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日本の女性は「恵まれている」か？

•「日本の女性は男性の扶養下で楽をしている」論

•世界経済フォーラムの「ジェンダー・ギャップ指数」（GGI、
2005年から）→2006年、日本の順位は調査対象国115カ国中79
位→2017年には144か国中114位、2019年には153カ国中121位

•１975年の第1回国連女性会議(メキシコ)からの「国連婦人の10
年」、1979年の女性差別撤廃条約、それらの集大成としての
1995年の第4回国連女性会議(北京)の行動綱領→ジェンダー平
等が国際社会で主流化→各国が積極的にジェンダー平等政策を
導入→その動きが鈍かった日本が相対的に順位が下落

•「夫＝セーフティネット」の実質的崩壊と名目的維持→自立の
仕組みは未整備→女性の貧困の潜在的な拡大



国連婦人の10年に起きたこと
（福岡県男女共同参画センターサイトから）
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代表例としてのクオータ制

•議員の候補者名簿、議会の議席数などに最低３割（少数派が影
響力を行使しうる最低比率）を女性に割り振るクオータ制を導
入する国が相次ぐ→国政レベルでクオータ制の導入が判明して
いる国の数は87か国 （2011年「男女共同参画白書」）

•日本では、そうした実効性のある措置はほとんど取られてこな
かった。

•政策への女性参加が進まない→日本では子どもを抱えた女性が
参加しにくい労働政策が続く→正規労働者が少なく、働く女性
の6割近く（2019年時点）を占めるパートや非正規

•その処遇は経済的自立を想定していない→男性も含めた日本の
格差や貧困化に大きな影響



各国の国会議員の女性比率
関橋真理「世界の女性問題③」（汐文社、２０１４）



「夫＝セーフティネット」の機能不全

•日本の戦後の政策は、いかにして男性が女性を養うか、そうし
た女性に家庭で育児や介護を担わせることによっていかに社会
保障費を抑制するかを追求＝「夫＝セーフティネット」

• 1973年、1979年の２つのオイルショックと、その後に急進展
した経済のグローバル化の中で男性の雇用は不安定化

•サービス産業化によって経済界からも女性労働者を求める声

• 1975年からのジェンダー平等と女性の人権の主流化、人権のひ
とつとして女性の経済的自立を求める運動が経済的変化を生き
抜く時代精神の役割



性別役割分業が生んだ労働市場の二極化

• 欧州：男女共通の労働時間の短縮

• 日本政府：オイルショックでの財政悪化→女性に家で社会保障を担
う要求を一段と強める→1979年に自民党福祉部会がまとめた「日本
型福祉社会」構想

• 女性差別撤廃条約の批准のため1985年、男女雇用機会均等法→労働
基準法の女性保護は段階的に撤廃→「妻付き男性モデル」を維持→
男性の極端な長時間労働の働き方に女性が合わせれば正社員に

• 入り口での採用差別などを禁止→女性の職域は広がる→年間給与所
得が300万円以下の女性が1986年の8割から1996年には6割に→だが、
以後も6割台のままで推移

• 従来の男性正社員＝「総合職」、女性正社員＝「一般職」→男女の
待遇差を合理化する「コース別人事」へ



均等法後の女性の給与分布



「労働時間差別」が促した貧困化

• 1995年、日経連が「新時代の日本的経営」→非正規の活用によ
る人件費削減策を推奨→経済的自立を想定しない女性非正規の
低待遇を不況時の人件費抑制にフルに利用→「父のいる学生バ
イト」のイメージの下で、若い独身男性にも波及→2005年から
の製造業派遣の解禁→男性の貧困へ

•オランダでは1996年、パートの「均等待遇」を実現するため、
「労働時間が短いことによる差別」を禁止し、2000年にはフル
タイムかパートかを選ぶ権利を保障した「労働時間調整法」を
制定している



