実情や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう多様なタイプがある｡ 
 
 
 
 

続柄 回答数 ％ 
母 5,340 92.4% 
父 404 7.0% 

その他 33 0.6% 
合計 5,777 100.0% 

人数 回答数 
1 人 1,870 
2 人 2,690 
3 人 990 
4 人 157 
5 人 28 
6 人 11 
その他（0，無回答含む） 31 

子の年齢 家庭数 
0 歳児がいる家庭 763 
1 歳児がいる家庭 1,063 
2 歳児がいる家庭 1,112 
3 歳児がいる家庭 1,683 
４歳児がいる家庭 1,633 
５歳児がいる家庭 1,714 

小学生以上がいる家庭 2,239 

【その他】 
祖母、祖父、育ての母、里母、養親など 
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Ⅱ．調査結果の傾向と特徴                                

【1】緊急事態宣言の発令や外出自粛などにより、子育てや生活で困ったことはありましたか？ 
 

 
 
 
 
 
 
 

【ｎ＝5,777】 

 
【ｎ＝4,297】 

【傾向と特徴】 
■ ４人のうち３人に「困りごとがあった」 
 ４人に３人（74.4％）が「困ったことがあった」と回答。「ない」は 25.3％だった。困りごとの内容で、
最多は「子どもとの過ごし方に悩む」で半数以上の 70.7％だった。次いで、「親の心身の疲弊」が 53.8％、
「減収や失職となり、生活や育児の費用が心配」が 20.2％となった。唐突に幼児教育・保育施設などで
休園や利用自粛が始まり、子育て支援なども断たれたなか、“自宅幽閉”となった家庭では子育てのさまざ
まな悩みが多発していたことがわかった。さらに、「在宅で仕事に集中できない」15.9％などの回答が目
立ち、在宅勤務が急増した結果、家庭内で仕事と育児の両立の困難や、夫婦の衝突が起きていたことがう
かがえる。 
 
■「その他（自由記述）」には、730件以上の書き込みがあった 
 「その他（自由記述）」には、730 件以上の書き込みがあり、子どもの心身の心配、預け先がない、買
い物の困難など、家庭の SOS があふれるようにつづられていた。特に多かった子どもについての困りご
とでは、「外に出られず運動不足、体力低下が心配」「子どもがストレスや情緒不安定を示した」「テレビ
漬け、ゲーム漬けになった」などが挙がった。親と子が家庭内でストレスを高め、困難を感じていたこと
がわかる。こうした声が多い背景に、幼児教育・保育施設の休園や利用制限が突然始まり、公園も利用で
きなくなり、「密室育児」に陥った家庭に対し、どう過ごせばよいかの情報も支援もほとんどなかった問
題がうかがえる。また、家庭で不安や困難を抱えても、SOS を受け止める先もないまま、悩みを解消で
きず過ごした様子がわかった。また、買い物をめぐる困惑を挙げた回答も多かった。 
 こうした背後に、普段から感じていた、子連れに対する社会の冷ややかな眼差しへの懸念が、「このご

12.2%

15.9%

17.9%

20.2%

53.8%

70.7%

家事・育児などをめぐり夫婦間のトラブルが増えた

在宅で仕事に集中できない

その他（自由記述）

減収や失職となり、生活や育児の費用が心配

親の心身の疲弊

子どもとの過ごし方に悩む

ある
4,297（74.4％）

ない
1,464（25.3％）

無回答
16（0.3％）
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時世に子どもと外出するなんて」という圧力に転じる不安や恐怖感を抱かせていたことも伝わってきた。 
さらに、幼児教育・保育施設などの利用制限が始まり、預け先がなくなった影響もさまざま見られ、日

頃から「ワンオペ育児」などと指摘されてきた母親への育児負担の集中が在宅生活のなかで、一層顕著に
なったことがうかがえ、三食の用意、買い物、子どもの世話が妻に集中したことによる悲鳴が、「ただた
だ疲れる」などの言葉に集約されていた。危険信号ともとれる書き込みもあり、行政が察知して対応する
必要が感じられた。 

