
 

 

Ⅶ．様々な施策があるなかで、シングルマザーの貧困解決はなぜできていないと思

いますか？ 

 

 

1 勤務時間に制限がある 

2 やはり一人で夫婦二人分の収入や精神的な支えをするのは限界があると思う 

3 離婚は自業自得だという考えを持っている人がたくさんいるからだと思う。 

4 国の補助金が十分ではなかったり、養育費の滞納など 

5 世間のイメージが悪い。日本人の意識を変えるのは難しいのだと思います。 

6 手当が少ないと思います。 特に未婚シングルマザーは税控除等が無いので、シングル家庭間でも格差は

出てきてしまいます。 

7 分からない 

8 様々な施策はあるがやはり実際に働いている環境などシングルマザーに対する理解をしてもらえること

が難しいと思います。 

9 児童扶養手当よりももっと働きやすい環境などが足りていないからだと思います。 

10 子供が居るので、働く時間、協力して頂ける職場、身内等条件がシングルマザーは沢山あり収入が上がら

ないのかなと思っております。 

11 母親が 1 人で育てているから。 外国のように、離婚しても両親で育てていくべき。 

12 対策があっても、実際こんな少ない手当てで子育てするのは厳しいです。 

13 知識がないこと、かもしれません… 

14 やはり、男性社会だからだと思う。給与形態が女性の方が設定が低い。私の周りのシングルは、手当てに

頼り仕事をしなかったり、パート程度にしている方たちがいる。矛盾している。 

15 子供の世話も一人でしなくてはならないため、時間が限られる 

16 女性の収入がまず低いことと、シングルマザーは子育てと仕事の両立が大変ですがそれを支援する制度が

確立されていないこと、養育費の未払いなどが原因と思います。 

17 派遣社員ではなく正社員にならないと収入は厳しい。しかしながら、子供がいる場合、正社員になること

はなかなか難しいです。ハローワークや友人の紹介などで３社面接しましたが、いずれも落ちました。 

18 子供が小さいと働き方が難しいと思う。不正に手当てをもらっている人が周りにいるので、そういう人を

なくして本当に必要な人に手当てを増額してほしい 

19 シングルマザーへの理解が足りないのでは？ 

20 少し感じます。こちらから探して見つけないとわこらないものも多く、生活、仕事に追われている中で難

しいと感じます。 ほんとはあるのに知らない、という方も多いのでは？私も含めて、、 

21 結局、行政を頼ろうとも親戚縁者でどうにかしろと突き返させることが多い。行政で働いてる人は普通の

家庭で育った人が多いせいでしょう。身内が当てにならない、害があるなど想像もつかないのでしょう。

相手の立場を理解しあえる社会にならないと難しい。 

22 頼れる人が近くにいないと子育てとの両立が難しい 

23 まだ世間的にシングルの環境の厳しさが認知されていないと思います。子供がいるとなかなか思うように



 

 

できないのが現状です。毎日暮らしていくので精一杯の中、手助けはあまり得られないし、それを声に出

して言えないのも事実です。 もっと堂々と暮らしやすいように全体的に理解してもらえる世の中になら

ないと貧困は続くのではと思います。 

24 マンパワー 人との繋がり助け合い。 1 人で頑張るには限界もあり、子どもが小さかったりすると子ども

を預ける先をみつけれなかったり。預ける先が容易に有れば助かるし、子どもも一緒に働ける場が増える

のも良いと思います。 

25 正社員での採用が難しく収入の安定が望めない。 その安定をサポートする助援金額も生活に見合った金

額ではなく養育費も安定性に欠けるためだと思います。 

26 自分で稼げるような仕事につかなければ手当だけでは足りない そのためにシングルにも優しい会社が増

えないと厳しいと思います 

27 シングルマザー個々の悩みを吸い上げる体制が整っていない。 

28 本人のやる気と行動力 

29 本当に必要な人に情報や支援が届いていない。このような団体と繋がっている人はほんの一部。行政と協

力して漏れなく支援して頂きたいです。 

30 正社員ではなくパートだと時間も収入も少ない。正社員でも男の給料とは違う。 

31 子育てと仕事の両立は無理だから 

32 特に沖縄では車がないと生活できない、仕事ができないので、手当てを全国一律で頂いても車のローンや

ガソリン代が毎月ある 

33 ひとり親に対する、社会の目や、国のトップの意識にあると思う 

34 地域によって最低賃金の格差がある事も原因かと思います。 

35 基本的な収入が低い為 子どもが小さいと残業出来ないし、体調が悪いと自分が仕事を休まなければなら

ない。 会社側の理解が必要。 

36 周囲の協力がないと育児、仕事との両立が簡単ではない。 

37 教育費がとても負担で心配です。国や自治体の手当てで、最低限授業料の負担は軽減されますが、他の塾

や習い事、心を充実させる生活の潤いのようなことに遣うお金までは余裕がありません。子どもは大学に

行きたいと、考えているようですが、なかなか難しいですね。 

38 シングルマザーのみんながみんな貧困なわけではないと思うけど、結局は経済力と自分の親など子供をみ

てくれる人がいる、いないでもかわってくる気がします。 私は身内に子供を預けれる人がいない為、仕

事、保育園の関係上フルで働けていません（ ; ; ） 

39 ひとり親はいまだに自己責任と言う風潮が根強く残っていて社会の理解がないところにあると思います。

行政でさえも一人親に対して差別的態度を取り続けているので、これではいつまで経っても一人親の困窮

改善には至らないと感じています。もう少し企業が努力をして在宅勤務や時短勤務の枠組みを作ってほし

いと思っています 

40 施策があっても、実際に実現していくにはハードルが高いのかなと。あとは、やはりまだまだ世間の理解

が低いのかもしれません。 

41 子どもがいる家庭全体に通ずる事ですが、一番は子どもの病気や学校行事などでの会社側の対応や社会全

体の取り組みが不足しているからだと思います。 

42 シングルマザーというだけで、偏見や差別があったり、子どもが小さいとなかなかフルで働けない。働け

たとして、預ける所がなかったり料金が高かったりする。あと、シングルマザー本人の心の状態も影響が



 

 

