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はじめに 

 

 中絶は、堕胎罪という立派な犯罪であるが、現在の日本では、母体の保護を理由に条件

付きで認められている。厚生労働省の衛生行政報告によると、平成 23 年度の中絶件数は、

20 万 2,160 件であり、合法的に多くの中絶が行われている。 

以前、知人が中絶したという話を聞いた。まさか自分が妊娠するとは思っておらず、ど

うすればいいかわからない中で、彼氏の言うとおり中絶を選択した。「堕ろす以外に方法は

なかったけど、堕ろしてと言われた時の事は一生忘れない」と涙を流していた。彼女は中

絶から１年以上経った今も、中絶しなければ生まれてきたであろう子どもの事を思い苦し

み、親にも相談できなかった罪悪感に苛まれている。 

中絶は、性の低年齢化・逸脱化、未成年者の中絶件数の増加ばかり問題にされがちであ

り、多くの人が自分とは無関係であると考えがちである。しかし、中絶は若者や、他人の

子どもだけの問題ではなく、自分や自分のパートナー、自分の子どもがいつ直面するかわ

からない問題であり、真剣に考える必要のある問題である。 

中絶が女性（そしてそのパートナー）に与える心理的・身体的な悪影響は非常に深刻で

ある。さらに、それが、「産みたかったのに産むことができなかった」場合には、ダメージ

が大きい。そのため、ただ単に子どもに性教育をするだけではなく、「産むことができなか

った」人々をどうすれば減らすことができるのか、どうすれば不幸な人工妊娠中絶によっ

て苦しむ女性を減らすことができるのかを考える必要がある。 

以上のようなことを踏まえ、本論文では、第１章で人工妊娠中絶の定義を明確にし、実

際にどれだけの中絶が行われているのか、現状を把握する。第２章では、人工妊娠中絶が

合法化された歴史的経緯を踏まえ、そこに差別意識が確実に存在していることを理解する。

第３章では人工人中絶の理由として、子育て支援、性教育、婚外子差別の問題を調査し、

第４、５、６章でその問題点をいかに改善していくべきかを検討する。そして、不幸な人

工妊娠中絶を減らすことができる社会の実現を模索していきたい。 

 

 

１．人工妊娠中絶の現状 

 

１．１ 人工妊娠中絶の定義 

  

人工妊娠中絶とは、胎児が母体外において声明を保持することができない時期に、人工

的に胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう（母体 2条 2項）。 

人工妊娠中絶はつぎの場合に行うことができる（14条） 

① 妊娠の継続又は分娩が、身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそ

れのあるもの 

② 暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫され

て妊娠したもの 
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 人工妊娠中絶は、医師会の指定する医師（指定医師）の認定と本人および配偶者の同意

が必要である（14条）。配偶者の同意を表示するために、病院が発行する「同意書」に署名・

捺印が必要である。 

 ここでいう「配偶者」とは、かならずしも夫ではなく、性交渉のあった相手方をいう。

なお、配偶者が知れないとき、もしくはその意思を表示することができないとき、または

妊娠後に配偶者がなくなったときは、本人の同意のみで中絶ができる（14条 2 項）。 

 

１．２ 人工妊娠中絶の現状 

 

現代の日本社会において、中絶は犯罪（堕胎罪）である。しかし、母性保護法（旧優生

保護法）によって条件付きで合法化（司法上の非逸脱化）されている。しかも、公的統計

である『母体保護統計報告』（前『優生保護統計報告』）によれば、中絶件数は減尐傾向に

あるとはいえ年間数十万件行われ続けており、2001 年では未成年者女性の人工妊娠中絶は

過去最多を記録している。 

 先の厚生労働省の調査に基づき、年齢別に中絶状況をみると、20歳未満の中絶件数その

ものは全体からみれば尐ないものの、厚生労働省はとくに急増ぶりが際立っていると指摘

している。また、20歳代の中絶件数は 30歳代のそれと比べ、約 2倍になっている。 

 しかし、中絶は、未成年者や若い 20歳代の問題であると思われがちであるが、未成年者

の中絶件数が増加したのは、平成 10 年（1998 年）から平成 15年（2003 年）の間であり、

それ以降は減尐傾向にある。だからといって、若者の問題であると大人が他人事のように

扱ったり、減尐しているから問題ないと考えたりするのではなく、不幸な人工妊娠中絶が

行われず、女性が尊重される社会が実現されるように努めなければならない。 

 中絶は逸脱（犯罪）であると法律上定義されているにもかかわらず、それを合法化する

法律が存在し、しかも社会において出生のコントロールのために不可欠な手段として定着

し、多数行われ続けている行為なのである。中絶の背景は、一般には「望まない妊娠」と

いうことになるが、そこには避妊の失敗、経済的理由、出産拒否などがある。中絶は女性

の心に深い傷跡を残すだけではなく、妊娠、出産機能に影響を与える。したがって、これ

については、母体の保護の視点から、国・地方公共団体は、積極的に取り組んでいかなけ

ればならない。 

 

 

２．人工妊娠中絶の歴史 

 

1880年に刑法「堕胎ノ罪」が制定され、1907年に改正されてから堕胎の禁止は現行刑法

に受け継がれている。明治政府は中絶への関与が多かった産婆を厳しく取り締まり、薬や

産科器械の使用を厳しく制限し、組合を作らせて監視させた。このように政府が中絶を禁

止してきたのは、近代国家として成長するために、人口を増やす事が急務であったからで

ある。産業化を進め、国を守り海外進出を図り、国として大きくなり、富国強兵を実現す

るためには、多くの国民が必要となったのである。しかし、生活や子育てのための十分な
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手当てのない場合には、人々は中絶を行なっていた。そのため、中絶が犯罪であるがゆえ

にヤミ中絶が増加し、女性の心身は傷つけられていった。 

第二次世界大戦で敗戦すると状況は一変し、明治以降 80年余で人口は 2倍になったにも

かかわらず、海外領土を失い、海外からの物資輸入も絶たれたことによって、食糧、衣服、

住居の不足が問題となった。そして、制御不能となった人口増加によって、日本の経済的

復興が不可能になると考えられた。そこで、政府は 1946年に「新人口政策基本方針に関す

る建議案」を出し、以降、産児調節（制限）運動が活発化し、避妊や中絶が普及していっ

た。しかし、中絶を行なう事ができない人々は、子殺しや子捨てをし、助産院に預けて養

子斡旋を行なっていた。養子斡旋は東京都では禁止されていたが、ほとんど野放し状態で

あった。 

1948年には、寿産院事件が発覚した。この事件は、助産院による子供の一時預かりおよ

び養子斡旋業を悪用した例である。寿産院は預かったこどもたちに充分な保育をせず、親

からの預かり金を着服した結果、103人の乳児を死亡させた。子どもを預けた人のうちには、

男に捨てられ、親元へも帰れず子どもを預けた女性や、本当に結婚できるものだと思って

いた相手の男性に捨てられた女性、正式な婚姻によって生まれたにもかかわらず、人には

言えない事情がある女性、正妻との間に生まれた正しい子を預けた男性などがいた。同様

の事件が 12件あったと言われており、当時の助産院に幼い子どもが多数預けられ斡旋され

ていく社会事情が窺える。政府は産児制限を国策として導入すべきであるにもかかわらず、

人口増強論者が障壁となって、この不祥事件が起きたのであり、「捨て子、子殺し、堕胎は

避妊を知らざるが故に妊娠し、分娩した婦人が犯すべくして犯した当然の帰結であって、

その責任の大部分は、むしろ国会及び政府において当然負うべきものである」と産院事件

に対する声明が、「公衆衛生院齋藤技官室内 日本産児制限研究会」の名で出された。（テ

ィアナ・ノ―グレン 2008） 

 

２．１ 優生保護法 

 

このようにヤミ堕胎や子捨ての横行とその弊害が問題になり、中絶が社会にとって必要

不可欠であるという認識が広まる中で、1947年に日本医師会は国民優生法の改正について

委員会による検討を開始し、産婦人科医で日本医師会前副会長の民主自由党参議院議員の

谷口彌三郎が、国会に「産児制限に関する質問趣意書」を提出した。その内容は、空文化

している「国民優生法を積極的に奨励して、不良分子の出生」を防止すること、有害な避

妊器具や薬品を取り締まること、妊娠中絶の適応を拡大し、強姦による妊娠や「精神欠陥

者」、生活苦に悩む者、すでに３児以上の健康児を出産した者、分娩後１年以内に妊娠した

者の中絶を認めること、そのために中央に産児調節審議会、地方に産児調節相談所を設置

することについて、政府の考えを問うものであった。 

また、これとは別に、同じ 1947年に社会党の太田典礼、加藤シヅエ、福田昌子から議員

立法として国会に提出されたのが、第一次優生保護法案である。法案は第１条で「母体の

生命健康を保護し、且つ不良な子孫の出生を防ぎ、以て文化国家建設に寄与することを目

的とする」とうたい、任意断種、強制断種、一時的避妊、および妊娠中絶について定めて

いた。避妊についての章では、「医師は一時的に生殖を避けるための処置を自由に施すこと
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ができる」、「医師でないものは他人に対して生殖を避けるための如何なる処置を行っては

