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 アパート強制退去、貧困の中で追い詰められた母親 
2014 年 9 月、千葉県銚子市の県営住宅で、シングルマザーの母親が、無理心中で中２の

娘を殺害した。今年、6 月 12 日、千葉地裁は母親に対し「懲役 7 年」の判決を言い渡した。 
新聞報道によると、事件当時 43 歳だった母親は、中学 2 年だった 13 歳の娘とともに、

県営住宅に居住していた。しかし、2 年にわたって家賃を滞納したため、明け渡しの強制

執行が行われることとなった。母親は娘と２人暮らし。給食センターでパートとして働き、

時給は８５０円、月給は４万～８万円。児童扶養手当などを合わせても、毎月の収入は１

１万～１４万円。時期によって極端に少ない月もあった。２０１２年途中から家賃を滞納。

娘の中学入学の準備のため、１３年２月ごろヤミ金に手を出した。 
 強制執行日の昨年９月２４日朝、同じ布団で寝ていた娘の首をはちまきで絞めた。母親

自身も自殺するつもりであったが、自殺を決行する前に強制退去の執行官らが来訪し、呆

然としている母親と息絶えた娘を発見した。裁判員裁判の中で母親は「お金がなく、相談

する人もいない。（自分も）死ぬことが一番いいと思った」と語った。通帳の残高と所持金

は計 4,680 円だった。強制執行は、市側には伝わっていなかった。被告は、市役所に生活

保護について尋ねに行ったが、申請することが出来なかった。 
判決で佐々木裁判長は「身近に頼りにできる者もいなかった。原因のすべてが被告自身

にあったということはできない」と述べた。 
 「県は、母子の年齢や家族構成を把握しており、当然、中学生の娘がいることも知って

いた。家賃を払えない状態であることも、当然、把握していた。それなのに、居住してい

た母娘からの状況の聞き取りや調査はなく、いきなり強制退去を迫った。」給食センターに

パート勤務していた母親には、夏休み明けとなる 9 月の就労収入はなかった。千葉県の対

応は、困窮状態の母親に対して、本人からの申請が無かったからとして、「家賃減免制度」

について全く説明していなかった。シングルマザーであるゆえの困難に加え、多重債務、

家賃滞納、そして強制退去。このように切羽詰まった状況への救いとなるのは、「生活保護」

しかない。しかし、その生活保護も行政側の「水際作戦」で追い返される。母親は 2 回に

わたり、生活保護を申請するために、銚子市役所を訪れている。しかし 2 回とも、「仕事を

しているから、申請してもお金が下りない」という説明を受けたという。給食費免除、児

童手当・児童扶養手当の受給、国民健康保険等の滞納が把握されているのに、「生活保護」
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を必要とする困窮状況とは推察されず、申請意思はないものとされた。結果は「母親によ

る娘殺し」という悲劇が起こった。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

暖かいお心のこもった会費・ご寄付等有難うございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 今後の活動予定 
・国際交流協会アミーゴス来訪 ８月７日（金）午前１１時～ 三島カトリック教会 
・外国籍生徒の夏休み勉強会  7/30（木）、8/8（土）、8/13（木）、8/15（土）、8/20（木）、

8/22（土）、8/27（木）、8/29（土）、いずれもカトリック

教会にて、午後２時から午後５時まで、生徒２０数名、

手伝いのできる人はお願いします。 
・食料物資搬入 7/31 予定。 
・アミーゴス９月例会 ９月２５日（金）午後７時～ 三島カトリック教会 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

カサ・デ・アミーゴス 2015  
総会及び講演会、交流会報告 

 ２０１５年６月２０日（土）、午後１時から、三島カトリック教会にて、アミーゴス総会と記念講演

会、その後、同じ会場で交流会が行われた。 

＜会費及び寄付＞ 

5/4 瀧 盛喜智 様 

5/8 浅川 隆子 様 

5/9 日本語教室（代表小国さん）様 

5/19 田中 中子 様 

6/20 Sr 寺田 和子 様 

6/20 匿名寄付者 様 

6/20 河村 光人 様 

6/20 伊是名（イゼナ）啓子 様 

6/20 高原 静子 様 

6/20 角田 裕子 様 

6/20 百瀬 秋彦 様 

6/20 遠藤 俊子  様 

6/20 覚本 直人 様 

6/20 覚本 雅世 様 

6/20 菊池  博 様 

6/20 中西 長 様 

6/20 野沢 洋子 様 

 

 

