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概　要

　本稿の目的は、新型コロナウイルス感染症拡
大初期の 2020年 1月から 7月にかけて、小学
生以下の子をもつ共稼ぎ夫婦の就業がどのよう
に変化したかを、独自のアンケート調査に基づ
き分析することである。在住地域の感染拡大と
勤務先産業の売上高の変化が、勤務先の指示に
よる休業確率、育児目的による休業確率、5月
の就業確率、5月と 1月の労働日数の差に及ぼ
す影響を、男女別、就業形態別に分析した結果、
以下のことが明らかになった。
　第 1に、勤務先の指示による休業確率が、女
性は感染拡大が深刻な地域ほど高いのに対し、
男性は逆に、感染拡大が深刻な地域で低い。こ
れは、勤務先における男女の職種や業務の違い
を反映していると考えられる。男性は、感染拡
大という危機に対応する業務を担っている者が
多いため、感染拡大地域ほど勤務先の指示によ
る休業確率が低い。
　第 2に、地域の感染拡大と勤務先産業の売上
高低下が育児目的で休業する女性を増やしてい
るのに対し、男性の育児目的休業確率は、地域
の感染拡大に対しても、勤務先産業の売上高に
対しても敏感に反応していない。男性の労働日
数が女性より硬直的なのは、「女性は家事育児、
男性は仕事」という伝統的性別分業が反映され
ているためと考えられる。
　第 3に、女性非正社員は女性正社員と比較し
て、地域の感染拡大や勤務先産業における売上

高低下の就業への影響が大きい。地域の感染拡
大や勤務先産業の売上高低下という社会経済的
ショックの影響を最も強く受けたのは女性非正
社員であり、女性正社員は、女性非正社員より
男性正社員に近い行動パターンをもっていたと
いえる。

1．はじめに

　本稿の目的は、新型コロナウイルス感染症が
拡大した 2020年 1月から 7月にかけて、小学
生以下の子をもつ共稼ぎ夫婦の就業がどのよう
に変化したかを分析することである。新型コロ
ナウイルス感染症拡大（以下、「感染拡大」と
略す）は、私たちの生活に大きな影響を及ぼし
ている。なかでも、感染拡大の第 1波において
は、学校や保育園の一斉休業や登園自粛要請が
行われ、子をもつ労働者は、その対応に追われ
た。安倍首相（当時）が、小学校、中学校、高
等学校、特別支援学校における全国一斉の臨時
休業の要請を表明したのが、2月 27日である。
3月 2日からほとんどの学校で休業が始まった。
4月以降も休業は続き、多くの学校で授業が再
開されたのは、5月に緊急事態宣言が解除され
たころである。
　本稿は、感染拡大が子をもつ労働者の就業に
及ぼした影響のジェンダー格差に着目する。日
本は、世界でも最も性別役割分担が明確な国
の 1つである 1。その性別役割分担がより顕著

新型コロナウイルス感染症拡大第1波が
子をもつ共稼ぎ労働者の就業に及ぼした影響

―ジェンダー格差に着目して―

川口　章

1  OECD（2021）によると、日本では、アンペイド・ワークの 84.6％を女性が行っている（15歳から 64歳が対象）。これは、OECD加盟
国のうちデータが得られる 30か国の中で最大である。



川口　章：新型コロナウイルス感染症拡大第 1波が子をもつ共稼ぎ労働者の就業に及ぼした影響

18

節は、都道府県人口あたり累積陽性者数と産業
別売上高の変化が、勤務先の指示による休業、
育児目的の休業、就業率、労働日数に及ぼす影
響について推論する。第 7節で、推定結果を考
察し、第 8節で本稿の議論をまとめる。