ならない。但し本人が自らその処置をすることは自由である」と書かれ、医師に生殖管理

の中心的役割を担わせようとする志向が顕著である。 

太田らの優生保護法案は、対象が「悪質なる遺伝性疾患の素質を有する者」と規定され

ていた国民優生法よりも「不良な子孫」概念の範囲を広げ、遺伝性素質以外に、「遺伝性は

明らかでなくとも悪質な病的性格、酒精中毒、根治し難い黴毒を持っていて、生まれ出る

子に対して悪い影響を及ぼすおそれあるとき」や「病弱者、多産者または貧困者であって

生まれ出る子が病弱化し或いは不良な環境のために务悪化するおそれあるとき」にも任意

断種を認め、かつ常習性犯罪者や精神病院の患者に強制断種を認めるなど、優生政策が強

化拡大されたものとなった。 

また中絶についても、法案では「母体の生命又は健康に危険を及ぼし或いは子孫に悪い

影響を与えて务悪化するおそれあるとき」や、強姦などにより「生まれ出る子が必然的に

不幸な環境に置かれ、そのために务悪化するおそれあると考えられるとき」に中絶を認め

るとしており、狭義の遺伝学的優生学にとどまらない、「不良な質」の範囲を環境的、社会

的なものにまで拡大解釈した条文となっていた。法案は提出が遅れて審議未了に終わった。

しかし、その後、谷口彌三郎が、より通りやすい案に修正して、自分が参議院から提出し

たいと太田に持ちかけた。初めは太田は反対したが、周囲から説得され、第二次優生保護

法案が 1948年に提出されて、可決成立することになった。 

第１次にあった医師に大きな権限を与えようとする姿勢は継承された一方で、第一次案

にあった「一時的避妊」の章は削除された。「妊娠中絶」の章は「母体保護」となって、中

絶の適応は分娩後１年以内またはすでに数人の子がいる場合の妊娠で、かつ、「分娩によっ

て母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」、および暴行や脅迫の結果としての妊娠に

限定され、さらに許可を得るためには事前に地区優生保護委員による審査が必要という条

文がつけられた。このように条文から避妊が外され、中絶にも細かい規制がかけられたこ

とで、原案の２本柱のうち母体保護の部分は明らかに後退し、成立当初の優生保護法は優

生政策の側面が強く前面に出たものとなっていた。この点について谷口は、国民資質の低

下防止を主眼とする政策であった本来の趣旨が生かされていないことを嘆いた。 

優生保護法は成立当初は、一般的な中絶に広く認めることを意図したものではなかった。

それは谷口が国会で法案の説明を行ったときに、「貧困の理由のみ」では人工妊娠中絶は認

められないと明言したことや、厚生省公衆衛生局の安倍雄吉が優生保護法制定直後、人工

妊娠中絶の申請は、単に社会的或は経済的理由からはできないと強調していたことからわ

かる。しかし、現実の流れは、谷口や厚生省の思惑を乗り越え、優生目的を超えて多くの

人が中絶を行うようになった。それでも多くの女性や医師が堕胎罪で検挙され、申請の煩

雑さによって、多くのヤミ中絶が行われていた。 

そうした状況を受けて、優生保護法は成立から１年も経たない 1949年 6月に第一次の改

定が行われ、「妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害す

るおそれのあるもの」という中絶を許可する条文を加えられ、申請の時に、戸籍謄本の提

出も不要になった。さらに、危険で費用が高くつくヤミ中絶による女性の健康被害を減ら

そうという母体保護の観点から、中絶をより受けやすくする必要があるとされ、1952年の

改正によって、優生保護審査会に申請する必要がなくなった。こうして日本は、優生保護
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法によって世界で初めて経済的理由での中絶を公認した国となったのである。（荻野美穂

2010） 

 

２．２ 優生保護法改正運動 

 

戦後の爆発的な人口増加が緩やかになり、1950年代末から 1960年代初めにかけて、日本

では飛躍的な経済成長と急速な出生率低下の傾向が確固たるものとなった。そして、将来、

労働力不足になる可能性が心配されはじめた。また政府は、日本が、中絶が簡単かつ合法

的に行える「堕胎天国」、「中絶天国」として、アメリカをはじめとする国際社会から非難

されることに体裁の悪さを感じ始めた。 

人口減尐による労働力不足や国際社会からの非難を懸念するなか、宗教団体「生家の家」

の霊的指導者である谷口雅春により、いのちを大切にする運動が活発化した。優生保護法

を激しく非難し、1960年に「人命尊重」を求める請願を会員が集めた 5万 2千人の署名と

ともに提出し、1961年には 45万人の署名を集めた。さらに衆議院と参議院と厚生大臣に対

して、請願を提出した。当初、政府は、「生命尊重」運動を好意的に迎え、中絶の審査をよ

り厳格化する方向で優生保護法の改正を検討すると発表した。しかし、ほどなく自民党は

優生保護法改正への関心を失い、生長の家は優生保護法改正を実現することができなかっ

た。 

 

２．２．１ 第一次優生保護法改正運動 

成長の家は、1960 年～1961 年の請願作戦に失敗した後、直接的な政治的介入を始めた。

選挙において、生長の家は大勢の自民党候補者に資金と組織票を投入し、当選させた。そ

して、援助と引き換えに優生保護法改正を論じる国会議員懇談会を組織し、優生保護法改

正問題を取り上げる準備を整えていった。 

1967年には、生長の家は優生保護法改廃期成同盟を形成し、宗教的かつ道徳的な議論に、

日本が国際社会に非難されていることや出生率減尐、労働力低下などの現実的な問題を盛

り込み、政治家の注意を喚起していった。 

これに対して、指定医師団体である日本母性保護医協会は、合法的中絶を厳しく制限し

ても違法の中絶が増えるばかりであり、中絶を防止する唯一の方法は産児制限や性教育、

出産手当や児童手当などの家族に優しい政策手段しかないと主張した。しかし、優生保護

法改正に反対している日本母性保護医協会の指導者たちは、優生保護法改正の議論が抑え

られないと感じ、改正案の文言のなかに何らかの制御手段を残すために、生長の家と交渉

を重ねた。そして、妊娠または妊娠の継続が精神的または身体的理由により母体の健康を

深刻に損なう可能性がある場合と、胎児に障害や異常がある場合に中絶を許可する条項を

加えることを条件に、「経済的理由」の削除に同意した。 

しかし、このいわゆる胎児条項は、障害者を不良な子孫であるとし、抹殺することと等

しいという意見が広がり、野党各党や家族計画団体、女性団体やフェミニスト・グループ、

障害者団体が激しい抗議運動を繰り広げ、厚生省の官僚たちは、マスコミによる批判を恐

れた。抗議運動によって経済的理由の削除を目指した改正案が白紙に戻されることを恐れ

た生長の家の後援を受けた政治家たちは、胎児条項を削除した修正案の採決になんとかこ
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ぎつけ、衆議院は通過したものの、参議院通過はならず、法律不成立となった。（荻野美穂

2010） 

 

２．２．２ 第二次優生保護法改正運動 

1980年代初頭、厚生省は、再び生長の家の後援を受けた議員の圧力により、優生保護法

から経済的理由条項を削除する新たな計画を発表した。村上正邦参議院議員は、優生保護

法の経済条項は日本経済の成功によってもはや有効性を失っていると主張し、厚生省の官

僚たちは、日本はもはや経済的な理由で女性の健康が損なわれるような国ではなく、経済

状況は医師では判断がつかないという考えを支持するようになった。 

しかし、それまで政治に関心のなかったごく普通の女性たちが反改正運動に動員され、

女性有権者は中絶を行うことが以前よりも難しくなることを許さないという意識を政治家

に植え付けた。ある女性自民党員は 1982年 8月の党の機関誌『自由新報』で、優生保護法

改正を主張すれば、女性有権者の自民党支持に悪影響が出ると述べている。 

 そして、林義郎厚生大臣は個人的には改正について乗り気ではなく、改正に必要な合意

形成が自民党内にも一般社会にもないと感じ、自民党の社会部会で改正を進める前に自民

党内の意見をまとめることを要求した。しかし、改正賛成派と改正反対派に妥協の余地が

ないことがあきらかになり、社会部会の部会長は、党内の亀裂を深めないためにも、優性

保護改正問題を政治問題化せず、両派の運動を凍結し、検討委員会で冷静に議論すること

を発表した。この発表により、優生保護法改正問題をめぐる党内の議論は止まり、生長の

家の政治活動団体が解散することとなり、反中絶運動そのものが放棄された。（荻野美穂

2010） 

 

２．２．３ １９９６年の優生保護法改正 

 このように優生保護法は二度にわたる改正運動のなかで、経済的理由の削除や胎児条

項の追加などが目指された。しかし、1996年 6月 18 日に優生保護法の一部を改正する法案

が成立し、1996年 9月 26日に母体保護法と名称が変更され、新法が公布された。それまで

の改正案とは性質が異なり、優生学的な内容を削除するように求めた障害者団体が推進し

たため、法律名の変更に加えて、優生思想を削除し、「不良な子孫の出生を防止する」とい

う表現を削除し、「優生手術」という表現を「不妊手術」に改めた。この法律は、現行法に

続いており、人工妊娠中絶の法律的根拠となっている。（ティアナ・ノ―グレン 2008） 

優生保護法の改正や反対運動を通して、女性や障害者に対する差別が問題視されるよう

になった。「産む、産まないは女性の権利」は、産まない権利＝中絶だけではなく、産む権

利も主張している。高度経済成長の結果、イタイイタイ病や光化学スモッグ、水俣病や PCB

汚染など、容易に子どもを産めない生活があるにもかかわらず、中絶を禁止すればヤミ中

絶が増えるばかりである。そして、産む事のできる社会的条件の整備が問われた。さらに、

70、80年代になると、男女の産み分け技術や不妊治療、中絶技術の向上、胎児診断が現実

化し、「夢の子ども」をつくる事ができるようになった。ここでは、新たに子どもを産むか

産まないかは女性の権利であるのか、生まれてくる子どもの権利であるのかが問題になっ

てくる。母体の保護を理由に合法化されている中絶と医療の発達とを人々がどのように調

和させていくかが重要となっている。 
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３．人工妊娠中絶の理由 

