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要旨 

女性のライフスタイルの多様化に伴い、離婚未婚を選択する女性が増えている。つまり母子世

帯が急増しているのだ。母子世帯は、二人親世帯に比べ経済的にかなり苦しい。何故だろうか。

日本女性の就業環境が、シングルマザーの社会進出に歯止めをかけているからだろう。結婚・出

産を期に退職してしまった女性がシングルマザーになれば、また１から再スタートしなければな

らないのだ。そこで私たちは彼女たちを支援する為に、ケア労働のインフラ整備が不可欠である

と考える。 
現在、政府による母子世帯への経済的支援の主なものに、母子福祉資金貸付金や児童扶養手当

があるが、児童扶養手当は、平成１４年の改定を期に、給付額は年々減少傾向にある。また、現

行の施策としては、シングルマザーの就職支援のための母子家庭等就業・自立支援センターの設

置や、職業能力開発のための公共職業訓練の実施などが挙げられる。 
しかし、シングルマザーの社会進出にとって、子供の存在がおおきな障害となる。そこで必要

となってくるのが保育所である。現在、保育所は増加傾向にあるのだが、待機児童は未だ２万５

千人と多い。各保育所では、延長保育や休日保育も行われているが、ごくごく一部だけで、とて

も十分とは言えない。北欧の社会保障先進国であるスウェーデン・フィンランドと比較しても、

日本にはまた子育ては家庭で行うという価値観が根強く保育施設の整備の遅れが見られる。 

そこで私たちはシングルマザーのニーズに直結した保育所「シングルサポート保育所」設立を

提言する。シングルマザーが気がねなく子どもを預けて働きにいけるよう、様々なサービス、サ

ポートを行う。母子世帯の子は入所時期を問わず優先入所させ、２４時間保育も実施する。さら

にシングルマザーの情報交換の場となり相談会も随時行うことで、精神面でもサポートできるよ

うになるだろう。シングルマザーの仕事と育児の両立支援を促進させることにより、彼女達が苦

しい生活から脱出し、さらには女性の社会的地位の向上、日本経済の発展へとつながると私たち

野村ゼミは考える。 
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はじめに 

「女性は強い」、そういう言葉を 近よく耳にする。女性企業家や女性政治家、「女性」という

言葉が紙面で踊る日も 近では当たり前となった。今や、女性の存在が日本経済の鍵となってい

ると言っても過言ではない。しかしながら、社会から重宝され、華々しい活躍の場を手に入れる

ことができているのは、ほんの一握りの女性に過ぎないことをご存知だろうか。ましてや、我が

子という宝物を自分一人で育てるために毎日必死で生きていながらも、困窮を極めている女性

達、「シングルマザー」という存在はどの程度まで認識されているだろうか。 

そこで私たち野村ゼミは彼女たちの抱える大きな問題である仕事と育児両立の為に障害とな

る子どもに目をむけた。シングルマザー達は、皆、我が子のために一生懸命働いているといって

も過言ではないだろう。しかし、その為には働かなくてはいけない。つまりその場合、かわいい

我が子を保育所に預けなければならないのだ。そこで私たちはシングルマザーの為の保育所設立

を目指す。 
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図表３　女性の年齢階級別労働力率
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第1章 シングルマザー社会進出の壁 

第1節 女性の困窮 
 

日本女性の就業環境は、シングルマザーの社会進出に歯止めをかけている原因の一つである。

ここで、その特徴を顕著に表している「Ｍ字曲線」を紹介しておきたい。女性労働者の年齢階層

別の労働力率をグラフに示すと、30 歳代前半で一旦下がるＭ字型を描くことから日本の女性労

働者の働き方を「Ｍ字曲線」と言う。反対にノルウェーやスウェーデン、アメリカなどは「逆Ｕ

字曲線」を描く。日本のこの現象は、女性が結婚及び出産育児を期に一時的に働くことから離れ、

子育てが終了した時点で再び働き始めるというライフスタイルを表している。また、家事や育児

を女性が行うという性別による役割分担の傾向がいまだ根強いこと、および出産育児を通して職

場に居続ける環境が整っていないことを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

 

  
  
  
  
  
 資料出所：総務省統計局「労働力調査」 
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図表４　女性の年齢階級別労働力の国際比較(2001年)
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                       資料出所：ILO, Yearbook of Labour Statistics, 2002 

