
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＷＳ 

ＮＰＯ法人 
2020年 3月 1日 

Vol.59 

子づれでない人もシングルでない人も 

みんな大歓迎！ ここに来れば、仲間がいるよ。 

いろんなシングルマザーがいっぱいいるよ。 

 電話相談は 

第２・４金曜日の 

午後４時～７時 

〒531-0074 大阪市北区本庄東2-2-31 新納ビル502  TEL/FAX 06-６１４７-９７７１ 

E-mail： smfkansai@orange.zero.jp      http://smf-kansai.main.jp/ 

Facebook：Ｎｐｏ法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西 

郵便振替口座：00920-4-150163  加入者名：しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西 

  ・も・く・じ・ 
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 前回のニュース（58号）に「未婚のひとり親寡婦控除税制に向け」という記事で私は「未

婚ひとり親の寡婦控除税制についてはおおもとの税制を変えるのではなく、新たな税制度を

作って救済するという形になりそうだ。」と書いた。昨年11月27日時点の話。 

それが、大きく変わったのが12月10日（火）嬉しいドンデン返し！ 

 寡婦控除税制の見直しは当事者の未婚のひとり親にとって悲願ともいえる課題で私たちシ

ングルマザーサポート団体全国協議会（昨年７月に結成したシングルマザーの支援者団体の

全国集合体でしんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西も加入）でも「ひとり親家庭の親と子の

政策提言と行動計画」の第１番目に税制の改正をあげました。 

 この問題を解決するために、昨年11月には衆議院会館で院内集会を持ち寡婦控除の差別性

を訴えました。多くの国会議員さんが出席し与野党を問わず賛同してくださいました。寡婦

控除税制を審議する税制調査会は何回か開かれ、そこに参加される自民党の議員さんたちに

シングルマザーサポート団体全国協議会は要望書を出し各地で議員さんに働きかけました。 

 私たちは地元関西の議員さんに手分けして手紙、メール、ＦＡＸなどでお願いをしました。

議員事務所に電話しても直接議員さんとお話することはできませんでしたが、秘書さんにも

寡婦控除がないことで生じる不平等について訴えました。 

 高額な教育費はひとり親と子どもを大きく悩ませます。高等教育の無償化をうたった新し

く開始される給付型奨学金も未婚のひとり親の場合、54万円もの差別が生じることを。 

 そういう中で12月に入り、与党の税制調査会も大詰めを迎え、最後に直接行動として東京

の自民党本部で開かれる最後の税制調査会でスタンディング行動をすることになり関西から

も参加しました。 

 生まれて初めて入る自民党本部、税制調査会が開催される部屋の前でプラカードを持って

立ち、私たちの前を通る議員さんに「未婚のひとり親を差別しないで下さい！」「寡婦控除は

所得500万でお願いします！」と連続コール。このコールは東京の赤石さんのリーダーのもと

直前に皆で練習しました。息はバッチリ合っていました。 

 この問題はマスコミでも取り上げられていたので多くの報道関係者が集まり、取り上げて

くれました。 

 税制調査会が始まる直前までずっとコールし続けました。会議が始まると扉は閉められ私

たちは別に場所で待機。そして、税調が終了して自民党の甘利税制調査会長の記者会見があ

り、ついに私たちが一番望んでいた結果が出されました。 

 未婚のひとり親も離婚、死別の寡婦控除と同様に年間所得500万円（年収678万円）以下な

ら所得税35万円、住民税30万円の所得控除をうけられることになったのです。そして男女差

              未婚のひとり親に寡婦控除実現！ 

未婚のひとり親にも寡婦控除税制改正を求め 

              自民党でスタンディング行動！    12/10 東京 
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もなくし、ひとり親ならば結婚の有無や男女の区別なく公平な税制度が確立されたのです。 

 今回、昨年の11月の衆議院会館での議員集会をはじめ多くの政党、議員さんにこの問題を

訴え、賛同をもとめ、議員さんはしっかりと耳を傾けて下さいました。しかし、大きな争点

の一つになっていたのが、「子どもの貧困解消は合意できるが未婚のひとり親へ寡婦控除し

たら未婚のひとり親が増え伝統的な家族観を壊すことになる。」という自民党の中の一部に

残る古い家族観でした。 

 それを強靱的な行動力と優しい気持ちで打開してくれたのが、自民党の女性議員さんたち。

「未婚のひとり親を差別する合理性は何もない。子どもは全て平等である。」とシンプルかつ

論理的な主張で京都の木村弥生衆議院議員、稲田朋美幹事長代行を中心として、自民党の中

で「未婚のひとり親にも等しく寡婦控除を適用することに賛同します」という署名をあっと

いう間に集めてくださり、その数132名（12月10日の数字でその後も賛同者が増えている）な

んと自民党議員の約３分の１。自民党が！！！これが大きな後押しになりました。 

 