 

３．１ 子育て支援の不足 

  

妊娠の継続又は分娩が、身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれ

のあるものであれば、合法的に中絶が可能となる。現在の日本では、身体的理由よりも経

済的理由を根拠に中絶を行う場合がほとんどである。女性が出産を決断した場合、子ども

の父親となる男性が父親になることを拒否すれば、女性は１人で子どもを育てなければな

らない。 

 

３．１．１ 母子家庭の生活基盤の脆弱さ 

 平成 18年度全国母子世帯等調査結果1によると、母子世帯になった理由は、生別が 89.6％、

死別が 9.7％であり、常用雇用者 42.5％、臨時・パート 43.6％、派遣社員 5.1％で平均年

収は 213万円である。帰宅時間は、18時前が 37.3％、18～20時が 37.9％、20～22時が 5.5％、

それ以降が 6.4％となっている。子どもに関する悩みの内訳は、教育・進学が 56.4％、し

つけが 19.0％で、生活について困っていることは、家計 46.3％、仕事 18.1％、住居 12.8％

となっている。以上の調査結果を考察すると、母子家庭の収入は低く、不安定なパートや

派遣で仕事をしている人が多い、また、帰宅時間も遅くなりがちで、子どもとの時間をつ

くることが難しく、それにともなって家計の心配の他に、子どもの教育や進学について悩

んでいると考えられる。 

非婚のシングルマザーの場合、親や兄弟の反対を押し切って出産した場合も尐なくなく、

一般的な家庭であれば子育てを手伝ってくれる人との関わりが希薄になっていることがあ

る。また、産休によって解雇通告され、職を失う場合もある。子どもとの時間を確保する

とともに、子どもを高校、大学へと進学させたいと考え、パートでほとんど休みなく働い

ている人も多い。母子家庭の収入は、パートで稼いだ所得と児童扶養手当や子の父からの

養育費であり、「最低限度の健康的で文化的な生活」を維持することが困難な世帯が多い。 

母子家庭の大多数が恩恵を受けているのは、児童扶養手当であり、生活保護を受けずに

児童扶養手当を全額受給している低所得の母子世帯は、全体の 3割を占めている。一定程

度の所得があるため、児童扶養手当が減額されながらも受給している母子世帯は、全体の 3

割弱を占めている。合わせると、6割弱の母子世帯が児童扶養手当で国の援助を受けている

ことになる。国の援助に頼らず、自立し、最低限度の健康的で文化的な生活を維持できる

社会をどのように実現するべきであろうか。また、母子家庭の命綱とも言われる児童扶養

手当は、シングルマザーと子どもの生活を支援することができているのであろうか。以下

で、あわせて子ども手当と児童手当について簡単に説明しておく。2 

                                                   
1 厚生労働省 全国母子世帯等調査結果

〈http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-setai06/〉2013/01/01 
2 厚生労働省 児童手当・子ども手当

〈http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jidouteate/in

dex.html〉2013/01/01 
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○子ども手当 

 子ども手当は、子ども及び子育て家庭をめぐる状況を鑑み、平成 24年度からの恒久的な

子どもための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう成立した。支給対象は、中学校修

了までの国内に住所を有する児童（15歳に到達後の最初の年度末まで）である。 

・0～3 歳未満は一律 15,000 円 

・3歳～小学校修了までは、第 1子・第 2子には 10,000 円、第 3子以降には 15,000円 

・中学生には一律 10,000円 

が支給された。2011年の東日本大震災による復興財源確保のため、児童手当の修正へと変

更される。 

○児童手当 

児童手当制度は、家庭等の生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長

に資することを目的としている。支給対象は、子ども手当以前は小学校終了までであった

が、平成 24年度からは、中学校修了までの国内に住所を有する児童（15歳に到達後の最初

の年度末まで）である。 

・0～3 歳未満は一律 15,000 円 

・3歳～小学校修了までは、第 1子・第 2子には 10,000 円、第 3子以降には 15,000円 

・中学生には一律 10,000円 

・所得制限以上には一律 5,000円（当分の間は特例給付） 

が支給される。 

 

３．１．２ 児童扶養手当 

 児童扶養手当3は、離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童

が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支

給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としている。（平成 22年 8月より父子家庭も対

象）つまり、父母が離婚するなどして片親からしか養育を受けられないひとり親家庭など

の児童のために、地方自治体から支給される手当である。支給対象は、18歳に達する日以

後の最初の 3月 31日までの間にある児童（障害児の場合は 20歳未満）を監護する母、監

護し、かつ生計を同じくする父または養育する者（祖父母等）である。 

≪平成 24年 4月以降（月額）≫ 

・児童一人の場合は全部支給が 41,430円 

一部支給が 41,420～9,780円 

・児童 2人以上の加算額は、2人目 5,000円、3人目以降 1人につき 3,000円 

 

≪平成 24年 10月以降（月額）≫ 

・児童 1人の場合は全部支給が 41,180円 

一部支給が 41,170～9,720円 

が支給される。平成 24 年 3 月末受給者数は 1,071,466 人である。児童扶養手当は、平成 22

                                                   
3 厚生労働省 児童扶養手当〈http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/shien_05.pdf〉

2013/01/01 
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年 8月から母子家庭から父子家庭にも支給対象が拡大され、父子家庭の貧困も問題とされ

てきているが、受給者の 9割以上が母子家庭であり、依然として母子家庭は児童扶養手当

に頼らざるをえない状況であると考えられる。 

手当を受けられる要件としては 

・親の離婚 

・親の死亡 

・親が一定以上の障害状態にある 

・親の生死不明 

・親に遺棄されている児童 

・親が１年以上拘束されている児童 

・母が未婚のまま懐胎した児童 

・孤児 

などが挙げられ、いずれかに該当すれば受給を受ける権利がある。 

 しかし、児童扶養手当は、平成 14年の母子及び寡婦福祉法の改正の際に、離婚後等の生

活の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進するという趣旨から、就労支援施策等の強化

を図ることとあわせて、平成 20年 4月から受給期間が 5年を超える場合に、その一部を支

給停止することとされた。（平成 20年 8月の定時払が最初の適用） 

 概要としては、 

・児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して 5 年（又は手当の支給要件に該当する日

の属する月の初日から起算して 7年）を経過したときは手当の額の 1/2を支給停止する。 

・3歳未満の児童を育てている場合は、3歳までの期間は 5年の受給期間に含めない取扱い

とする。 

・ただし、平成 20年 2月に政令を制定し、一定の事由に該当する場合は一部支給停止の適

用を除外している。 

 手当の一部支給停止の適用除外となる事由としては、 

・就業している。 

・求職活動等自立を図るための活動をしている。 

・身体上又は精神上の障害がある。 

・負傷又は疾病等により就業することが困難である。 

・受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資

格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。 

 児童扶養手当は所得制限があり、最大でも 4万 1千円ほどしか受け取ることができない。

しかし、尐ないながらも母子家庭にとっては命綱であり、半額、そして支給停止されるこ

とはまさに死活問題である。また、その代わりに政府は、就業支援策の充実によって所得

を確保する政策を打ち出すとしたが、シングルマザーの就業率はすでに高くなっており、

職業能力の向上をはかろうとしても子育てや、今の仕事に追われ、リスクを背負ってまで

新しい仕事に就いたり、学習に時間を割いたりしている場合ではないことも多いと考えら

れる。 

 平成 24年 3月末現在、一部支給停止者の状況は、5年等満了月を迎えた受給資格者に占

める割合は 0.8％、受給資格者に占める割合は 0.4％とまだ数字としては小さいが、未曾有
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の事態によって財源の確保が困難となれば、いつ停止するかわからない状況では、母子家

庭世帯の不安はなくならない。そのため、就業支援を強化し、自治体を通じたきめ細やか

な施策を実施するといった曖昧な答えではなく、確実に約束できる政策をひとつひとつ積

み上げていく必要がある。 

 

３．２ 性教育の不足 

  

先の厚生労働省の『衛生行政報告例』4によると、2010年度における未成年の中絶件数は

2 万 357件、20～24歳では 4万 7089件である。避妊の失敗も考えられるが、子どもを育て

ていくことができないと分かっていながら、確実な避妊を伴わない性行為が行われている

可能性が高い。 

熊本県が 2010年度に、県立高校生約 3500人を対象とした調査では、「妊娠したら月経は

こない」との認識があったのは男子 59.8％、女子 88.4％であった。高校生の 4 人に 1人、

大学生の半数以上は性体験があると言われている日本において、この結果は性教育の不足

がもたらす望まない妊娠の増加につながる可能性がある。そのため、人間のからだ、性行

為や避妊、中絶などについて正しい知識を持たせ、望まない妊娠を減らしていくことは重

要である。しかし、単に性行為にばかり焦点を当てた教育では、性ははしたないもの考え

る日本の文化的土壌のなかで、性教育は広まっていくことはない。そして、望まない妊娠

が減るとは考えにくい。 

 

