
今回は
滋賀県ひとり親家庭等生活実態調査の結果

について特集します。
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　新年あけましておめでとうございます。平成22年の新春を健やかに迎えられたこととお喜び申
し上げます。
　さて、滋賀県では、平成21年６月に母子家庭、父子家庭のみなさんがより安心して生活や子育て
ができるよう、日々の生活の状況や苦労されていることなどについて実態調査を行いました。
　調査に御協力いただきましたお母さん、お父さんには、お忙しい中たくさんの質問に回答いただ
き、まことにありがとうございました。
　今回のサポート定期便では、この調査の結果について特集します。



母子家庭の生活実態
母子家庭の世帯数は増加しています

　県内の母子家庭の世帯数は、今回の調査で11,846世帯（平成21年４月現在）と推計され、前回調査（平成17年３月）に
比べ、897世帯、8.2％の増加となっています。
　母子家庭となった原因については、「離婚」が84.4%で最も多く、前回よりも増加しています。

母子家庭の母の年間勤労収入の平均は186万円でした
　母子家庭の母の年間勤労収入は「100万円
～200万円未満」が37.9％で最も多く、次いで
「200万円～300万円未満」（20.3％）、「100万
円未満」（17.3％）となっています。
　また、その平均は186万円で前回（183万円
平成15年の年間勤労収入）よりやや増加して
います。なお、県内の一般世帯の勤労収入は
397万円から382万円に減少（毎月勤労統計調
査　厚生労働省）しています。
　各種手当や年金を含めた世帯の年間総収入
は、平均260万円でした。

養育費を受け取っているのは、養育費の取り決めをしている人の51.1％（全体の24.6％）でした
　養育費の取り決めの有無については、「取り決めをしている」は
48.1%で、「取り決めをしていない」（49.6%）をやや下回っていま
す。前回と比較すると、「取り決めをしている」（前回45.9%→今回
48.1%）が増加しています。
　養育費の取り決めをしている方に養育費の受給状況について
お尋ねしたところ、「現在も受けている」が51.1%で最も多く、次
いで「受けたことがある」（27.6%）、「受けたことがない」（19.6%）
となっています。前回と比較すると、「現在も受けている」（前回
47.0%→今回51.1%）が増加しています。
　養育費を現在も受け取っている方に養育費の月額についてお尋
ねしたところ、「2～4万円未満」が35.6%で最も多く、次いで「4～
6万円未満」（29.0%）、「6～8万円」（13.9%）となっており、平均は
約4万5千円でした。
　養育費の取り決めをしなかった主な理由としては、「相手に支払
う意思や能力がないと思った」、「相手と関わりたくない」、「交渉をしたがまとまらなかった」などが挙げられました。

就労形態の最多はパート・アルバイト
　母子家庭の母の就労形態については、
「パート・アルバイト」が38.2%で最も多
く、次いで「正社員」（36.8%）、「嘱託社
員・契約社員」（12.9%）となっています。
パート・アルバイトの割合は前回とほぼ
同じですが、正社員は前回（33.7%）より
増加しています。一方で、「無職」も前回
（9.1%）より増加し10.7%になっていま
す。
　母子家庭になったあと転職された方に
現在の仕事を見つけた方法についてお尋
ねしたところ、「広告や情報誌等で自分で
見つけた」が35.1%で最も多く、次いで
「公共職業安定所の紹介」（24.8%）、「知人
の紹介」（20.0%）となっています。就労形
態別に見ると、正規社員・自営業等に就いた方では「公共職業安定所の紹介」（27.9%）が最も多くなっていますが、非
正規社員等に就いた方では「広告や情報誌等で自分で見つけた」（45.0%）が最も多くなっています。
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調  査  時  期⃝平成21年6月3日～6月26日
調  査  方  法⃝�県内のひとり親家庭等の中から無作為抽出

した世帯に調査票を郵送して行いました。
調査票配布数⃝3,754
有効回答数件数⃝1,990� � 有効回答率⃝53.0％
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父子家庭の生活実態