夫と妻の悪循環

•「妻付き男性モデル」でなければ非正規として「家計補助」的
賃→妻が働く二人働きでも家計はさほどは向上しない

→そこで妻が正社員として働こうとすると「女性の扶養」に迫ら
れた男性の長時間労働に阻まれて参入できない

→低待遇の妻の「扶養」分を稼ごうと夫はさらに長時間労働（→
過労死）という悪循環

→労働市場の二極化（男性非正規の貧困と「名ばかり正社員」）

→この構造下で男女平等を唱えれば、正社員は男女問わず過労死、
非正社員は男女問わず貧困＝子どもを育てつつ経済的に自立する
ことを標準とする「両立女性モデル」への転換なしの男女平等→
ポスト均等法社会のディストピア



ケア労働の低評価
•女性が外で働くためには介護・保育などの家庭内ケア労働を外
部サービスが代替することは必須→女性の家庭内労働の蔑視→
介護報酬は引き下げ→2016年の改定では、景気回復や最低賃金
の引き上げの中で他の仕事の条件が上がる中での報酬の大幅な
引き下げ→介護業界の人手不足へ。

•厚労省の2015年にまとめた調査：保育士養成施設卒業者のうち、
約半数は保育所に就職せず／保育士資格を持つハローワーク求
職者のうち約半数は保育士としての就業を希望しない。理由は、
「責任の重さ・事故への不安」が最多。

•再就職に関する項目としては、「就業時間が希望と合わない」
が最多→女性の労働の基礎となるケア的なサービスに携わる女
性への財源の振り分け乏しさ。



ジェンダー視点を欠いた「働き方改革」
①罰則付き残業の上限規制とはいうものの

1日8時間労働（ＩＬＯ1号条約）＝生活にかかわる基準

②月45時間、年360時間＝身体にかかわる基準

③繁忙期は単月で100時間未満、2～6か月の平均で月80時間まで。
過労死認定基準すれすれの規制、年720時間（「月平均60時間」
の詐術）＝生死にかかわる基準

・「高プロ」：1日の休憩など労基法のすべての労働時間規制か
ら外す

・1日の労働時間規制（勤務間インターバル規制）は努力義務→
これでは女性はまともに働けない→大多数は非正規化・自営によ
る委託化へ



「差別是正」なき「同一労働同一賃金」

・「働き方改革」の同一労働同一賃金

→基本給は能力、成果、年功などでの比較と「配置の変更の範
囲」「その他の事情」も考慮＝家族のケアを担当する労働者は転
勤がしにくい→格差をつけられやすい

→手当は上記のような主観が入りにくいので勝訴しやすい

→男女賃金差別裁判で獲得した職務比較の手法の不在→「均衡」
を事実上使えない＝偏見を排する装置や、差別是正の発想の欠落

・差別の定義にあてはまる事態

「一定の集団を市民社会において劣位に属する集団とみなして、
その集団もしくは構成員に対して諸々の権利と利益を侵害する行
為類型」(笹沼朋子）



2020年10月14日付「朝日新聞」



新型コロナ拡大下で露呈した女性の生きづ
らさ＝始まりは女性非正規の「一人負け」

• 3月の労働力調査で女性非正規のみ前年同期比で29万人減少→男性
の非正規へ波及

• 正規女性は前年同期比で増加続く→少子高齢化の中の労働力人口の
減少の中、囲い込み？

• 背景に、非正規への公的セーフティネットの不備（→緊急対策によ
る穴埋め）＋女性の家庭内労働の無視

• 労働安全衛生でも非正規差別＝派遣差別

• エッセンシャルワーカーとしての女性非正規公務員の脆弱さ

• 労契法20条訴訟最高裁判決と女性非正規の貧困の加速化→これらの
複合作用としての女性の自殺の「前年同期比1.8倍」(10月）





落ち込み
目立つ
女性非正
規

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

男性正規 8 8 22 -18 2 23 -10

男性非正規 -4 2 -26 -14 -43 -50 -36

女性正規 36 58 41 18 29 29 46

女性非正規 6 -29 -71 -47 -61 -81 -84
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対人サービスと
非正規を直撃

