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Ⅰ．共同研究の目的 

本共同研究の目的は，千葉市における「保育環境」や「家庭環境」が「乳幼児の社会-情

動的能力の発達」に及ぼす影響を調査によって明らかにし，そのエビデンスに基づき，今

後の千葉市の保育の質の向上，施設と家庭との連携の充実等に資する提言を行うことであ

る。  

 

Ⅱ．研究調査の方法 

千葉大学教育学部と千葉市こども未来局幼保運営課が共同して，以下の 2 種類のアンケ

ート調査（養育者対象，保育士対象）を実施した。  

養育者対象の調査では，千葉市内の公立保育所・認定こども園に通う 1-2 歳児クラスの

養育者 1878 名を対象に，「子どもの社会-情動的能力（コンピテンス，問題行動」「養育者

の養育態度（応答性，統制）」「養育者の育児感情（育児束縛感，子ども負担感）」「家庭の

物理的な教育環境（絵本量，玩具数，等）」等に関するアンケートを実施した。最終的な分

析では，養育者 880 名のデータを用いた。  

保育士対象の調査では，上記の調査対象となった養育者が子どもを通わせている保育所

において，1-2 歳児クラスを担任する保育士 473 名を対象とした。各保育士に，「保育所の

物理的環境」「保育プロセスの質」「保育の構造の質」等に関するアンケートを実施した。

最終的な分析では，保育士 373 名のデータを用いた。  

 

Ⅲ．調査結果 

1．養育者対象の調査 

養育者のアンケートに基づいて，家庭の経済状態が養育者の要因（育児負担感，養育態

度）と家庭の教育環境要因（絵本量，玩具数といった物的な教育環境）を経由して，1-2 歳

児の社会-情動的能力に及ぼす影響について分析を行った。また，それらの養育者要因や家

庭の教育環境要因に，「養育者-保育者の関係性の良さ」が及ぼす影響について分析した。  

その結果，図 1 に示すように，世帯収入は 1-2 歳児の社会-情動的能力に直接的には影響

せず，物的な教育環境を媒介して，社会-情動的能力に影響した。また，育児負担感は養育

態度に影響し，それらが社会-情動的能力に影響した。さらに，養育者-保育者の関係性は，

養育者の育児負担感や養育態度に影響すると共に，間接的に社会 -情動的能力に影響した。 

 

図 1 養育状況・家庭状況が 1-2 歳児の社会-情動的能力に及ぼす影響のプロセス  
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2．保育士対象の調査 

保育の構造の質について 保育の構造の質に関する以下の 6 つの側面について，平均点

を算出した：「遊びに適した環境構成」（子どもの遊び環境に関する 9 項目），「快適な環境

構成」（子どものくつろぎやすさに関する 4 項目），「適切な展示・掲示」（施設内の掲示に

関する 4 項目），「ニーズに応じた環境構成」（子どものニーズに応じた対応に関する 3 項

目），「人数に応じた遊具等」（子どもの人数に配慮することに関する 2 項目），「運動のため

の環境構成」（運動できる空間の確保に関する 2 項目）。その結果（図 2 左側），6 側面のう

ち，「適切な展示・掲示」のみ 2.96 とやや低くなったものの，他の 5 側面については平均

が 3.0 以上であった。  

また，施設の 0-2 歳児（未満児）数により構造の質の得点が異なるかを検討した。その

結果，「運動のための環境構成」に関して，0-2 歳児が 25 名以下の施設（M = 3.76）や 51 名

以上の施設（M = 3.89）と比べて，26-50 名の施設（M = 4.11）の平均点が高かった。  

保育のプロセスの質について 保育のプロセスの質に関する以下の 4 つの側面について，

平均点を算出した：「受容的・応答的関わり」（子どもの思いに対する受容や応答性を表す

10 項目），「遊びや生活への関わり」（子どもに遊びや生活のきまりを伝えることに関する

4 項目），「あたたかい雰囲気」（保育の雰囲気のあたたかさを表す 4 項目），「子ども主体」

（子どもの主体性や自発性の尊重を表す 7 項目）。その結果（図 2 右側），いずれの側面の

得点も 3.8 以上と高い評価であり，特に「受容・応答的関わり」が最も高かった。  

また，施設の 0-2 歳児（未満児）数によりプロセスの質の得点が異なるかを検討した。

その結果，「あたたかい雰囲気」に関して，0-2 歳児が 51 名以上の施設（M = 3.97）と比べ，

26-50 名の施設（M = 4.14）の平均点が高かった。また，「子ども主体」に関して，0-2 歳児

が 25 名以下の施設（M = 3.91）と比べ，26-50 名の施設（M = 4.09）の平均点が高かった。 

さらに，プロセスの質の保育所ごとの平均値に基づき，全ての側面で全体の下位 50%以

下に含まれる 12 施設を「プロセス・低群」，全ての側面で全体の上位 50%以上に含まれる

11 施設を「プロセス・高群」，それ以外の 34 施設を「中間群」とした。各保育所の 0-2 歳

児（未満児）数別にまとめたものを表 1 に示す。分析の結果，0-2 歳児が 25 名以下の施設

で「プロセス・低群」が多く，0-2 歳児が 26-50 名の施設で「プロセス・高群」が多かった。

26-50 名の中規模施設で，プロセスの質評価が全体的に高い施設が多かった。  

 

