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1.研究の背景と目的

我国では、1980年代以降、離婚を原因とする生別母子世帯

の増加が顕著であり、母子世帯総数を大きく押し上げる要因と

なっている。2003年の厚生労働省の全国母子世帯等調査(以

下全母調)によると、母子世帯i総数は、1,225,400世帯と推計

され、その約9割(87.8%)が離婚等を原因とする生別母子世

帯であると報告されている。子どもを抱えて離婚することは、

やむをえず、あるいはみずからの決断によって選択した女性の

1つの生き方である。ではそのことの何が問題なのか。増加し

続ける母子世帯において最大の困難は経済力の低さである。全

母調によると、母子世帯の平均年収は212万円であり、これは

一般世帯の約3分の1程度でしかない。母子世帯の自立にとっ

て、さしあたり必要となってくるのは、生活の拠点としての住

宅の確保である。しかし、公的住宅支援が不十分11な我が国で

は、経済的に困窮する母子世帯が良質でアフォーダブルな住宅

を確保することは極めて困難であると考えられる。

葛西(2004)では既存の統計調査を用いて母子世帯と一般世

帯の居住状況の比較分析を行っている。その結果、1)フラッ

トに見ても、年収、年齢階層別に見ても、母子世帯では持家の

割合が低く、借家や同居の割合が高いこと、更には、2)彼女

等が居住する住宅の規模、特に民間借家のそれは小さく3)借

家の家賃額が低いということが明らかとなった。しかしながら、

これらの結果はいずれも断片的であり、母子世帯の居住状況を

明確にしているとはいえない。母子世帯の居住する住宅が一般

世帯よりも小規模であっても、最低居住水準の達成率等を検討

しなければ母子世帯の居住水準が低位にあるとは断言できな

い。また、母子世帯が低家賃住宅に居住する傾向が高くても、

それが家計を大きく圧迫している可能性もある。これらを確認

するためには、最低居住水準及び住居費負担率という指標を用

いての分析が有効であると考えられるが、既存の統計調査iiiに

は母子世帯の最低居住水準や住居費負担率について考察した

ものはない。更に、これらの状況は豊富な就業機会、安価な住

宅の入手可能性などのライフチャンスが集中する大都市とそ

の近隣の中小都市とでは状況が異なると推測される。中でも、

大阪市は、東京都特別区、名古屋市、横浜市よりも公営住宅ス

トックの割合が高くivそのため、市内とその近隣の中小都市の

居住格差はより大きくなっていると推測される。そこで本研究

では大都市の事例として大阪市、その近隣の中小都市の事例と

して大阪市以外の大阪府を対象とし①母子世帯の居住水準の

状況、②住居費の状況について比較検討する。

母子世帯の住宅事清に関する既往研究には、田端(1993)、由

井(2000・2003)、馬場(1999)がある。田端は1990年の国

勢調査を利用し東京都における母子世帯の住宅所有関係の特

徴を考察している。由井は、1998年の住宅・土地統計調査を

*神戸大学大学院工学研究科COE研究員(COEResearchAssociateTheGraduteSchoolofEngineeringKobeUniversity)