 
◆保護者からの声 
「１歳の子のぐずり、７歳の子のチックがひどくなり、５歳の子が奇声を上げるようになった」 
「在宅ワークで、子どもはテレビと YouTube頼みになった」 
「子どもに怒ることが増え、互いにストレス。喧嘩が多くなり子どもの精神面も心配」 
「買い物に行きたくても、子どもだけで置いていけないため困った」 
「買い物に行きたくても、連れて行くのは感染の不安があり困った」 
「自分が体調を崩した時に頼る先がないため不安になった」 
「親の通院を諦めたため、体調が不良のまま」 
「園に代わって預けた祖父母が心身とも疲弊」 
「コロナに対し夫婦の考えが違い、特に夫の考え方が自己中心的でイライラする」 
「ＤＶがひどくなった」 
「子どもとの関わりに疲れ、YouTube やゲームにはまった」 
「イライラしてこどもに当たる事が増えた」 
 
【2】緊急事態宣言により子どもの生活も一変しましたが、親から見て気になることはありましたか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ｎ＝5,777】 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【ｎ＝3,476】 

ある 3,476
（60.0%）

ない 2,301
（40.0%）

2.3%
5.9%

7.8%
12.0%

14.4%
15.9%

19.8%
33.6%

38.2%
43.5%

64.8%

チックがみられるようになった
便秘や頻尿、おもらしをするようになった

突然泣き始めたりすることがある
その他（自由記述）

いきなり大きな声をだしたりすることがある
大人から離れたがらない
食生活が不規則になった
きょうだい喧嘩が増えた

体力が低下した
生活が不規則になった

メディアの利用が増えた
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【傾向と特徴】 
■「メディアの利用が増えた」が６割強 
 子どもの「気になる変化」について、６割が「ある」と回答、「ない」が４割であると答えた保護者に、
子どもの変化や心配事についてたずねたところ、最多は「メディアの利用が増えた」で 64.8％。次いで
「生活が不規則になった」が 43.5％、「体力が低下した」が 38.2％、「きょうだい喧嘩が増えた」が 33.6％、
「食生活が不規則になった」19.8％となっており、子どもの生活の乱れによる健康面の不安や、子どもの
ストレスの増加を心配している様子がうかがえる。「大人から離れたがらない」（15.9％）、「いきなり大き
な声をだしたりすることがある」（14.4％）など、これまでにはなかった子どもの行動を心配する声も挙
がった。 
 
■子どもの体調面・行動面への具体的な影響について回答が多い 
「その他（自由記述）」では、まずメディアの利用に関して、スマホやタブレット、テレビゲームなどの
時間が増えたことを心配する声とともに、幼児のオンラインレッスンに対する不安も指摘されてた。そ
のほか、子どもの体調面・行動面への具体的な影響について回答が多く寄せられている。子どもの身体へ
の影響としては、体重の増加が挙げられているほか、じんましん、吃音など具体的な症状となって表れて
いることもうかがえた。さらに、イライラしている、暴力的になった、不安に伴う集中力の低下や、親の
気を引こうとする行動、睡眠に関する心配も挙げられ、外に出ない生活が長く続くことによる今後の生
活を心配する声も挙げられた。そのほか、子どものことを考えても、保護者としてできることの限界を感
じている様子もうかがえる。 
 
◆保護者の声 
「YouTubeやゲームをしょっちゅうするようになった」 
「子どもに蕁麻疹が出て皮膚科でストレスと言われた」 
「３歳の男の子に吃音が見られるようになった、吃音が改善していたが再発した」 
「長女が心因性頻尿になった」 
「５歳の子がとても不安定になり、癇癪を起こしたり、泣くことが増えた」 
「イライラが激しくなり、親に対する暴言が増え、キレやすくなって手がつけられなくなった」 
「不安定で、パニックに陥り、収拾がつかなくなることが毎日のようにある」 
「すぐ怒る。激昂して泣くと長い。声も以前より大きく癇癪をおこす時がある」 
「笑顔が少なくなった」 
「指しゃぶり、爪を噛むようになった」 
「４歳児の赤ちゃん帰り」 
「ご飯を食べる時グズグズ、ダラダラするようになった。わがまま泣きが多くなった」 
「ストレスが溜まり普段やらないイタズラが増えた。マニキュアをばらまいたり髪の毛を切ったりする」 
「子ども達の抱っこや添い寝が増えた」 
「外で遊べないからか体力が有り余っていたり夜寝ない」 
「睡眠が浅く、夜中や早朝に起きる」 
「1歳児の夜泣きが増えた」 
「外に出たがらなくなった」 
「庭はなく、ベランダも体を動かせるスペースはなく、体を動かさないのが日常になってしまった」 
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【3】緊急事態宣言の発令や外出自粛などにより、家庭に大きな負担がかかっていますが、家庭内で普段
と異なる感情を抱いたり、行動をとるなどの ご自身の変化を感じたことはありますか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ｎ＝5,777】 

