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シングルマザーの性別役割意識

―貧困・低所得層への聞き取りから―

中 澤 香 織

はじめに

これまで社会福祉は家族の機能に依拠してきた

といわれる。子育て・介護等は家族の責任で行う

ものとされ、その役割は女性に振り分けられてき

た。そうした性別による役割分業が家庭内ばかり

ではなく、社会の構造にも存在することが女性の

不利につながり、さまざまな生活問題を発生させ

てきたことから、社会福祉をジェンダー視点から

問いなおすという問題提起がされている 。

社会福祉と女性に関わる課題には高齢者の介

護、ドメスティック・バイオレンス、ひとり親家

庭の問題などがあげられるが、ことにシングルマ

ザーの抱える生活問題は、根源に女性の非正規就

業・低賃金など性別役割分業による社会的不利の

影響があり、最も深くジェンダーに関連している

ものである 。

ところがそうした生活問題の解決を図る社会福

祉は、個別の問題に狭く対応すること（人々の行

動変容に焦点を当てた援助など）により、問題を

生み出している社会の構造を維持させている側面

を持つが、性別役割分業を前提とした社会構造に

おいて生じた女性の生活困難に対しても性別役割

を前提とした制度等で対応し、さらなる問題を生

み出してきた。例えば年金制度や税制度が実質的

に夫婦単位であることと女性の就業問題の関係が

あることなどである 。

このように性別による不平等が女性の生活困難

に結びついていることが明らかにされてきたが、

今なお固定的な性別役割を支持する集団の存在が

ある。実践の場において困難をより抱えがちな集

団が性別役割を支持する傾向が強いことが指摘さ

れている 。しかしそうした意識を持つことはさ

らなる不利につながるが、なぜ固定的な性別役割

を支持し続けていくのだろうか。その背景に生活

問題はどのように関わっているのだろうか。本研

究ではより困難な状況にある女性の生活から具体

的な生活状況と性別役割意識の関わりを検討す

る。

１．研究の課題と方法

上記のように、より困難を抱えがちな下位の層

にある女性が固定的な性別役割意識を持ち、さら

に生活問題を抱えることは明らかになっている

が、不利な状況にある女性が自らをさらに不利に

追い込むことにつながる意識に、生活状況はどの

ように関わるのだろうか。以下では性別役割意識

を維持・強化していく過程を、ライフコース上の

選択にかかわる生活状況を通して検証していく。

調査は母子生活支援施設を利用しているシング

ルマザーを対象に、進路選択、就業選択、結婚・

出産、さらに離婚に関わる具体的な生活実態をた

どることとする。

対象者としてＹ県Ｚ母子生活支援施設の入所者

28名のうち知的障害者２名を除く26名に依頼を

し、承諾を得られた24名に聞き取りを行なった。

また対照群として一般家庭シングルマザー３名に

も聞き取りをした。調査期間は2008年７月から

10月であった。

２．不利なライフコースの背景

(１)基本属性からみる生活状況

表１に対象者の基本属性をまとめた。事例Ａか

ら事例Ｘまで24名が母子生活支援施設利用者で
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あるシングルマザー、事例イから事例ハまで３名