イタリアの作家、パ
オロ・ジョルダー
ノ：「感染症とは、
僕らのさまざまな関
係を侵す病だ」
→女性が多い対人型
サービス
→働く女性の過半数
は非正規



非正規への公的セーフティネットの不備

•今年３月、各労組の労働相談でパートや契約社員など女性からの
相談者が6～7割。「客が減って仕事がなくなり休業やシフト減ら
しで収入が激減している」「感染対策が不備で怖い」

•非正規は時給制→休むと収入ゼロ

•コロナで休業しても解雇せず休業手当を払った会社には、非正規
も含め助成金を出す措置→雇用主が「非正規は対象外」と誤解し
ていたり、煩雑な手続きを敬遠→「休業手当」を受け取れないと
の相談が相次ぐ

•コロナ発病→健康保険から「傷病手当金」が給付。非正規が多く
加入する国民健康保険は対象外→コロナ禍の非正規への影響が深
刻視され「緊急対応策」に自営でなく雇用されている場合に限り、
国の特例的な財政支援が盛り込まれる



「シフト」制を利用した雇用責任逃れ

•女性の非正規は、子育てや介護などをこなすため、働く時間帯
を選べるシフト勤務も少なくない

→「休業ではなくシフト減らし」「シフト勤務には決まった労働
時間はないから『コロナのせいで労働時間が減った』とはいえな
い」→「だから助成金は申請しない」

→シフト減らしで自発的な退職を促す？

•「コロナの影響で当日の出勤数時間前の連絡でいきなりシフト
が休みになったり時間が削られるのは労働基準法には反してい
ないのでしょうか？私はフリーターでアルバイトで生計を立て
ています。バイトがあると思ってもちろん他の予定も入れてい
ません。一方的すぎるシフト変更に納得がいきません。」(首都
圏青年ユニオン労働相談）



休業手当を受けられてもシフトで不利に

• 30代パート女性の例

→緊急事態宣言の影響でスタジオが休業した4～5月のうち、5月
分の賃金は正社員には全額が払われる→女性を含むパートには、
勤務4日分にあたる2万4千円が休業手当として支払われただけ→
営業が再開した6月以降も、パートがシフトに入ったのは週1日
→正社員は出勤日が半分になっても賃金が全額支給されたのに対
し、パートは勤務日数分

•時給制はシフトを減らされると大幅減収→貧困



「非正規＝家計補助」説が招いた男性を
含む貧困
• 背景にあるのは「パートは家計補助」「夫がいるから減収でも困らない」
という「夫＝セーフティネット」の発想→男性非正規も巻き込む

• 特別定額給付金も「世帯主」

• 非正規女性のうち「配偶者」は57.5％にすぎず、自身が世帯主や単身者で
ある女性は17％と200万人を超えている（2014年、総務省『統計Today
No.97』）→父と同居の男性労働者にも行き渡らず

• 実質賃金は1990年代後半以降下がり続け、「配偶者」の収入も重要度を
増しているという事実、元日経連幹部の「反省」＝「2割程度しか想定し
ていなかった」論

→緊急措置で一部修正→これを恒常化するなど、非正規にも
労働実態に見合ったセーフティネットの充実の必要性



一斉休校要請と家庭内無償労働の無視

• 2月27日に安倍晋三首相(当時)が発表した一斉休校要請→子どものケ
アがある労働者は働けない→非正規だと無収入

• 「妻が家事・育児などの家庭内無償労働一切を引き受ける男性労働
者」を標準とする「妻付き男性」「ケアレスパーソン」を標準とす
る働き手モデルの問題点

• 働く母たちの悲鳴に押され、政府は要請から２日後、非正規も含め、
休職による所得減少を企業に補償する「小学校休業等対応助成金制
度」の創設に踏み切る。一方で、フリーランスの女性たちは当初、
「自営業」であることを理由に除外→働きかけでようやく半額の支
援金