 
【ｎ＝3,090】 

【傾向と特徴】 
■ 半数以上が「感情や行動に変化があった」 
保護者の 53.5％が、緊急事態下の家庭生活において普段と異なる感情や行動を経験していた。そうし

た変化が「ない」は 46.3％だった。変化のトップは「イライラして怒りっぽくなった」の 63.3％で、「子
どもを叱ることが増えた」の 51.4％と合わせて、三、四人に一人が、怒ったり叱ったりしやすくなった
と答えた。「外出するのが怖くなった」30.2％、「感情を抑えられないことがあった」22.8％と続き、未知
の感染症への恐怖を感じながらの育児に強い不安感や感情の揺れがあったことがうかがえた。 
出口の見えない非常事態が続き、１割前後が「何かに焦りを感じた」（19.3％）、「寝付きが悪くなり、

何度も目が覚めるようになった」（17.1％）、「孤立感や閉塞感を感じた」（16.5％）など、メンタル面の疲
れや閉塞感を訴えていた。孤立状況が長引くなかで育児の負担感が増し、「子どもを叩いたり、叩きそう
になった」（15.3％）、「子育てが嫌な気持ちになった」（14.6％）など、気がかりな状況が起きていた。 

 
■ エンドレスな育児と家事による心身の疲れや体調悪化、不安を訴える声 
 「その他（自由記述）」には「ずっと不安」、「常に疲労感」、「お酒やサプリに依存」、「泣き続けた」な
ど、気になる書き込みが目立った。エンドレスな育児と家事による心身の疲れや体調悪化、不安を訴える
内容。一部には「家族や子どもとの時間が多くなり楽しい」、「ゆっくりお家時間を楽しめている」という
前向きな記述もあったが、大多数はネガティブな回答が多く、途切れない育児と家事で疲労と不安が蓄
積され、子育てに支障や悩みを感じている記述であった。 

7.9%
14.6%
15.3%
15.9%
16.5%
17.1%

19.3%
22.8%

30.2%
51.4%

63.3%

その他（自由記述）
子育てが嫌な気持ちになった

子どもを叩いたり、叩きそうになった
集中できない

孤立感や閉塞感を感じた
寝付きが悪くなり、何度も目が覚めるようになった

何かに焦りを感じた
感情を抑えられないことがあった

外出するのが怖くなった
子どもを叱ることが増えた

イライラして怒りっぽくなった

ある 3,090
（53.5％）

ない 2,676
（46.3％）

無回答 11（0.2％）
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◆保護者の声 
「とにかく疲れる、とにかく不安」 
「家のことばかりでただただ疲れる」 
「疲れて何もする気にならない」 
「一人の時間が全くなく、辛い」 
「不安から疲れが取れない」 
「夫に嫌悪感を抱くようになった、夫へのイライラが増した」 
「夫婦仲が悪化した、夫婦のケンカが増えた」 
「一人で子ども二人の育児をしていて、呼吸が苦しく感じる。寝て、起きて、育児の繰り返しが辛い」 
「子どもを叱り自己嫌悪に陥ることを繰り返している」 
「子どもを可愛いと思えなくなった」 
「すごい不安が襲ってくる時がある」 
「一人になりたくてたまらない」 
「一家心中という言葉が頭をよぎった」 
 