都市住宅学59号2007AUTUMN〕15



利用しrひとり親世帯」の居住状況の特徴について考察している。

また2000年の国勢調査をもとに全国と関東地方における母子世

帯の住宅所有関係の比較分析を試みている。馬場は東京、大阪を

居住地とする母子世帯44名に対するインタビュー調査を実施し、

①一般母子世帯と母子寮世帯(現母子生活支援施設)②単独世帯

と親と同居している世帯とにわけて住居費支出の状況について考

察し、親の住居の所有形態が同居類型及び所得水準を規定すると

指摘している。しかしながら、これらはいずれも母子世帯の最低

居住水準の達成率や住居費負担率については明らかにしていない。

2.研究の方法

大阪府の状況については、大阪府母子寡婦福祉連合会v(母子

連)の協力を得て実施したアンケート調査結果をもとに明らか

にする。調査期間は2004年1月から2月にかけてであり、調

査方法は郵送配布、郵送回収とした。対象世帯の選定にあたっ

ては、母子連の会員4,600世帯祓のうち600世帯を無作為抽出

した。アンケート配布数は600件、回収数は240件、回収率

は40.0%であった。大阪市の状況については、社団法人大阪市

母と子の共励会(共励会)面の協力を得て実施したアンケート

調査結果をもとに明らかにする。調査期間は2005年6月から

7月にかけてであり調査方法は郵送配布、郵送回収とした。対

象世帯の選定にあたっては、母子会員約2,000世帯のうち400

世帯を無作為抽出した。アンケート配布数は400件、回収数は

296件であった。但し296件のうち12件は子どもの年齢が20

歳を超えており母子世帯のカテゴリーから外れるため非該当

とした。従って分析対象は284件、回収率は71.0%であった。

3.アンケート回答者の属性viii(表1)

①母子世帯になった理由と本人の年齢

大阪府、大阪市(以下では府、市と略記)とも調査対象世帯の8割

以上が生別母子世帯であり、その9割以上が離婚を原因とするも

のである。母親の年齢を見ると、府では30歳代(55.8%)が最も高く

なっているのに対して、市では40歳代(50.9%)の割合が最も高く

なっている。

②世帯と子どもの状況

平均家族構成員数は府(3.49人)が市(3.29人)よりも若

干多い。一世帯当たり平均の子どもの人数は、府が(2.01入)

で、市(L85人)よりも多い。末子年齢の平均は、市(11.29
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歳)が府(8.62歳)よりも高い。就学前の子どもを持つ世帯

