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）1. はじめに

　近年、子どもの相対的貧困が注目されるなかで、特

に、全国で123.8万世帯にのぼる母子世帯の困窮が顕

著だ。母子世帯の平均年収は、一般世帯の半分にも満

たない。シングル親世帯の約9割を占める母子世帯、

すなわちシングル親女性の世帯は、2世帯に1世帯以上

が貧困に苦しむ。日本のシングル親女性の貧困の特徴

は、「ワーキングプア」である。後述するように、日

本のシングル親女性の80％以上は、有職にも関わらず

貧困にある。彼女らの貧困が、子どもの貧困にも影響

している。既に高就労率である彼女らの現状を踏まえ

れば、「就労支援」を中心に据えた政府の支援施策は、

有効に機能していないと考えられる。また、最終学歴

が「中卒」のシングル親女性の世帯ほど、より貧困で

あることが明らかになった。これらのことから、彼女

らが貧困から脱出するには「高卒」以上の学歴の獲得

がカギになるといえよう。

  以上のような観点から、本稿では、学校での学びを

中断せざるを得なかった女性たちとその子どもの貧困

にフォーカスし、若年妊娠・出産がもたらす低学歴と

貧困について、厚生労働省のシングル親女性と母子世

帯向け施策、シングル親女性へのインタビュー調査を

通して、その課題を提起する。

2. シングル親女性と母子世帯の状況

 「平成23年度全国母子世帯等調査」（以下,同調査

によれば、日本のシングル親女性の80.6%が就業してい

るにも関わらず、貧困である。内閣府（2010）による

と、日本の子どもの相対的貧困率はOECD加盟国34ヵ国

中10番目に高く、OECD平均を上回っている。子どもが

いる現役世帯の内、大人が1人の世帯の相対的貧困率は、

OECD加盟国中最も高い。さらに、国際比較から日本と

メキシコを除くと、就業していないシングル親世帯で

は相対的貧困率が高いが、就業しているシングル親世

帯の相対的貧困率は前者と比較して低く、日本のシン

グル親世帯は、有職にも関わらず貧困なのが特徴であ

る。

　シングル親の学歴をみると、13.8％が「中卒」であ

る。「中卒」のシングル親女性の正規雇用の割合は、

19.7%で、「高卒」の37.1%と比較して17.4ポイントの

開きがある。

  シングル親女性の年間就労収入をみると、全体では

182万円だが、「中卒」では129万円と、「中卒」に次

いで低い「高卒」の169万円をさらに40万円下回　　お

り、学歴の不利が職業選択を限定し、低収入となるこ

とが推察される。この背景には、育児との両立等によ

り、臨時・パート等が多くなっていることも原因とし

て考えられる。シングル親女性とその世帯は、子育て

を一人で担う責任と経済的困難に直面するリスクとを

併せ持っている。

2. 10代での妊娠・出産がもたらす低学歴と社会的貧困

―現行のシングル親女性とひとり親家庭向け政策とインタビユー調査を通して―
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3.  シングル親女性とひとり親家庭向け政策と課題　

