
Business Labor Trend 2021.10

28

コロナ禍で女性が置かれた状況と課題

　しんぐるまざあず・ふぉーらむ（SMF）は、シング
ルマザーと子どもたちが生き生きと暮らせる社会を実
現することをビジョンとしており、会員が2020年３
月末には年度当初3,100人から7,800人にまで激増し
ました。当事者中心の支援団体で、シート１のような
事業を行っています。「イーヨ」という、子育てシン
グルを応援する情報サイトも運営していま
す。
　2020年のコロナ禍でのSMFの緊急支援
活動は、食料支援・就労支援、大規模調査、
政策提言、そして他団体の支援の４分野に
ついて行いました（シート２）。今日は特に、
食料支援・相談支援・就労支援と、調査に
ついてお話しします。

２万4,000世帯に食料を送る

　食料支援では、「だいじょうぶだよ！プ
ロジェクト」という名で、お米や食品のパッ
ケージ、肉や野菜、お菓子を延べ２万4,000
世帯に送り、安心を届けてきました。寄付
をしていただいた企業・個人の方へ感謝を
申し上げます。
　シート３のお子さんたちの写真は、お母
さんが食料を受け取ったときにスマホで撮
影し、感想フォームから送ってくれたもの
です。東北の生産者から、給食がなくなっ
たときに売れなかった肉や野菜を購入させ
てもらい、それを送ったときの写真や、ク
リスマスにお菓子のパッケージを送ったと
きに子どもが本当に喜び合っている写真で
す。
　2020年の４月は本当に大変でした。食
料支援するときにアンケートを取ったので
すが、「自分のご飯は２日に一度にしてい
る」「子どもたちも私も、今は１日１食に

なりました」といった声がたくさん届きました。特に、
ご飯を２日に１度にしていたお母さんは、授乳中のお
母さんであり、本当に厳しい状況でした。
　メール相談が激増し、年間で1,600件になり、「お
金がないです、つらいです」「食品を支援してください」
といった相談が、引きも切らず届きました。

しんぐるまざあず・ふぉーらむの事業

• キャリア支援プログラム「未来への扉」

• オフィスワーク就労支援「明日に花咲く」

• ITスキル支援プログラム「わたし耀く」

• ITスキル支援「スマイルアップ」

就労支援事業

• 電話メール相談

• グループ相談会

• 食料支援
相談事業

• 当事者向け法律講座、エンパワメントセミナー

• 支援者養成講座セミナー事業

• 子育てシングル応援サイト｜イーヨ

• 教育費サポートブック情報発信事業

• 新入学お祝い金事業

• 親子のイベント

• 政策提言
子育て支援事業

2020年のコロナ禍でのSMFの緊急支援活動

大規模調査

パネル調査

アンケート分析

食料支援

相談支援

就労支援

政策提言

他団体支援

シングルマザーサポート
団体全国協議会（28団

体）ほか

コロナ期ひ
とり親緊急

支援

コロナ禍のひとり親支援
――就労・生活支援の事例報告

認定NPO法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ 理事長　赤石  千衣子

事
例
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告
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休校・自粛でひとり親の生活が困窮

　なぜ、それほどまでにひとり親はコロナ
禍で困窮したのでしょうか。まずは一斉休
校や自粛によって就労不能、就労の減少が
起こったことがあげられます。非正規で働
いているため、休業補償がほぼありません。
感染時の子どもへのケア不足に陥ることに
不安を感じ自ら仕事を自粛している人や、
補償もなく、収入減になった人がいました。
また、給食費が就学援助世帯に返還されな
いことなどで出費増になり、生活が圧迫さ
れました。また、預貯金が少ないので、レ
ジリエンスがなく、そのまま困窮しました。
ひとり親の場合には、「平常時の不利」が
あります。それがコロナ禍のうえにさらに
押しかぶさることになりました（シート４）。

シングルマザー調査プロジェクトを結成

　その後、研究者に協力してもらい、シン
グルマザー調査プロジェクトを結成し、大
規模調査、そしてパネル調査を行ってきま
した。2020年７月の調査（新型コロナウ
イルス�深刻化する母子世帯のくらし～
1,800人の実態調査）では、７割が就労・
生活への影響があったと答えています
（シート５）。なお、これはJILPTの連続パネ
ル個人調査（2020年５月）に質問文を合
わせているのですが、JILPTの調査では「民
間企業の雇用者」で45％が影響があった
と答えていたと思います。また、職業別に
みると、特にサービス職・販売職・生産工
程職などが影響を受けていました（シート
６）。

