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「新年度にマイナンバーの更新必要」呼びかけるメールに注意を
NHK ニュース 2017 年 4 月 10 日
実在するマイナンバーの運営団体を装い、「新年度に伴い、マイナンバーの更新が必要」
と持ちかけて個人情報をだまし取ろうとするメールが、今月に入ってから相次いで見つか
っていて、運営団体では、問題のメールを受け取っても個人情報を入力しないよう呼びか
けています。
問題のメールは、マイナンバーを運営する「地方公共団体情報システム機構」を装い、
タイトルは「マイナンバー新年度更新手続きについて」となっています。
そして、
「新年度に伴い、マイナンバーの更新が必要」などとして偽のウェブサイトに誘
導し、ここにアクセスすると氏名や住所などの個人情報を入力するよう求められるという
ことです。
マイナンバーは、実際には新年度に更新などの必要はなく、何者かが個人情報をだまし
取る狙いでメールを送りつけていると見られます。
このメールは、今月に入ってから東京・足立区と茨城県守谷市に「不審なメールが届い
た」と相次いで情報が寄せられ、マイナンバーの運営団体では、ほかにもメールが出回っ
ている可能性があると見て情報収集を進めています。
これまでのところ「個人情報を入力してしまった」といった被害は確認されていないと
いうことで、運営団体では、問題のメールを受け取っても、偽サイトにアクセスしたり添
付ファイルを開いたりしないよう呼びかけています。

受精卵「ゲノム編集」臨床研究禁止…厚労省方針
読売新聞 2017 年 4 月 7 日
「ゲノム編集」と呼ばれる新技術で異常がある受精卵の遺伝子を修復し、子どもを出産
する臨床研究について、厚生労働省は、国の遺伝子治療の指針で禁止する方針を固めた。
１２日に専門委員会の初会合を開き、１年以内の改正を目指す。指針がまとまれば、遺伝
情報を自由に書き換えるゲノム編集による受精卵の研究を対象にした初の国内規制になる。
現行の厚労省の指針は、受精卵に別の遺伝子を導入するなどして改変することを禁止し
ているが、受精卵にたんぱく質などを投与して改変するゲノム編集については定めがなか
った。
ゲノム編集で受精卵の遺伝子を改変する研究について、政府の生命倫理専門調査会は昨
年４月、基礎研究は容認する一方、出産に向けた臨床応用は安全性や倫理面での課題が多
く、
「容認できない」としており、この方針に沿って指針を見直すことにした。ただ、この
指針には罰則がないため、厚労省から研究費を受けていない民間病院には禁止の効果が期
待できないとの指摘もある。
ゲノム編集で遺伝子を改変した子どもを作る治療をめぐっては、米科学アカデミーが今
年２月、条件付きで容認する報告書を発表。中国ではすでに、病気の原因となる遺伝子を
修復するなどの目的で、受精卵にゲノム編集を行う基礎研究の実施例が計３件報告されて

おり、受精卵へのゲノム編集応用の是非が、国際的な議論となっている。

医師確保「地域に権限を」
、補佐資格「ＰＡ」も提言…厚労省検討会
読売新聞 2017 年 4 月 7 日
厚生労働省の有識者検討会は６日、医師が都市部に偏り、地方で不足する地域偏在対策
などに関する報告書を公表した。医師確保について都道府県の権限を拡大し、各地域が主
体的に取り組むための仕組み作りを国が進めるよう求めた。
医師・看護師等の働き方ビジョン検討会（座長＝渋谷健司・東京大学教授）が昨年１０
月から１５回の議論を行い、初の報告書を作成。実現に向け、推進本部を省内に設置し、
５～１０年程度の工程表を作成することを提案した。
偏在については、不足地域に医師を強制的に配置すべきではないとし、全国一律の対策
から地域主導への転換を促した。都道府県が地域の医師養成に関与する具体策として、▽
地域に定着することが多い地元出身者の確保に向け、医学部の地域枠拡大を大学に要請▽
若手医師の勤務につながる臨床研修病院の指定や研修定員に関する権限を国から移管――
などを挙げた。
また報告書は、４４％が「地方勤務の意思がある」と答えた医師約１０万人の実態調査
（回答数１万５６７７人）の結果を基に、地方で勤務しやすい環境を整える必要性を指摘。
地域の医療機関や自治体が協力し、へき地に派遣される医師の負担軽減や、子どもの教育
環境などへの不安を取り除くことを求めた。
新たな医療のあり方として、医師を補佐する「フィジシャン・アシスタント」
（ＰＡ）と
呼ばれる新たな資格の創設や、看護師などとの業務分担を進めることも提言し、医師は高
度な業務に専念すべきだとした。

