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論 文（『社会分析』37 号, 2010, 81～98 頁） 

リスク社会における 

ドイツの低所得ひとり親家庭に対する就労支援 

近藤 理恵 

１. はじめに

本研究の目的は、2007年8月と12月にドイツのデュッセルドルフ市で行った自由

面接法に基づく面接調査と参与観察をもとに、ドイツのひとり親家庭の母親に対

する就労支援の現状を明らかにした上で、ドイツの現状から示唆される点につい

て検討することにある。調査対象は、Agentur für Arbeit（雇用エージェンシー）の

Arbeitsgemeinschaft (ARGE、労働共同体)、Zukunftswerkstatt Düsseldorf（未来ワー

クショップデュッセルドルフ）、Diakonie Kaiserswerth(ディアコニー)、Ev. 

Familienbildung in Düsseldorf（福音家族施設デュッセルドルフ、エファー）、

Deutsches Rotes Kreuz（ドイツ赤十字）であった。

 現在、経済のグローバル化の影響による金融市場の自由化と労働力の弾力化に

より、世界的に非正規労働者や失業者が増大し、社会的不平等が拡大している。

U・ベックにしたがえば（Beck, 1986）、階級が個人化し、家族が個人化する高度

近代社会における社会的不平等の特徴は、社会的排除が一部の集団や下層階級を

襲うのではなく、中間層も含めた不特定多数の個人を襲い、その個人は社会的排

除を個人的な問題として解消しなければならない点にある。ベックは、ドイツで

増大する失業者と離婚によるひとり親家庭に対する社会的排除に着目しながら、

その典型例は階級の個人化ゆえに労働組合に保護されなくなった中間層の失業と、

家族の個人化の典型である離婚によるひとり親家庭の貧困であると考える。とく

に、ひとり親家庭は階級からも、家族からも保護されることなく、社会的排除に

関わるリスクが個人化する可能性が高い。そのため、科学技術の進歩によるリス
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クと並んで、ひとり親家庭における社会的排除をリスク社会のリスクとして位置

づける必要がある。福祉国家の再建を目指すA・ギデンズも、現在の「福祉国家

は、技術進歩、社会的排除、ひとり親家庭の増加等に起因する、新しいリスクに

まったく無力である」（Giddens, 1998: 116=194）と考える。 

社会的排除への対応として、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、日本な

どの各国において、ワークフェア政策（福祉から雇用への政策）に基づく福祉改

革がなされている。ワークフェア政策の成立背景や内容は各国で異なる。日本で

は、2002年に増大し続ける児童扶養手当を抑制するために母子家庭に焦点を当て

た福祉改革がなされ（2003年4月1日施行）、2005年には、生活保護受給者等に就労

支援のプログラムが開始された。ドイツでは、2003年にシュレーダー政権がハル

ツ改革の名のもとにハルツ第Ⅰ法からハルツ第Ⅳ法までを随時成立させ、労働市

場改革を行った1)。この内、ハルツ第Ⅳ法（2005年1月1日から施行）は、ワーク

フェア政策を実行する内容となっている。ドイツでは「長年、社会連帯の発想が

雇用政策の隅々にまで浸透し、自由な労働市場による効率的な雇用創出といった

概念は一般的ではなかった」が、ハルツ改革により、「公的支援は自助努力をサポ

ートする方向に大きく転換された」（小野他, 2007: まえがき）。 

ドイツにはひとり親家庭に焦点を当てた福祉改革は存在せず、ドイツの福祉改

革のねらいは、あくまでも、東西ドイツが再統一された1990年以降、旧東西ドイ

ツ地域間の経済格差が解消されず、世界的な不況も重なった状況の中で増大し続

ける失業者対策にあった。この場合の失業者とは、ドイツ人だけでなく、ドイツ

の全人口の8.6％（2002年）を占める外国人移民を意味する。ドイツの産業構造の

変化とともに、ドイツ語を話せない多くの外国人移民労働者は次第に職を失い、

外国人移民の失業率（2002年、19.1％）はドイツ全体の失業率（同年、10.8％）

よりもかなり高くなった。こうした状況の中、シュレーダー政権は、2005年にハ

ルツ第Ⅳ法と同時に、新移民法を施行し、失業率の高い外国人移民に対して社会

統合政策を展開した（上野, 2006: 57-58）。ドイツのワークフェア政策は、ドイツ

の社会統合政策、さらにはEUの社会統合政策と密接な関係にあるのである。 

ハルツ改革によって「失業給付Ⅱ」が新設され、①旧制度において「失業扶助」

を受給していた人と②日本の生活保護に当たる「社会扶助」を受給している中で

稼働能力がある人は、失業給付Ⅱを受給することになった2)。そして、失業給付
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Ⅱの受給者は、就労のためのケースマネジメントを受けた後、職業教育、職業の

斡旋を受けることが義務化された。つまり、社会扶助を受給できる人は稼働能力

のない人のみとなったのである。ここでいう稼働能力のある人とは、「現在または

その後6ヶ月以内に、一般労働市場の通常の条件の下で、疾病または障害のために、

1日3時間以上就労できない状態にはない場合と解されている（「6ヶ月」は文言に

ないが、一般にこのように解されている）」（野川他, 2006: 34）3)。この改革によ

って、社会扶助受給者数は67万2千人から2万5千人へと激減した（岩村, 2006: 172）。 

 日本にはドイツのひとり親家庭に関する既存研究はほとんど存在しないが、本

稿では、主に、失業給付Ⅱを受給しているひとり親家庭の母親に焦点を当てなが

ら、ドイツのひとり親家庭の状況、就労・家族支援の現状について明らかにする。 

 

