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現代の女性福祉間題をめぐって

～女性の学習参加を保障する前提として～

藤　松　素　子

　学習というのは目的意識的な行動であり，自分が必

要とする知識を得るためには様々な環境整備を要する

ことが多い。最低限の生活維持に精一杯な場合，自分

が必要とする情報を得るのでさえ難しいことがある。

毎日の仕事や家事に追われ続け，自分と向き合う時間

を見つけだせないものにとって，学習にむかわせる動

機づけはいかにしてうまれるであろうか。また，人生

の様々な転機において，学習欲求が高まっているとき

に，本当に自分が必要な知識を得る場と環境を手にい

れることができる人はどの程度存在するであろうか。

多様な人々の学習参加を保障するためには，個々人の

学習意欲をもたらす環境と，それを発揮する場を確保

することが必要だと考える。

　そこで，本稿では，ひとが主体的に学習する条件を

整備していくための前提として，日本における生活保

障の現状の一側面を概観することとする。

はじめに

　1948年の世界人権宣言，1966年の国際人権規約では，

性差別の禁止と男女の平等の権利を謳った。また，

1975年の国際婦人年以降，国際的な規模で，女性問題

に関わる議論が活発になされるようになってきている。

そして，1979年のr女子に対するあらゆる形態の差別

の撤廃に関する条約」においては，締約国に対して，

男女問の結果的平等，あるいはr事実上の平等」の実

現を義務づけ，1985年第三回世界女性会議ではr西暦

2000年にむけて，女性の地位向上のためのナイロビ将

来戦略」が採択され，各国でその実行に向けての努力

が始まっている。21世紀を目前にした現在，r女性問

題」の克服は世界各国に共通の大きな課題として認識

されているのである。

　それでは，日本におけるr女性問題」への取り組み

はどのように展開されているのであろう。女性を含む

全ての国民の生活における危機的局面に対して，その

問題状況を軽減・緩和するために形成されてきたひと

つの施策が，社会福祉であるという側面からみてみる。

　福祉におけるr女性問題」とは，生物学的な意味で

の女性特有の問題に関わるものと，社会的・歴史的に

女性が担わされてきた性別役割分業に関わる問題に大

別して考えることができる。前者の女性特有な課題に

関しては，戦後直後から医療・保健分野との関係から

も必要性が認識され，一定の施策として展開されてき

た。他方，後者の女性が社会的に担わされてきた役割

遂行との関係で表出してくる問題に関しては，これと

いった明確な対策が立てられてこなかったのが現状で

ある。

　すなわち，これまで日本においてr女性と福祉」と

いう枠組みでとりあげられてきた課題は，女性特有の

生活問題とみなされるものに限定されてきたといえる

であろう。例えば，それは，「産む性」としての存在

に着目したr母子保健法」に基づく母子保健事業，社

会的弱者になりやすいことへの対応としての「母子お

よび寡婦福祉法」を根拠とする母子・寡婦対策，女性

r性」を問題視した「売春防止法」による婦人保護事

業等々である。しかし，このうち，福祉対策として位

置付けられるのは後者二つであり，現在の女性のライ

フサイクル全体を見通した，系統的・総合的施策とし

ての「女性福祉事業」に該当するものは，未だ成立し

ていないといえるであろう。

　高齢・少子社会といわれる現在，社会のあり方その

ものに不安を抱える人々が増加している。そんな中で，

進学・就職の選択，結婚・出産・育児の決断，家事や

介護の役割期待への対応等々と，人生のあらゆる局面

で表出する多様な社会的矛盾を集約的に担わされてい

るのは女性である。換言すれば，日本社会における多

くの女性は，自らの人生を自己決定する条件を社会に

よって剥奪された存在なのである。それ故，社会福祉

の一領域としてr女性福祉」分野を設定し，それを体

系的に整備していくことは，現代日本における生活問

題へのひとつの対応として，さらには社会全体を総体

的に捉える上で，非常に重要な意味をもつといえるの

ではないか。
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　そこで本稿では，これまで女性特有の福祉問題とし

てみなされてきた，母子世帯問題と，婦人保護問題の

現状を把握することから始める。そして，人々が営む

生活の最小単位としてのr家族」のあり方を概観した

上で，女性のライフコースを左右する三つの危機～出

産・育児問題，高齢者介護問題，自らの高齢期問題～

について検討し，これからの女性の生き方を支える

r女性福祉」のあり方を考察していくことにする。

1　既存のr女性福祉」問題とその対策

　i　母子・寡婦福祉問題をめぐって

　アメリカ合衆国を代表とする先進諸国におけるr貧

困の女性化」問題は，離婚件数の急増と関わって，近

年の深刻な社会問題として着目され，国際的な議論を

よんでいる。かつてのように，結婚によって女性の生

き方が規定されていた時代に比べて，女性の社会進出

が格段に進んだ今日においては，女性がひとりで，あ

るいは母子世帯として生計を立てていくことが珍しい

ことではなくなってきている。その一方で，女性をと

りまく社会条件は依然として厳しく，就労・賃金条件，

居住の確保，教育・健康の維持に関わる社会的支援等

々の面で，決して安定的な状態にあるとはいえない。

　日本における実態をみてみると，厚生省が行ってい

るr国民生活基礎調査」によれば，＜図表1＞のよう

に1993年における母子世帯数は49万3，000世帯と推計

され，全世帯数の約1．2％を占めている。前年が推計

〈図表1＞　世帯類型別にみた世帯数年次推移

年　次 総 数 高齢者世帯 母子世帯 父子世帯 その他の世帯

推 計 数 （単位：千世帯）

昭和50年 32，877 1，619 371 64 30，823

60 37，226 3，110 506 99 33，511

平成2年 40，273 4，195 540 102 35，435

4 41，210 4，881 478 86 35，765

5 41，826 5，185 493 83 36，065

構 成 割 ム
ロ

（単位：％）

昭和50年 100．0 4．9 1．1 0．2 93．8

60 100．0 8．4 1．4 0．3 90．0

平成2年 100．0 10．4 1．3 0．3 88．0

4 100．0 11．8 1．2 0．2 86．8

5 100．0 12．4 1．2 0．2 86．2

注：「高齢者世帯」とは、男65歳以上、女60歳以上の者のみで構成するか、又は

　　これらに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。

資料：厚生省r国民生活基礎調査」（平成5年）

出典：総理府編r女性の現状と施策」（平成6年版）

〈図表2＞　世帯主の仕事の有無別にみた母子世帯数

母の年齢

K　　級
総 数

世帯主に

d事あり 自営業種
会社・団体

凾ﾌ役員
一　　般
甯ﾙ者

それ以外

世帯主に

d事なし

推 計 数 （単位 二千世帯）

総数 493 417 43 7 296 72 76

～　19歳 1
　 一 一 一 一

1

20～29 41 34 1
一

26 7 7

30～39 161 140 12 3 103 22 21

40～49 251 215 24 3 151 37 37

50～59 39 29 7 1 15 6 10

構 成 割 △
口 （単位：％）

総　　数 100．0 84．6 8．8 1．4 59．9 14．5 15．4

～　19歳 100．0 一 一 一 一 一 100．0

20～29 100．0 83．3 2．1
一 64．6 16．7 16．7

30～39 100．0 86．8 7．4 1．6 64．0 13．8 13．2

40～49 100．0 85．4 9．5 1．4 60．0 14．6 14．6

50～59 100．0 73．9 17．4 2．2 39．1 15．2 26．1

資料：厚生省r国民生活基礎調査」（平成5年）

出典：総理府編r女性の現状と施策」（平成6年版）
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47万8，000世帯であるので，約1万5，000世帯増加して