“ひとり親世帯”の貧困緩和策――OECD 諸国との比較から特徴を捉える
畠山勝太 / 国際教育開発
シノドスジャーナル 2017 年 4 月 10 日
日本は世界第三位の経済大国であるにもかかわらず、親世代である若者の貧困化が進ん
だ結果、子供の６人に１人は貧困状態にあり、かつその貧困の連鎖が止められない、とい
う危機的な状況にあることは広く知られるようになってきた。

その中でも特に厳しい状況にあるのが、近年増加傾向にあるひとり親世帯である。厚生労

働省の全国母子世帯等調査の結果によると、
ここ 10 年ほど(平成 10 年度と平成 23 年度)で、
母子世帯数は約 28 万世帯、父子世帯数は約 6 万世帯増加し、ひとり親世帯の総数は平成 23
年時点で約 146 万世帯(ひとり親世帯の約 85%が母子世帯)となっている。この結果、下の
図 1 が示すように、日本の子供の約 8 人に 1 人はひとり親世帯で生活しており、その値は
OECD 諸国でも平均的なものとなっている。
このひとり親世帯の増加は、政府や社会の在り方に変化を求めるものとなる。なぜなら、
ひとり親世帯の増加は社会保障制度が仮定しているモデル家族(標準世帯)が適応できる割
合が減少することにつながるが、前提条件が大きく揺らげば制度の持続可能性に問題が生
じる。また、ひとり親世帯の増加は、夫は労働・妻は専業を前提とした PTA 参加や行事運
営への参加などを求める就学前教育施設や学校運営にも影響を及ぼすだけでなく、同様の
前提を持った夫または妻のどちらか一方に子育てを依存させるような長時間労働を求める
会社のあり方にも影響を及ぼす。
このようにひとり親世帯の増加は様々な変化を必要とするが、他の先進諸国がひとり親
世帯の問題に合わせて変化できたようには日本は変化できず、ひとり親世帯の貧困が深刻
なものとなってきている。
そこで本稿では日本のひとり親世帯の貧困の特徴を OECD 諸国との比較から明らかにし、
さらにひとり親世帯に関する様々な国内データから、日本のひとり親世帯の貧困を防ぐた
めにどのような対処策が求められているのかを議論する。
日本のひとり親世帯の就業と貧困
日本のひとり親世帯の特徴として、高い就業率にもかかわらず貧困率が高い、いわゆる
ワーキングプアー状態にあることが挙げられる。

上の図 2 が示すように、OECD の Family Database に存在している国の中では、日本は最
もひとり親世帯の就業率が高い国となっており、その就業率は 85.9%と高い値を示してい
る。また国内データを基にひとり親世帯を母子世帯と父子世帯に分けてみても、母子世帯
の母親の就業率が 85.4%は高い値を示している。これは、日本の労働年齢人口に該当する
女性全体の就業率が 60%程度なのと比較すると、国際比較だけでなく、女性間の国内比較
の点からも母子世帯の就労率が極めて高いことが分かる。
そして、日本のひとり親世帯の就業率は先進諸国で最も高いにもかかわらず、上の図 3
が示すように親が就業しているひとり親世帯の相対的貧困率は、先進諸国の中で群を抜い
て高い値となっている。しかし、相対的貧困率はその国の人口構成にも影響を受けるため、

ひとり親世帯の状況がより分かるように、子供のいない婚姻世帯の可処分所得を 100 とし
たときのひとり親世帯の可処分所得についても見ておく。下の図 4 がそれであるが、図が
示すように日本のひとり親世帯の相対的な可処分所得は先進諸国の中で最も低く、子供の
いない婚姻世帯の半分未満となっている。これらのことから分かるように、日本のひとり
親世帯はその高い就労率にもかかわらず貧困にあえいでいる、いわゆるワーキングプアー
状態にあることが特徴的である。