子育て情報する知って得

父子家庭の世帯数は減少しています
　県内の父子家庭の世帯数は、今回の調査で1,174世帯（平成21年4月現在）と推計され、前回調査（平成17年3月）に比
べ、27世帯、2.2%の減少となっています。
　父子家庭となった原因については、「離婚」が74.0%で最も多く、前回から増加しています。

父子家庭の父の年間勤労収入の平均は341万円でした
　父子家庭の父の年間勤労収入は「200万円
～300万円未満」が21.1%で最も多く、次いで
「300万円～400万円未満」（20.1%）、「400万
円～500万円未満」（18.1%）となっています。
　また、その平均は341万円で前回（339万円
平成15年）よりやや増加しています。
　各種手当や年金を含めた世帯の年間総収入
は、平均395万円でした。

就労形態の最多は正社員
　父子家庭の父の就労形態は、「正社
員」が65.6％で最も多く、次いで「自営」
（16.1％）、「嘱託・契約社員」（5.4％）となっ
ています。前回と比較すると、「正社員」（前
回58.9％→今回65.6％）が増加し、自営や
「パート・アルバイト」（前回6.1％→今回
2.2％）等が減少しています。
　仕事上の不満や悩みについては、「子
どものことなどで、休むことが多い」が
20.4％で最も多く、そのほか「子どもの世
話や家事などで残業ができない」（17.7％）
となっており、ともに前回より増加してい
ます。

「早寝早起きしてますか」
　子どもたちが健やかに成長していくためには、運動、食事と十分な休養・睡眠が大切です。しかし、こうした基本的生活習
慣が乱れると学習意欲や体力、気力が低下すると言われています。昨日まで遅くまで起きていた子どもを早く寝かすのは
至難の技ですので、まずは、早起きするための工夫をご紹介します。

　　カーテンをあけましょう
　寝室の環境を見てみましょう。ベッドや布団の置き場所を光が届きやすい場所に変えてみてください。朝、カーテンを開
けて光や風を入れましょう。親が子どもを起こす場合は身体を起こして座位か立位にすると目覚めやすくなります。目覚
まし時計は歩かないと手の届かない場所に置くとよいでしょう。

　　朝のお手伝いは五感を刺激して
　朝の覚醒を促すには、五感への刺激が有効です。洗顔での水（湯）の感触、朝ごはんのにおい、新聞を読むこと、食器の配膳
などできることを一つ決めて持続させることが大切です。

　　目標を決めましょう
　早寝早起きをするために、まず挑戦してみたいことを決めましょう。例えば「10数えたら布団から飛び出す」「新聞をポス
トから持ってくる」「夜8時になったらテレビを消す」など、自分でできることを少しずつ積み上げていくことが大切です。

　目標を達成できたら、カレンダーにつけましょう。できてくると翌月が楽しみになります。毎日の変化を子ども自身が把
握するとともに、その成果をほめる大人の存在がとても大切です。

1

2

3

参考文献：家庭で・地域で・学校でみんなで早寝早起き朝ごはん
　　　　　　　　－子どもの生活リズム向上ハンドブック－（文部科学省）
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　厳しい経済・雇用情勢が続き、就職

活動をされている方にはとても困難

な状況が続いています。

　そこで、大津市子ども家庭課でた

くさんのお母さんの就職のお手伝い

をしているプログラム策定員の川
かわはら

原

さんに、だれもが戸惑う就職活動、そ

して緊張する面接についてのアドバ

イスをいただきました。

　「採用通知」…何度かハローワーク
に行ったり、会社での面接を経験され
た方ならこの「通知」ほどうれしいも
のはありませんね。就職に向けてのア
ドバイスをいくつか紹介します。
　まず、ハローワークで求人票を見
ることから始まりますが、求人票を

