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見えにくい県政を、できるだけわかりやすくお伝えしたいと考え、種部恭子県政通信
「We（ウィー）
」を発行することにしました。
「We」は英語の「わたしたち」。
「e」は「エンパ
ワーメント」。私たちの暮らしを、私たちで作り上げていきたいという思いを込めました。

あぶり出されたのは、
平時からの課題であった
福祉や支援のスキマ。
6月議会一般質問のまとめ（問 3）

困難を抱える女性の支援と
ひとり親の貧困対策

特集

的 ポイント解 説

Stay Homeで DV被害が増加

新型コロナウイルス感染症によるステイホームによって、従前

からあった DV 被害がエスカレートし、相談件数も増えています。
また、県内においても、
休校によりDVの目撃や虐待にさらされる時

間が長くなり、耐えかねた子どもが家出し、SNSでつながった相手か

新 型コロナウイルス感染症は、就労が不安定だったひとり親
や、居場所のない女性や子どもたちを直撃し、支援が届きにく
かった平時の課題をあぶり出しました。令和 2 年 6 月定例県
議会では、産婦人科医として長く取り組んできた女性と子ど
もの支援に関する県政の課題を問い、議会後も、福祉や支援の
スキマを埋めるための社会活動を続けています。

さらに解説！

POINT

婦人保護施設などの
自立支援施設の設置は急務です！

富山県には婦人保護施設も民間シェルターもない！
富山県では、下の図の「 V 一時保護」にあるようなＤＶ被害
女性や居場所のない若年女性に対して、婦人保護事業による
一時保護、妊娠 SNS 相談を入口とした、短期の保護は可能

ら暴力被害に遭う事件が、3 月ごろから増加している印象があります。

になりつつあります。しかし、問題は、
その先の出口である「Ⅵ

人保護事業による一時保護、また昨年度から実施している妊娠

所の「婦人保護施設設置の都道府県の設置状況」を見ると、
富

富山県では、
DV 被害女性や居場所のない若年女性に対して、婦

SNS 相談を入口として、若年女性の短期の保護が可能ですが、そ
こから先の出口である婦人保護施設がありません。

虐待のある家に戻るのか、家出して暴力の被害に遭うのかを選

ばざるを得ないような10 代の女性や、小さい子どもを抱える母子

が、わずかな一時保護の後、自立できるとは思えません。

富山県には、
「葉月寮」という婦人保護施設がありましたが、昭和

55年に廃止されました。そのころとは事情が異なっており、居場
所のない若い女性がSNSでつながった相手から暴力被害に遭う事
件が増えている現状から、婦人保護施設などの自立支援施設の設
置は急務と考えます。

1

居場所のない若い女性が、SNS でつながった相手か
ら暴力被害に遭う事件が増えている。 婦人保護施設

等自立支援施設の設置は急務と考える。所見を問う。

国は婦人保護事業の見直しに着手しています。
県でも、出口支援に取り組んで欲しい！

山県は、
未設置県７県（青森、富山、奈良、鳥取、島根、高知、熊本）
のうちのひとつなのです。厚労省は 2019 年秋、
「困難な問
題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」の中間ま
とめで、
「行政だけでなく、民間も含め、連携協力し、支援が
必要な女性に寄り添うことができないか」としています。

婦人相談所における基本的な支援の流れ
Ⅰ 相

談

Ⅱ 面

利用者から被害の状況や支援の要望を聞き取
り、専門スタッフによる必要な調査ならびに
医学的、心理学的および職業判定を行います。

1. 多様な相談ルート
2. 来所相談

Ⅲ ケースの作成・記録・管理

Ⅵ 施設入所等
1. 一時保護施設退所後
○婦人保護施設へ入所

○母子生活支援施設へ入所
○アパートの賃借による
自立等

「婦人相談所ガイドライン」
（平成 26 年3月）を元に作成。

接

Ⅴ 一 時 保 護
1. 一時保護中の支援
2. 主な一次保護委託先

○婦人保護施設 ○母子生活支援施設
○民間シェルター

○一時保護はせず、定期的な相談支援を実施
○一時保護はせず、施設へ入所

Ⅵ 入所調整会議

知事
答弁

現時点での婦人保護施設の設置は、難しい。し
かし、厚労省が困難な問題を抱える女性の支援
に関して行政だけでなく民間団体も含めて連携
協力する方向を示している。
コロナの影響も注
視し、市町村、関係機関、
志のある民間機関など
と連携し、婦人保護事業の充実を検討したい。

施設入所等」にある婦人保護施設がないことです。全国47カ

答弁の★について
納得できる答弁あり。

まあまあ納得できる答弁あり。

まだまだ納得できない。

評価できない。
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的 ポイント解 説

ひとり親の貧困とその対策

新型コロナウイルス感染症は、雇用が不安定で支援が届きにく

かったひとり親世帯を直撃しました。収入が途絶えたり、長期の

休校で食費や学童保育の膨大な費用がかかり、ひとり親世帯は、
厳しい状況に追い込まれています。

国では、
「母子父子寡婦福祉資金貸付金」で生活福祉資金の緊急

小口資金の特例貸付等を実施。この特例貸付は、無利子、保証人

不要で、原則申請受理の 2 日後までに入金され、総合支援資金を

あわせると、
非課税で最大 80 万円まで借り入れできます。しかし、
これらは貸付であって、給付ではありません。

また、国の第 2 次補正予算に盛り込まれた低所得のひとり親世

さらに解説！

POINT

日本のひとり親世帯の貧困率は
先進国で最悪です！ 借金ではなく給付を！

ひとり親世帯の就業率を調べると、
母子世帯、父子世帯ともに
就業率は 80％台と決して低くはありません。
しかし、年間の
就労収入は低く、母子世帯の母は 200万円、父子世帯の父は
398万円です。日本の子どものいる世帯の平均収入707万円。
それと比較すると、その低さがわかると思います。とくに、
10代
で出産する女性の30.7％が未婚。中学校卒業後にひとり親に
なった世帯の年間就労収入の低さは群を抜いています。