いるといえるD。

　同じくく図表2・3・4＞であげた「国民生活基礎

調査」から明らかなように・母子世帯の84．6％にあた

る41万7，000世帯で世帯主である母親が就労している

が，1世帯当たりの平均所得金額は274．7万円である。

また，所得金額階級別に見ると，200～250万円が18．8

％，150～200万円が17．6％となっており，60％が250

万円未満の世帯で占められている。1992年次における

〈図表3＞　母子世帯における所得の種類別平均所得金額

　　　　と構成割合

　　　　　　　　　　　　　仕送り・その他」）所得
　公的年金・恩給以外の　　　　　　　127万円
　社会保障給付金　　　　’　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、4．6％一　　　　　　　　　　●　　　　　！　：
　　　　　　　　　　　　　　し

　　　　　　　．鞭眉：　涌

　財牽所得　’●∵・●　　！
　　　　　　17．4万円　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　！i　　　　　　I6．3％・　　　母子世帯
　　　　　　　　　　　1世帯当た・パ
　　　　　　　　　　　平均所得金額
　公的年金・　　　　　274．2万円
　恩給　　　　　　　　　　　　：1〔）0．0％一
　1（〕．9万円
　　　　　　　　　　　　　　　　稼働所得
　一4・・％　　　　…l12・2、7万円
　　　　　　　　　　　　　i…絹7粘
　　　　　　　　　　　　”…

　　　　　　　　　　　　　i　！

資料二厚生省「国民生活基礎調査」1994年

出典：日本婦人団体連合会編r婦人白書」1995年　ほるぷ

　　　出版

〈図表4＞　所得金額階級別にみた母子世帯の相対数分布

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1993年）

累積百分率（％1 百　分　率　（％）

総　数 100．0

50万円未満 2．4 2．4

50～100 10．6 8．2

mO～150 23．5 12．9

150～200 41．2 17．6

21）0～250 60．0 18．8

250～300 71．8 11．8

300～350 82．0 10．6

350～400 85．9 3．5

400～500 89．4 3．5

51）0～600 94．1 4．7

600～1000 97．6 3．5

1000万円以上 100．0 2．4

平均所得金額（万円） 274．2

中央値（万円） 222

平均世帯人員（人） 2．64

資料：厚生省「国民生活基礎調査」1994年

出典：日本婦人団体連合会編「婦人白書」1995年　ほるぷ

　　　出版

比較では，一般世帯の平均所得金額706．8万円に対し

て，母子世帯では264．0万円であり，半分以下の所得

に留まっていることがわかる％

　次に母子世帯になった原因としては，厚生省「全国

母子世帯等調査」によると，1978年では死別・離別が

ほぼ半数であったのに対して，1993年では離別が70％

を超え，なかでも離婚が64．3％を占めている点が特徴

として指摘できよう。そして，このような離別・生別

母子世帯の増加傾向が，今日の母子世帯の貧困化のあ

り方にひとつの陰をおとしているのである。

　＜図表3＞によれば，母子世帯の所得のおよそ30％

は稼働所得以外のものである。このうち公的な所得保

障制度が対応している比重は小さくない。母子世帯を

対象とする生活保護をのぞく所得保障制度をみてみる

と，死別世帯に対しては遺族年金，母子年金等の社会

保険からの支給があるが，生別世帯については児童扶

養手当のみで，しかもそれが前夫の収入の如何によっ

ては停止される可能性もある。金額としても，児童扶

養手当の月額が1人あたり41，100円（1994年10月～）

であるのに対して，遺族年金は，月額83，700円になっ

ている。

　理由の如何にかかわらず，母親と子どものみで生活

単位をつくっているという条件が同じであるのなら，

このような格差をつけることに正当な根拠などみつけ

られない。制度そのものが，離別・生別世帯をr特殊

な存在」として位置づけていることが露呈していると

いえよう。夫との関係を絶ちたいが為に離別したのに，

福祉制度を利用する度に，前夫の存在が影響を及ぼし

てくるという現実は，母子世帯の女性にとっては耐え

られないことであろう。経済的貧困が深刻になっても，

児童扶養手当や生活保護を申請しない女性が多いのは

このシステムの矛盾が大きく影響しているのであ

る3』

　こうした状況の下で，母子世帯では生活を「大変苦

しい」ないしはrやや苦しい」と感じている割合が80

％以上を占め，さらには教育・進学・しつけ等の子ど

もについての悩みを抱える世帯も8割をこえ，経済的

問題を基本とした生活不安・困難の様相が明らかにな

っているといえよう。

　次に，寡婦問題についても若干言及しておく。r寡

婦世帯」とは，一般にr配偶者のいない女子でその扶

養する子が20歳を超えたものや，配偶者と離・死別し

た女子で扶養する子のないもの」と規定されている。

先に見たr全国母子世帯等調査」（1993年）によると，
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30歳以上65歳未満の寡婦は約118万人と推計されてお

