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第 2 節 保護者調査 

1 非行問題 

(1) 地域における非行少年の数の増減 

居住地域における非行少年の数は「ほとんど変わらない」（57.0％）と答えた人が半数以上を占め

る。「増えている」（17.1％）と答えた人は、「減っている」（11.6％）と答えた人より 5.6 ポイント多

い。時系列でみると、前回調査より｢増えている｣と答えた人が 22.3 ポイント減少し、「減っている」

が 7.7 ポイント、「ほとんど変わらない」が 11.1 ポイント増加している。 

父母別に時系列でみると、「増えている」と答えた人は、前回調査（父親 30.9％、母親 42.3％）よ

り今回調査（父親 17.3％、母親 17.0％）の方が低くなっている。 

子どもの男女別でみると、それぞれの選択肢における差は 1ポイント程度で、子どもの属性別に時

系列でみると、中学生の保護者では、前回調査では「増えている」（35.4％）と答えた人が「減って

いる」（4.8％）と答えた人より 30.6 ポイント多かったが、今回調査では「増えている」（9.6％）と

答えた人が、「減っている」（14.6％）と答えた人より 5.0 ポイント少なくなっている。 

 

(2) 最近の非行の質 

「携帯電話やインターネットに関連する非行が増えた」（51.9％）と答えた人が最も多い。次いで、

「殺人、強盗などが増えて、凶悪になった」（25.1％）と答えた人が多い。 

父母別でみると、「携帯電話やインターネットに関連する非行が増えた」（父親 46.8％、母親 52.9％）

と「殺人、強盗などが増えて、凶悪になった」（父親 21.5％、母親 25.5％）と答えた人は、父親より

母親に多い。一方、「万引きや自転車の乗り逃げなどが増えて、一般化した」（父親12.3％、母親9.2％）、

「ほとんど変わらない」（父親 13.7％、母親 6.5％）と答えた人は、母親より父親に多い。 

子どもの男女別でみると、それぞれの選択肢における差は 1～2ポイント程度である。 

子どもの属性別でみると、「携帯電話やインターネットに関連する非行が増えた」と答えた人は、

小学生の保護者（49.8％）より中学生の保護者（54.3％）の方が多い。 

 

(3) 非行に走る主な原因 

青少年が犯罪を犯したり、非行に走る主な原因として重要だと思うものについて、「親に問題があ

るから」（74.7％）と答えた人が最も多い。次いで「テレビ、新聞、雑誌などのマスコミの影響があ

るから」（58.3％）、「本人の自覚が足りないから」（53.4％）の順になっている。時系列でみると、「テ

レビ、新聞、雑誌などのマスコミの影響があるから」が前回調査では 76.4％と最も多かったが、今回

調査では 58.3％で減少している。 

父母別でみると、「本人の自覚が足りないから」と答えた人は、父親（46.5％）より母親（54.0％）

の方が 7.5 ポイント多く、「学校の教育に問題があるから」と答えた人は、母親（10.5％）より父親

（16.5％）の方が 6.0 ポイント多い。 

子どもの男女別でみると、「親に問題があるから」（男子 74.0％、女子 75.6％）、「テレビ、新聞、

雑誌などのマスコミの影響があるから」（男子 57.5％、女子 59.3％）と答えた人は、女子の保護者が

男子の保護者より多いが、それぞれの差は 2 ポイント以内である。子どもの属性別にみると、「テレ

ビ、新聞、雑誌などのマスコミの影響があるから」（小学生 54.7％、中学生 62.4％）、「本人の自覚が

足りないから」（小学生 52.7％、中学生 54.1％）と答えた人は、小学生の保護者より中学生の保護者 
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の方が多い。 

 