 未婚のひとり親の寡婦控除実現に向けてご支援してくださった全ての皆様（当事者、議員

さん、支援団体の皆様など）にお礼もうしあげます。ありがとうございました。 

 私たちは、これからもひとり親が差別されることなく楽しく暮らしていけるような社会に

なるように共に歩んでいきましょう！（絹） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  東京新聞Web 2019年12月11日 より 
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勉強会では、まず横江公美さんの講演があり、次に赤石千衣子さんの「未婚ひとり親家庭へ

の寡婦控除が実現するまで」と題して、その国会への有効なロビー活動のプロセス話を聴く。  

横江さんによれば、国会という言わば男社会の「女は感情的、しょせん女だ、女はスカート・

女は家事育児」など古い頭（聞くところによると、事実婚が増えるとか、婚姻家族を守ると

か、挙句には非婚シングルマザーを『お妾』というような前時代的なとんでも発言もあった

とか、１９８５年の児童扶養手当法改悪案が出た時期と同じやんか!）を変えて行くには、女

性自身のエンパワメントが必要。例えば、世の中の変革を求めて、たった１ミリ動かすにも

「大きなビジョン」を描く必要がある。かつて１９７０年代のウーマンリブやその後のフェ

ミニズムの大きな流れによって描かれたビジョンなども思い返せば重要だった。そして、日々

の活動の中で、一つ一つの課題の細部を詰めながら不断の努力をしていく。何がどうなんだ

と「人を納得させる」ためには、３つのポイントがある。 

課題について①調査（当事者のアンケートや大学の研究や自治体・国・世論調査等のデータ

の活用)して反論する根拠（エビデンス）を示し、一人ひとりの「思いや悩み、不合理・差別

の気づき」などの個人の経験を一般化する。なるほど、私思うに「一般化」とは、自分だけ

じゃない、他の人もと思いを重ねることでもあり、そしてやっぱりおかしいやんかとエンパ

ワメント、集合的なデータを示し論理化する。不合理な仕組みや差別を作る側の論理の破綻

を眼にもの見せてやらんとあかんのやな。 

②それをＡ４で１枚の文章で「要約」して世論や反対者に提示して、世論の転換をはかる。 

③それには、世論形成には、メディアを有効に使う。国会を動かすときは、議員を使う。 

こんな話を横江プロフェッサーから聴いた後、いよいよしんぐるまざあず・ふぉーらむの赤

石さんから、「未婚ひとり親家庭への寡婦控除が実現するまで」の国会ロビー活動の経過と 

議員たち（今回は特に自民党）のお力（木村弥生議員・稲田明美議員とか、多くの議員）を

借りることになったこと。当初の非課税世帯の未婚のひとり親という限定的な寡婦控除適用

から一気に５００万円という一律の枠で、死別・離婚・非婚の平等な寡婦控除適用を獲得す

るという地平を開くために「効果的な資料を作る」、12月10日の税制改革の審議にアタックす

る。色々なデータの中でも「高等教育無償化による給付と授業料減免で最大54万円」の差が

出ることを伝える資料」により、多くの議員の賛同を得るのにインパクトがあった 

ということである。非婚シングルの私でさえどうせ「非課税世帯の子どもの貧困」緩和とい

うラインかなと諦める気持ちがあった。長く差別的状況にいると、その重圧で意識や期待値

が「低いビジョン」に留まってしまうことがある。「どうせ・・・」の気持ちこそ、抑圧され

たものの諦念、エンパワメント対象だ。 

「女性団体向けエンパワメント勉強会」に参加して 
                  '20/1/17衆議院議員会館、木村弥生衆議員主催 



  地域グループからの報告＆お知らせ 
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 12月15日（日）パピオス・あかしこども広

場クッキングルームにて、大阪から、こども

カフェ・村上美保子先生をお迎えし、クリス

マス会を開催しました。 

 12組の親子が参加し、満員御礼！！ 

 じゃがいもを使ったピザとツリー型のポ

テトサラダを作りました。こどもたちはみん

なキラキラ？の目で先生の手元に見入って

いました！「どんな形に作ってもいいんだよ」

と言われて、こどもたちが自由な発想で作っ

たピザはいろんな形！ 「？でなければなら

ない」をはずすことはできたかな？ 

 お料理のあとはお母さんと子ども別々で

交流会。紅茶を飲みながらホッと一息、日頃

の悩みや感じたことを語り合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
親子で交流会 クリスマス会 明石  