の割合は、府(24.6%)、市(11.5%)であった。就学前の保

育の状況については表中には示していないが、府では86.4%

が、市では8L8%が保育所に預けていると回答していた。保

育所以外では、本人や親類・知人が主として育児をしているケ

ースが考えられる。

表1回答者の属性

府 市

死別 15.4% 13.0%
発生要因

生別 84.6% 87.0%

20代 46% 2.5%

30代 55.8% 35.0%

母親の年齢 40代 36.7% 50.9%

50代 2.9% 11.3%

60代 0% α4%

全体平均 3.49人 329人

世帯構成員数同居 4,42人 432人

非同居 3,14人 2.92人

子の人数 (平均) 2.01人 1,85人

末子の年齢 (平均〉 8.62歳 質,29歳

就学前の子の割合 24.60% 11.50%

轍 (平均) 2ρ54,343円 2,513,668円

現在 母子世帯化直後母子世帯化以前現在 母子世帯化直後母子世帯化以前

就業割合 83.フ% 70.8% 54.0踊 91.5% 76.5% 57.7%

正社員 34.3% 21.1% 21.4% 40.5% 27.9% 26.5%

パート 57.2% 70.2% 62.6% 45.1% 59.5% 48.8%

就業形態

自営業等 5.5% 5,3騰 13.7% 5.8% 7.9% 22.2%

その他 3.0% て,2% 0.0% 8.6% 5.8% 2.5%

勤労収入 85.4% 88.0%

養育費 10.0% 6.7%

遺族年金 12.9% 10.2%

収入内訳
(複数回 児童手当 19.6% 26.5%

答)
児童扶養手当 フ1.3% 67.8%

生溜呆護 12.5% 11.7%

その他 5.4% 46%

母子世帯化後の年数 8.32年 6ρ9年

③就業と収入

就業割合は府(83.7%)が市(9L5%)であり、その就業形

態を見ると、府・市ともにパートの割合が最も高くなっている。

しかし、その割合は府と市では異なる。府では6割近くがパー

トであり、正社員の割合は34.3%である。これに対して、市

ではパート(45.1%)と正社員(40、5%)の割合にそれほど大き

な差はない。市の平均総収入(2,513,668円)は府のそれ



(2,054,343円)を大きく上回っている。収入の内訳を見ると

各項目の比率について府・市で大きな差はない。市は府と比較

して就業割合や正社員雇用の割合が大きいところがら、勤労収

入の格差が総収入の差に反映されているものと考えられる。

4.最低居住水準ixから見る母子世帯の居住実態

府と市の住宅所有関係を図1に示す。市は府と比較して持家

の割合が若干高くなっている。平成10年の住宅統計調査によ

ると、最低居住水準未満の住宅に居住する一般世帯の割合は、

府では1L7%、市では15・5%となっている。他方で、本調査

における最低居住水準未満の割合を見ると、府、市ともに一般

世帯のそれよりも高いことがわかる(表2)。特に、市におけ

る母子世帯の最低居住水準未満の割合は約3割となっており、

府の母子世帯のそれよりも10%以上も高い。

次に住宅所有関係別に最低居住水準未満の割合を見ると、

府・市ともに、民間借家においてその割合が最も高く、更に、

この傾向は都市部において顕著である。

葛西(2005)は、1)母子世帯の多くが離婚などを期に結婚

時の住宅を出る傾向が高く、2)緊急に住宅の確保が必要とな

るが、その際、転居資金の確保などの経済的問題や子どもの学

校の都合などで、居住地や住宅選択の幅が狭くなっていること

を明らかにしている。公営住宅は低家賃である上に居住水準も

ある程度保障されるが、供給不足、地域的偏在などの問題から

母子世帯の居住ニーズに対応できていないのが現状である。従

って、公営住宅の恩恵を受けることができない多くの母子世帯

は、民間借家へ入居する、あるいは親類と同居することで行き

場を確保しているのである。しかしながら、母子世帯の収入で

入居できる民間借家は低質なものが多いと推測される。

同居の最低居住水準未満の割合について府と市の間で大き

な差が見られた。そこで、同居先の住宅の種類を見ると、府、

市ともに持家の割合が6割以上であった。また、借家の割合を

見ると、府では民間借家の割合(22.7%)が高く、市では公営

住宅(21.6%)の割合が高い(図2)。

続いて、同居先の住宅の種類を持家と借家に分けて最低居住

水準未満の割合を見る(図3)。その割合は、持家、借家とも

に、市が府より高くなっている。市の借家にいたっては56.0%

の世帯が最低居住水準以下の住宅で同居している。一般に借家

は持家に比べて居住面積が狭く、同居のスペースは限られてい

る。また大阪市では同居先が公営住宅である割合が21.6%と

高いが、これは冒頭で述べたように、大阪市における公営住宅

ストック率が高いことと無関係ではないと考えられる。

これらのことから、同居先が居住スペースや家計に余裕があ

るというケースばかりではないことがわかる。同居する理由と

しては、r育児支援が必要だから」r経済的に余裕がないので仕

方なく」というケースが多いと考えられるが、逆に「親の面倒

をみなくてはならない」というケースもあるだろうX。いずれ

にしても、同居先が劣悪な住生活環境下にあっても、そこに居

住せざるを得ないという母子世帯の事情が伺える。

大阪府

大阪市

0%2佛40%6D異80覧100%

口持家画公営■公団日民間ロ同居■その他

図1住宅所有関係(p>0.05)
注)rその他」には社宅、母子生活支援施設が含まれる

同居先は親元がほとんどであるが、そのぽか、兄弟、祖父母宅も含まれる。

表2最低居住水準の状況

水準以上水準未満

大阪市一「『灘大阪市

60
持家

92、3%7.7%

民間.58.0%・,42.O%

同居・629%一引3刀%

その他、"

71、4%..28.6%

合計一
71.5%28.5%

(不明・:大阪府20件、大阪市21件を除く)
注;rその他』には公団、数宅、母子生活支援施設が含まれている

(民間p>0.05同居p〈0,05)