第2節 シングルマザーの困窮 
 
母子世帯とは、父のいない児童（満 20 歳未満の子どもであって、未婚のもの）がその母、つま

りシングルマザーによって養育されている世帯である。近年における離婚件数の増加に伴い、母

子世帯の数も飛躍的に多くなっている。厚生労働省による「国民生活基礎調査」（平成 14 年）に

よると、一般世帯の一世帯あたりの平均所得金額が 602 万円であるのに対して、母子世帯のそれ

はわずか 243 万 5 千円である。また、同じく「国民生活基礎調査」によると、現在の暮らしにつ

いて「大変苦しい」あるいは「やや苦しい」と感じているシングルマザーは全母子世帯の 81.7％

にのぼる。（「厚生労働省 HP」＜http://www.mhlw.go.jp/＞）            
あるシングルマザーの一ヶ月の収支を例に取ってみる。彼女は３０代で小学生の息子が二人お

り、息子が小さく自分以外に面倒を見る者がいないのでフルタイムの仕事には就くことができな

い。パート収入８万１千円および児童扶養手当５万２千円、計１３万３千円の収入に対する支出

は、住宅費、光熱費、保険料等を含む固定支出７万９千円、食費および日用品３万４千円、積立

２万円で計１３万３千円、つまり全額である。彼女自身のお小遣いは四ヶ月に一度行く美容院代

や化粧品代に使う４千円であり、食費や光熱費もずいぶん押さえているが、それでも貯蓄ができ

ていない。子どもが成長するに伴い支出が増し、貯蓄ができていないために金銭的により苦しく

なるであろうことは容易に想像がつく。このシングルマザーの収支例は、決して珍しいものでは

なく、むしろ大多数のシングルマザーが幼い子どもを抱えているために働けないでいるのが現状

である。シングルマザーの社会進出を円滑化させることによりこの現状を打破し、彼女達を現在

の苦しい生活から救済することで、女性の社会的地位の向上、さらには日本経済の発展へとつな

がると私たち野村ゼミは考える。 
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第2章 先行研究 

シングルマザーの経済的困難・職の不安定要因は、ジェンダー研究抜きには語れない。これは我々

が様々な女性支援センターを訪問した際に頂戴したアドバイスであり、文献を読んだ結果の理解

であることを先に述べておく。 
本項ではシングルマザーの賃金が低い／不安定労働を強いられている背景を 
① ジェンダー問題の歴史 
② 現在の日本政府の政策と海外のそれとのギャップ 
を通して論じてゆき、なぜ我々が唱えるシングル保育園が必要かの理由に迫る。 

第1節 女性社会進出の歴史 
市場生産は家庭で行われる労働力再生産（家事・育児・介護）抜きには語れない。これを無償で

担っているのが近代家族でありその中で家事役割を担うのは女性である。市場生産と労働再生

産、生活サイクルを２つの部分に分けることを「労働力商品化体制」という。この体制が性別分

業と結びついているのは、家父長制と結合した「労働力商品化体制」を物質的基礎とする労働力

再生産の仕組みが経済の効率性に適合しているからである。その理由は３つある： 
① 家事労働時間なしで働ける 
夫婦の組み合わせで機能（市場生産と再生産）を分離する（一方は賃金労働をし一方は家事労働

を行う）と、労働時間の延長など企業間競争に適合的である。しかし専業主婦の存在を忘れては

ならない。 
② 景気調節弁敵役割 
男性と女性の性別役割を明確にしておくと、景気が悪くなった場合、女性を真っ先に家に帰らせ

るという政策がとられても社会通念がこれを認め抵抗は少ない。女性も家庭での役割を脅かさな

い範囲の働き方を求めることになる。企業は女性を景気調節弁的労働者として利用できる。現に

女性労働者の中で、すぐに雇用者数を調整できる非正規雇用は４７％に至るのだ。それに加えパ

ートタイマーの実態調査による「パートの 6 割が有期雇用である」という数字からも、（以上ま

で、関西女の労働問題研究会・竹中恵美子ゼミ編集委員会編、『竹中恵美子が語る労働とジェン

ダー』ドメス出版、2004 年、p22～28、p65 より引用）女性労働者がいかに不安定な職業形態

につかされているかが分かる。 
また独自アンケート調査の企業からの意見に次の様なものがあった： 
「いろいろな補助・配慮等をすることはリストラさえ考えている現状からは不可能なのでシング