6/20 堀  考信 様 

6/20 水野 義夫 様 

6/20 水口 英男 様 

6/20 桃田 和加子 様 

6/20 渡辺 裕子 様 

6/20 相田美代子(高田良子)  様 

6/20 小澤 輔夫 様 

6/20 匿名外人 様 

6/20 匿名  様 

6/25 鈴木 二海子 様 

7/25 志賀 賢子 様 

 ＜物品等＞ 

5/4 中西 長 様、お米 

5/6 山田 芳子 様、玉ねぎ・タオル類 

5/6 鈴木 二海子 様、お米 

5/11 高原 静子 様、 野菜 

6/16 立正佼成会 様、子供用衣類 
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    ＜総会 高原代表挨拶＞           ＜講演会 二人の講師>          <講演会 質疑> 

講演会は４０人を超す参加者で、総会は１３時から１３時４０分頃まで、前年度の活動報告と会計報

告（別紙参照）、また、第 10 回移住労働者と連帯する全国フォーラム・関門 2015 への参加報告（別紙

参照）が有りました。次年度役員体制は従来どおり。 

 総会後、下記、記念講演がありました。 

記念講演会：「外国につながる子供たちの将来」 
 講師①アルベルト松本 氏（Juan Alberto MATSUMOTO） 

(ブエノスアイレス サルバドル大学国際関係学部卒)  
   ②カルロス西岡 氏（国際基督教大学教養学部 4 年生） 
  外国籍の子供達が置かれた、大変困難な学習環境の中で如何に目的意識を持ち自分の将来をにらん

で学習を進め、日本での社会的活動基盤を築いていくか等をそれぞれの立場を踏まえて分かりやく

すは成されました。後援の後、活発な質疑応答が有りました。 

＜交流会＞ 
交流会は、１００名を越す延べ人数で、スペイン語圏、ポルトガル語圏、英語圏や日本語圏の関係者が

参加し、それぞれのお国自慢の料理が並べられ、歌やダンスで大いに賑わいました。 

 

 

 

 

 

＜ソプラノの歌声＞                   ＜歌声に聞き入る聴衆＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アマチアバンド＞ 

＜お国自慢料理＞ 

＜陽気なダンス＞ 
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＜アミーゴス活動報告＞ 
 ６／１１（木） 

高原さんと百瀬さんが、トラックで東京に食料品を取に出かける。午後４時頃、皆で、大場の食料倉庫

で荷卸を手伝う。３０分程度で荷下ろしは終了。 

 ６／２０（土） 

午前９時過ぎ、大場の食料倉庫に出かけ、１０時頃から、食品をカトリック教会に運ぶ。教会で総会準

備作業。午後１時からアミーゴス総会、最初は２０数名だったが遅れて沢山の人が集る、外国人も含め

７，８０名が集った。総会は４０分程度で終了。その後、講演会、３時過ぎから交流会、歌やダンスと

料理で賑あう。５時過ぎ終了。 

 ６／２５（木） 

午前１０時頃、F 市役所で、ペルー系の母子 U さんの児童福祉手当て不支給の件で、本人と一緒に子育

て課に出向き、スペイン語の通訳を依頼して、窓口で不支給の理由について問い質す。彼女はシングル

マザーで６歳の男の子がいる。子供の父親は認知しているが、別家庭があり正式に結婚していない。窓

口の担当者の説明だと、２年前に住宅に男性が出入りしていたが、彼女に身元と居合わせたが、説明が

無いので児童福祉手当ての支給を止めたとのことだった。きちんと身元を明らかにして、問題なければ

手当ての支給を遡って行うとのこと。彼女に説明し、身分を明かす書類を提出するように伝える。 

６／２６（金） 

午後７時からアミーゴスの例会 

＜内容＞ 

１．２０１５年度カサ・デ・アミーゴス総会、記念講演、交流会総括 

２．移住連全国フォーラム参加報告（水野） 

３．アミーゴス財政報告（水野＆高原） 

４．相談報告（堀）母子扶養手当の件 

５．食料支援活動報告（高原）・食品入庫状況、・食品配布状況、・今後の入庫予定、 

６．学習支援活動報告（小澤） 

８．その他、会報の発行体制の検討 

 ７／２４（金） 

名古屋セカンド・ハーベストから食料品の入庫。午後７時からアミーゴスの例会 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

資料 ＜母子家庭(シングルマザー)の９つの手当て、助成金等＞ 
１．児童手当 
日本国内に住む 0 歳以上中学卒業までの児童が対象となる手当です。受給額は以下の通りです。 
3 歳未満：月額 10,000 円 
3 歳以上：第 1 子、第 2 子 月額 5,000 円、第 3 子以降 月額 10,000 円 
 
２．児童扶養手当 
父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、
地方自治体から支給される手当です。手当は、基本の額と、所得に応じてそれに対する支給停止額から
決定されます。基本の額は、次のようにして定まります。 
児童が 1 人 – 月額 41,720 円 
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児童が 2 人 – 月額 46,720 円 
児童が 3 人 – 月額 49,720 円 
※以後 – 児童が 1 人増えるごとに月額 3,000 円追加 
所得額が制限額を超えた場合は児童扶養手当は支給されなくなります。 
 