３．２．１ 性差別 

望まない妊娠、不幸な人工妊娠中絶の背景には、性差別が関わっていることを認識し、

子どもたちを教育するだけではなく、一人ひとりが性差別について考える必要がある。 

戦後日本では、日本国憲法によって、性別による差別の禁止（第 14条）と両性の本質的

平等（第 24条）が認められている。国連が採択した世界人権宣言にも、性差別の禁止が謳

われ、人類普遍の理念であることを定めている。 

しかし、日本では、家父長制の伝統が長く続き、女性差別が解消されない現実が続いて

いる。「男は仕事、女は家庭」という言葉に代表される性別役割（ジェンダーロール）意識

や、「男は強く、女はしとやかに」などのような男女の文化的・社会的性差に対する偏見（ジ

ェンダーバイアス）が日本人の意識に強く巣くっている。そのような社会では、女性は男

性の言いなりで、自分の意見を言うことができなくなってしまう。（“人間と性”教育研究

協議会 2006） 

男性は、自分の妻や彼女などのパートナーを「自分のもの」、「支配するのが男」である

と思い込み、自分の言うことは絶対であると考える。そして、女性は、男性の言うことに

素直に従うことが、いい女性であり、それが愛であると勘違いする。 

 

 

                                                   
4 厚生労働省 衛生行政報告例

〈http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001102012〉2013/01/01 
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３．２．２ 性暴力 

 性暴力の問題は、もっともストレートに性差別の現状を反映している。性暴力は、本人

の合意を得ずに行われる性行為を総称した言い方だが、支配、服従を基本とした悪質で卑

猥な犯罪行動である。レイプや痴漢、職場や学校でのセクハラ、ＤＶ（ドメスティック・

バイオレンス）、子どもへの性的虐待、強制売春など、男性優位社会の現状を反映して、大

半が男性から女性への暴力として発生している。 

 スーパーフリー事件は集団レイプの典型的な事件だが、大学の体育会系クラブ会員が引

き起こしたレイプや車内での集団痴漢事件など、マスコミを騒がせた事件は数知れない。

痴漢防止のための女性専用車両が、毎日運行されている日本のモラルはいかがなものだろ

うか。 

 配偶者や恋人などの親しい人に対して起こるＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）も

非常に問題となっている。内閣府男女参画局による報告では。平成２２年度の配偶者暴力

相談支援センターへの相談件数は、7万 7,334件で、年々増加し続けている。2001年には、

ＤＶ防止法（「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」）が施行され、2004

年の改正では市町村においても相談業務が可能となるとともに、身体的暴力だけではなく

言葉による暴力もＤＶの範疇とされた。 

 また、今日では若いカップルの間で起こるデートＤＶの被害も増加している。アジア女

性基金は、2004年 7月に高校生の性暴力被害実態調査を実施し、女子生徒 5.3％が無理や

りセックスをさせられた体験を持っていることを報告している。（“人間と性”教育研究協

議会 2006） 

 ＤＶの最大の要因はジェンダー・バイアスである。ジェンダー・バイアスから生まれる

間違った考え方や信念、価値観がＤＶを引き起こし、女性の意志を無視した付き合いが生

じるのである。そして、半ば強制的に性行為がなされ、次第には避妊のない性行為によっ

て妊娠し、不幸な人工妊娠中絶が行われている。 

 

３．３ 婚外子への差別 

  

法律上の結婚をした夫婦から生まれた子どもは、父母の嫡出子となる。しかし、法的に

婚姻関係のない男女から生まれた子どものことを言い、法律上では非嫡出子と呼ばれる。

または、婚外子と呼ばれることも多い。「婚外で子どもを産むべきではない」という嫡出制

の規範は、日本において、まだまだ強く作用しており、非婚の親や婚外子への差別の気持

ちは依然として、人々の心の中に潜んでいる。また、人々の差別意識だけではなく、法律

においても婚外子に対する差別が存在し、婚外子が不利益を被っている。 

 

３．３．１ 婚外子の法律上の問題 

戸籍法では、出生届の父母との続柄欄に嫡出か非嫡出子の区別を記入することを義務と

している。出生届が受理されると子どもは親の戸籍に登録される。以前、戸籍の続柄記載

は婚内子と婚外子とで違う扱いをしていた。婚内子を「長男、長女、二男、二女」と表記

し、嫡出子を「男、女」と表記していた。日常生活で戸籍を必要とすることは尐ないが、

婚姻や死亡の届出をすると、役所の担当者は戸籍簿で当事者の確認を行う。また、パスポ
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ートの申請、相続、選挙の立候補の際には戸籍謄本や抄本が必要になる。その際に、戸籍

の続柄欄を見れば一目で婚内子かどうかがわかってしまっていた。しかし、「一見して非嫡

出子とわかる記載方法はプライバシー権の侵害である」として、2004年からは、嫡出子と

同様に「長男、長女」と表記されるようになった。 

また、住民票は、同居している家族（世帯）ごとに作成され、住所や世帯主と続柄、転

入・転出の記録が記載される。かつては、世帯主との続柄において、婚内子は「長男」「長

女」、婚外子は「子」とのみ記載されており、婚内子と婚外子で異なる表記を使用していた。

しかし、戸籍と同様に、住民票でも婚内子か婚外子かが容易にわかってしまうため、1995

年に「子」に統一された。戸籍や住民票などの差別的な記載は、人々に差別意識を持たせ

る可能性があるため、出生届における嫡出か否かのチェックもいつかなくなることを期待

したい。以上のように、人々の差別意識を助長させる問題もあるが、その他にも法律的な

問題が存在する。 

民法 772条 1項では、婚姻中に妻が出産した子はその夫の子と推定する。たとえ妻が夫

以外の男性の子どもを出産したとしても、その子の父親は夫と推定され、戸籍の父親欄に

は夫の名前が記載される。実父が認知したり、実父の戸籍に入れたりすることはできない。

また同条２項では、婚姻届を提出した日から 200日以降に生まれた子は夫の子と推定して

いる。婚姻から 200日以内に出生した場合、認知をしなければ実父と認められない。しか

し、いわゆる「できちゃった婚」の場合は、通達（1940 年 1 月 23 日の大審院判決を受け、

同年 4月 8日付民事甲 432 号民事局長通牒として出された）により、「推定されない嫡出子

（200日以内に生まれた嫡出子）」として、任地の手続きをしなくても夫の子とする取り扱

いが認められた。 

また、同条 2 項では、「婚姻解消若しくは取り消しの日から 300 日以内に生まれた子は、

婚姻中に懐胎したものとする」という嫡出推定があり、女性が離婚後 300日以内に出生し

た子は前夫の子と推定している。つまり、事実上、離婚状態が続いていても、夫が離婚届

を提出しなければ、法律では離婚届を提出した日から 300日を経ずに生まれた子は、今の

民法では、出生届を提出すると前夫の子として戸籍に記載されて、前夫の籍に入ってしま

うのである。（婚外子差別と闘う会 2004） 

以上のような推定を覆すには、親子関係の確認をするために、家庭裁判所で審判を受け

るしかない。しかし、前夫に審判に協力してもらうことや、実の子どもであるにもかかわ

らず、何度も自分の子どもであるかを証言しなければならない夫の精神的苦痛は計り知れ

ない。また、夫の居住地の家庭裁判所までの交通費やＤＮＡ鑑定、弁護士費用などで高額

な費用がかかる場合もある。そのため、前夫の戸籍のままにするか、戸籍をないままにす

る場合もある。出生届の提出が遅れ、戸籍を作らなければ、健康保険証も発行されず、病

気をしたときに高額の医療費を払わなければならない。また、乳幼児健診や予防接種が受

けられず、児童手当や児童扶養手当なども受給できない場合もある。戸籍がないというこ

とは、子どもの人生に大変な不利益をもたらすため、婚外子であるがゆえに戸籍を作らな

い人がいなくなるように法律を整備しなければならないだろう。 

また、婚外子差別に関して、特に問題とされるのが、婚内子と婚外子の相続額の違いで

ある。民法 900条 4号但し書には、両親が婚姻届を出さずに生まれた子（婚外子）の法廷

相続分は、両親が婚姻届を出した子（婚内子）の 2 分の 1と定めている。たとえ父母と子
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どもが何十年も同じ家で一緒に暮らし、同一の住民票上に登録されていたとしても、父母

が婚姻届を出していなければ子どもは「非嫡出子」である。 

1991年 3月 29日の東京高等裁判所決定（民集 49巻 7号 1822項）は、この規定を合憲と

したが、1993年 6月 23 日の東京高等裁判所決定（判例時報 1465号 55項）では、違憲とさ

れた。これに対して、1995 年 7月 5日の最高裁判所大法廷決定（民集 49巻 7号 1789項）

は、相続制度をどのように定めるかは、立法府の合理的な裁量的判断に委ねられるものと

し、この規定は、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図ったものであり、立法

府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えるものではないとして、合憲と判断した。 

1979年の法務省民事局参事官室「相続に関する民法改正要綱試案」では、嫡出子と嫡出

でない子の相続分を平等にすることにした。しかし、総理府の世論調査によれば、平等化

に反対するものが 48％を占め、賛成が 16％にとどまったことから、この提案は時期尚早と

して見送られた。（婚外子差別と闘う会 2004） 

現在では、婚姻届を出さずに共同生活をしている同棲カップル（事実婚）が増えており、

この同棲カップルから多くの婚外子が生まれている。また、科学の発達とともに、以前で

はありえなかった非配偶者間の人工授精によって生まれた婚外子も増えている。増え続け

る婚外子への差別がなくなり、すべての子どもが平等に扱われるべきである。 

 