2．先行研究

　新型コロナウイルス感染症拡大がジェンダー
格差に及ぼす影響について分析した研究を紹介
する。独自調査に基づいて、男女の生活時間や
就業状態の変化を研究したものに以下のものが
ある。Adams-Prassl et al.（2020）は、アメリカ、
イギリス、ドイツで 2020年 3月から 4月にか
けてアンケート調査を実施した。それによると、
ドイツではアメリカ、イギリスと比べて、感染
拡大が就業に及ぼした影響が小さい。しかし、
どの国も就業における男女間の格差が拡大して
いる点で共通している。また、男女とも、交代
制勤務労働者や在宅労働ができない労働者が、
労働時間の減少、失職、収入の低下を経験しや
すい。アメリカとイギリスでは、女性と低学歴
労働者で失職した人が多いのに対し、ドイツで
は調査時の失職は多くないものの、女性や低学
歴労働者は将来の失職への不安が大きい。
　Andrew et al.（2020）は、4月 29日から 6月
20日にかけて、イングランドに住む 4歳から
15歳の子をもつ親にオンライン調査を実施し
た。その結果、2月に働いていた親のおよそ半
分が調査時に就業していないことが明らかに
なった。一時帰休、自己都合退職、解雇が就業
していない主な理由である。
　Del Boca et al.（2020）は、イタリアにおける
共稼ぎ世帯の女性を対象として 2020年 4月に
調査を実施した。女性の 68％、男性の 40％が「家
事が増えた」と回答し、女性の 61％、男性の
51％が「育児が増えた」と回答している。つま
り、女性のほうがアンペイドワークの負担増が
やや大きかったことを示している。また、女性
の家事労働が増加するか否かは配偶者の就業状
態の影響を受けないことを発見している。

にあらわれるのが育児期である。多くの女性は
第 1子の妊娠・出産とともに退職する 2。また、
子供の成長とともに労働市場に復帰する女性の
大半はパートタイムとして働く。これは、1つ
には正社員の働き方と育児の両立が困難である
ことを、また 1つには、正社員としての再雇用
が少ない日本企業の労働慣行をあらわしてい
る。パートタイム労働者の多くは、家事や育児
を優先して働いているため、感染拡大のような
非常事態には、女性が主に仕事を休んで対応す
るものと推測される。さらに、非正社員の雇用
は正社員と比べて不安定である。雇用調整が必
要な際にまず対象となるのが有期雇用の非正社
員である。
　感染拡大が男女の役割分担にどのような影響
を及ぼしたかを分析した研究は、先進国を中心
に進められている（先行研究は、次節で紹介す
る）。これらに共通しているのは、育児や家事
などの追加的なアンペイド・ワークの負担が女
性に偏っており、女性の労働時間や就業率の低
下が男性より深刻であるという点である。ただ、
既存の研究の多くは、家事時間や労働時間の男
女別平均値の比較にとどまっており、地域にお
ける感染拡大の深刻さや勤務先企業の業績の影
響などは分析していない。また、正社員と非正
社員の区別をしてないものが大半である。
　本稿は、以下の点でこれまでの研究にはない
独自性がある。第 1に、地域における感染拡大
の深刻度が就業に与える影響を捉えるために、
都道府県人口あたり累積陽性者数を説明変数に
用いている。第 2に、労働需要に影響を及ぼす
変数として、産業別売上高の対前年同期比を用
いている。第 3に、女性については、感染拡大
が正社員と非正社員の就業に及ぼす影響の違い
を議論している。
　これ以降の本稿の構成は以下のとおりであ
る。第 2節は、感染拡大がジェンダー格差に及
ぼす影響に関する先行研究を俯瞰する。第 3節
は、2020年前半における感染拡大に伴う学校
や保育園などの休業の実態を説明する。第 4節
は、オンラインアンケート調査の方法について
説明する。第 5節で、データを概観する。第 6

2  「第 15回出生動向基本調査」によると、2010年から 2014年にかけて、第 1子出産を機に退職した女性は 33.9%であるのに対し、第 1
子出産後も就業を継続した女性は 38.3％である。残りは、第 1子の妊娠判明時に仕事をしていなかった女性と無回答である（国立社会
保障・人口問題研究所 2016）。



