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はじめに

　全国でも生活保護受給世帯が多く，そのうち母子世帯の割合が高く，稼働母子世帯割合が
高い特徴のある釧路市。市の母子自立支援事業では，積極的に国の母子家庭自立支援給付金
事業のうちの高等職業訓練促進給付金事業を利用して，看護師・准看護師の養成校入学を目
指す母子家庭の母親を応援している。その支援は単なる制度の紹介にとどまらず，「お母さん
の自習室」と呼ばれる学びの場を市が創出して展開している。
　母子世帯の母親が，子育ての傍ら，一人きりで受験準備することが容易でないことは想像
に難くないが，釧路市はこれを事業として境遇の似た母親どうしで共に学び励ましあえる学
習場所を提供している。平成17年度からの施行事業であり，平成21度に制度が拡充された。
さらに23年度までに同給付金事業に該当する要資格職の養成校で修学を開始した者は，在学
中の全期間の毎月，訓練促進費を受給できることとなった。釧路市ではこの国の事業を成功
に結び付ける＝看護学校受験合格に近づけるために「お母さんの自習室」として事業を展開し
ている。資格取得に向けた学習に集中できるよう託児サービスを設け，受験対策に長けた学
習アドバイザーによる指導，看護学校副校長を講師としたセミナー開催を通じて母親たちの
学力と意欲を高め，毎年合格者を送り出している。
　この，国の母子家庭自立支援給付金事業の希望者は全道的に増加の途をたどり，20年度か
ら22年度にかけての給付総数は全道14市4町村分78人から24市8町村分で331人へ増加。札幌
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市では12人から71人へ，旭川市で7人から35人へ，函館市は10人から33人に増えた。釧路市
は施行時の平成16年度の4人から平成22年度39人までに増え，その伸び率は約10倍と群を抜
いている（北海道保健福祉部資料）。2011年3月11日に東北・東日本で発生した未曾有の大
震災を機に北海道へ避難してきた母子世帯の母も，経済的自立のためにこの制度を利用する
など，目下，具体的に結果の出せる母子世帯の支援政策として脚光があたっている[朝日新聞
2011.5.27.朝刊，北海道本社]。
　本稿の目的は，母子世帯の母への就労による自立を促す釧路市の取り組みを紹介し，釧路
市における高等職業訓練促進給付金事業展開の意義と現時点での限界について考察する。
　本研究の調査期間と対象は次の通りで，これらから提供された資料を使用している。平成
21年3月3日北海道保健福祉部地域医療政策課，21年6月3日釧路市福祉部生活福祉事務所長，
21年8月6日釧路市医師会看護専門学校副校長，22年10月29日，23年3月11日，23年8月20日釧
路市こども保健部こども支援課相談支援担当（以下相談担当），23年8月22日北海道保健福祉
部子ども未来推進局。

１.　釧路市の母子世帯の概況

　（1）釧路市の概況
　釧路市（北海道）は，道内第4位の人口185,034人（H22年末住民基本台帳）を抱える道東の都
市である。平成17年の市町合併により，旧阿寒町と旧音更町が釧路市となった。長く市の経
済を支えてきた基幹産業の水産，石炭が相次いで衰退し，特に平成14年の太平洋炭鉱閉山以
降，市経済は全体的な停滞状況にある。
　求職と雇用の状況をみると，釧路公共職業安定所区域の労働力人口132,168人（平成17国勢
調査）に対する一般有効求職者数の月平均値の割合は，最近3年間の平均で5.0％である。これ
は，全国の割合3.6％を上回っており，求職者数の割合が相当程度に高い状況にある。一般有
効求人倍率については，最近3年間の平均が0.38倍，平成21年度0.33倍と，いずれも全国平均に
基づき定められた雇用開発促進地域の対象要件以下の率となっており，雇用機会が著しく不
足した状況にある ［北海道, 2010］。

　（2）釧路市の母子世帯の概況
　国勢調査によると，母子世帯数（児童扶養手当受給者数）は，釧路市，北海道，全国ともに増
加傾向にあるが，平成17年の全世帯に対する母子世帯比は釧路市2.75％（2,253世帯）と，全国