３．３．２ シングルマザーとその子ども 

非婚のシングルマザーの子どもは、「父なし子」、「不倫の子」として白眼視され、「でき

ちゃった婚」が増えている現代において、結婚できない場合には、男の世間体や面子、自

分や相手の親兄弟からの反対によって、「中絶」が半ば強制されている事実がある。たとえ

シングルマザーとして、出産したとしても、子育てを手伝ってくれるはずの親兄弟との関

係は悪くなり、友人や職場の同僚にはなかなか打ち明けられなくなり、身体的、精神的な

ストレスによって悩み苦しむことが尐なくない。（坂本洋子 2008） 

婚外で子どもを産むことに対して、社会的な差別や暴力、世間体や恥の意識が強すぎる

日本では、婚外子は「中絶」の対象になりやすく、生存、発達の権利が生まれる前から侵

害されている。そのため、婚外子への差別をなくすことは、不幸な人工妊娠中絶を減らす

ために必要なことであると考えられる。 

 

 

４．子育て支援・女性の貧困への対策 

 

 ３章では、母子世帯の生活基盤の脆弱さによって、女性がひとりで子どもを育てること

ができないと考え、人工妊娠中絶を選ぶ可能性が高いと考えた。そこで、妊娠をした場合

に、子どもの父親や家族などに頼らず、ひとりで子ども育てることができる社会をいかに

作っていくかをこの４章で検討する。まず、母子世帯の命綱とも言われる児童扶養手当制

度の改革を行うことで母子世帯への経済的支援を強化する。次に収入の多くを占める母親

の就業収入を増やし、質を高めるために就業支援を強化することを考える。 

４．１ 児童扶養手当の改革 
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 児童扶養手当の受給件数は 2000年以降に急速に増えており、2012年には 100 万件を突破

した。しかし、児童扶養手当の受給件数は増えているものの、所得制限の厳格化により、

全部支給の割合は 2000年の 84.0％から、2011年の 57.4％へ急激に減尐している。5 

  

2011年 4月 13日 参議院国民生活・経済・社会保障に関する調査会における議論（参考

人：周燕飛） 

…もう一つは、児童扶養手当の役割強化なんです。今は児童扶養手当は所得制限があっ

て、最大でも 4万 1千円ぐらいもらえるんですが、そこはやっぱり子どもの年齢に応じて、

めりはりを付けるべきだと思います。例えば、子どもが中学生、高校生とか、教育費がか

さむ時期においては金額を増やしたりとか、そういった必要があるんではないかなと思い

ます。あともう一つは、児童扶養手当の受給資格には所得審査があるんですが、その所得

は世帯所得いうのがなっていて、親と同居している場合はなかなか受けられにくいという

ことがよく言われているんですね。しかし、同居をすることは母子家庭の母の就労には非

常に有利なんですね。子どもを面倒見てもらえると、お母さんが一人で子育てするよりも

祖父母と一緒に同居した方がかなり楽なんですね。ですから、将来的には親と同居をして

も児童扶養手当の受け取りが不利にならないように何とか工夫できないかなと思います。

（周燕飛ほか 2012） 

  

以上のように周が述べている通り、児童扶養手当は、所得によって支給が決定され、融

通の利かない制度であると感じる。子ども手当のように全ての子どもが一律の金額を受け

取ることができる制度であれば問題ないが、出費が尐ない時期も出費がかさむ時期も同じ

金額を受け取ることは非常に無駄が多いと感じる。また、児童扶養手当受給が５年を経過

した人は、手当が減額される制度も小学校、中学校と出費がかさむ時期に減額が行われる

ため、母子家庭の家計が苦しくなる可能性が高い。そのため、就業支援等により児童扶養

手当に頼らない家庭を増やし、財源を安定的に確保することとあわせて、支給額をこれ以

上減らすことなく、増やすことのできる仕組みが必要である。 

 私の姉はシングルマザーとなり、児童扶養手当を受給するために、実家を出てアパート

で子どもと２人で暮らしている。周の言う通り、親と同居し、親や姉妹、近所の方々の助

けを借りられることはシングルマザーにとって非常に有利であるし、子どもにとってもい

い環境であると感じる。わざわざ児童扶養手当を受給するために、アパートを借りて親と

離れて暮らすことは、余計な費用を生み出すだけである。そのため、親と同居していても

児童扶養手当を受給できるようになることが望ましい。 

 

 

 

 

                                                   
5 厚生労働省 児童扶養手当受給件数

〈http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/shien_05.pdf〉2013/01/01 
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４．２ シングルマザーの就業支援 

  

所得の低い母子家庭に生活保護を受けさせることや児童扶養手当等の公的支援を充実させ

ることは、働く能力のない人や特別な事情により働けない人にとっては必要不可欠なセー

フティネットである。しかし、生活保護に頼ることは、尐なくとも２つの弊害をもたらす。

１つは、働く意欲の減退または喪失である。一旦生活保護を受給すると、そこから抜け出

すことができなくなることが、多くの実証研究で確認されている（道中 2009）。生活保護制

度には、生活費の足りない部分を補てんするという大原則があり、働けば働くほど保護費

が減額され、働かないまたは尐なく働く方が特になるような仕組みになっている。周（2010）

によると、生活保護を受給したシングルマザーは非受給者より正社員希望の確率が 14.0ポ

イントも低いと指摘している。つまり、生活保護を受けることによって、就業意欲や向上

心が尐なくなり、キャリアブランクが長ければ長いほど、子どもが成人した後も、母親が

生活保護に頼らざるを得ない可能性は高くなる。 

 もう１つの弊害は、子どもへの影響である。生活保護は最低水準の生活しか保障しない

ため、一般家庭で行われているように、塾や習い事等、子どもの教育・進学に大きくかか

わり費用を出すことができない場合が多い。そのため、子どもも就業能力を高めることが

できず、貧困の負の連鎖に陥る可能性があるのである。 

 そこで、周（2012）は、①シングルマザー自身の就業収入の向上、②就労によらない補

てん的収入の充実、③税や社会保障を通じての所得移転によって母子世帯の貧困を改善す

るべきであるとした。その中でも、①就業収入の向上を重点的な検討課題としている。そ

の理由のひとつは、母子世帯の収入に占める就業収入のウェイトが圧倒的に大きいからで

ある。厚生労働省「国民生活基礎調査」6によると、母子世帯の収入の約８割は、母親の就

業収入によるものである。ただし、シングルマザーの労働参加率は、すでに 84.5％に達し

ており、また週平均労働時間はフルタイムに近い３９時間に達している。（周 2008）。その

ため、就業収入の向上は、仕事の「質」を高めることに注力する必要がある。 

 これまで国と自治体は、３つのツールを利用してシングルマザーに対して就業支援を行

ってきた。この３つのツールとは、①就業機会の増大策、②職業能力開発策、③ジョブサ

ーチ支援策のことである。代表的なメニューとしては、 

① 就業機会の増大策 

・常用雇用転換奨励金（2007年に廃止され、中小企業雇用安定化奨励金制度へ移行） 

・雇用開発助成金 

・トライアル雇用奨励金 

・行政機関等での優先的雇用 

② 職業能力開発策 

・高等技術訓練促進費 

・自立支援教育給付金 

・無料講習会 

                                                   
6 厚生労働省 国民生活基礎調査〈http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21.html〉

2013/01/01 
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・公共職業訓練 

③ ジョブサーチ支援策 

・マザーズハローワーク 

・母子世帯就業・自立支援センター 

・母子自立支援プログラム 

・母子自立支援員 

がある。 

就業機会の増大策としては、シングルマザーを雇い入れる企業に対して、助成金または

奨励金を与えることで、企業の求人需要を刺激しようとするものが一般的である。代表的

なメニューには、シングルマザー等を１年以上の期間で継続雇用する事業所に出す「雇用

開発助成金制度」（１人につき 30～90万円）や、シングルマザー等を一定期間試行的に雇

用する事業所に出す「トライアル雇用奨励金制度」（１人につき月 4万円、最長 3カ月）、

及び非正規雇用のシングルマザーを社内で常用雇用に転換させた事業所に出す「常用雇用

転換奨励金制度」がある（１人につき 30万円）。 

職業能力開発策は、シングルマザーにおける職業能力を増強し、労働生産性を高めるこ

とに重点が置かれている。代表的メニューとしては、雇用保険に加入していないシングル

マザーが指定の教育訓練講座を受ける際にその費用を一部助成する「母子自立支援教育訓

練給付金事業」（受講費用の 2割、最大 10万円）や、看護師等の専門資格を取得する際に

その学費や生活費を助成する「高等技術訓練促進費」（月額 70,500円～141,000円、最長３

年）がある。そのほかに、返済義務があるものの、母子寡婦福祉貸付金制度を利用すれば、

無利子で生活資金と技能習得金を調達することができる。 

ジョブサーチ支援策は、シングルマザーに対して個別サポートを強化する目的がある。

具体的なメニューは、子ども同伴可能や専任スタッフ対応の「マザーズハローワーク」や、

個別の就業相談に応じる福祉事務所の母子自立支援員、福祉ワーカーとハローワーク職員

とのチーム制でのオーダーメイド式就業支援である「母子自立支援プログラム」、シングル

マザーに特化した就業相談機関である「母子家庭等就業・自立支援センター」等がある。 

以上の就業支援政策について、本当にシングルマザーにとって良き支援となり、効果が

出ているのか、周（2012）が以下のように考察している。 

 