同志社政策科学研究　第 23巻（第 2号）2022年

19

構（JILPT）が 2020年 5月に実施した「新型コ
ロナウイルス感染症の仕事や生活への影響に関
する調査」（以下「JILPT調査」と略す）があ
る 3。調査対象者は、4月 1日時点で就業して
いた民間企業の雇用者とフリーランスである。
JILPT調査によると、雇用や収入に影響があっ
たと回答した人は、男性が 44.4％に対し、女性
が 45.5％とやや高い。また、影響があった者は、
正社員の 42.2％に対し、非正社員が 50.2％と、
後者が 8.0ポイント高い（労働政策・研究研修
機構 2020a）。
　JILPT調査を利用した研究として、周 （2020）
がある。周によると、4月 1日に民間企業の雇
用者だった者のうち、5月下旬に就業していな
い者の割合は、男性が 4.2％であるのに対し、
女性は 8.9％である。また、未成年の子がある
女性は 11.5％が、母子世帯の母親は 13.6％が就
業していない。この差の大きな部分は休業者の
割合で説明させる。休業者の割合は、男性の
1.6％に対し、女性全体 5.3％、未成年の子があ
る女性 7.1％、母子世帯の母親 8.7％である 4。

3．�新型コロナウイルス感染拡大に伴う
学校や保育園などの休業

　日本では、2020年 3月 2日、政府の要請に
応じて小学校、中学校、高等学校、特別支援学
校で臨時休業が始まった。ただし、臨時休業
はあくまで要請であって命令ではなかったた
め、すべての学校で臨時休業が実施されたわけ
ではない。3月 4日時点で臨時休業していた小
学校の割合は 99％である（文部科学省 2020a）。
その割合は 4月 22日には 95％に（文部科学
省 2020b）、5月 11には 88％に低下し（文部科
学省 2020c）、緊急事態宣言解除後の 6月 1日
に臨時休業していた小学校はわずか 1％となる
（文部科学省 2020d）。また、臨時休業実施率は
地域によっても異なる。5月 11日時点で、東
京都や大阪府をはじめとする 30都道府県で、
すべての小学校が臨時休業を実施している一
方、秋田県、鳥取県、鹿児島県では、1校も実

　Farré et al.（2020）は、2020年 5月上旬にス
ペインで生活時間に関する調査を実施した。そ
れによると、3月中旬のロックダウンの後に失
職した労働者の割合は、女性が男性よりやや高
い。また、男性の家事・育児負担は増えたが、
大部分の家事・育児は女性が担っている点に変
わりはなく、ジェンダー不平等はむしろ拡大し
たと主張する。
　Sevilla and Smith（2020）は、2020年 5月上旬、
イギリスにおける 12歳以下の子をもつ労働者
を対象に、夫婦間の育児分担についてアンケー
ト調査を実施した。それによると、3月下旬の
ロックダウン後の育児時間の増加は、女性が男
性の約 1.5倍である。また、女性は男性より就
業を継続する確率が低く、失職したり一時帰休
をする確率が高いことを発見している。
　Reichelt et al.（2020）は、アメリカ、ドイツ、
シンガポールにおいて、18歳以上の男女を対
象に、5月から 6月にかけてアンケート調査を
実施した。3か国のデータを統合し、国ダミー
を説明変数に加えて回帰分析をした結果、男性
より女性が、失業、労働時間の減少、在宅勤務
を経験しやすいことを発見している。
　アメリカの Current Population Surveyを使用
した研究には以下のものがある。Collins et al. 
（2020）は、同調査から末子の年齢が 1歳から
17歳の共稼ぎ労働者を抽出した。2月と 4月を
比べると、女性の労働時間の減少が男性より顕
著であること、在宅勤務が可能な職種に限ると、
末子年齢が 1～ 5歳の母親のみ労働時間が有意
に減少していることを発見している。このこと
は、感染拡大による育児負担の増加が、女性の
就業に影響を及ぼしていることを示している。
　Landivar et al.（2020）は同調査の 2月と 4月
のデータを用いて、労働力参加率、失業率、労
働時間（全職業と在宅勤務可能職業）の変化を
男女で比較した。その結果、全職業の労働時間
を除き、すべての項目で、女性、特に母親が感
染拡大によって大きな影響を受けたことが明ら
かになった。
　日本において、感染拡大が就業に及ぼした影
響に関する調査として、労働政策・研究研修機

3  労働政策・研究研修機構は、5月調査に続き、8月、12月にも同様の調査を行っている（労働政策・研究研修機構 2020b、2021）。
4  女性全体の数字および非就業者の割合は、周（2020）の図 1から筆者が計算した。
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4．アンケート調査

