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女性たちの「見えない」貧困問題 

安東 美紗貴 

 

はじめに 

 

 日本には貧困が存在し、拡大し続けている。 

 貧困問題が深刻化している背景には、一生懸命働いているにも関わらず、食べていけない「ワ

ーキングプア」の増大がある。労働市場の規制緩和によって、日本の労働市場は大きく変化し、

非正規労働者が増大した。非正規労働者は低賃金で不安定な雇用業態であり、貧困に陥るリスク

が極めて高い。中でも、非正規労働者に占める女性の割合は極めて高く、女性が貧困に陥る要因

となっている。女性は、個人で生計を立てることができるか、安定した収入のある夫に養っても

らえない限り、貧困状態を継続・固定化しやすい傾向がある。 

 女性の貧困は、結婚という 終手段や、女性自身が声を押し殺していることで、社会の表面上

に表れにくいものとなっている。女性にとって、ずっと「当たり前」だった低賃金の労働が、一

度男性に降りかかると、問題があるとして社会は注目する。ところが、女性の貧困は長期に渡り、

貧困問題の存在を不可視化されてきた。 

 本論文では、日本の貧困の現状を把握し、その中でも、社会問題として表面化しにくく、「見

えない」貧困である、女性の貧困の現状と課題について見ていく。女性の置かれている環境や、

女性を取り巻く諸制度について触れながら、貧困状態にある女性を救済するための対策や、貧困

を未然に防ぐための対策について考察していく。 

 

第 1 節 格差の拡大と貧困の「固定化」 

 

1.1 貧困の定義 

 

 どのような状態を「貧困」とし、どのような人を「貧困者」とするかは、国や社会によって異

なる。それは、生活必需品などの価格に世界各地で大きな違いが見られるためである1。社会が

手を差し伸べるべき状態と、個人や家族が努力すべき状態の境界はどこにあるのだろうか2。貧

困の概念には、「絶対的貧困」と「相対的貧困」の 2 つがあり、それぞれに長所と短所が存在す

る。 

 

絶対的貧困 

 貧困は、 も基本的なレベルで完全な欠乏状態、すなわち、絶対的貧困（absolute poverty）と

                                                           
1 ボードイン（2009）p.14. 
2 岩田（2007）p.32. 
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することが可能であり、それは食料や水、適切な衣類や住宅などの人間の生存に必要な基本的要

素が欠如している状態を指す。アメリカでは、「オーシャンスキー・スケール」（1963 年にこれ

を定めた社会保障庁のエコノミストであるモリー・オーシャンスキーの名を冠した）を用いて貧

困ライン（poverty line）を規定している3。この生存の費用は、まさに生存のための「 小限度」

の費用であって、必要カロリーを満たす食品もワークハウスの献立を参考にするなど、かなり厳

しい内容を持っていた。貧困の境界を生存費用から考えようとするのは、社会を構成するメンバ

ーとしての人間生活には当てはまらない4。 

 絶対的貧困という概念は、世界中の貧しい人々の置かれた状況を把握しきれておらず、貧困者

の苦境を見落としてしまいがちである。そういった意味では、絶対的貧困の概念は「狭い定義」

であるといえる5。 

 

相対的貧困 

 一方で、イギリスの貧困学者であるピーター・タウンゼントは、人間生活とは、「肉体の維持

によるものだけでなく、社会における生活様式や慣習によっても支えられている」と考えた6。

相対的貧困（relative poverty）は、温水や冷却水の有無などの生活水準や、保健医療へのアクセ

ス、可処分所得などに焦点を当てながら、それらを「 低限」の水準から「平均レベル」の水準

へと焦点をシフトさせたものである7。 

 相対的貧困を規定する主な要素は所得であるが、そこに衛生状態や医療施設、居住などに関す

る統計を含めており、個人の可処分所得を全国平均と関連付けることで、貧困状態にあるかを決

定する。しかし、世帯という所得の評価をすると、貧困に苦しむ女性や子どもの数を過小評価す

る危険性があり、大家族では所得が広範に配分されることで、貧しくなる傾向がある。そのため、

家族内の所得配分が平等でない場合も考えられる。貧困は、所得という尺度が明らかにするより

もずっと複雑なものであるといえる8。とはいえ、生存費用としての貧困の境界は、抽象的なも

のに過ぎないことを示した点で相対的貧困の考え方は大きな意味を持っている9。 

 

 日本ではほとんどの場合、貧困を測る指標として、相対的貧困率や生活保護基準を用いている

10。前者は、人が社会の中で恥ずることなく生活するため、社会全体の生活水準の中で相対的に、

ある一定レベルの生活水準を必要とする、「相対的貧困」の概念を算式化したものである。しか

し、この算定方式では、社会全体の生活水準が上がると、貧困ラインも同様にして上昇すること

になる。加えて、国際比較においては、所得分布の異なる国に異なる貧困ラインが用いられるこ

                                                           
3 ボードイン（2009）p.15. 
4 岩田（2007）pp.39-40. 
5 ボードイン（2009）p.16. 
6 岩田（2007）p.40. 
7 ボードイン（2009）p.17. 
8 ボードイン（2009）pp.18-19. 
9 岩田（2007）p.44. 
10 岩田（2007）p.48. 
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とになるため、相対的貧困は「貧困」ではなく、「不平等」を表すものであるという批判も多い。

後者の生活保護基準は、 低生活費として行政によって定められた基準であり、公式の貧困ライ

ンに も近い概念であるといえる。「生活するためのギリギリの水準」を基準としているが、所

得がこれ以下である世帯がすべて困窮状態にあるというわけではなく、貧困ライン以下の所得で

あっても生活できる人もいる。しかし、その生活は決して豊かなものではない11。 

 

1.2 貧困ライン以下の人々 

 

 貧困の大きさや増減は、何を貧困ラインとするかによって異なる。それだけではなく、利用す

るデータの違いによっても、その結果は大きく異なる12。 

 日本では、貧困の対策として、生活保護制度を利用している13。生活保護制度を利用する世帯

数と人員数の推移をグラフに表したのが図 1 である。 

  

図 1 生活保護 被保護世帯数・被保護人員数の推移（1955～2011 年度） 

 

（出所）国立社会保障・人口問題研究所『被保護実世帯数・保護率の年次推移』より作成。 

 