【4】新型コロナウイルスへの対応で、行政などへの要望のほか、困っていることなどあれば自由に記入
してください。 
 
【傾向と特徴】 
自由記入欄には 1,300 件を超える回答があった。行政に対する要望としては、以下のような声がある。 
■ 多かった経済的支援を求める声 
収入が減る一方で出費が増え、経済的な負担感が強まっており、それに対する支援を求める声が非常

に多くあった。 
 

◆ 保護者の声 
「4月から仕事復帰の予定でしたが、保育園自粛により今まで延期になってきました。そのため育休手当 
 が出ず、完全に無収入になってしまったので、育休手当の延長をしてほしいと切実に思う」 
「お金の不安で死にたい」 
「収入源が減り、育児費、家賃、保育料、生活面などでの支払いや出費はどんどんあり、生活が不安で仕
方がない」 
「とにかくお金が無い！引っ越したばかりで仕事もコロナで見つからず、子どもたちの入園費用はかか
るが収入が落ちて辛かった。給付金は有り難いが、あと一回、子どもたちの分だけでも給付して欲しい」 
「保育園の利用者だけ自粛協力金が出ているが、幼稚園の利用者にも働いている保護者はいる。自粛協
力しているのに、不公平すぎる」 
「経済的支援が遅すぎる。家庭内で、夫婦間の仲が悪かったり、生活費を充分にもらえない母子がいるの
に、特別定額給付金を世帯主に一括に渡すのはおかしい！」 
 
■ 保育の必要性に応じた利用の訴えも 
 施設の利用自粛や休園などについて、必要性に応じた利用を求める声も多くみられた。 
 
◆保護者の声 
「在宅勤務者は原則家庭での保育を依頼されたが、親 1 人で在宅勤務の日に 1 歳児をみながらの勤務は
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不可能に近く、結果、勤務を休むことになっている」 
「子どもと二人きりで、育児、家事、仕事の全てをこなすのは無理」 
「育児と在宅勤務の両立を長期間続けるのは困難。仕事の抑制が厳しい場合、園児の密集を避けるよう
曜日で振り分けるなどして、週数日程度は開園していると助かる」 
「1号認定（幼稚園利用者）は休園になり、預かり保育も利用不可になり、でも仕事は休めず、本当に困
った。就労証明を出せば幼稚園でも預かる仕組みにして欲しい」 
「２人目の育児休業中だが、１人目の登園を『育休中なので家庭保育出来る為登園自粛できる』と見られ
て２人育児が大変だった」 
「子育て支援センターも閉まってしまった。悩み事はコロナの影響で増えているのに、相談できるとこ
ろがなくなっているのはおかしい」 
「孤独感をとても感じて辛く、電話相談などでも、声をかけて話を聞いてもらえる環境があるとありが
たいと思った」 
「ウイルスの危険性も考慮しても、休校や登園自粛が続くことによる弊害の方が大きいのではないか」 
「子どもにも親にもリフレッシュの場、時間が欲しい。分散登園でもいいから始まって欲しい」 
 
■遊び場に関する要望も目立った 
遊び場や居場所に関する声も多く寄せられ、公園に関する指摘だけでも 30 件以上あった。 

 
◆保護者の声 
「遊具が閉鎖されている公園と、そうでない公園があり、結果的に閉鎖されていない公園に人が集まっ
ていた。屋外空間であるため、利用者が手洗いなどに気を付けるとして、公園は通常通り開けて欲しい」 
「道路で遊ぶ子どもが道路族として迷惑となる問題が起きた。今まで学校や保育園へ行っていた子ども
達を長期間どこへも行けないという状況にしたのは無理があった。家庭の判断で家にいるのが難しい場
合は分散登校を許可すべきだった」 
「１LDK に家族４人。狭くて、夫はリモート会議を玄関でやっている。子どもを外に連れ出して欲しい
と言われるも、外出すれば知らない高齢者に怒られる」 
「図書館や、支援センターなど、子連れで行ける場所で今閉館している所も、やり方を考慮しつつ（人数
制限など）開けてもらえると嬉しい。たとえ行かなかったとしても、そういう場があると思えるだけで、
気が楽になると思う」 
「公園でルールを作って遊具を開放して欲しい。例えば遊べる時間のルールを決めてから近隣の学校の
校庭を開放してほしい」 
「やたらと公園を閉鎖するのはやめてほしい。屋外は遊べるようにしてほしい。子どもの一日は、大人よ
りも貴重で大事な１日。外遊びや学びができないマイナスは大きい」 
「図書館の本の貸し出しくらいはして欲しい。公園の封鎖はやめてほしい」 
「学校の校庭、幼稚園、保育園の園庭なども開放して欲しい。その方が公園に人が密集しなくなる」 
 