　日本では、1940年代以降、シングル親女性と母子世

帯に対する支援政策が誕生し、税制優遇の寡婦控除や

生活保護の母子加算等が行われてきた。厚生労働省に

よるシングル親とその家庭向け施策は、「子育て・生

活支援」、「就業支援」、「養育費確保支援」、「経

済的支援」の4つに分類され、それぞれ多様な事業が

実施されている。

　本稿では、「就業支援」のひとつである、「保護者

の学び直しの支援〈高等学校卒度認定試験（以下、高

認）合格支援事業〉」（以下、同事業）について概説

する。同事業は、「子供の貧困対策に関する大綱～全

ての子供たちが夢と希望を持って成長していける社会

の実現を目指して～」（2014年8月29日、閣議決定）

のなかで、シングル親の学び直し支援が初めて盛り込

まれたことを受け、誕生した。

　同事業の目的は、「ひとり親家庭の親の学び直しを

支援することで、より良い条件での就職や転職に向け

た可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につなげ

ていく」ことである。具体的には、高認合格のための

講座を受講し、修了すると受講費用の一部（2割）が

支給される。さらに、高認に合格すると、受講費用の

4割（合計の上限は15万円）が支給される。

　しかし、合格時の給付金は、受講修了日から起算し

て2年以内に全科目合格した場合にのみ支給されるた

め、2年を超えての合格や不合格等の場合、自己負担

となる。なお、高認比較サイト　　　　　　　　　に

よれば、高認(全科目)を通信講座で受講しようとする

場合、25万円から35万円前後、通学の場合、65万円か

ら78万円前後と交通費が必要となる。このように、　

以内に合格しても高額な負担がある。

　高認のメリットは、定時制・通信制高校等のように

一定の在学期間（修学年限）を経ず、短期間で看護師

や介護福祉士等の養成機関の受験資格を得られること

である。一方、就職面からみれば、国家試験の受験資

格として認められるものの、「高卒者と同等」に扱わ

れるのは、国・地方公共団体を除くと、一部の民間企

業に限定されている。

高認の合格証などを横にした高認取得者

4. 10代妊娠・出産を経て定時制高校で学び直した

30代女性へのインタビュー

　では、「高卒」の学歴を取得する過程や取得後のメ

リットについて、「高卒」を取得したシングル親はど

のように考えているのだろうか。こうした疑問から、

インタビュー調査を実施した。

　調査対象者は、後期中等教育を修了せずに10代で母

となり、その後定時制高校を卒業した女性2名である。

2名の共通点は、子ども期に家族関係が希薄であった

こと等、家庭に居場所がなかった点、17歳で妊娠し、

それぞれ専門学校または高校を退学し、結婚・出産を

選択した点、いずれも離婚し、生活保護を受給した点

である。また、彼女らの定時制進学動機は、子どもを

一人で育ててゆくためには「高卒」が必要であると考

えた点も共通し、並々ならぬ子への責任感や学び直し

への強い思いが読み取られた。また、親としての側面

のみでなく、かつての怠学や中途退学したこと等への

自己反省的な側面があることも明らかになった。

　彼女らは、定時制での学び直しを振り返り、全ての

面において肯定的に捉えていた。通学による時間をか

けた学び直しによって、自尊感情を回復し、自己肯定

感を高めていった。また、育児と仕事、学業の両立に

よって、周囲からの評価を得られるようになり、卒業

したことによって周囲との関係性が改善、強化される

などしたと語った。さらに、子どもとの関係性の変化

についても肯定的に自己評価している。仕事面におい

ても、「仕事の幅を広げられた」、「ステップアップ

できた」、「仕事が続くようになった」等の語りが聞

かれ、資格取得や非正規雇用から正規雇用に移行した

ことがわかった。定時制を卒業するということは、単

なる学力の向上や学歴取得といった側面のみならず、

人間関係力等を醸成したことなども含め、多方に活か

されていることが読み取られる。

5. 考察

　以上のように、調査対象者2名は、「高卒」学歴の

取得の時間を肯定的に捉えていた。しかし、シングル

親として学ぶ過程で、シングル親への養育費の確保や

学び直しに関連した社会的支援策に加えて、学ぶ現場

としての高校における環境整備などの支援の必要性を

指摘した。また、「高卒」学歴取得が単に学歴の獲得

に留まらず、自らの内面の強化や職場や家庭といった

外的側面においても得るところが大きかったようだ。

以下、インタビュー内容の考察として、これらについ

て整理しておく。

5-1.　社会的支援の充実

A.養育費確保支援の拡充

5

com「高卒認定比較 」

2年



　調査対象者2名は、シングル親向け支援として、離

婚後も、元夫に子の親として養育義務を果たさせる法

律や仕組みがほしいと話した。養育費を適切に受け取

ることで、シングル親の家計が安定し、自らの学び直

しの機会を拡大させることも期待できる。

B. 学習機会と学び直しの意義の周知

　シングル親女性が訪れる市役所等で適切に情報が得

られるよう、情報発信の充実を求める語りが得られた。

さらに、シングル親向け支援に「高認」取得支援が追

加されたことを受け、シングル親が学び直す方法とし

て、「高認」のみならず、定時制高校があることを十

分に説明してほしいと語った。定時制・通信制高校で

のゆっくりと時間をかけた学び直しのなかで醸成され

る自己肯定感や自尊感情、他者理解力の向上などは、

その後のライフコースを豊かにすると考えられる「共

同での学び」を経験できる点が学校での学び直しのメ

リットである。学校での学び直しの意義や方法、支援

等を適切な形で周知することが重要であり、シングル

親自身が求める学び直しとは何か、ともに考え、適切

な選択を可能にする環境整備が必要である。

5-2　校内環境の整備

A. 託児スペースの設置

　シングル親女性の定時制での時間をかけた学び直し

のためには、校内託児スペースの設置の必要性を語っ

た。両名とも、在学中、最も辛かったことに、子ども

と過ごす時間がなかったことをあげ、内1名は、子ど

もを安心して預けられる人がおらず、小学4年生の娘

を夕方から夜にかけ、数時間一人で留守番させての通

学だったことが気がかりだったと語った。2014年に児

童虐待防止法（正式名称は「児童虐待の防止等に関す