4.�1　アンケート調査の方法

　アンケート調査は 2020年 7月 31日から 8月
5日にかけて男女 750名ずつ、計 1,500名の回
収を目標にオンラインで実施した 5。実際に回
収された回答は、1,626件（女性 827件、男性
799件）である。調査対象者は、以下の条件を
満たすものである。1） 年齢 25歳以上、50歳未
満、2） 有配偶、3） 1歳以上、小学校 6年生以
下の子をもつ、4） 1月に夫婦とも被雇用者とし
て就業し、所得があった者、ただし、会社役員
や家族従業者は除く。
　アンケートは、調査時における本人の人口学
的属性や学歴などを尋ねているほか、就業状態
については、1月まで遡って質問している。た
とえば、就業に関しては、1月から 7月までの
奇数月の労働日数や給与額を尋ねている。この
ような質問設計により、新型コロナウイルス感
染が本格的に拡大する前の 1月と、感染が拡大
した 3月以降の比較が可能となる。
　主な質問項目は、以下のとおりである。年齢、
性別、在住都道府県、1月の勤務先産業、規模、
職種、就業形態（正社員、パートタイム、契約
社員、派遣社員）、前年の本人および配偶者の
年収、1月、3月、5月、7月における労働日数、
2月から 7月までに仕事に関連して経験したこ
と（有給休暇取得、休業、自己都合退職、解雇、
勤務先倒産、雇止め、その他の会社都合退職）
である。
　回答者数には在住都道府県による偏りが見ら
れるため、都道府県別人口を都道府県別回答者
数で割った値を加重して分析を行う。

4.�2　サンプルの抽出

　1,626名の回答者から、0歳児がいる回答者
77名を削除する。本調査は 7月末から 8月初
めに行われたので、0歳児のおよそ半分は、1
月以降に生まれていると推測される。したがっ
て、0歳児の親は、出産休暇や育児休業という
新型コロナウイルス感染とは別の理由で休業し

施していない。
　小学校の臨時休業中に子供はどこですごした
のだろうか。3月 10日には文部科学省が、学
校の臨時休業に対する自治体の対応について調
査を行っている（文部科学省 2020e）。それに
よると、課業時間内に子供を学校に受け入れた
自治体が 44.7％、放課後児童クラブで受け入れ
た自治体が 40.6％、放課後子供教室で受け入れ
た自治体が 4.7％（複数回答）で、これらのい
ずれかの取組を実施した自治体が 63.6％であ
る。
　他方、保育園等について政府は、園児や職員
が罹患した場合や地域での感染が拡大している
場合を除き、原則として開園するよう要請して
いる（厚生労働省 2020a）。しかし、登園自粛
を要請した自治体は多い。例えば、大阪市は、
5月 31日まで事実上の登園自粛を要請してい
る（大阪市 2020）。
　小学校が臨時休業中の子供の学習は、自治体
の方針によって異なるが、いずれにしても臨時
休業によって親の負担が大きくなったことは疑
いない。臨時休業を実施したすべての小学校が
教科書や紙の教材を活用した家庭での学習を課
している。教材の配布や課題の回収は、臨時休
業中に指定された日に子供が登校したり、親が
学校に行ったり、教員が家庭訪問をしたりし
て行っている。テレビ放送を活用した小学校
が 35％、教育委員会が作成した学習動画を活
用した小学校が 22％、その他のデジタル教材
を使用した小学校が 34％である（文部科学省 
2020a、2020f）。
　このように、小学校の臨時休業の実施や休業
中の子供の居場所の確保や学習については、基
本的に自治体に任されたため、住んでいる地域
によって、親の負担は異なっていた。感染拡大
が深刻な地域ほど、親の負担は大きく、就業に
及ぼした影響も大きいと考えられる。これにつ
いては、以下で検証する。

