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コロナ下 × 若い女性の生きづらさ
－横浜市男女共同参画センターの現場から－
うえの る

な

植野ルナ

＆ 小園弥生

事業本部事業企画課長

私たちは横浜市男女共同参画センターで働
くスタッフです。今回、ご依頼をいただき、
SDGsにもある「ジェンダー平等」の目標に向
けて、高校の先生たちとシェアしたいことに
ついて話してみました。なにか気になること
があれば、ぜひご連絡ください。ごいっしょ
に考えていけたらと思います。
●コロナ下の女性たち
植野）コロナ下で、女性たちがたいへんな状
況になっていますね。若い女性の自殺
率が上がったのは深刻です。
小園）ほんとうに。飲食業で働く人は仕事が
減るし、接客も医療・介護なども命が
けになっていて。
植野）リモートワークで家族が家にいる時間
が増えて家事が増えたり、光熱費も増
えてたいへん。2020年 ３ 月 の一 斉 休
校で子どもをみてくれる人がおらず、
シフトを減らされた、失業した、とい
う声もありました。当センターでも相
談員がさまざまな相談 を受けていま
す。
小園）家庭内が密になったことは影響が大き

こぞのやよい

センター横浜南館長

かったですね。2020年の統計ではDV
相談も、児童虐待通告も過去最高だっ
たとか。
【 2020年の統計】
DV相談件数 ※1

190,030件 前年比60%増

児童虐待通告児童数 ※2

106,960件 前年比8.9%増

※１ 全国の配偶者暴力相談支援センターへの相談に、2020年
から新設された「 DV相談プラス」（ 24時間対応のSNSと
電話）を足した件数。2020.4 ～ 2021.3

内閣府統計。

※２ 虐待の疑いで警察が児童相談所に通告した18歳未満の子
どもの数。うち、「心理的虐待」（子どもの目の前で家族
に暴力をふるうなど）が7割を占めた。警察庁統計。