あると思うので、精神的なケアをしてもらえる所が気軽に使えたらいいなぁと思う。なかなか相談するの

って勇気がいる時もあるので… 

43 一人で子育てや仕事をはじめ、やっていかなければならない中で、いろいろな施策があっても、それを活

用出来ていない事が意外と多いのではないかと思います。 

44 子育てと仕事の両立が大変な事が多く、企業によっては子育てに理解があまりされない所もある。 また、

仕事をしていても、残業がほとんどできない等もあるうえ、そもそもの給与が低い 

45 しっかり働きたいと思っても、学校行事や病気など(子供が小さいうちは特に)仕事に支障が出てしまう。

また、子供との時間を大切にしたいと考えると、男性のように働くことは難しい。 

46 子供の事を考えると中々踏み出せない。とか、打破する自信も無いと思います。 

47 シングルマザー本人が、諦めてしまっている現状もあると思います。 以前、働いていた職場にシングル

マザーの方がいましたが、なぜか私にまでパートで働けば？と言ってました。 手当がある。と今しか見

てない方もいるのだと思います。 

48 自分の努力も必要だと思いますが、周り方の理解も足りないと思います。 

49 児童手当給付の収入上限が低すぎる。 あと 3 万円あれば 子供を塾や習い事に行かせられるのに… 生活

はできますが、それ以上のことは何もできません。 学力の格差は広がるばかりかと思います。。 

50 養育費の支払いがなくても許されていること。 子どもを育ててながら働く環境作りがまだ難しい。 

51 病児保育などのフォロー体制をもっと充実させて欲しい 

52 シングルマザーの貧困は普通の家庭で分担できるものが一人で賄わなくてわいけないと言う事、それをシ

ングルマザーがと考えるよりも父親が、男性が同じ立場で誰の手も借りず小さな子供が育てることを考え

社会の仕組みを変えないといつまで経っても貧困の改善は無いと思う。手当てや支援の手を借りてやっと

生活ができるので、貧困から抜け出せるのは個人が頑張るだけでは無理がある。それは社会の仕組みが子

育て世代に対して考えていかなくてはならない事でひとり親だから、シングマザーだから貧困なんだと言

う浅はかな考えはいつまで経っても改善はされないと思う。 

53 養育費（婚姻費用）の算定表の金額が、物価や時代にまったく合ってないこと。 

54 子どもが小さいとどうしても時間に制限がついて回る 

55 ママさんたち自身の、情報の少なさと、働ける環境が整っていないのかも。会社側だけではなく、周囲の

目とか、実家の考えとか。 

56 男女の賃金格差と子どもが小さいときにフルタイムなどで仕事がしやすい環境が整ってないこと。また養

育費を払わない人が多いこと。 

57 仕事だけに集中できない。 男の人並みに稼ぐ仕組みがない。 

58 シングルマザーは、一部の方々？の、 偏見があるからだと思います。 例えば、自業自得でシングルマザ

ーの道を選んだから、手を差し伸ばしたくない。など、、 今回のコロナでも、弱者には手が届かない現実

を目の当たりにして、母子家庭であろうが、支援を待たずに、一人で養わないといけないと痛感しました。 

59 シングルマザー自身にもよるから。 

60 女性の給与が相対的に低く、母親自身もその運命に甘んじているからだと思う。 子供が小さいうちは仕

事と育児の両立は本当に大変なので、その間の金銭的支援は必要だと思うが、同時に自立して収入を得て

生きていく覚悟を持って仕事を探すべきだと思う。    

61 日本人特有の周りに頼ることができない性質が関係していると感じています。 

62 人により様々な困りごとがあり、シングルマザーというひとくくりでの支援ではこぼれてしまう人が多い



 

 

のでは。 

63 できてないと思う 

64 子育てをしながら仕事をする事がまず難しい。 生活や将来の為の貯蓄を考えるとより多くの収入が必要

なのに、子供がいるからこそ就労に条件が出てしまい結局手に職のない人は低時給で働くしかなくなる。

シングルマザーに優しい企業が多くなること、在宅ワークが多くなること、資格取得等の支援の幅を広く

していただくことを望みます。 

65 シングルが多いし、国などがまだ理解していないから 

66 これまでの経験をもとに、自分には無理、とか向いていない、といった思い込みや決めつけから、なかな

か抜け出せないから、と考えます。 

67 仕事や勉強する環境や時間が無いから  仕事に集中できる様に 子供を見て貰える環境が整っていないか

ら  シングルマザーの子供を預かってくれる施設が全国的にもっと沢山増えるべきです。  時々でもいい

ので朝から晩御飯まで預かって貰えると本当に助かります 身近に見て貰える人がいないシンママさんは

本当に大変です 

68 自治体によって、手厚いところとそうでないところがあるので、仕方ない事なんでしょうけど、そこでも

少なからずの格差があると思います。 こども食堂やフードバンクなんかもありますが、主要都市に集中

しているので、お願いしたくても住んでる場所によっては受け取れません。 うちの市の行政では紹介も

してくれません。近くにないので。。 うちの市にもこども食堂はあるのですが、交通費がかかるので、そ

れを考えると行けずにいます。 

69 子どもが小さいと理解してくれない会社はまだまだあると思います。 正社員になりにくく、パート掛け

持ちなどでどうにか生活してる方も多いのではないかと思います。(私の地域では) 

70 企業側の意識が変わっていないと思う。 独身女性や男性のような人を企業は求めている。 最初から不安

要素のあるシングルマザーは能力が優れていても敬遠するところがあることを実感している。 

71 特に幼児がいると急な休みなどがどうしても必要であり、会社として雇いにくい存在とされるので、正社

員として採用されない。 シングルペアレントの人だけの会社が出来たら、補え合えるのではないかと考

える。一般企業に理解を求めるのは無理。 私は三歳三つ子を育てています。一人病気すると、時間差で

次々病気になるので、結局休みが続いてしまいます。  

72 子どもが小さかったり、他に預ける手立てもなく、体調を壊せば自分が休まなければならないため、正社

員では働けず 経済的な面でも 裕福にならないのでは、と思います。 

73 飛び込む（チャレンジ）勇気や、今の環境を変えたいけれど、変えたくないという心のブレーキがあるか

らだと思います。 

74 わからない 

75 本人を含む多くの人達の「シングルマザー」のイメージ、意識、対応 

76 女性の社会進出、手当ての拡充、等の政策が全てが中途半端な状態で、もっと手厚い保証と子育て政策、

就業の充実が必要になってくると思う。 

77 様々な企業でシングルマザー ・ファザーの働き方への理解がされておらず、どうしても非正規雇用ばか

りになってしまっている 

78 休みがちになると会社から辞めろ的な感じで言われ、時給も下げる。あげく、フルパートで働いているの

に、社会保険から抜けろと言われる。 他のパートで仕事できない人や文句しか言わない人がいるのに、

シングルの気持ちが理解できない会社は頭にきます。若い子達もこれから結婚するだろうし、既婚者が増



 