（1.53％）の1.8倍，北海道（2.08％）の1.3倍となっている（図1）。平成19年に釧路市が行った「ひ
とり親家庭調査」での母子世帯数は2,931世帯となっており，さらに増加している。離婚率も
また全国的に平成2年から上昇し，釧路市では平成14年度に全国平均を1.4倍上回る3.32%を記
録した。のちに減少傾向となったものの依然3.0％代（平成17年度）となっている（図2）。
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図1　全世帯に対する母子世帯の割合
出所：総務省統計局，国勢調査より作成

図2　釧路市，北海道，全国の離婚率
出所：厚生労働省　人口動態統計より作成

注：平成16年まで市町合併前，平成17年は合併後数値

　釧路市の母子世帯の稼働状況ついて。市が行った「ひとり親家庭調査」によると，働く母子
世帯の割合は，平成22年度72.5％，平成19年73.2％，平成16年73.3％，平成15年69.9％，平成14
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年73.1％と，約7割で推移している ［釧路市, 2011］。この水準は，平成18年度全国母子世帯等
調査の全国の値84.5％を下回っている。

　（3）釧路市の保護世帯と保護母子世帯の概況
　釧路市の生活保護受給世帯の特徴は，全保護世帯に占める母子世帯の比率が高いことであ
り，平成6年度には22.2％（全保護世帯2679：母子世帯594）にも上った。平成20年度までにその
比率は16.3%となり減ったかに見えるが，それでも他の自治体（8％程度）に比べて約2倍の水
準であり，実数では平成6年度比の1.5倍，約400世帯増の907世帯へと増加している（図3）。こ
のことは，先の稼働状況と合わせ，釧路市が国の自立支援のモデル事業に関わることになっ
た大きな理由となっている。
　後述する母子世帯の母への就労支援事業について，市がこれを推進するに至る制度基盤に
ついては，正木による報告に詳しい1。釧路市の生活保護行政で，従前にない危機的状況が続
くなか，平成15年末頃，厚生労働省から道を通じて，市に生活保護母子世帯対象のモデル事業
実施の打診があり，市はこれを平成16年度からの実施として引き受けた ［正木, 2010］。この
モデル事業は，市の保護世帯全体への自立支援プログラム（図4）に位置づけられる。本稿で
取り上げる「母子就労さぽーと事業」は図4の生活保護自立支援プログラム全体概要の上部，

「就労自立」の手前にある，「就労支援プログラム」に含まれる，職業訓練機関等活用プログラ
ムに対応している。

図3　釧路市保護世帯数・保護母子世帯数及び比率の推移（年度平均）
出所：釧路市生活福祉事務所統計より作成
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図4　釧路市生活保護自立支援プログラム全体概要
出所：厚生労働省「生活保護受給者の社会的な居場所づくりと新しい公共に関する研究会報告書」

２．釧路市における母子世帯への自立支援

　国の自立支援モデル事業に位置付く母子世帯を対象にしたプログラムとして，市では平成16
年度4月から「母子家庭自立支援給付金事業」に取り組んでいる。この事業に，「自立支援教育
訓練給付金事業」と「高等職業訓練促進給付金事業」の二本立てである。後者は次節以降で詳
述するので，ここでは前者について触れておく。
　自立支援教育訓練給付金事業とは平成15（2003）年度からの雇用支援事業である。母子世帯
の母の主体的な能力開発の取組を支援し，母子世帯の自立を促進するため，それまでに働いた
経験がない，働いたが雇用保険を納める基準に満たない程度だった，失業して久しいなどで雇
用保険の教育訓練給付の受給資格のない母子世帯の母親を対象とする。就労に役立つとされ
る資格―パソコンやホームヘルパーなど―の教育訓練講座を受講し，修了した場合に，その経
費の一部を支給するものである。実施主体は，地方公共団体（都道府県，市及び福祉事務所設
置町村）であり，対象となる教育訓練講座は，雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講
座に加え，都道府県等の長が地域の実情に応じて定めることができることになっている。 
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　資格取得に要する期間はもう一つの事業「高等職業訓練促進給付金事業」に比べて短いもの
が多い。釧路市では1か月から6か月程度で取得でき，仕事を具体的にイメージできるホームヘ
ルパーや医療事務の資格取得相談が多い。相談件数は，事業施行後2年目，平成17年度の103件
を境に減少し，平成21年度に微増。受講者（制度利用者）は平成18年度の38人をピークに下降
している（図5，図6）。実際には，釧路圏域の求人状況を考えるとパソコン，医療事務の資格を
取ったところで就職は難しいという。またヘルパー職も経済的に自立するには所得が少ない
ことを懸念している。そのため面談で学力のありそうだと思われる相談者にたいしては，もう
一方の「高等職業訓練促進給付金事業」を用いて賃金体系が「しっかりしてて，やっぱり資格と
して強い」（相談担当）准看護師・看護師資格を取ることを勧めている。