帯への「臨時特別給付金」は、早くても 8 月以降が見込まれます。

また、世界と比べてみても、ひとり親家庭の貧困率が日本は

援を受けるまでのタイムラグを埋める手段が必要です。さらに、

りはるかに高いレベルです。

これらの給付金や無利子の貸付金の対象になる場合は、実際に支

所得の減少が続く、
住民税非課税世帯は、
「償還免除」が可能となっ
ていますが、今後の就業状況によっては、償還免除の対象になる
かどうか不透明な制度です。

非常に高く、OECD
（経済協力開発機構）
の加盟国の平均値よ

母の最終学歴別年間就労収入
（母子世帯の母の最終学歴別年間就労収入）

このままでは、児童扶養手当の支給水準以下に収入が下がった

（%）
50

ます。各市町村でも、ひとり親家庭等に対し、予備費等で給付金

40

ひとり親に手当が支給されるのは、令和４年以降になってしまい
の支給を実施していますが、動きが遅いと言わざるを得ません。
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DV から逃げて自立したひとり親は複雑性 PTSD
やうつ病などの精神疾患を抱えていることも多く、

虐待や心中リスクが高く、いのちを守るために、「今す
ぐ」の支援が必要。新型コロナ対策応援基金などを活用
して県独自に給付金あるいは立て替えによる支援などを
検討する必要があるのではないか、所見を問う。

知事
答弁

国が緊急小口資金の特例貸付をしており、市町村
による給付も実施されている。生活福祉資金は借
金ではあるが迅速な交付が可能であり、償還免除
もある。第2次補正予算では低所得ひとり親世帯
への臨時特別給付金が支給されるが、これが速や
かに届くよう、国や市町村に働きかけたい。

総数（年間平均 201万円）
高校（年間平均 171 万円）
高等専門学校（年間平均 254 万円）
短大（年間平均 205万円）
大学・大学院（年間平均 303 万円）
専修学校・各種学校（年間平均 257 万円）

中卒ひとり親

年間平均 117 万円

45.5％
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中学校卒業後にひとり親になった世帯の年間就労収入の平均は、
117万円。
100万未満の世帯が 45.5％を占めています。

ひとり親家庭の貧困率
（%）
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切り詰められるところは食費しかありません。
返済の目途が立たないとはいえ、働けば償還免除
されなくなる可能性もあります。やはり、
「迅速な」
給付または立て替え支給は必要だと思います。

厚生労働省 全国ひとり親世帯等
調査結果報告（平成28年度）

★ … 2009 年のデータ
★ … 2011 年のデータ

ひとり親家庭の貧困率（国民の真ん中の所得の半分に満たない人の割合）
を見てみると、先進国の中で日本が最も貧困率が高いことがわかります。
OECD の平均値をはるかに上回る貧困率です。

そして… 議会質問と要望活動の成果
9 月補正予算に、ひとり親家庭に 1 万円分の商品券を
「給付」する「新型コロナウイルス感染症緊急対策ひとり
親家庭支援事業」が盛り込まれました。児童扶養手当支
給の有無や障害年金受給等の条件を問わず、すべてのひとり
親家庭が対象の事業となったことは画期的です！

用語
解説

児童扶養手当と貸付金
〜ひとり親家庭には貸付でなく、給付を！〜

離婚・死別によるひとり親や、監護者が障がいにより就労できない場合に、
18 歳までの子どもを監護する養育者には児童扶養手当が支給されます。

私たちの暮らしを、 行くために
私たちで作り上げて

さい
ご意見をお寄せくだ

これってどうしたらよくな
るの？…暮らしの中に県政
を良くするヒントがあると
考えています。皆様がお持
ちの県政に対する疑問やご
意見をお寄せください。

答弁の★について

事務所

TEL
FA X
mail

自由民主党
富山県議会議員会

種 部 恭 子
富山市西田地方町2-4-4

0 76 - 4 6 1 - 5 7 3 8
0 76 - 4 6 1 - 5 74 8

kyoko@tanebe.com

納得できる答弁あり。

手当には所得制限（全部支給は子ども一人の場合、収入ベースで160 万
円）
があり、障害年金等を受給している場合はその差額分のみが給付され
ます。最近、対象外だった未婚のひとり親への給付対象拡大や、支払回数
の見直しが行われました。毎年 8 月の現況届をもとに翌年 4 月以降の給
付額が決まるため、給付の決定には時間がかかってしまいます。
母子父子寡婦福祉資金貸付制度は、ひとり親の生活安定のための修学資
金、技能習得資金、生活資金、就学支度資金などの12種類の貸付制度です。
連帯保証人がいなければ無利子にならないものがあるなど、使いにくい
部分もあります。

まあまあ納得できる答弁あり。

まだまだ納得できない。

評価できない。
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