 2020年1月18日、明石市の親子交流会をあ

かしこども広場・キッチンルームにて実施し

ました。今回は母親6名・子ども6名の参加と

なりました。 

 小さなお子さんの参加が多いとのことで

したので、急遽簡単な工作「なんとか立つぞ

う」の準備をしました。投げるとクルクルっ

と回ってなんとか立ちま

す♪ 

 

 次回３月１日キッチン

ルームを使用し、クッキ

ーづくりをするために皆

さんに協力をお願いしました。 

 明石市でも参加者が企画・運営していく交

流会をしていくこととなりそうです。広報の

ための文書づくり・買い物・使用物品の使用

許可の連絡係などの係も積極的にスムーズ

に決まり、皆さんのモチベーションが上がっ

た交流会となりました。 

 
ほっこりヨガと表現遊び 

 

 ２月９日（日）あかしこども広場 多目的

ルームで「親子で楽しもう！ふれあいヨガ、

表現遊びのワーク」をしました。 

 講師は体感ワーク・ほっこりヨガインスト

ラクターの小黒まどかさんと素敵な仲間た

ち（？）。ヨガと表現遊びの他、ハープの小

型のような弦楽器の演奏や絵本の読み聞か

せをしてもらいました。 

 親子で触れ合って身体ほぐし（ストレッチ）

ヨガの後、動物表現や赤ちゃんになるなど全



身を解放させた楽しいワークでした。♪パプ

リカ♪を歌いながらダンスも。 
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 絵本では、『だるまさんがころんだ』が子

どもたちに大うけで皆で「ドテッ！」とこけ

て大笑い！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 交流会も持ち、子どもの成長や子育てで困

っていること、自分の仕事の話、資格取得に

チャレンジしている話など出ました。 

ママたちは身体ほぐしで緊張もとれリラッ

クスしたので自分の思いや悩みも出された

んでしょうね。 

 身体の肩こりと心の肩こり、少しはほぐれ

たかな？ 

 

 

 

 

 

 

 

（参加者の感想） 

 ホットヨガを音楽や絵本の読み聞かせと

共に楽しく過ごしました。 

子ども達と一緒に組んで、体を動かしたり、

心を和ませてくれる楽器演奏があり、歌の披

露や絵本ではほっこりした気分となりまし

た。無理なく体も心もほぐして、笑いながら

過ごせた楽しい時間でした。 

 

 
親子でハッピー 
クリスマス会 

奈良 

 

 12月７日（土）奈良市男女共同参画センタ

ー“あすなら”でクリスマス会！しました。 

毎年恒例のケーキ作りも上手になっていく。 

ケーキを味わった後、おしゃべりタイム。 

スタッフの皆がテキパキ動いて片付けもア

ッと言う間に。 

 若いママたちの話も時間が足らないくら

い… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学んで備えよう！ 
子どもにかかる教育費 

 

 

 1月25日（土）奈良市男女共同参画センタ

ー“あすなら”で 「学んで備えよう！子ど

もにかかる教育費」福一由紀先生の講座を開

催いたしました。 

 これから、幼稚園、小学校と上がっていく

子供さんをもつママたちの参加が多く教育

費への関心の高さがうかがえました。 

 学習費の平均データを参考にしながら学

校外活動費（つまり、習い事、塾など）の支

出は増加傾向にあること。始めるのはよいが、

辞めるとなると辞めにくく親子でよく考え

てとアドバイスがありました。 

 将来的に子供さんが大学に進学した場合、



かかる費用の桁違いの数字には驚き！手に

職をと専門学校を選択した場合でも、授業料

以外の道具にかかるコストも意外と高く、私

立大学と差はあまりないなど目からウロコ

の情報も飛び出しました。 
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 毎月の収入の範囲で高校までの教育費を

抑えるのがポイントで、給付型、貸与型があ

る奨学金は今後の動向を見ていく必要があ

りそうですね。 

 質問タイムでは、定期預金をしても利息が

少ない中、少しでも多く教育費を確保したい

ママたちからの質問が相次ぎました。NISA

などへの投資信託の関心も高くあっという

間の２時間のセミナーでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 奈良市で2月15日（土）「私を大切に！自己

尊重セミナー 短所を長所に置き換えてみ

ようー」を開催しました。講師は当会理事の

安木麻貴さん。 

 ゆらゆら体操でアイスブレイクした後、２

人一組になり他者紹介。これが盛り上がり、

時間オーバーになるぐらい。 

 次にメインの短所を長所にのプログラム。 

自分が短所と捉えている面もグループワー

クで長所とも捉えられるよと発見してもら

う。褒めてもらうことは自信につながる。 

「私って結構イイヤツだ！」と。 

 プログラムの最後は背中に貼った紙に皆

がポジティブメッセージを書いてくれる。 

照れくさいけれど、嬉しい!?? 