2. ドイツのひとり親家庭の状況 

高度近代社会においては、近代化の帰結である個人化が家族の領域にも広がり、

人はトラブルを抱えた家族を一生維持するよりもむしろ、離婚して、子どもや自

分自身の人生を生きるようになった。ベックが指摘するように、ドイツにおいて

も家族の個人化が進行し、離婚とひとり親世帯が増加している。2007年のドイツ

の離婚率は2.3‰であったのに対し（Statistisches Bundesamt Deutschland, 2009）、日

本の離婚率は2.02‰であった（厚生労働省, 2009a）。また、2007年、18歳未満の子

どもがいる世帯の内、ひとり親世帯が占める割合は、ドイツでは18.0%であり

（Statistisches Bundesamt Deutschland, 2009）、2005年の日本では6.8％であった（厚

生労働省,2009b）。離婚率及びひとり親世帯率とも、日本よりもドイツの方が高い。 

最初に、ドイツのひとり親家庭が置かれている社会的、文化的構造について見

てみる。まず、①価値意識について。日本社会では、ひとり親家庭に対する偏見

は減少しているものの、婚外子出産に対しては未だ非寛容的である。それに対し

て、ドイツ社会では、他のヨーロッパ諸国と同様に、ひとり親家庭に対する偏見

は少なく、また、婚外子出産に対しても寛容的である。ただし、ドイツ南部には、

北部に比べ、伝統的家族観をもっている人が多い。ひとり親家庭になった理由と

しては、ドイツも日本も死別の割合が年々減少し、離婚が最も高い（2007年ドイ

ツの離婚によるひとり親家庭率41.5％、2006年日本の離婚による母子家庭率

79.7％、父子家庭率74.7%）（Statistisches Bundesamt Deutschland, 2009）（厚生労働
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省, 2007）。ただし、ドイツの場合、未婚のひとり親家庭の割合が日本よりもかな

り高い（2007年ドイツ、23.4％、2006年日本、6.7％）（Statistisches Bundesamt 

Deutschland, 2009）（厚生労働省, 2007）。近年、日本にも多様な家族の時代が到来

したといわれているが、婚外子に着目した場合、婚外子に対する法的差別や世間

の偏見が残存する日本には、ヨーロッパ流の多様な家族の時代が到来したとは言

いがたい。女性の労働意識や子育て観の特徴については、ドイツ（とくに旧西ド

イツ地域）では、日本と同様に、3歳未満の子どもは母親が育てるべきであるとい

う3歳児神話の価値観が強く残存している。そのため3歳児未満の子どものための

保育所が不足している。しかし近年、ドイツでも、3歳児未満の子どものための保

育所や保育ママの拡充が家族政策の大きな柱となっている。とはいえ、女性の労

働力率は、日本が未だM字型をとるのに対し、ドイツは逆U字型をとることを看

過してはならない（国立社会保障・人口問題研究所, 2009）。 

②ひとり親家庭制度の中の経済的支援制度について。ドイツの特徴は、日本の

児童扶養手当に当たるような母子家庭に対する手当ては存在しないが、「養育費

前払い制度」（Unterhaltsvorschuss）が存在する点にある。ドイツの場合も、養育

費を受け取っていない子どもが少なくないのだが、この制度は、ひとり親家庭の

子どもがもう一方の親から裁判所が決定した最低養育費よりも低い額しか受けと

いっていない場合、12歳未満の子どもに対して最長72ヶ月、1ヶ月につき125ユー

ロ（6歳未満の子どもの場合）、あるいは168ユーロ（12歳未満の子どもの場合）が

支給される制度である。また、ひとり親家庭に限定した手当ではないが、ドイツ

には、日本よりも高額で、長期間の、18歳未満のすべての子どもを対象にした児

童手当が存在する（所得制限なし、3人までには1人につき1ヶ月154ユーロを支給）。 

次に、ひとり親家庭の母親の雇用、経済状況について見てみると、2007年のド

イツのひとり親家庭の母親の就業率は67％であり、2006年の日本のひとり親家庭

の母親の84.5％の就業率よりも低い。そして、約4割の人が失業給付Ⅱあるいは社

会扶助を受給している。2005年ドイツのひとり親家庭の年収の中央値は、12,341

ユーロであった（Statistisches Bundesamt Deutschland, 2009）。世帯主が18歳以上65

歳未満のドイツのひとり親家庭の相対的貧困率は、41.5％であった。その値は、

日本の58.7％よりも低いが、他のヨーロッパ諸国の中では高い値を示していた

（厚生労働省, 2009c）。子育ての状況について見てみると、3歳未満の子どもがい
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るひとり親家庭の母親は、保育所が不足しているため、ベビーシッターか個人的

なネットワークに頼らざるを得ない。ドイツでは基本的にひとり親家庭は親世代

と同居しないが、ひとり親家庭の約7割は近くに支援してくれる親や親せきを有

していた（BMFSFJ, 2008）。 

 