日本のひとり親世帯の貧困問題への対処策（1）－就労外収入の確保
このように、日本のひとり親世帯がワーキングプアー状態に陥っている現状を打破する
ためには、大きく分けて二つのアプローチが存在する。それは、ひとり親世帯の（1）就労
外収入を増加させる、
（2）就労収入を向上させる、の二つである。
まず就労外収入を増加させる、について考察する。就労外収入には、a)私的な金銭的支援
と、b)公的な金銭的支援、の 2 種類が存在する。前者の代表例は養育費である。
「日本にお
ける子供の貧困を人的資本投資、共同親権の側面から考察する」
（「SYNODOS」2017 月 3

日 14 日）の中でも議論したように、日本のひとり親世帯の養育費の受け取り率は 2 割程度
と先進諸国の中でも低い値となっており、ひとり親世帯の貧困の一つの原因となっている。
このため、共同親権の導入や離婚時の取り決めの制度化などを通じて状況を改善できれば、
ひとり親世帯の就労外収入を増加させ貧困状態から抜け出す一つの手立てとなりうる。
次に後者のひとり親世帯に対する公的な金銭的支援であるが、これの代表例は児童扶養
手当である。児童扶養手当は、ひとり親世帯の所得に応じて、子供が一人いた場合には最
大で月に 42330 円、第二子に対して最大で月に 1 万円加算、第三子以降は最大で月に 6 千
円加算と金銭的な支援を行う制度である。しかし、ひとり親世帯の非就労収入が平均して
年間 110 万円しかなく、それでいてかつ高い貧困率に直面していることを考えると、この
金額が決して十分だとは言えないことが分かる。
さらにもう少し視野を広げると、日本はそもそも子供に対する公的資金の投入額が大き
くないので、これを拡大させてひとり親世帯を含めた子育て世帯全体の非就労収入を増加
させることも重要である。GDP 比や政府支出に占める子供に対する公的支出額は、それぞ
れ国の経済規模や政府規模に対してどれくらい子供に公的支出がなされているのか計るの
に適しているが、人口構造の影響を受けやすいという弱点も持つ。そこで今回は 0-5 歳児一
人当たりに対して、購買力平価で公的支出がどれくらい行われているのかの国際比較を見
る。

上の図が示すように、先進諸国の 0-5 歳児一人当たりの公的支出額を比較すると、日本は
先進諸国の中でもこの金額が少ない方に位置づけられる。この年齢の子供はそれ以降と比
べてもケアに必要となるコストが高いだけでなく、親の収入もまだ低い状態にある。この
ため、税控除や児童手当を積極的に活用して、ひとり親世帯を含めた子育て世帯の非就労
所得を支えることで、子育て世帯の若者、特にひとり親が貧困に陥ることを防ぐことが求
められる。
日本のひとり親世帯の貧困問題への対処策（2）－就労収入の向上
就労収入を向上させるには、これも大きく分けて二つの方法が存在する。一つは労働の
量を増やすことで、もう一つは労働の質を高めることである。
前者の労働の量を増やすことについてであるが、前述のとおり日本のひとり親世帯の就
労率は先進諸国の中で最も高く、就労支援を通じて貧困緩和を図ることは困難である。し
かし、労働市場の整備等を通じてひとり親世帯の労働時間を伸ばすことは可能である。
ひとり親世帯と婚姻世帯を比較したときに現れてくる差の一つに、家事・育児による時

