
コロナで苦しむ“ひとり親”へ支援を届けたい

#ひとり親をみんなで支えよう。

成果報告

長友佑都 緊急企画



日本のひとり親家庭の相対的貧困率は50.8%で、先進国で 悪のレベル

コロナの影響により、収入減、そして収入が ロになった人も12％いる
※出典：しんぐるまざあず・ふぉーらむ　 ングルマ ーの現状　https://www.single-mama.com/status/

日本のひとり親家庭の現状

https://www.single-mama.com/status/


日本のひとり親家庭の現状

● 給食がなくなり、

子どもたちのお腹を満たすことができない。

● 今月はまだ3週間以上あるのに、あと1000円しかない。

● 自宅待機で増えた光熱水費、家賃が払えない。

● かさむ マ ク、衛生用品、日用品の臨時出費。

● インターネット環境がなく、支援の情報さえ得られない。

綱渡りの毎日....。



ひとり親支援プロ ェクト「#ひとり親をみんなで支えよう」とは



ひとり親支援プロ ェクト「#ひとり親をみんなで支えよう」メンバー

長友佑都



ひとり親支援プロ ェクト「#ひとり親をみんなで支えよう」

実施プログラム

2. キルアップ　
機会の提供

3.別居中・離婚前の　　
ひとり親家庭への　　
緊急支援・全国調査

4.DV相談員の採用
　・育成支援



合計支援者数：27,447人

第1弾：食糧支援 26,470人

第2弾：ひとり親向けライター育成プログラムの無償提供 56人

第3弾：ひとり親家庭・経済的に困窮している家庭の子どもたちへの

       ッカーボール提供 59人

第4弾：「別居中・離婚前のひとり親家庭」への緊急支援・全国調査を

　　　 実施。すべてのひとり親家庭が児童手当を受け取れるよう提言

　　　 を実施 862人

本プロ ェクトで支援を届けた数

※平成28年度全国ひとり親世帯等調査　母子世帯の平均世帯人員より算出



むすびえ・食糧支援 ¥6,000,000

ングルマ ー ポート団体全国協議会・食糧支援 ¥10,385,015

てとてとて・食糧支援 ¥1,500,000

日本財団・ ッカーボール寄付 ¥538,010

ひとり親向けライター育成プログラム ¥991,200

実質的なひとり親の緊急支援・全国調査 ¥3,075,996

DV相談員の育成・採用支援 ¥3,120,000

READYFOR手数料 \5,534,510

プロ ェクト運営事務局費用 \4,447,922

残額 \14,407,347

本プロ ェクト活動金額



第１弾　支援プログラム

食糧支援



▍ 札幌市

しんぐるまざあず・ふぉーらむ北海道
https://smf-hokkaido.com/

▍ 十和田市

十和田こども食堂実行委員会
https://www.facebook.com/

十和田こども食堂バ -103832467942457/

▍ 山形市

クローバーの会＠やまがた
https://clover-yamagata.jimdofree.com/

▍ 新庄市

NPO法人　福祉 ポート ンター山形 
http://fukusi320.web.fc2.com/

▍ 盛岡市

NPO法人　インクルいわて
http://incluiwate.jp/

▍ 郡山市

NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島
http://www.facebook.com/TSUGAno.Wa/

▍ 仙台市

せんだいこども食堂
https://www.sendaikodomosyokudo.com/

▍ 石巻市

一般社団法人ワタママ マイル
http://watamamasmile.org/

▍ 富谷市

NPO法人ふうどばんく東北AGAIN (あがいん)
http://www.foodbank.or.jp

第１弾支援｜全国協働団体のご紹介（北海道・東北）



▍ 立川市

立川市ひとり親家庭福祉会 立川みらい
https://www.facebook.com/Tachikawa.mirai/

▍ 北区

一般社団法人ＳＨＯＩＮ
http://shoin-tokyo.com

▍ 新宿区

新宿こども食堂たんすまち
http://www.shinjuku-kodomoshokudo.com/

▍ 荒川区

こども食堂 ンクロ

(併設みんなのポラリ ルーム) 
https://ameblo.jp/kohshimama/

▍ 葛飾区

地域支援団体えまいま
https://emeima.com

▍ さいたま市

コ モナレ ピ
http://www.facebook.com/cosmonarecipe/

▍ 川口市

幸町陽気こども食堂・川口子育て応援

フードパントリー幸栄
https://ameblo.jp/youkishokudo1/ (幸町陽気こども食堂)

https://www.facebook.com/k.pantory/

(川口子育て応援フードパントリー幸栄)