４．２．１ 就業機会の増大策 

 母子世帯向けの就業機会の増大策のほとんどは、「置き換え型」の需要刺激策である。「雇

用開発助成金」をはじめ、「常用雇用転換奨励金」等の政策はすべて、仮に労働市場全体の

需要は変わらないとして、いかにシングルマザー等の就業弱者を優先的に雇用してもらう

かというところに頼っている。つまり、雇用全体の大きさは変わらない中で、シングルマ

ザーができるだけ多くの就業機会を得られるように、雇用の分配方法を変えるものである。

シングルマザーの就業機会が増加する分、他の労働者、主に有配偶者女性等の就業機会が

減尐する可能性がある。 

 それでも、シングルマザー等の就業弱者に仕事の機会が優先的に与えられるこれらの政

策は、社会格差が過大とならないために必要であると考えられる。また、雇用助成を通じ

て、低技能労働者に職業訓練の機会が与えられ、比較的高い給料が与えられることは、今
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後の雇用機会の拡大、質の向上が期待できる。 

 一方、雇用助成金制度について、２点の問題点を指摘している。ひとつは、就業効果の

持続性問題である。つまり、雇用助成の期限が切れた時に、企業は助成対象者を引き続き

雇用するかどうかである。もうひとつは、雇用助成金制度の適用自体が、対象者にとって

スティグマになる可能性があることである。 

 

４．２．２ 職業能力開発策 

 社会的弱者救済の方法として、経済的に比較的好まれるのは、「職業能力開発策」である。

日本だけではなく、諸外国でも、この種の政策が広く取られ、多くの場合には一定の政策

効果が認められている。職業能力開発策は、経済的に好まれる理由があり、第一に、市場

原理を歪めない。また、労働者の労働生産性を高めることが狙いであるため、国全体の潜

在成長率を高めることへ導く可能性が高い。それにより、新たな雇用が生まれ、今後の労

働市場がより大きくなることが期待される。 

 母子世帯をはじめとする社会的弱者は、どこでどのような訓練をうけて能力を上げれば

よいかわからず、訓練を受けるのに必要な資金を調達することが困難であるため、自分で

最適水準の職業能力開発を行うことができない。そこで国や地方自治体が介入して、社会

的弱者に訓練情報を提供したり、資金を付与・貸付したりすることで、社会的弱者の職業

能力開発を推進する政策が望ましいと考えられる。 

 

４．２．３ ジョブサーチ支援策 

 ジョブサーチ支援策に期待される主な効果は、①求職者のサーチコストの軽減、②求職

期間の短縮、③職のマッチング度の向上の３つである。シングルマザーに与えられた特別

なジョブサーチ支援メニューは、「個別的サポート」と「総合的サポート」の２つが重要と

なっている。いずれも、就職の質を高めることをねらいとしている。つまり、シングルマ

ザーが持つ様々な職業経験、資格、特技等を最大限に生かせるような職業や、子育てをし

ながらも無理なく継続できる仕事を見つけられるように、様々な手助けをすることである。 

 例えば、「母子自立支援プログラム」の場合には、母親の生活状況、就業への意欲、資格

取得状況等が詳細に聞かれ、個別の支援計画書が策定される。すぐに職業紹介をする場合

もあれば、職業訓練を受けさせてからの場合もある。一方、「母子家庭就業・自立支援セン

ター」では、養育費の確保や子どもの保育園申請等の総合的なサポート・助言を行いなが

ら、ジョブサーチの援助を行っている（周 2008）。 

 厚生労働省「平成２１年度母子家庭等対策の実施状況」（2010年 10月 5日）によると、

両事業における利用件数は順調に伸びており、2009 年度には、7,677人のシングルマザー

が母子自立支援プログラムを利用して、求職または転職活動を行っていた。同時期に母子

家庭等就業・自立支援センターがシングルマザーに提供した就職情報や生活相談が延べ８

万件に達している。 

 

４．２．４ 就業支援政策を活かすために 

 以上のようにシングルマザーへの就業支援は多岐にわたり、当事者であるシングルマザ

ーやそれを支える親兄弟等が、支援制度すべてを知っているとは考えにくい。JILPT(2007) 
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「母子家庭の母への就業支援に関する調査」によると、高等技能訓練促進費事業を知らな

いことを理由に、利用に至らなかった母親は、全体の 63.2％にのぼる。そのほかの支援制

度についても存在をしらないシングルマザーは多いと考えられる。 

 国や地方自治体がお金をかけて実施している就業支援を活かすためにも、まずは支援制

度をより多くの人々に知ってもらい、利用してもらうことが大切である。多くの人が利用

するようになることで、さらに支援制度の認知度も高まり、効果測定によって改善をし、

より効果の高い支援制度を新たに作っていくことができる。また、ここでもシングルマザ

ーというレッテルや、支援制度を受けているというスティグマによって制度が名ばかりの

ものとなり、うまく活用されない事態が起こらぬよう、引き続きシングルマザーへの差別

をなくしていく努力が必要である。 

 

 

５．性教育 ―女性への差別の改善 

 

 人工妊娠中絶の理由として、多くの人は性教育の不足、特に未成年や若者の逸脱した性

行動が問題である考えるだろう。しかし、第３章で挙げたように、性差別や、それによっ

て起こる性暴力によって、不幸な人工妊娠中絶が行われている可能性が高い。そこで、単

なる性交教育ではなく、性を尊重し、人権を尊重する教育が必要であると考える。 

 

５．１ 性教育からセクシュアリティ教育へ 

 性教育という言葉は、日本では 1910年代頃から使用されている。歴史的に、「性欲教育」

や「純潔教育」という用語と同様の意味で性教育が使われていた時代もあり、現代におい

ても、性教育が「性器教育」「性交教育」と誤って捉えられている場合もある。これが、性

教育に対する偏見や誤解を生みだすひとつの要因になっている。国際的にも、sex education

から sexuality education へと名称に変更が見られる。 

 国際家族計画連盟（IPPF）による『IPPF セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス用

語集』においても、Sex education―性教育と、Sexuality education―セクシュアリティ

教育は区別されている。性教育は、「妊娠・出産の過程や思春期、性行動などに関する基礎

的教育。避妊、性感染症の予防および親となることについての情報なども含まれることが

ある」とされており、セクシュアリティ教育は、「セクシュアリティとその表現に関するあ

らゆる事柄についての教育。セクシュアリティ教育は性教育と同じ内容を扱うが、加えて

人間関係、セクシュアリティに対する態度、性的役割、ジェンダーの関係、性的行動をと

ることに対する社会的圧力などの問題も扱う。また、セクシュアル／リプロダクティブ・

ヘルスサービスに関する情報も提供する。対人関係のつくり方や意思決定に関する技能の

習得を含めることもある」と定義されている。 

 日本の性教育では、こうした定義に必ずしも合致せず、性教育は「恥ずかしい」もので

あるという認識のもとに、セクシュアリティ教育の提示する課題を明確にすることなく、

用語を覚えるだけの勉強になってしまっている現実がある。性をめぐる人間関係や社会的

背景を性教育の中心的な問題として位置付ける必要がある。 
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５．１．１ 人権の尊重 

 セクシュアリティ教育の目的は、子どもたちに自分のからだや異性のからだについて、

正しい知識を身につけさせ、自分とかかわる人々の気持ちを考え、どのような関係を築い

ていくかを考える力をつけさせることである。現在の日本の性教育では、性ははしたない

もの、性教育は逆に子どもたちの性的欲求を助長させるというような意識が存在し、曖昧

な表現によって実施され、「避妊」をしなさいというメッセージしか伝わっていないように

感じる。それは、子どもたちに性教育、セクシュアリティ教育の目的が明確に伝わってお

らず、自分のからだや人生設計、異性とのかかわり方などについて当事者意識を持って考

える力が備わっていないからである。 

 そこで、セクシュアリティ教育によって、自分と他人は平等であり、自分の価値観によ

って他人の性を判断し、差別したり軽視したりすることを防止しなければならない。子ど

もたちは、商業的・性差別的な性情報や务悪な性的な環境に対して、批判的な見方、考え

方ができることが必要である。性的な情報に左右されず、自分の意思によって責任を持っ

て行動できることが大切である。女性を支配しようとする差別意識や、同性愛者への差別

意識は、自分と他人と平等に見られないからこそ生じるものである。言葉だけではなく、

本当に１人 1人の人権を尊重し、共生していくことこそ、現代の日本の性教育には必要で

ある。 

 

５．２ デートＤＶへの対策 

 

 ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）は大人だけの問題ではなく、男性が女性を支配

しようとする意識によって、高校生、大学生の間でも起こっている。今回は、大学生であ

る自分も当事者意識を持って、女性への差別を考えるためにも、デートＤＶについて考え

ていきたい。 

 