小園）かつて定時制高校の先生から「生徒が
家でごはんを食べられてなくて、高校
の給食が命綱になっている」と聞いた
ことがありました。そういう状況も、
もしかしたらコロナ下で増えているか
もしれないです。
植野）
「生理の貧困」も今年のトピックでし
た。
小園）トイレにペーパーがあるように、生理
用品も置いてあったらいいのに、です。
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●若い女性たちの「船着場」になれれば
植野）センター横浜南では若年無業の女性を
対象に「ガールズ編しごと準備講座」
を10年続けていますけど、参加者は変
わってきましたか?
小園）講 座 は「働 きづらさに悩 むあなたに」
というキャッチコピーで行っています
が、参加者というより社会がどんどん
きつくなって、一人ひとりの生きづら
さは重層化していると思います。人よ
りちょっとゆっくりだとはじかれてし
まう、そんな職場も増えているかと。
講座の参加者は不登校経験者が過半数
で、高校も通信制の方が多いです。こ
れまでの体験から人がこわい、という
話もよく聞きます。
植野）家族のケアをしてきたヤングケアラー
の場合もありますね。
小園）はい。最近は独身男性でも親の介護役
割を期待されていると聞きますが、や
っぱり娘がいればまず娘に「働くより
家族のケアを優先して」となっている
ことは多いです。
  それから、障害福祉のメニューは増え
ましたけど、 情 報 が届 いてないです
ね。そもそも自分から取りにいかない
とだれも教えてくれない。それで、講
座では手帳や障害年金など障害福祉サ
ービスを利用した卒業生の体験談や、
情報提供も積極的に行っています。で
も、全員が使えるわけではないし、あ
てはまるかどうかは人と場合による。
けっきょく、生きづらさに即効薬はな
くて、情報を取ることと、人とのつな
がりを作って増やしていくのがだれに
とってもサバイバルの秘訣なんですよ
ね。
植野）講 座では「自分を大切にする」という
ことも、時間をかけて伝えたり分かち
合ったりしていますね。センターの事
業は相談も講座もすべて、その人に本
来ある力を掘り起こしてもらえるよう
にと願って、やっていますよね。その
根っこにあるのが「自分を大切にする」
２
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ということ。
小園）それは自分の人権を守ることにつなが
ります。でも、なかなか今の時代、自
分を大切にといっても同調圧力が強く
て難しい。子ども時代から、学校でも
家庭でも、親の世代すらそういうふう
に育てられていなかったり。だから、
私たちは小さくても安全な船着き場が
作れたらいいと思ってやっています。
ふらりと給水しに立ち寄ってもらえる
ような場でありたいですね。私たちの
セ ン タ ー は学 校 や職 場 とはまたちが
う、自由意志で利用するサードプレイ
スなので。
植野）ガールズ講座後は今夏もカフェ就労体
験に数名が通ってきているんですね。
小園）はい。「めぐカフェ」サイトには彼女た
ち実習生が書いたブログ記事も載って
います。こんな倒れそうに暑い中で本
当にみなさん、がんばっています。
植野）今 年３月、「一人暮らし女性への食支
援」として、５キロ分のおこめ券と相
談支援機関等の情報を1000人に送る
企画を実施しました。驚いたのは20代
の申込が一番多かったことですね（ネ
ット申込）。コメントには、「話し相手
もいなくてうつっぽい」「シフトが減
って収入が減り、奨学金ローンも返せ
ない」「食費も病院代も切り詰めてい
る」等々書き込まれていて。
小園）女性は飲食、接客など非正規で働く人
が多 いから、 生 活 が直 撃 されますよ
ね。正社員でも若いときは給料が低い
ですし。もはや夫が大黒柱というしく
みは崩れて、シングルの人もどんどん
増えているのに、それでも過半数の女
性は非正規の仕事に就いていて。本人
の努力の問題ではないと思います。
植野）健康診断を受けていない人も男性より
女性に多いです。また、昨年私たちが
行った就職氷河期世代のシングル女性
の調査（横浜市）で、具合が悪くても
受 診 や治 療 をしなかっ た理 由 につい
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? 安すぎて休めもしなかったら自分や
家族のケアと両立できないし、そもそ
も考えていられない。
小園）そうですね。女性は家族のケアをいつ
のまにか背負い、負わされがちですけ
●
「お母さんは働いている」「女の労働は安
ど、セルフケアは男女ともにだいじで
すぎる」「女子は正社員に引き上げてもら
す。
えない」
植野）それから、キャリア教育の前に、生活
植野）今 の10代の子たちの親は６- ７割が共
のお金教育が必要なんじゃないかと思
働きですが、30代の人の親ではまだお
います。どのくらい稼いで、どうやっ
母さんが専業主婦の方が多かった、と
て使うと生活は成り立つのか、成り立
いうデータがあります。たとえば、い
たないのか。リボ払い、みんな知って
ま学校の先生になっている方のお母さ
いる? 借金が雪だるまになっていくん
んは家にいたけど、今の生徒たちのお
だよ、って伝えないと。
母さんの多くは家にいない、働いてい
小園）うんうん。そうですね。
るということですね。それでも子ども
植野）一度正社員になってもやめたら女性の
のことでの期待、声かけは母親にまず
多くは非正規しかないし、それは正社
来ますよね。ベルマーク集めて貼って
員とは守られ方が全然ちがう、という
る時間はないからメルカリで買う、と
事実も教えておいてほしいです。正社
かも聞きます。
員がいいかどうかはおいておくとして。
小園）お母さんはもう家にいませんよ、って
  
（前述の）就職氷河期世代のシングル女
ことですね。
性の調査 でも、正社員では３割が貯金
植野）そうです。それから、もはや高卒女子
1000万円以上あったのに、非正社員は
も52%が進学しているけれど、それで
同じ３割が貯金10万円以下だったんで
も半分近くは高卒でしょう。彼女たち
すよ。
の就職は学校に面倒見てもらえる場合
小園）えっ、それくらいちがう? すごい二極
はいいとして、そのレールに乗らない
化ですね。
と多くはアルバイト、フリーターにな
上あったのに、非正社員は同じ 3 割が貯金 10 万円以下だったんですよ。
植野）コロナ下、労働時間が減少したという
る。そうすると収入が低いだけじゃな
小園) えっ、それくらいちがう?
すごい二極化ですね。
のも非正規職の変化として目立ちます。
くて、いろいろな休暇制度が使えなか
植野) コロナ下、労働時間が減少したというのも非正規職の変化として目立ちます。
ったりします。妊娠したり、
親の介護が始まったりしても
「じゃあやめれば」となりがち
なんです。男子のようには、
女子は正社員に引き上げても
らえない、という如実なデー
タもありましたね。
小園）それはやっぱり男は稼ぎ主だ
からという社会通念が根強く
て、人の意識より実態の変化
のほうが速いんですね。まっ
とうに働いていれば女子も引
（公財）横浜市男女共同参画推進協会
き上げてほしいですよ。
植野)私のいま担当している「コロナ下 女性のしごとと暮らし電話相談」５でも、家賃が払
植野）私のいま担当している「コロナ下 女性
植野）こんな安い時給で働くことに、女の人
えない、仕事がない、生活できない、家族からのモラハラ、という声が多いです。共働き
のしごとと暮らし電話相談」でも、家
はもっと怒っていいんじゃないですか
であっても非正規で立場が弱くて、雇用の調整弁になってしまう。仕事が不安定だと保育
て、非正規職女性では２人に１人が
「金銭的な余裕がないから」と答えてい
ました。