これを見ると、被保護世帯数の増加は、戦後の歴史の中でも変化が大きいことが分かる。日本

の生活保護制度は、収入額の他にも多くの要件を設け、違法な制度運用を含めて受給を著しく制

限している。そのため、本当に生活保護が必要な世帯の大多数は受給できず、貧困状態のまま放

置されている14。生活保護受給世帯の増加は、経済状態の悪化を示すと共に、その何倍もの貧困

                                                           
11 阿部（2005）pp.1-2. 
12 岩田（2007）p.70. 
13 岩田（2007）p.48. 
14 後藤（2012）p.20. 
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層の増加を示唆している15。 

 

生活保護制度 

 安全網からもれる人が増えている中で、生活保護を受給するには、極めて高いハードルが設け

られている16。生活保護制度は、生活困窮者に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、

「健康で文化的な生活」を保障すると共に、自立を助長することを目的として設けられた制度で

ある17。 

 生活保護による扶助は、以下の 8 つである。決まって支出する生活費に対応する（1）生活扶

助と（2）住宅扶助、子どもがいる場合は、それに加えて（3）教育扶助によって支えられる。さ

らに、（4）医療扶助や（5）出産扶助、（6）生業扶助、（7）葬祭扶助、（8）介護扶助は、それぞ

れ必要なときに加えられる。医療扶助や介護扶助の場合は、その費用は病院などのサービスの供

給者に支払われ、利用者の直接の生活費にはならない18。それぞれの扶助についての概要につい

てまとめたものが表 1 である。 

 

表 1 生活保護制度の保護の種類と内容 

 

扶助の種類 生活を営む上で生じる費用 支給内容 

生活扶助 日常生活に必要な費用 

（食費・被服費・光熱費等） 

基準額は、 

（1）食費等の個人的費用 

（2）光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出

特定の世帯には加算がある（母子加算等） 

住宅扶助 アパート等の家賃 定められた範囲内で実費を支給 

教育扶助 義務教育を受けるために必要な学用品費 定められた基準額を支給 

医療扶助 医療サービスの費用 
費用は直接医療機関へ支払 

（本人負担なし） 

介護扶助 介護サービスの費用 
費用は直接介護事業者へ支払 

（本人負担なし） 

出産扶助 出産費用 定められた範囲内で実費を支給 

生業扶助 就労に必要な技能の修得等にかかる費用 定められた範囲内で実費を支給 

葬祭扶助 葬祭費用 定められた範囲内で実費を支給 

（出所）厚生労働省『生活保護制度』より作成。 

                                                           
15 後藤（2012）p.20. 
16 大沢（2010）p.14. 
17 厚生労働省「生活保護制度」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html 
18 岩田（2007）pp.51-52. 
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 生活保護受給率が増加している一方で、現状では生活保護制度が真にその目的や役割を果たし

ているとは言い難い。生活保護制度自体を知らない人や、仮に制度の存在を知っていたとしても、

受けられるとも、受けたいとも思わない人が存在している。加えて、本当に生活困窮に陥り、自

治体の窓口を訪れたにも関わらず、働く能力があるという判断を下され、申請させてすらもらえ

ない「水際作戦」も横行している19。 

 

1.3 社会保障の綻び 

 

 「 後のセーフティネット」と呼ばれる生活保護制度は、いかに低収入であったとしても、働

ける能力があったり、資産を保持していたりすると、受給が困難であった。1990 年代の長期不

況以降、正規労働者から非正規労働者への雇用代替が進行しており、いわゆる「ワーキングプア」

と呼ばれる人々が生まれた20。非正規労働者とは、「期間の定めのある短期の契約で雇用される

労働者」であり、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員といった雇用形態で働く人々を指す

21。このような人々は、働く能力があるために生活保護制度を利用することはできない。日本の

貧困問題の深刻化が進行している要因はそこにあり、一生懸命働いているにも関わらず、貧困状

態にある人々に対する排除が問題となっている。 

 1990 年代以降に進行した労働の非正規化により、非正規労働者の数が著しく増加した。総務

省統計局「労働力調査」によると、2011 年時点での雇用者は 3185 万人（うち男性 2200 万人、

女性 985 万人）であり、女性の雇用者の割合は全体で約 30.9%となっている。年齢別では女性の

労働力率は上昇傾向にあるが、「25～29 歳」（77.2%）と「45～49 歳」（75.7%）を左右のピーク

とし、「35～39 歳」を底とする、「M 字型カーブ」を描いている。一方で、非正規雇用における

労働者は、1733 万人（うち男性 545 万人、女性は 1188 万人）であり、正規労働に比べ、非正規

労働で働く女性の割合は、約 1.2 倍に上っている。「非正規労働」という働き方をしている女性

の割合は高い。そして、それは、女性が貧困に陥る要因となっている。加えて、さらに深刻な問

題となっているのが、非正規労働を行っている人が世帯主であるケースが存在することである。

世帯主が女性の割合は、90%を超えており、そのほとんどが母子世帯にあたる22。母子世帯の生

活困難は、日本の労働市場の酷さと社会保障の脆弱さの典型的産物である。1 人親が自分の生活

はもちろんのこと、安心して十分な子育てができる社会保障制度を確立していく必要がある。そ

れを実現することができれば、他の世帯の人々にとっての生活保障にもなるのである23。 

 

 

 

                                                           
19 湯浅（2010）pp.29-31. 
20 湯浅（2010）p.21. 
21 湯浅（2010）p.21. 
22 後藤（2012）p.22. 
23 後藤（2012）p.27. 
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1.4 相対的貧困率から見る日本の貧困 

 

 非正規労働者の増大と共に、貧困は 1990 年代末以降、持続的に大きく拡大している24。 

 図 2 は、厚生労働省が 3 年毎に公表している「国民生活基礎調査」の概況である。これを見る

と、1985 年の調査以降、若干の上がり下がりはあるものの、全体的に右肩上がりに推移してい

ることが分かる。2009 年の日本の相対的貧困率は、2006 年に行われた調査の結果に比べ、0.3

ポイント悪化の 16.0%となり、過去 悪の数値となっている。 

 相対的貧困率とは、等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した

所得）の中央値の半分に満たない世帯員の割合を算出したものである25。 

 

図 2 相対的貧困率の推移（1985～2009 年度） 

 

（出所）厚生労働省『2010 年国民生活基礎調査の概況』より作成。 

 