間の制約を挙げることができる。このため、長時間労働が前提となるような正社員の職に
は就きづらくなる。事実、母子世帯で就労している母親のうち正規職に就くものは 4 割に
も満たず、時間に融通の利きやすいパート・アルバイトで就労しているものが半数近くに
も及んでいる。これを解決するためには、長時間労働の是正や家事・育児の支援を充実さ
せることで、ひとり親世帯が直面する時間の制約を取り除く必要がある。
次に労働の質を高めることについてであるが、この方策は大きく就労後研修(就労後研修
は、On the Job Training や社内研修など職に就いた状態で受けるものと、職業訓練など職
についていない状態で受けるものの 2 種類に分けて議論すべきだが、前者は主に正社員を
対象としたものであり、貧困緩和というよりも所得向上が主眼となるため字数の都合で本
稿では割愛する)と就労前教育に分けることができる。
一般的に職業訓練は貧困緩和策として好まれる傾向がある。なぜなら、貧困状態にある
者は、人的資本投資をするための資本を借り入れることが難しいため(流動性制約)、この制
約を取り除くような支援を必要としているが、無償ないしはローンの形での職業教育の提
供は、この必要性に応えるものとなるからである。現在日本でも、「自立支援教育訓練給付
金」と「高等職業訓練促進給付金等事業」というひとり親世帯を対象とした制度が存在し
ており、この必要性に応えていると言える。
しかし、職業訓練の課題として、資格職を目指す場合を例外として、一般的にそれほど
収益率が高くないという点を挙げることができる。これは、それ以前の教育段階で学習の
土台が構築されていないとそもそも何かを学ぶということが困難であることや、学習可能
性をおざなりにして特定の技術を身に付けるだけではその技術が陳腐化したときに対処が
出来ないことなどに由来する。
このため、就労前教育、いわゆる学校教育が重要となる。事実、日本ではひとり親世帯
の貧困を防ぐ(予防す
る)ために、学校教育の
充 実 が 求 め ら れ てい
る。以下では、ひとり
親 世 帯 の 大 半 が 母子
世帯であり、ここの貧
困 問 題 が 最 も 深 刻で
あることから、対象を
母 子 世 帯 の 母 親 に絞
っ て 議 論 を 進 め てい
く。
日 本 の 女 子 教 育の 課
題と母子世帯の貧困
最新の全国母子世
帯等調査の結果によると、一般的に教育水準が高まるほど離婚率が低くなる傾向が反映さ
れ、母子世帯に占める母親の最終学歴が大学以上である世帯の割合はわずか 6.9%に留まっ
ている。同時期に実施された国勢調査で、15 歳以上の女性人口に占める最終学歴が大学以
上の割合が 11.9%であったことと比べると、母子世帯の教育水準が全般的に低いことが読み
取れる。
しかし、問題としたいのは女性の教育水準が上昇することで離婚が減少するということ
ではなく、教育水準の低い母子世帯の貧困である。上の表 1 が示すように、大卒と高卒の
母子世帯を比較すると、年間の世帯収入で 163 万円もの差が生じている点である。
この差を生み出している大きな要因が、128 万円にも及ぶ就労収入の差である。ここで注
目したいのが、働き方の差である。高卒の母子世帯の母親の半数以上がパート・アルバイ
トで就労しているのに対し、大卒の母子世帯の母親のそれは約 25%と、高卒の母子世帯の
半分以下の割合となっている。一部の専門職の働き方を見ると分かるが、高い人的資本を

蓄積することは時間や場所に縛られない働き方につながる部分がある。つまり、1 人で子供
を見るために時間や場所に融通が利きづらい母子世帯の母親にとっては、教育は貧困に陥
らないための重要なポイントとなる。
そしてもう一つの要因が、非就労収入の差である。女子教育の効果の一つに、女性がエ
ンパワメントされ、男性と対等に交渉が出来るようになるというものがあるが、これは日
本においてもあてはまっている。上の表 2 が示すように、母親の教育水準が上昇するにつ
れ、養育費(非就労収入)を受け取っている世帯の割合が上昇している。これだけでは「教育
水準の高い女性の元夫の所得水準が高いだけではないか？」
、という可能性を排除できない
が、表 3 が示すように、教育水準の高い母親ほど離婚時に養育費の取り決めを行い、かつ
それが書面として残っており、教育によってエンパワメントされた結果が示唆されている。
日本は OECD 諸国の中でも最も女子教育が遅れている国の一つであるため、これを改善す
ることでひとり親世帯の貧困を予防することも必要であろう。