図5　自立支援教育訓練給付金相談件数と決定件数
出所：釧路市こども保健部提供資料より作成

図6　受講講座の講座指定決定件数内訳
出所：釧路市こども保健部提供資料より作成
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３．釧路市における高等職業訓練促進給付金事業の展開

　（1）高等職業訓練促進給付金事業
　専門的な資格の取得を容易にするために，母子世帯の母が2年以上の養成機関で修業する場
合，一定期間，訓練促進費を支給し，生活費の負担軽減を行う事業である。
　対象者は，次のすべての要件を満たす者である。
① 児童扶養手当の支給を受けているか又は，同様の所得水準にあること。
② 養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し，対象資格の取得が見込まれる方。
③ 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方であること。
④ 養成機関を受験前するに，母子自立支援員に相談があった方であること。
　市で給付相談の多い資格の順は，准看護師，看護師，保育士，理学療法士，介護福祉士，理学
療法士である。北海道としては准看護師を給付対象資格対象としていないが，各市及び道（町
村分）のそれぞれの決定でこれを対象とすることができる。釧路市では事業開始時に，准看護
学科を持つ釧路市医師会看護専門学校があったため，対象資格に加えてあった。しかしながら
平成22年度の入学生の平成24年3月末卒業をもって学科閉鎖となるため，事実上対象資格から
外れている。
　支給額について，平成16年度4月の事業開始時の支給額は，修学期間が2年以上の職業学校
の，カリキュラムの最後の3分の1の期間で最大12ヶ月（3年課程の学校の場合なら最後の1年分
に相当，2年課程なら8ヶ月分）が上限とされた。その期間，学費または生活費としての訓練促
進費に月10万3千円が給付された（平成20年度の金額）。ただし3分の2の修学期間は給付金を得
られない。また，通常これらの養成校は全日制であり，日中働きながら修学することは難しい
ため，貯蓄などの経済力がなければ，学力があっても「高度技能」の訓練が出来ないことが制
度上の課題とされていた。この点について，平成21年度から給付金事業の制度改定があり，支
給額が以下のように引き上げられた。
① 訓練促進費：市町村民税非課税世帯の場合　月額141,000円
② 入学支援修了一時金：市町村民税非課税世帯の場合50,000円
　但し①②ともに，同一世帯に課税されている者がいる場合に支給額は変動する。
　この改定により，引き上げられた金額が，平成21年度からは修学するすべての期間，毎月給
付されることになり，就労できない間の家計の大きな助けになっている。但し，事業の施行期
間には区切りがあり，平成24年3月31日までに修業を開始した者となっている。対象資格の養
成校は4月入学が殆どであるため，すなわち平成23年4月に入学を果たした者までが給付の対象
となれるのである。高等職業訓練での資格取得を目指す母子世帯の母を，より強力に経済的に
応援する制度への改定は，釧路市においては特に，すでに閉校が決まっていた准看護学校に入
学する最後のチャンスであったこととあわせて，母らに積極的に勧奨する動機となった。

　（2）釧路市での高等職業訓練促進給付金の利用状況
　この改定を受けて，市の母子自立支援相談担当者は，平成20年度以来，相談に来た母子世帯
の母にたいして積極的に本給付金事業を紹介している。図7，図8，図9をみても，平成21年度の
相談件数が飛躍的に伸びている。平成23年の4月に入学出来た者が全期間毎月給付される事業
であるため，平成22年度の受験が「最後の年度だからといってプッシュした」（相談担当）。
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　図8は准看護学校受験相談と決定件数である。釧路市内の准看護学校は1校あったが，閉校
にむけて平成23年度の新規学生を募集しなくなったため，平成22年度の相談件数は0件となっ
ている。平成21年度の決定16件は前年の倍となり，平成22年度の決定件数，すなわち入学者
数はさらに19件と伸びた。いわば閉校前の「駆け込み受験」である。准看護学校の受験学歴要
件は中学校卒であり，看護学校の受験内容よりも難易度が低いものとなっている点と，所得
を得られるようになるまでの期間が2年と短い点も，相談件数および決定件数の増加に結びつ
いたと考えられる。