が一般のシングルマザーである。まず学歴、年収

を見ると、施設利用シングルマザーは中卒７名、

高卒13名、短大・専門卒４名と低学歴の傾向があ

り、それが就業状況に反映していた。就業は無職

６名、パート・臨時15名、常勤３名と厳しい状況

であり、年収は200万円未満が多い。

日本において女性の就業は、結婚・出産により

退職し、その後再就職をするＭ字型と表現される

特徴を持つ。そして再就業ではパート・アルバイ

トという不安定就労が多く、賃金も低いという状

況がある。そのような傾向は調査対象者にも顕著

であったが、これは家事・育児を女性の役割とす

る家庭内の性別役割分業と、女性を低賃金に押し

込めてきた性別役割を土台に成り立つ労働市場に

よるものである。

さらに健康問題では、本人か子どももしくはそ

の両者が何らかの障害や治療が長期に及ぶ慢性疾

患を抱えている世帯が10例あった。本人では精神

疾患が３名、身体疾患が３名、子どもは１名が慢

性疾患、７名が障害を持っていた。子どもの障害

が原因となって家族内の関係が難しくなっていた

こと、医療機関・療育機関等に通う必要から離婚

後の就業に制限があったことなど、障害を持つ子

12

表１ 基本属性

ID 年齢 学歴 就業状況 年収（万円) 子ども 健康、母/子

Ｂ 30代 中学 無職（生活保護) 100～200 ２人

Ｆ 20代 中学（高校中退） 無職（生活保護) 100～200 ２人 ● / ●

Ｈ 30代 高校 無職（生活保護) 100～200 １人 ● / ●

Ｔ 40代 高校定時制 無職（生活保護) 100～200 ２人 ● /

Ｍ 40代 高校 無職（生活保護) 100～200 １人 / ●

Ａ 30代 中学（高校中退） パート（生活保護) 200～300 ３人

Ｇ 30代 中学（高校中退） パート（生活保護) 100～200 ３人 / ●

Ｄ 40代 高校 パート（生活保護) 100～200 ２人 ● / ●

Ｃ 40代 高校 パート（生活保護) 100～200 １人 / ●

Ｗ 30代 高校 パート（生活保護) 100～200 ２人

Ｉ 30代 専門学校 パート（生活保護) 100～200 １人

Ｋ 20代 中学（高校中退） 無職 100未満 １人

Ｖ 20代 中学 パート 100未満 １人

Ｘ 30代 中学（高校中退） 派遣 100～200 １人

Ｅ 20代 高校定時制 パート 100～200 ２人

Ｐ 20代 高校 パート 100～200 １人

Ｎ 30代 高校 パート 100～200 １人 / ●

Ｒ 40代 高校 パート 100～200 １人 ● /

Ｑ 40代 高校 パート 100～200 １人

Ｕ 40代 高校 パート 100～200 ２人

Ｓ 30代 短大 派遣 100～200 １人

Ｌ 30代 高校 臨時 100～200 １人

Ｊ 40代 専門学校 常勤 200～300 １人 ● / ●

Ｏ 50代 専門学校 常勤 200～300 １人

イ 40代 専門学校 常勤 500以上 １人

ロ 30代 大学 常勤 400～500 ２人

ハ 50代 高校→通信 常勤 400～500 ３人

●慢性疾患・精神疾患・知的障害・発達障害など健康に問題を抱えている



どもを育てることが調査対象者の生活に影響を与

えていた。

(２)成育歴における不利

調査対象シングルマザーは現在、就業・収入・

健康などに困難を抱えがちであったが、成育歴に

おいても不利な状況にあった。表２は生れ育った

家族の様相である。生活保護を受給していた者が

６名であり、受給はしていないが経済状態は厳し

かったと語る者も多かった。全体の半数である12

名がひとり親家庭で育っていた。両親の就業状況

では、父親が無職あるいは不安定就業であったと

答えた者が５名いた。母親は、病気のため無職で

あった者を除き、ほとんどが働いていた。父親の

不安定就業、母親の就業も含めて、家族の状態は

次のように語られた。

「うちのお母さんが仕事に行っているのは、うち

が貧乏だからなんだって思ってた。だからお母

さん仕事って言うのは恥ずかしいと思ってた。

団地だったからみんな鍵っ子、それが一軒家の

子と知り合ってから、お母さんが家にいる人う

らやましいなって。」（Ｇさん、30代）

「父が働かず昼間家にいるのがいやだった、普通

の家と逆で、そのことがイヤだった。イヤという

より恥ずかしかった。他の家がうらやましいと

思ってた。母は仕事で遅いし、帰ってきても愚痴

ばっかり言ってるし、話ができなかった。」（Ｄさ

ん、40代）

「母が働いていたので、学校から帰ってきたりし

て、誰もいないのがすごくイヤでした、ものすご

くイヤだった思い出があります。児童会（学童保

育）に入ってる友達がいて、何か楽しそうだなっ

て思ってました。うらやましいなと思ったけど、

母親には言わなかったです。お金払って入らな

きゃならないのかなって思って。うちはお金が

かかることはって。母が一人というのは、やはり

厳しいと思ってたんです。」（Ｌさん、30代）

両親の関係が不良、または親を否定的に見てい