▍ 大和市

結の箸 

▍ 千葉市

TSUGAnoわ こども食堂
http://www.facebook.com/TSUGAno.Wa/

▍ 流山市

とうかつ草の根フードバンク
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/

とうかつ草の根フードバンクtkf-112362473506705/

第１弾支援｜全国協働団体のご紹介（関東）



▍ 福井市

女性の社会生活活動部 フルード
http://fruid.org/

▍ 鯖江市

越前町にこにこ食堂実行委員会
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-

Organization/越前町にこにこ食堂-1702110063177677/

▍ 燕市

つばめ地域食堂プロ ェクト
http://tsubamecaregiving.jimdofree.com/

▍ 富山市

NPO法人えがおプロ ェクト
https://www.egao-project.org/

▍ 各務原市

ングルマ ーとその子どもたちの会
～freely～ 
https://singlemams-freely.com/

子育て支援 ークル あそびのいっぽ
http://ameblo.jp/asobinoippo/

▍ 大府市

第１弾支援｜全国協働団体のご紹介（中部）

▍ 静岡市

Single Parent 101
（ ングル ペアレント ワンオーワン）
https://singleparent101.localinfo.jp



▍ 桑名市

NPO法人 太陽の家

▍ 大和郡山市

NPO法人せいじゅん 
たすけあい こども食堂 

https://www.taiyounoie2015.com/

https://www.seijyuntasukeai.com/

▍ 山口市

.style

（ドット タイル）
https://dot-style.org/

▍ 出雲市

しんぐるまざぁず・ふぉーらむ出雲
https://www.facebook.com/singleizumo/

▍ 福山市

NPO法人

こども テー ョン
http://kodomostation.or.jp/

▍ 高松市

香川ぼしふしの会
https://peraichi.com/landing_pages/view/kagawabosihusi/

▍ 松山市

ングルマ ー交流会松山
https://www.facebook.com/
singlemathermatsuyama/

▍ 新居浜市

しんぐるまざー交流会　

あまやどり
https://www.facebook.com/しんぐるまざー交流会-あまやどり-
456031461484775/

第１弾支援｜全国協働団体のご紹介（近畿・中国・四国）

▍ 神戸市

NPO法人女性と子ども支援 ンター
ウィメン ネットこうべ
http://wn-kobe.or.jp/

▍ 大阪市

NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西
http://smf-kansai.main.jp/

▍ 富田林市

子ども宅食 「にっこり」
https://www.facebook.com/tonkodomoshokudo/



▍ 福岡市

NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡
https://www.smff.or.jp/

▍ 熊本市

熊本県ひとり親家庭福祉協議会 てとてとて
https://tetotetote.kumamoto.jp/

▍ 那覇市

しんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄
https://www.facebook.com/smf.okinawa/