■検診や診察の問題や登園期間中の保育料の取り扱いへの不満などもあった 
 
◆保護者の声 
「乳幼児健診が受けられない」 
「赤ちゃん用品を別目的で使用する為に購入することが出来ないように、母子手帳の提示が必要にする
などしてもらいたい」 
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「現在妊娠中だが、産婦人科の検診に子どもは連れていけない。小さな子どもを車に待機させたまま受
診している状態。夫は単身赴任で誰にも頼れない。来月にはお産を迎えるがとても不安」 
「検診や診察などが難しいため、子どもの発育などに問題がないか不安。オンラインで相談できる仕組
みを作って欲しい」 
「幼稚園は休園になり、４月から１日も保育をしてもらっていないのに保育料の請求が来る。我が家は
月に約 30,000 円負担。収入減なのに、３か月で約 90,000 円払った、市や都が還付してくれることを説
に望む」 
「子どもは 1号認定だが、園から何の説明もなく、4月の登園自粛期間が通常保育期間ではなく、長期休
業期間の夏休みなどと同じ預かり保育になった。通常だったら約 10,000 円なのに、約 40,000 円の請求
がきた。どういうことになっているのか説明してほしい」 
「ひとり親世帯などだけではなく、多子世帯にもなにか支援してほしい。少子化についてどうこう言う 
 前に、もっと多子の家庭になっても安心して生活出来る対策などを充実させてほしい」 
 
■その他、小学生以上の学習の問題など 
きょうだいに小学生以上の子どもがいる家庭から、学習の問題についても多くの指摘があった。 

 
◆保護者の声 
「私立学校と公立学校の在宅学習の格差に驚いた。公立の場合、無理に全員平等を目指さず、「家庭で学

習が難しい子ども」のみ登校させる、デバイス貸し出しなどしてよかったのでは。家庭の学習環境で
格差が広がってしまったと思う」 

「小学校が再開したら、学力も大切だけど体力面精神面も重視して欲しい」 
「多人数で集まらない教育の工夫がほしい→登園登校日を減らす、分散登校、少人数クラス、テレビで教

育プログラムを放送する、ネットで教育プログラムを配信する(双方向)、それを可能にするネット回
線の強化など」 

「オンラインでいいので、子ども同士のつながりを感じられる場がほしい」 
「スーパーで子連れ優先タイムを午前・午後で設けてもよいのでは」 
「小学生以下の子が居る母親は無条件に休めるように会社に圧力かけてほしい」 
「育児休暇を延期できる制度を構築してほしかった。無理矢理、仕事復帰する形になってしまった」 
「子どもに対して社会が厳しすぎる。一番我慢している子どもたちの心を大切にしてほしい」 
「自粛中も保育してくれた保育園や保育士さんにも、医療者同等の感謝や手当をあててほしい」 
「小さな子どもにもわかりやすいように「外出をなぜ控えなければならないか」を教えられる冊子など

があると助かる」 
「すべての園に衛生物品があるよう、物品の仕入れなど行政が保障してほしい」 
「仕事をしながら自宅保育はほとんど無理なので、テレワーク推奨ばかりでなく、収入を確保しながら
休暇が取れる仕組みがあると良い」 
「各家庭をサポートする内容が市町村で格差がありすぎる。現在住んでいる市の対応は他の市町村に比
べて何もない」 
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【５】～【８】は、幼児教育・保育施設や子育て支援事業などの利用者に対し、緊急事態宣言下での運営
や利用状況などを答えてもらった。回答者の 76％が就学前の施設や子育て支援事業を利用していた。 
 