 これまでの日本には、「格差社会論」はあっても、本格的な「貧困論」は、ほとんど展開され

てこなかった26。しかし、2006 年の NHK による特集番組「ワーキングプア」の放映や、2008 年

の「年越し派遣村」の出現によって、「高齢や病気、障がいなどで働けない人や、怠けて働かな

い人だけに貧困が見られる」という感覚を多くの人が持っていた社会において、真面目に働いて

いるにも関わらず、なお貧しい人が存在するということに世間が驚いた27。「働いているにも関

                                                           
24 後藤（2012）p.20. 
25 厚生労働省「相対的貧困率」 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/dl/h1020-3a.pdf 
26 岩田（2007）p.24. 
27 岩田（2007）p.17. 
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わらず、貧しい人々」を指す、「ワーキングプア」は、もともとはアメリカで生まれた言葉であ

る。日本では、「働く貧困層」と呼ばれることもある。ワーキングプア層を構成するのは、派遣

労働者などの非正規労働者である。 

 日本において、非正規労働者を見る目は、決して温かいものではなく、不安定な就業形態であ

るということを知りながら、あえてこのような雇用形態を選択したのであるから、その責任は自

分で取るべきだ、という、「自己責任論」が横行している28。誰にも頼れない状態の放置をその

まま正当化するのが自己責任論だが、自己責任論を主張する人々も、自分一人で生きてきたわけ

ではないだろう29。ところが、これまでの日本には「働く気」さえあれば、働く場所はどこにで

もあるという考え方が存在していたため、働く気があるにも関わらず、働く場所がなかったり、

働いてもなお、貧しかったりするという状態を想像することは難しく、ワーキングプアの出現は、

人々にとって驚きとなって現れた30。しかし、実際には、働いても貧しい人は昔から存在してい

た。 

 貧困の「発見」という面から見れば、社会政策研究の中で貧困を科学的に測定しようという試

みは、早くは 19 世紀半ばから行われていた31。しかし、21 世紀を迎えてなお、日本には公式の

「貧困ライン32」が存在していない33。そればかりか、日本政府は貧困問題と向き合おうとして

こなかった34。そのため、貧困問題は深刻化した状態で浮き彫りになってしまった。日本では、

本人の責任として片付けるにはあまりにも多様な人々が貧困に陥っている。このことは、現代の

日本社会に人々が貧困に陥る要因があるのではないかという疑念を生じさせる35。貧困を「自己

責任」とし、問題から目を背けることは容易であるが、貧困を社会問題として捉え、解決してい

くためには、日本社会が貧困問題を真摯に受け止める必要がある。 

 

第 2 節 女性の貧困から見えてくるもの 

 

2.1 隠されてきた女性の貧困 

 

 日本では、個人で生計を立てられるだけの賃金を得ることができるか、あるいは、安定した収

入のある男性に扶養されていなければ、女性は総じて貧困である36。内閣府男女共同参画局の報

告によると、ほとんどの年齢層において、男性よりも女性の貧困率が高く、その差は高齢期にな

るとさらに拡大する傾向にある37。 

                                                           
28 大沢（2010）p.13. 
29 湯浅（2008）p.16. 
30 岩田（2007）p.17. 
31 阿部（2005）p.1. 
32 貧困と貧困ではない状態を分かつ境界。 
33 湯浅（2008）p.99. 
34 湯浅（2008）p.102. 
35 湯浅（2008）p.17. 
36 赤石（2009）p.20. 
37 阿部（2010）p.134. 
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 女性は「結婚すれば食べていくことができる」、「男性（夫）に養ってもらうことができる」と

いった考え方が存在し、女性の貧困は不可視化38されてしまっている。安価な労働力として社会

に組み込まれた女性は、自身の経済的貧困から脱すべく、結婚という手段を取らざるを得ない状

況にある。しかし、経済面で男性に依存し、貧困を一時的に「不可視化」したとしても、離婚、

あるいは、死別などにより支えがなくなると、女性は再び貧困状態に陥ることになる39。 

 一方で、結婚していない女性の貧困は、「自己責任」であり、個人的な問題として矮小化され、

不可視化されることになる40。特に、女性のフリーター問題に関しては、自己責任論を掲げられ

やすい41。 

 

2.2 女性が貧困に陥る要因となりえる項目 

 

 女性が貧困に陥るリスクの項目として、職業・学歴・家族状況などの特徴が挙げられる42。 

 

男女賃金格差 

 職業に関して、働く女性の人数や割合は、長期的には増加傾向にあるが、雇用が不安定である

ことに加え、低賃金という劣悪な雇用形態で働く女性が大半を占めており、これと密接に関連し

た、男性との間にある大きな賃金格差が存在している43。厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

によると、所定給与を基にした男女の賃金比較では、2010 年で男性一般労働者給与水準を 100

としたとき、女性は 69.3 と大きな差があった。特に、実際に支払われた給与所得について、国

税庁「民間給与実態統計調査」によると、1 年を通じて勤務した給与所得者 4552 万人の 1 人当

たりの給与所得の平均は 412 万円であったが、男性が 507 万円であったのに対して、女性は 269

万円であった。男性との間にある大きな賃金格差は、依然として改善がないままである44。 

 

学歴格差がもたらす弊害 

 女性の 4 年制大学への進学率は上昇傾向が続き、2000 年度の 31.5%から 2011 年度では 45.8%

と、11 年間で約 14 ポイント上昇している。一方、短期大学への進学率は 1994 年に 24.9%でピ

ークを迎えた後に減少し、2011 年度には 10.4%となっている45。より高い学歴を目指す、「高学

歴化」の流れによって進学率は上昇してきたが、もはや高校進学率や大学進学率は「成熟期」に

突入している。その中で、大卒と非大卒間において格差が生じている46。 

 学歴格差が貧困に陥る要因となりえる理由は、以下の 3 点である。1 点目は、ポスト工業化と

                                                           
38 肉眼では見ることが不可能であること。 
39 田中（2009）p.32. 
40 田中（2009）p.32. 
41 栗田（2009）p.8. 
42 岩田（2007）p.88. 
43 脇田（2012）p.60. 
44 脇田（2012）p.59. 
45 笹原（2012）p.138. 
46 岩田（2007）pp.142-143. 
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グローバリゼーションの進展である。高度な技術や知識を要する金融や情報などのサービス労働