5  オンライン調査は NTTコムリサーチに依頼した。
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いる。2番目から 6番目のカテゴリーについて
は、それぞれの中央の値である 3日、8日、13日、
18日、23日を、最後のカテゴリーについては
28日を回答者の月間労働日数とする。
　1月を基準にし、その後の奇数月における回
答者の労働日数の変化とその 95％信頼区間を
男女別に描いている。図表 1が女性、図表 2が
男性である。1月が基準なので、折れ線は 0か
ら始まっている 6。
　図表 1をみると、女性の労働日数が、3月に
0.7日、5月に 2.3日、7月に 0.4日、それぞれ
1月よりも減少している。これらはすべて統計
的に有意に負である。一方、図表 2をみると、
男性の労働日数は、3月に 0.2日、5月に 1.1日、
7月に 0.4日、それぞれ 1月より減少している。
これらもすべて統計的に有意に負である。減少
幅は女性の方が大きく、3月と 5月は男女の差
が統計的に有意である 7。女性は、非正社員が
およそ 3分の 2を占めるため、平均月間労働日
数が少ない。したがって、労働日数の減少幅を
減少率で表わすと男女の差はさらに大きくな
る、女性は、3月に 4.1％、5月に 14.4％、7月

た可能性が高い。1歳児の親も 1月以降に育児
休業をとった可能性がゼロではないが、非常に
低い。というのは、1月に労働日数がゼロの者
は調査対象者ではないためである。1月に育児
休業をとらなかった 1歳児の親が 2月以降に育
児休業をとる可能性は低い。
　こうして 1,626名から 77名を削除した結果、
1,549名（女性 784名、男性 765名）がサンプ
ルとして抽出された。

5．データの概観

5.�1　月間労働日数と月間勤労所得の変化

　抽出されたサンプルを用いて、1月から 7月
までの月間労働日数の変化を表したのが図表 1
と図表 2である。回答者は、1月、3月、5月、
7月の自分の月間労働日数について、それぞれ
「0日」、「1～ 5日」、「6～ 10日」、「11～ 15日」、
「16日～ 20日」、「20日～ 25日」、「26日以上」
の 7つのカテゴリーのなかから 1つを選択して

6  それぞれの月において、1月から労働日数が変化していない者が最も多い。例えば女性の場合 1月と 5月の比較では、変化が 0日の者
の割合が 68.3％、5日以内の減少が 10.5％、5日以内の増加が 3.2％であり、左側が緩やかな傾斜の山型の分布である。男性の 1月と 5
月の比較では、変化が 0日の者の割合が 80.2％、5日以内の減少が 11.4％、5日以内の増加が 2.5％であり、女性と同じく左側が緩やか
な傾きの山型の分布である。

7   図表 1、2は 2020年 1月との比較であり、前年同月比ではない。平日の数が月によって異なるので、注意が必要である。カレンダー上
の平日の数は、1月と 3月と 7月がそれぞれ 21日、5月が 18日である。ただし、1月 2日と 3日は年始休暇とする職場が多いため、1
月の通常勤務の出勤日は 19日程度だったと推測できる。一方、5月は祝日が多い上に、連休とするため、5月 1日（金）、7（木）、8（金）
は、感染拡大とは関係なく休暇を取る予定だった人も少なくないのではないだろうか。したがって、3月と比べて 5月に労働日数が大
きく低下しているのは、緊急事態宣言のみならず大型連休の影響もあると考えられる。
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-0.5

0.0

1月 3月 5月 7月

図表1　月間労働日数の変化と95％信頼区間（女性、1月基準）
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いる。
　有給休暇は一般には、1日から数日の比較的
短期の休みが多い。一方、休業は比較的長い休
みのことを指すのが一般的である 8。休業には、
①労働者の申し出により労働義務を免除するも
の（育児休業、介護休業など）、②天災事変そ
の他の不可抗力のように労使のどちらにも責任
のないもの、③業績悪化など使用者の責に帰す
ものがある。①と②は使用者に手当などの支払
い義務はないが 9、③については少なくとも給
与の 60％の休業手当を支払わなければならな
い。感染症拡大に関連した休業としては、育児
のための休業が①に、勤務先の業績悪化のため
に使用者から指示された休業が③に当たる。こ
れらの休業の決定要因については第 7節で推定
する。
　休業は有給休暇と異なり所得が低下する可能
性が高い。休業するのは、長期間休む必要に迫
られた労働者である。男性より女性に休業経験
者が多い理由として 4つが考えられる。1つは、
労働需要側の要因として、企業の売上が低下し
たとき、企業はまず非正社員の雇用調整を行う
からである。非正社員は女性が多い。2つめも
労働需要側の要因として、女性の職業はサービ
ス業や小売業などで顧客と接するものが多い。
このような産業は感染症拡大で最も大きな被害