5.住居費負担率から見る母子世帯の居住実態

住宅所有関係別に住居費負担の有無を見ると、民間借家、公

営住宅では、全ての母子世帯が住居費を負担している(表3)。

他方で、持家と同居では住居費を負担していない世帯が見られ

る。住居費負担のない世帯の割合は、同居において高い(府・

55.4%)、(市・60.9%〉。これらの世帯は生活困窮、家賃節約の

ために同居を選択している可能性が高いといえる。他方、同居

でありながら家賃を支払っている世帯が約4割確認された。こ

のことから、同居選択の要因はr行き場がなく生活に困窮して
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いるから」というものばかりではないことがわかる。

表3住居費の有無(p〉o.05)

有り 無し

大阪府 大阪市 大阪府大阪市

持家公営民借同居その他
3986.フ%41沁0%79て00幅2944,6飴8100%4了79.7%46100拓刀100%2739.1魅7100%61213.3%20.3%000%0%000覧0%3641554%609%000%0%

合計 196824% 204フ94% 42531了6幅20.6%

(不明大阪府2件、大阪市27件を除く)

注;rその他」には公団、社宅・母子生活支援施設が含まれている

表4の住居費の内訳を見ると、借家では住居費の殆どが家賃

やrその他」に含まれる共益費等である。他方、持家の住居費

には住宅ロrン返済わ固定資産税がある。その割合は、府・ロ

ーン30.8%、固定資産税7L8%である。市・ローン57.4%、

固定資産税95.7%となっている。府と市ではローン支払いに

大きな差が見られる。持家を取得してからの期間は、府よりも

市の方が長いという結果が得られたxi。従って、これには、住

宅取得時期以外の要因が影響を与えていると考えられる。持家

を所有する母子世帯は、死別の際に持家を相続したり、離婚の

際の財産分与等で持家を譲り受けたりする場合が多いxii。その

ため、府ではローンを返済している世帯の割合が3割と低くな

っていると考えられる。他方で、市ではローン支払いが約6割

と高くなっている。これらの中には、結婚時の持家のローンを

支払っているものもいるが、新たにローンを借入れ、住宅を購

入したケースも見られた。

同居では、同居先の住宅の種類によって住居費負担の内容は

異なる。しかし、府・市ともに家賃支払が半分以上を占めてい

る(それぞれ69.0%、55.6%)。前節では府、市ともに、同居

している者の約4割が借家に居住していた。また、本節では、

同居世帯の4割が住居費を支払っており、その約6～7割が家

賃を支払っているという事実が明確となった。このことから、

借家において同居している母子世帯の多くは、自ら親の面倒を

見ている、あるいはお互いの家計支出を低く抑えるために同居

を選択している傾向が高いのではないかと推測される。

続いて、平均住居費を見ると、市(53,027円)が府(44,365

円)よりも高くなっている。住宅所有関係別では、いずれの住

宅の種類についても、市の平均住居費は府よりも高い。府・市

ともに民間借家の住居費が最も高く、府では58,391円、市で
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は68,025円である (表5)。

表4住居費内訳

注;rその他」には公団、社宅、母子生活支援施設が含まれている

表5住居費(大阪府不明6件を除く)