 

えていく事を考えていない。 

79 本人の自立 おかれている環境 国や自治体の理解 養育費不払い問題  

80 日本のワーママ働く環境が出来てないから。正社員の人が(とくに中小企業で)自由に取得出来る有給 5 日

しか法律で整備されていないのが現実。子の看護休暇とかは企業任せで法律化されていないので、子のい

ない社員と同じ働き方の出来るごくわずかの社員のみが出世や昇給するから、それでいて学校行事などは

融通性ない。ようは、日本社会が男尊女卑だから。 

81 企業側のシングルマザーの実態に理解が進んでいない。国や自治体も、現状を踏まえた働き方改革や、子

育て女性の社会進出には欠かせない保育も伴ってない。 

82 シングルマザーでも、子供が一人や二人なら懸命に働けば、それなりの生活ができるが、多子世帯への政

策がまだまだ不足していると思う。 日・祝日の子供の預け先が無いので、仕事が限られてしまう。 

83 子供がまだ小学生なので働ける時間が限られてしまう。 

84 仕事を頑張りたいけど、子育てが疎かになる。出張や残業ができない。 

85 シングルマザーは悪者 自業自得という考えが世の中から無くならないから。 

86 仕事しているだけで普通に送り迎えもできない、誰かの助けを借りて初めて生活が成り立つ環境はどうに

かならないものかと思う 

87 金銭面で苦戦している。だから市営住宅に住んでいるのに、頑張って残業して働いたら、収入があがり、

住宅費も上がり、貯金が出来ない。子供が大きくなり、手は離れるが進学費用はすぐに準備出来ない。補

助だけではたりない。気持ち、金銭的な余裕がないから、子供たちの将来も余裕のことばなんてかけられ

ない。 

88 子育てをしながらの仕事は限界がある 

89 男尊女卑が無意識に根づいているし、世間の皆も、結局は自分達のことで精一杯だから。 

90 シングルマザーは正規雇用されにくく、周囲の理解も得にくいため 住居が借りにくく、県営、市営住宅

があっても抽選のためまったく当たらず住宅支援がないため 

91 個人の能力の幅が広いこと、頼れる両親がいない人もいる、相談できる場を知るまでに時間を要すること

がある、精神的自立をしていない、漠然とした不安と様々な制度は自力で探す必要がある(手当等)、 

92 ・養育費を必ずもらえる仕組みになっていないから ・女性は一度離職して出産すると正規の仕事につけ

る機会が多くないから 

93 子育てをしながら働くのは難しい 

94 一人一人が、色々な理由で、大変だから。  

95 できていないとは思いません。沢山の支援があっても気がつかない方が多い、情報を拾えていない方が多

いように感じます。 

96 政府の対策は、最低限の生きることのみに限られているため、（それすらも、例えばこども食堂や、フー

ドパントリーなど NPO に丸投げしている現状もあるかと思います） 社会問題として取り組む企業が、

もっと増えていくことが大切なのではと思います。 

97 シングルマザー自身にも世帯主としての自覚がない 

98 シングルマザー の立場にならないとわからないことがあるから、後回しになって結局あまり考えられて

いないから。 

99 子育てと家事をしながら、高収入の仕事を探すというのは本当に難しいと思います。 子供が熱を出せば

仕事を休まなくては行けないので、正社員で探す自信もないです。   



 

 

100 国がシングルマザーの実態を把握できていないことがまずは問題であると思う。 

101 仕事を長く続けたいと思っていても、長く働けない人だと会社側に思われてしまい採用され難いから。採

用されたとしても、経験やスキルが足りず、会社のお荷物となり風当たり強くなり退職を選ぶことになり、

また職探し。それを繰り返すことでどんどん採用されなくなり、貧困。 残業出来ない、土日出勤は無理

など子供がいることで条件が出てしまう。その条件を叶えて働ける会社は少なく、なかなか採用されない。 

元旦那から十分な養育費が貰えない。そもそも、リスクを背負っても離婚を選択しなければならないよう

な人が元旦那なので、十分な養育費を貰える程の経済力がない。 

102 いろんな設備や環境がすべて夫婦＋子供でできているから。例えば意味のない PTA 

103 問題はこれだけではないが、貧困世帯の多くが、本人の意識の問題（仕事と子育ての両立を困難と感じて

チャレンジできないなど）に気づかないままになってしまっているため。 

104 できていない。 そもそも男性の方が給与所得が高い。 

105 毎日気持ちに余裕なく、がむしゃらに頑張り、生きていると思うので、情報がキャッチできていないので

は。 

106 根本的にスキルがないため収入が低く生活苦になる 手当てを貯蓄に回す余裕がない 

107 養育費を支払わないことへの法的な罰則がないからだと考えます 

108 そもそも女性の労働問題の観点で考える必要があり、子育てをしながら働く女性の不利な点がシングルマ

ザーになったときに顕著にあらわれていると思います。 

109 養育費や婚姻費用の額が新算定表になっても低い。マイナンバーを活かして強制的に回収できるシステム

があればよいと思う。 

110 子どもを見てくれる、預かってくれるところがなく、収入アップにつながらない。 

111 私も含めですが、 子どもの事を優先するがため、仕事にも影響があると思います。 晩御飯は手作りで、、

土日は子供の活動で。となると どうしても平日昼間と限定されます。 

112 職場に理解してもらえれないときが多いし、やはりなかなか子どもを 1 人で育てながら稼げる仕事がない

ように思えます。都会に比べると、田舎だと特に支援がないように思います。 

113 養育費の支払いが無い事も困窮の原因。そもそも女性の賃金自体が男性と比較して低い。シングルマザー

に関わらず子育てと両立して働く環境が整っていない。男性が育休を取る事に否定的で育児は女性がする

べきであるという考えが根付いている。女性が出産後も継続して勤務出来る体制を整えて、育児も共同で

すべきであるとなれば、仕事と育児の両立が大変である事も分かり、シングルマザーへの理解も深まるよ

うな気がする。シングルマザーは自己責任の元でなったという意識が潜んでいる気がしているが、初めか

らそうなりたいと思っていたわけでは無いと思う。皆前進する為の最良の選択をした結果だと思ってい

る。人それぞれに最良の選択の道は違うと思うが、どのような選択をしても、それを尊重出来る世の中で

あって欲しいと思うと共に国ももっと視野を広げた政策を考えて欲しいと思う。 

114 養育費をちゃんと払う制度が整っていない。 

115 稼げる仕事につけない事が原因だと思います。 企業も採用する際に足元を見ていると思います。 また若

い人が好きな風潮がある事が良くないと思います。 

116 女性の給料が低い。事務職の給料が低い。地域によってひとり親支援にばらつきがある。未婚と離婚の格

差が埋まっていない。 

117 多くの企業が、小さい子供がいるひとり親の採用に積極的でないのが大きな原因だと思います。 企業側

の事情もあるかと思いますが、能力はあるのにそれが活かされていないひとり親は多いのではないかと思



 