 出席者が元気になりました。（絹） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
箕面  

 15年来のシングルマザーの友人の一人が

箕面のある精神病院に入院して、２年が経過。

本人の退院の希望にも関わらず中々退院の

計画が見えていない。何人かで聞き取りを行

い、できる支援を考えている。家族とも切れ

ているため、病院に申し立ても難しい。リハ

ビリなどの点にも疑問があり、関係者への問

いあわせや、医師への、申し入れなど本人と

面談していく。ＤＶ被害の後遺症など苦労の

あった方だけに、地域生活に戻れるようにし

たいです。（S.K） 

私を大切に! 
自己尊重セミナー 

 

 

 自己尊重 
トレーニング 西宮 

 

 自己尊重トレーニングを受けました。 

印象的だったのは、自分はこんな人間だと10

個書いた後に、それらを自分以外だと思って

肯定的な言葉に置き換え、他の人にも読んで

貰うのが、自分の振り返りや気付きになった

事です。 



 捉え方次第で、どうにも変わる事が出来る

と分かっていても、なかなか出来ませんが、

皆で取り組んだ経験で、楽しく心に温かい気

持ちで過ごせました。（Y.M） 
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 集まりはもてていませんが、おてらおやつ

クラブさんから２ヶ月に１回、送ってきてく

れていますので、また、集まりの段取りを仕

掛けてるところです。クリスマス前にはサン

タブーツのお菓子をたくさんいただいたの

で、内内の人に配りました。会を継続してい

くのは、難しいですが…細々と続けていきま

す。（F.Y） 

 

 

 

 

 

 １月の定例の食事会では初めて来られた

親子１組を含め大人６名子ども１名で開催

しました。  

 神戸のシングルマザーの食事会開始から

６年経過し、次の目標に向けて準備中です。 

 

 コープこうべさんにご協力いただき、１月

26日、地元垂水区から明石、尼崎まで。今、

見なければいけないものを見てきました。 

 コープこうべ西明石店では「買い物行こカ

ー」に遭遇。買い物できない高齢者の支援を

されています。自分でものを選ぶこと。日常

は「自己決定」という峠の積み重ねではない

でしょうか。  

 コープこうべ園田店内のつどい場、“みな

☆くるそのだ”では、精神医療の現場でも用

いられている「オープン・ダイアローグ」の

手法を学びました。神戸の活動のなかでも取

り入れたいと思います！ 

 私がいろんな人と関わるなかでテーマと

しているのが「人と人の距離感」。自己決定

のなかに程よい距離感があること。そのさり

気なさは痛みを知ることから始まる。語り合

う場が必要ですね。 

和歌山

深く深く深い一日でした。 

 

 来年度は神戸の活動を少しステップアッ

プし、シングルマザー以外の方にも参加して

もらえるように、仲間づくりの輪を広げよう

と計画しています。 

 ２月29日はティーインストラクター協会

の皆さんにご協力いただき、「あつまれシン

グルマザーマリンピア・ティーパーティー」

というイベントを開催します。 

 
広げるぞ 
仲間づくりの輪 

神戸  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次号にてご報告しますね。（Y.M） 
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 １月26日、京都からМさんが訪問して下さ

った。「高卒シンママ会計士」(中央公論新書)

という本など出されているとかです。若くし

て出産・離婚。高卒で取れる資格は？と探し

たところ会計士・税理士資格があった。それ

で子育てしながら猛勉強、見事にゲット！ 

今、公認会計士・税理士の事務所を開かれて

多方面で活躍。また、機会を頂いて色々お話

を聴き、就労に悩むシングルマザーにパワー

を！！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おしゃべり会 大阪  ちょこっと案内  ＊*おんなの読書会*＊ 