(4) 非行にかりたてる悪い社会的環境 

少年を非行にかりたてる悪い社会的環境として問題にすべきだと思うのは、「携帯電話」（62.1％）

が最も多く、次いで、「深夜営業の店舗」（36.5％）、「テレビ」（34.1％）、「インターネットのアダル

ト番組」（30.5％）の順になっている。 

父母別でみると、父親、母親ともに、「携帯電話」（父親 59.9％、母親 62.8％）を最も多く挙げて

いる。次いで、父親では「テレビ」（37.3％）、「深夜営業の店舗」（31.0％）の順になっている。一方、

母親では「深夜営業の店舗」（37.2％）、「テレビ」（33.7％）、「インターネットのアダルト番組」（31.0％）

の順になっている。 

子どもの男女別でみると、男子の保護者、女子の保護者ともに、「携帯電話」（男子 60.8％、女子

63.7％）、「深夜営業の店舗」（男子 35.8％、女子 37.5％）、「テレビ」（男子 33.1％、女子 35.3％）、「イ

ンターネットのアダルト番組」（男子 31.2％、女子 29.8％）、「ゲームセンター」（男子 24.4％、女子

21.3％）の順になっている。それぞれの男女差は 4ポイント以内である。 

子どもの属性別でみると、小学生の保護者、中学生の保護者ともに「携帯電話」（小学生 62.5％、

中学生 61.9％）、「深夜営業の店舗」（小学生 38.9％、中学生 34.1％）、「テレビ」（小学生 34.4％、中

学生 33.8％）、「インターネットのアダルト番組」（小学生 29.6％、中学生 31.5％）、「ゲームセンター」

（小学生 23.6％、中学生 22.1％）の順になっている。 

保護者の年齢階層別でみると、「ゲームセンター」（34 歳以下 16.7％、35～39 歳 19.1％、40～44 歳

21.6％、45～49 歳 28.4％、50～54 歳 35.1％、55 歳以上 44.4％）、「アダルトビデオやＤＶＤなどの

レンタル」（34 歳以下 3.1％、35～39 歳 6.8％、40～44 歳 7.5％、45～49 歳 8.6％、50～54 歳 13.2％、

55 歳以上 19.4％）は、年齢層が上がるにしたがって高くなる。 

 

(5) 非行についての感じ方 

「その子が非行に走るかどうかは、その時々の状況によるので、一概に言えない」（53.7％）と答

えた人が 5割を超えている。時系列でみると、「非行は、いつ、どの子に起こっても不思議ではない」、

「その子が非行に走るかどうかは、その時々の状況によるので、一概に言えない」ともに、前回調査

との差は 2ポイント程度である。 

父母別でみると、今回調査では、各選択肢の父親と母親の差は 1ポイント未満である。 

子どもの男女別でみると、「その子が非行に走るかどうかは、その時々の状況によるので、一概に

言えない」と答えた人は、男子の保護者（51.9％）より女子の保護者（55.6％）の方が多く、「非行

は、いつ、どの子に起こっても不思議ではない」と答えた人は、女子の保護者（42.4％）より男子の

保護者（45.8％）の方が多い。 

子どもの属性別でみると、小学生の保護者と中学生の保護者の差は、すべての選択肢で 1ポイント

未満である。 

 

(6) 子どもの非行傾向 

調査の対象となった自分の子どもは、「絶対に非行に走らないと思う」と答えた人は 44.9％である。

一方、「友達と一緒なら、知らない人の自転車に無断で乗るような非行をするかもしれないと思う」

と答えた人は 45.3％である。時系列でみると、すべての選択肢で、前回調査との差は 1ポイント未満

である。 
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父母別でみると、「絶対に非行に走らないと思う」と答えた人は、父親が 36.3％、母親が 45.8％で、