り，寡婦になった理由としては，65％が死別であり，

寡婦のみの単独世帯は3L1％となっている。寡婦世帯

は母子世帯と同様，様々な生活問題を抱えている。と

りわけ，比較的高年齢な女性にとって，経済的問題を

克服する条件は整っているとはいえない。

　近年顕著になってきた，都市・交通問題，労働条件

の悪化，公害に代表される環境破壊の進行，大地震等

の自然災害などの不測の事態にみまわれ，自らの選択

ではなく，突然，母子・寡婦世帯となる可能性は否定

できない。この意味においても，母子・寡婦問題は特

殊な世帯の抱える特別な問題ではなく，広く女性に共

通する課題であることを認識することが必要である。

　最後にr貧困の女性化」に対応して，現在行われて

いる所得保障以外の福祉施策を紹介しておくと，税制

上の措置や福祉資金の貸付の他，母子寮，母子福祉セ

ンター，母子休養ホーム等の施設における生活指導を

含む生活保障，母子相談員，母子家庭等居宅介護等事

業，自立促進事業等があげられる。家賃の高騰や，家

主の無理解により，一般の賃貸住宅への入居が困難な

条件におかれやすい母子世帯にとっては，住宅保障は

重要な課題である。しかし，母子世帯に限定した生活

施設等での生活を選択する女性たちは多くはない。当

事者の要求を施策に反映させて，入所条件をみなおす

ことや，様々な要件をもつ人々が安心して暮らせる公

営住宅の整備に力をいれるべきであろう。

　今後，母子・寡婦世帯が抱える多様な問題に対応し

ていくために，これらの福祉施策が有機的に連携をも

って体系化されていくことが必要であろう。その前提

として，これらの世帯が一般世帯と異なるr特殊世帯」

であると捉えられような状態を払拭させていくために，

家族の形態や親の状態の如何に関わらず，結果的な平

等をもたらす所得保障・生活保障を行うことが重要で

ある。

註

1）母子世帯に関する調査は，「国民生活基礎調査」の他，

　厚生省r全国母子世帯等調査」，総務庁r全国消費実態

　調査」，同r就業構造基本調査」等があるが，それぞれ

　の「母子世帯」の定義が異なるため，数値等に違いが生

　じている。

2）母子世帯の経済的貧困問題を扱ったものとしては，石

　田好江，1994年r母子世帯の家計と所得保障」『国民生

　活研究』第34巻第2号，篠塚英子，1992年「母子世帯の

貧困をめぐる問題」『日本経済研究』Nα22等を参照。

　石田の「個人」を基準とした制度の確立，母子世帯の

みならず女性に共通する労働条件の整備，子どもの生活

保障の確立に関する主張は筆者の観点と共通する。

3）寺久保光良，1988年r福祉が人を殺すとき』あけび書

房，水島宏明，1990年『母さんが死んだ』ひとなる書房，

等で扱われた札幌の母親の餓死事件（1987年）が想起さ

れよう。1995年1月31日にも同じ札幌で，母親が病死し，

その後1歳半の娘が餓死したとみられるケースが報告さ

れている。母子世帯における経済的困窮と生活不安，世

帯主である女性の孤立状態を象徴する事例だろう。

ii　婦人保護をめぐる問題

　近年，r性と生殖に関する健康／権利（リプロダクテ

ィブ・ヘルス／ライッ）」という概念がフェミニズム，

ジェンダー領域のみならず，社会問題や人口問題に関

する分野からも注目を集めている。rリプロダクティ

ブ・ヘルス／ライッ」とは，日本においては，1980年

代以降，中絶問題を中心に様々な議論を行うなかで，

r自分の体は自分自身のものである」という当然のこ

とを明言し，r結婚と出産に関する健康／権利」という

ような矮小化した規定ではなく，r女性の性と生殖に

関する健康，そしてさらに女性の人生そのものの健康

までをトータルにいう」概念として構築されてきたも

のである％ここで強調されているのは，性に関する

女性の自己決定権の尊重とその社会的保障の獲得とい

うことである。現代の婦人保護をめぐる問題を考える

場合，この観点を主軸に据えることが極めて重要だと

考える。

　女性のr性と生殖に関する健康／権利」が著しく侵

害された状態のひとつに，売買春問題がある。売買春

問題の歴史は長く，時々の社会の様相を映し出してき

た。戦後の公娼廃止後も，主として貧困からの脱出の

手段，あるいは生活の糧として街娼に携わる者は多く，

駐留米軍基地周辺を中心に多様な社会問題が生み出さ

れた。売買春に反対する女性団体等の強い働きかけを

背景に，1956年に売春禁止法が制定されるが，高度経

済成長を経た日本社会には，多様な形態で性の商品化

が進行していく。ソープランド，キャバレー等のいわ

ゆる風俗産業に留まらず，近年では，テレホンクラブ，

愛人バンク等の派遣型売買春が主流になってきている。

　これまで，このような性の商品化・性産業問題を取

り上げる際には，〈ごく一部の特殊な境遇にある道徳

的・倫理的に問題のある女性の問題＞として議論され



藤松素子：現代の女性福祉問題をめぐって～女性の学習参加を保障する前提として～ 47

〈図表5＞　相談業務　内容別受付状況

　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

区
分
　
　
　
　
年
度

施に

ﾝ問

�ｷ

pる

生間

�
o
済
題

男
女
問
題

夫
婦
問
題

家
族
問
題

職
業
問
題

性
の
問
題

健
康
問
題

そ
の
他

計

8
9

359 226 330 1，293 743 230 8
5

331 523 4，120

9
0

398 238 301 L276 834 187 9
2

408 424 4，158

9
1

490 267 322 L201 751 356 161 418 444 4，412

9
2

681 341 363 L454 865 503 191 500 549 5，447

9
3

690 296 294 1，275 880 407 153 468 644 5，107

資料：大阪府婦人相談所「婦人保護の概要」

出典：国際婦人年大阪の会r大阪の女性は今一世界の女性

　　　とともに一」草の根女性白書part3　1995年

ることが多かった。r売る」方のみを問題視した，い

わゆる「享楽型売春」の一般化を論点とするものであ

る2）。しかし，バブル経済全盛期に急激に拡大した通

信・コンピューター産業とも関わって，今日の売買春

は対象を拡大しつつも潜在化した形で，益々進行して

きている。「普通の」主婦やrどこにでもいる」女子

高生・女子大生を相手に，「一般の」サラリーマン達

が時間当たりの金銭で商品化された時間や性を，こと

もなげに購入しているのである。

　これは，企業の論理に基づく社会が形成され，そこ

に適応することを余儀なくされる生活スタイルを強要

されるなかで，人間らしい主体的な生き方を追求する

条件を奪われてしまった現代人の価値観・人間観が反

映したものである。自らの性をも包含したr生」に向

き合うこと。同様に他者のr生」を尊重し，対等な関

係を成立させる努力をしていくこと。そういった，基

本的な人間関係のあり方を確認し，自らの生き方を自

己決定する場が，日常生活からなくなりつつあるとい

えるであろう。

　売買春問題にとどまらず，婦人保護事業が対応すべ

き，女性が抱える今日的生活問題は多岐にわたる。売

春防止法第34条の規定により設けられている婦人相談

所では，要保護女性に関する相談事業，一時保護事業，

婦人保護施設への入所措置等を行っている。1993年度

の受付件数は全国で6，7355件となっている。

　大阪府婦人相談所の状況を例にとってみてみる。

1993年度相談受付件数は5，107件で，電話相談が9割

の4，621件，来所相談453件，売春に関わる更正保護相

談は33件となっている％

　相談内容ではく図表5＞で明らかなように，「夫婦

問題」r家族問題」等の家族関係の破綻，生活困窮に

関わるもの，r施設利用」「職業問題」等がめだってい

る。また，r健康問題」r生活経済問題」等の多さも看

過できない。不況を反映した就職難，低劣な労働条件

の下での長時間労働，住宅費・生活費の高騰にあえぎ

ながら生活を送る女性達が，精神的・物理的時間の余

裕のなさから，社会から孤立し，身近に相談をする友

人・知人がいない状態が浮き彫りにされてくる。

　また，一時保護を必要とする人々の要因として・

「住むところなし」r夫の暴力」の多さが目を引くく図

表6＞。やはり「売春ヒモ」をあげる人もあり，なか

でも外国人女性の存在が今日的特徴の一側面だといえ

るであろう。

　現代の「かけこみ寺」としての性格をもつ婦人保護

施設は，売春防止法によれば，要保護女子を収容保護

し，更正指導計画を立てて，生活指導および職業指導

を行うことと規定されている。この規定の問題は，

r要保護」性をどう捉えるのか，ということとあわせ

て，施設利用対象が「要保護女子」に限定されている

ため，その子どもは養護施設に送られてしまうケース

が存在することである。もちろん，母子寮利用の可能

性もあるが，母親に知的障害があったり，「要保護性」

が強いと判断される場合等は，本人の希望が尊重され

るとは限らない。実際の対象者の要件が多様化してき

＜図表6＞　一時保護状況　内容別受付状況 （単位：人）

　　　区分

N度
夫の暴力 住む所なし サラ金問題

退院先なし
i寛解者） 売春ヒモ そ　の　他 計

89 27 70 1 4 18（2） 5 125（2）

90 36 30 2 4 13（6） 8 93（6）

91 45（1） 60 0 3 25（18） 12 145（19）

92 65（1） 68 0 3 15（3） 17（1） 168（5）

93 63 70（3） 5 5 20 21 184（3）

注：（　）内はr外国人女性」

資料：大阪府婦人相談所「婦人保護の概要」
出典：国際婦人年大阪の会「大阪の女性は今一世界の女性とともに一」草の根女性白書part3 1995年
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ている中，現実に対応した施策の運用が求められよう。