 シニア６人前後で読書会をしています。 

参加者は女性のみで「女性の著者の本」を肴

に感想・生活・人生など自由おしゃべり。 

基本は毎月の第４土曜日（変更することあ

り）、５時半から８時半、関西事務所にて。 

 １月は「夏物語」（川上未映子）を読んで

います。シングルマザーの子育て・子どもの

自立・人工妊娠など、無茶面白い。（E.T） 

 

 

 

産経新聞 １月24日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.co.jp/%25E5%25B7%259D%25E4%25B8%258A-%25E6%259C%25AA%25E6%2598%25A0%25E5%25AD%2590/e/B003UWWL7U?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1582434007&sr=8-1
https://www.amazon.co.jp/%25E5%25B7%259D%25E4%25B8%258A-%25E6%259C%25AA%25E6%2598%25A0%25E5%25AD%2590/e/B003UWWL7U?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1582434007&sr=8-1


2019年12月23日  
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 2019年12月8日、西宮市男女共同参画センター・ウエーブで、私たち“パンセ西宮”が企画

した（主催は西宮市・西宮市教育委員会）にしのみや人権フォーラム・ふれあいの広場で、

んぐるまざあず・ふぉーらむ・関西_理事の枝村たつ江さんの講演「ひとり親の声 もっと知

って」を開催しました。 

 講演の日は、折りしも「寡婦控除の見直し」や、京都地裁に「障碍基礎年金を受給してい

るひとり親が児童扶養手当を受給できない」ことを提訴していたり、明石市長が報道で「養

育費」とりたてに尽力していたりという時でした。当事者であり1984年の児童扶養手当法の

改悪反対運動のころからずっと声を上げてこられた枝村さんからお話を聞かせてもらうこと

ができて、これまでは、よくわかってなかったことが頭の中で整理整頓できました。資料の

中では、「ひとり親」という言葉が、やっと普及したのが2010年と書かれています。寡婦控除・

児童扶養手当・養育費の講座後の展開を予期せぬ中でのタイムリーなお話を聞くこととなり

ました。枝村さんがタイムリーな方なんですね。お忙しい中、ほんとに感謝です。 

 ひとり親の悩みは、たいていひとり親がひとりで、子どものことを丸ごと抱え込んでいま

す。そうならないためには、「しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西」のような身近でだれに

も気兼ねなしに「おしゃべりできる会」が大切だと思います。 

 伝統的家族観の問い直しを 

 ひとり親家族は、「伝統的家族観」の「外」です。「しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西」

の理事でもある神原文子さんの「多様な家族」のお話を講演会で聞いたことがあります。そ

こから考えてみると伝統的家族＝社会の「モデル家族」とは、どんな家族かというと、たと

えば市役所においてある「厚生労働省発行の『年金のはなし』に掲載されているような、健

常者で働き手の父親と主婦の母親、そして二人の子どもからなる形の家族です。働く女性が

半数以上に達する現実の社会にあって主婦の役割を女性だけでやりきることは無理な実態に

あわせ、男性や企業、行政、地域で役割分担をすすめようという動きになってきました。 

 しかし、ひとり親の女性の支援制度はまだまだ足りていません。ひとり親現役時代を経験

してきたものが、現役の話を聞き少しでも支援の態度表明をしたら、ひとり親はひとりで子

どもの貧困や困難を抱え込まず問題点を出していくことができるでしょう。言葉が出てこな

い心理状態では、阪神淡路大震災で被災した時、外部の人とは「温度差」がありすぎて話せ

なかった時の自分を思い出しています。 

 この講座で当事者同士が講師を通じて出会うことで、またこんな講座の企画が実現できた

ことで、ちょっと勇気のでた参加者の方もいました。 

 寡婦控除、養育費、児童扶養手当これら３つをとおして共通した壁は、「主婦」以外の女性

の立場を否定する「伝統的家族観」であるという事が見えてきました。女性からすると未婚

ひとり親の声 もっと知って 

                    にしのみや人権フォーラム・ふれあいの広場 12/8 
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でも非婚でも離婚でも死別でも、子どもを抱えて一人で生きていかねばならなくなったとき