 

います。 

118 シングルマザーに対する社会制度が整っていないため 

119 女性の給料自体、低いと思う。 

120 忙しく過ごしているので、声をあげたくても当事者の時間が割けない。どこに声をあげたらいいか分から

ない。できたらシングルマザーと知られたくないから実名や顔出しが必須だと、避けざる得ない。 

121 子どもの年齢や環境によって、仕事を選ばなくてはいけないから。 

122 日本は女性の平均賃金が安い、また子持ち女性に対しての雇用はマイナスイメージが強く、勤務体系も自

由に選べないため。  勤務に関してはコロナの影響で、在宅勤務など自由な形がもっと活用されれば良い

と思う。 

123 色々な決め事をしている人達が現状を全く理解していない人だからだと思っています 

124 出来てない。 子育て支援をもっと充実させて欲しい。 

125 子供を気軽に預けられる施策がまだまだ整っていない。公共施設でも 24 時間小学 6 年生まで預けられる

所が無いと安心して収入アップにチャレンジできない状況と思います。 

126 色々と限界がきている 

127 根強い男女格差や地方による職の少なさ。あとはシングルマザーへの偏見。 

128 国からの手当金の収入制限が低い。少し収入が上がれば、その分手当が減るので結果的にずっと苦しい生

活が続く。支援等も自分で情報収取するしかなく、教えてくれる機関が少ない。 

129 母親自身の精神的な傷が癒されていないと、自立が難しいと思う。経済的な支援と同時に、心のケアが必

須だと感じます。 

130 女性の地位向上と子育ての金銭的、実質的支援が必要だと思います。知識が行き届かない、知るすべがな

いのも問題だと思います。 

131 情報は あるけれど、その人に伝わり理解、行動、回ってくる、までに 時間を要する 

132 子供に持病があるので、正社員は、むずかしいから、収入が低い。 

133 足りません。 

134 雇用側の偏見 

135 複合的な要素があるので端的にコメントするのは難しいですが、大きな要因として、日本における扶養控

除？が女性の経済的自立を阻んでいると感じます。旦那さんの扶養の恩恵を得られる一方、その間仕事の

スキルや経験の構築がなされず、いざ離婚したいと思ってもそれが壁となり我慢せざるえない又は、離婚

後もなかなか収入が上がらないのではないでしょうか。あくまで個人的に感じた意見です。  

136 健全な子育てと仕事の両立は難しい。 

137 勤務面やサポート体制が整っていないから 

138 子育てしながら仕事をしなければならず、全て一人で行わないとならない。養育費をもらっている人が少

なすぎる。 

139 シングルマザーの半数近くが、年収 200 万円以下等と聞くと、貧困解決は出来ていないと思います。 

140 女性特有な感情の問題もあると思いますが、女の子の育つ環境や教育で変えることは可能だとは思いま

す。 

141 時間的不自由と、雇用を前提とした働き方に依存しているから。パラレルワークを開拓出来たら良いと思

う。 



 

 

142 私は現在、ある程度収入があり、児童手当対象から収入面で外れるため、今後、今後も公的支援がどの程

度受けられるのかわからないこと。 

143 現状をあまり知られてない  

144 子供を抱えてだと男性が働くようには""時間的に""働けないだろうという社会の決め付けがあるからだと

思う。 

145 女性の雇用条件が悪すぎる。 国家資格を取るにも学歴が足りないと受けられない。 資格を取得する間の

学費や生活費の援助が審査が厳しすぎるし、足りないから 生活に追われてバイトやパートをかけもちす

るしかなくなってくる。 

146 貧困なのは私も含めてキャリアも技術もなく、（また子供が小さければ残業もできないので）正社員に応

募しても受からない人が多いと思います。  職業訓練も就職率を重視するので受講すらさせてもらえませ

ん。  いちから学んできちんと生活できる収入を得られる機会が少なすぎるからだと思います。 

147 女性の賃金が安いから 

148 養育費の不払いだと思います。 私自身も養育費の取り決めをしましたが、半年後に音信不通となり、住

民票もそのままのため今現在相手がどこで何をしているのか不明です。 最初からあてにはしてませんが、

戸籍上親として載っているのに不払いがまかり通る現在の日本の戸籍制度に疑問を感じます。 

149 子どもとの大事な時間を削って収入を増やし、必死に残業、副業しているのに平気で義務教育といいなが

ら制服に 10 万とったりする体制がおかしい。 学費援助の枠もカツカツで対象外になり、対象外の手当て

をもらえないシンママも大変なんだって理解してくれてないからじゃないかなと思う。 

150 元旦那の待遇がよすぎる。仕事はやめなくていい。姓の変更手続きがない。 

151 当事者の意見を聞いていない 

152 自分と子供の時間を犠牲にしてがむしゃらに働き、共働きのお宅と同じ生活が出来るようにまでなりまし

た。私にはなんの施策も当てはまりません。収入だけで判断される制度を見直してほしいです。 

153 シングルマザーが特別な存在だと思われている部分がまだ有り、自分を（負の意味で）特別な存在だと思

う感情から抜け出せないシングルが多い。頑張るシングルに目を向けられていない。 様々な思いがあっ

ても、日常の集合的な無意識にハマり自分の思いが後回しになっている可能性もある。 当事者本人の視

野が狭まっていることもありますが、本当に必要な大切なことを外に向けて発信している人が少ないの

で、本当に必要な人が必要な情報をキャッチできていない。  

154 仕事と子育てとの両立が難しい。 自分がシングルになってみて「助けて」と人に頼りづらいことがわか

った。世間の偏見もまだまだ多いこともわかった。 

155 虐待や暴力など、生きることを楽しいと思えない時間が長い人に対して、勇気づけたり、希望を持てる支

援方法が確立されていないから。たまたま不幸や不運な人生を送ってくるしかなかった人、生きる気力が

湧かない人に、怠け者のレッテルを貼る厳しい社会だから。 

156 協会の考えにある通り、ギリギリの人に釣った魚を与えるばかりで、魚の釣り方を教える公的な対策が少

ないから。 

157 正社員だと休みが取りづらいため、パートにしているがこのままでいいのか不安です。 

158 子供の事もしっかり見ようとすると、働ける時間に制約があるから。 

159 1 人で育ててたら仕方ない！ 時間も心も余裕ない！ シングルでも働きやすい、住みやすい環境が必要で

す！ 

160 1 雇う側の条件が悪い事が多い  2 子供関係の用事や、両親の用事で休まざるを得ないことがマイナスと



 