３．児童育成手当 
18 歳まで(18 歳になった最初の 3 月 31 日まで)の児童を扶養するひとり親家庭が対象で、児童 1 人につ
き月額 13,500 円が支給されます。所得制限があります。 
 
４．特別児童扶養手当 
精神又は身体に障害を有する 20 歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、その児童の保護者
に対して支給される国の手当です。 
2 つの級のうちいずれかに該当する児童で、その父母または監護者が受給者となります。所得制限額を
超える場合には手当は支給されません。 
1 級 – 月額 50,750 円 
2 級 – 月額 33,800 円 
 
５．遺族年金 
遺族年金の支給額は、加入している社会保障制度・家族構成によって受け取れる金額が異なります。遺
族年金の受取り例は以下の通りです。 

 

 
６．母子家庭・父子家庭の住宅手当 
20 歳未満の児童を養育している母子（父子）家庭の世帯主で、月額 10,000 円を超える家賃を払ってい
る方などを対象に助成制度を設けています。各自治体で支給条件が定めらえれていますので、詳細はお
住まいの地域の自治体に確認してみてください。 
 
７．生活保護 
健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、その程度に応じて生活保護費が支給されます。生活
保護は、一人ひとりの個人ではなく世帯単位での生活保護費の支給になります。 
生活保護には、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の７種類が
あり、世帯状況を考慮した上で保護基準に従い支給されます。 
受給できる金額は、お住まいの土地や収入や家族構成により異なってきます。 最低限の暮らしがその
地域で出来るような金額が計算されます。 
 
８．ひとり親家族等医療費助成制度 
ひとり親医療費助成金制度は、母子家庭等に対しその医療を受けるのに必要な費用の一部を助成するこ
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とにより、母子家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とした制度です。受給条件や受給額等詳細に
ついては、各自治体によって異なります。 
 
９．乳幼児や義務教育就学児の医療費助成 
乳幼児や義務教育就学児の医療費助成は対象年齢の拡大や自己負担の撤廃など、全国的にその助成内容
は充実しつつあります。 
  
母子家庭（シングルマザー）の７つの減免、割引制度 
１．所得税、住民税の減免制度 
寡夫控除とは、納税者本人が寡夫の場合に、受けられる所得控除のことです。寡夫にあてはまる人は、
次の３つの条件を全て満たしていることが必要です。 
①妻と死別、あるいは離婚後に単身で生活している人や妻の生死が不明な人。 
②生計を同じくする子どもがいる人で、その子どもの総所得金額が 38 万円以下の場合。 
③合計所得金額が 500 万円以下の場合。 
住民税から 26 万円と所得税から 27 万円を控除することができます。 

所得税について、事業所に雇用されている方は、給与担当者へ、自営業の方は、確定申告のとき、税務
署へご確認ください。住民税について、詳細は区市町村の住民税窓口へお問い合わせください。 
 
２．国民年金・国民健康保険の免除 
国民年金には、所得が少なく、保険料を納めることが困難な場合、本人の申請によって保険料を全額、
または半額免除する制度が設けられています。 
国民健康保険は、所得が基準以下の家庭、退職や倒産など何らかの理由により収入が大きく減少した場
合に保険料の支払いが困難なときには、保険料を減免できる場合があります。 
 
３．交通機関の割引制度 
母子家庭や父子家庭などは交通機関の割引制度があります。児童扶養手当を受給している世帯は、JR
の通勤定期乗車券が 3 割引きで購入できます。また、公営バスの料金が無料や割引になるものもありま
す。 
 
４．粗大ごみ等処理手数料の減免制度 
児童扶養手当を受けている世帯には、粗大ごみ等処理手数料の減免制度があります。詳細はお住まいの
自治体に問合せてみて下さい。 
 
５．上下水道の減免制度 
児童扶養手当を受給している世帯などには、水道基本料金や料金の一部が免除される場合があります。
詳細はお住まいの自治体に問合せてみて下さい。 
 
６．非課税貯蓄制度(マル優) 
預金や郵便貯金、公債（国債、地方債）などの元本 350 万円までの利子所得で課税される所得税（通常
15%）と住民税（通常 5%）を非課税にできる制度です。通称マル優。 
 
７．保育料の免除と減額 
母子家庭を支援する制度として自治体ごとに保育料の免除や減額があります。 制度自治体によって異
なりますので、詳細はお住まいの地域の自治体に確認してください。 

 

 ＜編集後記＞  

暑い日が続きます。特に高齢者の方は熱中症のリスクが高まります。部屋の中でも水分を切らすと熱

中症にかかることがあるそうです。一人住まいの高齢者の方は要注意です。暑いからと、裸で扇風機

やクーラーをつけたまま寝込んでしまうと命取りになりますのでご注意下さい。 

 