ルマザーの積極雇用などを考えている場合ではない。」裏を返せばつまり企業の調子がよければ

配慮・補助が必要なシングルマザーも雇うことを考えられるということになる。 
やはり資本制経済で女性労働者は景気調節弁的役割を担わされている訳である。 
（大阪外国語大学野村茂治ゼミ 2005 年 11 月実施『シングルマザー社会進出に関する意識調査ア

ンケート』による） 
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③ 賃金コストを引き下げられる 
労働力の再生産は家庭内で行われる限り無償労働である。しかし例えば育児にしても保育所で行

われれば保育料が必要になる。つまり無償の家事労働で性別分業を維持することは労働力の再生

産の費用（＝賃金）の圧縮になる。資本の圧縮は資本の利潤につながるので、労働力再生産は主

婦労働（無償）で賄おうという考えになる。 
以上が「労働力商品化体制」が性別分業と結びついている理由だが、これは女性に家事役割を押

し付けた家父長制イデオロギーであるといえる。すなわち、「労働力商品化体制」は資本制と家

父長制との接合の産物である。 
性別分業型の家庭責任の中に「ブレッドウィナー（男性が稼ぎ手）」という考え方がある。生活

の責任を負い家族を養うべき男性の賃金は、それに足る賃金であるべきであるという考え方だ。

第二次世界大戦後労働基準法に出てくる労働時間の制限は、労働時間の短縮と母性保護を引き合

いに「家族賃金」という観念を成立させた。つまり家計の補助のために働くべき女性はそれに足

る賃金でよい、ということになる。このことは専業主婦でない女性が稼ぎ手となっても非常に低

い賃金に釘付けされ、貧困に陥る結果となった。家族賃金が定着する中で、近代家族としての性

別分業の構造が強固になっていった。（以上まで、関西女の労働問題研究会・竹中恵美子ゼミ編

集委員会編、『竹中恵美子が語る労働とジェンダー』ドメス出版、2004 年、p27、42 より引用）

つまり、そもそも配偶者のいることが前提だった家父長制に基づく女性への低賃金の名残で、現

在シングルマザーは貧困に追い込まれているという構図が見ることができる。 
日本は 1960 年代に高度経済成長を経験し労働力不足を主婦の労働市場への積極活用で補った

が、多くがパートタイム労働者だった。（関西女の労働問題研究会・竹中恵美子ゼミ編集委員会

編、『竹中恵美子が語る労働とジェンダー』ドメス出版、2004 年、p38 より引用） 
宇仁宏幸氏は、女性がパートから逃れられなかった理由として、産業機械・ME（マイクロエレ

クトロニクス）の技術革新が、人の手で行う生産労働を単純反復労働へ変えたことを挙げている。

特に知識も勤労経験も豊富でないことが多いシングルマザーは、その熟練性も知識も必要としな

い単純労働・賃金労働にしか従事できなかったという。（竹中恵美子編『労働とジェンダー』明

石書店 2001 年 宇仁宏幸執筆部分 第 2 章「日本経済の不安定化とジェンダー構造」、p58
より引用）一般に性別分業が大きい場合、男女間賃金格差も大きくなる。例えば育児休業制度は

男性も女性も取得できる様になっているが、実際男性の取得率は 0.44％に過ぎない。理由は、

男女の賃金格差が大きいため、賃金の安い方が休暇をとるほうが家計上合理的だからである。

（関西女の労働問題研究会・竹中恵美子ゼミ編集委員会編、『竹中恵美子が語る労働とジェンダ

ー』ドメス出版、2004 年、p38 より引用）日本の男女間賃金平均格差は非常に大きく、男性を

1 とした場合女性は 0.63 で、他の先進国が 0.80 以上でアメリカが 0.97 と小さいことに比べ大

きく異なる。また助成の就業形態格差においてもフルタイム労働者を 1 とした場合パートタイ

ム労働者が 0.9 と差が小さいのに対し、日本では 0.6 と大きい。(久場嬉子編、『第 1 巻 経済学

とジェンダー』明石書店、2002 年、第 7 章 石塚浩美筆『「女性労働政策効果」はどのように

変わったか』p200、201 引用) 
 