3. ARGE(労働共同体)における就労のためのケースマネジメント 

 ハルツ改革後、①職業紹介と失業給付の支給を行ってきた連邦直轄の雇用エー

ジェンシーと②社会扶助の業務を行ってきた地方自治体の社会福祉部局が統合さ

れ、ARGE(労働共同体：Arbeitsgemeinschaft)という組織が誕生した（全国で353

ヶ所）。ここで、個人相談担当者（Persönlicher Ansprechpartner）またはケースマネ

ージャー（Fallmanager）が、失業給付Ⅱを受給する人に対して就労のためのケー

スマネジメントを行うことになった。ケースマネージャーは、失業給付Ⅱの受給

者が就労できるよう、受給者のアセスメントを行い、失業給付の期間と職業に関

する目標（方向性）について決定する。 

その内容は、雇用エージェンシー(Agentur für Arbeit)と失業給付Ⅱの受給者との

間で、「職業復帰のための合意書（Eingliederungsvereinbarung）」として契約化され、

そこで雇用エージェンシーと失業給付Ⅱの受給者がすべきことが決定される。そ

して、失業給付Ⅱの受給者が、職業復帰のための合意書を締結しない、職業復帰

のための合意書上の義務を履行しない場合、実行可能な労働や職業訓練を行わな

い場合、あるいは公共の場における実行可能な労働の遂行を拒否する、実行可能

な労働への統合措置を中断するなどの場合、義務違反として失業給付Ⅱの減額と

いう制裁が課される4)。 

ひとり親家庭の母親が多いデュッセルドルフ市には失業給付Ⅱを受給している

ひとり親家庭専門の窓口が設置されている。また、デュッセルドルフ市のARGE

は、ハルツ改革前の2002年から就労のためのケースマネジメントのモデル事業を

行ってきた。本節では、ひとり親家庭の就労のためのケースマネジメントを担当

している男性ソーシャルワーカーへの面接調査をもとに、デュッセルドルフ市の

ひとり親家庭の母親への就労ためのケースマネジメントの現状について検討する。 

デュッセルドルフ市のARGEでは150人の個人相談員とケースマネージャーが、

就労のためのケースマネジメントを行っている。ケースマネージャー、1人につき、
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最大75名を担当する。面接調査実施時、約4500人のひとり親がケースマネジメン

トの対象となっていた。ひとり親家庭向けの専門の窓口を作ると、特別視される

危険があるが、しかし、子どもの問題など、共通の問題が解決できるため、この

窓口は存在した方がよいとケースマネージャーは述べていた。 

ケースマネジメントにおいて、ケースマネージャーは、まず、学歴、子どもの

状況、子どもを世話する人、援助者の状況、経済状況、借金、心理的状況などを

明らかにする。デュッセルドルフ市のひとり親家庭の母親が抱えている生活問題

として多いのは、保育所の不足と借金である。子どもが3歳未満の失業給付Ⅱの受

給者は、ケースマネジメントを受けることは義務となっていない（子どもが3歳に

達すると義務になる）。しかし、デュッセルドルフ市では、子どもが3歳になる前

に声をかけ、できるだけ早い段階からケースマネジメントを行っている。 

 次に、ケースマネージャーは対象者の就労能力を以下の4つの段階によって評価

する。4つの段階とは、労働市場に一番近い段階から一番遠い段階までの4段階で、

①最も労働市場に近い高学歴者、②状況は良いが、職業訓練に欠ける人、③心理

的サポートの必要な人、④就労することがまったく難しい人の4つである。 

 ①の最も労働市場に近い高学歴の人には、すぐに仕事を斡旋できる場合が多い。

デュッセルドルフ市の場合、事務系の仕事が多く、事務系の仕事に就く人が多い。

この場合、パソコンの能力が必要となる。それ以外は、販売員やレストラン勤務

等のサービス業、あるいは介護や教育等のソーシャルサービスである。ここで職

業を斡旋した人の内、約75％はフルタイマーとして働くようになり、約25％がパ

ートタイマーになっている。ドイツの場合、近年パートタイマーが増加してきた

といえども、未だフルタイマーの雇用枠が多く、雇用主がフルタイマーを好む傾

向がある。そのため、子どもがいるひとり親家庭の母親であっても、フルタイマ

ーの方が職業斡旋しやすいという特徴がある。ただし、フルタイマーになっても、

賃金が低く、働きながら失業給付Ⅱを受給している人もいる。それゆえ、これは

失業給付なのかという世論も存在する。 

 ②の職業訓練が欠けている人には、様々な民間の職業教育の場所を紹介する。 

 ③の心理的サポートが必要な人には、デュッセルドルフ市に所属しているソー

シャルワーカーが対応する。多い生活問題は、借金、アルコール依存症、トラウ

マや家庭内暴力などである。 
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④就労することがまったく難しい人にも、民間の職業教育機関を紹介する。そ