たと13名が答えている。母親の就業を否定的に捉

えていたとの回答は８名からあり、そこでは低賃

金で長時間働く母親から十分な関わりを得られな

い寂しさと不安を、家計の厳しさと結びつけてい

たことがうかがわれた。そして「学校から帰って

くると家にお母さんがいる」ことを「普通」と捉

えることにより、自分の母親の就業を逸脱と感じ

ていたようであった。そのことは、同様に就業し

ていた母親を持っていた一般シングルマザー３名

が、仕事に生きがいを持っている母親に対し、家

事・育児以外に仕事を通して自分の世界を持つ生

き方があるのだと捉えていたと答えていることと

対照的であった。

さらに、就業を続ける母親たちに対して父親の

家事・育児への協力はほとんどなく、母親たちは

家事・育児、仕事と一人で何役かをこなしながら

家庭を維持していたという。両親の関係は以下の

ように語られたが、そこに女性である母親に対す

る男性としての父親の優位性を彼女たちが見てい

たことがうかがわれる。

「お母さんはどう言えばお父さんの機嫌を損ね

ないか知ってて、うまくやってた。いつもお父さ

ん優先。わがままを、しょうがないなと受け入れ

ているというか。きかんぼだからしょうがな

いって。」（Ｇさん、30代）

「父は家でお酒を飲んでることが多くて、母を怒

鳴ることがあった。母は父より年上なんで、それ

を気にして、父を怒らせないように気を使って

いたね。父のことばっかり考えていた。父が出て

行けと言うこともあって、そう言われないよう

にって。私には父の悪口ばかり言ってるのに出

て行けない。」（Ｄさん、40代）

また、家族がDV環境にあるもしくはひとり親

であるなど不利な状況であった彼女たちは、将来

自分が築いていく家族像、夫婦像をイメージでき

なかったと考えられる。母親の就業と家事の両立

シングルマザーの性別役割意識 13



の厳しさを見ていたことから、自分の将来に結婚

と就業継続の可能性を想像することは難しかった

のであろう。

「うちはお母さんいなくて、おじさんたちも独身

で、男ばっかり。母親がどういうものか分からな

い。」（Ｖさん、20代）

「うちも離婚で、母だけ。家庭のイメージがな

いっていうか。友達がお父さんとどこどこ行っ

てきたとか聞くと、うらやましいなと思ったけ

ど。」（Ａさん、30代）

(３)不利の蓄積

施設利用シングルマザーは現在、就業や子育て

などに様々な困難を抱えているが、生まれ育った

家族においても不利な状況にあった。現在抱えて

いる多くの困難は過去の不利の蓄積の上にあっ

た。経済的困窮とそれをもたらす不安定就業、さ

らに両親の関係不良などの不安定な家庭環境がそ

表２ 生まれ育った家族の困難

ID 年齢
生

保

離

死別

家族員

の関係

親の就業状況

父 /母
母の就業についての思い

Ｂ 30代 ● ● ― /パート いつも夜いなくて寂しい ×

Ｆ 20代 ● ● ― /パート 家にいてほしい、友人がうらやましい ×

Ｈ 30代 ● 無職 /パート 特にない

Ｔ 40代 ● ● ● ― /パート 子どものこと何もしない。うらんでた ×

Ｍ 40代 自営業 /パート 何とも思わなかった

Ａ 30代 ● ● ― /無職(疾病)

Ｇ 30代 ● パート /パート 母が働くのはうちが貧乏だからだ ×

Ｄ 40代 ● 建設業 /パート 寂しかった、かまってもらえなかった ×

Ｃ 40代 ● ● 建設業 /パート 父は嫌なようだ

Ｗ 30代 ● ― /パート 父がいないので母が頑張っている ○

Ｉ 30代 ● ● 無職(疾病)/パート 母が家にいればいいのにと思った ×

Ｋ 20代 ● ● ― /パート いろんな家族がある

Ｖ 20代 ● 建設業 /― ―

Ｘ 30代 ● /パート ずっと働いていたから特に何も感じない

Ｅ 20代 ● ● ― /パート 母は不満ばかり言っている ×

Ｐ 20代 ● ● 漁業 /― ―

Ｎ 30代 建設業 /パート とても働き者、働くことは特別ではない

Ｒ 30代 自営業 /家族従業 働いても家のことは女の仕事、大変

Ｑ 40代 会社員 /パート 子どもの成長に合わせていたので良い ○

Ｕ 30代 会社員 /臨時職員 父が嫌がっていた

Ｓ 30代 ● 会社員 /パート 親は仕事に行くもんだと ○

Ｌ 30代 ● ● ― /パート→無職(疾病) 母が家にいないことは凄くイヤだった ×

Ｊ 40代 ● ● 土木 /パート 生活厳しいから働いてると思ってた

Ｏ 50代 ● 自営業 /家族従業 回りも皆働いていたから特に何も ○

イ 40代 公務員 /専門職 大変そう、でも仕事が好きなんだな ○

ロ 30代 公務員 /専門職 女性もたいていは働くものだって ○

ハ 50代 会社員 /パート 働いている人の方が暖かい感じがする ○

● 両親が生活保護を受けていた、両親が離別死別、両親の関係不良
○× 母の就業をプラスまたはマイナスに捉えていた
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の後のライフコースに影響を与えていたのであ

