
チャイルドシートに関する
　　　　保護者の意識調査

まつだ小児科医院

2005年10月 2日（日）

鳥取県外来小児科研究会



調査対象

6才未満の子どもさんをもつ保護者

100名

2005年 8月

対象対象

人数人数

期間期間



子どもはチャイルドシートに座らせるべ
きだと思いますか？

問1

そう思う
88％

個々の親の判断　
12％



子供をチャイルドシートに座らせてい
ますか？

問2

必ず座らせている
　85％

いいえ　4％

長距離の時のみ
3％

高速道路を走る時のみ
　1％

その他7％



警察・日本自動車連盟(ＪＡＦ)による全国調査

鳥取県のチャイルドシート着用率は、32％と全国平均を
大きく下回っています。

2005年9月28日（水）

日本海新聞

　49％

32％

全国平均

鳥取県

平成17年4月　警察、日本自動車連盟（ＪＡＦ）による全国調査より

全国ワースト

5位



道路交通法ではチャイルドシートの着用義
務が規定されていますが、どう思いますか？

問3

無回答 1％

安全のためもっと厳
密に取り締まるべき

　　43％交通安全運動などで啓
発すればよい　41％

個々の保護者の判
断に任せるべき　

13％

その他 2％



チャイルドシートを使っている第1の
理由は？

問4

法律で決まっ
ているから 17％

子どもの命を守るた
め　76％

その他2％

無回答5％



購入前に、お乗りの車とチャイルド
シートの適合の確認はされましたか？

問5

はい　
52％

いいえ
39％

しようとしたがよ
くわからなかった

4％

その他３％ 無回答2％



車とチャイルドシートの適合の確認の
手段は何でしたか？

問6

店員に聞いた
　35％

店内の冊子を
見た　29％

ﾒｰｶｰのHPを見た
　4％

車のﾃﾞｨｰﾗｰに問合わせた
　2％

ﾒｰｶｰに問合わせた　
1％

その他
　14％

無回答　
15％



チャイルドシートは適正につけられて
いると思いますか？

問7

適正である
50％

適正と思うが
自信がない　

47％

かなり不安1％
無回答2％



では、どこへ行ったら適性チェックをし
てくれるの？？

適正チェックは行っておりません。　　　　
年2回の交通安全週間でチャイルドシート
の適合のチェックはチャイルドシートに乗
せているかどうかだけで取り付けの適合
検査まではしていません。

交通
安全協会

に問い合わせてみました

それぞれの地域のＪＡＦ窓口で無料で
行っています。

に問い合わせてみましたＪＡＦ



問8チャイルドシートを普及させるために
はどうしたらよいですか？

（複数回答あり）

価格を安くする　　　　　　　　54人
取り付け方を簡単にする　　　　29人
不要シートのリサイクルの確立　24人　　　
快適性などの製品改良　　　　　23人　　
色々な機会にＰＲ活動を続ける　18人
法律の罰則を強化する　　　　　12人
取り付け方の講習を開催する　　 5人
そんなことは必要ない　　　　　 1人
その他　　　　　　　　　　　　 1人
無回答　　　　　　　　　　　　 2人

出生届を出した
ら県や市からも
らえるようにす

ればいい
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1 （木） 17 （土）

2 （金） 18 （日）

3 （土） 19 （月）

4 （日） 20 （火）

5 （月） 21 （水）

6 （火） 午後診察4：45から 22 （木）

7 （水） 　 23 （金）

8 （木） 24 （土）

9 （金） 25 （日）

10 （土） 26 （月）

11 （日） 27 （火）

12 （月） 28 （水）

13 （火） 29 （木）

14 （水） 30 （金） 午後診察5 :00から

15 （木）

16 （金）

9月の診療時間の変更
この他にも変更になることがありますのでご確認ください。

※詳しくは院内のボードに記載してありますのでご覧下さい

　診療時間： 　　8：30～12：00
　　　　　　　　  15：00～18：30
　休　　　診： 　日曜日・祝祭日・木曜午後

鳥取県倉吉市新町3丁目1178　　　　TEL：（0858）22-2959   　 FAX：（0858）22-2977
E-mail：rmatsuda@apionet.or.jp　　　　URL：http://www.apionet.or.jp/̃rmatsuda/index.html

 　ようやく朝晩が涼しくなってきました。しかし、日中はまだ暑い日もあり、睡眠不足になりがちです。夏休みも
終わりますので、テレビを夜遅くまで見て、夜更しをせず、早寝早起きをして、朝食をきちんと取り、排便してか
ら登校できるように、生活のリズムをとりもどしましょう。
　また、夏バテで体調を崩しやすくなってきています。自然な生活のリズムのもとに、栄養バランスのよい食生
活を行うことが必要です。家族皆で、朝食をぬかずに３食よくかんで食べ、夜遅くまで飲食せず、十分な睡眠を
とり、適度な運動をしましょう。

　場所：厚生病院  TEL：22-8181
　 時間：午前10：00～午後1：15
中部小児科医会会員が小児救急を担当してい
ます。

　　院長担当日は9/23（金）です。

学会、会合等の都合により受付を早く終了することがあります。１カ月ぐ
らい前から、院内に表示してありますのでチェックしていただくと助かり
ます。お間違えのないよう受診してください。皆様のご協力をお願いい
たします。