こでのプログラムは、大きく4つの段階からなる。(a)まず、3ヶ月くらいは労働生

活に慣れるようにするプログラムが用意されている。朝起きて人と会い、人の言

う事が実行でき、挨拶ができる状況など、社会性を身につけるプログラムである。

(b)それが出来たら次の3ヶ月間のオリエンテーションで、どのような仕事がした

いのか、またどのような仕事ができるのかを決定し、そのためにはどのようにし

たら良いかを決める。(c) その後、たとえば、介護の仕事に就こうと思うならば、

そのための職業教育機関に行き、職業教育を受ける。(d)最後は職業斡旋の段階で

ある。介護の場合はすぐに職業に就ける場合が多いが、上手く行かなければ他の

職業を斡旋するなどする。以上(a)～(d)の過程を終了する時間には個人差がある。

早ければ3ヶ月くらい、長くても18ヶ月くらいのプログラムとなっている。いずれ

の段階の人にも、子どもの保育が必要な場合には、市と連携して保育所の確保な

どを行う。 

 ケースマネージャーは、対象者の状況を把握し、その対象者が4段階の内、どの

状況にあるのかを把握した上で、就労支援のストラテジーを考える。つまり、4

つのそれぞれの段階によって、何が必要であるかを見分ける。具体的には、生活

状況を安定すべきなのか、労働市場に慣れてもっと活動的になれるように支援す

るのか、仕事に近づけるようにするのか、職業訓練が必要であるのかなどについ

て考える。デュッセルドルフ市の場合、学歴が低く、専門教育を受けておらず、

就労意欲がなく、経験もなく、家族の問題を抱えている人が全体の約80％を占め、

就労支援が容易ではない。そのため、ケースマネージャーは、就労のためのケー

スマネジメントにおけるプロセスを大切にしている。また、ケースマネージャー

と対象者とが今後の目標（方向性）を決めた後は、個々人の条件に応じて、ケー

スマネージャーと定期的に面会する場合としない場合とがある。 

ハルツ改革後のケースマネジメントに対する評価として、ケースマネージャー

は、改革後ケースマネジメントを受けることによって、これまで稼働能力がある

にもかかわらず働いていなかった人が働けるようになった点で評価できると述べ

ていた。理由は、①良いケースマネジメント、②良い職業教育・訓練、③それを

受けている間の財政的バックアップの3つにある。 
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4. 民間組織によるひとり親家庭の母親に対する職業教育 

ARGEにおけるケースマネジメントの後、失業給付Ⅱを受給している人は、様々

な民間の職業教育機関に行くことになるが、本節では、職業教育を行っている2

ヶ所、Zukunftswerkstatt Düsseldorf（未来ワークショップデュッセルドルフ）と

Diakonie Kaiserswerth（ディアコニー）のスタッフに対する面接調査をもとに、ひ

とり親家庭の母親に対する職業教育の現状について明らかにする。 

まず、Zukunftswerkstatt Düsseldorfについて。この組織は、ARGEやデュッセル

ドルフ市から委託を受け、家族や失業者の家族問題に対応する有限会社である（以

前は非営利組織であった）。この組織は20年前に設立され、当初のプロジェクト名

は「女性プロジェクト」であったが、最近「職業と家庭」というプロジェクト名

に変わった。主な活動は3つある。1つ目は、ARGEから依頼された失業給付Ⅱの

受給者に対する職業教育である。2つ目は、市から委託され、3歳以下の子どもを

預かる場所の創設である。3つ目は、EUのプログラムの受託であり、このプログ

ラムに基づいて、一旦仕事をやめた女性の再就職の支援を行っている。このプロ

ジェクトの中で、30%の資金をひとり親家庭の母親に使用している。スタッフは4

人の女性で、1人は事務、3人はソーシャルワーク的な教育学の専門家である。3

人の内、1人はひとり親家庭の母親を担当し、2人がEUプログラムを実施している。 

失業給付Ⅱを受給しているひとり親家庭の母親に対する職業教育の内容は以下

の通りである。最初、3ヶ月間はオリエンテーションを行う。この期間に、スタッ

フは、家族からの支援、子どものこと、経済状況など、ひとり親家庭の母親の生

活状況を分析したり、色々なテストを行う。そしてこの間、算数やコミュニケー

ションスキルを高めるための基礎的なトレーニングによって、ひとり親家庭の母

親が自信を培うプログラムを実施する。これは、3人から5人のひとり親家庭の母

親だけのグループワークによって行われる。その際、自分のことについて他者の

前でプレゼンテーションを行うが、離婚について話すこともある。 

スタッフによれば、失業給付Ⅱの受給している人の中で、とくに学歴の低いひ

とり親家庭の母親に対する支援として重要なことは、「自己をいかに高めるか」と

いう点にある。スタッフは以下のように述べていた。「学歴が低い人の女性像には、

働かず家にいて夫の帰りを待つという意識が強く残っており、離婚した場合、自

分のすべてが否定されたと感じ、仕事に就こうとしても、否定されたというネガ
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ティブな自我像が強く出てくるので、そこを転換し、自分のことは自分で責任を

持つことができるようにすることが非常に大切である。それは、これまでの古い

自我像を改革することを意味するが、その内容がコミュニケーショントレーニン

グに入っている」と。 

オリエンテーションの後は、3つのグループに分かれる。①ここに残ってトレー

ニングを続ける人（全体の30%）、②インターンシップを行い、職を得る人（高学

歴者に多い、全体の30%）、③別の職業訓練機関で長期トレーニングを行う人（全

体の30％）である。残りの10％については不明である。①では、パソコンの訓練

を行ったり、売り場を想定し、売り場でのコミュニケーショントレーニングを模

擬的に行ったりする。また、外国人の場合、ドイツ語を習得する。 

次に、Diakonie Kaiserswerthについて。ディアコニーは、ドイツの6大福祉団体5)