る。

３．ライフコースにおける選択

早い段階から不利な状況にあった彼女たちであ

るが、ライフコースにおける選択がどのようにな

され、それが後の生活にどのように影響していた

のか、⑴進路、⑵結婚、⑶就業について検討する。

(１)進路選択

義務教育修了時には、24名中７名が就職という

選択をしている。そのうち５名は定時制高校に入

学したが２名は退学していた。また全日制高校へ

進学した17名のうち３名が中退していた。そこで

は家庭の厳しい経済状況を認識し、親や教師に相

談することなく進路を狭めていった様子が見え

た。

・中卒者の語り

「高校は行ってないです。行ってもやめるだろう

なって思って、それに貧乏だったし。下の弟が行

ければいいなって思って。でも弟、中退しちゃっ

たけど。」（Ｖさん、20代）

「高校は行かなかったです、成績悪かったんで。

自立したかったです、すぐ就職してお金を得て、

ほしい物を買いたいって。お母さんは、もし高校

に行くんであれば母子家庭でもお金のこと心配

しないでって言ったけど。」（Ｂさん、30代）

・高校中退者の語り

「私、学校きらいだから、皆で同じ方向向いて勉

強するのきらいだったから。勉強して何になる

んだろって。楽しくないから、学校ってもっと楽

しいものだって思ってたから。１年休学して、そ

のまま面倒くさくなってやめた。働いてたけど、

高校行く子は仕事少し免除されるとこあって、

それをいいことに遊んでたかな。」（Ａさん、30

代）

「高校は仕事のためにやめて。家庭環境良くな

かったので、自立をしなくてはならなくて。18

になったら出て行かなくてはならないみたい

な。結局15か16で家を出てひとりで生活。高校

やめてから家を出て働いて。」（Ｋさん、20代）

ここでＢさんは進学をしなかった理由に成績不

振をあげていたが、さらに質問に答えて「そうい

えば同じくらいの成績の子はみんな私立高校とか

行きましたね。もしお金があれば専門学校へも…」

と経済的な要因があったことに気づいていった。

彼女たちは「こうしたい」「こうできるのではない

か」と考える以前に「こうしたほうが良いのだろ

う」と制約的な状況の中で決定をしていく傾向が

あった。中卒で就職したことはその後の人生の不

安定さにつながったのだが、中学卒業時のＢさん

にとっては限られた状況の中での精一杯の「自立」

を志向した結果だったのだろう。

次に高等教育に関する選択であるが、高卒者13

名のうち４名が進学をしていた。しかし高等教育

への希望を持ちながらも、親や教師に相談するこ

となくあきらめたものも４名いた。Ｐさんは「専

門学校はお金かかるからね。まあ家は高校くらい

かなと思った」と、希望を親に話すことなく断念

したと語る。高校中退であるＸさん、Ｇさんは専

門学校に進学し資格を取ることも考えたことがあ

るが、「高校を行かないって決めた時点であきらめ

た」という。

このように進路選択には、まず家族の資源不足

から来る困難があった。また進路を切り開いてい

くために教育資金はもちろん、教育の重要性を認

識できることが必要であるが、それを伝えてくれ

る存在が彼女たちには欠けていた。このような状

況の中で彼女たちは、自らの希望を表出すること

も夢を持つことも抑制していったのであろう。

(２)結婚と配偶者選択

結婚すること、家族を持つことへの願望を早い

時期から持っていた者が多かった。家庭が貧困に

あることで進学の機会が少なく将来展望のない彼

女たちにとって、結婚は生活を変化させる意味を

持っていたと思われる。さまざまな問題を抱える

15シングルマザーの性別役割意識



家庭を離れたいが、進学の機会もなく、独立して