５．２．１ ジェンダー・バイアスの解消 

 ＤＶの最大要因はジェンダー・バイアスである。男らしさや女らしさのバイアス（偏見）

から生まれる間違った考え方や信念、価値観がＤＶを引き起こす。家庭や学校や社会に存

在する男性優位・男性中心の価値観や習慣や仕組みを、日々体験することによって、子ど

もたちの意識のなかにもジェンダー・バイアスは植えつけられる。そして、高校生、大学

生となり男女が親密な関係になると、デートＤＶが起きるのである。男性は女性を守り、

リードし、女性は男性を優先し、気をつかい、セックスを含めたあらゆる欲求を満たすも

のであると考える。一方、女性は男性に甘え、可愛い女性でありたいと考え、はっきりと

「いや」と言えない従順で控えめで、男性にとって都合のいい女になってしまう。そうす

ると女性は支配される側、男性は支配する側となり、一度手に入れた「支配」を維持する

ために、繰り返し肉体的、精神的な暴力を加えるようになる。 

 そこで、デートＤＶを防止するためには、ジェンダー・バイアスを解消する必要がある。

しかし、子どもたちの多くは、知らず知らずのうちに凝り固まった考え方や価値観を身に

つけているため、ジェンダー・バイアスを学んだとは思っておらず、自分には関係のない
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ことであると思っている。そのため、セクシュアリティ教育によって、日常的に起こって

いることを批判的にとらえ、社会に存在する「らしさ」が、自分や周りの人にとって本当

に正しいのかを考える機会をつくることが必要である。 

 また、性的暴力の問題も取り上げる必要がある。ビデオ、映画、雑誌、漫画などに出て

くる女性は人格がなく、いつでも男性の性欲を受け入れる性的な存在として描かれる場合

が多い。そのため、女性の人権を無視した性情報を批判的に見る力を身につけ、自分の価

値観や態度、行動がすでに影響を受けていないかどうかチェックする必要がある。 

 

５．２．２ 女性が自立すること 

 最初は優しかった彼氏や夫が、急に態度が変わり、暴力を振るうようになる。殴る蹴る

などの明らかな暴力はしないまでも、したくもないセックスを無理やりやらされる性暴力

や、ご飯やデート代を男性がおごる経済的暴力、友達付き合いを妨害し、化粧や服装に口

出しをすることで彼女を支配しようとする精神的暴力が存在する。そして、暴力のあとに

は甘いささやきで優しくし、プレゼントやデートをすることで彼女を引きとめようとする。 

 別れようと思ったときには、すでに友人もいなく、男性に経済的に依存していたために

お金もなく、寂しさのあまり好きでもない男性をまた頼りにするというような悪循環に陥

りかねない。そのため、女性は経済的にも精神的にも自立する必要がある。女性は男性に

従順であるべきというようなジェンダー・バイアスを捨て、１人の人間として自分で責任

を持って決定し、行動する力を身につける必要があり、社会はその支援を行っていかなけ

ればならない。 

 そのために、沼崎（2006）は恋愛中毒を克服することが大切であり、４つの「解毒剤」

を女子大生に紹介している。それが、１．自分だけの時間を持つ。２．自分だけの友達を

持つ。３．自分だけの興味を持つ。４．自分だけの仕事を持つ。 

 つまり、恋人だけに時間を使うのではなく、自分の時間を使って、自分の趣味に打ち込

むことによって、自分のことを自分で決める習慣が身につけるべきだということである。

自分だけの友達がいれば、恋人のことで悩んだりしても、恋人には言えないような悩みも

相談することができるだろう。また、自分の仕事を持つことで、収入を得て、1 人でも生き

ていける経済力をつけることができる。当たり前のことのようだが、自由な時間があり、

社会に出るための準備期間である学生時代において、それまでのジェンダー・バイアスに

よって男性の言いなりになることは非常に危険である。恋愛中毒を克服し、嫌なことを嫌

とはっきり言える関係性を築き、自立することで、デートＤＶを防止するべきである。女

性の人権を尊重し、自立を支えることこそが、女性を性暴力から守り、不幸な妊娠中絶を

減らすことができるだろう。 

 

 

６．婚外子差別の改善 

 

３章では、婚外子への差別意識が人々に依然として残っており、法律によっても不利益

を被っていることをあげた。人々は、婚外子は幸せになれない、人目が気になるという社
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会的な差別を理由に、婚姻外で妊娠した場合に中絶を選択肢の一つにする。婚外子への差

別意識は日本ならではの社会的な問題ではなく、制度として問題があるからと考えること

ができる。婚外子への制度的・社会的差別をなくし、婚外子であるからという理由で中絶

を選択してしまう人々を減らすことのできる社会を日本がどのように作っていくべきか、

婚外子差別の撤廃に成功しているスウェーデンと比較することで検討したい。 

 

６．１ スウェーデンの婚姻に対する考え方 

 

 スウェーデンでも、1960 年代までは、同棲は逸脱行為とされ、婚外子への差別が存在し

た。しかし、1960年代後半から同棲カップル（事実婚）が増加し、1971年の法改正によっ

て、婚外子にも婚内子と同等の相続権が認められた。さらに、1976年には「非嫡出子」と

いう言葉が人々に差別意識を起こさせるということで法律から削除された。2002 年の婚外

子出生率は 56.0％で、そのほとんどが同棲カップルの間で生まれており、生まれてくる子

どもの半数以上が婚外子である。 

 婚外子への差別がなくなったのは、スウェーデンでは、「子どもの最善の利益」が親子関

係で最優先されているからである。それには、社会組織が、家族単位から個人単位に変わ

ったことが密接に関係している（婚差会 2004）。スウェーデンでは、すべての人にある一定

以上のレベルの生活を保障する高福祉政策、性別分業体制を否定した男女平等政策、仕事

と育児の両立を目指した子育て政策がとられている。その政策が推進されていく過程で、

税制や社会保障などの単位を個人におく「シングル単位社会」へ転換していった。その結

果、社会組織は家族や永続的な男女関係を前提にしなくなり、あえて人々に結婚を継続さ

せる必要がなくなった。そのため、多様なライフスタイルが認められ、法律は人々の共同

生活や道徳観に対して中立でなければならないとする「ライフスタイルの中立性」が家族

法の根本理念とされ、同棲やホモセクシュアルのカップルの生き方がライフスタイルの１

つとして制度的に容認されている（善積京子 2002）。 

 1974年の婚姻法改正で、「夫婦は、各自の能力に応じて、夫婦共同および個人の必要を満

たすために要する生活費を分担しなければならない」（第６章第１条）と個人の経済的自立

と夫婦の共同の家事・育児の義務がうたわれ、夫の扶養義務の規定は廃止された。さらに

離婚が容易になり、「離婚後、夫婦は、各自、自己の生計の責に任ずる」（第７条）とし、

離婚の際の慰謝料は廃止された。1987年の「同棲法」では、同棲関係の解消時に当事者の

一方から財産分割の請求が行われた場合に、共同利用目的で取得した財産は、婚姻に適用

されているルールが適用され、当事者間で平等に分割され、相手の死亡時には一定の金額

を得る権利が認められている。同棲カップルは社会保障法や税法上でも、法律婚と同等に

取り扱われている。同棲世帯も「尊敬するべき共同生活形態」とされ、婚外子への差別は

子どもの人権思想だけではなく、「ライフスタイルの中立性」の観点からも否定されている。 

  また、スウェーデンでは、婚姻は性関係に正当性を与えるものではなく、婚姻の有無

が性関係のモラルの基準にされない。たとえ婚姻関係がなくとも、愛し合っていれば性関

係を持つことが自然なことと考えられている。現代のスウェーデンでも重婚を認めず、一

夫一妻制をとっているが、日本の民法のように「貞操義務」規定や婚外性関係に対する「慰

謝料請求権」は存在しない。婚姻や同棲関係を維持しながら他の人と性関係を持つことは、
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市民社会の秩序を乱すとして社会的に糾弾されることはない。しかし、パートナー以外に

性関係を持つことは、カップル解消の直接的原因になる場合が多い。 

  

６．２ 日本の婚外子差別撤廃に向けて 

 

 スウェーデンでは、税制や社会保障などの単位を個人としているため、社会組織は家族

や永続的な男女関係を前提にしない。そのため、夫婦は各自が経済的に自立していること

を求められる。「自立」しているからこそ、離婚時に慰謝料請求権がなく、貞操義務規定も

ない。 

 一方、日本では戸籍が存在し、夫の家に妻が嫁ぐのが一般的である。男女平等と言いつ

つも性別分業が人々の意識に深く根付いており、男性が仕事をして、女性は育児や家事を

行う場合が多い。そして、女性が何かをしたいと思った時には、夫や家族の了承が必要と

なり、承諾を得たとしても家事に支障のない程度で行うことを求められる。夫は、婚姻届

を出すことで、妻を「自分のもの」と思い込み、女は男の従属物であるかのような意識に

させる。また、離婚時には慰謝料や財産分与などの多くの問題がつきまとうため、スウェ

ーデンに比べて離婚が容易にできる社会ではなく、貞操義務規定に従って一生婚姻関係を

続けることが正義であり、離婚は恥であるかのような意識を起こさせる。そのため、婚姻

することが尊重され、事実婚は法律婚よりもよくなく、婚外子は婚内子よりもよくないと

いう差別意識が生まれていると考えられる。 

 そこで、日本でも家族単位の戸籍ではなく、個人籍を導入するべきである。そして、個

人籍利用の目的は社会保障に絞り、戸籍のように親類縁者の情報までもが一度にわかって

しまう制度は改められるべきである。そうすることで、女性が男性に従属するような意識

をなくし、両性が自立することを求め、婚姻関係にない男女の生活共同体を尊重し、その

間に生まれる婚外子への差別をなくすことができる。そして、婚外子への差別をなくすこ

とによって、嫡出か嫡出でないかは問題とならず、個人籍や住民票の取得や、児童手当や

児童扶養手当などの各種社会保障を平等に受けることができるようになる。 

 また、民法７７２条１項での、婚姻中に妻が出産した子はその夫の子と推定すること

や、同条２項での、婚姻届を提出した日から２００日以降に生まれた子は夫の子と推定し、

婚姻から２００日以内に出生した場合、認知をしなければ実父と認められないこと、女性

が離婚後３００日以内に出生した子は前夫の子と推定することなど、子どもの父親を推定

する法律も婚外子への差別意識を起こさせる可能性があるとともに、女性や実父の男性へ

の大きな負担となる。現代においては、ＤＮＡ鑑定で父親を確定することが可能であるた

め、法律の見直しをするべきである。 

 現在では、婚姻届を出さない事実婚が増えており、この事実婚カップルから多くの婚外

子が生まれている。また、科学の発達とともに、以前ではありえなかった非配偶者間の人

工授精によって生まれた婚外子も増えている。子どもにとって、婚外出生は自分でどうし

ようもない問題であり、罪ではない。罪のない子どもが社会的にも制度的にも差別を受け

ることはあってはならないため、婚外子への差別を撤廃し、婚外子であるからという理由

で中絶してしまう女性を減らし、そのようにさせる社会を変えていかなければならない。 
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７．不幸な人工妊娠中絶を減らすためには 