【5】幼児教育・保育施設や子育て支援事業等を利用されている場合、どのような施設を利用されていますか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ｎ＝4,392】 
■ 回答者の約８割が認定こども園利用者 
今回の調査は、全国認定こども園協会が中心となり行ったため、認定こども園利用者が８割を占めた

が、保育所等 11.0%、幼稚園 7.0%、地域子育て支援拠点事業 4.5%など幅広い施設・事業を利用する家
庭からも回答が得られた。「その他（自由記述）」では、職場の託児所、おもちゃ図書館、発達支援センタ
ー、療育支援センター、デイサービス、ファミリー・サポート・センター事業、プレスクール、ベビーシ
ッター、ママサークル、一時預かり事業、子育てサークル・サロン、児童発達支援施設、障害児デイサー
ビスなど多様であった。 

 

【6】幼児教育・保育施設や子育て支援事業等の運営状況について教えてください。 

 
【ｎ＝4,392】 

 【傾向と特徴】 
■ 登園や利用の自粛を要請した施設・事業が６割強 
 登園や利用の自粛を要請した施設・事業が 63.5%と最も多かった。また、臨時休園・休業も 18.9％あ
った。その一方で、通常通り開園開所というのも 19.5%見られた。施設を利用できる場合も、医療従事者
などの保護者に限定しているところが 16.8%あった。「その他（自由記述）」としては、自由登園や分散登
園、半日保育、働いている保護者だけに預かり保育を実施などのケースもあり、就労証明書の提出を求め
た施設もあった。今回の緊急事態では、各施設・事業や地域によって開園開所か、登園自粛か、休園かと
いう決定が、各現場の判断に委ねられていた。こうした対応の違いが、利用する保護者に混乱と不満を招
いた面もあると考えられる。 
 

2.5%

16.8%

18.9%

19.5%

63.5%

その他（自由記述）

利用に制限があった(医療従事者等)

臨時休園休業

通常どおり開園開所

登園自粛要請

1.1%

1.5%

2.1%

4.5%

7.0%

11.0%

72.8%

その他（自由記述）

認可外保育園（企業主導型保育等含む）

児童館

地域子育て支援拠点（子育て支援センター・子育てひろば）

幼稚園

保育園（小規模保育、家庭的保育等含む）

認定こども園
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【7】幼児教育・保育施設や子育て支援事業等を利用されている方の利用状況について教えてください。 

 
【ｎ＝4,392】 

【傾向と特徴】 
■ 施設や子育て支援事業を 7割程が利用自粛した 
施設や子育て支援事業の利用状況は、「自主的に休んだ」が 37.2%で最も多く、「利用日数を減らして

利用」が 29.1%、「通常通り利用」が 20.2%、「利用できる条件が限られて希望通り利用できなかった」
が 10.5%と続いた。保護者は自主的に子どもを休ませたり、利用日数を減らして対応するケースが多く
見られ、子どもの感染のリスクを減らそうとしたと見られる。 
一方、施設によっては、特定職種のみ利用を認めたり、登園拒否や休園となり、他施設の一時預かりを

利用した家庭もあった。在宅勤務なら自粛して欲しいと求めるなど、家庭の様々な事情を考慮せずに、利
用を制限しているかの傾向が見受けられた。 

 
◆保護者の声 
「ずっと閉鎖状態で使いたくても使えない」 
「育休中なので家で見てくださいとのこと。赤ちゃんもいるので大変」 
「園庭開放を実施している日は利用した」 
「会社が半日テレワークだったので、朝あずけて、昼に迎えに行ってから自宅で仕事した」 
「産後直後であっても在宅のため利用できなかった」 
「市より自主登園が出たので親が日勤の時は祖父母にみてもらい保育園は自粛した」 
「自営業の方は自粛協力と書いてあったため、休ませるしかなかった」 
「園の受け入れ拒否があり、他の保育園の一時保育を利用せざるを得なくなった」 
「父は運送業、母は医療者のため本来、学童、保育園の利用もできたが、偏見で隔離されたり意地悪を言 
 われた人が周りにいたので自粛した」 
 