と熟練を要しないサービス労働との二極化が進行し、学歴は、そのどちらに振り分けられるかと

いう決定要因となっている。2 点目に、かつての日本に存在していた、「日本的慣行47」が揺らぎ

始めたことがある。企業は、即戦力になる人材を求めるようになり、非正規労働者が使い捨てに

される傾向が強まっている。3 点目は、多様な技術や経験を基礎にした自営業や小経営分野の衰

退がある。こうした分野は、学歴とはあまり関係がなく、人々が技術を磨くことで安定した職業

生活が送れるような場を提供してきたが、その道が閉ざされている。このように、変化した日本

社会では、学歴格差が大きく影響するようになってきている48。 

 さらに、中卒者や未就学者、高校中退者の存在を無視することはできない。若い女性の場合、

中卒や高卒においても貧困との結びつきが強く、失業者や無職者の比率が高まり、一度貧困に陥

るとそこから抜け出すことが難しくなってしまっている49。 

 

結婚と就業 

 学歴は、中卒時の 15 歳、あるいは、高卒の 18 歳の時点で人生の有利、不利を決定付けるが、

結婚と就業の経験も女性の貧困との関連性が高い50。厚生労働省の調査によると、「大人が 2 人

以上」の世帯では、貧困率が 12.7%であるのに対し、「大人が 1 人」の世帯では、50.8%となって

いる。このことから、結婚という手段は、貧困率を下げることが可能であるといえる。一方で、

女性の社会参画が促され、「結婚しない」という生き方も「多様な生き方」の 1 つとして受け入

れられてきた。しかし、未婚であることは、貧困に陥る要因になりえる。もともと貧困であるが

ゆえに結婚できない、あるいは、結婚すると貧困に陥る可能性があるため、結婚しないというケ

ースがあるが、未婚でいることは、女性の貧困を継続させる恐れがある。 

 では、離婚はどうか。女性の場合、これについても貧困が離婚という状況を作り出す面と離婚

によって貧困が生まれる面とが存在する。多くの女性は離婚によって貧困に陥りやすい51。そし

て、中でも深刻なのが子どものいる母子世帯の貧困である。子育て期以降の女性の労働市場にお

ける地位は低く、多くの女性が非正規雇用に就く中、自身の生活と子どもを養わなくてはならな

い女性にとっては、非正規雇用による労働の収入では、不十分である52。 

 以上のように、女性をとりまく結婚、出産・育児や離婚といった状況は、女性を貧困に陥れる

要因となっている。 

 

 いずれにしても、男性との関わりの中で、賃金や学歴による格差が女性の貧困との関連性が高

いことがわかる。結婚によって、一時的に貧困から逃れることができたとしても、離婚、あるい

                                                           
47 学校から職場への移行がスムーズに行われ、企業に採用されてから後にそこで能力を身に着けていくこ

と。岩田（2007）p.143. 
48 岩田（2007）pp.143-144. 
49 岩田（2007）p.145. 
50 岩田（2007）p.146. 
51 岩田（2007）p.148. 
52 岩田（2007）p.148. 
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は、死別によって母子世帯となると、再び貧困に陥ってしまうことになるのである。 

 

2.3 間接差別の禁止 

 

 1986 年に施行された男女雇用機会均等法（正式名称、「雇用の分野における男女の均等な機会

及び待遇の確保等に関する法律」）は、1997 年の改正により、女性差別禁止規定が強化され、セ

クシャルハラスメントやポジティブ・アクションに関わる規定も同時に創設された。2007 年に

行われた改正では、性差別禁止の範囲の拡大を掲げ、従来の規定では「差別」とみなされなかっ

た「間接差別」についても禁止の対象となり、雇用分野における男女の均等な機会と待遇の確保

が図られた。 

 男女雇用機会均等法の制定がなされ、女性の職業観、就業に対する意識の変化等に伴って、女

性の職場進出・労働市場への参入は増大した。女性の就業意識の高まりを背景に、2013 年 4 月、

女性の就業率は 62.5％と過去 高の結果となった。確かに、専門職などの高所得層に進出してい

る女性も存在する。しかし、女性の大多数は女ということで、低賃金で不安定な労働条件に甘ん

じなければならなかった。 

 男女雇用機会均等法は、同一雇用管理区分内の差別を禁じただけで、異なる雇用区分であれば、

異なる処遇を行うことを認めた。つまり、間接差別53を合法化したのである54。多くの企業では、

総合職に少数の女性を採用する一方で、大多数の女性労働者を安価な労働力として位置づけたの

である55。 

非正規労働者の女性の中には、大黒柱として家計を担う女性も存在する。しかし、非正規労働

という低賃金で不安定な就業形態では、賃金が低いことから、生活を 小限に切り詰めていく必

要がある。衣・食・住に加え、子どもがいる女性は、学費の面でも支出があることから、収入と

支出のバランスが図れていない現状がある。そのため、悪循環を繰り返し、貧困から抜け出すこ

とが困難になっている。一方で、男性の正規労働者の賃金も下降傾向にあり、もはや結婚という

手段によって貧困から抜け出すことは容易ではなくなってしまっている。女性と女性を取り巻く

環境が悪化し、貧困を長期的にもたらす状態が続いているのである。 

 

2.4 母子世帯と高齢女性の貧困の深刻性 

 

 女性の貧困は、結婚によって不可視化されてきた。しかし、生き残りをかけた企業の労働の非

正規化や「規制緩和」が相まって、女性のみならず、男性にまでも非正規化が浸透し、貧困率は

高まっている。そのため、結婚しても貧困が継続されるケースや、貧困によって結婚できないと

                                                           
53 性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案

して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある差別のこと。厚生労働省「間接差別の禁止」
http://kintou.sr-nenkin.com/kansetsu/ 
54 田中（2009）p.33. 
55 田中（2009）p.33. 
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いうケースもあり、貧困から抜け出すことが困難な状況にある。 