第１弾支援｜全国協働団体のご紹介（九州・沖縄）



ひとり親家庭・経済的に困窮する世帯への食料支援等を実施する

全国41の協働団体と共に食料支援を実施

ングルマ ー ポート団体

全国協議会加盟団体の皆さんへ

総額1,050万円の助成を実施



NPO法人

全国こども食堂支援 ンター

・むすびえさんへ

600万円の助成を実施

ひとり親家庭・経済的に困窮する世帯への食料支援等を実施する

全国41の協働団体と共に食料支援を実施



熊本県ひとり親家庭福祉協議会

てとてとてさんへ

150万円の助成を実施

ひとり親家庭・経済的に困窮する世帯への食料支援等を実施する

全国41の協働団体と共に食料支援を実施



協働団体による食料支援の様子



ひとり親家庭から届いた声

● 突然の贈り物で・・・こういった形で支えてくださる方がおら

れることに驚きました。励みになると言うか、ほんとにありが

たいことだなぁと感謝の思いです。うちは子どもが大きいので

正直いただいていいのかなぁ?と少し戸惑いましたが、コロナの

影響で学校や職場以外での トレ も増えるなか、なんだか

ほっこりしたと言うか心温まりました。本当に感謝しておりま

す。ありがとうございました。

● 「わくわくした!」と、こどもからの感想です。私も開けると

き、わくわくしました!たくさん入っていて、本当にありがたい

です。長友選手がひとり親を応援してくれていることを知っ

て、元気が出ました。

● 沢山入っていて大喜びでした。お菓子は好きなものだったの

で、嬉しかったです。いつも支えて頂いてありがたいです。明

日からまた頑張れます。



ひとり親家庭から届いた声



ひとり親家庭から届いた声



第２弾　支援プログラム

「ひとり親向けライター育成プログラム」

を無償提供



コロナ不況の影響

参照元：しんぐるまざあず・ふぉーらむ｜ひとり親家庭への新型コロナウィル (COVID-19)の影響に関する調査（6月）を元に作成

  コロナ不況の影響で、ひとり親家庭の約7割が収入減に
15%が「収入が ロになった」

収入への影響
（児童扶養手当受給者）

仕事への影響と収入の関係
（児童扶養手当受給者）



就業支援制度の利用状況（％）

出所：厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」を元に作成

利用あり 利用なし
制度を

知らなかった

高等職業訓練促進給付金 3.2 96.9 49.7

自立支援教育訓練給付金 5.0 95.1 45.7

母子家庭等就業・
自立支援 ンター

10.9 89.1 35.8

高卒認定試験合格支援 0.5 99.5 56.7

実際のニー とマッチしておらず、公的支援の利用率は1割以下



第２弾支援プログラム：「ひとり親向けライター育成プログラム」を無償提供



第２弾支援プログラム：「ひとり親向けライター育成プログラム」を無償提供

60枠の募集がわずか2日で満席に



● WEBライター検定2級の動画視聴とオリジナル課題への取り組み

● 課題の添削とコメント

● クラウドワークスの基礎講座及びTips
（記事作成のコツ・チェックポイント等の情報）提供

● 相談会などメンバー限定のオンラインイベント開催

● WEBライター検定2級の受験

● 参加者同士の交流

主なコンテンツ

第２弾支援プログラム：「ひとり親向けライター育成プログラム」を無償提供



第２弾支援プログラム：「ひとり親向けライター育成プログラム」を無償提供

ともに学べる、プログラム専用オンラインコミュニティを運営



毎日日報を書くことになっているので、

そこで進捗や感想を報告しつつ、他の参

加者と励まし合いました。こうした関係

が築けたことで、頑張ることができまし

た。ひとり親だからこそ感じる気持ちに

寄り添い、共感できることも

多かったです

今回受講できて本当に良かったです。

学んだことを生かし、ライティングの仕事

に挑戦しようと思っています。このような

機会をいただけて、関係者の皆さんに本当

に感謝しています

参加者の声

第２弾支援プログラム：「ひとり親向けライター育成プログラム」を無償提供



第３弾　支援プログラム

ひとり親家庭・経済的に困窮している家庭の

子どもたちへの ッカーボールプレ ント



第３弾支援プログラム:ひとり親家庭・経済的に困窮している家庭
　　　　　　　　　　 の子どもたちへの ッカーボール提供



第４弾　支援プログラム

「別居中・離婚前のひとり親家庭」への

緊急支援・全国調査



置き去りにされているノー ーフティネットひとり親家庭の存在



ノー ーフティネットひとり親とは

別居中・離婚前で子どもと同居している実質的なひとり親家庭。

法律上離婚していないので、ひとり親が受けられる支援からこぼれている



実質的なひとり親家庭への緊急支援

全国アンケート調査を実施



長友選手主催クラウドファンディング

「ひとり親をみんなで支えようプロ ェクト」

認定ＮＰＯフローレン

国・自治体

ングルマ ー ポート団体　全国協議会

加盟団体

支援対象者

協力要請

緊急支援の案内

助成金

連携

ロビイング

• 緊急支援
• アンケート調査への協力依頼

第４弾支援プログラム:「別居中・離婚前のひとり親家庭」への
　　　　　　　　　　　緊急支援・全国調査枠組み



第４弾支援プログラム:

「別居中・離婚前のひとり親家庭」への緊急支援・全国調査を実施 

厚労省調査の「母子世帯」の就労年収200万円未満の割合58.1%に対し、

本調査対象者は71.8%と経済的により困窮している層である

Q. あなたの昨年度(2019年度)の就労年収について、あてはまるものをお選びください

ベー ：全体(N=262)

就労年収
200万円未満



約7割が相手からのDVを経験。身体的なDVだけでなく、9割は精神的なDVを

経験しており、経済的・性的暴力も複合的に受けていることがわかった

Q. 別居中の相手からのDVがありましたか

ベー ：全体(N=262)

Q. どのようなDVがありましたか(複数回答可)

ベー ：相手からDVありと

回答した人(N=189)

第４弾支援プログラム:

「別居中・離婚前のひとり親家庭」への緊急支援・全国調査を実施 



Q. 総じて、コロナ禍以前の生活と比較して、

　 生活満足度はどのように変化しましたか

コロナの影響で「生活が苦しくなった」実感のある家庭は7割、直近3ヶ月

の収入が15万円未満が約7割（うち無収入は2割）と経済的な困窮が深まっている

ベー ：全体(N=262)