見ると、年齢の制限があるものと「不
問」となっているものがあります。問
題はこの「不問」です。ハローワーク
の紹介担当者に「不問」の理由を確認
することが大切です。明確な理由が
無ければ「応募」も可能です。
　また、ハローワークでは紹介担当者
を原則選ぶことは出来ませんが、紹介
担当者と「顔なじみ」になっておくと、
求職者の特性を知り、的確な求人を紹
介してくれるようになってきます。
　検索用パソコンでいきなり求人票
を見るのではなく、先ず、ハローワー
ク紹介担当者と面談されることをお
勧めします。時間がかかるような気
もしますが、結果的には担当者と面
談した後のほうが「よりあった求人
票」を見つけることができ、採用にも
早く行きつきます。
　大津のハローワークでは、「マザー
ズサロン」を併設しています。おかあ

さんなら誰でもこの「マザーズサロ
ン」を利用することができ、また、担
当者を決めて同じ担当者と面談する
ことができます。
　「マザーズ」で担当者にあなたのこ
とをよく知ってもらった上で求職活
動を開始しましょう。

　川原さんから紹介のあった大津の

マザーズサロンのほか、彦根、東近江

のハローワークには「マザーズコー

ナー」が開設されており、こちらでも

同じ担当者と面談できます。（要予約）

次号では履歴書の書き方についてア

ドバイスをご紹介します。

　離婚して子どもとお父さんまたはお母さんが
別れて生活するときには、子どもと生活を共にし
ない方の親が養育費を払うことはよく知られて
いますが、実際には、あまり養育費が支払われて
いません。
　子どもが養育費を受け取る権利が適正に守ら
れるためにも、養育費の制度や手続きについて、
正しく理解していきたいと思います。

第１回　養育費とは
　養育費とは、社会人として自立するまで子ども
を育てるのにかかる費用のことで、子どもの衣食
住にかかる費用のほか教育費、医療費など、子ども
を育てるのに必要なすべての費用が含まれます。
　父母が離婚した際には、子どもと生活を共にし
ない方の親（非監護親）が子どもと共に生活する方
の親（監護親）に養育費を支払うこととなります。

　法的には、民法第877条第1項に「直系血族及び
兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と定
められており、たとえ離婚等により親と子が離れ
て暮らしていても、親は子を扶養する義務があり
ます。
　しかし、平成21年度ひとり親家庭等生活実態
調査結果のとおり、養育費の取り決めをしている
のは全体の48.1%、そして現在も受け取っている
のは24.6%と、いずれも４年前の前回調査よりわ
ずかながら増加していますが、まだまだ十分とは
いえません。

　次号では「養育費の取り決め」として、標準的
な養育費の額や離婚後に取り決めをする方法
などについて掲載予定します。

介護福祉士等修学資金
貸付制度のご案内

　この貸付制度は、介護福祉士養成施設で介護福祉士等の資格取得を目指し、修学資金の貸付を希望する方に修学
の支援を行い、介護福祉士の養成確保することを目的に、社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会が実施しています。
　対象となる方は、現在、介護福祉士養成施設に在学する方、または入学予定者で、卒業後、滋賀県内において介護
福祉士等として介護等の業務に従事しようとする方が対象となります。
　県内の介護福祉士養成施設は２校（びわこ学院大学短期大学部、華頂社会福祉専門学校）であり、県外の施設（学
校）に入学した方も対象となります。

貸 付 期 間
貸付期間は、介護福祉士養成校に在学する期間です。ただし、正規の修業年限を限度とします。

貸　付　額

　　修学資金	 	 月額　50,000円

　　入学準備金		 200,000円	（貸付け初回）

　　就職準備金		 200,000円（貸付け最終回）

貸付金は、年4回に分けて貸付けます。

連 帯 保 証 人
連帯保証人2名（未成年の場合は、1名は法定代理人）必要です。

修学資金の返還
介護福祉士養成校を卒業したとき、貸付が打ち切られたときは、その日の属する月の翌月から返還義
務が発生します。
貸付金は無利子ですが、正当な理由無く返還されない場合は延滞利子が発生します。

返 還 の 猶 予
介護福祉士養成校卒業後、1ヶ月以内に介護福祉士等として滋賀県内で介護等の業務に常時従事した
場合は、従事しなくなるまでの期間は返還を猶予します。（その他、やむを得ない理由）