【8】幼児教育・保育施設や子育て支援事業などが子育て家庭に対して行っている支援について教えてください。 

 
【ｎ＝4,392】 

4.4%

6.1%

10.5%

20.2%

29.1%

37.2%

その他（自由記述）

利用のための申請書を提出して利用

利用できる条件が限られて希望通り利用できなかった

通常通り利用

利用日数を減らして利用

自主的に休んだ

2.2%
4.4%
5.6%

8.5%
9.9%

15.3%
25.5%

30.3%
77.2%

その他（自由記述）

電話で相談に乗ってくれた

不安や悩みについて話を聞いてくれた

園庭等を開放してくれた

特にない

オンラインの保育や活動が実施された

ウイルスについての情報が発信された

家庭で活用できる教材などが配布・配信された

新型コロナウイルス対策についてガイドラインやお便り等が発行された
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【傾向と特徴】 
■ 保護者への情報提供に努めた施設・事業者が８割 
感染症対策では「ガイドラインやお便り等が発行された」が 77.2％で最も多く、情報提供に努めた施

設・事業者が８割近くあった。次いで「家庭で活用できる教材などが配布・配信された」30.3％、「ウイ
ルスについての情報が発信された」25.5％、「オンラインの保育や活動が実施された」15.3％だった。教
材やオンライン保育の提供なども、３割の施設・事業者が行っていた。また、１割弱ながら、園庭開放な
ど子どもの遊ぶ環境を提供した施設等もあった。子育て家庭への支援で、「不安や悩みについて話を聞い
てくれた」「電話で相談に乗ってくれた」は５％前後だった。 
■「その他（自由記述）」から、施設の工夫した取り組みがうかがえた。 
・YouTubeや DVDで動画配信（手遊びや歌、絵本の読み聞かせなど）。 
・マスクや消毒液、次亜塩素酸水の配布。 
・絵本やおもちゃの貸し出し。 
・給食メニューからレシピの提供。子どもとできる簡単な料理やおかしのレシピ提供。 
・ホームページやブログで先生からのコメントやお便りをアップ。 
・先生が家庭を訪問して、園児の様子の確認や在宅中のオリジナルワークの配布。 
・子どもの健康状態や過ごし方の確認電話。 
・時間制限や分散登園による子どもの遊ぶ場所の提供。 
・園から母の日にカーネーションを配布。 
 
【9】新型コロナウイルスへの対応で、幼児教育・保育施設や子育て支援事業等の対応で困
っていることや要望等があれば自由に記入してください。  
 施設等への対応で困っていることや要望について、自由記述で回答を求めたところ、700 件近い回答が
寄せられ、この項目に対する関心の高いことがうかがえる。 
 
■ 自粛への不安と施設への不満・疑問 
 回答の全体的な傾向としては、登園自粛の運用上の問題や自粛が長引くことへの不安や心配、施設等
からの情報提供がないことへの不満や不安、幼稚園利用と保育園利用（１号認定と２・３号認定）との対
応の違い、在宅勤務やテレワークの苦労と施設側の無理解、登園自粛中の給食費や教材などの費用徴収
への不満、マスクの着脱に関する疑問といったことに対する意見が数多く見られた。 
（１）自由回答のうち登園自粛が長引くことについては、登園自粛といいながら自粛の目安や判断基準 
   が明確に示されないことへの苛立ちや、自粛判断の違いによる不公平感などが挙げられていた。 
（２）自粛中に施設等からの情報提供が必ずしも十分に行われなかったことへの不満や、支援の充実を 
   求める意見も少なからず見られた。 
（３）幼稚園利用と保育園利用（１号認定と２・３号認定）への対応、あるいは保育の必要性の認定に 
   ついても、保育の利用や自粛の有無などをめぐる違いが見られ、子育て家庭の戸惑いや不満がう 
   かがえた。 
（４）在宅勤務やテレワークについても、施設側の対応の違いや保護者の苦労が浮き彫りになっている。 
（５）休園や登園自粛中にもかかわらず保育料や給食費、教材費、冷暖房費などを支払わなければなら 
   いことに対する不満や納得のいかない気持ちが数多く寄せられてる。 
（６）マスクの着脱や園の対応に関する不安や疑問、不満なども聞かれた。 
（７）その他の意見や要望としては、医療従事者に関する問題や、在宅子育て家庭・専業主婦家庭の悩 
   み、弱い立場に置かれた子育て家庭の状況などについても、様々な意見が出されていた。 
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Ⅲ．今後に考えるべき課題（提案）                          