は「シングルマザー」です。 

 シングルになった理由が離婚か未婚か死別で、その後の支援に差をつけることは、子ども

と女性への差別です。そのことが、枝村さんの具体的な数字の提示や実態調査資料の引用に

よりよくわかりました。 

 税制度の差別 

 次に、税金面のお話では、これまで「未婚」のシングルマザーは「離婚や死別」で受けら

れる「寡婦控除」が受けられないために、所得が多く計算され、給付型奨学金の所得制限に

ひっかかったりしたが、2020年からの給付型奨学金でも住民税の額により決まる仕組みなの

で年間５４万円の差が発生するケースがあるというはなしでした。税金面の配慮では、非正

規労働のシングルマザーの「厚生年金に入れてもらえても、子育てしながらの短時間労働で

は、もらう給料が少なく、保険料の免除や猶予制度がないために非常に苦しく、国民年金を

選択して免除制度をうけるしかない」免除制度では満額受給はなく、主婦では満額受給でき

る。同じ子育てをしてるシングルマザーでは、主婦とおなじように基礎年金部分は全額免除

の満額支給という考え方はどうなのか」という声もありました。働き方改革の短時間労働実

現はその給料で生活できることが第一条件です。非正規の最低賃金の値上げと一緒に、働く

シングルマザーへの特別の制度を考えてほしいとの声も上げていきたいと思いました。 

また、大阪市の制度では、令和３（2021）年度から、市民税・府民税について、ひとり親は

「非婚・離婚・死別・遺棄」の区別なく平等の非課税措置が始まることを紹介されました。 

 次に、「障害基礎年金の子加算と児童扶養手当」の争点についても触れられました。この問

題は、障害基礎年金受給の「ひとり親」には、児童扶養手当を停止した京都府への提訴であ

きらかになりました。ひとり親差別です。2014年12月より、結婚している障碍者には「子加

算と児童扶養手当の差額が出る」ことになっていたことを枝村さんのお話で学習しました。

「ここまで低い所得補償金額で厳しい差別があったんだ」と驚きました。「ふたりそろってい

る親の世帯の保障はするが、障碍者で、ひとり親の世帯のこどものことは知らんという冷淡

な制度が現実にあったんだ。」とおもいました。こんな程度の低い国とは知らずに、すんでい

たのだとの感想も聞かれた。 

 苦しい話でしたが、講演の１か月後、新聞報道で国が障害基礎年金受給のひとり親の、子

ども加算と児童扶養手当の差額を支給する改正案を出したことを知りました。額はまったく

低すぎると思いました。そこまで子育て費用を削ってアメリカ経済のために予算を配分しな

いと平和は守れないのでしょうか。世界の大富豪62人が全人類の半分、すなわち35憶人と同

額の資産を保有しているそうです。労働者がはたらいてこその富をひとりじめできる仕組み

もたいした問題ですが、はたらくばかりで恩恵にあずかれない人を作る制度への関心が、そ

れ以上に人間として大切なことだと思います。 

 養育費のことでは、母子世帯では、子どもの父親から養育費を受け取れていない世帯は

75.7％という資料を出していただいた。子どもの貧困を深めている要因です。ここまでほっ
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とかれた理由は、やはり伝統的家族観規範とそれ以外を否定する排除の意識があったとおも

う。これからは。多様な家族とお互いの幸せ追求を認め合うように意識変革をしていくこと

が大切だろうと思います。（M.D） 

 

 

 

 

 

 