に 2.5％、それぞれ 1月より減少しているのに
対し、男性は、0.9％、5.1％、1.9％の減少にす
ぎない。
　図には示していないが、女性を正社員と非正
社員で比較すると、非正社員の方が労働日数の
減少の幅が大きい。女性非正社員は、3月に 0.9
日、5月に 2.9日、7月に 0.5日、1月より減少
しているのに対し、女性正社員は、それぞれ、0.2
日、1.2日、0.3日の減少にすぎない。女性正社
員の労働日数は女性非正社員より、男性に近い
動きをしている。一方、サンプルには男性非正
社員が 10人しかいないため、男性の正社員と
非正社員の平均値の比較はできない。

5.�2　理由別休業者割合

　感染拡大に応じて労働日数が減少した要因に
は、欠勤、休暇、休職、休業、離職などが考え
られる。本調査では、2月から 7月までに、有
給休暇、休業、自己都合退職、解雇、勤務先の
倒産、雇止め、その他の会社都合退職を経験し
たか否かを尋ねている。これらの中で、有給休
暇を取得した者が最も多く、女性の 30.9％、男
性の 46.4％が取得している。有給休暇に次いで
多いのが休業である。女性の 12.5％、男性の
6.3％と、女性が男性の 2倍の確率で休業して

8  アンケート調査では「休業」の定義は書いていない。回答者の判断に任されている。
9  産前産後休業、育児休業、介護休業など、法律で労働者の権利として認められた休業については、雇用保険や健康保険より給与の一部
が補填される。
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図表2　月間労働日数の変化と95％信頼区間（男性、1月基準）
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学校の臨時休業」で、女性の 5.7％、男性の 1.2％
が経験している。女性が男性の4.8倍である。「保
育所の臨時休業」のために休業した者も女性が
2.5％、男性が 0.5％と、女性が男性の 4.8倍で
ある。小学校や保育所の臨時休業以外の育児が
理由で休業した者は、女性の 1.5％、男性の 0.7％
と、女性が男性の 2.1倍である。
　女性の非正社員と正社員を比較すると、9項
目中 7項目で、非正社員のほうが休業者の割合
が高い。最も差が大きいのは「小学校の臨時休
業」で、非正社員が 7.6％、正社員が 2.2％と 5.4
ポイントの差がある。次いで「勤務先の指示」で、
非正社員が 8.5％、正社員が 3.4％で、5.1ポイ
ントの差がある。勤務先の労働需要の低下や小

を受けた。3つめに労働供給側の要因として、
女性が多い非正社員は賃金が低いため、休業し
ても経済的な損失が少ないことによる。正社員
に限ると、休業経験者は女性が 6.4％、男性が
6.1％とほとんど差がない。4つめの理由は、「男
は仕事、女は家事・育児」という性別役割分担
があることである。伝統的性別役割分担の下で
は、急に育児をしなければならなくなった場合
には、妻が仕事を休んで対応することが予想さ
れる。
　図表 3は、2月から 7月までの理由別休業者
割合である。有給休暇は含んでいない。「勤務
先の指示」による休業が最も多く、女性の 6.7％、
男性休業者の 4.3％である。次いで多いのが「小
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図表3　理由別休業者割合（2～ 7月、複数選択、％）
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6．�感染拡大の深刻さと企業業績の低下が
休業の有無と労働日数の変化に及ぼし
た影響

　先行研究は、男女の就業率や生活時間が地域
の感染拡大の深刻さや勤務先の業績とどのよう
な関係にあるかについてはほとんど分析してい
ない。また、就業形態による影響の違いを分析
した研究も少ない。以下では、感染拡大の深刻
さと勤務先の業績の低下が休業の有無と労働日
数の変化に及ぼした影響を男女別に、また女性
については就業形態別に推定する。以下、推定
に用いた変数と推定結果の予想について説明す
る。推定に用いた変数の記述統計量は図表 4に
まとめている。これらの変数以外に、学歴、年
齢、子どもの末子年齢などを説明変数に加えた
モデルも推定したが、いずれの変数も有意でな
かったため、使用していない。