　以上，既存の女性福祉問題と，それへの対策の現状

をみてきたわけだが，母子・寡婦問題，婦人保護問題

双方に共通する問題としては，次のような点が指摘で

きよう。

　第一に，母子・寡婦問題，婦人保護問題を捉える基

本的視角についてである。前述してきたように，現代

社会において，これらの問題は，どんな女性でも直面

しうる問題であり，決してこれらの問題を抱える女性

達が〈特殊な人々＞ではないということを明確にして

おく必要がある。この観点が希薄であることが，母子

・寡婦福祉や婦人保護事業を負のイメージで捉え，そ

の存在を否定したり，利用を回避したり，実際利用し

ている人に差別的な対応を行うことの原因となってい

るのである。

　それ故，これらの既存の制度を，必要であれば誰で

も利用できるように整備していくことが大切である。

そもそも，逸脱した一部の女性を対象とする特殊な制

度である，という認識がある以上，施設・制度を縮小

・削減していく根拠を与えてしまう。女性をとりまく

社会条件を全般的に向上させていくと同時に，現状に

おいて特に大きな矛盾を担わされてしまった女性達の

生活をきちんと保障していくことが必要である。屈辱

に満ちた貧弱な制度・施策しか用意されていなければ，

それを利用する人は自ずから減少し，深刻な生活問題

がますます潜在化していくであろう。

　既存の福祉施策として対応しているこれらの問題を，

女性であれば誰のもとにも起こりうる問題という意味

で，女性特有の生活問題という括り方をした。これを

特有の女性の生活問題という意味に変質させ，男性か

らも，同じような境遇にある女性からも特別視される

ような状態を脱しなければ，現状の「女性福祉」施策

はこれ以上，豊富化させていくことは困難であると考

えられよう。

註

1）原ひろ子，1994年r性と生殖に関する健康とは一リプ

　ロダクティブ・ヘルスの考え方をめぐって」『イマー

　ゴ：特集お産の心理学』青土社，グループ・女の人権

　と性編，1990年「リプロダクティブ・ヘルスをわたし

　た幸）の手に』グループ・女の人権と性，等を参照。

2）売買春行為は常にr買う性」の存在があってこそ成立

　する。この点に関する認識の薄さは・売春防止法全体を

　貫いていると考える。

3）国際婦人年大阪の会，1995年r4　家族・福祉」「草

の根女性白書1995年版～大阪の女性は今・世界の女性

　とともに～』国際婦人年大阪の会，を参照。

■　家族と女性

　　　～問題を捉える前提と視角～

　これまで既存の福祉対策をめぐる問題をみてきたが，

21世紀を目前とした今，これからの女性の生き方を支

える新たな社会システムについての検討を行っていく

ことが大きな意味をもってくるだろう。

　現代社会は「少子・高齢社会」と呼ばれるように，

人口の高齢化と出生率の低下によって特徴づけられる。

また，この間の様々な社会状況の変動に伴って，家族

のあり方もその様相を大きく変えてきている。

　＜図表7＞であげたように，厚生省による「国民生

活基礎調査」によれば，1994年の総世帯数は4，206万

世帯で，平均世帯人員は2．92人となっている。戦後，

世帯数は増加し続けているのに対して，平均世帯人員

は減少の一途をたどっていることがわかる。また，世

帯構造をみてみると核家族が2，510万3，000世帯で，全

体の59．7％を占め，単独世帯は920万世帯で，全体の

21．9％となっている。さらに核家族化・単独世帯化の

傾向は，近年とみに進行しているといえる。その一方

で，三世代世帯は536万L　OOO世帯で，全体の12．7％で

ある。割合としては決して多くはないが，急激に減少

しているのではなく，地域によっては安定的に三世代

世帯が維持されていると推測される。

　さて，このようなr少子・高齢社会」において，女

性が抱える問題とはどのようなものが考えられるであ

ろうか？

　まず，r高齢社会」への対応として，高齢者介護の

問題に直面することである。平均寿命の伸びは，一般

的に喜ばしいことであるが，何らかの援助を要する状

態となった高齢者の生活形成を考えた場合，現在の日

本社会はその為の準備が充分整っていないといわざる

を得ない。それゆえ，個々人のライフスタイルがいく

ら多様化したとはいえ，まだまだ家族内介護を余儀な

くされる可能性は高い。

　また，先に見たように小家族化が進行する中，第一

世代をいかに介護するのかは大きな課題である。居住

条件のよくない都会に住む核家族にとって，別居して

いた高齢者を介護のためにひきとって同居をはじめる

のは容易なことではない。また，若い夫婦にと一）ても

職をもちながらの介護は心身共に大きなダメージを与
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＜図表7〉　世帯数および平均世帯人員の年次推移
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資料：昭和60年以前は厚生省大臣官房統計情報部r厚生行政基礎調査，平成2年以降は