食料・衣料が買えないことが「あった」が
３～４割あがる

　2020年８月からの、毎月539人のシン
グルマザーへのパネル調査の結果からみて
いくと、　2021年３月の調査では、「家族
が必要とする食料や衣料などが買えないこ
とがありましたか」という質問に、お米な

平時の不利にコロナ禍の不利が重なった

平常時の不利
非正規で賃金が安い

子育てを1人で担っている
十分な社会保障がない

貧困率 50％

コロナ禍の不利
飲食、サービス業などの時短非

正規で仕事が減少、
自主休業せざるを得ない
十分な社会保障がない

平常時の不利
非正規で賃金が安い

子育てを1人で担っている
十分な社会保障がない

「そんなことが起こっていたんですか？」
「信じられない」⇒見えない壁

だいじょうぶだよ！プロジェクト
お米、パッケージ、肉や野菜、お菓子を
のべ２５０００世帯に送り、安心を届けました

ご寄付をくださった企業・個人の方へ感謝申し上げます

４月は2300世帯へ送付

コロナ期：シングルマザーの7割がコロナに
よって就労・生活に影響があったと回答
（7月調査）

大いに影響が
あった

38.5%

ある程度影響が
あった

32.3%

あまり影響がな
かった

18.3%

まったく影響がな
かった
8.4%

わから
ない

2.5%

就労・生活への影響

「新型コロナウイルス深刻化する母子世帯のくらし～1800人の実態調査・速報～」
8/28/2020 認定NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ＆シングルマザー調査プロジェクト
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シート４

シート５
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どの主食が買えなかったことは「よくあっ
た」「時々あった」と回答した人が、東京・
東京以外ともに３割～４割いました（シー
ト７）。肉や魚になると、「よくあった」「時々
あった」とする人が半分以上にのぼります。
　さらに、「小学生のお子さんのことで気
がかりだったことがありましたか」との質
問で、「体重が減った」という選択肢を選
んだお母さんの割合は、東京では2020年
の８月、９月には10％を超え、そして、２
月も10％近く（9.3％）となっています
（シート８）。小学生の体重は右肩上がりで、
普通、平均的に減ることはありませんので、
非常に厳しい状況がうかがえると思います。
こういうなかで子どもたちは、学習についていけない、
また、学校に行きたがらなくなったなどの状況が生ま
れています。
　親の就労収入については、月額12万5,000円未満で
働いている人が、東京・東京以外でずっと、40％～
50％います。また、預貯金額が10万円未満の人が漸
増しています。

調査結果をきっかけにITスキルの支援を企画

　このように厳しい暮らしのひとり親を応援するため
に、私たちは仲間の団体と連携し政府や各党に働きか
け「ひとり親世帯臨時特別給付金」を支給することが
決まりました。給付金を12月中に支給された回答者に、
何に使うか聞いたところ、生活費、家賃や住居、そし
て子どもの学用品や年越しの費用など、本当に生活の
支払いに充てていることがわかります（シート９）。

コロナ期：特にサービス職・販売職・生産工
程職などが影響を受けた

事務職 （n=517） 39.1%
サービス職 （n=336） 63.1%
専門職・技術職 （n=224） 36.2%
販売職 （n=139） 55.4%
生産工程職 （n=94） 57.4%
運搬・清掃・包装等従事者 （n=35） 45.7%

表︓新型コロナウイルス感染症にかかわる
自身の雇用や収入への影響として
「収入の減少」があった割合（職業別）

「新型コロナウイルス深刻化する母子世帯のくらし～1800人の実態調査・速報～」
8/28/2020 認定NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ＆シングルマザー調査プロジェクト

厳しい暮らし向き

（2021年）2月中の暮らしを振り返って、経済的な理由で、
家族が必要とする食料や衣料などが買えないことがありましたか。Q

10.9%

19.7%
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35.0%
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28.4%