また日本における労働力の女性化傾向の特質として、竹中氏は３つ挙げる。 
①日本の女性労働力参加率折れ線グラフが M 字曲線型であること。M 字曲線に関しては第一章

で記した通りだが、先進国一般は逆 U 字型の曲線を描く。M 字になる企業側の言い分としては、

「企業にとって女性正規雇用は予想勤続年数の不確実性が大きく、育児休業を保障し、育児負担

も負う可能性が高いにもかかわらず、男性社員との均等処遇を義務付けられているため、雇用に

当たっての潜在コストへの負担感は大きい」などがある。 
（「企業の言い分」データのみ、平成 17 年 6 月経済産業省『男女共同参画に関する調査』

http://www.meti.go.jp/press/20050622003/20050622003.html）このように、例えば勤続年数と

いう統計数字を判断基準とし、男性と女性の勤続年数に格差があれば不確定要素の高い女性より

も男性を雇うことになる、という理論を「統計的差別仮説」という。 
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②日本ではパート労働は不安定雇用であり、正規雇用者との法的な検討待遇が保障されていな

い。パートタイマーの実態調査によると６割のパートが不安定である有期雇用であることが分か

った。給与で見た日本の女性フルタイム労働者：パートタイム労働者は 100：57 である。（この

データのみ、竹中恵美子編『労働とジェンダー』明石書店 2001 年 宇仁宏幸執筆部分 第 2
章「日本経済の不安定化とジェンダー構造」、p60 引用） 
③男女間の賃金格差が縮まっていないこと。細かいデータについては上記の通りとする。 
（以上、関西女の労働問題研究会・竹中恵美子ゼミ編集委員会編、『竹中恵美子が語る労働とジェ

ンダー』ドメス出版、2004 年、p54、38、55、83、57 より引用） 
 
木本喜美子氏（2003 年）は、ケーススタディを通して現在日本企業の組織内における職務分離

が企業の効率性を下げていることを指摘する。先進的に女性政策を打ち出した百貨店 A 社でも、

職務分配において「将来管理職の男性は管理、女性は販売」となっており明白な男性に対する特

別なカリキュラムが新入社員段階から課される。また女性社員の抱える困難として職務に「飽き」

がくる単純作業である点が指摘され、組織のジェンダー体系が女性の昇進意欲の低迷につながっ

ていると分析している。総合スーパーX 社では職場間の男女比率がジェンダー別に偏った配置に

なっていてこれまた昇進意欲の阻害になっているとの報告がなされる。（木本喜美子著『女性労

働とマネジメント』勁草書房、2003 年） 
 
以上のように、日本の職場に根強く残るジェンダー問題により女性の賃金は低く抑えられ、また

不安定かつ不平等な職務形態の下で働かされていることが分かる。 

第2節 世界から見た日本の現状 
1980 年国連の「女性差別撤廃条約」で性別分業の解体が唱えられた。これは従来家族責任がも

っぱら女性にあり「稼ぎ手成人男性」が労働者基準モデルだった構造を、家族責任が両性にある

という立場を取る様にした。結果、世帯単位の考え方を個人単位へ変え、世界中の政策の流れを

大きく変えるきっかけとなった。国連は PW（Paid Work-有償労働）と家事・育児・介護など

の UW(Unpaid work-無償労働)を男女フェアに担い、「女性政策の主流化」の重要性を唱えた。

「女性政策の主流化」とは、あらゆる政策を性に中立な制度・政策に組替えていくことである。 
「機会の平等」（女性に雇用面で男性と同じチャンスを与えること）から出発した世界の男女雇用