　　　同「国民生活基礎調査」

出典：厚生省r厚生白書」平成7年版

える。そしてこれらのことは，多くの場合，実際に家

事・介護を中心に担っている女性問題として顕在化し

てくるのである。

　次に，子育て問題があげられよう。いくら少産少死

傾向が安定的に継続してきた社会とはいえ，子どもを

もうけ，育てていく間には様々な問題がおきてくる。

子育ての先輩であり，家族内の子育て環境の大きな要

因であった親世代と別居している以上，大家族制の下

でおこなわれていたような日常的な援助は望めない。

一方，保育の社会化が進行しているといわれる今日で

も，子どもの発達環境を充分保障し，かつ親の生き方

をも尊重していけるような社会システムは未整備な状

態のままである。ましてや，妊娠・出産にかかわって，

職場や地域における適切なケアが受けられないような

状態では，女性が子どもを産む条件が整っているとは

いえない。

　女性は，自分自身が労働・生活問題等を抱える要援

護者であり，家族構成員として，家族内で起こりうる

家事・育児・介護問題等の解決の担い手であり，そし

て社会構成員として社会全般に影響をおよぼす生活問

題を社会的に解決していく際の問題解決の主体でもあ

る。女性は3層に表出してくる生活問題を，3つの立

場から対応していくことを迫られているのである。

　とりわけ，従来の性別役割分担を前提として，自分

以外の家族構成員にかかわる生活問題の大部分を女性

が担わされているという現実に着目する必要があるだ

ろう。この部分への対策が，今日の女性福祉の課題で

あり，かっこれからの女性の生き方を支えていく上で

重要になってくるのである。

　以下，今日の重層化した問題状況の中で女性が直面

する様々な課題を，ライフサイクルの節目毎に出産・

育児問題，高齢者介護問題，自らの高齢期問題の三つ

の局面に限定して検討してみることにする。

皿　出産・育児をめぐる諸問題

　　　～第1の危機～

　i　少子化の背景

　女性ひとりが生涯に産む子どもの数をr合計特殊出

生率」という数値で表現しているが，総人口を維持す

る水準を保つには約2．1を維持することが必要とされ

ている。この数値が戦後最低を記録した1989年には，

マスコミ等がこれを大きくとりあげrL57ショック」

という言葉を定着させた。その後も，この傾向は続き，

1993年では出生数が118万8，000人，合計特殊出生率は

1．46％にまで低下した。

　どうして，出生率は年々低下していくのであろうか。

一要因として考えられるのは，晩婚化の進行である。

厚生省統計情報部が行っている「人口動態統計」によ

ると，1970年に男性26．6歳，女性24．2歳であった平均

初婚年齢は，1994年には男性28．5歳，女性26．2歳に推

移している。この意味で，確かに晩婚化は進んでいる。

しかし，晩婚化そのものは，女性が一生結婚しない
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〈図表8＞　女性の未婚率の推移

昭和40年 昭和50年 昭和60年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年

20～24歳 68．1 69．2 81．4 85．0 86．3 86．7 87．2

25～29 19．0 20．9 30．6 40．2 42．1 42．9 44．6

30～34 9．0 7．7 10．4 13．9 14．6 15．6 15．8

35～39 6．8 5．3 6．6 7．5 7．2 8．0 8．5

40～44 4．7 5．0 4．9 5．8 5．4 5．5 5．6

45～49 3．0 4．9 4．3 4．6 4．4 4．5 4．7

資料：平成2年までは総務庁「国勢調査」，

出典：厚生省「厚生白書」　平成7年版

それ以後は同r労働力調査」

〈図表9＞　男女年齢（5歳階級）別労働力率の年次変化
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出典：エイジング研究センター『高齢化社会基礎資料年鑑』1994年

〈図表10＞　女性年齢別労働力率の国際比率
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「生涯未婚」を選択することを意味しない。＜図表

8〉でわかるように，1993年においては35歳から39歳

までの未婚率は8．5％であり，50～54歳未満の未婚率

で示されるr生涯未婚率」は4％台にとどまっている

のである。

　また，出生動向基本調査の結果からも未婚者の結婚

志向の強さが伺えるしP，国際比較においてもイギリ

ス，スウェーデン，フランス等で否定的な見解が示さ

れるのに対して，日本では70％がr結婚すべきだ」rし

た方がよい」とこたえていることが報告されてい

る21。少なくとも意識の上では結婚肯定派が多数を占

めているといえるであろう。

　もうひとつの要因としてあげられるのが女性の就業

機会の増大である。日本女性の労働力率（15歳以上人

口に占める労働力人口の割合）は，1993年で50．3％で

あり，未婚期の10代後半から20代前半にかけては80％

近くにまで昇っている。この労働力率が生涯を通じて

維持されるのであれば，少子化の要因として大きな根

拠になりうるかもしれない。しかし，現実にはそうな

ってはいないのである。

　〈図表9〉でも明らかなように，労働力率を年齢階

級別にみると，30～34歳を底とするいわゆるM字型を

描き，男性が20歳代から60歳代までほぼ一定した労働

力率を維持するパターンとは大きく異なることがわか

る。また，これをく図表10＞のように他の先進諸国と

比較した場合でも，日本の傾向がきわめて特異である

ことがわかる。

　M字型が生じる原因は，結婚後，出産によって就業

を中断し，育児が一段落した後に再就職するというラ

イフコースを選択する女性が少なくないことにある。

このことが，他国に例をみない日本の独自性となって

いるということは，日本社会は出産・育児と就労の両

立がきわめて困難な社会であるといえよう。

註

1）阿藤誠・高橋重郷・中野英子・渡邊吉利・小島宏・金

　子隆一・三田房美，1994年『平成4年　日本人の結婚と

　出産一第10回出生動向基本調査』厚生統計協会を参照。

2）総務庁が18～24歳の男女を対象として，男女の役割観・

　結婚観について行った1993年r第5回世界青年意識調査」

　の結果に基づく。

ii育児休業法の成立

本来，新しい家族を迎えることは，夫婦の同意に基

づいてなされることである。妊娠・出産そのものを男

性が経験することはできないにせよ，パートナーの抱

える問題を共有し，少なくとも育児は平等に担ってい

くことが，父親になる者にとっての義務でもある。し

かし，女性にとって出産。育児が仕事の継続との二者

択一の問題となっているのに対して，男性の就労継続

に出産・育児は直接的な影響を及ぼさない。換言する

と，日本社会においては，女性労働者が一時期r専業

保育者」になることを前提として，男性の就労保障が

なされてきたということである％

　高度経済成長期以来続いてきた「企業戦士と専業主

婦」という組み合わせの夫婦モデルを前提とした施策

では，現状を打開することは不可能であることが露呈

し，当面の労働力再生産の激減をくい止めるべく・

1991年5月に育児休業法が成立し，よく1992年4月か

ら施行された。これによって男女ともに育児休業が取

得できることが法的に規定されたということは大きな

成果である。その一方で労働条件に関しては，育児休

業の申し出や取得を理由とした解雇の禁止を規定して

いるのみで，その他の条件に踏み込んだ規定はなされ

ていない。本法ではとりあえず，育児休業の枠組みの

みを設定したのである。

　内容的には不充分な育児休業法ではあったが，制定

後3年を経た1995年4月からは，育児休業給付制度が

導入され，雇用保険から育児休業期間について賃金の

25％相当の給付が受けられることになり，更に・同期

間中の社会保険は申請により，本人負担分が免除され

ることとなった。育児をめぐる労働環境は多少なりと

も改善されてきているといえよう。

註

1）女性労働力と日本社会のあり方を扱ったものとしては，

　大森真紀，1990年『現代日本の女性労働』日本評論社・

　大沢真理，1993年『企業中心社会を超えて一現代日本を

　〈ジェンダー＞で読む』時事通信社，竹中恵美子・久場

　嬉子，1994年『労働力の女性化～21世紀へのパラダイム』

　有斐閣等があげられよう。

　ih　子育て支援政策～エンゼルプラン～の現状

　1994年12月16日，文部・厚生。労働・建設四省の合

意によるr今後の子育て支援のための施策の基本的方

向（エンゼルプラン）について」が発表された。この

プランの中で掲げられている基本的視点は次の3点で

ある。
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i）r子どもをもちたい人が持てない状況」を解消し，