持家 38.9覧30、6拓5β%8,3%5.6%
31

大公営
77.5腸17喉5%25鶉2,5%0」0%

18
府民間

22.8%31β%19〔跳10L1%

同居
7賜α〔胱3」%

その他

39,665
10〔踊

21,32910働

58,391
て0ω1

10〔脱

持家
38,3%4㌧3%1Z8%10」6%8、5兜64%19」%
31

大公営 67,4梶239%8,7%0%0%0%
20

市民間 α〔端歌1%2G〔跳22.1%18.2%1α4瑞14㌔3%1〔P%

同居 29.6賂29β腸3』7%18、5%100%

その他 143%42,9%14,3%143%100%

68,025

55,412

61,286

注;府・市の合計についてカイ二乗検定を行った結果pく0・05で有意差が見られた。

また、rその他』には公団、社宅、母子生活支援施設が含まれている。

続いて、住居費負担率を見る。住居費負担率とは、収入に対

して住居費が占める割合のことである。調査対象世帯の中には、

収入よりも高い住居費を支払っている世帯が存在する。これは

府では11世帯、市では6世帯であった。これらの世帯は、貯

蓄を切り崩したり、借金をしたりして住居費を工面していると

考えられる。これら17世帯を除いた世帯の住居費負担率を表

6に示す。平均住居費負担率は、府26.60%、市26.57%で大差

はない。住宅所有関係別に見ても、負担率は府・市ともにほぼ

同レベルとなっている。大阪市では府に比べて住居費が高い

が収入も高いため、住居費負担率は府とほぼ同レベルになって



いるのである。

表6住居費負担率

住居費を支払っているものの住居費負担率(%)

50～10～2020～3030～4040～5010未満100未未満未満未満未満満
合計 平均

冶龍 ・2豚3242191120姫9轄『212監2フ8%126%73覧132髄 f51「荏oo拓
26.60、

大阪府
持家公営民間同居

95"1て221.4%判.9%26.2%2.4%2.4%4、8%15"3て0才37.5%42.5%7.5%2.5%0,0邪2.5%0422148140.〔隅6.3%34.9%22.2%て2.フ%22.2%366323120%240%240%120%80%120舗

2969%3793%6298%2392%
20.0013.0036.8027.50

一嫌「1:1舞1羨382了鱗1415樵脇224%159%259呪82%88% 170100覧
26.5フ

大阪市
持家公営民間同居

135894331.0%",9%19.0%21.4%9.5%7.1%15184イ2037.5弘45.0%て0簾2.5%5.0%0%041231880%6.3%190%49.2%イ2.7%イ2.7%4113304160%440器120%12〔胱簾160%

42100%40可00%63100%25100%
24.2414.て036.9223.41

(不明・大阪府45件、大阪市34件を除く)
注;府・市の合計についてカイ二乗検定を行った結果pく0・05で有意差が見られ

た。また、rその他』には公団、社宅・母子生活支援施設が含まれている。

表7家賃及びローンのある世帯の滞納状況(過去1年間)