 

して評価されてしまう 3頑張りすぎで体調が悪くなるなりやすい 4正社員になれる職種が少ない 5正常

発達ではない子供を一人で育てている  

161 女の人の高収入は難しい。 

162 就職の為のスキルがまだまだ不足しているのではないでしょうか？ 

163 子育てと仕事とのバランスや柔軟性が取りにくいから。 

164 私は知らない事が多く働くことが怖 かったです。  最初は必要な生活費を得られるような仕事の探し方

をしていました。けれど、だんだん子供達の学校の都合優先で考えてしまい働く場所も時間も狭まってい

きました。子供達が体調崩して休んだらどうしよう、小学校も託児所も始めてで予定が分からない、引き

取り訓練の日などどうしたらいいのだろう、分からない、怖い、と急な休みで仕事に責任を持つことがで

きなくなるのではと恐怖を感じていました。 実際は仕事を始めて 1、2 ヶ月は子供達の体調不良で早退・

欠勤がほとんどでした。半年すぎた頃から生活に慣れてきたからか少しずつ子供達も体調崩さなくなって

きました。  この経験があったので、今度は仕事時間を増やそう、収入を増やそうと思えました。最初は

予定通りにいかないけれど半年間やってみればなんとかなるかも、と前向きに考えられるようになってき

ました。  駄目なことももちろんあるけど働き続けられる、怖いけれど始めてみたほうが絶対良い、と誰

かに応援してもらえたらとても進みやすいと思います。 私は協会に背中を押してもらい少しずつですが

収入アップに進められています。 

165 仕事と育児の両立が難しいこと、 諸外国に比べて養育費と婚姻費用の基準があまりにも低く、手当も少

ないこと。 個人的にですが、別居などの理由による実質ひとり親家庭への手当の制度がないこと。 日本

はまだひとり親への理解は低いと思います。 

166 時間にも余裕がなく、必要な情報が届かない。自分に会ったコミュティーの場がない。 

167 就労と子育てが見合ってない。 時間に制限があるからなかなか収入が増えない。 

168 時間的制限があり労働に時間がかけられない方が多い。 また児童扶養手当に頼りきって自分で成長して

いこうと思わない人も多い。  

169 労働条件や生活に制限がかかる為 

170 女手一つでの仕事と子育ての両立は時間的問題、物理的問題いろいろあり、仕事をしていく中で時間的な

問題はとても大きいからだと思います。 

171 会社も、シングルマザーというだけで、採用しないし、理解を得られない。働きやすい職場や、国からの

援助をもっと、増やしてほしい。少なすぎると思います。 シングルマザーになって、生活してみないと、

わからないことだと思います。 

172 ・各自治体により制度の違いに差がある為 ・就労時の子供の預け先が無い(昼間もそうですが、夜間が特

に) 

173 自治体によって支援が違ったり、法律が曖昧だから。 

174 シングルマザーに限らず、女性が経済的に自立するためのシステムが確立されていないように思う。男性

夫のサポートとして働くか、“男勝り”に働くか、という二択の風潮がいまだに強いと思う。一度正社員

の立場を手放すとなかなか安定した仕事に就けないという点も問題だと思う。 あと、親権を手放した方

は離婚すれば独身気分になれ、たいした養育費も払わずに済むという逃げ得も貧困の一因になっていると

思う。 

175 働く環境が少ない。 

176 ルールは必要であり守るべきである一方、施策が設けられた本来の意義に照らして、実態に即して運用す



 

 