父親より母親の方が 9.6 ポイント多い。 

子どもの男女別でみると、「絶対に非行に走らないと思う」と答えた人は、男子の保護者（39.0％）

より女子の保護者（女子 51.3％）の方が 12.3 ポイント多い。「友達と一緒なら、知らない人の自転車

に無断で乗るような非行をするかもしれないと思う」と答えた人は、女子の保護者（39.8％）より男

子の保護者（50.4％）の方が 10.6 ポイント多い。 

子どもの属性別でみると、「絶対に非行に走らないと思う」（小学生 41.9％、中学生 48.2％）と答

えた人は、小学生の保護者より中学生の保護者の方が多く、「友達と一緒なら、知らない人の自転車

に無断で乗るような非行をするかもしれないと思う」（小学生 49.0％、中学生 41.3％）と答えた人は、

中学生の保護者より小学生の保護者の方が多い。 

 

(7) 非行的行為の許容性 

8 つの行為について、自分の子どもがどのくらいになったらしてもよいと思うかを聞いたところ、 

“喫茶店に友達と行く”は「高校生ならば」（56.5％）、“ゲームセンターで友達と遊ぶ”も「高校生

ならば」（42.2％）が最も多い。その他の 6 つの行為については、どの行為も「成人になったら」と

答えた人の割合が最も高いが、“無断で外泊する”（35.7％）、“煙草を吸う”（26.8％）は「何歳でも

いけない」が、他と比べて多い。 

父母別でみると、母親では、“煙草を吸う”、“無断外泊をする”について、「何歳でもいけない」と

答えた人の割合は、父親より 10～15 ポイント程度高い。 

子どもの男女別でみると、「何歳でもいけない」と答えた人は、“煙草を吸う”（男子 21.5％、女子

32.6％）、“無断で外泊をする”（男子 28.5％、女子 43.5％）、“深夜まで街で遊ぶ”（男子 12.9％、女

子 23.0％）のどの項目でも、男子の保護者より女子の保護者の方が 10 ポイント以上多い。この 3 項

目を時系列でみると、男子の保護者、女子の保護者ともに、“煙草を吸う”、“無断で外泊をする”に

「何歳でもいけない」と答えた人の割合は、前回調査より高くなっているが、“深夜まで街で遊ぶ” に

「何歳でもいけない」と答えた人の割合は、低くなっている。 

子どもの属性別でみると、“ゲームセンターで友達と遊ぶ”に「中学生ならば」と答えた人は、小

学生の保護者より中学生の保護者の方が 5.6 ポイント多い。一方、「高校生ならば」と答えた人は中

学生の保護者より小学生の保護者の方が 5.2 ポイント多い。 

 

2 親の姿勢・子どもに望むもの 

(1) 子育てに対する気づかい 

子どもを育てるときに気をつかうことを 3 つまで挙げてもらったところ、「体を健康にする」

（76.6％）が最も多く、次いで、「よい友達をもつ」（67.2％）、「豊かな情操を身につける」（59.8％）

の順になっている。 

父母別にみると、「独立心を育てる」（父親 42.6％、母親 36.7％）、「学校の成績を良くする」（4.6％、

母親3.7％）と答えた人は母親より父親の方が多い。一方、「体を健康にする」（父親68.7％、母親77.4％）、

「よい友達をもつ」（父親 66.5％、母親 67.2％）、「豊かな情操を身につける」（父親58.5％、母親 60.3％）、

「勉強の実力を身につける」（父親 29.6％、母親 31.7％）と答えた人は父親より母親の方が多い。 

子どもの男女別でみると、「体を健康にする」と答えた人の割合は、女子の保護者（73.7％）より

男子の保護者（79.3％）の方が多く、「豊かな情操を身につける」と答えた人の割合は、男子の保護 
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者（58.6％）より女子の保護者（61.1％）の方が多い。 

 