まとめ
ひとり親世帯の貧困は、若者の人的資本や社会保障に対する過少投資だったり、長時間
労働が要請される正社員制度であったり、離婚と養育費の取り決め対する制度的アプロー
チの脆弱さであったり、女子教育の軽視といった、現在の日本社会が直面する社会的課題
の集合体であると考えられる。このためひとり親世帯の貧困を解消するための特効薬は存
在しない。
ひとり親世帯の貧困を解消するためには、時代の変化に合わせて包括的に制度や社会が
変化する必要がある。日本の際立って高いひとり親世帯の貧困率が示唆するように、自分
たちが変化しないということは、周りの国々が変化している分だけ、相対的に後退してい
く恐れがある。ひとり親世帯の貧困は、即ち子供の貧困であり、次世代の貧困へとつなが
っていく。前回の記事中でも言及したが、日本を将来より豊かで平等な国にするためには、
本稿中で言及した課題一つ一つに対処するために社会と制度が変化し、
ひとり親世帯の貧困問題が解消されていく必要があるだろう。
畠山勝太（はたけやま・しょうた） 比較教育行財政 / 国際教育開発
NPO 法人サルタック理事・国連児童基金(ユニセフ)マラウイ事務所
Education Specialist (Education Management Information System)。
東京大学教育学部卒業後、神戸大学国際協力研究科へ進学(経済学修士)。
イエメン教育省などでインターンをした後、在学中にワシントン DC へ

渡り世界銀行本部で教育統計やジェンダー制度政策分析等の業務に従事する。4 年間の勤務
後ユニセフへ移り、ジンバブエ事務所、本部(NY)を経て現職。また、NPO 法人サルタック
の共同創設者・理事として、ネパールの姉妹団体の子供たちの学習サポートと貧困層の母
親を対象とした識字・職業訓練プログラムの支援を行っている。ミシガン州立大学教育政
策・教育経済学コース博士課程へ進学予定(2017.9-)。1985 年岐阜県生まれ。

評・伊藤亜紗（美学者・東京工業大准教授）
『自閉症と感覚過敏』 熊谷高幸著
読売新聞 2017 年 04 月 10 日
身体的経験に寄り添う
自閉症は、従来、社会性やコミュニケーション能力の障
害と考えられてきた。しかし近年、「感覚」に焦点を当て
た新たなアプローチが生まれている。自閉症の当事者は、
そもそも視覚や聴覚などの感じ方が定型発達の人とは違
っており、そのことが通常の規範とは異なる振る舞いを生
んでいるのではないか、というわけだ。外から観察した異
常性によるラベリングから、当事者の身体的経験に寄り添
った世界観の理解へ。１９９０年代以降、東田直樹さんな
ど当事者による言葉が蓄積されたことが、こうしたアプロ
ーチの転換を後押しした。
自閉症当事者の多くに見られる感じ方の特徴は、過敏さ
と鈍感さの共存である。一見矛盾しているように見えるが、
その仕組みはこうだ。ある刺激が入ってくる。するとそれ
を拡大して、細部まで詳しく見てしまう。すると許容量が
いっぱいになり、他の刺激を取り入れることができなくなる。結果、見落としてしまうの
である。
だから彼らは、複数の感覚を結びつけて理解することが苦手だ。雨粒は見えているのに、
雨の降る音がどこから来ているのか分からず、過度に驚いてしまう。目や鼻といったパー
ツに注意が傾いて、それらの関係としての「顔」を読み取ることができない。書く指先の
感覚に集中すると体幹の感覚が消え、椅子から床に落ちてしまう。この「身体をバラバラ
に感じる」という当事者は多いようで、彼らが飛び跳ねるのは、身体の一体感を取り戻そ
うとしているのではないかと著者は言う。
感じ方の特徴が分かれば、関わる仕方も見えてくる。感覚が固着しやすいから、「とりあ
えずやってみて、試行錯誤しながら進む」のが苦手だ。
「迷いながら見つける」が難しいの
である。ならばあらかじめ選択肢を用意しておき、「選びながら先に進む」支援が有効だ。
今後さらなる展開が期待される新しいアプローチを切り開く一冊である。
◇くまがい・たかゆき＝１９４７年愛知県生まれ。福井大名誉教授。著書に『自閉症の謎
こころの謎』など。
新曜社 １８００円
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