平等政策は、1990 年代に入り「機会の平等」から「結果の（実質的）平等」へと進んだ。なぜ

ならば、機会の平等には、意図的な間接差別（直接性を名指しした差別ではないが、一見中立な

基準が一方の性を排除する結果を生む場合）の手段となりうることが懸念されたからだ。「機会

の平等の基準」というものが「ケア（Ex.育児）をしない男性（Careless man）」が基準になっ

ている、というのだ。つまり、深夜業を自由にできる男性基準で女性の保護規定（Ex.出産保護）

をなくせば、その「基準」で働けない女性は仕事を辞めざるを得なくなる、ということである。

その意味で「結果の平等」というものは、男性が現在十分に担っていないケア（家事・育児・介

護）の部分にまで至る、「実質的な平等」のことを意味する。 
EU 諸国は間接差別の禁止をメインとする政策（結果の平等）を次々に出したのに対し、日本の

政策は「機会の平等」に固執した。９９年に施行された「男女雇用均等改正法」でも若干の雇用

の平等を約束はしたものの結局「結果の平等」にはつながらなかった。日本の男女平等雇用政策

は、実質的に平等である世界の男女雇用平等政策と大きなギャップがあるのだ。このことに関し

て日本政府は 2003 年 CEDAW（国連の女性差別撤廃委員会）に次のように指摘された：「日本

の男女雇用機会均等法は、間接的差別の定義を明記しておらず、国内法に盛り込むべきだ」（以

上、関西女の労働問題研究会・竹中恵美子ゼミ編集委員会編、『竹中恵美子が語る労働とジェン

ダー』ドメス出版、2004 年、p172～175、178～179、185 より引用） 
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以上からは、ジェンダー問題における女性雇用の２つの根強い不平等（低賃金と不安定性）が見

てとれる。ここに出産後のことを考慮に入れる。不安定性と不平等が元で、育児に時間を割き過

ぎたため立場が悪くなり職を失うことがもしあったとしても、配偶者のいる女性の場合 悪配偶

者の収入に頼ることが可能だ。しかしシングルマザーの場合、仕事を失うことは死活問題になる。

配偶者に頼ることなく生計、子育て、老後の貯蓄を賄わなければいけない。むろん上記のような

不平等がある限りシングルマザーの収入は低いままであるので、彼女たちは職の掛け持ち・労働

時間の延長を選ぶことになる。その時に子どもを「気がねなく」預けられる空間の整備が必要だ

と我々は考えたのである。 
 
家事労働の社会化の形として竹中（2004）は市民の「互助型社会化」をあげる。「企業化にも問

題があり、公的社会化についても質・量的に限界がある中で、「共同化」によってより良い保育

を作り出そうとする公・共・私が共にケアを補うもの」のことだがこれはまさに我がシングル保

育園が目ざす形なのである。（以上、関西女の労働問題研究会・竹中恵美子ゼミ編集委員会編、

『竹中恵美子が語る労働とジェンダー』ドメス出版、2004 年、p45 より引用） 
また、経済産業省（2005 年）も、女性労働者の予想勤続年数の不確実性、企業の人員計画の不

確実性を低下させるための方策の 1 つとして保育サービスの質・量的充実の必要性を明記して

いる。（平成 17 年 6 月経済産業省『男女共同参画に関する調査』 
http://www.meti.go.jp/press/20050622003/20050622003.html）パート率が高いため労働時間も

少なく、収入が低いシングルマザーがより多く稼ぐには労働時間の延長・仕事の掛け持ち等が必

要となる。標準労働への障害となるケア労働（特に保育園の充実）へのインフラ整備が必要不可

欠であることが分かる。 
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第3章 シングルマザーの現状 

 

第1節 経済的困難な現実 
 

現在、政府による母子世帯への経済的支援の主なものに、母子福祉資金貸付金や児童扶養手当

がある。児童扶養手当についていうと、平成１４年までの制度では、母と子ども１人の母子世帯

を例にとると、年収が２０４．８万円未満の場合は、全部支給の４２，３７０円（月額）が支給

されていた。また、年収が２０４．８万円以上で３００万円未満の場合は、一部支給額の２８，

３５０円（月額）が支給されていた。しかし、この制度は平成１４年８月に改正された。まず、

所得の限度額は、先ほどの母と子ども１人の母子世帯を例にとると、年収が１３０万円（「所得」

で、５７万円）未満の場合は、全部支給額が支給され、年収が１３０万円以上で３６５万円未満

（「所得」で、５７万円以上で２３０万円未満）の場合には、一部支給額が支給される。また、支

給額（月額）は、全部支給はこれまでと同じ４２，３７０円だが、一部支給は、所得に応じて、

４２，３６０円から１０，０００円までの１０円きざみの額となった。この改正により、児童扶

養手当の受取額が減少した母子世帯もあり、この改正に反対するシングルマザーも少なくない。 
現在の政府の方針が、給付支援から自立を促すための支援へと移行していることがこの減額の