図7 高等職業訓練促進給付金事業の相談件数と給付決定件数
出所：釧路市こども保健部提供資料より作成

図8　准看護学校受験相談件数と決定件数
出所：釧路市こども保健部提供資料より作成
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図9　看護学校受験相談件数と決定件数
出所：釧路市こども保健部提供資料より作成

　准看護学科を擁する釧路市医師会看護専門学校の副校長によれば，各学年の学生数48名のう
ち母子世帯の母という学生は，平成21年度は第1学年に11名（23%），第2学年に9名（19%）いる。
この大半が訓練給付金事業を利用している。学校ではシングルマザーは特別珍しい存在でな
いどころか5分の1を占めている。教室内には似た家族構成のもの同士が集っているわけであ
り，互いに励ましあったり，生活上の情報を交換するなどしているという。
　准看護学科でこの高等職業訓練促進給付金事業を利用する者は，平成16年度から22年度まで
の7年で，通算57名にのぼる。特に，給付期間が修学の2分の1から全期間へと移行した平成20
年度から平成21年度間の伸びは実に2倍である（図8）。看護学校もまた，決定件数の通算は21
件であり，平成20年度6件から平成21年度11件の間で1.8倍の伸びを見せている（図9）。
　しかしながら，准看護学科の通算決定件数は，看護学校のそれの2.7倍である。この准看護学
科が存続したならば，資格取得を目指す母子世帯の母は，引き続き現れたに違いない。そう考
えると，少なくとも母子世帯の母の雇用・就労支援政策，経済的自立支援の観点からすると，
閉学科の運びとなったことが惜しまれる。
　次に給付金について。これを受けられる期間は制度利用決定年度によって異なっている（表
1）。平成20年度の制度利用者は，給付金は月に103,000円を2分の1期分，すなわち，2年間の准
看護師養成校修学期間の半分である12ヶ月分を給付できたので，1,236,000円を得られた。21年
度に制度利用開始した者では修学全期間，給付金141,000円を毎月得られるため，准看護学校入
学者なら卒業までに3,384,000円得ながら就学する事ができる。21年度に3年制の看護学校へ入
学した者であれば，23年度までの全期間給付を受けられるため，一人当たり総額5,076,000円と
いう手厚い給付となるため，相談担当の声にも力がこもる。
　相談担当が自信を持って母子世帯の母たちに勧める理由は他にもある。准看護師免許，看護
師免許を取得した後には，手堅い就職先と安定した所得が待っているからだ。給付金事業利用
者の就労率は100％なのである（表2）。看護学校へ進学し資格を取れば就職が約束されている
といってよい。冒頭で釧路圏の有効求人倍率に触れたが，看護職はどこの医療機関でも人手が
不足しており，看護師免許の取得は家計を安定させるには大きな強みとなるのだ。
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　表3は就職実績であり，これまでの主な就職先である。准看護学生の中では，公務員に準じ
た処遇のある公的病院（市立病院，釧路赤十字病院，釧路労災病院）への就職を希望する者は少
なくないが，実際には医療法人（民間病院）への就職がほとんどである。多くの准看護学生が
在学中から自ら探して医療機関の奨学金を受け，卒後当該施設で就労している（医師会看護専
門学校副校長）。
　表4は，釧路市内の年間の看護師・准看護師養成定員である。3校4科で合計148名分。准看護
学校が閉校するため，平成24年度までの卒業生の数である。このうち看護学科へ進学する者も
あるが，単純計算で釧路から毎年148名が看護労働市場へ参入する計算である。表2にある，平
成20年度の給付金利用の卒業者10名は，この年の看護労働市場参入者の6.8%を占めたことにな
る。平成17年度からの通算30名は，5年間に輩出する看護師・准看護師の4.1％に相当する。医
療現場では一般に，「もう一人看護師がいてくれたら仕事が回しやすくなる」という管理者の
声が聞かれる事が珍しくないことを考えると，この制度が看護労働市場に与える影響は決して
小さくないのではないか。
　しかしながら，准看護学校，看護学校の受験はそう簡単にいくのだろうか。勧められたから
といって，受験に際し，楽観的でいられる母親たちはどれほどいるだろうか。