　安心して子どもを生み育てることができるような環

　境を整えること。

②家庭における子育てを支えるため，国，地方公共団

　体，地域，企業，学校，社会教育施設，児童福祉施

　設，医療機関などあらゆる社会の構成メンバーが協

　力するシステムを構築すること。

③子どもの利益が最大限尊重されるよう配慮をするこ

　と。

　　この基本的視点に基づいて，7つの重点施策を提

　示する。

（1）

（2）

13）

（4）

r5）

仕事と育児の両立のための雇用環境の整備

多様な保育サービスの充実

母子保健医療体制の充実

住宅および生活環境の整備

ゆとりある学校教育の推進と学校外活動・家庭

　　教育の充実

　⑥　子育てに伴う経済的負担の軽減

　17）子育て支援のための基盤整備

　このように，プランとして包括的な展開をねらった

ものとなっているようであるが，1995年度段階では具

体化の為の予算が未だ確保されていない。学校外活動

の拠点となる児童館の整備も1990年以降大きく進展し

ておらず，経済的負担軽減策である児童手当制度も

1992年度の見直し以降変化はみられない％

　7つの重点施策の中で，具体的な内容が示されてい

るのが「多様な保育サービスの充実」に関するもので

ある。例えば，1994年12月付けで厚生省が示したr緊

急保育5カ年事業」では，女性の就労形態の多様化に

焦点を当てて，乳児保育の充実，2時間から6時間の

時間延長型保育サービス，緊急時に備えての一時的保

育需要への対応等が具体的な数値でもりこまれてい

る21。まだまだ充分なものとはいえないが，公的保育

の整備としては一歩前進といえよう。

　他方，同じく1994年からの5カ年事業として推進さ

れているr駅型保育モデル事業」においては，親の通

勤に便利な駅ビルや，駅に隣接するオフィスビル等に

託児施設を設置することで，保育需要に応えようとい

う方向性を示している。しかし，1994年度に認可され

た12ヶ所のうち，社会福祉法人立はわずか5ヶ所。残

る7ヶ所は民間営利企業が運営する託児所として設立

されている。いわゆる無認可保育施設の一種として，

企業が参入した形となっている。それゆえ，保育環境

としての最低基準の設定や，違反に対する罰則規定は

なく，保母の配置基準も決められてはいない。このよ

うな条件の下で，子どもの発達を保障することが果た

してできるのであろうか31。

註

1）「厚生白書」平成7年度版，「国民の福祉の動向」1994

　年度版における児童福祉関連資料より。又，母子保健事

　業に関しては，地域保健法改定により，基本的母子保健

　サービスの実施が市町村に移された。これにより，過疎

　地域等の市町村保健所保健センターでは財政・人材・施

　設等々の理由から検診・訪問指導等に大きな支障がでて

　きている。その結果，母子保健にマイナスの影響を与え

　ることが危惧される点は看過できないが，ここでは問題

　点の指摘にとどめる。

2）低年齢児保育45万人を60万人に，時間延長型保育所を

　2230ヶ所から7000ヶ所へ，一時的保育を450ヶ所から

　3000ヶ所へ，放課後児童クラブ4520ヶ所を900｛）ヶ所にと

　いうように，かなり大幅に増員・増設した目標値を掲げ，

95年度予算として360億円の措置を計上している。

3）日・祭日，深夜・早朝の保育需要に対応可能というこ

　とで導入された無認可保育所の一形態にベビーホテルが

　ある。1970年代に普及したこの施設が，保育内容，保育

　条件，利用する母子の抱える生活問題の深刻さ等を背景

　に，多くの問題を生んだことが想起される。

　都留民子1990年，「家族の子育てを支えるシステム」

小嶋秀夫・大日向雅美編『こころの科学30　特別企画＝

母性』等を参照。

　iv　出産・育児をめぐる環境整備にむけて

　以上みてきたように，近年の出産・育児環境の整備

に関わる政策は，r少子社会」への危機感から出発し

た次世代の労働力確保の観点から構築された様相が否

めない。女性の生活保障や自己実現の場を確保するた

めには，労働条件の整備を主軸とした育児・子育て政

策の充実の重要性がますます強まっている。

　他方で，M字型就労に示されるように，出産・育児

期には未就業の状態におかれた女性が大半を占めるこ

とも，また現実である。この現状に適切に対応してい

くためには，職の有無や家族形態，居住地域等に左右

されないで，すべての女性が出産・育児の不安から解

消されるシステムを構築することが肝要である。

　子どもにとって母親の存在は，保育・育児環境の重

要な要素である。だが，このことは女性が唯一のr専

業保育者」であることを意味しない。母親が必要な社
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会的援助を受け，自己実現の場をもちながら，ひとり