(2) 中学卒業までに考えて欲しいこと 

中学を卒業する頃までに子どもに真剣に考えてほしいと思うことを聞いたところ、「友情について」

（94.7％）と答えた人が最も多く、次いで、「将来の職業」（82.7％）、「社会を動かす仕組み」（69.2％）

の順になっている。「宇宙の広がり」（31.2％）、「神について」（18.8％）以外の項目は、5割以上の保

護者が真剣に考えてほしい項目として挙げている。 

父母別でみると、「美しさについて」は、母親（52.2％）より父親（61.3％）の方が 9.0 ポイント

多い。 

子どもの男女別でみると、「宇宙の広がり」は、女子の保護者（28.5％）より男子の保護者（33.8％）

の方が 5.2 ポイント多い。 

子どもの属性別でみると、「愛について」は、中学生の保護者（56.4％）より小学生の保護者（63.8％）

の方が 7.4 ポイント多い。 

 

3 子どもの友人・生活態度 

(1) 子どもの親友の数 

子どもがよくつきあっている親しい友達は、「３～５人」と答えた人（56.4％）が最も多く、次い

で、「６～９人」（19.3％）、「１～２人」（12.8％）の順になっている。 

父母別でみると、それぞれ最も多いのは、「３～５人」（父親 57.0％、母親 56.5％）である。 

子どもの男女別でみると、「６～９人」（男子 21.2％、女子 17.3％）、「１０人以上」（男子 9.9％、

女子 7.4％）と答えた人は女子の保護者より男子の保護者の方が多い。「３～５人」（男子 53.8％、女

子 59.3％）と答えた人は、男子の保護者より女子の保護者の方が多い。 

子どもの属性でみると、「６～９人」（小学生 18.1％、中学生 20.7％）、「１０人以上」（小学生 7.5％、

中学生 10.0％）と答えた人は小学生の保護者より中学生の保護者の方が多い。「３～５人」（小学生

58.9％、中学生 53.8％）と答えた人は、中学生の保護者より小学生の保護者の方が多い。 

 

(2) 子どもの親友の年齢 

子どもに親友がいると答えた人にその年齢を聞いたところ、「同年齢（同学年）の者ばかり」（70.1％）

と答えた人が最も多い。時系列でみると、「同年齢（同学年）の者ばかり」と答えた人は、前回調査

より 3.2 ポイント減少し、「年上も年下もいる」と答えた人は 2.2 ポイント増加している。 

父母別でみると、「同年齢（同学年）の者ばかり」と答えた人は、父親（59.9％）より母親（71.4％）

の方が 11.5 ポイント多く、「年上も年下もいる」と答えた人は、母親（15.1％）より父親（20.6％）

の方が 5.5 ポイント多い。 

子どもの男女別でみると、「同年齢（同学年）の者ばかり」と答えた人は、男子の保護者（66.3％）

より女子の保護者（74.2％）の方が 7.8 ポイント多く、「年上も年下もいる」と答えた人は、女子の

保護者（13.2％）より男子の保護者（18.1％）の方が 4.9 ポイント多い。子どもの属性別を時系列で

みると、「同年齢（同学年）の者ばかり」と答えた人は、前回調査では、小学生の保護者（67.1％）

より中学生の保護者（78.4％）の方が 11.3 ポイント多かったが、今回調査では、中学生の保護者

（69.7％）より小学生の保護者（70.7％）の方が 1.0 ポイント多い。 
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(3) 子どもの親友を得たきっかけ 