背景に見られる。シングルマザーの就職を促すことにより、経済的に自立してもらおうという考

えである。現行の施策としては、シングルマザーの就職支援のための母子世帯等就業・自立支援

センターの設置や、職業能力開発のための公共職業訓練の実施などが挙げられる。 

第2節 不十分な保育所サービス 
 

しかし、実際にシングルマザーがこれらの制度を利用して社会進出しようとした際に、子供の

存在がおおきな障害となる。そこで必要となってくるのが保育所である。保育所には、広さや設

備、職員の数や資格、保育内容について、国が設けた 低基準をクリアして認可された認可保育

所と、それ以外の認可外保育所がある。認可保育所には、公立と私立がある。公立は、市区町村

直営なので施設が立派なところが多い。職員は公務員である。市区町村内で人事異動があるので、

園による違いが少ない。労働条件がよくベテランの保育士が多いのも特徴として挙げられる。私

立は、設備・人手などハード面の基準は公立と同じだが、保育内容は園長先生のカラーで個性が

あり差が大きい。延長保育の実施率も高く、平均して日常的にもいろんな面で融通が利きやすい。 
政府は、保育所の不足から保育所に入れずにいる待機児童を減少させるため、現在「待機児童

ゼロ作戦」により、保育所の増設をはかっている。平成 15 年から平成 16 年にかけては、保育

所施設数が１３５ヶ所増加し、定員数が３７，７５０人増加した。保育所施設数と定員数を、公

立・私立別で見ると、平成 16 年度では、公立保育所数が１２，３５６、私立保育所数が１０，

１３４、公立の定員数が 1，１００，１８３人、私立が９２７，８６２人である。しかし、これ

らは十分な数字であるとは言えない。なぜなら平成１５年から平成１６年にかけて、保育所利用
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児童数も４６，３３８人増加しているからである。平成１６年の公立保育所の利用児童数が１，

００２，０４１人、私立が９６４，８８８人である。待機児童数も、依然、全国で２４，２４５

人と多い。待機児童数を年齢別でみると、平成１６年では、０～２歳の低年齢児が１６，４４６

人全体の６７．８％を占め、高い数字となっている。その中でも、０歳児が２，４１７人で１０．

０％、１・２歳児が１４，０２９人で５７．９％と、１・２歳児の待機児童数が特に多い。３歳

以上児は７，７９９人で３２．２％となっている。待機児童がいる市区町村数は４２６で、全市

区町村の１３．６％である。待機児童数が５０人以上の市区町村は９５ある。５００人以上の待

機児童がいる市は５市で、横浜市、大阪市、堺市、川崎市、神戸市であり、いずれも大都市であ

る。都市部の待機児童として、首都圏（埼玉・東京・神奈川）、近畿圏(大阪・兵庫)の５都府県

（政令指定都市・中核市含む）及びその他の政令指定都市・中核市の合計を見ると１８，４５８

人となり、全待機児童の７６．１％を占める。（データ出典「平成 16 年 厚生労働省 保育所

の状況（平成 15 年 4 月１日）等について」 
＜http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/09/tp0903-2.html#top＞） 
低年齢児の待機児童数は多いが、０歳児保育はまだ全保育所で行っているわけではない。また、

保育所の開所時間についてだが、１１時間が標準であり、それ以上は延長保育とされている。延

長保育の実施率は低く、全体の３割程度である。また、０歳児の延長保育を不可としている保育

所もある。延長保育には枠があり、希望者が多いと枠に入れないこともある。延長保育や休日保

育などのサービスは、私立保育所では普及してきているものの、公立保育所ではまだまだ取り組

みが遅れている。入所時期は各保育所とも毎月初日入所と公開しているものの、実際は 4 月入

学がほとんどであり、受け付けてはいるが入所に定員が不足しているなどの状況を除いて 4 月

以降は入所確率が極端に減ってしまう。つまり、入所したくても、4 月を待たねばならない状況

なのだ。また、母子世帯優先入所は実施されているが、現実的には受入数も少なく不十分なとこ

ろが多い。たとえば、親の勤め先がはっきりしていなければ入所を断るケースも多々見受けられ

る。 
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第4章  雇用者とシングルマザー 

第1節 世界で進む女性の社会進出 
 

政府による福祉政策が充実している北欧の例を取り上げる。その理由は、わが国の姿と位置を

国際比較という“鏡”に映し出して明らかにしていく作業が必要だからである。 
公的援助に対する各国のシングルマザーの要望としては，「労働条件の改善」「養育費について」「保