4．  「母子就労さぽーと事業『お母さんの自習室』」

　母親らの多くは資格を取って働きたいと考えて市の窓口へ相談に来るが，第一に修学資金の
工面，第二に学力への不安から准看護・看護学校の受験をためらっていた。しかしこの高等職
業訓練促進給付金事業の平成21年度改定は，修学中の経済支援として手厚い内容になっている
ことが強調され，第一の不安を軽減させるものであった。
　次なる障壁は学力である。このハードルを下げるため，越えるために，冒頭でもふれたが，
釧路市では平成21年9月から毎週水曜日に「お母さんの自習室」を開室している。

　（1）「お母さんの自習室」
　市の「母子家庭の母の就労自立のための支援策」に位置づく，「母子就労さぽーと事業」とし
て展開される。本事業は，修学環境の確保を目的としており，学力を向上させて，先に述べた

「母子家庭自立支援給付金事業」（「自立支援教育訓練給付金事業」と「高等職業訓練促進給付
金事業」）への接続を期待するものである。

　「就職の際に有利な資格の取得や高校等卒業資格取得を目指しているお母さん。勉
強したいけど育児が大変，勉強する場所がない，ひとりきりで勉強するのはつらいと
いうお母さん。学習場所を提供します。学習アドバイザーのやさしい見守りの中で
自分のペースで集中して学習ができます。是非，一度自習室を利用してみませんか?」
（「お母さんの自習室」パンフレットより）
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　展開の条件は次のとおりである。
　① 開室日：毎週水曜
　② 開室時間：午後1時30分からの3時間
　③ 開室場所：総合福祉センター（旭町）
　④ 託児サービス
　⑤ 申込は子ども家庭課での登録制
　託児サービスには保育士を配置している。この保育士の配偶者が偶然にも元看護学校受験
予備校講師だったことから，学習アドバイザーとして有償ボランティアをしてもらうことと
なった。偶然とはいえ，母親たちの学習支援にあたり，これ以上の人材との出会いはないだろ
う。学習アドバイザーにとっても，予備校で培った指導技術を錆びつかせずに済むとのことで
両者にとって利のあるスタートを切ることとなった。
　自習室として利用するための部屋の確保と，託児サービスの保育士，学習アドバイザーへの
人件費の財源は，道の補助金を使っている。「使えそうな助成や制度を探して組み合わせていま
す」（相談支援専門員）。使える制度からの予算の組み立ては担当者にとってはいわば腕の見せ
所ともいえよう。他市での支援事業展開の在り方は別稿に譲るが，少なくとも釧路市において
はこうした担当者のアレンジ力が自立支援事業の展開を左右しているとみえる。

表1　高等職業訓練促進給付金利用者（年度，人）

表2　高等職業訓練促進給付金利用者の就労状況（人）

 平成
18年度 

平成
19年度 

平成
20年度 

平成 
21年度 

平成
22年度 

給付期間 修学期間の 
1/3期分 

1/2期
分 全 期 間 分 

准看護師 6 4 8 
計 16

10
6
6
4
2
0

19
0
19
11
5
4
2

1年 
2年 

看護師 0 1 2 

計 
1年 
2年 
3年 

 
 

卒業者 就労者 就労率 内　訳 

平成17年度 4 4 100 看0 准看4
平成18年度 6 6 100 看0 准看6
平成19年度 5 5 100 看1 准看4
平成20年度 10 10 100 看2 准看8
平成21年度 5 5 100 看0 准看5