生活できる収入も得られないとき、結婚は離家の

手段となるのである。

「結婚にあこがれてた、早く結婚して家庭を作り

たかった。結婚するために私には若さしかない

から急いでた。結婚さえすれば、暖かい家庭を作

れると思った。彼のお父さん、おばあちゃんと一

緒に住む家だったけど、その方が家庭って感じ

するなと思ったよ。」（Ｆさん、20代）

「早くあの家を出るぞって思ってた。結婚はでき

ちゃった婚、最初は好奇心だった。あの家を出ら

れたらいいかなと思った。結婚したら幸せにな

れると。」（Ｅさん、20代）

しかしこのように急がされた結婚は不利なス

タートともなりうる。調査対象者のうち10代で結

婚した例は４名、婚前妊娠は11名、未婚出産は３

名であった。妊娠が契機である結婚は社会全体で

増加傾向にあるが、それは十分な準備ができない

ままに親になるということであり、彼女たちのよ

うに生まれ育った家族が資源を持たない状況では

子育てへの支援も期待できないため、その後の生

活が不安定になることが多い。また婚前妊娠に際

しては、中絶を考えた者は少なかった。彼女たち

は出産によって失うものを持たない。教育の機会

が得られず将来展望を持てないとき、子どもを持

つことで「良い母親になる」ことは魅力があるだ

ろう。そして「女は母になることが幸せ」という

考えを支持していくのだと思われる。

では彼女たちのパートナーはどのような状況に

ある人だったのだろうか。父親や周囲のおとなが

アルコール・ギャンブル嗜癖などを持ち、それが

生活問題につながっていたという経験を持つもの

が、結婚相手により安定した人を求めることは当

然ともいえる。しかし彼女たちが出会うことがで

きるのは、同様の家庭で育ち、同じような低学歴

の男性であった。

「結婚するなら真面目でおとなしくて、あまりわ

あわあ言ってこない人、お酒飲まない人って

思ってた。だけどそんな人は周りにはいなかっ

たね。毎日真面目に働いて夜遊びもしないで普

通にしてたら違ったんだろうけど。」（Ａさん、30

代）

「お金、持ってそうだったのに、一緒に暮らしだ

して子ども生まれる前は働かされてた、結婚し

たら家にいればいいって思ってたのに。食べさ

せてもらうんじゃなくて、食べさせてた。」（Ｇさ

ん、30代）

表３は夫となった人の状況と離婚理由である。

夫たちは24名中８名がひとり親家庭または養子

先で育っていた。経済状態については調査対象者

を通じた情報だけではあるが、困難な状況がうか

がわれた。そして約半数である11名が夫の失業や

収入減など経済問題が離婚のきっかけとなってい

た。彼女たちが望む「食べさせてくれる」はずの

男性は様々な問題を抱えており、結婚生活は安定

したものにはならなかったのである。

また、調査した24名のうち５名が再婚・再々婚

を経験していた。５名は再婚によって子どもをも

うけたが、DV・性格の不一致などで再度離婚し

た。さらに１名はその後に３回目の結婚をし、再

度離婚している。初回の結婚が経済的問題をはじ

めとする生活上の問題が原因となり離婚に至った

のであるが、再婚を考えた時に同様の危惧はな

かったのだろうか。

「再婚は、妊娠したから。ある程度お金持ってた

人だし、大丈夫かなって。ちゃんと（面倒を）み

るっていうから、賭けてみようかなって。でも実

際結婚したら、働かないし、そのうち手も出る

し。」（Ａさん、30代）

「再婚は子どもがいるから大丈夫かなって思い

ましたが、真面目に働いている人だし収入ある

から大丈夫だろうって。」（Ｂさん、30代）
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Ａさんは初めの離婚後子どもが病気がちで十分