育」が共通する３大課題である。 

スウェーデン、フィンランドでは男女フルタイムで働けるような政策を打ち出すことによって女性の社会

進出を支援してきた。 
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スウェーデンにおいては，パートタイム労働者とフルタイム労働者には，労働時間の長短という相違し

かなく，いずれも正規雇用者であり，社会保障制度に関する権利もフルタイム労働者と同じである。賃金

についても，仕事の内容が同じであれば，基本的に時間当たり賃金は同水準である。正社員の身分の

まま，パートタイム労働とフルタイム労働の相互転換も可能である。 
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このような政策を可能にしたのが充実した保育制度である。スウェーデンでは1980年代前半から中盤

にかけて児童手当の引き上げ、保育サービスの権利保障などがなされており、1990 年代後半には保育

サービスの法的な義務付けが行われている。フィンランドでは 1980 年代後半では自宅育児手当の導入

や保育サービスの十分な供給がなされており、1990 年代後半では民間保育の利用について補助金の

支給が開始されている。また地方当局はデイケアサービスを必要とするすべての家族にサービスを提供

する責任がある。 

それらの施策によりスウェーデン・フィンランドともに、子どもをもつ母親が働きながら育児をすることで

きている。 

それに対して日本では関連制度の成立が比較的遅く、また子育ては家庭で行うという価値観が根強

く保育施設の整備の遅れが見られる。 
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第2節 雇用者から見たシングルマザー 
 
  

シングルマザーの社会進出を促すために一番重要なのは、実際彼女たちを雇用する企業の体制

である。そう考えた私たちは実際今の企業が女性雇用をどのようにとらえているのかを知るべ

く、アンケート調査を行った。まず、対象は新卒採用を行っているリクルートナビに登録してい

る一般企業である。業種は偏りがないように情報処理、通信、食品、サービス、商社、百貨店、

マスコミ等といった、すべての業種の企業にアンケートを行った。また、質問事項としては１、

現在の女性従業員の割合 ２、現在の女性従業員の採用の方向性 ３、現在の女性従業員に対す

る優遇策の有無（育児休暇等）を行っているか ４、私たちの提言する保育園が普及された場合

における女性社員の採用の方向性サポートということについてアンケートを行った。４で記して

いる私たちの考える保育園の条件としては以下の三点である。１、シングルマザーの優先入所 

２、２４時間保育体制 ３、フレキシブル登録制（年間いつでも入園できるシステム）。 
 この結果、下に記すような回答を得た。まず、質問１の回答としては、現在の女性従業員の割

合が２０％未満という回答が６５％と半数以上をしめ、極端に少ないのが顕著に表れている。内

閣府推進のチャレンジ支援策によると、女性の管理職員を３０％まで引き上げることが目標にあ

げられている。半数以上が２０％未満の女性従業員しか雇用できない状態で、果たして政府の目

標は達成できるのであろうか。また、質問２の今後の女性従業員の採用に対する方向性としては、

約８０％の企業が今と変わらないと回答している。これは企業側での独自のサポートに行き詰ま

りが生じているが故の回答ではないだろうか。そして、質問３の現在の女性従業員に対する優遇

策の有無に対しては、比較的優遇している企業もわずか２９％に止まっている。そして質問４の

私たちが提言する保育園が導入された場合の女性雇用の方向性として、わからないと回答した企

業が５７％を占めたものの、約半数の４３％の企業が積極的採用が増加すると答えた。この結果、

私たちの考える保育園体制が企業にとってもメリットであり、また非常にニーズに沿ったもので

あると考えることができる。 
 
 
質問 1 女性従業員を確保するために、何か特別な優遇策（育児託児所の社内完備、育児休暇制度、

フレックスタイム制度等）を実施していますか。 

① まったくしていない                   １ 

② 特別のとき以外はしていない             ２ 
③ 普通                  ６ 
④ 比較的優遇している           ４ 
⑤ 大いに優遇している           １ 
 