 「算定表の半額しか支払いたくない」という元夫の言葉を、調停委員さんは私に伝えながら

こう付け加えました。「本人が支払うって言ってるんだから、この金額で合意したらどうです

か」。えっ？ なんで裁判所の調停なのに、値切られた金額で合意することを調停委員さんは

勧めてくるの？ でも、調停委員さんがそういうのだから、そういうものなのかな？ 

私の頭のなかはハテナマークでいっぱいでした。 

『養育費を肩代わり、明石市が保証会社と連携』このニュースが報道されたのは2018年秋の

ことでした。厚生労働省の調査（*1）によれば、母子世帯の約75％が養育費を受け取ってい

ません。長年続く、「養育費は逃げたモン勝ち」が当たり前の状況の改善のために行政が取り

組み始めた、画期的な出来事でした。 

その後、大阪府や東京都などでも同様の制度が検討され、民事執行法の見直しも進められ「養

育費は逃げたモン勝ち」に対して"ＮＯ"の声が広がりつつあります。 

でも、ちょっと待って!! 行政による対策が及ぶのは「調停調書や公正証書など正式な書類

で養育費の額を取り決めた場合」だけ。夫婦の「話し合い」ですんなり養育費が決まる場合

ばかりではありません。 

私の経験から、その「取り決め」をするまでが大変なんだよってことをお伝えしたいです。 

私は別居と同時に離婚調停・婚姻費用調停を申し立てしましたが、別居中に支払われるお金

である婚姻費用を実際に受け取れるまでに、約半年もの時間がかかりました。 

調停を申し立てても、すぐに「取り決め」ができるわけではなく； 

①調停を申し立てる 

②調停申し立てから１ヶ月ちょっと後に調停期日が設けられて、家庭裁判所に本人が出席し

て、調停委員さんを介して「話し合い」がされる 

③調停がまとまらなければ「審判」になる 

④「審判」の結果に納得しなければ高裁に「抗告」する 

⑤「抗告」の結果にも納得しなければ最高裁に「特別抗告」する 

という手続きを経る必要があります。 

私の場合、元夫が「払いたくない」「算定表の半額なら支払う」とゴネまくったので調停が不

成立となり、③「審判」の結果が出るまで婚姻費用の支払いが滞りました。 

そして取り決められた金額は「算定表通り」 

養育費を値切る夫との闘いで見えてきたもの 
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えっ？ 調停のために仕事を休んで平日に家裁に行って「話し合い」で散々嫌な思いもした

のに。最終的には「算定表通り」になるんだったら最初っからそうしたらよかったやん!!!(怒) 

  養育費不払いは経済的ネグレクト 

「養育費を諦めるなら、親権を譲ってやる」「養育費を支払うくらいなら、離婚しない」「養

育費を受け取るなら、面会交流させろ」などなど、養育費の支払いが離婚条件の交渉材料に

なることは珍しいことではありません。残念ながら、調停制度など「話し合い」を前提にし

た現在の取り決め制度では、子どもの権利（養育費）を守る機能が乏しいと実感しています。

申し立てをしたら納税額から自動的に養育費金額が決まるような、よりスピーディーで負担

の少ない「取り決め」制度が絶対に必要です。 

また、2019年末に改訂された算定表の金額も、まだまだ十分とは言えません。 

新算定表では、父親が年収600万円・母親が年収200万円・小学生の子ども２人がいる場合の

養育費は96～120万円/年。とっても単純な計算ですが、600万円から120万円が差し引くと480

万円、200万円に120万円を足すと320万円。つまり、算定表を当てはめると、父親ひとりの生

活のための480万円/年と、母子３人の生活のための320万円/年となります。 

これでは、子どもに対して父親と同じ水準の生活ができるようにする義務（生活保持義務）

を果たすのに十分な金額ではありません。算定表の更なる見直しが求められます。 

また、「離別父と子どもの交流がないから養育費が支払われないんじゃないか」と、離別父と

子どもの交流の実施と養育費の支払いを絡めて"対策"しようとする意見もあるかもしれませ

ん。しかし、労働政策研究・研修機構の調査（*2）によれば「離別父と子どもが月１回交流

している母子家庭のうち、養育費を受け取っているのは30.3%」という結果が出ています。 

この調査結果からは、離別父と子どもの交流が、養育費支払い率改善の決定打となるとは到

底思えません。根拠のない憶測をもとに、見当違いの養育費対策がなされることは避けなけ

ればいけません。 

  養育費は支払われるのがあたりまえ 

最後になりましたが、養育費未払い問題に関しては「自分の勝手で離婚したんだから、養育

費をあてにしないで子育てしろ」という非難を浴びることもあります。 

このような非難の声が、これまでシングルマザーの声を閉じ込めてきたのではないかと思い

ます。「養育費は支払われないのが当たり前」から「養育費は支払われるのが当たり前、養育

費不払いは経済的ネグレクトだ」というくらい、"養育費の当たり前"を変えていきましょう！ 

（Ａ子） 

*1 厚生労働省「平成28年度全国ひとり親等世帯調査」 

*2 独立行政法人労働政策研究・研修機構「子どものいる世帯の生活状況 

  および保護者の就業に関する調査2018（第5回子育て世帯全国調査）」 
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＊＊＊ 活動日誌 ＊＊＊ 