に働くことができず、生活保護を受給していた。

再婚した男性は収入が多かったが、後に仕事を辞

め、さらにＡさんのこどもへの虐待が始まったの

である。Ｂさんは初婚時には子どもがいなかった。

再婚し子どもが生まれたが夫は転職を繰り返し、

暴力もあり再び離婚した。三回目の結婚は、子ど

もがいるため躊躇したが、相手から強く望まれた

こともあり決心したという。しかしその後に夫は

仕事を辞め、Ｂさんと子どもへの暴力が始まり離

婚となった。Ａさん、Ｂさん共に子どもを連れた

再婚の際に、「子どもがいることで充分に働けない

私と子どもを食べさせてくれるだろうか」と考え

たという。再婚は自らの人生設計として考える以

前に、生活を維持していく手段となっていたので

ある。彼女たちは初婚時にも不利な状況から結婚

を急いでいたが、再婚時においても状況は好転し

ておらず、子どもを抱えているなどさらに厳しい

状況であった。そして再婚もまた同類婚であり、

経済問題、子育ての問題などを契機に再度離婚へ

と進んでいったのである。

(３)就業選択

初職から現在までの就業状況は不安定就業が多

かった。中卒・高校中退という低学歴の７名では

初職からパートかバイトが５名いた。高卒では９

名が正規就業、４名がパート・バイトであった。

短大・専門学校卒では３名が正規就業、１名がパー

トであった。

「（中卒後の初職を辞めてから）何でもやったよ、

仕事の内容は気にしないたちだから、コンビニ

とかラーメン屋とかスーパーとか。今が楽しけ

ればいいみたいな。結婚は、女だからそれもいい

かぁって。周り（のおとな）もいくとこなかった

ら、うちの息子のとこ来るかとかって言うし。」

（Ａさん、30代）

「バイトして稼いでそのお金で何でもしてと。家

は貧乏だから自分で稼ぐしかないしと思って。

結婚したら家にいればいいと思ってた。女は楽

だなって。でも最初は結婚しないって思ってた

から。一生自分で仕事して遊びたかったってい

うこと。二十歳の頃ってこの生活が一生続くっ

て考えちゃう。」（Ｇさん、30代）

ここでは仕事は結婚までのものとする考えや、

「パートでも食べていけるからいい」と現在の生活

のみを考える傾向が見られた。このように、低学

歴であり、資格・技術もない彼女たちにとって正

規就業が困難であるという状況は「女だから仕事

は結婚するまでのもの」と考える要因の一つに

なっていた。

表３ 夫の状況と離婚理由

ID 年齢 問題 離婚理由

Ｂ 30代 ● 浮気/DV

Ｆ 20代 ● 夫のギャンブル、借金

Ｈ 30代 ● 夫が生活費を渡さない、浮気

Ｔ 40代 夫の転職、借金、DV

Ｍ 40代 子どもの障害

Ａ 30代 ● 夫の浪費/DV

Ｇ 30代 ● 夫が働かない、DV

Ｄ 40代 ● 夫の収入減少、サラ金

Ｃ 40代 DV/DV

Ｗ 30代 夫の収入減少、DV

Ｉ 30代 未婚

Ｋ 20代 ● 性格の不一致

Ｖ 20代 ● 夫の女性関係

Ｘ 30代 夫の収入が不安定

Ｅ 20代 ● 夫が生活費を渡さない

Ｐ 20代 性格の不一致

Ｎ 30代 夫のギャンブル

Ｒ 30代 未婚、DV

Ｑ 40代 ● 夫の失業、DV

Ｕ 40代 夫の借金

Ｓ 30代 疾病/性格の不一致

Ｌ 30代 未婚

Ｊ 40代 DV/疾病

Ｏ 50代 夫の失業、DV

イ 40代 性格の不一致

ロ 30代 DV

ハ 50代 死別

●夫が養子、両親の離婚などを経験

17シングルマザーの性別役割意識



また結婚前の段階においても、将来の就業継続

を見通して正規就業へ移行する希望を持たない様

子も見て取れた。彼女たちが考え得る既婚女性の

姿は、夫に扶養される専業主婦か、家計補助のた

めに不安定就業しつつ家事・育児を担うというも

のだったのであろう。産休制度があったら取得し

たかとの問いに対してＡさんは「仕事と子育ての

両立は能力がある人がするものであり、自分とは

違う。制度があっても取らなかったと思う。」と答

えた。「やればできるのかもしれないけど、中途半

端にしたくないから」とも言うＡさんからは、家

族と協力しつつ就業継続することを想像すること

が難しい様子がうかがわれた。

このように結婚後の就業継続を考えることが少

なかった彼女たちであるが、現実には家計が逼迫

し働く必要もあった。しかしそこでは夫の持つ意

識が就業の妨げとなっていた。

「（夫は）会社さぼって行かないこと多くて稼ぎ

少なくて米も買えない。だから私働くって言っ

たらダメだって、働くなって。女が外で働いたら

浮気するからって。それに働いたら生意気に

なってオレの言うこと聞かなくなるからって。

私に家にいてほしかったのか、世間的にオレが

養ってやってるって、自分が良く見られたいの

か、どっちもかな。」（Ａさん、30代）

「主人は私に働かないで家にいてほしいと言っ

てました。子どもの近くにいてほしいのと、自分

の稼ぎが少ないみたいなこと言わないでほしい

と。お金に困ったから働くっていうのは自分の

プライドが傷つくみたいで。」（Ｗさん、30代）

ここでは夫たちの性別役割意識がうかがわれ

る。彼らは妻子を養うことが男性の役割と捉えて

いるため、妻の就業は自分が男性として役割を十

分に果たしていないと見られると考えてしまう。

また働くことにより女性が力を持ち、自分が優位

に立てなくなると考え、そのことに抵抗を持って

いた。

さらに保育サービスの問題もあった。保育所の

種類、仕組みを理解すること、また手続き方法を

含め、彼女たちには情報にアクセスすることの難

しさもあった。そして「定員いっぱいで入れない」

「小さい子を預けるのは良くない」「保育所より幼

稚園のほうが良い」との語りからは、利用の難し

さとともに彼女たちの就業へのためらいもうかが