の１つである。この組織は、教会に関係する組織で、以前は修道院であり、約100

年前から教会奉仕活動をしている歴史があり、就労支援も社会的な義務として行

っている点が特徴である。広い敷地の中に、職業教育、職業訓練場、家族支援、

老人ホームや障害者施設、保育所、幼稚園、青少年センターなどの教育施設、本

屋などの店舗がある。その中で、職業教育を行っている女性スタッフに対して面

接調査を行うとともに、職業教育の教室で参与観察を行った。このスタッフの専

門はコミュニケーションで、自宅では家族相談のオフィスを経営している。 

面接調査を行った際、職業教育を受けている1クラスのメンバーは20名のひとり

親家庭の母親で、平均年齢31歳であった。全員、失業給付Ⅱを受け、ARGEから

来所した人たちであった。この人たちがこの職業教育を受けると、1時間につき、

1ユーロと交通費が支給される。注目すべきことは、職業教育の受講期間中、彼女

たちには、子どもが習い事などに行くような経済的余裕はないが、失業給付Ⅱに

よって、健康保険もあり、家もあり、食べ物も足り、なんとか生活ができるとい

う点である。ディアコニーの職業教育の運営費はすべて、ARGEによって賄われ

ている。彼女たちは、皆、これまで専業主婦で何年間も家族のことだけを考えて

いたため、職業能力に欠けるか、外国から移住してきたために、以前有していた

資格が役に立たなくなった人たちであった。ただし、施設や病院も所有している

ディアコニーは介護職や看護職などのより専門的な資格を得るための専門教育施

設を有しているために、この職業教育の後に、ひとり親家庭の母親はディアコニ
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ーの専門的な専門教育施設で専門的な資格を得ることができる。それゆえ、ARGE

のソーシャルワーカーは、労働市場に近い人たちをディアコニーに紹介していた。 

 この職業教育の教室のプログラムは10ヶ月間で、その間に、ひとり親家庭の母

親の能力や意思を見極めることになる。最初の3ヶ月間は家庭の生活から離れてデ

ィアコニーに「つく」ことを目的とする授業内容となっている。受講者は、朝8

時までにここに到着し、9時から14時15分まで（休憩30分）、教室で他の人と一緒

に勉強する。帰宅後も宿題がある。勉強の内容は、ドイツ語、英語、数学、就労

に関する発表、ディアコニーと関係のある学校、仕事、教育の紹介などである。

最初、この授業では、チームを作るための授業を行う。教室でお互いに、子ども

のこと、子どもの父親のこと、経済的なことなど、自分の生活事情について話し、

お互いの信頼関係を作っていく。この間、スタッフは、多くの質問をする。また、

1ヶ月に1回、スタッフとひとり親家庭の母親との個別相談があり、その際に、ひ

とり親家庭の母親は他人には言えない特別な相談もする。この3ヶ月間において、

スタッフは、この教室のひとり親家庭の母親の能力を理解し、誰に多くの相談が

必要か理解し、誰が何をするのか、またどのような支援が必要かを考える。 

筆者は最初の3ヶ月間の期間になされている授業で、とくに実習に関する授業の

参与観察を行った。授業は、以下のように、スタッフがひとり親家庭の母親に多

くの質問を投げかける形で展開されていた。内容は、チームワークについて、経

験、仕事の意欲、仕事中のトラブルへの対処、ひとり親家庭に対して先入観を持

つ人への対処、子どもが病気になったときの対処などについてである。いずれも、

ひとり親家庭の母親であることの利点を活かしてポジティブに働けるようにエン

パワメントする支援内容となっている。たとえば、スタッフはグループワークに

おいて、以下のようにひとり親家庭の母親に話しかけていた。 

 

自分がひとり親家庭の母親だというと雇用主は不安になるかもしれません。も

し子どもが病気になったらどうしますか。ひとり親家庭の母親に先入観を持つ 

人もいます。でも、職場で自分の能力を見せてください。ひとり親家庭の母親

でもよく仕事ができるところを見せてください。ひとり親家庭の母親として働

いても、子どもの教育ができるところを見せてください。ひとり親家庭の母親

は経験のない人よりも、よく仕事ができますよ。よく責任を取りますから。さ
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て、病気になったらどうしますか。手助けする人を今から探してください。 

 