●11月27日(水)大阪府子育て支援課担当者来所。子

どもの貧困対策部会について 

●12月1日(日)尼崎おしゃべり会（クリスマス会）を開催 

●12月6日(金)大阪府子ども施策審議会子どもの貧困

対策部会 ひとり親家庭等自立促進計画策定ワーキン

ググループに出席 

●12月7日(土)奈良クリスマス会を開催 

●12月8日(日)西宮人権フォーラム2019 パンセ西宮

企画講座「ひとり親の声 もっと知って」に参加 

●12月9日(月)江崎グリコさん来所。インタビュー取材。

「活動紹介と支援しているシングルマザー、子どもを取

り巻く課題について」 

●12月10日(火)寡婦控除の税制改正を求め、自民党

本部（東京）への緊急要請行動に参加 

●12月13日(金)電話相談 

●12月15日(日)明石クリスマス会を開催 

●12月19日(木)大阪市こども・子育て支援会議 ひと

り親家庭等自立支援部会に出席 

●12月20日(金)神戸おしゃべり会(クリスマス会)を開催 

●12月24日(火)木村弥生衆議院議員事務所(京都)を

訪問、京都府ひとり親家庭自立支援センターを見学 

●12月27日(金)電話相談 

２０２０年 

●1月10日(金)電話相談 

●1月11日(土)西宮おしゃべり会に参加 

●1月15日(水)「未婚/非婚母家族の現状と支援を考

える ―韓国ＮＧＯに学ぶ―」に参加 

●1月17日(金)神戸おしゃべり会を開催 

 女性団体向けエンパワーメント勉強会（東京）に参加 

●1月18日(土)明石親子交流会を開催 

●1月19日(日)尼崎おしゃべり会を開催 

●1月24日(金)コーセーさん来所 メイクレッスン講座

について。電話相談 

●1月25日(土)奈良市セミナー「学んで備えよう！子ど

もにかかる教育費。あなたの家計簿を診断します！」を

開催 

●1月26日(日)大阪おしゃべり会を開催。定例会議・

新年会 

●1月27日(金)神戸おしゃべり会を開催 

●2月3日(月)ボーダーレスジャパンの佐々木さん、来

所。シングルマザーの就労アンケートについて 

●2月9日(日)明石市「親子で楽しもう！ふれあいヨガ 

表現遊びのワーク」を開催 

●2月14日(金)電話相談 

●2月15日(日)奈良市「私を大切に！自己尊重セミナ

ー―短所を長所に置き替えてみようーシングルマザー、

シングルファーザーのためのエンパワメントセミナー」を

開催 

●2月16日(月)尼崎おしゃべり会「シングルマザー親

子でクッキング」を開催 

●2月21日(金)電話相談。神戸おしゃべり会を開催。 

  大阪市こども・子育て支援会議 ひとり親家庭等自

立支援部会に出席 

●2月23日(日)大阪おしゃべり会を開催。定例会議 

●2月24日(月)全国SMFスカイプ会議に参加 

●2月28日(金)電話相談 

●2月29日(土)マリンピア・ティーパーティーを開催 

 

 

 

 

 

 

 

おてらおやつクラブさんから50個のサンタブーツ

が届き、各地のクリスマス会・おしゃべり会や、個

人の方に送りました。 

◇◇ 会費・カンパのお願い ◇◇ 



 

 

 

  これからの予定 ３月～５月 
お問い合わせ先  電話：０６－6１４７－９７７１ 

各地のおしゃべり会  初めての方大歓迎  なんでも喋り場ですよ 

 

尼崎・・・３月15日・4月19日・５月17日 13時～15時（第３日曜日） 

     場所：尼崎市女性センター・トレピエ 

        （阪急神戸線・武庫之荘駅 南出口から南へ200m） 

 

大阪・・・３月22日 13時～15時（第４日曜日） 

     場所：しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西の事務所 

              （地下鉄堺筋線/谷町線・阪急 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分） 

     大阪おしゃべり会は３月でいったん終わります。ミニセミナーは計画していますので、 

     決まればフェイスブック、ホームページでお知らせします。 

 

奈良・・・未定 

 

神戸・・・３月20日・４月17日・５月15日 18時～20時（第３金曜日） 

     「作り置き料理とおしゃべり会」 

     場所：星が丘ホーム ふれあいサロン  電話 078-708-6319 

       （垂水区星が丘３-2-23 ＪＲ垂水駅下車 バス10分 星陵高校正門前） 

 

箕面・・・不定期ですので、ご連絡ください 070-6505-2307 

 
＊日程は変更することが

ありますので参加される

前にご連絡ください。 

和歌山・・不定期ですので、ご連絡ください 090-8534-8359 

     場所：和歌山市十番丁15 公園前の市川ビル 

 

 

 夏の親子合宿  
 

夏休みの前半ころ 

場所等未定ですが 

次のニュースでお知らせします！ 

今年も 
やります 

☆情報コーナー☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

西宮 シングルマザーズ・カフェ 
日時：3月１4日（土）14時 ～16時 

   ５月10日（土）14時 ～16時 

   （奇数月の第２土曜日） 

場所：西宮市男女共同参画センター ウェーブ 

対象：シングルマザー、シングルマザーに 

なるかもしれない人10人（要申し込み・先着順）

主催/申込：0798-64-9495（ウェーブ） 