『家事労働ハラスメント』(岩波新書、2013年）参照



休校助成金での接客・風俗業差別
•「接客飲食業」「風俗関係」を補償対象から除いていたことが
わかり、批判→対象内に

•除外の理由は、この措置の基本的な財源となる「雇用調整助成
金」（不況の時に雇用を維持した会社に適用される助成金）の
対象から、「接待飲食等営業」を含む「風俗営業関係事業主」
が除かれていたから→暴力団の資金洗浄に利用とも説明。

•働き手の保護という「感染対策」の視点の欠落

•キャバクラ労組：後遺症→SNSなどでの嫌がらせの高まり→
「何を言われるかわからないので怖くて定額給付金も受け取り
たくない」「郷里には感染差別で帰れない」「もぐりの店で働
くしかない」→感染拡大のリスクは高まる。
https://www.youtube.com/watch?v=-_rwakNN9cY

https://www.youtube.com/watch?v=-_rwakNN9cY


下水道整備は感染拡大から

•感染症は階級・階層を問わず人を
襲う。感染対策から外される層がで
きてしまうと、病気はそこから広が
り、皆が助からなくなる。感染対策
は職業や立場を選ばずに対象にする
ことが重要。

•欧州の都市で下水道が整備された
のは、19世紀、産業革命で都市に集
中した人々の不衛生や貧困を放置し
た結果、感染症が広がり、貴族や富
裕層にも及んだから。

•感染対策に差別は鬼門



シングルマザーに深刻な影響が集中

•こうした構図の中で、非正規と一斉休校のダブルショックが集
中する形になったのがシングルマザー

•ひとり親女性の非正規比率は43・8％(厚労省の2016年ひとり親
調査)と高い。一斉休校で子どものために仕事を休めば無収入に
なる。働きに出れば、職場での感染が子どもに及びかねない

• NPO法人「しんぐるまざぁず・ふぉーらむ」と藤原千沙・法政
大大学教授らが協力して実施した「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」→



在宅ワークと家庭内無償労働

• 「京都大学大学院の落合恵美子教授らのネットアンケート：夫婦で
在宅勤務だが、夫は自分の部屋で仕事に集中」「子どもが寝た後の
夜間にしか仕事ができない」などの声。

• 独立行政法人「労働政策研究・研修機構（JILPT）」の周燕飛・主任
研究員の研究：男性と未成年の子どもがいない女性はテレワーク制
度によって休業率が改善したのに、未成年の子どもがいる女性だけ
は、育児のため家庭内で会社の仕事が妨げられ、休業率はさほど下
がらないことが明らかに。

• ７月、西村康稔経済再生担当相が、コロナの感染防止対策として
「在宅ワーク率７０％」を経済界に要請すると表明した。だが、家
庭内の仕事との二重負担についての支援は語られず



公務エッセンシャルワーカーの低待遇
•保育、介護、DVや児童虐待相談業務など住民ケアに関わる公
共サービスは、住民の生活を支えるため感染下でも休業ができ
ない「エッセンシャル・ワーカー(必須労働者)」として注目

•こうした働き手も従来、責任の重さや技能の高さにもかかわら
ず、低賃金で不安定な「官製ワーキングプア」と呼ばれる非正
規公務員に担われてきた。その4分の3は女性。

•4月から1年有期の公務員である「会計年度任用職員」制度が
スタートし、これらの非正規公務員たちの不安定な短期契約が、
合法化された。そこへ、コロナ禍が襲う

•公務員削減による「相談崩壊」、反貧困団体依存による「支援
崩壊
『官製ワーキングプアの女性たち』(岩波ブックレット、2020年）参照



何が必要なのか
・非正規への社会的保護

→傷病手当がない国民健康保険

→非正規に補償を出さない雇用主への指導強化

→ケースワーカー・労働基準監督官の増強とジェンダー教育

・「夫＝セーフティネット」から公的セーフティネットへ

→「妻付き男性モデル」「ケアレスパーソン」から「女性両立モデ
ル」の標準化へ

→「エッセンシャルワーカー」としての公務の増強＝非正規公務員
の短期契約化と低待遇の見直し

・女性の職業は軽くて楽、とする偏見の是正（キャバクラ差別）と
排除が感染拡大に及ぼす悪影響への理解を


