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要旨

母子世帯の母の９割は働いており、正社員が４割、パート・アルバイトが３割。仕事と育児を両立させるため職住接近しており、７割
が片道通勤時間「３０分未満」である。有業者の仕事からの年収は平均で２４５．６万円、社会保障給付等を含めた世帯の月収は２１
万円で、６割が暮らしが苦しいと感じている。４割は母子世帯になる前には働いておらず、早く収入を得るために仕事についた者が多
く、よりよい就職先を求め転職を希望するものが多い。
以上の独自調査及び既存調査の再集計から、母子世帯の就業の実態、母子世帯の母のキャリア形成と可能性について分析し、
１）母子世帯の母の就業支援は就業率を上げることではなく、生計を維持するに足る良好な仕事につけるよう援助することであり、２）
正社員への参入が困難になっており、職業能力開発への関心が高いものの経済的にも時間的にもゆとりがない、など指摘する。
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