(不明、大阪府7件を除く)(p>0.05)
注;rその他」には公団、社宅、母子生活支援施設が含まれている。

住居費負担率を住宅所有関係別に見ると、府(36.80%)、市

(36.92%)ともに民間借家において最も高くなっている。低

収入の母子世帯にとって、4割近い住居費負担率は極度に家計

を圧迫していると考えられる。民間借家では、5割以上の世帯

が30%以上の住居費負担率を強いられている。中には50～

100%未満の負担を強いられている世帯も存在する。冒頭で述

べたように、母子世帯の就労形態は極めて不安定である。r支

払える範囲の家賃」と判断して入居しても、突然の解雇や減給

などで家賃負担が急増することは珍しくない。中には、家賃が

支払えず滞納している世帯も存在する。その割合は、府が

20.5%、市が16.5%である(表7)。住宅所有関係別に滞納状

況を見ると、府、市ともに、民間借家居住者の2割以上が過去

1年間に家賃支払いを滞納したことがあると回答している。ま

た、府の公営住宅居住者においても2割以上が滞納したことが

あると回答している。但し、公営住宅の住居費負担率は民間借

家よりもかなり低く(府13.00%、市14.10%)、更に、公営住

宅居住者の場合、家賃の支払い能力が失われる、あるいは著し

く低下した場合は家賃の減免や免除を受けることができる(公

営住宅法第16条第4項)。それに対して、民間借家居住者はこ

ういつた恩恵を受けることはできない。以上のことから、民間

借家に居住する母子世帯は特に深刻で不安定な住宅問題を抱

えていると言えるだろう。

6.結

本研究で明らかとなった、大都市(大阪市)とその周辺の中小

都市(大阪府)における母子世帯の居住水準と家賃の状況以下の

諸点に要約できる。

第1に、一般世帯と比較すると母子世帯の居住水準は低く、中

でも民間借家の居住水準は極めて低い。また、大都市の母子世帯

の居住水準は、その周辺の中小都市のそれよりも更に低い。

第2に、大都市の住居費はその周辺の中小都市と比較して高い。

しかし、住居費負担率については大都市と近隣中小都市の間に大

きな差は見られなかった。これは、大都市の方が周辺の中小都市

よりも世帯収入が高いためである。また、住宅所有関係別に住居

費負担率を見ると、民間借家のそれが4割近くと最も高い。

第3に、規模の小さい借家において同居している世帯の存在が

確認され、その居住水準は大都市において特に低くなっていた。

また、同居世帯の4割は住居費を支払っており、更にその4割の

住居費内訳を見ると、6～7割が家賃であった。

母子世帯の自立にとって必須の条件は、安定した就業の確保で

あるが、それがなされるためには居宅から至近な範囲での勤務先

の確保と育児・教育施設の存在、交通網の整備など多様な条件が

必要となってくる。これらのニーズが満たされる可能性は大都市

において大きい。しかし、その大都市において母子世帯の居住実

態は深刻である。特に、大都市の民間借家や同居に居住する母子

世帯は、最低居住水準未満の住環境を強いられている世帯が多く、

このような環境の改善は緊急の課題であるといえる。公営住宅に

対する母子世帯のニーズは大きいと考えられるが、大都市で公営

住宅供給を進めることの困難や、母子世帯集住に対する社会的偏

見などが考慮されなければならない。母子世帯の多岐にわたるニ

ーズにかなう居住確保のため、家賃補助制度の導入など民間借家

を活用した施策の構築が必要であると考える。
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1母子及び寡婦福祉法に記述されている母子世帯の定義は、1配偶者と死別した女子であっ

て現に婚姻をしていない者。2離婚した女子であって現に婚姻をしていないもの。3配偶者

の生死が明らかでない女子。4配偶者から遺棄されている女子。5配偶者が海外にあるため、

その扶養を受けることができない女子。6配偶者が精神又は身体障害により長期(1年以上)

にわたって労働力を失っている女子。7配偶者が法令により長期(1年以上)にわたって拘禁

されているため、その扶養を受けることがで慧ない女子。8婚姻によらないで母となった女子

であって現に婚姻をしていない者とされている。従って、本研究では、上記の要因によって

母子世帯になった者のみを対象とする。

il母子世帯に対する公的住宅支援には、①母子生活支援施設の供給、②公営住宅優先入

居制度、③母子福祉資金の中に位置づけられている住宅資金、転宅資金の貸付、④生活

保護に伴う住宅扶助がある。

①母子生活支援施設(旧母子寮1は、生活に困窮する母子世帯を対象にした一時保護施設

である。この施設は、児童福祉法第38条に位置づけられている。しかしながら、この施設へ

のニーズは低く、2003年の全母調によると、この制度をr利用しているまたは利用したことが

ある」と回答した世帯は3%のみであり、この制度をr今後利用したい」と回答した世帯は

13.6%であった。施設に対するニーズが低い理由として、松原(1999)は建物の設備や老朽

化や居室の狭さを挙げており、田端(1993)は施設居住者に対する翻rl視の風潮を挙げて

いる。ニーズの低下により1964年に全国に629カ所あった施設が2003年には288カ所に

まで減少している。

②公営住宅優先入居制度は、公営住宅入居申込者のうち、一部住宅困窮度の高い者を、

一般住宅困窮者よりも優先して住宅の援助を行うというものであり、通達に基づいて実施さ

れている。1955年に、はじめて、公営住宅入居者選考の際に母子世帯を優先的に取り扱う

旨の通達が出されてから数度の通達を経て現在に至っている。しかしながら、葛西(2005)

