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女性の貧困を考える

貧乏と貧困の違いは？

絵：きむらなおこ

ここ数年の間に、女性や若者、子どもの「貧困」が注目されるようになってきました。
何をもって「貧困」というのか、年収がいくら以下なら「貧困」になるのか、定義は意外と難しいものです。最近よ
く言われる「貧困率」というのはひとつの目安ですが、年収が 114 万円（3 頁参照）以上であっても、貧困ではな
いとは言い切れません。
「貧乏」とはお金や物が 貧 しくて 乏 しい状態です。その状態から脱け出すための支援の仕組みや協力でき
る人がいれば、生きるための知恵を働かせ、問題解決の方法も探れます。しかし、お金がないだけでなく、人と
のつながりや情報を得るネットワークが乏しくなり孤立すると、 貧 しくて 困 った状態になり、そこから抜け出すこと
はとても困難になります。お金がないことによって孤立し、生きづらさを抱える人たちの存在が見過ごされている
ことが問題です。 「貧困」は個人の問題ではありません。何が「貧困」を生み出しているのかを知ることは、今
「貧困」の中にいる人たちだけでなく、この社会で共に生きる私たちの課題なのです。

女性の貧困を考える
見えにくいのはなぜ？
「女の子はいつかお嫁に行くから」「結婚したら、夫に養ってもらえばいい」という考え方が根強い社会では、若
い女性が就職できなかったり、賃金が低かったりしてもさほど問題と考えられていませんでした。
結婚しない女性や夫の暴力などの理由で離婚する女性が貧困に陥っても「（自分が選んだ結果なのだから）自
己責任だ、しょうがないのでは？」と言われます。しかし、そうなのでしょうか？
日本ではいまだに、主として男性が家族を養う「標準世帯」を前提に税金も社会保障システムも作られているの
で、そこにあてはまらない生き方をする女性は貧困に陥るリスクが高くなります。貧困を社会のシステムの問題とし
ても考える必要があります。
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女性の平均月収は全ての年代で
男性よりも低く、年齢が上がるごとに
その差は大きくなる
その理由のひとつは、働き方の違いでしょう。男
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55％。（平成 22 年国勢調査より）
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境では女性は退職を余儀なくされます。再就職後
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厚生労働省 平成 25 年賃金構造基本統計調査報告より

はパートや派遣など低賃金で不安定な待遇で働く
女性が多くなります。結果として年金も少なくなり、
高齢単身女性の貧困率は高くなります。

摂津市在住
K さんの場合

わたしはしんぐるまざー
正社員ではないけれど月給制で働くわたし。

がんばっても収入は増えないから、これはこれで大変。離婚の時、養育費の請求も年金の分割もでき
なかった。手続きの煩雑さに挫折した。どうしたって赤字にしかならないから家計簿もやめた。教育
費のために副業を始めたら、子どもの手当てを削られたあげく税金が上がった。疲労困憊、顔面蒼白。
子どもらの貧困はわたしのせいやんなーて思った。でも、ひとり親おかんは負けへん。母子福祉会の
制度を利用したり（資格取得・就業支援・貸付など）ひとり親相談員の勉強をした。使えるもんはな
んでも使おう。あとは、人。わたしの状況を理解して見守ってくれる人がたくさんいてくれる。
テレビのニュースを見ながら息子が言った。「あー我が家は平和やなー」
そやね、お金はないけどね。
日本のシングルマザーの 80.6％が働いていますが、平均年間就労収入は 181 万円。公的支援などを含
めても 223 万円。全世帯の平均所得 538 万円に対し、半分にも届かないのです。シングルマザーは、
子育てを 1 人で担うという責任と経済的な困難に直面するリスクを抱えています。
参考資料：平成 23 年度全国母子世帯等調査結果報告書
平成 23 年度国民生活基礎調査

女性の貧困を考える
母子世帯や高齢シングル女性は２人に１人、働く世代のシングル女性の３人に１人は
年収 114 万円未満！
年代別・世帯類型別相対的貧困率※

男女共同参画白書（平成 22 年版）より

年収 114 万てことは、
月 10 万もないよね
生活大変すぎる…

なんとかする方法
はないのかな

1. 厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成 19 年）を基に内閣府男女共同参画局「生活困難を抱える男女に関する
検討会」阿部彩委員の特別集計より作成
2. 父子世帯は客体が少ないため、数値の使用には注意を要する。
3. 母子世帯、父子世帯の子ども（20 歳未満）は男女別でなく男女合計値。
4. 高齢者のみ世帯とは、単身高齢者世帯を除く高齢者のみで構成される世帯。
※相対的貧困率とは、低所得者の割合を示す指標です。収入から税金などを差し引いた全世帯の可処分所得を１人当たりに
換算して低い順に並べ、中央の額の半分（上のグラフでは 114 万円）に満たない人の割合を「相対的貧困率」と定義します。