4
6
5
10
5

4
6
5
10
5
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表3これまでの主な就職先（人）

表4　各看護学校募集定員（人）

　平成22年10月末時点での自習室利用者は15名である。看護学校，准看護学校を目指す多くの
母が出入りしている。このうち，就学前の子どもをもつ母7名が利用している。中には生後2か
月，生後11か月という乳児の母もいる。
　担当者は，こうしたプログラムを構成し運営するなかで母親たちが真剣に取り組む様子をみ
て，本事業は有効に機能しているという実感を抱いている。しかしながら，母親が学習したく
てもその時間を確保できるか否か，そのために社会的・人的資源を用意できるかが基盤的な鍵
となっている。つまり「協力してくれる家族の存在が欠かせない」のである。
　子どもを育てながらの学習であるため，母の親（子どもにとって祖父母）やきょうだい，保育
所など，子どもの世話を頼れる存在の有無が，本給付金事業の利用の分かれ目となっている。
それがいないために，「子どもがまだ4歳で，3年間もかかる看護学校はたいへんだから」，「学校
の授業中は，子どもが熱を出しても迎えに行けない」と，事業の利用をあきらめる母親もいる。
さらには，住まいが遠隔地であればこうしたサービスにアクセスすることも難しい点があげら
れる。この点について北海道保健福祉部地域医療政策課への聴取調査でも「高度技能訓練促進
費事業は都市型の対策」であるとして指摘されていた（平成21年3月3日）。養成課程・学校の
ある都市部に住むものでなければ利用しにくいというのである。通学に時間がかかり，子ども
を長時間預けられなかったり，預けても急なお迎えに対応できない，そのために通えないとい
う対象者には利用されにくい。この制度においては，高度職業訓練学校の受験にチャレンジで
きる程度に学力があることと，自分以外に育児を担ってくれる存在―保育所，親戚等―を確保
できる者でなければ利用できないという限界がある。

　（2）利用者の傾向
　年齢層は20代から40代まで幅広い（表5）。母親たちの学力は，「そう低くもない。普通に，

市立釧路総合病院 4 
釧路北病院 4 
星が浦病院 3 
清水桜が丘病院 3 
中央病院 2 

 30
40

市院学護看等高路釧立
釧路市医師会看護専門学校 看護学科  

准看護学科(平成23年
度募集停止) 

48

 
 30釧校学門専護看災労路
 148 計

出所：いずれも釧路市こども保健部提供資料より作成 
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子どもがいるせいで正規で就職できない人たちが多い」（相談担当）。たとえば，平成21年度の
合格者（給付金決定者）3人のうちの1人は，臨時職員としてしか働くことができなかったとい
う。もう1人は就労経験が無く，2児を抱える20代前半の女性で，看護師だった親に勧められ
て受験を志して入学を果たした。
　合格した母たちは，「それなりの覚悟で勉強してきた」（相談担当）という。入学すれば，本給
付金にくわえて，卒業後就職する病院の奨学金を受けられるため，学費の心配をせずに資格取
得を目指せる。その切符を手に入れたいという意気込みが，自習室にはいつもあった。市が

「お母さんの自習室」利用者にとったアンケートの自由記述には，「学校の勉強から遠ざかって
久しかった」，「勉強の仕方がわからなかった」，「仲間がいて励みになった」などの記述が複数
見られる。また，前年の受験で不合格だったが再チャレンジしている40歳代と35歳の母が継続
して利用申請しており，資格取得への強い意志が伝わる。

「15年振り以上の勉強でしたので全くわからない状態からのスタートでしたが，学習
アドバイザーのわかりやすく丁寧な指導で徐々に勉強にも慣れていきました」（自習室
利用者アンケート回答より）

　表6は，平成23年4月から自習室の利用者のうち受験した数を尋ねた結果である。22年10月
末の自習室利用者は15名いたが，受験に臨んだのは最終的に4名であった。勉強についていけ
なくなって受験をあきらめたその数は11名に上る。また，受験したが2名が不合格に終わった。
2名のうちのひとりは，また来年も受けるつもりという。ただし，本給付金事業が継続される
かは未定である。もうひとりは「看護学校の受験は難しいので介護福祉士を目指すといってい
る」。｢准看護学校なら入れたでしょうに｣（相談担当）というように，その閉学科を惜しむとと
もに，合格が容易でない看護学校受験の準備を，市が事業として支援することの意義の大きさ
が伺える。

表5　平成22年度給付決定者の年齢，進学先　（人）

 20
代 

30
代 

40
代 内訳 

看護学校 5 4 2 市立4（1年2、2年2） 
医師会6（1年2、2年2、3年2）  

労災1 （1年1） 
准看護学校 3 10 6  
保育士 4 1 1 くしろ短大4 

釧路専門学校2 
介護福祉士  2   釧路専門学校2 

出所：釧路市こども保健部聴取より作成 
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表6　平成23年度給付決定数，進学先