の女性としての生活を確立する条件が確保されてこそ，

互いを尊重しあえる良好な母子関係が形成されるので

ある。

　各家族成員の生活条件にふさわしい環境を整備する

ために，まずは高度な専門性をもつ保育者を量的に確

保することを主軸に据え，地域の子育てセンターとし

ての保育所機能を充実させ，子どもを抱える親同士が

日常的に交流できる場を保障し，各種の相談事業等を

推進していくことが求められる。

　また，出産・育児が女性の生活に大きな負担となら

ないような社会を形成するためには，男性が「父親に

なれる」環境を整備することが急務であると考える。

女性を対象とした福祉施策が充実したとしても，男性

の生活・労働をめぐる条件に変化がないのであれば，

やはり女性の抱える生活問題は解消され得ないP。男

女に共通する労働条件の確立を基本として，子育て。

育児の主体としての父親政策という視点を確立し，そ

の制度化に着手すべき時がきているのである。

　出産・育児はく生む性＝母性＞をもつ女性のみの問

題ではない。妊娠・出産の延長線上にある育児・子育

ての主体は男性であり，女性でもある。この当然の関

係を前提とした福祉施策が構築されることこそ，女性

の出産・育児期の生活問題を克服し，男性の育児参加

の条件を確保することにつながることを強く認識すべ

きであろう2』

註

1）世界11力国，各国1000人の18歳～24歳までの男女を対

　象とした総務庁r第5回世界青年意識調査書（平成5年）」

　によると，日本では性別役割分業に賛成が32．9％，反対

　が55．2％という結果が得られている。スウェーデンでは

　賛成5．4％，反対90．8％，イギリス賛成7．3％，反対87．8

　％に比べれば，賛成意見が多いが，過半数が反対を指示

　している。しかし，実際の家事分担のあり方を総務庁

　r社会生活基本調査」（1991年）を参考にみてみると，r家

　事，介護・看護，育児，買い物」に割く1日あたりの時

　間は，女性が3．12時間であるのに対して，男性はわずか

　に0．24時間でしかない。意識と実際行動のギャップは明

　確である。

2）筆者のこの発想は大日向雅美によるr育児性」概念に

　負うところが多い。

　　大日向雅美，1982年r母性を問い直すとき～母親の心

　理的安定と充足を求めて」佐々木保行・高野陽・大日向

雅美・神馬由貴子・芹沢茂登子『育児ノイローゼ』有斐

閣を参照。

】V　高齢者介護をめぐる諸問題

　　　～第2の危機～

　i　高齢者の介護の現状

　男65歳以上，女60歳以上の者のみで構成するか，ま

たはこれらに18歳未満の未婚の者が加わった世帯を

r高齢者世帯」と呼んでいるが，厚生省の調べによる

と・1994年における高齢者世帯は全国で5，535世帯に

のぼる。1975年当時は1，619世帯であったことを考え

ると，この20年程で3倍以上に増加している。また，

65歳以上人口の総数は1，754万人だが，そのうち一人

暮らしが211万人となっている。およそ4人に1人が

独居高齢者である。

　また，75歳を超える後期高齢者の数も年々増加し，

これに伴って痴呆性等を含む要介護や寝たきりの高齢

者の数も増加してきている。厚生省によると1992年に

おける65歳以上の要介護者は836万人，寝たきり状態

にある者は289万人と推計されている。このように，

後期高齢者の増加は，結果的に虚弱期にある高齢者の

増加を意味し，介護の長期化，重度化，重複化をもた

らす要因になっていくことが予想される。

　ところで，これらの高齢者の介護の現状はどうなっ

ているのであろうか。

　＜図表11〉のように，寝たきり高齢者の介護にあた

っている介護者の85％以上が女性であり，続柄では同

居の配偶者，子の配偶者が60％を占める。この意味に

おいても，高齢者の介護問題はまさしく女性の抱える

問題である。夫を看取った妻を，子どもの嫁ないしは

実の娘が介護するという構造である。さらに，人々の

寿命がのびるということは，介護される者も介護する

者も共に高齢化していくということである。実際，現

在高齢者の介護にあたっている者のおよそ4割は60歳

以上の女性である。高齢者が高齢者を介護することは，

身体的・精神的負担がきわめて大きいことは想像に難

くない。

　また，総務庁が1992年に行ったr就業構造基本調査」

によれば，介護の為に離職した者は8万1，000人にも

のぼり，そのうち90％が女性であることが明らかにな

っている。このことは，出産・育児期に女性が経験し

たのと同様に，高齢者介護が女性にとっての大きな生

活問題となっていることを意味するのである。しかし，

比較的育児が先の見通しを持てるものであるのと比べ
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（1）性　別

＜図表11＞

（単位：％）

寝たきり老人の介護者

　　　　　　（2）続　柄
（単位：％）

　
9

女
8
5

男

14．1

　　　　　　　　親族
その他の　　親族　　以外

親族等　　　　．7　　84

　　　　4、0　　　　　　　　　別居i

　　　　　　　　・、14、Oi

壬の

配偶者
　33．．4

耐暑者．

．27、9

同居　　　　．

86．0　　　　●　●
　　　　　　　　　

　　　●，手．●

　　　●．27．9●

　　　・　．　●

注：r寝たきり老人」とは，寝たきり者のうち65歳以上の者をいう。
資料：厚生省大臣官房統計情報部r国民生活基礎調査」（平成4年）により作成。

出典：厚生省「厚生白書」平成7年版

て，介護は終わりを予測するのが非常に困難である。

さらに，育児の終了は子どもの自立という喜ぶべきこ

とであるが，介護の終わりとは家族との訣別を意味す

る。この面でも，介護を担う女性の苦痛ははかりしれ

ないものがある。

　h　介護支援政策

　高齢者介護の問題は非常に深刻な問題である。ゴー

ルドプラン策定以後，在宅福祉サービスを中心として，

高齢者介護サービスは福祉政策の大きな柱に据えられ

てきている。1989年に示された旧ゴールドプランの目

標値によれば，ホームヘルプサービス10万人，ショー

トステイ5万床，デイサービス1万ヶ所であったが，

1994年には新ゴールドプランとして数値が上乗せされ

た。同年までに出そろった地域老人保健福祉計画の集

計値が，旧ゴールドプランの示した数値より既に上回

ってしまったことによるものである。国が予測したも

のよりも，実際の高齢者の生活実態は遥かに厳しいも

のであったといえる。

　それでは，果たして新ゴールドプランに基づくサー

ビスの整備だけで，高齢者の現状にこたえていくこと

はできるであろうか。先にも見たように，1992年にお

ける要介護高齢者の数だけでも80万人をこえていると

考えられる。さらに2000年には寝たきりが185万人，

痴呆が112万人となると推計されているのである。こ

の実態にホームヘルパー17万人，ショートステイ6万

床，デイサービス1万7000ヶ所という数値でどうやっ

て対応するというのであろうか。

　確かに，財政的な問題も大きな要因とされてはいる

が，そもそも介護問題を考える際の前提として「家族

内介護」をおいていることは明確である。若い層を中

心として，社会的介護を受けることに対する抵抗が少

なくなってきているのと裏腹に，実際に高齢者を抱え

て苦しんでいる世代は，「家族内介護」を当然とし，

その担い手は妻・嫁・娘であるという発想を持ち続け

ている。あるいは，近隣・縁者からの直接・間接的な

批判の前に，退職し介護に専念することを選択せざる

をえない場合も少なくない。

　iii介護問題からの解放にむけて

　介護問題が育児問題と大きく異なるところとして，

先の見通しがほとんど見えないことがあげられること

は先に述べた。加えて，介護期間が長引くことによっ

て，介護者自身の健康破壊，経済的困難，家庭不和，

家庭崩壊等の深刻な問題をひきおこすこと。さらには，

主たる介護者であった女性が倒れたときには，配偶者

や息子等がこれに替わることを余儀なくされることも

指摘できよう。介護問題が女性問題であるのと同時に，

男性自身の問題であることが現実によって明らかにさ

れているのである。

　この状態を放置しておくことはできない。現行の福

祉制度の利用のみでは，家族内にr専業介護者」を必

要とせざるをえないことが明白である。家族内におい

てr専業介護」を担わされる多くの女性をこの矛盾か

ら解き放つに為には，高度な専門性を有したマンパ

ワーの確保をはじめとした高齢者福祉施策を質・量と
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もに抜本的に増やすことが急務である。また，既存の