 女性の貧困が深刻である点は、貧困が「見えない」あるいは「見えにくい」ところにある。貧

困の女性本人も、自身が「貧困である」と声を上げる機会は少なく、テレビや新聞などのメディ

アにおいても、ホームレスやワーキングプアなどの特集に女性の姿はほとんどない。女性にとっ

ては当たり前であった、派遣労働などの非正規労働が男性に降りかかり、女性の貧困は緩やかに

可視化されるようになった56。可視化されるようになった女性の貧困の中でも特に、母子世帯と

高齢女性の貧困率は高く、深刻な問題となっている。 

 図 3 は、男女別の年齢階層別相対的貧困率を表している。これを見ると、若年層と高齢層の貧

困率が極めて高いことがわかる。中でも、高齢女性の貧困率は極めて高い。65～69 歳を超える

と、貧困率は 20%を超え、深刻な状態にあることが分かる。 

 一方で、図 4 は、年代別・世帯類型別の相対的貧困を示している。図内の性別は、世帯の家計

を担う人の性別を表しているが、女性が世帯主である場合の相対的貧困率が高く、特に母子世帯

と高齢単身の女性は群を抜いており、問題の深刻性が見て取れる。 

以上のように、数値として貧困が見えているにも関わらず、貧困状態は改善されないまま放置

されてしまっている。第 3 節では、極めて深刻な状態である母子世帯と高齢女性の貧困について

詳しく見ていきたい。 

 

図 3 男女別・年齢階層別相対的貧困率（2007 年） 

 

（出所）内閣府男女共同参画局「男女共同参画社会の形成の状況」より。 

 

 

 

                                                           
56 栗田（2009）p.9. 
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図 4 年代別・世帯類型別相対的貧困率（2007 年） 

 

 

※図内の性別は世帯主の性別 

（備考） 

1. 厚生労働省「国民生活基礎調査」（2007 年）を基に、内閣府男女共同参画局「生活困難を抱え

る男女に関する検討会」阿部彩委員の特別集計より作成。 

2. 父子世帯は客体が少ないため、数値の使用に注意を要する。 

3. 母子世帯、父子世帯の子ども（20 歳未満）は男女別ではなく、男女合計値。 

4. 高齢者のみ世帯とは、単身高齢者世帯を除く高齢者のみで構成される世帯。 

 

（出所）内閣府男女共同参画局「男女共同参画社会の形成の状況」より。 

 

第 3 節 女性の貧困とワーク・ライフ・バランス 

 

3.1 母子世帯が貧困に陥る理由 

 

 女性の貧困に比べ、母子世帯の女性（シングルマザー）と子どもたちの家庭の貧困はある程度、

可視化されている57。 

 日本の母子世帯の数は、約 120 万世帯（親との同居を含む）であり、そのうち、単身の母子世

帯数は約 80 万世帯であった。母子世帯になった理由は、離婚が 80.8％、死別が 7.5％、非婚が

7.8％となっており、離婚の占める割合が高い。加えて、多重債務や経済的困難を背景にした暴

                                                           
57 赤石（2009）p.20. 
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力・暴言などで離婚を考える人もおり、失業をはじめ、経済の動向に左右されている面もある58。

厚生労働相「平成 24 年（2012 年）人口動態統計（確定数）の概況」によると、離婚件数は、23

万 5406 組であった59。 

 母子世帯が貧困である理由は大きく 4 つある。第 1 は、就労収入が低いことである。男女間で

の賃金格差の存在や、仕事中断再就職型のライフスタイルが多いため、非正規による労働などの

仕事に就きやすい。さらに、同一労働・同一賃金が実現されていない点が挙げられる。第 2 に、

住居費が家計を圧迫していることである。日本の住宅政策の貧困は全ての困窮する人を追い込ん

でいる。母子世帯も持ち家のある人が少なく、民間賃貸住宅に住んでいる世帯が多いため、家賃

負担が家計の半分を占めている。第 3 に、養育費の不払いが多いことである。離婚後、養育費の

取り決めを促すような制度がないため、取り決め率は約 4 割にとどまっており、さらに、不履行

の場合にそれを取り立てる制度が弱いことが挙げられる。第 4 に、低い労働収入を補うための手

当や支援が薄いことである。日本は、母子世帯の貧困を補う福祉制度が弱く、児童扶養手当や生

活保護などが切り下げられてきた 。母子世帯は、生活保護の受給率が高いことから、このよう

な状況は貧困の固定化を進行させる要因であるといえる60。 

 女性世帯主の非正規による労働の割合が増大し、就労収入が増えないにも関わらず、諸手当や

生活保護の母子加算が減る一方で、税金負担が増大した結果、母子家庭の貧困が深化され、固定

化する結果となったのである。 

 

3.2 非正規労働市場での女性 

 

 非正規労働者の増大の背景には、経済の国際化や IT 化、さらに、サービスの産業化といった

経済の構造の変化がある。女性の場合、非正規労働者は「親や夫に扶養されているもの」という

暗黙の前提の下に、法律で定められている社会保険の適用や、会社が提供する福利厚生の適用か

ら排除される。加えて、企業の経営者にとって、非正規労働者を雇うことでコストの節約を意味

するようにもなっている61。 

 日本の正規労働者と非正規労働者の間に見られる賃金格差は、生産性の違いでは説明できない

差が存在している。同じ仕事をしていても、企業の雇用管理や働き方に違いがあれば、支払われ

る賃金に差があっても、法律に違反することはなく、正規労働者を比較して均衡を配慮した差に

なっているかどうかが問われるのみである62。 

 これに対し、どのような雇用形態であっても差が生じないような仕組み作りを行うことが必要

となる。社会保険や雇用保険制度の適用を非正規労働者にも拡大し、非正規労働者を雇うコスト

メリットを減少させ、非正規労働者の増大を抑えることができる。同時に医療保険や年金などの

                                                           
58 赤石（2009）p.20. 
59 厚生労働省「全国母子世帯等調査」

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/boshi-setai_h23/ 
60 赤石（2009）p.21. 
61 大沢（2010）p.238. 
62 大沢（2010）pp.239-240. 
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制度の担い手が増えることで、社会保障制度の空洞化を防ぐことができる63。 

 

同一労働・同一賃金 

 同一労働・同一賃金とは、同一の価値を持つ労働には、性、年齢、民族などの違いに関わりな

く、同一の賃金を支払うという原則のことである。日本では、労働基準法 3 条（均等待遇）及び

4 条（男女同一賃金の原則）に明記されている64。 

 しかし、日本には同一労働・同一賃金の原則を適用するような環境が整っていない65。そのた

め、日本ではこの原則から背離する賃金格差がいまだに見られている66。労働の非正規化が進行

している中で、正規労働者と非正規労働者間の賃金格差は拡大し続けている。正規労働者と非正

規労働者間の賃金格差が生じる背景には、女性（妻）が家庭での無償労働を担っていることがあ

る。しかし、この負担をどう社会で分かち合うかという議論は十分になされておらず、社会制度

と雇用制度が連携する形で夫婦の役割分業を固定化し、非正規労働者の賃金は正規労働者に比べ

て割安な労働力として位置付けられてしまっている67。 

 同一価値の労働をしているにも関わらず、正規労働者と非正規労働者では待遇、賃金共に大き

く異なる。双方の差を埋める仕組み作りとして、同一労働・同一賃金を取り入れる必要がある。 

 