子どもが親友を得たきっかけについて聞いたところ、「今の学校の友達」（85.7％）と答えた人が最

も多く、次いで、「幼なじみ」（17.5％）と答えた人が多い。 

子どもの男女別でみると、「今の学校の友達」（男子 86.5％、女子 84.8％）、「学校以外のサークル

などで知りあった友達」（男子 12.6％、女子 7.3％）、「塾や予備校の友達」（男子 6.0％、女子 4.5％）

と答えた人は、女子の保護者より男子の保護者の方が多く、「幼なじみ」（男子 16.6％、女子 18.3％）、

「以前の学校の友達」（男子 9.5％、女子 11.2％）、「街で知り合った友達」（男子 0.1％、女子 0.3％）、

「職場、アルバイト先で知り合った友達」（男子 -、女子 0.2％）と答えた人は、男子の保護者より女

子の保護者の方が多い。 

子どもの属性別でみると、「幼なじみ」（小学生 15.6％、中学生 19.3％）、「以前の学校の友達」（小

学生 3.8％、中学生 17.4％）、「塾や予備校の友達」（小学生 4.7％、中学生 5.8％）、「メルトモ」（小

学生 0.1％、中学生 1.2％）と答えた人は、小学生の保護者より中学生の保護者の方が多く、「今の学

校の友達」（小学生 86.0％、中学生 85.3％）、「学校以外のサークルなどで知り合った友達」（小学生

12.5％、中学生 7.3％）と答えた人は、中学生の保護者より小学生の保護者の方が多い。 

 

(4) 子どもの起床の様子 

「いつも、親に起こされている」（43.2％）、次いで、「ときどき、親に起こされている」（34.5％）、

「いつも、自分で起きる」（17.7％）の順となっている。 

時系列でみると、「ときどき、親に起こされている」と答えた人は、前回調査より 7.2 ポイント減

少している。 

父母別でみると、「いつも、自分で起きる」（父親 21.5％、母親 17.1％）と答えた人は父親の方が

多く、「いつも、親に起こされている」（父親 37.7％、母親 43.8％）、「ときどき、親に起こされてい

る」（父親 33.8％、母親 34.8％）と答えた人は母親の方が多い。 

子どもの男女別でみると、「いつも、親に起こされている」（男子 44.6％、女子 41.7％）と答えた

人は、女子の保護者より男子の保護者の方が多い。「いつも、自分で起きる」（男子 16.2％、女子 19.2％）

と答えた人の割合は、男子の保護者より女子の保護者の方が多い。 

子どもの属性別でみると、「いつも、自分で起きる」（小学生 14.7％、中学生 20.8％）と答えた人

の割合は、中学生の保護者の方が 6.1 ポイント高い。時系列でみると、中学生の保護者では、「とき

どき、親に起こされている」と答えた人が、前回調査より 7.5 ポイント減少している。 

 

(5) 子どもの朝の家族へのあいさつ 

子どもが朝起きたとき、自分から家族にあいさつを「毎朝している」（44.7％）と答えた人が最も

多い。次いで「時々している」と答えた人が 35.3％である。 

父母別を時系列でみると、前回調査では、「毎朝している」（父 31.1％、母 39.3％）と答えた人は、

母親が 8.2 ポイント高かったが、今回調査では父親 44.4％、母親 44.9％となり差が 0.5 ポイントに

なっている。 

子どもの属性別でみると、「毎朝している」（小学生 47.9％、中学生 41.5％）と答えた人は、中学

生の保護者より小学生の保護者に多く、「ほとんどしない」（小学生 15.2％、中学生 24.1％）と答え

た人は、小学生の保護者より中学生の保護者に多い。 
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(6) 子どもの朝食の頻度 

子どもが朝食を「毎朝食べている」と答えた人は 88.7％である。 

 

(7) 夕食を家族とともにする頻度 

子どもが夕食を家族とともにする頻度を聞いたところ、「いつも一緒に食べる」と答えた人は 88.2％

である。 

子どもの属性別にみると、「いつも一緒に食べる」と答えた人は、中学生の保護者（85.3％）より

小学生の保護者（91.1％）の方が 5.8 ポイント多い。 

 

(8) 子どもの決まった家事の手伝い 

子どもの分担として決まっている家事の手伝いがあるかを聞いたところ、「決まったものはないが、

時々手伝いはする」（56.8％）が最も多く、次いで、「決まったものがある」（28.8％）、「ほとんど手

伝いはしない」（14.1％）の順になっている。 

父母別では、前回調査と比較すると、父親では「決まったものがある」と答えた人が 10.8 ポイン

ト増加している。 

子どもの属性別にみると、「ほとんど手伝いはしない」と答えた人は、小学生の保護者（10.7％）

より中学生の保護者（17.8％）の方が 7.0 ポイント多い。 

 