この後、具体的にだれを手助けする人にするか、それぞれの人が回答し、教室

で話し合いがなされていた。 

教室で3ヶ月職業教育を受けた後、社会的なサービス部門、教育部門、老人ケア、

保育所など、関心のある場所で6週間の実習を行う。希望の仕事が自分に合ってい

るかを確かめる実習であり、実習後、スタッフは、職場の人から各実習者の職場

での能力について聞き取りを行う。実習の後に行われる3ヶ月の授業では、科目も

増え、授業内容も難しくなる。数学、英語、ドイツ語のテストをする。1週間に1

日は、教室で、各自の能力や得意分野をもとに職業適性について考える個人的相

談を行う。また、パソコン資格の証明書も取得する。この後、2回目の実習を6週

間行う。最初の実習場所が合っている人は、同じ場所に行き、合わなかった人は、

別の場所に行く。最後のステージでは、はっきりした目標と希望の職業を決め、

より専門的な職業教育の場所に行くことを決めるか、あるいは就職活動を行う。

この際の内容は、個別相談が中心である。会社の面接には、スタッフも同行する。 

この職業教育後、ひとり親家庭の母親のなかには、看護師の資格の取得など、3

年間のより高度な専門的な教育をディアコニーの別の教育機関で受ける人もいる。

2006年は、21人中、3人がより高度な専門的教育を受ける機関に行った。注目すべ

きは、その際、ARGEから教育のクーポンが渡される点にある。その他、15人は

就職し、3人はこの教室を卒業できなかった。ディアコニーのスタッフは、ハルツ

改革に対して、「人が仕事に帰ることができる」点を評価していた。先に紹介した

「未来ワークショップデュッセルドルフ」と比べた場合のディアコニーの特徴は、

ディアコニーは専門的な教育機関を持っているため、専門教育ができるとともに、

ひとり親家庭の母親が最終的に専門的な職業に就けたかどうか、教育の結果を重

視している点にある。 

 

5. 非営利組織によるひとり親家庭に対する家族支援 

本節では、Ev. Familienbildung in Düsseldorf（福音家族施設デュッセルドルフ）

とDeutsches Rotes Kreuz（ドイツ赤十字社）の面接調査をもとに、ひとり親家庭に

対する家族支援の現状について明らかにする。 
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 まず、Ev. Familienbildung in Düsseldorf（以下、エファーとする）の活動につい

て。この組織は、プロテスタント系の非営利の福祉団体であり、13人のスタッフ

が活動を行っている。その内、20年のキャリアをもつ1人の女性ソーシャルワーカ

ーがひとり親家庭の支援を担当しており、そのソーシャルワーカーに面接調査を

行った。エファーでは、ひとり親家庭の家族支援を目的にグループワークを行っ

ている。主な活動は大きく2つある。1つは、ひとり親の様々な悩みを解消するた

めのひとり親に対するグループワーク（「会話の会」）である。グループワークを

している間は、参加者の子どもたちの保育も行っている。もう1つは、ひとり親の

ネットワークづくりを目的に、日曜日の朝にひとり親の家族が集まって朝食をと

る「日曜日朝食会」である。財源は、市と州による。国の社会教育の法律に基づ

いて、この地域では2000時間の家庭教育がなされなければならず、その財源が使

用されている。「会話の会」においては、参加者は1回の保育料として2ユーロを支

払う。参加者の約70％は、経済的な問題を抱え、学歴が低い人である。 

 まず、「会話の会」においては、6人から7人のひとり親家庭の母親が集まり、お

互いの経験をもとに、日常生活について話し合う。ソーシャルワーカーが毎回テ

ーマを決めて、そのテーマについて次回までに考えてくる、あるいはグループワ

ークのなかで明らかになった問題について次回までに考えてくる形で進められる。 

内容は、①一般的な子育ての仕方と②ひとり親家庭の母親が抱える特有の問題

についてである。①としては、たとえば、「子どもの世話をする時間があまりな

い。」などである。②としては、たとえば、「父親が土曜日に子どもと過ごす約束

をしたにもかかわらず、来なかった場合どうするか。」というような問題や面会権

について。また、「父親がいないから、子どもがまるで大人のように父親の役割を

演じようとする場合どうするか。」などについて。その他に、自分の母親との関係

や、子どもが父親とよい関係を続けていくことなどについて。ただし、離婚後も

子どもが父親と良い関係を続けていくことは非常に難しいという現状がある。 

 ここでのグループワークの目的は、個人の問題がその個人の問題だけでなく、

他の人も抱えている問題でもあることを理解する、つまり、各人が抱えている問

題は特殊な問題ではなく、普通の問題であることを理解することにある。そして、

最終的に「ポジティブな考え」が持てるように支援することにある。ここに1年間

通うことによって、多くのひとり親家庭の母親の自尊心は高まり、変化していく。 
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 グループワークにおけるソーシャルワーカーの役割は、①それぞれの状況に最