質問 2 社会進出を目指すシングルマザーにとって一番の障壁となるのは育児です。私たちが提

言するシングルマザーをサポートする保育園が整備されれば、シングルマザーの採用が現在と比

べ、積極的に行えると思いますか。 
①そう思う   ６ 
②そう思わない   ０ 
③分からない   ８ 
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質問３今後の女性従業員の採用に対する方向性についてどうお考えですか。 
①積極的に採用する方針はない   ０ 
②これまでと同じ   １２ 
③積極的に採用   ２ 
 
質問４現在、女性従業員の割合は、どのくらいですか。 
①5％以下   1 
②5-10％以下   4 
③10-20％以下   4 
④30-50％   3 
⑤50％以上   2 
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第5章 政策提言 

第1節 シングルサポート保育所設立 
 

そこで私たちはシングルマザーのニーズに直結した保育所設立を提言する。それがシングルマ

ザーによるシングルマザーのための保育所「シングルサポート保育所」である。そして以下のよ

うなサポート体制の導入を提言する。まず、フレキシブル登録制を採用することだ。つまり、入

所時期を四月と限定するのではなく、シングルマザーの就職に合わせて、いつでも子どもを入所

させることができる、ということだ。次に、24 時間保育制を採り入れ、正社員雇用の場合特に

負担になりやすい、残業や出張の際に安心して子どもを預けることができるようにする。また、

保育士を目指すシングルマザーの為に、準保育士雇用制を採り入れる。つまり、公認保育士のア

シスタントとして雇用し、保育士資格の取得に必要な実務経験の取得をこの保育所で行えるよう

にするのだ。また、保育所内でのシングルマザー同志の情報交換の場を提供し、現在ネット上な

ど公に触れにくい所に集中しがちな彼女達の意見交換の場をよりオープンな場所に作る、という

わけである。そして、カウンセラーによる相談会なども随時行い、彼女達の社会進出のサポート、

育児サポートをこの保育所で同時に行う。 
 シングルサポート保育所の利用対象は、勿論母子世帯でない母親も利用可能であるが、シン

グルマザーが優先的に利用できる形を採りたいと考える。また、設立基準は核家族化の進む待機

児童の多い都市部を中心に、各都道府県にある既存の公立保育所の中より、シングルサポート保

育園を選定する。また、この保育所は公立認可保育所であるが、将来的には官から民へ委託し、

地域に密着した民間の保育所にしたいと考えている。 
 

第2節 その経済波及効果と必要性 
 

このように今までシングルマザーが働く上で一番負担になっていた育児を、この保育所が広く

バックアップすることで、頼るパートナーのいない彼女達が安心して仕事に打ち込み社会進出を

目指すことができる。またこの保育所に子どもを預けながら、自分自身のスキルアップの為に保

育士資格取得を目指した実務経験もつむことができる。そして今まで対外的にあまり表立って行

うことできなかったシングルマザー同志のコミュニティ形成、カウンセリングシステムの導入に

より、社会の端にいる彼女達が前を向いて一般女性と肩を並べ社会進出をしていくのだ。 
このような保育所サービスを充実させた保育所を設立することで、企業がシングルマザーを雇

用する上で一番問題となる「女性に社員に対する育児サポート」の負担をシングルサポート保育

所が軽減し、シングルマザーや一般女性の積極採用を促すことができる。経済成長と安定の続く

国の多くが女性の社会進出が進んでいる。よってこのような保育所設立が日本の経済成長へ導く

一つの手段になるに違いないのだ。 
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またこの保育所設立は現在の政府政策の方向性から考えても非常に現実的なものである。平成

17 年 6 月の経済産業省の調査によると、女性労働者の不確実性、企業の人員計画の不確実性を

低下させるための方策の一つとしては、保育サービスの充実を挙げている。仕事を継続したい労

働者が保育所不足のために継続をあきらめることが無いようにするために、自治体の運営する保

育所の質・量の充実を引き続き図ることは大変重要である。それと同時に昨今整備が進められて

いる企業内保育所に対する公的支援も含め、子どもを持つ女性の勤務形態に応じた支援策を充実

させていくべきだ、ということだ。このような政府の方向性からも、私たちが提言するシングル

サポート保育所の設立は現在の日本社会に必要なものと考えられる。 
私たち野村ゼミは、女性のライフスタイルの多様化に伴って必要とされる対策、制度改革を

とっていくべきだと考える。シングルマザーへの「自立支援」つまり育児と仕事の両立を支援

することで今後の日本経済が活性化し、より住みやすい社会になるだろう。 
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