4 子どもの進路 

(1) 子どもの進路に対する希望 

「高校は出てほしい」（56.9％）と答えた人が最も多く、次いで、「大学は出てほしい」（38.3％）

と答えた人が多い。 

父母別でみると、「大学は出てほしい」と答えた人は、父親（35.6％）より母親（38.6％）の方が

3.0 ポイント多い。 

子どもの男女別でみると、「大学は出てほしい」と答えた人は、女子の保護者（33.1％）より男子

の保護者（43.1％）の方が 9.9 ポイント多く、子どもの属性別でみると、「大学は出てほしい」と答

えた人は、中学生の保護者（35.5％）より小学生の保護者（40.9％）の方が 5.4 ポイント多い。 

 

(2) 子どもの希望する進学先 

「大学まで」と答えた人が 44.0％で最も多く、次いで、「高校まで」（32.4％）、「短大、専門学校ま

で」（21.0％）となっている。 

父母別にみると、「大学まで」と答えた人は、母親（43.6％）より父親（47.5％）の方が 3.9 ポイ

ント多い。一方、「短大、専門学校まで」と答えた人は、父親より（17.3％）母親（21.4％）の方が

4.1 ポイント多い。 

子どもの男女別でみると、男子の保護者は「大学まで」と答えた人が 50.1％で半数を超えている。

一方、女子の保護者は「大学まで」（37.5％）、次いで、「短大、専門学校まで」（32.6％）の順になっ

ている。子どもの男女別を時系列でみると、女子の保護者では、「短大、専門学校まで」と答えた人

が 7.7 ポイント減少し、「大学まで」と答えた人が 10.0 ポイント増加している。 

子どもの属性別でみると、「大学まで」と答えた人は、中学生の保護者（41.5％）より小学生の保

護者（46.3％）の方が 4.8 ポイント多い。一方、「短大、専門学校まで」と答えた人は、小学生の保 
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護者（18.1％）より中学生の保護者（24.1％）の方が 6.0 ポイント多い。 

 

5 親子関係 

(1) 子どもが親とする会話の頻度 

学校や友達のことを親に話すことが「時々ある」と答えた人は 92.4％である。時系列でみると、前

回調査より｢時々ある｣と答えた人が 3.0 ポイント増加している。 

父母別でみると、「時々ある」と答えた人は、父親（87.7％）より母親（92.9％）の方が 5.3 ポイ

ント増加している。 

子どもの男女別でみると、会話をすることが「時々ある」と答えた人は、男子の保護者（89.1％）

より女子の保護者（96.0％）の方が 6.9 ポイント多く、子どもの属性別でみると、会話をすることが

「時々ある」と答えた人は、中学生の保護者（90.8％）より小学生の保護者（94.0％）の方が 3.1 ポ

イント多い。 

 

(2) 子どもの悩みの相談相手 

「母親」（53.9％）と答えた人が過半数で、次いで、「同性の友達」（28.6％）の順になっている。 

父母別でみると、父親では「母親」（46.5％）と答えた人が最も多く、次いで、「同性の友達」（20.4％）、

「父親」（18.3％）の順になっている。一方、母親でも、「母親」（55.3％）と答えた人が最も多く、

次いで、「同性の友達」（29.6％）、｢きょうだい｣（4.5％）の順になっている。 

子どもの男女別でみると、「同性の友達」と答えた人は、男子の保護者（24.7％）より女子の保護

者（32.8％）の方が 8.1 ポイント多く、子どもの属性別でみると、小学生の保護者では、「母親」（66.1％）

と答えた人が最も多く、次いで、「同性の友達」（17.2％）である。一方、中学生の保護者では、「同

性の友達」（40.8％）と「母親」（40.7％）との差は 0.1 ポイントである。 

 