27.4%
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東京 東京以外

食料（米などの主食）
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東京 東京以外

食料（肉・魚）

• 米が買えない―直近の3月調査でも危機的な状況

• 「肉・魚」が買えないことが「よくあった」「ときどきあった」と回
答した人は半数以上、「野菜」はほぼ半数が買えていない

食料（米などの主食）がかえないことが「よくあった」「ときどきあっ
た」

東京 東京以外

30.6% 41.6%

データ: 2021年3月パネル調査

～食料 1/2～

シート６

シート７
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　また、これは大規模
調査の結果になります
が、PCやタブレット
がないと答えている人
が３割、接続料が不足
していると答えている
人が３割いました。私
どもはこうした結果か
ら、　PCがなかったり、
デジタル化の流れに取
り残されてしまう世帯
をつくってはならない
と早くから思い、何と
かしてITスキルの習
得を支援したいとプロ
ジェクトを企画しまし
た。
　そこで、2020年12
月から、ITスキル支
援「わたし耀く」とい
うスクールを開設しま
した（シート10）。完
全オンラインで、「イ
ンターネットアカデ
ミー」というスクール
に協力してもらいまし
た。Linuxの技術を学
んだりすることで、イ
ンフラエンジニアやヘ
ルプデスクなどになれ
る資格取得を目指しま
す。毎週日曜日の午前
10時～午後12時まで、
オンラインの集合研修
と各自の自習を組み合
わせて、約４カ月のプ
ログラムを行いました。
パソコンはもちろん貸
し出し、Wi-Fiも貸し出して、勉強の環境を整えました。

システム保守業務資格に10人が合格

　資金提供は「みてね基金」（株式会社ミクシィ取締

役会長の笠原健治氏が寄付する資金を原資に設立）か
ら受けています。選考を通過したシングルマザー15
人が参加しました。IT人材は不足している一方、シ
ングルマザーは仕事に困っていることから、スクール

厳しい暮らし向き

！
データ:2020年8月～ 2021年3月パネル調査

食費に関する親のコメント（自由記述欄より）

～食料 2/2～

• 家賃と子どもの最低限の食費は削る事が出来ない為、本当に大変です〔東京・8月調査〕

• 家賃、光熱費、ローンなど、先に払わないと困るものを優先すると、食費や、病院代、学校で使うものを後回しや削るしかなくな
ってます。〔東京以外・9月調査〕

• 子どもが中学生になりとても食べるようになりました。以前より食べる量が増えているので食費も増えています。〔東京以外・10月
調査〕

• 冬休みで子どもの給食が無いので食費（の支払いが大変）〔東京・11月調査〕
• 学校が休みになると食費が増える。〔東京以外・11月調査〕
• 収入は減少しているが子どもにかかる食費や学費はコロナ以前と同じなので、家計は厳しくなる一方である〔東京・12月調査〕
• 圧倒的に食費や生活費がたりない〔東京以外・12月調査〕
• 思春期で食べる量が増え、食費がかさんでいて大変。〔東京以外・12月調査〕
• （子どもの）試験期間や自宅学習の日が多く、自宅で3食を食べることが多く、食費が本当にしんどかったです。〔東京・3月調査〕

！
データ:2020年8月～ 2021年3月パネル調査体重が減った小学生の割合

「小学生のお子さんのことで、気がかりだったことはありましたか」 「体重が減った」

8.1%

11.2% 11.4%

9.8%
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7.6%
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9.3%8.6%
10.0%

6.3%

5.0% 5.0% 4.9% 4.7%
5.6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

体重が減った小学生の割合（月別推移）

東京

東京以外

(123人) (134人) (132人) (102人) (125人) (119人) (120人) (107人)

• 体重が減った小学生（東京）は
多いときは

10％超

• 8月頃をピークにいったん減少し
ているが、2月は再び増加

データ:2020年12月パネル調査

コロナ関連給付金「ひとり親世帯臨時特別給付金」

「ひとり親世帯臨時特別給付金」（基本給付）を12月中に「支給された」回答者
給付金は何に使いましたか（これから使う予定ですか）Q

69.6%

21.2%

31.0%

10.3%

58.2%

40.8%

52.7%

16.8%

8.2%

26.1%

9.8%

72.4%

21.7%

37.3%

14.7%

59.9%

48.8%

52.5%

21.2%
15.7%

28.6%
19.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1. 月々の生活費の支払い

2. 滞納していた生活費の支払い

3. 月々の家賃や住居費の支払い

4. 滞納していた家賃や住居費の支払い

5. 子どもの学用品や子どもの費用

6. クリスマスにかかる費用

7. 年越しにかかる費用

8. 普段は購入しない特別の支出

9. 借金（貸付金や借入金）の返済

10. 将来のための預貯金

11. その他の費用

臨時特別給付金の使途

東京以外 東京
(231人) (208人)