適なアドバイスをするとともに、②会話の中で、ひとり親家庭の母親が自分自身

で変わっていけるように、ポジティブな考え方ができるようにもっていくことに

ある。①のアドバイスの例としては、たとえば、子どもがいつも母親と一緒のテ

ーブルで食事をしない時、今から一週間、皆一緒にテーブルで食事するようにア

ドバイスし、次回のグループワークで「できましたか。」と聞くなど。あるいは、

子どもが言うことを聞かない場合の対処方法など。②の例としては、たとえば、3

人のひとり親家庭の母親は、前の夫に子どもを会わせたくなく、前の夫は子ども

の面倒を上手く見ることが出来ないと思っていたが、グループワークの中で考え

方を変化させ、実際に前の夫が子どもの面倒を上手く見ることができ、彼女たち

も考え方を変化させたなど。また、別の事例では、あるひとり親家庭の母親が、

関係が悪かった母のよい面をグループワークの中で見つけ、彼女たちの関係が実

際に良くなったなど。 

また、個別相談も行っている。たとえば、離婚して、デュッセルドルフ市に引

っ越してきたが、人とのつながりのないひとり親家庭の母親なども多く来所する

ため、スタッフはカウンセラーのように個別相談も行っている。また、ドメステ

ィクバイオレンスや経済的な問題など、エファーで対応できない問題については、

専門の相談機関を紹介するようにしている。 

 次に、ドイツの6大福祉団体のひとつであるドイツ赤十字社によるひとり親家庭

への家族支援について。ドイツ赤十字社は、ひとり親家庭特有の家族支援のプロ

グラムをもっているわけではなく、子育てをしているすべての親を対象にした「家

庭教育」のプログラムを独自に作成し、実践している。理由は、ひとり親家庭だ

けを引き離したプログラムは良くないという考えのためである。本調査では、約

30年間、家庭教育のソーシャルワーカーを務め、現在、家庭教育のプログラムを

作成している女性ソーシャルワーカーに面接調査を行った。 

 ドイツ赤十字社は、子どもから高齢者までの家庭教育プログラムを作成し、実

践している。最近、ドイツでも、子どもをテレビの前に長時間座らせておくなど、

両親があまり子どもと会話をしない、あるいは3世代同居が少ないデュッセルドル

フにおいては、子育ての仕方が分からない親も多くいる。 

そこで、ドイツ赤十字社では、子どもを対象にした様々なプログラムを実践し
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ている。たとえば、以下の通りである。①16歳から19歳までの青少年が、1つの家

庭を選んで、週１回、その家を訪問し、子どもの世話をするプログラム。そして、

家庭に問題があるときにのみ、ソーシャルワーカーが介入する。②ここではベビ

ーシッターの教育も行っており、各家族にここで養成したベビーシッターを紹介

するプログラム。③ボランティアが、ドイツ語が正しく話せない、あるいは読め

ない子どもの家庭に行って本の読み聞かせをするプログラム。④出産前の女性を

対象にしたリラックスプログラム。ドイツでは、1994年から出産前教育は病院で

されるようになったが、医学的な教育に偏っているため、ドイツ赤十字社では、

子どもが生まれても、母親自身の時間を大切にすることの必要性や出産後の家族

関係の変化など社会的な側面の教育を行っている。また、よい食べ物や健康の教

育、また母親と子どもがリラックスするためのセラピーの場所の紹介など。⑤1

歳までの子どもを対象にした「エルバ」(Eltern mit Babys im ersten Lebensjahr: 