われた。こうした状況も「子どもが小さいうちは

母親が育てるべき」という意識の強化につながる

と考えられる。

(４)不利な選択の重なり

義務教育修了後の進路選択、結婚・出産、そし

て離婚、それらと重なりながら行われる就業選択

など、彼女たちにはどのステージにおいても様々

な資源の不足という不利な状況があり、さらに一

つの選択が次の不利へとつながっていた。

義務教育修了時にはそれまでの成育過程におけ

る不利から学業への関心が低いことと親の経済力

不足などから、進学の機会が保障されていなかっ

た。そして低学歴はその後の正規就業を困難にし、

先の見えにくい非正規就業を続けるなかで安定を

求め結婚願望を持つ要因となった。その後結婚を

急ぐが、配偶者も彼女たちと同様の貧困・低所得

層の家庭に育っていたことから様々な問題を抱え

ていたため、周囲からの支えもなく結婚生活は破

綻していった。

将来展望を持てず主体的に生活を組み立てる機

会に恵まれなかった彼女たちであるが、不利な選

択をせざるを得ないという生活の中から自らの役

割をどのように捉えていったのだろうか。家庭生

活における女性の役割については次のように語ら

れた。

「結婚したら奥さんは働かない方が。男性が稼げ

ないなら離婚。女は家のことちゃんとできるよ

うに。男が掃除とかアイロンとかできると付い

た女が甘える。女が稼げたら、男が当てにする

し、嫉妬もする。そうなると夫婦仲悪くなるし。

男が仕事100点、女が家事100点、そうでないと

離婚。当てにされちゃうから。」（Ｇさん、30代）
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「自分は家の中のことちゃんとやろうと思って

ました。私が働きに出ないで家にいればこの生

活は崩れないと思ってました。働くと家のこと

ができなくなり、子どもが手伝うとそこでけん

かが始まると。何で子どもに手伝わせるんだっ

てだんなが怒るかなと。それで家庭が壊れると

思ってた。」（Ｔさん、40代）

「私は家事を手伝って欲しくないっていうか。何

かイヤなんですよね。この嫁何もしないって思

われるかなって。やられると私の役割がなくな

るような気がして。やることとらないで欲し

い。」（Ｖさん、20代）

このように家庭内の女性役割を固定的に捉え、

その役割を遂行することが生活の安定につながる

と考えることには、成育歴における不安定さの経

験が関係しているであろう。さらに教育・就職に

おける不利など制約的な状況の中にいたことが、

固定的な役割に疑問を持つことを阻んでいったと

考えられる。

４．貧困と性別役割意識

―おわりにかえて―

(１)シングルマザーと性別役割意識

調査では代表的な性別役割意識について、①「男

は外で仕事をし、女は家を守るべきである」、②「男

が中心的な役割を取り、女は補完的な役割を取

る」、③「子どもが３歳までは母親が家で育てるべ

きである」、④「男の子と女の子は異なる育て方を

すべきである」の４つの項目について聞き取った。

表４に示した 通り、シングルマザーたちの意識

と彼女たちの背景にある学歴・就業状況などには

相関が見られた。現在は施設利用者として経済的

問題等の生活困難を抱えているという共通点を持

ちながら、学歴・職業・収入をはじめ、親や親族

からの支援の有無、近隣との関係などが比較的良

好な者は性別役割を否定する傾向にあり、それは

対照群の一般シングルマザーの意識と近かった。

困難を抱えるシングルマザー間の差異にはグラ

デーションがあり、そこから対照群の一般シング

ルマザーへと続く先に、性別役割に疑問を持ち既

存の構造に抵抗することができた女性集団がある

のであろう。

(２)貧困が影響する性別役割意識

調査対象のシングルマザー間の差異に注目して

いくと、より困難にある者の性別役割意識にはこ

れまでの生活状況による影響が見られた。彼女た

ちは人生の早い段階から様々な不利の中に置か

れ、自分自身で決定をする機会を奪われてきた。

ライフステージにおいてはまず直面している問題

への対処を優先しなければならないため、将来を

見通した行動をすることには困難があったと考え

られる。制約的な状況下では与えられる役割に疑

問を持つことなく、従前からある「男女の役割は

あらかじめ決まっているのだ」「男性に従っていく

方がよい」という固定的な性別役割意識を支持す

る結果となったのであろう。

性別役割意識には第１に家族における不安定さ

が影響していると考えられる。彼女たちの生まれ

育った家族はさまざまな生活問題を抱えていた。

両親の不和と離婚、再婚による新しい家族との葛

藤、親の不安定就業による経済問題、その背景に

あるアルコールやギャンブルを含む健康問題、そ

して家族内の暴力などである。こうした環境は彼

女たちに様々な経験を不足させ、自己効力感を

奪っていくものであったと考えられる。第２に、

意識には教育・結婚・就業における選択の困難と

の関連もうかがえた。義務教育修了時に貧困ゆえ

に進路を狭められることは、将来展望が持てない

ことにつながった。教育の機会が得られないこと

は自分の可能性を信じること、与えられる役割以

外のものを望むこと、望んでも良いのだというこ

とを知ることから遠ざけられ、それにより性別役

割を受け入れる素地が作られていったのであろ

う。彼女たちは教育を十分に受けていないことに

より職業選択も狭められ、低学歴であることは正

規就業を困難にし、離職率も高くなっていった。

キャリアを重ねることのできない就業は継続する

意欲を失いがちであり、特に結婚後は夫の希望も
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あり就業せず子育てに専念する傾向があった。