新型コロナウイルスによる緊急事態が長期化するなか、外出自粛や在宅勤務などが求められた子育て
家庭では、保育施設や子育て支援事業の利用が制限され、様々な困難や悩みに直面していたことが今回
のアンケートから浮き彫りになった。成長や発達の著しい時期にある就学前の子ども達は、室内に閉じ
こもる生活が長く続いた結果、ストレスの高まりや行動変化、発達上の気になる様子を見せていた。 
家庭から SOS がこれほど発せられる状況がありながら、行政や施設などによる支援や対応が十分なさ

れなかったことへの不満も高まっていた。 
 

■重要な課題の分析と提案 
＜分析１＞大きな負荷がかかった子育て家庭から SOSが噴出。特に「母親への負担集中」は限界に   
外出自粛、在宅勤務、学校や就学前施設の利用制限が一斉に始まったことで、子育て家庭には最も大き

な負担がかかったと思われるなか、子育てへのサポートは途切れ、親たちは孤立感、疲弊感、緊張感、不
安感を高めていた。子どもとの過ごし方、在宅勤務との両立、減収や失職による生活不安、夫婦間の軋轢
など、さまざまな悩みに直面し、心身の疲弊と葛藤を抱えていた。育児と家事の負担が母親に偏る状況は
平時から指摘されていたが、多くの家庭で、「母親への負担集中」が限界に達していることがうかがえた。 
＜提案１＞ 
・従来の保育認定の仕組み（親の就労時間などで判断）と別に、非常事態における「保育の必要性」を柔 
 軟に判断し、「親のレスパイト」のための預かり保育、相談や支援の提供などを検討すべきでは。 
・園庭や公園の人数制限付きの利用、スーパーの子連れ時間帯の設定なども工夫すべきではないか。 
・乳幼児を育てる家庭で、在宅勤務を無理なく行える環境があるかを、雇用主と保育施設の両側から確認 
 し、必要なサポートの提供を工夫する必要があるのではないか。 
 

＜分析２＞長い自粛生活が乳幼児に及ぼす影響の把握と、適切な対応策が求められている        
保護者の６割が子どもに気になる変化があったと回答し、長引く「密室育児」によるネガティブな影響

（体重増加、メディア漬け、体力低下、情緒不安定、チック、かんしゃくなど）が見られた。感染防止の
ための自粛生活は今後も残ることが予想され、非認知能力を育むうえで重要な乳幼児期を過ごしている
子どもたちの成長・発達に、悪影響を残さないための対応が求められているとわかった。 
＜提案２＞ 
・国や自治体は、専門家と協力し、早急な実態把握と適切な対応策を講じるべきではないか。 
・親の就労時間にかかわらず、専業主婦家庭も含めて、家庭が必要と判断したら短時間保育を認めたり、 
 園庭利用を認めるなど、「全ての子どもの発達保障」の観点から支援を検討すべきではないか。 
・外遊びや同年代の子どもとのかかわりなど、健やかな発達に大切な「遊びの機会の保障」も必要。 
 

＜分析３＞行政や就学前施設による対応は、改善が急務                       
自由記述には子育て家庭の SOS と「聞いてほしい！」という思いがあふれていた。しかし、「こんなに

悩んでいても、相談する先がない」という訴えが象徴していたように、就学前の制度政策が福祉、保健、
教育、子育て支援と縦割りのバラバラになっており、司令塔が不在という現状があったのではないかと
思われる。それが、行政や施設による対応のバラツキや、保護者の不平等感、不信感を生むことにもなっ
ている。感染症対策が引き続き求められるなか、縦割りを越えた統合的な対応が求められている。 
＜提案３＞ 
・保護者の就労・非就労などの区別を越えた、全ての就学前児童のための支援を検討すべき。 
・妊婦、外国出身家庭、病児・障害児など、様々なニーズに応じた支援を講じることも必要。 