べきなのに、それがなされていないからだと思います。 また、シングルマザーの中でも状況が様々であ

るにもかかわらず、（たまたま）努力できた人、運がよい人など「まし」な暮らしをしている人が、同じ

「シングルマザー」カテゴリーの、自分より弱い立場の人に対して叩くような雰囲気があるため。 更に、

中にはズルをして支援を受けている人も事実として存在しているが、その人は野放しで、なぜか本当に困

っている支援を受けるべき人が遠慮して手をあげられない雰囲気が醸成されているため。 世間が「自己

責任」の一言で片付けようとしているため。 少子化問題がある割に、子どもを大切にしない社会だから。

シングルマザーとは、子どものいる人であり、単に離別死別した女性ではない。世間は「子ども」へ注目

した方がいいはずで、その子どもの保護者としての母親を経由して支援していることにもっと目を向けた

方がよい。 両親揃っていても、子どもは母親が（ワンオペで）育てるものだと日本では設定されている

から、シングルマザーになってからもワンオペ＋フルタイム（世帯の生計を一人でたてること）は難しく

ムリなのは当然です。フルタイムでなければ、パート（または待遇がパートで拘束がフルタイム）になる

しかなく、女性の又は非正規雇用者の賃金が驚くほど安いため、転職活動に費やす余裕もなく貧困スパイ

ラルとなる。 シングルファザーは「比較的」それまでの仕事を続けたまま、子どもを預けて働くことが

できるような印象がある。これは母親が親権（監護権）を取ることが多いため、注目されないのかもしれ

ません。父が親権を取る場合は、経済的な理由が多い印象です（または母親に何か理由がある場合もある

でしょうが）。だからもし、経済的に厳しいパートや非正規の男性がシングルファザーとなり実家にも頼

らない場合には、多くのシングルマザーと同様に貧困に陥ることもあると思います。少数派なので目立た

ないだけではないでしょうか。非正規の独身男性が親の介護で貧困に陥るのと似ているかもしれません。

経済的に余裕があれば様々なサービスを利用して、正社員など仕事を続けることができますが、ひとたび

介護離職すれば、なかなか難しいケースもあるでしょう。ただ、親の年金があるので、経済的にすぐには

困窮しないかもしれませんが。 シングルマザーは、体も心も頭も忙しすぎて、情報を収集し整理し計画

したり、実際に行動する時間やエネルギーの余裕がありません。全員ではないでしょうが、大抵は疲れ切

っています。役所は申請主義だから、聞くまで教えません。シングルマザーは、聞くまでにたどりつけま

せん。私はたまたまスマホを持っているので、ある程度の情報にたどり着くことができますが、知らない

ことも多くありますし、実際役所へ行くことは大仕事です。 シングルマザーの貧困を解決する手段のう

ちの一つとして、ステップを分けると良いかと思います。情報を積極的に与える、支援を受けるサポート

をする、自立をする支援をする、更に希望があれば（有償、無償で）ニーズに応えるものを提供する…な

ど。バラバラなので体系的に案内してくれるリストや機関があるとよいかもしれません。大袈裟なもので

なくてよいです。とにかくシングルマザーは日々混沌とした中で生きています。子どもも、それに巻き込

まれています。子どもの支援こそ体系的にモレのないようにやるべきです。手を挙げた人が支援を受けら

れるのではなく、支援なしで自力で大丈夫ですという人が例外的に辞退する形にすればよいと思います。  

177 がっつり仕事をするとどうしても身体に負担がかかり体調を崩してしまうが、家事や育児を代わりにお願

いすることもできないため収入が伸びないと思います。年齢が上がるにつれ、体調も崩しやすく、なかな

か完治もしないです。この 1 年の間に酷い咽頭炎にもなり、肺炎にもなり、もう少しで入院になってしま

うことが増えました。今まで経験したことがなく、年齢とともにいつも後回しにしていた自分のことも考

えなくてはいけないと思うようになりました。どうしたら収入がアップできるのかわからないです。 

178 男女の収入基準が相違していることが、そもそも問題なのだと思います。 

179 個人情報が流出しないか心配しながら 危機管理がずさんな役所へ出向いて わからない窓口で今坂智子

こちらから説明しながら手続きしないと 何も支援が受けられない 



 

 

180 手当には所得制限がある 

181 施策があっても、知らなかったり、行動に移せない方が多いのかなと思います。 

182 色々な制限がある 

183 シングルマザーだと雇って貰えない企業が多い 

184 養育費を貰えない （実際にうちも） 子供を置いて働きに（バイト）にいけない  

185 仕事、家事、育児の両立はとても難しいと思う。仕事に専念すると子供にさみしい思いをさせてしまうか

ら、残業の多い職種は難しいと思う。 

186 施策を探し申請するまでの手間や、申請等のしにくさ、認定の難しさ。  

187 手当て手当てで働かない。本人の問題もあると思ってしまう。  ひとり親に理解がない会社が多いから、

非正規で働くしかない。 

188 子供が病気等の時にたよれる所が少ない。 

189 サービスが知られていないことが多い 

190 新しいことをするリスクを考えて行動できないから。 

191 結婚、出産で今までの環境を変えなければならないのが女性で、離婚したら更に子供を育てながらの仕事

に限界がある。 社会全体が子育てしながらの仕事に寛容ではない。 

192 手当て額をもう少し増えたらいいと思います 

193 できていないと思います。 

194 住宅の補助がないから 

195 相談する勇気がないこともあるでしょうし、どこに相談していいのかわからないことがほとんどだと思い

ます。現状に気がついて、受け止めて、そこからどう進んだらいいのか、わからないままの人たちが多い

ように思います。 

196 養育費等の強制権。 私は今は支払いはありますが、いつ滞るかわからず、勤務先も教えてもらえないの

で、離婚のときのようにお金を使って調べなくてはならないと思います。離婚時は、借金をして探偵に調

べてもらい数年かけて返しました。 

197 正規雇用に就きにくいことと、仕事を続けることが難しいことが原因ではないでしょうか。  こどもの病

気等での早退・欠勤による収入減少も貧困解決できない原因のひとつだと思いますが、私の場合は早退・

欠勤により仕事をやめざるを得なくなりました。 また子どもが大きくなってくると病気にかかる回数も

減りますが、食費や学費など出費が大きくなります。 二人親世帯に比べ、子どもの教育などに影響があ

ると感じています。 

198 女性が多いため、正社員での就労が難しいかと思います。そのため子育てでの休みなどしっかり保障して

ほしいと思います。 

199 やはり、子供がいると働く時間が限られているので、企業もなかなか大事な仕事を任せてくれなかったり、

採用に積極的ではないと思います。 保育園、学童問題もあります。今回の自粛により保育園から預かっ

てもらえなくて止む終えず、仕事を休むお母さんも多いと思います。 会社としても急に休まれては困る

ので、子供が幼いママさんは採用したくないと思います。 色々な悪循環が重なり今後、子供を持つ女性

が働く環境はすぐには変わらないと思いました。 

200 色んな生活背景、仕事も様々なので、全員が同じようになるというのは、時間がかかるのではと思う。 

201 子どもがいるため、残業や出張などできないといった理由から職種が限られるのではないかと思います。 

職種が限られてしまうので、選択肢が少なく報酬の高い仕事に就くのが難しいのではないかと考えていま



 

 