こうしたライフコースにおける選択の不利の連

続から彼女たちは現状を受け入れていく合理化を

身に付けていったのではないだろうか。一方、性

別役割を否定していくことが可能な女性たちは、

男性に与えられている権利は女性にも与えられる

はずであり、女性であることが何もかもあきらめ

る根拠にならないと考えた。そして自分たちの力

に気づき、先が見えてくることによりさらに力を

発揮することができた。その対極に機会が与えら

れない女性たちがおり、彼女たちは自らの力に気

づくことも発揮することからも遠ざけられていた

のである。

注

１)林は女性福祉を性差別の結果として生じた生活

不安に直面している女性たちの諸問題を指すもの

と位置付け、社会福祉における女性福祉の必要性を

述べている。また現行の社会福祉にジェンダー視点

が欠けているため支援から取り残されている女性

の現状をあげている（林2004）。

２)日本のシングルマザーは就業率が他の先進諸国

と比較して高いが、女性の低賃金により世帯収入は

一般世帯の３割と低い。母子世帯の貧困の要因に

表４ 性別役割意識

ID 年齢 ①男は仕事、女は家庭 ②男が主で女は従 ③３歳児神話 ④性別による育て方

Ｂ 30代 そう思う 思わない そう思う 違いはない

Ｆ 20代 そう思う そう思う 少しそう思う 分からない

Ｈ 30代 そう思う そう思う そう思う 違うと思う

Ｔ 40代 少しそう思う 思わない 思わない 違いはない

Ｍ 40代 思わない 思わない 思わない 違いはない

Ａ 30代 そう思う 少しそう思う そう思う 少し違う

Ｇ 30代 そう思う そう思う そう思う 違う

群
Ｄ 40代 そう思う そう思う そう思う 少し違う

Ｃ 40代 そう思う そう思う ― 分からない

Ｗ 30代 そう思う そう思う そう思う ―

Ｉ 30代 思わない ― 思わない 分からない

Ｋ 20代 思わない 少しそう思う そう思う 分からない

Ｖ 20代 思わない 分からない そう思う 少し違う

Ｘ 30代 思わない 思わない 思わない ―

Ｅ 20代 そう思う そう思う そう思う 少し違う

Ｐ 20代 思わない 分からない 思わない 違いはない

Ｎ 30代 思わない 思わない そう思う ―

群
Ｒ 30代 思わない 思わない 思わない ―

Ｑ 40代 思わない 思わない 思わない 違いはない

Ｕ 40代 少しそう思う 少しそう思う そう思う 少し違う

Ｓ 30代 思わない 思わない 思わない 違いはない

Ｌ 30代 思わない 思わない 思わない 違いはない

群 Ｊ 40代 思わない 思わない 思わない 違いはない

Ｏ 50代 思わない 思わない そう思う 違いはない

イ 40代 思わない 思わない 思わない 違いはない
対
照
群

ロ 30代 思わない 思わない 思わない 違いはない

ハ 50代 思わない 思わない 思わない 違いはない

群～ 群 学歴、職業、収入によるグループ分け
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は、女性が結婚・出産によって退職するがその後常

勤職に就くことが難しいという就業構造がある（神

原2006）。

３)年金制度は性別役割分業している夫婦をモデル

とし、被用者年金の被扶養配偶者である女性は加入

してはいるが保険料負担を求められない。さらに所

得税の配偶控除制度もあることから、女性が扶養の

範囲内である年収103万円以下の就業を選好する

傾向にあり、それが女性全体の低賃金につながって

いるのである。

４)低所得層では夫も妻も固定的な性別役割意識を

持ち、それは経済的問題など強いられた状況下での

意識であると岩田が報告している（岩田2000）。

５)表は調査対象者の回答に基づいて筆者が分類し

た。例えば「①男は仕事、女は家庭」の項目では、

性別による役割分業は否定しながらも「夫がいるな

ら女性は働かないで家にいるべき」「男性が主な稼

得者であるのは当然」と答えたものは「そう思う」

とした。
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