ElBa)という家族教育プログラムと1歳以上の子どもを対象にした「シュピコー」

(Spiel- und Kontaktgruppen für Eltern mit Kindern von 1-3 Jahren: SpiKo)という家庭

教育のプログラム。エルバは、両親が集まって、小さい子どもに関する様々な問

題についてソーシャルワーカーが話し合うグループワークである。シュピコーで

は、子どもの体育や遊びを行う。また、親が自分自身の時間をとり、リラックス

することが重要なため、ヨガなど、親がリラックスできるようなプログラム内容

となっている。エルバとシュピコーに関しては、国からプログラム実施のための

費用の内の7％から8％の補助金が出ているが、基本的には参加者の自己負担とな

っている。1回90分、20回で80ユーロである。経済的に支払いが難しいひとり親家

庭の場合は、半額負担となっている。⑥家族に関する個別相談も無料で行ってい

る。 

 ⑤のプログラムは、インタビュー対象者のソーシャルワーカーと研究者とが共

同で、1997年から実践しているプログラムである。赤十字のメンバーの内、プロ

グラム作りをしているのは、彼女１人だけで、家庭教育を担当しているソーシャ

ルワーカー100名がこのプログラムをデュッセルドルフ市の21区の各市民会館の

ような場所において実践している。 
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6. おわりに 

 今後日本に必要なことは、ひとり親家庭の母親が「より専門性の高い仕事」に

就けるような就労支援の中身について検討することにある。日本には、失業給付

Ⅱに相当するような制度がないために単純に日本とドイツの状況を比較すること

はできない。とはいえ、本研究から、ドイツでは、失業給付Ⅱや他の手当てによ

って所得保障がなされる中、ひとり親家庭の母親が①「ひとり親家庭の母親向け

の質の高い職業教育」を、しかも、②「長期間」受け、専門性の高い資格を得る

ことができる点が明らかとなった。以下、ドイツから示唆される点についてまと

める。  

 第1に、ひとり親家庭の母親に対する就労のためのケースマネジメントが、以下

の2点において充実されるべきである。1つ目は、就労のためのケースマネジメン

トの対象者について。日本の場合、2005年より、児童扶養手当者を対象にした母

子自立支援プログラムや、生活保護受給者あるいは児童扶養手当受給者を対象に

した生活保護受給者等就労支援事業に基づいて、就労のためのケースマネジメン

トが、福祉事務所、母子家庭等就業・自立支援センター、公共職業安定所の連携

によって行われている。しかし、就労のためのケースマネジメントは義務化され

ておらず、プログラムを希望する人のみがケースマネジメントを受けている。一

方ドイツでは、労働市場に最も近い人から遠い人までを大きく4段階に分け、それ

ぞれに見合った対策が採られている。本稿では、日本における就労支援の義務化

について結論を出すことは避けたいが、少なくとも、日本においても、ドイツの

ように、稼働能力があるが、就労することが困難な状況にあるひとり親家庭の母

親に対してこそ、就労のための最も手厚いケースマネジメントがなされるべきで

はなかろうか。2つ目は就労のためのケースマネジメントが行われる場所について。

厚生労働省は、公共職業安定所、福祉事務所、及び母子家庭等就業・自立支援セ

ンター（2003年にスタート）との連携を考えているが、連携が上手く行かないケ

ースも少なくない（近藤, 2008）。一方、ドイツの場合、ハルツ改革以後、ワンス

トップサービスを目指し、1ヶ所のARGEで、就労と生活に関するトータルなケー

スマネジメントが行なわれている。就労支援のためには、直接的な就労支援だけ

でなく、生活全体の支援が必要であるが、日本でもドイツのように、1ヶ所で完結

した就労・生活支援のためのケースマネジメントが行われるべきではなかろうか。 
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第2に、就労のケースマネジメント後の職業教育が以下の2点において充実され

るべきである。1つに、職業教育の内容について。職業教育は、グループワークと

ケースワークを組み合わせて、長期間、体系的に行われるべきである。ドイツで

は、先にも述べたように、ひとり親家庭の母親だけを対象にした就労のためのグ

ループワークとケースワークが長時間かけて十分になされていた。日本でも、母

子家庭等就業・自立支援センターやセルフヘルプグループのNPO法人が就労のた

めのグループワークやケースワークを行っているが、ディアコニーのような長時

間かけた、体系的なプログラムにはなっていない。ディアコニーはドイツの中で

もよいサービスを行っている典型事例といえるのだが、この点がドイツと日本の

大きな違いであるといえる。日本でも、ひとり親家庭の母親固有の、長時間かけ

た、体系的な職業教育が必要である。もうひとつに、職業教育と職業訓練時にお

ける所得保障について。職業教育や職業訓練時に所得保障が十分になされるべき

である。日本では、ひとり親家庭の母親が介護福祉士や看護師等の資格を取得し

ようとする場合、高等技能訓練促進費を受給する方法がある。2003年4月から2007

年12月までに、これにより、就業したひとり親家庭の母親は、1902人で、その内、

1625人が常勤職員となっている（厚生労働省, 2008: 25）。このことは、専門性の

高い資格を有することによって、常勤職員になれる道が開けることを意味する。

だが問題は、自治体によっては、この制度を設置していないという点にある。一

方、ドイツの場合、失業給付Ⅱによって所得保障されながら、職業教育や職業訓

練を受け、より専門性の高い仕事に就けるよう目指すことができる。日本におい

ても、高等技能訓練促進費を全自治体に設置するように努めるとともに、職業教

育期間中、十分な所得保障を行うべきである。 

第3に、ひとり親家庭を対象にした家族支援について。日本では、セルフヘルプ

グループが少し実践している程度であるが、グループワークの効果は高いため、

日本においてもソーシャルワーカーによるひとり親を対象にしたグループワーク

が各地で実践されるべきではなかろうか。 

 

付記：本研究は、科学研究費、基盤研究(A)、課題番号19203028、中嶋和夫研究代

表「超少子高齢・人口減少社会に対応する家族福祉モデルの構築に関する研究」

による研究である。また、本調査とひとり親家庭の状況に関するデータ収集にお
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いて、デュッセルドルフ大学の島田信吾教授と同大学のPhoebe S. Holdgrün助手に

ご協力いただいた。 

 

注 

1）ハルツ改革の法的解釈に関する文献は、日本で多くの先行研究がある。たとえば、

（布川, 2004）、（野川他, 2006）、（田畑, 2006）などである。 

2）従来の制度で「失業給付」と呼ばれていた「失業給付Ⅰ」は失業保険によるもの

であるのに対し、「失業給付Ⅱ」は連邦政府の一般財源による基礎保障である。失

業給付Ⅰの期限が切れた人が失業給付Ⅱを受給するだけでなく、専業主婦だった女

性が離婚し、低所得の場合、失業給付Ⅱを受けることも可能である。失業給付Ⅱを

受給できる人は、社会法典第Ⅱ編7条で規定されており、①15歳以上65歳未満の者、

②稼働能力がある者、③要扶助性のある者、④通常の居住がドイツにある者である。

さらに、失業給付Ⅱの受給者とともに暮らす15歳未満の人、及び失業給付Ⅱの受給

者とともに暮らす稼働能力のない15歳以上65歳未満の人には「社会手当て」が支払

われる。失業給付Ⅱの受給者に対しても、社会扶助と同様に、収入と資産を処分し

なければならない原則が存在するが、ただし、一部の収入や資産は保有できる（野

川他, 2006）。失業給付Ⅱの基準給付月額は345ユーロであるが（2007年1月現在）、

失業給付Ⅰから失業給付Ⅱへの移行者には、追加給付がある。 

3）稼働能力に関しては、社会法典第Ⅱ編8条で規定されている。 

4）より詳細な内容については、（野川他, 2006: 41-42）を参照されたい。 

5）ドイツの6大福祉団体とは、ディアコニー奉仕団、カリタス連合、労働者福祉団、

パリテーティシュ福祉団、赤十字社、ユダヤ中央福祉センターである。 
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