は公営住宅がi供給不足、廿地域的偏在、狙緊急的利用が不可能であるという問題を孕

んでおり、そのため母子世帯の居住ニーズに対応困難になっていると指摘している。

③母子福祉資金は、母子及び寡婦福祉法第10条に位置づけられる貸付事業である。その

中で住宅に関する貸付事業は、住宅資金及び転宅資金である。住宅資金とは、現在住んで

いる住宅の増改築や補修に必要な資金、又は自ら居住する住宅の建設及び購入するため

に必要な資金の貸付事業である。転宅資金とは、住居の移転に伴う敷金、権利金などの一

時金に充てる資金である。2003年全母調ではこの制度をr利用しているまたは利用したこと

がある」と回答した世帯(10.5%)とこの制度をr今後利用したい」と回答した世帯(5L9%)の

間に大きなギャップが見られた。これは、利用にあたって償還能力の厳しい査定や安定した

所得を得ている保証人を必要とされるため、審査から漏れる母子世帯が多数存在することが

理由である。

④生活保護に伴う住宅扶助は、生活保護を構成する7扶助のうちの1つである。月々の地

代や家賃、間代のほか、転居にともなう権利金、敷金、不動産業者への礼金、住宅補修費

が支給される。しかしながら、貧困以下の母子世帯でも生活保護を受給していない者も多く、

2003年社会福祉行政業務報告によると、生活保護を受給している母子世帯は82、216世帯

で全母子世帯の6.7%に過ぎない。本アンケート調査の自由記述欄には、r受給することに抵

抗がある」やr役所窓口で受け付けてもらえなかった」などという記述が見られた。

[1住宅事情に関する代表的な調査には、土地・住宅統計調査がある。これには母子世帯の

カテゴリーはないがr男親または女親と子のみの世帯ゴがある。しかしながら、これには、①
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配偶者が単身赴任中の世帯もこれに含まれる、②子の年齢が限定されていないため、母子

世帯の状況を明確に把握するには限界がある。その他、母子世帯の居住状況を把握できる

既存統計調査は①全国母子世帯等調査、②自治体が独自に発行する統計調査(28府県7

政令指定都市)、③全国消費実態調査、④家計調査がある。これらから把握できる母子世帯

の居住実態は1)住宅所有関係、2)年齢階層別住宅所有関係、3〉年収階層別住宅所有関

係、4)1世帯当り、1人当り延べ面積、5〉住居費支出、6〉賃貸住宅の家賃である。

1Ψ平成i5年住宅土地統計調査によると、全住宅ストックに占める公営住宅ストックの割合は、

東京特別区(5%)、横浜(5%)、名古屋(8%)、大阪市(9%)である。

v昭和25年、母子世帯及び寡婦の福祉の増進を図ることを目的として設立され、大阪府下37

市郡の単位会で組織されている。事業内容は、大阪府からの委託事業であるr母子家庭等

就業・自立支援センター事業」として、各種就業支援講習会や就業相談等を実施するほか、

r母子家庭等日常生活支援事業」として、家庭生活支援員の派遣を行うなど、母子家庭の自

立を幅広く支援している。これらの他、独自事業として、無料職業紹介所の開設、各種交流

事業、研修事業、子育て支援がある。母子世帯会員は4,600世帯であり、大阪府の母子世

帯の12.6%を占める。会員は主に大阪府下37市郡の役所で配布されている広報を見て入

会してくる不特定多数の母子世帯が主体となっている。

v'母子連会員の特徴を示すため、2005年実施の母子連によるr母子家庭の暮らしと就労に

関する調査結果」(以下母子連調査)と2003年度「大阪府母子家庭の母への支援に関する

調査」(大阪府調査)を用いて①死別・生別割合、②母の年齢、③就業割合について比較を

行った。その結果、①母子連調査;死別(5,9%〉、生別(94.1%)、大阪府調査;死別(L5%〉、
生別(985%)とほぼ同様の傾向を示している。②母子連調査;20代(7、6%〉、30代(55、2%〉、
40代(29,6%)、50以上(5、9%)、大阪府調査;20代(13.1%)、30代(49.1%〉、40代
(32、1%)、50以上(5.O%〉であり、いずれも30代の割合が最も高い。③母子連調査;有業