す 

202 収入が増えると手当が下がるから  残業することが難しいから 

203 解決策の分からないシングルマザーが多い。シングルマザーは裕福にはなれないという洗脳。 

204 子供へのサポートが少なく、負担が多い。一人で全てするのは現実的に大変。 

205 世帯主として意識的に活動や仕事をするようにする。チャンスに恵まれない。 

206 社会がひとり親家庭に対して関心も無いから。 

207 養育費を払わず逃げることも一つだと。 

208 正規雇用でなかなか働けないということが大きい。また、母子家庭でも看護師などの職種はある程度収入

があるが、そもそも資格がないとしっかりした職種にもつけない。事務員などは正規雇用でも給与は低い。 

もう一つは、養育費をきちんと払わない父親が多いという現状。強制力を強くするべき。 

209 女性が社会で働く事が増えたとは言え、子育てと仕事の両立をしながらある程度の収入を得る事の出来る

スキル情報がない。 又、シングルマザーの働き方について会社や社会の理解がないと難しいと感じる。 

210 結局は女性がスキルアップできる手段もないし、日々の生活で精一杯でスキルアップを目指す時間もな

い。情報もない。 

211 産む性である女性は家事労働の担い手という位置づけが強く、経済的な自立を目指すことが構造的に阻ま

れているからだと思います。 あくまで「非力な人を助けてあげる」という施策でしかなく、また当人も

自分は非力で助けてもらうことでしか生きられないと信じているため、長期的な視野でその人自体の生き

方を考えや経済力を上げるということにつながらないのかと思います。 

212 育児、仕事、家事、学校行事、子供のケアを全て 1 人でしなければならないこと。仕事面で男性のように

集中できない。 

213 一人一人の意識が低いから。目標設定が子ども。その場しのぎの人が非常に多い。シングルと聞いて、や

っぱりと思うことが多い。補助も大切だけど、まず一人で立つ意識改革から必要。 

214 時給が低い。 児童手当が、中学生までなのを、高校生や大学生も、もらえるようにならないから！ 

215 実家暮らしでないシングルマザーということで派遣の登録すら断られた過去があります。その時に言われ

たのは独身ですら今は難しい時期なのでシングルマザーに仕事はまわってこないという内容のことでし

た。 シングルマザー＝迷惑をかけられるという印象があるのでしょうか。スキル等ではなくそこで断ら

れるのはハードルが高いと感じました。 また、シングルマザーへの支援は現金によるものがありありが

たいものではありますが、現金をもらうよりも、現金を稼げる知識やスキルをつける機会が沢山あること

のほうが有難いことに思います。 以前は看護師の学校に行く時の手当が厚かったのでそれも考えたので

すが、日中学生をして、学費をはらいながら生活費もとなると子どもを家に置いて夜勤で働くしかなく、

実家に暮らすシングルマザーならばできるかもしれませんが、大人が 1 人のシングルマザーにはそういっ

た制度を利用するハードルも高いと感じました。 

216 国にお金がないから。 現状を知る人が政治家として活躍しておらず、政治家になる人もお金には苦労す

ることもない。 

217 施策とは、 例えば 私を基準にさせて頂きますと、 児童扶養手当では、 普通の生活さえも困難です。 手

取りで 17 万だと、満額は支給されなく、給付金も対象外になってしまいます。 子供 2 人育て 住まいの

家賃が約 58000円で 水道光熱費、通信費、上の子の習い事は下の子が始める時に辞めてもらったり、 日々

の生活が必死で、急な支払いがあると本当に厳しいです。  様々な施策とはどのような施策が他にあるの

かをしりたいです。 その施策がシングルの方全てが受けられるのか、など知った上で また回答ができる



 

 

かと思います。       

218 子どもを育てていくうえで、今の最低賃金や給与では時間が物理的に足りていない。子どもたちを健全に

育てていくために時間を使うと（一緒に宿題をする、遊ぶ、など）収入が減り、生活ができないのでは困

ります。 

219 制度が整っていないから。 

220 時間の制約があるので、正社員になれない。賃金が低く、保証もあまりない非正規で働くしかない。 

221 支援が足りない。 

222 どのような施策があるのか、当のシンママには届いていないような気がします。  きめこまやかに寄り添

うサポートが必要だと感じているママさんが多いです。 

223 数が多すぎて市町村や国が追いつかないんだと思う 

224 全員が手当や支援をたくさんもらってると思われていて特別扱いのような意見が多いからではないでし

ょうか？ 

225 シングルマザー歴 16 年ですが、シングルマザーでも一人で懸命に頑張ってる人もいれば、不当な方法で

福祉に頼る人もいる。それは同じ立場でもホントに許せないです。 お金の管理が出来ない人にむやみに

多額の現金受給しても意味のない支援金になると思う。きちんと管理出来てる人は毎月決められた予算で

やりくり出来るだろうから、児童扶養手当の所得上限額にもっと幅を持たせて毎月支払いにして、支援年

齢を 18 歳打ち切りではなく学生のお子さんがいるとこは学生の間まで支援してほしい。児童扶養手当の

受給証があるかないかで給付型奨学金が受けられる可能性がかなり違う。そして今回のコロナによる緊急

時支援金○万円は辞めた方が良い。 

226 やはり私の収入だけでは生活ができない 

227 残業できないから。それだけで稼げる仕事の機会を与えられない。シンママだから、と甘える人が目立ち、

実力あるシンママもチャンスすら与えられないから。 

228 もっと情報を発信、案内をしていって欲しい 

229 女性というだけで、安定的な収入を得る仕事が少ない。スキルアップの機会も子育て中は得づらいため、

結果収入アップに繋がらない 

230 子どもが小さいと働ける時間が限られてくる。 会社の望む働き方が出来ない場合がある。 手当だけでな

く、住宅や生活にまつわる支援が手薄なのでは？ 

231 子供の年齢にもよると思うが、働く時間に制限があると感じる 

232 毎日の仕事育児家事でいっぱいいっぱいで相談する気力もない。 

233 協会でも仰るように、お金の支援ばかりで自立させるための支援をしていないからだと思います。 また、

子供の頃から女性も自立して働くこと、人の役に立つことが大事だという教育をして欲しいです。 日本

では子供を産む女性が仕事を辞め家庭に入り家事育児を一手に担うことが常識の世の中でしたが、それは

もう常識ではなくなって欲しいです。 男性にも家事育児を女性と同じように責任持って取り組むべきで

す。 そして逆に女性も仕事を男性と同じように責任を持って取り組むべきです。 そういった教育を子供

のうちからしていけば、世の中の常識がどんどん良い方に変わっていくのではないでしょうか。 

234 正社員になりづらい事、なれても収入が低い。 

235 住んでる地域や就職活動もすぐ仕事が見つかる人もいれば見つからない人もいるし、シングルになった経

緯がみんなそれぞれ違うので中々解決出来ないのではないかなと思います。 

236 シングルが増えていて、一向に減らない 。養育費もらえない事も大きいと思う 夫婦お互いの協力が足り



 

 