図 2 保育の構造の質（左側）およびプロセスの質（右側）の平均点  
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3．保育環境と 1-2 歳児の社会-情動的能力の関連 

 保育所のプロセスの質による社会 -情動的能力の違い プロセスの質によって 1-2 歳児

の社会-情動的能力に違いがあるかを検討するため，保育のプロセスの質の 3 タイプ別に 1-

2 歳児の社会-情動的能力の平均値を算出した。 

分散分析の結果，1-2 歳児の社会-情動的なコンピテンス（有能さ）は，プロセスの質に

よる違いによる違いはみられなかった（図 3 左側）。一方，1-2 歳児の問題行動（図 3 右側）

においてプロセスの質による違いがみられ，プロセス・低群（M = 10.75）と比べて，プロ

セス・高群（M = 8.84），中間群（M = 9.25）では 1-2 歳児の問題行動が少なかった。  

   

図 3 プロセスの質別の社会-情動的なコンピテンス（左側）および問題行動（右側）  

 

未満児クラスの規模による社会-情動的能力の違い 0-2 歳児（未満児）クラスの人数規

模によって 1-2 歳児の社会-情動的能力に違いがあるかを検討するため，未満児クラスの規

模別に 1-2 歳児の社会-情動的能力の平均値を算出した。  

分散分析の結果，1-2 歳児の社会-情動的なコンピテンス（有能さ）は，未満児クラスの

規模による違いによる違いはみられなかった（図 4 左側）。一方，1-2 歳児の問題行動（図

3 右側）において未満児クラスの規模による違いがみられ， 51 名以上の施設（M = 10.03）

と比べて，26-50 名の施設（M = 9.13）で，1-2 歳児の問題行動が少ない傾向があった。  

   

図 4 未満児クラスの規模別の社会-情動的なコンピテンス（左側）および問題行動（右側）  

 

25名以下（n =11） 5 (45.5%) 6 (54.5%) 0 (0.0%)

26-50名（n =39） 6 (15.4%) 22 (56.4%) 11 (28.2%)

51名以上（n = 7） 1 (14.3%) 6 (85.7%) 0 (0.0%)

全体（N=57） 12 (21.1%) 34 (59.6%) 11 (19.3%)
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表1　未満児数別の「プロセスの質」タイプの分布（括弧内は%）
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Ⅳ．政策的な提言 