雇用保険 

 雇用保険は、（1）労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継

続が困難となる事由が生じた場合、及び、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、

生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給、（2）失業の予防、雇用状態の是正

及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業

を実施することを目的とした、雇用に関する総合的機能を有する制度である68。言い換えると、

「自らの労働により賃金を得て生計を立てている労働者が失業した場合の生活の安定等を図る

制度であり、その趣旨にかんがみ、保護の対象とする労働者を一定の者に限っている」ものであ

るため、一家の世帯主（正規労働者）が対象となっており、それゆえ、「保護の対象とする労働

者を一定の者に限っている」のであり、非正規労働者が世帯主であることはそもそも想定されて

いない制度となっている69。ところが、実際には、世帯の家計を担い、家族を養っている非正規

労働者も存在している。さらに、そもそも短期間の労働で雇用保険に加入することが難しいとい

う問題があり、非正規労働者のほとんどは、雇用保険に加入していないことが多く、失業手当を

受けられないでいる。仮に加入していたとしても、長期の失業によって失業手当が切れてしまっ

                                                           
63 大沢（2010）p.240. 
64 経済辞典 第 4 版（2009）p.903. 
65 大沢（2010）p.241. 
66 経済辞典 第 4 版（2009）p.903.  
67 大沢（2010）p.240. 
68 厚生労働省「雇用保険制度の概要」 

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_summary.html 
69 大沢（2009）p.10. 
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ている人もいるのである70。 

 

3.3 増え続ける高齢者と低年金・無年金問題 

 

 女性の就労継続が増加している背景で、子育てや高齢の親の介護などが不十分になり、新たな

問題を生み出している。 

 日本における高齢者（65 歳以上）人口は、2011 年、2980 万人（うち男性 1273 万人、女性 1707

万人）であり、総人口に占める割合は 23.3%であった。前年と比べると、24 万人、0.2 ポイント

増加しており、高齢者人口は年々増加傾向にある71。 

 年をとると、個人差はあるが、若い頃のように働けなくなり、収入を得る能力が低下する。加

えて、長寿化による国民の老後期間の伸長、産業構造の変化、都市化、核家族化、国民意識の変

化等によって、子どもからの仕送りなどの私的扶養のみに頼って老後生活を送ることが困難な状

況になっている72。このような状況下において、高齢者の生活を支える制度として、年金制度は

重要であるといえる。 

 年金には、「公的年金」と「私的年金」があり、前者は日本国内に住所のある全ての人が加入

を義務付けられている。一方、私的年金は任意加入となっている73。 

 公的年金には、国民年金、厚生年金、共済年金の 3 種類があり、加入者の働き方によって加入

する制度が異なる74。 

 

国民年金 

 国民年金は、日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満の全ての人が加入する制度である。

どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なり、「第 1 号被保険者」、「第 2 号被保険者」、

「第 3 号被保険者」の 3 種類に分類される。第 1 号被保険者は、農業等に従事する者、学生、フ

リーター、無職の人などを対象者としており、納付書による納付や口座振替など、自分で年金を

納める制度である。第 2 号被保険者は、厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者が

対象であるが、国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれるため、厚生年金をかける人は自動的

に国民年金にも加入する仕組みになっている。第 3 号被保険者は、第 2 号被保険者の配偶者で、

20 歳以上 60 歳未満の人を対象としている。ただし、年間収入が 130 万円以上で健康保険の扶養

となれない場合は第 1 号被保険者となる。第 3 号被保険者の場合、国民年金保険料は配偶者が加

                                                           
70 大沢（2009）p.10. 
71 日本年金機構「公的年金制度の役割」 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=882 
72 日本年金機構「公的年金制度の役割」 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=882 
73 日本年金機構「公的年金の種類と加入する制度」 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726 
74 日本年金機構「公的年金の種類と加入する制度」 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726 
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入する年金制度が一括負担するため、自身の負担はない75。 

 

厚生年金 

 厚生年金保険の加入者は、厚生年金保険の制度を通じて国民年金に加入する、第 2 号被保険者

に分類され、国民年金の給付である基礎年金に加えて、「厚生年金」を受けることができる76。 

 

共済年金 

 共済（組合）年金は、国家公務員、地方公務員や私立学校の教員などとして常時勤務する人が

組合員（私立学校教職員共済では加入員）となり、基礎年金に加え、「共済年金」を受け取るこ

とができる77。 

 