返 還 の 免 除
滋賀県内で、介護福祉士等として介護等の業務に5年間常時従事した場合は、全額免除になります。
業務従事期間が、修学資金を受けた期間以上になった場合は、期間に応じて一部免除されます。

申 請 の 方 法
申請には、介護福祉士養成校の推薦が必要になります。介護福祉士養成校で取りまとめて申請してい
ただきます。

お問い合わせ先

社会福祉法人　滋賀県社会福祉協議会　福祉人材・研修センタ−
〒525-0072　草津市笠山7丁目8-138　滋賀県立長寿社会福祉センター内

℡ 077-567-3925

修学資金、入学準備金、就職準備金があります。全て借りることは出来ますが、準備金だけの貸付けは
できません。
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のぞみ会からのお知らせ

ひとり親家庭サポート定期便
第5号

平成22年1月発行

編集・発行／滋賀県健康福祉部子ども・青少年局
　　　　	　☎077-528-3550　FAX	077-528-4854
　　　　	　E-mail	em00@pref.shiga.lg.jp

この印刷物は古紙パルプを配合しています。

　社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ会は、母子家庭や寡婦の福祉を増進することを目的に結成された団体で、趣
旨に賛同する母子、寡婦なら誰でも入会できます。会員は、現在県内で約5,000人です。
　市や町の学区ごとにある母子福祉団体（単位組織）によって構成され、県理事会や評議員会により運営されていま
す。また、郡市ごとに支部（郡市のぞみ会）があります。

　のぞみ会についてのお問い合わせ
　　社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ会
　　所在地◦大津市におの浜四丁目3-26　　　　電話番号◦（077）522-2951
　◦会費は、年間1,000円です。
　◦あなたの近くによい相談相手となる人がいます。どんなことでも気軽にご相談ください。

のぞみ会60年のあゆみ
　戦後の昭和24年10月23日、幼い子どもを抱えた県内の母子家庭の母400名によって、のぞみ会の前身である滋賀
県未亡人会が発足しました。
　戦争、病気、事故、生別など一人ひとりの事情は異なっても、子どもを抱えて女性ひとり生きていく困難さは今も
変わりありません。生活の苦しさに、子どもの養育に、ともすれば、くじけそうになる母親達を支え、励ましあうこと
のできる会です。「我が幸は我が手で」を合言葉に、たゆまぬ努力を続けてきました。
　この間、昭和45年10月には、会の活動センターとして「のぞみ荘」を建設、また昭和48年には、会名を滋賀県母子
福祉のぞみ会と改め、県内の母子家庭や寡婦の福祉の増進のため活動を展開しています。

のぞみ会とは…

～申込みは携帯電話で！滋賀県外でも利用できる！～

「淡海子育て応援カード」が新しくなりました
入会費
年会費

無 料

①�QRコードから「淡海子
育て応援カード申込み
ページ」にアクセス。

②�「ログインせずに処理」を
クリックしてメールア
ドレスを入力して送信。

③�しばらくすると申込用
のURLを記載したメー
ルが届きますので、その
URLにアクセス。

④�必要事項を入力してく
ださい。

⑤�入力内容を確認後、カー
ドの画像をお送りしま
す。（時間がかかる場合が
ありますので、ご了承く
ださい）

　このカードは淡海子育て応援団に登録している企業や店舗で、商品などの割引やちょっとし
たプレゼントなど、子育て中の家庭にうれしいサービスが受けられるものです。
　このたび、新たに携帯電話による申込みができるようになりました。
　また、関西子育て世帯応援事業として取り組んでいる大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県の協賛店
舗でも「淡海子育て応援カード」が利用できるようになりました。

●カードを申込みできる方
　　18歳未満の子どもがいる家庭または妊娠中の方がいる家庭

●申込み方法
　�　右のQRコードを読み取り、しがネット受付サービスの「淡海子育て応援カード申込みペー
ジ」から必要事項を入力してください。事務局が内容を確認しましたらカードの画像をお送り
します。（携帯電話画面がカードの代わりになります。）
　（郵送でも申込みができます。詳しくは滋賀県子ども・青少年局までお問い合わせください。）

このステッカーが目印！！
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