  

不幸な人工妊娠中絶を減らすために、どうすればいいのか。これまでの章の要点をまと

め、確認したうえで考察していきたい。人工妊娠中絶の理由として、第３章で、子育て支

援の不足、性教育の不足、婚外子への差別を挙げた。その現状を踏まえて第４、５、６章

では以下のように改善点を挙げた。 

 ≪第４章≫ 

・ 児童扶養手当は、母子家庭の命綱であり、受給額が減額されることは子どもが大き

くなるにつれて出費がかさむ子育てを支援できない。また、親と同居することは、

母子家庭にとって非常に大きな支えとなるため、親と同居していても児童扶養手当

を受けられる制度にするべきである。 

・ 母子家庭の収入で、大きな割合を占める母親の収入を増やす必要がある。そのため

に、就業支援を充実させ、仕事の“質”を向上させる必要がある。 

≪第５章≫ 

・ 性＝はしたない、という意識を持たせる今までの性教育ではなく、性行動から避妊、

妊娠、出産などの知識を曖昧にしないで教育し、メディア等における誤解を解くと

ともに、セクシュアリティ教育へと移行し、男性が支配し、女性が支配されるよう

な間違った考え方や価値観であるジェンダー・バイアスを解消する。 

・ 男性は女性の人権を尊重し、女性は男性に頼らない自立した生活をし、社会はそれ

を支える必要がある。 

≪第６章≫ 

・ 事実婚や人工授精によって、法律婚以外での出産が増えている現代において、婚

外子への差別は不当であり、是正しなければならない。 

・ 婚外子への差別意識を生む法律の改正を行い、嫡出推定を改め、出生届の婚外子

か否かをチェックする項目を削除し、婚外子に婚内子と同等の相続権を認めるべ

きである。 

・ 子どもの幸せを第一に優先し、国民一人ひとりの自立を促すために、戸籍ではな

く個人籍を導入するべきである。 

 

以上が、第４、５、６章の要点であるが、不幸な人工妊娠中絶を減らすためには、女

性や婚外子に対する「差別」をなくすことと、避妊の失敗など様々な理由で妊娠した女

性の「自立」を支える制度をより充実させることが必要である。つまり、女性がひとり

で子どもを産み育てられる社会を構築することが不幸な人工妊娠中絶を減らすことに寄

与すると考える。 

男性は、女性を自分の所有物であると考え、支配しようとする。女性は、男性に従順

であるべきと考え、支配されていく。ジェンダー・バイアスによって、男性と女性に力

関係が生じ、女性は自分の意思を示すことができなくなり、嫌と言えなくなってしまう。

そして、ＤＶが起こるようになり、性暴力や避妊のない性行動によって妊娠してしまう。

そして、不幸な人工妊娠中絶を余儀なくされる。中絶によって女性が不幸とならないた
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めには、セクシュアリティ教育によって、ジェンダー・バイアスを解消していくことが

大切である。男性が女性の人権を尊重し、女性は男性の言いなりにならず、自分の意思

を持って行動し、お互いの「自立」が必要である。 

出産したとしても、離婚する、または非婚のままシングルマザーとして子どもを育て

るのであれば、やはり「自立」が必要である。児童扶養手当などの収入がこれ以上減ら

ないように財源を確保し、制度を改革していくことはもちろん必要であるが、収入の多

く占めている母親の収入を増やし、安定させることが大切である。そのために、女性の

就業支援を充実させ、自立を促すべきである。 

また、婚外子への差別に関しても改善が必要である。非婚であることを理由に、世間

体を気にして、親兄弟が中絶を促す場合も多い。しかし、女性の意思を尊重するべきで

あるし、差別意識を生む法律の改正を進めるべきである。また、現代では、事実婚や人

工授精によって、法律婚以外での出産が増えているため、婚外子であっても婚内子と同

等の相続権を認めるべきである。 

「差別」「人権侵害」が改められ、一人ひとりの人権が尊重され、一人ひとりが相手の

立場になって考えることができるようになれば、不幸な人工妊娠中絶は減らすことがで

きるはずである。そのためにも、差別意識を生んでいる法律の改正が速やかに行われる

べきである。そして、一人ひとりが「自立」し、困難な時には支えあうことのできる社

会の構築が必要である。 

 

 

８．おわりに 

 

本論文では、産みたかったのに産むことができなかったという不幸な人工妊娠中絶を減

らすためにはどうすればいいかを考えてきた。人工妊娠中絶の理由として、子育て支援の

問題点、性教育の問題点、婚外子の問題点を指摘し、それらを改善することが不幸な人工

妊娠中絶を減らすことにつながると考えた。そして、女性がひとりで子どもを産んで育て

られる社会の実現が必要であるということを結論とした。 

私たちは、日々の生活の中で、知らず知らずのうちに社会に存在する大多数であるが、

間違っていたり偏っていたりする考え方や価値観に影響されている。そのなかでもジェン

ダー・バイアスは非常に脅威であり、男性が女性を無意識のうちに「支配」しようとする

可能性もある。そのため、自分の一つ一つの考えや行動が、間違った価値観に影響されて

いないかどうか、その都度確認していく必要がある。人工妊娠中絶は若者の問題であり、

自分には関係ないと思っている大人こそ、自分自身が凝り固まった価値観の中で生きてい

ないか見つめ直すべきである。 

人工妊娠中絶は、女性が産むか産まないか決める権利であるが、男性である私からして、

男性が無責任な行動をすることこそが、不幸な人工妊娠中絶を引き起こすと思う。女性を

大切すると言っても、本当に女性の意思を尊重し、自立を促しているのか自分自身も考え

なければならないと感じた。 

また、法律よっても婚外子が差別されていることや女性への支援がまだまだ足りないこ
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とに関して、優生保護法改正を取り上げた際にも感じたが、既得権益を守ろうとし、利益

集団が意見を戦わせ、なかなか法律が改正されない、また改正されても当事者の立場に立

っていない法律改正が行われることが非常に残念であった。私の姉は、いわゆる「できち

ゃった婚」であり、子どもを出産してから離婚し、今は実家の近くで子どもと２人で生活

をしている。初めは実家に暮らしていたが、児童扶養手当を受けることができないという

理由でわざわざ実家のすぐ近くにアパートを借りたのである。姉は社員ではなく、パート

として働いている。子どもの父親から養育費はもらっているし、実家に近いこともあって、

子どもの面倒は親姉妹が見ることもできるため、非常に恵まれている。しかし、自分の自

由な時間をなかなか持てず、まだ幼い子どもと２人で生活することはストレスも溜まるだ

ろう。子どもは来年から小学生である。これから教育費などで出費は増えるばかりであり、

親も心配している。親と同居していても、児童扶養手当を受けることができるようになれ

ば、もう尐しゆとりある生活ができるのではないかと思う。 

姉も中絶することはできたはずである。しかし、可愛い息子の姿を見て、産んでよかっ

たと思っているはずである。産みたくても産めない女性を一人でも減らし、産んでよかっ

たと思える女性を一人で増やせるように、女性や子どもの自立をみんなで支えることがで

きる社会になることを期待する。 

 今回の論文で、私は２３年間、多くの偏見や差別によって影響を受けながら育ってきた

ように感じた。それはだれの責任であるとかいう問題ではなく、この世の中で起こってい

る多くのことが結局は仕方のないことであると人々に思わせ、偏見や差別意識を改めるこ

とよりも自分が差別の対象とならないようにしようと思わせることが問題である。私は、

ずっと妻や子どものために稼ぐことが夫や父親としての責任であると思っていた。それは、

妻や子どもを大切にするいい父親像であったが、この論文を通して、その考え方も偏見や

差別意識に影響されていると感じた。自分がこうして生きることができるのは、私の身の

周りにいる人々のおかげであり、今まで通りその人たちの幸せのために生きていきたいと

思う。しかし、個々の人生を尊重し、自分の考え方を強要することのないように注意しな

ければならないと改めて考えさせられた。これから社会に出て、偏見や差別意識に影響さ

れることのないように、この論文を通して学ぶことのできたことを大切にしていきたいと

思う。 
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