生活費の支払い
や子ども費用のほ
かに

12月の支給は

年越しにか
かる費用
を支えた

シート８

シート９
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を運営して資格取得を目指し、そし
て両者のマッチングができないかと
考えました。
　どうなったかというと、プログラ
ムの結果、応募者が約90人おり、
そのなかからある程度ワードとエク
セルができる人に絞って、15人の
参加者となりました。このなかから、
システムの保守業務資格である
LPIC101の試験に受かった人が10
人、そして102という２度目の試験
に受かった人が３人でました。エン
ジニア転職・入社した人は２人でて
います。資格取得後もさらに応援し
て、転職をサポートしたいと思って
います。
　シングルマザーのＡさんは、高卒で、IT未経験で、
地方自治体の受付業務のパートをしていましたが、イ
ンフラエンジニアの正社員として転職し、就労年収を
前職と比較して150万円アップさせることができまし
た。今後もプログラムを改善しながら運用していきた
いと思っていますので、協力いただける企業を募集し
ています。

「単語もわからない」からエンジニア転職も

　受講生の声を少し紹介します。
　「サーバーって何という状態から始まったので、最
初は不安がとても大きかった。エクセルやワードを少
しだけ活用できるだけだったので、本当に自分ができ
るのか心配だったけれども、将来性のある仕事をした
かったので、今回の機会に飛び込んでみることにしま
した。仕事への入社も決まったので、新しい職場でも
頑張っていきたい」
　「補欠で入ったので、最初は大丈夫かなと思いなが
らも、勉強に取り組んできました。コマンドプロンプ
トとか、単語すら知らない状態でしたが、だんだんわ
かるようになって、Ping-t（IT学習アプリ）をやって
いてフライパンを焦がしてしまったり、子どもに『寝
る時間だよ』と言うのを忘れたり、ばたばたな毎日で
した。エンジニア転職もできて、結果的によかった。
会社とは年収の交渉もできました」

担当者は1,000社以上に声かけ

　プログラムは、若い20代の男性にお願いして、業
務委託契約を結び、担当してもらいましたが、これが
正解でした。私どものほかの職員は40代、50代の女
性で、なかなか企画提案ができず、彼に提案してもらっ
たのですが、しっかり活動を担ってもらいました。
　彼は、コロナ禍、デジタル化に伴う産業構造の変革
で、脆弱な職種に就いているシングルマザーが多いの
で、大きな職種転換の必要性を感じているといいます。
1,000社以上のIT人材企業に声をかけ、マッチングし
てくれました。
　「わたし耀く」では、レベルの高い方向でのITスキ
ル支援をしていますが、パソコンの電源を立ち上げる
ことすら怖いというような人たち向けに、「スマイル
アップ」という講習も、この６月から始めています。
　「やさしく、楽しく、じっくりと、パソコンスキル
を初歩から学ぶ」ということで、６カ月の研修プログ
ラムで、イケア・ジャパンに資金提供してもらってい
ます。パソコン検定〈マイクロソフトオフィススペシャ
リスト（MOS）検定〉やコンタクトセンター検定の
資格取得も応援し、カスタマーサポートセンターの職
員の面接が受けられるというものです。１人ひとりに
メンター、伴走スタッフがついて、１人ずつをケアし
ていくというプログラムで、成果が期待されています。

ITスキル支援スクール『わたし耀く』

• 講座内容 スクールはインターネットアカデミーが提供
• 資金 民間資金は みてね基金（mixi）
• IT資格 LPIC システムの保守業務資格

LPICレベル１～レベル３まである。
資格取得後は人材会社が採用の可能性が高まる

• 定員 15人
• PCは中古パソコン業者 アンカーネットワークサービス社が提供
• OFFICEソフトは マイクロソフト社が安価に提供
• 89人が応募、15人が受講。
LPIC101に10人が合格、102は3人が合格（これから7名受験予定）。2人が転職（100万円以上
の収入up） （6月10日現在）

課題感
年齢は30代前半のほうが就職しやすいが40代の転職例をつくりたい。

仕事と子育ての両立はある程度考慮してくれる企業が増えている（人材会
社）
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