ひとり親家庭支援の窓口
ワンストップ化が広がっています

クレオ大阪中央研究室長コラム
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服部 良子

（ 専門分野：社会政策、
ワーク･ライフ･バランス問題 ）
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【資料】

ひとり親家庭の現状
父子世帯

123.2万世帯

18.7万世帯

離別

79.5%

75.6%

死別

8.0%

19.0%

81.8%

85.4%

ができるように支援をすすめています。

就業支援

就業者のうち

就業状況
正社員

44.2%

68.2%

自営業

3.4%

18.2%

43.8%

6.4%

パート・アルバイト等

平均年間就労収入
[ 母又は父自身の収入 ]

200 万円

出典：「全国ひとり親世帯等調査」
（2016 年）により作成
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提供

児童養護施設
母子支援施設等

大阪市では「大阪市ひとり親家庭等自立促進計画」
を策定し、ひとり親家庭のみなさんが安心して子育

高齢者支援施設
障がい者支援施設等

女性シェルター等

生活困窮者等

多くの感謝状が施設や子ども食堂から届く

てをしながら働き、こどもたちがすこやかに育つこと

子育て・生活支援

認定NPO法人
ふーどばんくOSAKA
事務局長

養育費確保に向けての支援

森本 範人 さん

経済的支援

地域の就労支援・自立支援事業に長年携わる。

サポート体制の充実

バーとなり、2018年事務局長に就任。

2013年、
ふーどばんくOSAKAの立ち上げメン

個 人 、企 業 、法 人などから以下のような支援を
随 時 受 付けています。
● 食材・備品・機材などの提供
● 寄付金を送る・賛助会員になる
● ボランティアスタッフとして参加する
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