(3) 家庭での親子関係 

家庭での親子関係が「うまくいっている」（53.3％）と答えた人が最も多い。 

父母別でみると、親子関係は「うまくいっている」と答えた人は、父親（47.5％）より母親（54.2％）

の方が 6.7 ポイント多い。 

子どもの男女別でみると、「うまくいっている」と答えた人は、男子の保護者（51.0％）より女子

の保護者（55.8％）の方が 4.8 ポイント多く、子どもの属性別でみると、「うまくいっている」と答

えた人は、中学生の保護者（48.7％）より小学生の保護者（57.6％）の方が 8.9 ポイント多い。 

 

(4) 子どもの学校でのいやなこと 

「いやなことはない」（61.0％）と答えた人が最も多い。いやなことの中では「勉強がきらい」

（16.2％）と答えた人が最も多く、次いで、「学校の運動がきらい」（7.2％）、「先生がきらい」（6.3％）

の順になっている。 

父母別でみると、「いやなことはない」と答えた人は、父親（57.0％）より母親（61.8％）の方が

4.8 ポイント多い。 

子どもの男女別でみると、「勉強がきらい」と答えた人は、女子の保護者（12.8％）より男子の保

護者（19.3％）に多く、「学校の運動がきらい」（男子 4.4％、女子 10.3％）、「先生がきらい」（男子

5.5％、女子 7.3％）と答えた人は、男子の保護者より女子の保護者の方が多い。 
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子どもの属性別でみると、「勉強がきらい」と答えた人は、小学生の保護者（12.3％）より中学生

の保護者（20.4％）の方が 8.1 ポイント多い。一方、「いやなことはない」と答えた人は、中学生の

保護者（54.8％）より小学生の保護者（66.8％）の方が 12.0 ポイント多い。 

 

6 親としての自信・不安 

(1) 子どもを悪くさせない自信 

「どちらともいえない」（57.3％）と答えた人が最も多く、「自分たちだけで絶対に悪くさせない自

信がある」、「自分たちだけではそうする自信がない」はともに 20.8％である。 

時系列でみると、「自分たちだけで絶対に悪くさせない自信がある」と答えた人は、前回調査より

4.5 ポイント減少している。 

父母別でみると、母親は「自分たちだけではそうする自信がない」（21.1％）が「自分たちだけで

絶対に悪くさせない自信がある」（20.4％）より多いが、父親は「自分たちだけで絶対に悪くさせな

い自信がある」（23.9％）が「自分たちだけではそうする自信がない」（17.6％）より多い。 

 

(2) 子どもに関する相談相手 

「配偶者」（73.0％）と答えた人が最も多く、次いで、「友人」（47.1％）、「学校の先生」（39.1％）、

「自分の親」（35.3％）の順になっている。時系列でみると、前回調査より「配偶者」、「学校の先生」、

「その問題の専門家」と答えた人の割合が減少しており、「友人」、｢自分の親｣、「きょうだい、親戚」

と答えた人の割合が増加している。 

父母別でみると、その他を含め「相談しない」を除くすべての選択肢で、父親より母親の方がポイ

ントが高い。「友人」と答えた人は、父親（22.5％）より母親（50.3％）の方が 27.8 ポイント多く、

「自分の親」と答えた人も、父親（19.7％）より母親（37.4％）の方が 17.6 ポイント多い。 

子どもの男女別でみると、「学校の先生」と答えた人は、女子の保護者（36.6％）より男子の保護

者（41.4％）の方が 4.8 ポイント多い。 

子どもの属性別でみると、「自分の親」と答えた人は、中学生の保護者（30.0％）より小学生の保

護者（40.3％）の方が 10.3 ポイント多く、「友人」と答えた人も、中学生の保護者（44.0％）より小

学生の保護者（50.0％）の方が 6.1 ポイント多い。 