（3）母子就労さぽーとセミナー「看護師を目指しているあなたへ」
　市の相談担当は，自習室に集まる母らの看護学校進学への意欲を高め，励みとすることを
目的に「母子就労さぽーとセミナー」を設けた。医師会看護専門学校副校長宮尾スミエ氏を講
師として招き，平成22年は8月に開催している。そこでとられたアンケートの13人分の自由記
述からは，「看護師になって家庭を支えたい」「自立するうえでもっと頑張らねば」「話を聞いて
進みたくなった」など，積極的な内容が寄せられていた。
　総じて，高等職業訓練促進給付金が，修学全期間毎月支給される間に，是非とも，就職率が
高く所得が安定している看護資格取得の方途についてほしい，という市の担当者の積極的姿
勢，熱意が根底に流れている事業の展開であるといえる。

5． 考察と今後の課題

　本稿では，母子世帯の母への就労による自立を促す釧路市の取り組みを明らかにしてきた。
釧路市における高等職業訓練促進給付金事業展開の意義と現時点での課題について若干の考
察を行う。
　第一に，市の相談担当は，経済的自立を実現する強力な資格として看護師・准看護師職を特
に認めており，母親の学歴など学力背景がこれに適いそうである限りは，積極的にこの給付金
事業の利用を進めていた。さらに資格取得を実現に近づけるために「お母さんの自習室」をプ
ログラム化したところに，市の熱意がうかがわれる。民間に任せるのでなく行政が先ずこれを
担った点は評価されるべきである。しかしながら，そもそも「高等職業訓練促進給付金事業」
は学力適正がなければ利用できない制度である。市が自習室事業を展開し，元看護学校受験予
備校の講師が学習アドバイザーを務めるという偶然の恵みがあってもなお，受験をあきらめざ
るを得ない母らが相当数いる。また，自習室へ通うにも，仕事を休まねばならない母親もいよ
う。この制度においては，たとえ資格取得後に安定的な所得を得られると分かっていても，高
度職業訓練学校の受験にチャレンジできる程度に学力があることと，受験準備の間の所得を頼
れる存在がなければ利用しにくいという制約がある。
　第二に，高等職業訓練促進給付金事業の継続が強く望まれる点である。努力が実って養成学
校に入った者には修学全期間の毎月給付がある。且つ，増額とされた平成22年度からの相談件
数と決定件数の上昇は，そのまま，就労自立できる母子世帯の母を増やすことにつながってい
る。けれども，この制度自体の継続性が今のところ約束されていない点に不安を残す。
　第三に，就労自立の観点からすると，准看護学校の存在意義はけして小さくなかっただろ

  看護学校 
受験者数 4 
合格者 2 
内訳 市立1、医師会1 
出所：釧路市こども保健部聴取より作成 
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う。全国的にみて，准看護学校は現在数を減らしている状況にある。このことは，看護師に比
して准看護師の労働条件の低さに物申してきた日本看護協会の働きが大きい。
　日本看護協会は看護の質の向上を目的に，看護基礎教育を4年に拡張する法案を議員立法で
通している。平成22年4月「保健師助産師看護師法」「看護師等の人材確保の促進に関する法律」
が改正され，看護師免許は「大学で修めた者」に許可されることを明文化している。就労自立
の観点からすると，このことで梯子をはずされる母子世帯の母―特に母子世帯に限らないのだ
が―が，数多く生じるだろうという点である。2年間で比較的安定的な所得を得られる准看護
師資格を取得する道は断たれるのである。3年課程の看護学校，ひいては4年制の養成課程での
取得が義務化されれば，資格取得までにかかる期間の延長と，学費の負担は増大することは確
実である。となれば看護労働市場への参入は事実上制約されることになる。この点について
は，看護労働市場に新規参入する給付金利用者割合3.4%～6.8%をどうみるかにもよるが，今後
の看護産業の方針と，本給付金事業のような社会保障政策の対応の在り方は注目せねばならな
い。
　第四に，母子世帯の自立支援という社会保障政策が，看護職資格の取得をバックアップする
ことそのものについても，立ち止まって考える必要がある。日本看護協会は，看護の質の向上
と准看護師の処遇をめぐりその養成の廃止を展望しているが，その准看護師よりも，さらに雇
用条件が厳しいホームヘルパーや医療事務の資格を取らせて，安価な労働力として労働市場に
送り込もうとしていとみることもできるのである。そのこと自体の是非は問われる必要があ
ろう。
　最後に，「高度技能訓練促進費事業は都市型の対策」との指摘があった点をあげておく。釧
路圏域に限らず，道内の都市部以外の地域で看護師は不足している。しかし資格を取った後に
その土地に居ついてくれないのである。母子世帯の母は生活の基盤がその町にあるので比較
的残るというが，子育て環境の整備状況の点からすると，より地域（僻地・過疎地）の町でやっ
てくれるとは考えにくい。また逆に，町村部に在住する母親がこれらの制度を使いたいと考え
ても，子どもをつれて相談に行くことは都市部在住者ほど容易でない。養成所のある土地へも
アクセスしにくい者もいよう。先に触れた第三点にも通じる医療・看護産業が抱える看護労
働市場・看護人材育成の課題と，就労自立支援目的で看護労働市場への参加を促すことの，双
方が見つめる地平に相当な段差があるように思えてならない。
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小磯修二，中囿桐代，住岡敏弘，星光二，野瀬義文，櫛部武俊，伊藤一也，杉崎太，泉博，盛合智昭，小島百合