福祉政策には実質的介護者である家族成員を対象とす

る制度の整備がきわめて不充分である。経済的負担の

問題のみならず，精神的・肉体的な様々な不安や悩み

に対応可能な介護者ケアのシステムを構築すべきであ

る。

　昨今，公的介護保険の導入の構想が現実性をもって

語られ始めている。社会福祉政策の拡充を問題にする

とき，常に取り沙汰されるのが財政問題である。これ

をクリアするための最善策として社会保険方式を打ち

出してきているのだが，これには様々問題があり決し

て手放しで歓迎できるものではないD。むしろ，現在

の介護問題の克服を地道にはかっていく政策方針を打

ち出し，国民の合意を得ることの方が先決であろう。

　近年のライフスタイルの変化，価値観の多様化を背

景に，女性たちは家族内でのr専業家事」役割から脱

し始めたばかりである。しかし，r専業家事」役割遂

行を免れ，自己の生き方を確立し始めた女性の多くが，

若年期にはr専業保育」役割を求められ，中年期以降

にはr専業介護」役割遂行が待ち受けている。

　家族内において，女性が家族の生活を支える主体で

ありながらも，個人としての生活の主体者になり得て

いないという厳しい現実がここにある。女性が自らの

生活を自己決定する条件は，高齢者介護の面からみて

も保障されていないといえよう。それゆえ，今日の日

本社会における介護問題は，女性の主体的な生き方を

保障する上で，真っ先に着手すべき課題のひとつであ

る。

註

1）被保険者・受給者の設定，保険料の額，サービスを受

　ける際の費用負担問題，サービス提供体制，サービス内

　容等々の構想の内容に関わる問題とあわせて，そもそも

　高齢者介護を社会保険方式によって支えていくことの意

　味を問う本質的な問題まで，様々な議論がなされている。

V　自らの高齢期をめぐる諸問題

　　　～第3の危機～

　女性にとって高齢社会がもたらす問題には，先に述

べた高齢者介護にあたる問題とともに，自らの高齢期

における生活問題がある。ここ数年の平均寿命を男女

別にみてみると，男性が76歳であるのに対して，女性

は82歳を上回ってきている。このことがひとり暮らし

の女性高齢者の増加，その期間の延長傾向に影響を及

ぼしている。また，75歳以上の高齢者の有配偶率も男

性が70％であるのに対して，女性は20％にとどまって

いる。つまり，長い老後をひとりで生きていく女性が

増えているといえよう。

　本来，高齢期は人生の円熟期であり，自分自身と向

かい合いながら豊かな時間を送ることのできる時期で

ある。その意味では，高齢期を長く経験できる女性は，

男性よりも恵まれた人生が約束されているといえよう。

しかし，現実はどうであろう。

　1993年に総理府が行った「高齢期の生活イメージに

関する世論調査」によると，若者・中年世代（30歳以

上60歳未満の男女）の89．2％が自分の高齢期の生活に

ついて不安を感じることがあると回答している1』そ

の内容としては，自分や配偶者の「虚弱」化が49・4％，

自分や配偶者のr要介護」の必要性が49．2％，「老後

の生活資金」についてが35．5％（複数回答）というよ

うに経済的・身体的問題をあげている。

　高齢期の安定した生活の確保のためには，なにより

所得保障が必要になる。r老後の生活資金」に人々が

不安を抱かざるを得ない現状とは如何なるものなのか。

国民生活基礎調査によると，1993年の高齢者一人当た

りの平均収入は320万円。実際には個々人でかなりの

格差があるわけだが，200万円未満41．8％を含み，平

均の320万円以下世帯が全体の66．6％を占めるという

ことは，高齢者の生活が決して豊かなものではないと

いえよう。

　高齢者の収入の55％近くを占めるのが年金収入であ

る。実際，高齢者の支出する生活費のほぼ9割を公的

年金が占めている21。そのため，年金額の水準が高齢

者の生活の維持を左右しているといっても過言ではな

い。

　そこで1993年度の年金額をみてみると，老齢年金受

給者のうち約6割が国民年金受給者で，平均額は月額

35，000円。この額でどうやって生活を支えていけばよ

いのであろうか。また，国民年金に比べると格段に年

金額が高いといわれる厚生年金でも平均月額で15万円

でしかない。また，全受給者の過半数が平均以下の受

給しかうけておらず，その大部分が女性であるのが現

状である。

　厚生年金の年金額の男女差は，1993年度で男性平均

が189，000円であるのに対して，女性平均は102，000円。

男性の53・9％に留まっている。この男女間格差は年々

拡大傾向にあり，10年前の1983年と比較すると，5・7

％増とになっている。そして，この年金格差は改善さ
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れることがなく，平均余命の長い女性の生活に打撃的

な影響を与え続けるのである。

　このような年金受給額における男女間格差を生み出

す基底的要因としては，先にもみたように，雇用期間

を貫く男女の賃金格差が存在する。さらに，差別定年

制や結婚・出産・育児・介護等による中途退職・転職

の影響で，社会保険への加入期間が短縮せざるを得な

いケースが多いことが指摘できよう。

　多くの女性が結婚・出産・育児・介護というライフ

コースを経てた末に迎えた自己の高齢期の問題は，社

会的矛盾の集大成となって立ち現れてきている。少な

くとも女性が男性と同等に働き続けられる条件を確保

することが，女性にとっての青年期・壮年期における

アイデンティティの確立の最低要件であろう。また，

この就労条件の確保が同時に，女性の老後の経済的・

精神的自立にとって基盤を形成する不可欠の要素でも

あるのである。

　すなわち，高齢社会における女性の自立した生活は，

男女賃金格差の解消を主軸とした労働条件の整備，母

性保護のためのケアシステムを含む公的制度の拡充に

基づいた育児。介護支援体制の確立なくしては成り立

ちえないものなのである。

註

1）経済企画庁『国民生活白書』平成6年版を参照。

2）総務庁r老後の生活と介護に関する調査報告の概要」

　1992年（出典ニフォーラム　女性の生活と展望編，1994

　年r図表でみる女の現在」ミネルヴァ書房）を参照。

まとめにかえて

　本稿では，まず，既存の社会福祉政策が女性の抱え

る問題にどのように対応してきたかの検討を踏まえ，

現代の日本社会に生活する女性のだれもが，母子・寡

婦問題，婦人保護問題に遭遇する可能性をもっている

こと，それゆえ，この問題は女性特有の生活問題と捉

えられるが，それは決して特有の女性に限定された問

題ということを意味しないものであることを確認した。

また，実際に母子家庭や寡婦家庭が存在しなくなるこ

とはありえないが，労働条件，所得保障を基軸とする

生活を包括的に支える社会的制度を確立することで，

母子・寡婦「問題」，婦人保護r問題」の大部分が軽

減・緩和されることも明らかになった。

　次に，少子・高齢社会において女性が抱える問題を，

出産・育児・介護・高齢期生活に焦点をあてて考えて

みた。ここでは，保育問題，介護問題の社会的解決策

としての子育て支援事業，介護支援事業が，家族内で

「保育専業」「介護専業」役割を担う女性の存在を前提

として策定されていることを指摘した。そして，今日

の少子・高齢社会が抱える主要な福祉課題を解決して

いくためには，女性の個としての生き方を保障する，

生涯を通した系統的な福祉システムを構築することが

不可欠であることも確認できた。

　女性の福祉課題に対応する既存の施策は，く女性福

祉＝女性特有の問題→r特有」の女性問題＞という視

点にたって展開されてきた。すなわち，女性福祉は，

男性とは無関係な問題であり，かつ大部分の「普通の」

女性とも隔絶された問題である，という認識に基づい

ていたのである。このような差別的な問題把握によっ

て，これまでの「女性福祉」はきわめて狭小な領域に

おしこめられてきたといえよう。

　他方・今日顕在化している子育て・介護にかかわる

問題対策に際しては，＜保育・介護＝女性の問題→家

族内で女性が解決する問題＞という認識が貫かれてい

る。いわば，普遍的に女性全般に関わる問題であり，

それ故に女性特有な問題であるという捉え方であろう。

その結果，保育・介護をめぐる問題の解決策において

は，共に生きる家族としての男性の存在は全く除外さ

れてきたのである。

　これまで検討してきたように，女性福祉のあり方を

考える場合，女性問題への対応に限定して考えるだけ

ではきわめて不充分である。あらゆる面で男女間格差

が大きい現状の問題への対策としては，何よりも女性

問題克服のための総合的なシステムを確立することが

先決である。そのうえで，男性に対しても，女性に対

しても，各人の生き方を尊重した充分な生活保障を用

意すべきであり，この試みの中で本当に必要となる女

性福祉のあり方を明らかにしていくことが必要だろう。

男女双方の人生を尊重しうる社会福祉の一領域として，

これからの女性福祉の確立をめざしていくべきだと考

える。