 家庭の経済状況の違いが家庭の教育環境を介して 1-2 歳児の社会-情動的能力に影響し

ていることが示唆される。このことを踏まえ，家庭の経済状況の差による教育環境の

差を縮め，家庭の教育環境の充実を図る必要がある。具体的には，保育所からの定期

的な絵本の貸出や家庭での絵本の読み聞かせの推奨を図る。また，保育所の登所降所

時等に親子で日常的に絵本に触れられるように，玄関，廊下等に絵本コーナーを設置

する。さらに，保育所が中心となって，玩具や絵本のリサイクル事業（「おもちゃ市場」

「絵本市場」）の実施を検討する。  

 養育者と保育者との良好な関係性が，養育者のストレス低下とを家庭養育の質の向上

につながっており，保育士の日常的な養育者支援の質の高さが示唆される。日常的に

保育士と関わる中で養育者は育児負担感を減らし，養育態度を向上させていると考え

られる。このことを踏まえ，養育者支援の専門性のさらなる向上のための研修の充実

を図る。研修内容は，養育者支援全般に関わる日常的・予防的内容と，児童虐待等の

リスクの高い家庭への支援に関する内容等，保育現場のニーズに応じた内容とする。

また，保育所等に子どもが入所していない養育者への支援も重視し，地域の養育者を

対象にした子育て支援事業の充実も検討する。これらの実施にあたっては，日常の保

育において，保育士が養育者に余裕をもって対応したり研修に参加したりするための

人員配置等の工夫・検討が必要となる。  

 養育者と保育者との良好な関係性が，家庭において子どもの言語発達を支える養育者

の関わりに繋がっていることが示唆される。信頼関係に基づいて，保育士と養育者が

日々の子どもの姿や成長の喜びを共有することが，意見を求めたりできる保育士と養

育者との関係が，家庭での（特に食事やお風呂，着替え場面を中心とした在宅時の）

コミュニケーションを通して，多様な感情語表現を含む，子どもの幅広い言語発達に

関わっていると考えられる。また，保育所利用により親子がともに過ごす時間が限ら

れていても，食事や入浴は養育者と子どもとの重要なコミュニケーションの場面であ

ると考えられる。このことを踏まえ，養育者と保育士との良好な関係を通した家庭で

の養育者と子どもの会話の促進を図る。具体的には，保育所での子どもの姿を養育者

に伝える際に，子どもの具体的な心情の理解につながるように配慮する。また，たと

え短い時間であっても家庭での会話が子どもの言語発達を促すことを，日常的に，か

つ園だよりや懇談会等を通じて啓発する。  

 保育環境の質は，構造の質よりもプロセスの質の平均値が高く，特にプロセスの質の

高さから，保育士の温かさや受容・応答的関わり，子どもの主体性の尊重等がほぼ徹

底されていることが示唆される。  

 構造的の質における「適切な展示・掲示」の平均値の低さから，1-2 歳児の保育の環境

面での特性との関連が示唆される。具体的には，安全管理上の配慮から棚の上に展示

物を置かないこと等が考えられる。また，1-2 歳児の保育所利用率の増加によりほぼ定

員上限の園児が在籍していることから，保育室内に展示や掲示のための空間的余裕が

ないことも考えられる。一方で，「運動のための環境構成」の平均値の高さから，園庭

を有する公立保育所・認定こども園の環境面の強みが示唆される。この背景には，単

なる園庭の有無だけではなく，午後も外遊びの機会を設ける等の保育士の意識的な取
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組みがあるといえる。また，特に 2 歳児は運動機能の発達や集団の規模が少人数であ

ることにより保育所周辺の「お散歩」を日常的に実施していることも，この結果に関

連していると考えられる。これらのことは，保育の受け皿を増やす中で園庭のない保

育施設が増える傾向にある千葉市の状況に照らして，重要である。構造の質のさらな

る向上のためには，室内外の遊具等の量的充実を図るとともに，環境構成や教材研究

の時間を確保するための人員配置等の工夫・検討が必要となる。  

 プロセスの質における「受容・応答的関わり」の平均値の高さからは，保育所保育指

針にある保育方法や内容，配慮事項が徹底されていることが示唆される。保育士の質

の高いきめ細やかな関わりが日常的に実践されていると考えられる。一方で，「遊びや

生活への関わり」の平均値の低さは，この因子を構成する複数の項目に遊びや生活の

「きまり」や保育士の主導に関する内容が含まれていることに関連している可能性が

ある。1-2 歳児は「きまり」の存在に気付きはじめる時期ではあるが発達的に個人差が

大きい時期であり，子どもの主体性を尊重した受容・応答的な関わりが重視されてい

ることが背景にあると考えられる。プロセスの質のさらなる向上のためには，日常的・

継続的に子どもへの関わりを振り返る機会を含む研修の充実と，その時間を確保する

ための人員配置等の工夫・検討が必要となる。  

 構造の質やプロセスの質を構成する因子において施設全体の園児数や 0-2 歳児の数が

中規模の施設で平均値が全体的に高い施設が多い。また，0-2 歳児が中規模の施設でプ

ロセスの質の高い施設が多い。これらの結果から，施設規模やクラス規模が中規模の

施設が，保育の質を高める要因を有していることが示唆される。特に子どもとの直接

的な関わりであるプロセスの質は，園児数の少なさよりも，保育士間の意志疎通，連

携のあり方に関連すると考えられる。つまり，園児数の少ない小規模の施設であれば

保育士の関わりがきめ細かくなるとは言えず，かつ保育士の意志疎通・連携に適切な

規模があることが示唆される。また，単なる施設全体の園児数ではなく，学年におけ

るクラス数や 1 クラスあたりの園児数等の観点が必要であると考えられる。このこと

を踏まえ，保育の質を考慮した施設規模（全体の園児数，0-2 歳児の数）の重要性を認

識し，保育施設整備の政策に活かす。  

 保育の質のうち，子どもに対する受容・応答的関わり等から成るプロセスの質が 1-2 歳

児の問題行動の少なさと関連することが示唆される。このことは，一人一人の子ども

に対する保育士の受容・応答的な関わりや子どもの主体性を尊重した関わりの重要性

を示している。このことを踏まえ，保育士のプロセスの質に関わる専門性の研修をよ

り一層充実させる。具体的には，3 歳未満児の各年月齢に応じた関わりや，個別的支援

が必要なケースへの対応等を内容とする。  

 保育の質と施設規模との関連において，中規模の施設であることが問題行動の抑制に

つながることが示唆されることから，3 歳未満児保育の実施にあたって，保育士対子

どもの人数比だけではない，施設規模に関連する保育士間の意思疎通・連携の観点も

考慮した人員配置等の工夫・検討が必要である。  