子「生活保護受給母子世帯の自立支援に関する基礎的研究－釧路市を事例に－」平成18年（2011.8.20.ダウ
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ンロード）
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北海道「北海道釧路・根室地域雇用開発計画」平成22年10月1日付

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/grp/03/H22kushiroplan.pdf　（2011.8.20.ダウンロード）

正木浩司　「釧路市における生活保護受給者自立支援の取り組みについて」北海道本部／社団法人北海道自治研

究所　2010年11月6日第33回愛知自治研集会　第7分科会　貧困社会におけるセーフティネットのあり方

http://www.jichiro.gr.jp/jichiken/report/rep_aichi33/07/0701_yre/index.htm （2011.8.20.ダウンロード）

厚生労働省「生活保護受給者の社会的な居場所づくりと新しい公共に関する研究会報告書」

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000g9dy.html　（2011.8.20.ダウンロード）

注
 1  モデル事業を引き受けるにあたり，市生活福祉事務所はまず，市役所内外から委員（保護課長（1年目のみ），

子ども家庭課主幹，保健師，教育委員，教委主事，大学教員，ＮＰＯ関係者）を集め，自立支援の考え方や方

策について議論するため，「ワーキンググループ」（ＷＧ）を設置した（平成16-17年）。ＷＧでの議論を経て，

被保護者の「自尊感情の回復」や「エンパワーメント」を，いかに行政サイドが理解し実践する方策を見つ

け出すかが要点となった。プログラムの内容の具体化に難儀しつつも，お年寄りの話し相手ボランティア体

験プログラムを起こした。これを突破口に，プログラムの中身に関する構想が膨らみ始めた一方，道立釧路

技専からの提案を受け，パソコンのワープロソフトの操作や介護ヘルパーの資格取得の講座に通う支援事

業も始められた。

　　市はモデル事業の実践から3つの課題認識をあげた。第一に，学歴の階層化問題の把握。保護受給母子世

帯の母親の4割は中卒ないし高校中退であり，学歴の階層化が起きている。今日の労働市場において就労を

果たすことは容易ではなく，経済の厳しい釧路市では尚更である。第二に，「貧困の連鎖」をくい止めると

いう視点からの子どもへの支援の重要性。第三に，エンパワーメントの重要性の実感。概して交友関係が

狭く自宅に引きこもりがちな母子世帯の母親にとって，ボランティアへの参加や資格講座の受講は，それ自

体，就労への可能性を高め，意欲を向上させる効果のみならず，ボランティアの現場や学校において，自分

と似た境遇の他の母親たちとコミュニケーションをとる機会が得られることから，人間関係や社会との絆

の回復を伴い，社会参加への意欲の向上・再生をもたらす効果もある。生活福祉事務所主幹は，「親や子ど

もの自助努力に問題を転嫁させないアプローチの創造が必要であることを学んだ」［正木，2010］。看護師を

目指す母子世帯の「お母さんの自習室」を，行政が自ら展開していることの根幹はこの学びに由来するとい

えよう。