園にも預けられないと。

３
小園)これじゃあ子どもを産むのはしんどいですねぇ。せめて目の前の子どもたちを大事に
しないと。

植野)教育にもっと税金を投入してほしいです。困るのは子どもがこの先に行ったとき。若
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賃が払えない、仕事がない、生活でき
ない、家族からのモラハラ、という声
が多いです。共働きであっても非正規
で立場が弱くて、雇用の調整弁になっ
てしまう。仕事が不安定だと保育園に
も預けられないと。
小園）これじゃあ子どもを産むのはしんどい
ですねぇ。せめて目の前の子どもたち
を大事にしないと。
植野）教育にもっと税金を投入してほしいで
す。困るのは子どもがこの先に行った
とき。若い世代みんなの問題になる。
とくに稼げない立場の人たち、女性た
ちの生活が成り立たないでしょう。
●“ジェンダーギャップ指数”世界第120位
植野）ところで、“ジェンダーギャップ指数”
を先生たちはごぞんじですか? 先日
あるスタッフが講師に招かれて先生方
の研修会におじゃましたら、あまり知
られていなかったので。
小園）
「ジェンダー平等」は国連のSDGs（持
続可能な開発目標）の５番目に入って
います。けど、今年の日本のジェンダ
ーギャップ指数は156か国中かなしい
ことに120位！（世界経済フォーラム
発表）。経済・政治・教育・健康の４
分野での男女格差を測るものですが、
とくに政治分野で女性の参加が遅れて
いて。
植野）経済分野でも、女性の７割は働いてい
ますが、平均所得は男性より44％低く
なっているんです。
小園）オリンピックをめぐっても、女性に対
して差別的な発言、ふるまいがいろい
ろありましたね。でも、これって変、
とみんなが言うようになったのはよい
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変化ではないかな。
●横浜市男女共同参画センターをご利用ください
最後に。横浜市男女共同参画センターは３
館あります。利用は市外の方もOKです。
これまでにご紹介したメニューに加えて、
ジェンダー視点で収集している情報ライブラ
リでのレファレンスや、先生がたのお問合
せ、ご相談もお受けします。相談員が担当す
る性被害やDVのセルフケアグループや、市
民による40もの自助グループ もあります。
デ ー トDVのLINE相 談 も試 行 実 施 していま
す。
こんなことも問題では、と思ったらお気軽
にアクセスください。まだ名前のついていな
い子どもたちの、先生方の困りごとをごいっ
しょに考えていけたらと思います。
電
話
Ｅメール

045-862-5141  
koho@women.city.yokohama.jp
事業企画課

１）横 浜市内に３館ある。男女共同参画センター横浜
（戸塚区）、センター横浜南（南区）、センター横浜北
（青葉区）。指定管理者は公益財団法人横浜市男女共
同参画推進協会。本部はセンター横浜内。
２）「心とからだと生き方の相談」で検索ください。
３）15 ～ 39歳の無職シングル女性を対象とした連続講
座。その後就労体験等も。「横浜 ガールズサポー
ト」で検索ください。
４）
「令和２年度 横浜市就職氷河期世代非正規職シング
ル女性の就労支援に向けた調査及び事業開発報告
書」
５）2021年新設。通話料無料。「コロナ下 女性の電話
相談」で検索ください。
６）さまざまな依存症、障がい、機能不全家族などそれ
ぞれの悩める軸で情報と経験をわかちあう当事者活
動。出入り自由。「フォーラム 横浜 自助グルー
プ」で検索ください。

執 筆 者 プ ロ フィー ル
▶植野ルナ=公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会事業本部事業企画課長。共著書に『シ
ングル女性の貧困』(2017年、明石書店)
▶小園弥生=男女共同参画センター横浜南館長。共著書に『下層化する女性たち～労働と家庭
からの排除と貧困』(2015年、勁草書房)
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