る法律」）が改正され、現在では、子どものみを家に

残して長時間外出することは法律上、禁止されている

（同法第2条第3項）。このように、児童福祉の観点か

らも、校内託児スペースの設置が求められる。

B. スクールソーシャルワーカーの配置

　在学中にも、育児や仕事と学業の両立のなかでさま

ざまな課題や困りごとが想定されることを踏まえ、社

会福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーを

配置し、学内でワンストップ型の支援を行い、シング

ル親の学び直しの継続を可能にし、卒業へ導くサポー

ト体制の構築も重要である。

5-3.　学び直しの意義

A.内的側面

　強い自立意思と学び直しの意欲を持って定時制へ進

学した彼女らは、時間をかけた共同の学びのなかで、

失われた自信を回復させ、自尊感情を育み、自己理解

によって自己特性を知り、自己肯定感を高めていった。

さらには、クラスメイトや教員との人間関係を構築し

た学校生活のなかで、他者理解力や人間関係力を獲得

できたことも明らかになった。彼女らは通学による学

び直しのなかで、日々、教員等からの評価を得ながら、

クラスメイト等との関わりによってエンパワメントし、

学力以外にも、さまざまな生きる力を身につけ、内面

的に成長した。

B. 外的側面

　仕事面でも、学歴や資格取得によって、非正規雇用

だった彼女らが正規雇用になったほか、以前は短期間

での転職を繰り返してきた彼女らが、学業と仕事、育

児を両立させたしんどい経験を通し、困難を乗り越え

る力を身につけたことで、在職期間も長くなったと考

えられる。さらに、子との関係においても、定時制で

の学び直しによって、親として子に対する責任を持ち

続けることができたと、彼女ら自身が認識している語

りが得られた。さらに、子の進路選択に際して、自身

の学び直しや仕事での経験が活かされている等、学校

での学び直しの波及的効果もみられた。

　上記のように、若年妊娠・出産によって学校での学

びを中断せざるをえなかった女性たちが自らのライフ

コースを切り拓くために、定時制高校でのゆっくりと

時間をかけた学び直しが有効であるとみなすことがで

きた。これを可能ならしめるには、厚生労働省のシン

グル親向け支援「保護者の学び直しの支援」で高認取

得の支援を行うのみでは十分な支援とはいえず、学校

への通学支援こそが必要であるといえる。

　例えば、湯澤（2009）は、シングル親女性に通信制

や定時制高校などの進学支援をすることは、単に学歴

取得による労働市場への参入という視点のみでなく、

子ども期の社会的条件不利の連鎖のなかで大人期へと

移行した彼女らの「社会的な絆の編み直し」という視

点を併せもつと、その意義を論じている。また、「社

会的包摂に向けた人々のエンパワメントは、貧困に抗

する社会を創るちからである」と指摘している。

　また、神原（2013）は、「生きづらさ」は単なる主

観的な心の持ちようではないと述べている。「生活諸

課題を達成するための社会の側のライフチャンスに、

だれもが容易にアクセスすることができれば、『生き

づらさ』はかなり低減するに違いない。すなわち、社

会の側のライフチャンスの整備やアクセス可能性に

よって、『生きづらさ』は左右されるということであ

る」と、社会の責務を指摘している。さらに、上野

（2007）は、「望むときに学習ができ、自己の将来を

開くことができるようにすることは、子どもがいる、

いないにかかわらず権利として認められなければなら

ない。そして、それを可能とするために制度的な保障

が必要となってくる」と指摘し、教育を受ける権利は、

社会権的な性格を有し、幸福追求権をも併せもってい

ると論じている。
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6 おわりに. 

　これまでの政策において、シングル親女性は子の養

育者としてフォーカスされてきたため、彼女ら自身を

個人として捉える視点が十分ではなかった。今日まで

あまり光が当てられてこなかった彼女らの姿と声をす

くい上げ、学校での学び直しを希望する人たちがより

広く、その機会を享受できるようにしなければならな

い。そのために、学び直しに挫折したり、中断した経

験者への調査を行い、当事者の語りから、必要な支援

をさらに明確化することが重要である。さらに、学校

がシングル親女性の「学び直し」に果たす役割とは何

か、考察を深め、より明確にしなければならない。

　一方、学び直しの意思を削ぐような事態が進展して

いることにも留意しなければならない。例えば、近年、

定員割れの高校が統廃合される動きがある。シングル

親女性にとって、通学に要する時間・距離は、学び直

しが可能か否かを左右する重要な要素である。定時制

課程は、学校教育法上、全日制課程に通学できない人

たちの学びの場として位置づけられている。したがっ

て、単に定員割れを理由に、学校を統廃合することは、

シングル親女性のみならず、さまざまな事情を抱えな

がらも後期中等教育を受けることを希望する人たちの

権利を保障する観点からは、正当とはいえない。　
　これまで事後支援について論じてきた。けれども、

事後支援のみならず、10代で妊娠した時点で、彼女ら

が「自主退学」の名の下に学校を追われることがない

よう、学校教育の在り方や社会に蔓延する自己責任論

の再点検によって、彼女らを低学歴、貧困に追いやら

ない支援も重要である。学校は、福祉制度や支援機関

等との連結地となる役割を持つことからも、彼女らを

学校から切り離さない意義は非常に大きい。

　以上のように、シングル親女性の多様な状況や実態

を把握し、彼女たちの状況を改善するための政策につ

なげていくためには、より多様かつ多くのシングル親

女性への調査が必要不可欠である。本調査をベースに、

そのための調査を続けていきたい。

追記：本稿は、筆者の修士論文「若年シングル親女性のラ

イフコースを切り拓く「学び直し」―定時制高校を卒業し

た30代女性2名へのインタビューを通して―」を基に作成し

たものである。修士論文は、

http://www.geocities.jp/keco20170122/からダウンロード

（パスワード「tacosan」）できる。
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