Q. あなたの直近3ヶ月(2020年6～8月)の就労月収の

　 平均として、あてはまるものをお選びください
ベー ：全体(N=262)

15万未満

第４弾支援プログラム:

「別居中・離婚前のひとり親家庭」への緊急支援・全国調査を実施 



すべてのひとり親家庭が児童手当を受け取れるよう提言



Aさん

当事者からのコメント

3人の子の母です。

夫の精神的DVで別居にふみきりました。

人格否定する言葉を子どもたちに聞かせたくない、子どもたちを守

りたい、という気もちと、今後どうやって生きていけばいいのかと

いう将来の不安がありました。

児童手当の受給手続きはありません。避難している実態がありなが

ら、役所の支援も受け、子どもとともに現場に足を運んでも、３人

分の児童手当を受けとる権利を得られません。なぜ夫が受け取り続

けるのか、疑問に思っています。

私は正社員て働いておりますが、子育て短時間勤務の制度を利用し

ており、年収は夫の1/3程度しかありません。



当事者からのコメント

Bさん

夫は同居していた頃から一方的に機嫌を損ねることがよくあり、そ

の度に離婚だと言われ、日常的にモラル・ハラ メントを受けてい

ました。子どもの前で暴力をふるわれたこともあります。そんな

中、同居している夫から離婚調停を申し立てられました。私がある

日、突然、家を出ることを選択しました。子どもは、私が育ててい

たので、一緒に連れて行くことになりました。

別居から2年以上、私たち親子は、夫と住民票が一緒で、社会保険

の扶養家族となっていたことで、児童手当の受給者を切り替えても

らえませんでした。

いつ離婚が成立するのか、見通しがたちません。このまま正式な母

子家庭になれないまま、子どもたちと隠れるような暮らしを続ける

のかと思うと苦しいです。



提言の賛同人として、長友佑都選手が名を連ねる



NHK、新聞各紙、Yahoo!ニュー 等19メディアが報道



行政が動き、児童手当受給者変更の運用見直しへ



第５弾　支援プログラム

社会的包摂 ポート ンターによる

過去 大規模の

「DV相談員の採用・育成」を支援



コロナ禍でDVに関する相談が急増



DV被害に遭われている方についても

 実質的な”ひとり親”

として考えて、支援を行うことを決定



第５弾支援プログラム：DVの実態を広く知っていただくために「#DVの10                 　　　　　　　　　　　

の真実」と銘打った啓発キャンペーンを展開



DVの実態を広く知っていただくために「#DVの10の真実」と銘打った啓発キャンペーンをWebで展開。

併せてDV相談員募集のためのキャンペーン イトをオープン。

第５弾支援プログラム：DVの実態を広く知っていただくために「#DVの10                 　　　　　　　　　　　

の真実」と銘打った啓発キャンペーンを展開



DV相談員　採用・育成の流れ

オンライン書類選考

オンライン面接選考

オンライン研修：2日間のライブ授業とeラーニングの受講

ロールプレイング面接：
現場の状況を想定してオンラインで面接とロールプレイングの実施

短期インターン選考：
全国の相談拠点にて実際に相談員と実務を行う

内定(2021年12月)



  人材のリクルートと育成に悩んでいたDV被害女性支援の領域に、

IT キルを使った効果的な募集と研修 テムを提供できたことで、

40人もの新たな人材が相談支援の現場にもたらされた

第５弾支援プログラム：社会的包摂 ポート ンターによる

　　　　　　　　　　  過去 大規模の「DV相談員の採用・育成」を支援



民間団体はどこでも次世代育成に悩んでいるが、

とりわけDV被害者支援では難しい。

新人採用は「危険」だからだ。

DV加害者は被害者を追跡するため、支援団体も加害者のターゲットになる。 

襲撃されたり訴訟されたりしてきた彼女たちの

「見知らぬ者」に対する視線は厳しい。

生半なことでは、「支援の輪」には入れない。

加害者の襲撃があるので、

事務所の住所は非公開なのだからハローワークも使えない。

一般社団法人社会的包摂 ポート ンター 事務局長 遠藤智子氏 コメント



今回、「全国規模」で募集することで、

個々の団体へのリ クを軽減することができ、 

ネット活用でさらにリ クを少なくすることができた。

オンライン面接や研修などの

募集と育成の キームを提供してくれた

フローレン の皆さんは「日本のDV被害者支援の崩壊を救った」

と言ってもいいのじゃないだろうか。

一般社団法人社会的包摂 ポート ンター 事務局長 遠藤智子氏 コメント



第６弾　支援プログラム

Coming soon...



ノー ーフティネットひとり親家庭への

無料 ッター派遣にむけて準備中です。