★予約電話番号★23-5489（ニイサン　ハ　ゴヨヤク）

院
長
　
厚
生
病
院
小
児
休
日
診
療
担
当

「アトピーがぐんぐんよくなる本」「アトピー99％治癒の証明」の著者、高
知の土佐清水病院院長の丹羽先生が行っているアトピー治療を1996
年6月18日より始め、9年たった現在まで約570人の患者さんに試み、
おおむね良好な経過をとっています。詳しく知りたい方はご相談くださ
い。

でお悩みの方へ～丹羽（にわ）式療法～
先月させていただきました「チャイルドシートについて」のアンケートにご協力して

いただきありがとうごさいました。アンケートの集計ができましたので、一部ご報

告いたします。

○チャイルドシートは適正につけられていると思いますか？

適正である　　　　　　　　　　　44人

適正であるか自信がない　　 42人

かなり不安　　　　　　　　　　　　1人

無回答　　　　　　　　　　　　　　 2人

○チャイルドシートに座らせていますか？
必ず座らせる　　　　　　　　　 85人

いいえ　　　　　　　　　　　　　　 4人

長距離の時のみ　　　　　　　  3人

高速道路を走る時のみ　　　  1人

その他　　　　　　　　　　　　　  7人

と、座らせている方がほとんどでしたが、取付けでは半分の方が自信がないと

いうことでした。チャイルドシートは子どもを事故の衝撃から守る為のものです。

もう一度取り付け方を確認しておきましょう。

　取り付けの順序

1 .取付ける前にチャイルドシートの中にあるベルト、ハーネスの長さを調整しま

す。（調節不要のものもあります。）

2 ．チャイルドシートを後部座席に置きます。チャイルドシートの背面と座席の間

に隙間ができないように注意します。隙間ができるようであれば、座席のリクライ

ニングで調節します。できない座席では、チャイルドシート本体のリクライニング

機能を使います。チャイルドシートがヘッドレストに接触する場合は、ヘッドレスト

を外しましょう。
3 .シートベルトガイド（通し位置）にねじれがないか確認しながらシートベルトを通

し、バックルに差し込みます。

4 . たるみが取れるまでベルトを引っ張り、締め付けます。

5 .肩ベルトを引っ張ったまま、内蔵固定クリップに通します。

6 .チャイルドシートに体重をかけて、たるみがないようシートベルトを引っ張りま

す。

7 .シートベルトをそのままの状態で固定金具（内蔵固定クリップ）に固定します。

ここでチャイルドシートの台座を前後左右ゆすって、ぐらぐらしないかどうか確認

します。

8 .シートベルトがチャイルドシート固定機能付きであれば、シートベルトを全部引

き出し、機能を効かせておきます。これで完了 ！

選び方
　どんな車でも適合しなければチャイルドシートは付けられません。座席とチャイルドシー

トが適合するかどうか調べましょう。チャイルドシートのメーカーに適合表があれば、それ

で確認してみましょう。

　詳しくはインターネットのチャイルドシートのセーフティ・データ　を見てね。

不安だ
なぁ～

1.取付ける前にチャイルドシートの中にあるベルト、ハーネスの
長さを調整します。（調節不要のものもあります。）
2．チャイルドシートを後部座席に置きます。チャイルドシートの
背面と座席の間に隙間ができないように注意します。隙間がで
きるようであれば、座席のリクライニングで調節します。できない
座席では、チャイルドシート本体のリクライニング機能を使いま
す。チャイルドシートがヘッドレストに接触する場合は、ヘッドレ
トを外しましょう。
3.シートベルトガイド（通し位置）にねじれがないか確認しながら
シートベルトを通し、バックルに差し込みます。

4.たるみが取れるまでベルトを引っ張り、締め付けます。

5.肩ベルトを引っ張ったまま、内蔵固定クリップに通します。

6.チャイルドシートに体重をかけて、たるみがないようシートベル
トを引っ張ります。
7.シートベルトをそのままの状態で固定金具（内蔵固定クリップ）
に固定します。ここでチャイルドシートの台座を前後左右ゆすっ
て、ぐらぐらしないかどうか確認します。
8.シートベルトがチャイルドシート固定機能付きであれば、シート
ベルトを全部引き出し、機能を効かせておきます。これで完了！

　取り付けの順序

選び方
　どんな車でも適合しなければチャイルドシートは付けられませ
ん。座席とチャイルドシートが適合するかどうか調べましょう。チ
ャイルドシートのメーカーに適合表があれば、それで確認してみ
ましょう。
詳しくはインターネットのチャイルドシートのセーフティ・データ　
見てね。

院内報に取り付け方の順序、
選び方を掲載しました。



まとめ

院内報にてチャイルドシートに関する情
提供を行っていく

乳児健診等を利用してチャイルドシートの
必要性を指導していく

チャイルドシート装着点検システムを行政
や交通安全協会などと連携していくことも
必要である。



ご静聴ありがとうございました
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