(83.1%)、無業(16.6%)、大阪府調査;有業(78、3%)、無業(21.7%)であり、母子連調査に

おける有業割合が5%高い。また、本来年間総収入等について検討するべきであるが、母

子連調査がr就労による収入」について公表しているのに対して、大阪府調査ではr年間総

収入」を公表しており正確な比較ができないためこれを断念した。

相召和28年母子及び寡婦の福祉の増進を図るために設立された。大阪市からの委託を

受け1)法律・生活・就業に関する相談事業、2)家庭生活支援員の派遣、3)簿記、パソ
コン、調理師、ホームヘルパー(2級)の講座開設、4)各種交流事業を行っている。母

子世帯会員は約2,000人であり大阪市の母子世帯の10,2%を占める。会員は主に大阪
市の役所窓口で配布されている広報をみて入会してくる不特定多数の母子世帯が主体

となっている。本来、より詳細な会員特性を示す必要があるが、共励会会員に関する

調査がないためこれを断念した。

剛t本調査回答世帯の特陸を示すために、本調査と大阪府母子家庭の母への支援に関する

調査と大阪市ひとり親家庭実態調査報告書について①死別・生別割合②母の年齢③就業

状況、④年間総収入の点について比較を行った。その結果①については、大阪府におい

て10%以上もの相違が見られた。これは、大阪府調査対象者を児童扶養手当受給者に限

定したために生別に大きく偏ったためであると考えられる。②母の年齢は、府ではいずれも

30代が最も高く、市ではいずれも40代が最も高い。③有業割合については、いずれも本調

査が高い割合を示している。④年間総収入階層についても、いずれも本調査が高い。本調

査が対象としている団体加入者の就労意識等が非加入者と比較して高いと考えられ、それ

が就業状況や年間総収入に反映されたと推測される。

府(本調査) 大阪府 市(本調査) 大阪市

発生要因 死別【 15.4%846% 1.5%985% 13.0%870% 10.2%898%

20代 4.6% 13.1% 2.5% 9.6%

母の年齢
30代40代 55.8%36.7% 49.て%32.1% 35.O%50.9% 36.2%41.8%

50識上 29% 50% 117% 109%

就業状況
83.7%イ63% 78.3髄2口%91.5%85覧 77.2%2280%

100万 ゴ6.4% 23.7脇 7.3% 25.0%

200万未満 315% 45.8% 28.0% 32.3%

年間総収 300万未満 33.8% 荏8.5% 39.4% 18.5%

入 400万未満 13.1% 7.1% 16.3鶉 11.7%

500万未満 3.3% 2.3% 5.3% 4.3%

500追上 1g% 26% 37% 82%

最低居住水準(面積基準1は以下の通りである

世帯人員
居住室面積(内法)住戸専用面積(牌芯)

1人 7.5m(4. 5畳) 18m

1人(中高齢単身) 価.0㎡(9畳) 25㎡

2人 17.5㎡(10. 5畳) 29㎡

3人 25㎡(15畳) 39㎡

4人 32.5㎡(19. 5畳) 50㎡

5人 37.5㎡(22。5畳) 56㎡

6人 45㎡(27畳) 66㎡

注〉ダイニングキッチン及びリビングダイニングキッチンは一部屋とする。

X馬場(1999)は、同居世帯を親との経済的関係を軸にr親依存型」、r親扶養型」、「対等相

互扶助型」の3つのタイプに類型化している。

XL持家を取得してからの期間を見ると、大阪府では1年未満(6・7%〉、1～3年未満(15.6%〉、

3～6年未満(工7.8%〉、6～10年未満(28.9%)、10年以上(3L1%)であり、大阪市では1年
未満(2、9%〉、1～3年未満(5.7%)、3～6年未満(28.6%)、6～IO年未満(28.6%)、10年以
上〔40.O%)であった。

XI葛西(2005)を参照。