ウィズせっつ
カレッジで
考えよう！

（備考）

7 月 11 日
開講！

ウィズせっつカレッジ２０１５「お金から考える社会と私たちの生活」
もし、会社の倒産やリストラなどで失業したら… 病気やけがで働けなくなったら… 何かのトラブルで家や財産を
失ったら… とりわけ女性は男性より非正規雇用が多く、賃金も低く、貧困に陥る可能性は誰にでもあります。
貯蓄や保険など自分で備えることは大事です。けれども自分だけではどうにもできなくなることもあります。そんな
時、誰に助けを求めますか？行政の役割、地域での支え合い、自分たちにできることを一緒に考えましょう。
前期日程
日時

タイトル
【入学記念講演】
女性も男性も輝く社会をめざして
多様な生き方、働き方、家族のかたち

講師

1

7 月 11 日（土）
午後 2 時～4 時

2

7 月 21 日（火）
午前10 時～12 時
（以下同じ）

私が HAPPY に生きるために
助け合いのかたちを考える

松永致和（市民活動コーディネーター）

3

8 月 4 日（火）

女性の貧困
女性ホームレスの調査から

丸山里美（立命館大学准教授）

4

8 月 18 日（火）

女性と社会保障

柴田悠（立命館大学准教授）

5

9 月 1 日（火）

女性の老後と経済
安心して暮らすには何が必要か

中野冬美
（『女性のための街かど相談室 ここ・からサロン』共同代表）

渥美雅子（弁護士）

後期は 9 月 15 日（火）から。前期の学びを基に、私たちにできる助け合いの方法を考えます。
詳しくは別チラシをごらんください。


ウィズせっつは

平成２７年度に実施予定の講座・イベント




女性と男性の職場・家庭・地域におけるさまざまなチャレンジを応援します！
回数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

男女共同参画セミナー
ウィズせっつカレッジ

10

おひとりさまの終活

3

男女共同参画川柳
公募・川柳講座・表彰

1

ウィズｄｅシネマ

2

女性問題講座

3

男性問題講座

2

女性の起業支援講座

3

就労支援講座

未定

ココロをつなぐ
ハンドメイドの会

7

11/20

護身術

1

11/28

女性の健康セミナー

未定

キッズカメラマン de
親子ミュケーション

1

ハピママの楽育ひろば

6

7/11

12 月

1月

2月

3月

11/10

6/5-19
8/1― 講座 9/3 ―10/1
4/28

3/12

10/24
8/21
6/16

9/4

8/1
7/17

8/7

1/22

6/27
5/21

9/17

6/18

10/15

男女共同参画センターの講座は、
「第３期摂津市男女共同参画計画～ウィズプラン～」に基づいて開催しています。

初めまして、４月から男女共同参画センター長に就任いたしました篠﨑です。
さて、みなさんは毎日の暮らしの中で、仕事と家庭のバランスがとりにくいなど生きにくさを感じ
ることはありませんか？
当センターでは、女性も男性も生きやすい社会づくりを目指し、その実現に向けて、さまざまな講
座やイベントの開催、情報発信をしています。その中から“あなたがより生きやすくなるヒント”が
見つかるかもしれません。ぜひ気軽に足を運んでみてください。職員一同心よりお待ちしています。
男女共同参画センター長 篠﨑治美

摂津市立男女共同参画センター
ウィズせっつは・・・
性別に関わらず、家庭、学校、職場、
地域などで、一人ひとりが個人とし
て尊重され、対等な関係を築き、共
に責任を担う男女共同参画社会づく
りを推進するための拠点施設です。
性別による固定的な意識を見直
し、女性の自立と社会参画を推進し
ます。また、市民の活動やネットワ
ークづくりを応援します。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「ウィズ通信」は、年に３回、５月・
９月・1 月に発行します。
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摂津市立男女共同参画センター

ウィズせっつ

〒566-0021 摂津市南千里丘 5-35 摂津市立コミュニティプラザ 1 階
ＴＥＬ：０６－４８６０－７１１２ FAX：０６－４８６０－７１１３
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ：http://with-settsu.jp

e-mail：danjyo@with-settsu.jp

●開館時間：月・木・金・土・日曜日

午前９時 30 分～午後 5 時

火曜日のみ

午前９時 30 分～午後９時

●休 館 日：水曜日・祝日・年末年始
２０１５年５月発行