 年金制度は、いわゆる「2 階建て」の構造を持っており、1 階部分の国民年金（基礎年金）に

加え、国民年金の第 1 号被保険者であれば、付加年金や国民年金基金、第 2 号被保険者であれば、

厚生年金や共済年金を 2 階部分の「上乗せ年金」として受け取ることが可能であるのに対し、第

3 号被保険者は 2 階部分がなく、基礎年金のみを受け取ることしかできない。現状の制度では、

離婚や死別などによって夫あるいは妻を亡くした場合、低年金に陥る可能性がある。さらに、日

本では年金の受給資格期間が 25 年となっており、これによって、多くの無年金者を生み出して

きた78。厚生労働省によると、今後そうなる人も含めると、118 万人が無年金になるという。基

礎年金のみの受給者は 832 万人であり、厚生年金で月額 10 万円以下の人は 362 万人、およそ 1300

万人が月額 10 万円以下ということになる。低年金者の中でも、特に女性の割合が多く、男性は

平均で月額 20 万円を受給しているのに比べて、女性は平均月額 10 万円となっている79。 

 女性の低年金、無年金問題の背景には、第 3 号被保険者制度の不備が挙げられる。第 3 号被保

険者制度の開始は、1986 年 4 月 1 日であり、それ以前に夫が厚生年金、あるいは、共済年金に

加入していた場合、専業主婦の国民年金は任意加入であった。そのため、保険料を支払わない専

業主婦も存在していた。しかし、第 3 号被保険者制度の施行まで（1986 年 3 月 31 日）の期間に

保険料を支払っていないということは、国民年金の未加入者として扱われてしまうため、必然的

に無年金になってしまう。加えて、1986 年 4 月 1 日以降から第 3 号被保険者制度が開始され、

保険料を支払う必要がなくなったとはいえ、年金の受給資格期間を満たしていなければ、年金を

受け取ることはできない。そこで、国民年金制度が始まった 1961 年 4 月から、1986 年 3 月まで

の期間について、「合算対象期間（カラ期間）」として扱うことで、年金額への反映はされないが、

加入期間の計算には反映するという期間として、専業主婦が国民年金を受給する権利を得られる

                                                           
75 日本年金機構「公的年金の種類と加入する制度」 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726 
76 日本年金機構「公的年金の種類と加入する制度」 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726 
77 日本年金機構「公的年金の種類と加入する制度」 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726 
78 森口（2012）pp.44-46. 
79 森口（2012）p.46. 
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ようになった。しかし、年金額に反映されるのは、その他の年金加入期間がなければ第 3 号被保

険者期間だけになるため、第 3 号被保険者期間が短期である場合、国民年金は低額となってしま

う。あくまで 1986 年 4 月からの第 3 号被保険者期間分と、自分で国民年金の保険料を納めた期

間分で年金額が計算されるため、女性は低年金になってしまう80。 

 高齢女性の貧困が解消されない背景には、公的年金制度の不備がなかなか改められないことや

少額の貯金や住宅などの資産があるために生活保護の申請を受け付けてもらえないなどの問題

がある81。 

 

3.4 ワーク・ライフ・バランス ―仕事と家庭の両立を目指して― 

 

 就業継続を希望する女性が増えた背景には、女性の高学歴化、晩婚化、勤続年数の伸長などに

も表れているように、多くの女性の経済的自立意識の高まりがある。さらに、労働の非正規化の

影響によって、男性の賃金も低下しており、夫の収入だけでは生活費を十分に捻出することが困

難であるという家計の問題もある82。多くの女性が労働市場に参加し、能力を十分に発揮するた

めには、それを市場に委ねるのか、それとも政府と企業と国民の間で負担を分かち合うのかをき

ちんと議論する必要がある。2008 年に採択された「ワーク・ライフ・バランス憲章」では、そ

れを後者の 3 者間での負担の分かち合いに求めている83。 

 ワーク・ライフ・バランス憲章によると、仕事と生活の調和が実現した社会とは「国民一人ひ

とりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活な

どにおいても、子育て期、中高年期といった、人生の各段階に応じて多様な生き方が選択、実現

できる社会」を指す84。その実現のために、企業は個人のニーズに合わせた、多様な働き方の選

択肢を提供し、政府は保育所などの整備を進め、個人は仕事と家庭の両立を図り、税や社会保険

料などを負担することで、企業や国に貢献する。共働きが標準世帯になった社会では、仕事と個

人生活との調和ができる社会を構築していく必要がある85。 

 ワーク・ライフ・バランス社会のメリットは、経済のグローバル化の中で必要とされる柔軟性

を、雇用量の調整に頼るのではなく、働き方の自由度を高めることで実現させることができると

いう点にある86。子育てや介護は女性（妻）の仕事であるという、固定的な役割分業がはびこっ

ている中で、仕事と家庭を両立するための多様な選択肢を増やしていく必要がある。 

 

 

                                                           
80 厚生年金・国民年金増額対策室「厚生年金・国民年金情報通」 

http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/08/36141.html 
81 唐鎌（2010）p.109. 
82 杉崎（2012）p.81. 
83 大沢（2010）p.241. 
84 内閣府「仕事と生活の調和の実現に向けて」 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/towa/definition.html 
85 大沢（2010）p.241. 
86 大沢（2010）pp.241-242. 
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第 4 節 貧困を継承しないために 

 

 貧困問題の難しさは、それが社会全体の問題として捉えられにくいところにある87。問題の所

在が見えず、社会としての連帯もとれず、解決策を講じることもできない状態では、貧困は深刻

化するばかりである88。貧困問題を解決するためには、それぞれの当事者が声をあげ、社会がそ

れを支えていく必要がある。 

 

4.1 女性の貧困と子どもの貧困 

 

 女性をはじめ、若い世代を中心に広がる労働の非正規化とともに浮上してきたのが、子どもの

貧困問題である89。 

 子どもの貧困は、2 つの意味で見過ごしてはならない問題である。第 1 に、子どもの貧困は、

子どもの責任ではないにも関わらず、子どもの貧困はあらゆる形で複合的な経路を辿り、成長過

程に悪影響を及ぼす。貧困世帯に育った子どもは、そうでない子どもに比べて不利な立場に置か

れてしまう。第 2 は、子どもの貧困が教育格差を通じて再生産されていくことにある。平等な教

育を受けるのは子どもの権利であるが、教育にお金がかけられず、そのために塾や大学に行けず、

学歴が低ければ、将来、貧困に陥る可能性も高くなる。家庭の所得水準の低い子どもは、さまざ

まな面で不利な状況に置かれやすい。これは、学習意欲の格差となり、学力格差となり、子ども

の将来に対しても不利な状況を作り出していくことになる90。さらに、子どもの健康面において

も、お金の心配なくケアが受けられる子どもとそうでない子どもの間には、健康格差が生じるこ

とになる。その背後には、親の経済格差が存在しており、このようにして貧困が継承されていっ

てしまうのである。 

 「子ども手当」が現金給付であるために、子どもに直接届かないのではないかという懸念があ

るが、現金給付と現物給付の両者はどちらも不可欠なものである。母子世帯の母親をはじめ、女

性を取り巻く経済環境は悪化の一途を辿っている91。母子世帯の女性にとって生活の支えとなる

ような制度を実施していく必要がある。その中で、児童扶養手当はそれらの女性にとって重要な

意味を持っている。これは、「父と生計を同じくしない児童の育成される家庭」へ支給され、年

金との併用は認められていないので、実質上、母子世帯を中心に 100 万世帯の母子世帯の生活を

支えていた。しかし、2002 年の小泉内閣時に削減され、全部支給の所得制限が約 200 万円から

130 万円へと大幅に削減されると共に、所得が 1 万円上がるごとに、手当が減額される仕組みと

なってしまった92。母子世帯の女性は、子育てをしながら働いている人がほとんどである。生活

                                                           
87 岩田（2007）p.166. 
88 大沢（2010）p.243. 
89 大沢（2010）p.95. 
90 大沢（2010）pp.99-100. 
91 阿部（2010）p.137. 
92 赤石（2009）p.29. 
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のために労働に励んでいるにも関わらず、それによって支援を削減されるということはあっては