ない。 

237 子供が小さいと、実家がない限り正社員として働くのは難しいのが現状だから。突発的な残業にも対応で

きないと相当なスキルがあっても責任のある仕事は任せてもらいにくい。  

238 子育てとの両立をしなければならなく、仕事ができる時間に限りがある。それを補えるだけの支援が少な

く感じていた。 

239 児童扶養手当をもらうには所得制限があるし、超えても大丈夫な程の収入を得るのは難しいので。 

240 女性は男性に比べて収入も少なく、なおかつ仕事でもなかなか昇給していかないから 

241 資格を取りたくてもほとんど通学しかない。 

242 年齢がいってからのシングル。 就職先があっても収入が少ない。 

243 手当が少ない 養育費がもらえない 完璧な仕事ができない 片親なので、子供のことをちゃんとしてあげ

ようと思うことが裏目にでて、子供の事を優先すると思うように仕事ができなく、結果お金に困ってしま

う。 頼れる人がいない  

244 じょせいの地位の低さにあると思います。 出産、育児をする事に専念してきましたが元夫からは社会的

に地位のない無価値の人間だと烙印を押されています。 子育てがひと段落して社会復帰しても、やはり

ブランクがありますし女性が同じ年齢の男性と同じような額を稼げずに年収はその半分以下になること、

又、仕事の内容も事務お茶汲みとなることに疑問を感じています。 それがあるから夫からどんなに虐げ

られても別れる、自立して歩く事に不安を感じて前に進めない女性がどれだけいるのかと感じています。 

搾取され続ける女性は立ち上がるべきだと強く思います。 

245 一人で子供を育てながら仕事にフルにエネルギーを注ぐのが厳しいためかと思う 

246 育児と仕事の両立への社会の理解がまだまだ浸透していないからだと思います 

247 私は育休明けで時短勤務ですが、時短だと給料も減りますし、でもフルタイムで働くのは難しいし。 安

心してガッツリ働けるように、行政サービスの充実も必要だと思います。 

248 子供が小さいと、病気で休まなければいけないなどのとき、会社を休むことがなかなかできないなど社会

的に問題がある。そうなると、パートなどで働くしかない。 

249 収入が、上がれば手当が、減額されるが ほの収入の目安がおかしいので ある一定の収入に、到達すると 

働くのが損な感じになる。現実に合っていないと、感じます。 

250 中途採用での正社員として働くのに、ハードルが高く感じる。パート・アルバイトとして働くほうが、子

どもの世話を見ることなどを考えるとハードルが低く感じる。から？  

251 育児と仕事の両立は本当に難しいから。周囲の環境の理解が必要だと思います。 

252 偏見があるとおもいます 

253 養育費徴収課みたいのが国にあって、父親の給料から強制的に天引きされる形になって、その課から母親

側に振り込まれるシステムとかあれば、個人間のお金のやり取り、不払いが無くていいんじゃないかと思

う。 婚姻届を貰うときに、離婚について(特にお金、婚姻費用や養育費や子供のことについての責任)説明

があればよかったと思う。 

254 今の会社もそうですが、シングルマザーは何かあったら（子供が風邪をひいたり、今回のコロナのように

保育園が見てくれないと仕事にならない、など）すぐ休まれると困るとか、戦力としてはあまり価値がな

いと考える企業が多いように思います。 

255 日本の古い考え方が原因。今は女性が家庭で子育てをするということがあたり前ではないという考えを浸

透させる。子育て中の女性が仕事出来る会社の仕組みが当たり前になれば人手不足が解消され、無駄な残



 

 

業もへり社会全体にとってプラスになるはずです。中小企業にもその考えを浸透させればシングルマザー

のチャンスは増えると思います。 

256 子どもを持った女性が働きづらい社会の構造に問題があると思う。 フレックスタイムやリモートワーク

など柔軟な働き方ができる企業で働くことができない人は、非正規雇用など低賃金の雇用形態を選択せざ

るを得ない為。 

257 結婚して、夫側の収入に頼る時期があること、また女性側の収入を上げるには、同居か近居に親や頼れる

人や預ける人がいないと子供が小さい時には特に、休むことが多く結婚前に正社員や育休が取れる職種に

ついていないとシングルマザーということで、休むのじゃないかと思われることが多い。面接ではっきり

したビジョンがないと、難しい。 

258 仕事についても時間的制約がでてしまう。 

259 シングルマザーより、独身女性の方が雇用されやすいと思う。なぜなら、残業も早朝出勤も可能だから。

日本の早朝出勤や残業を当たり前のように社員に強いる風習が、シングルマザーを正社員として雇えない

理由の 1 つだと思う。 また、シングルマザー自身のスキルがない人が多いのも原因の 1 つだと思う。し

かし、保育園に入れてスキルアップしようにも、まず、保育園に入れない。なぜなら、シングルマザーよ

りも、認可外保育園に預けて働いている人の方が点数が高くて優先的に認可保育園に預けることができる

からである。シングルマザーは、認可外保育園に預けるお金もないので、保育園争奪戦に勝つには厳しい。

よって、スキルアップもできなければ、就職もできないという、悪循環が生じている。 

260 小さな子供の預け先や預かってもらう時間の不足により、親が働く時間の確保が難しい。料金的にも風潮

的にも、もっと ベビーシッターや子育て･家事サポートサービスを利用しやすくなると良いと思います。

自身も含め、家事と子育てを一人で抱えすぎてしまうのではと思います。  また、就職･転職の際に、一

人親は採用してもらいにくい、という事実が少なからず有ると思います。 

261 貧困解決に世間は見向きもしてないからです。女性の貧困を、可愛い風俗嬢が増えるなどと、むしろ楽し

みにされてる位人権軽視されてるし、それを咎める法改正もないからだと思います。 

262 学校行事、PTA 活動などと仕事の両立は双方理解がなくてはかなり厳しい。女性が子供を育てながら働

きやすい理解のある社会になればかなり変わると思う。今回の、疫病にかかる休校措置でも、働く母の働

きにくさをかなり痛感した。  

263 まだまだ支援が足りない 

264 自分も含め、受け身の人が大多数だから。 

265 子供の事を気にせず仕事に集中出来るような環境が整っていない。急な時に無料や安価で対応してくれる

家事やベビーシッター サービス等 

266 時間場所の制限が無い働き方が出来れば、解決できることは多い 

267 児童扶養手当の二人目三人目の支給額が 低いように思います。 

268 子供が風邪ひいたり学校の行事でお休みする事が社会的に認められてないのかと思います。前に子供が小

さい時に面接行って見事不採用…理由を聞いたら独身の人とシングルマザーの人と会社的にはどちらを

選んだ方が会社の為ですか？と言われた事が未だに忘れられません。貴方を雇った時 子供が風邪ひいた

ら貴方は仕事を休むでしょ？そうなった時に会社は独身の方を選ぶと言われた時本当に腹立ちました。頑

張って働こうとしても休まれては困ると思うのが会社なのかと。だからシングルマザーは働きたくても働

けないのが現実だと思います。 

269 働きたくても、理解のある環境を見つけるのが困難だからだと思います。更に、もしそこが自分に合わな



 

 

かったからといってやめた時に収入がなくなる不安で、転職が難しいと考える方が多いのではないかと思

います。 

 