ならない。 

 

4.2 育児との両立 

 

 母子世帯においては、自らの資源を子どもに分配し、十分な生活が送れない女性が多く存在し

ている。子どもの学費や衣・食・住を支えるために二重就労をする母親が増えており、母親と子

どもが接する時間も、「生存のための就労」によって奪われてしまっているため、母子世帯の平

均育児時間が 46 分というデータもある93。母子世帯においては、生活のための就労も重要であ

るが、それ以上に支援を行うことが必要である。保育所の待機児童が問題となっており、各自治

体の努力によって、認可保育所の新増設が緒についたが、国がやるべきことは、市町村が保育の

実施義務を負っている現状の保育制度の下で、早急に待機児童解消のための認可保育所の増設・

整備計画を立て、保育分野への公費の増大、保育士の待遇改善を行い、認可保育所を増やしてい

く必要がある94。 

 母子世帯においては、国民健康保険に加入していない人もおり、教育を十分に受けさせること

もできず、貧困の世代間連鎖が起こる要因となる95。そうならないためにも、母親の労働環境の

整備や支援を継続的に行っていく必要がある。 

 

4.3 社会連携の必要性 

 

 非正規労働者の割合は、2011 年には 35.2%となっており、特に若年層において労働の非正規

化が進行している。全年齢を通じていえば、男性の 20.1%が非正規労働者であるのに対し、女性

は 54.6%が非正規労働者である。その多くが低賃金であり、年齢が上がっても賃金が上がらない

ので、生涯を通じた賃金は大変低く抑えられてしまう。このように、生涯を通じての低賃金が低

年金に、とりわけ、多くの女性の低年金につながっている96。公的年金、中でも国民年金につい

ては、20 歳以上 60 歳未満であれば、加入が義務付けられているが、生涯を通じた賃金が低いこ

とで、月々の年金の支払いを滞る事態も生じている。年金を受給するためには、25 年以上の保

険料の納付が必要であるため、その期間に満たずに年金を受給できないままで高齢期を迎えてし

まうケースも生じてくる。 

 今後、無年金者、低年金者を含めて、全ての高齢者が税金で 低限度の年金を保障される「

低保障年金」制度の導入が必要となってくる97。 

 

                                                           
93 赤石（2009）p.23. 
94 実方（2012）p.37. 
95 赤石（2009）p.23. 
96 森口（2012）p.48. 
97 森口（2012）p.48. 
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4.4 女性が自由に生きるために 

 

 人は本来、自立した存在というよりも、人に依存する存在であり、人との関係性の中で形成さ

れる主体である。人や物との絶えない関係の中で、人は創られていく98。 

 貧困問題は、個人の責任ではなく、社会の構造的な問題である。仕事にしがみつくことも、結

婚にしがみつくこともなく、女性が生きていける社会を目指していく必要がある99。母子家庭の

貧困は、その資源の少なさ（時間・経済・人）から、己にその資源を配分することをせず、子ど

もに限られた資源を向けざるを得ない。自分が十分に生きるための資源を使うことを自粛せざる

を得ない存在なのである。母子世帯をはじめ、女性の貧困問題は労働市場の問題も絡んでいるが、

それ以上に、福祉分野の切り下げによる影響が大きい100。増大する非正規労働者に対する待遇や

賃金格差の是正を行うと同時に、子育てをしながら働く女性に対する手当などの支援を拡大して

いく必要がある。 

 加えて、女性自身も声を押し殺すことなく、現状を打破すべく行動すべきである。貧困に困窮

する女性の多くは労働者であり、十分に時間が取れないケースもあるが、いま何が生じていて、

何が問題なのかを判断できるのは、当事者である女性たちである。当事者が立ち上がり、それを

労働組合や支援団体が支えることで、問題解決の一歩となる101。 

 現存の貧困問題以外にも、貧困の継承や新たな貧困層を生み出さないためにも、労働市場、社

会保障の整備は急務なのである。 

 

おわりに 

 

 グローバル化、産業構造の変化、労働市場の規制緩和など、女性を取り巻く環境は変化し続け

ている。結婚という 終手段によって、あるいは、声を押し殺してきたことによって、女性の貧

困問題がすでに存在していることは、社会問題として浮上してこなかった。結婚、出産、離婚な

ど、さまざまなライフイベントを有している女性は、そのライフイベントの変化によって、貧困

に陥るリスクも高まっていく。母子世帯の女性が貧困に陥ることで危惧されるのは、貧困の「継

承」と「固定化」である。親から子へ、貧困が引き継がれていくことは、阻止しなくてはない。

貧困家庭における子どもは、貧困ではない子どもと比較して、教育面、健康面、学力面において

格差が生じやすい。それは、いじめの対象となってしまったり、将来、子どもが貧困を継承する

要因となったりする。 

 一方で、離婚し、1 人世帯となった女性に関しても、結婚を機に退職し、離婚を機に非正規労

働へというケースが多く見られることから、結婚前と後では、収入に大きな違いが生じることに

                                                           
98 田中（2009）p.41. 
99 田中（2009）pp.40-41. 
100 赤石（2009）p.27. 
101 大沢（2009）p.243. 
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なる。年をとるにつれ、正規労働者の女性や男性との収入格差は、拡大していく一方である。そ

の格差拡大の先にあるのは、高齢の女性の貧困である。高齢者の孤独死、餓死などが社会問題と

なっている背景には、無年金者、低年金者が多く存在していることが挙げられる。全ての高齢者

が安心して生活できる基盤を整備するためには、年金制度の見直しが急務である。 

 貧困問題を解決するためには、貧困調査をきちんとした形で行い、実態を把握する必要があり、

所得保障と社会サービスを充実させた「福祉国家」を目指し、この危機的状況を好機と転じるこ

とができるかどうか、私たち一人ひとりが、自身の問題としてどれだけ真剣に取り組み、力を注

いでいけるかを問われている状況にある。「見えない」貧困が拡大している現代であるからこそ、

貧困に対する認識を高め、国民が貧困問題を真摯に受け止め、国を上げての解決を目指していく

必要がある。 
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