6.�1　被説明変数

　被説明変数は、「勤務先の指示による休業ダ
ミー（2－7月）」、「育児目的の休業取得ダミー（2
－7月）」、「5月就業ダミー」「月間労働日数の

学校・保育所の臨時休業は、特に女性非正社員
に影響が大きかったことがわかる。
　データの概観から、以下のことが明らかに
なった。第 1に、2020年 1月から 5月にかけ
ての月間労働日数の減少幅は、女性のほうが大
きい。第 2に、子供の小学校や保育所の臨時休
業に際し、休業で対応しているのはもっぱら女
性である。
　これらの発見は、労働政策研究研修機構
（2020a）や周（2020）の結果とも一致している。
また、以下の海外の研究結果とも共通している。
アメリカ、イギリス、スペインでは、男性より
女性の失職確率が高い（スペイン：Farré et al. 
（2020）、アメリカとイギリス：Adams-Prassl et 
al.（2020）、イギリス：Sevilla and Smith（2020）、
イングランド：Andrew et al.（2020））。アメリ
カでは男性より女性の労働時間の減少が大き
い（Collins et al. 2020、Landivar et al. 2020）。ア
メリカ、ドイツ、シンガポールでは男性より女
性が、失業や労働時間の減少を経験しやすい
（Reichelt et al. 2020）。イタリアで「育児が増え
た」と感じている人は、男性より女性に多い（Del 
Boca et al. 2020）。

図表4　記述統計量

変数
女性 男性

観測数 平均値 標準偏差 観測数 平均値 標準偏差

勤務先の指示による休業ダミー（2-7月）
育児目的の休業取得ダミー（2-7月）
5月就業ダミー
月間労働日数変化（1-5月、5月就業者）
月間労働日数変化（1-5月、全体）
都道府県人口あたり累積陽性者数（7月末）
都道府県人口あたり累積陽性者数（5月末）
勤務先産業売上高対前年同期比（4-6月期）
雇用形態
　正社員ダミー
　非正社員ダミー
前年所得（万円）対数値

724
724
724
645
724
724
724
724

724
724
724

0.072
0.076
0.875
－0.968
－2.440

2.855
1.334
－0.175

0.339
0.661
4.759

0.258
0.265
0.331
4.611
6.254
2.534
1.073
0.136

0.474
0.474
1.085

659
659
659
654
659
659
659
659

659
659
659

0.049
0.020
0.990
－1.008
－1.092

2.818
1.316
－0.159

0.986
0.014
6.207

0.216
0.142
0.098
3.532
3.736
2.624
1.087
0.110

0.119
0.119
0.669

注 1）それぞれの都道府県の人口（万人）を都道府県のサンプルの人数で割った値をウェイトとしている。
注 2）「前年所得（万円）対数値」は前年所得（万円単位）に 1万円を加えた値の対数値である。
注 3） 勤務先の産業が金融・保険業または公務の場合、売上高対前年同期比が得られないため、サンプルから除いている。そのため、図 1

から図 4のサンプルと異なっている。
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6.�2　説明変数

　在住地域における感染拡大の深刻さを捉える
変数として、都道府県の人口 1万人あたり累積
陽性者数を用いる 12。「都道府県人口あたり累
積陽性者数（7月末）」は、在住している都道
府県における人口 1万人あたりの 1月から 7月
までの累積コロナウイルス陽性者数である。こ
の変数が最も大きいのは、東京都（9.18）であ
り、大阪府（4.60）、福岡県（3.44）が続く。逆
にこの変数が小さいのは、順に岩手県（0.02）、
秋田県（0.18）、青森県（0.25）である。
　「都道府県人口あたり累積陽性者数（5月末）」
は、同じく 1月から 5月までの累積コロナウイ
ルス陽性者数である。東京都（3.79）、石川県
（2.61）、富山県（2.16）の順に大きく、岩手県
（0.00）、鳥取県（0.05）、鹿児島県（0.06）の順
に小さい。「勤務先の指示による休業ダミー（2
－7月）」と「育児目的の休業取得ダミー（2－
7月）」の推定には、「都道府県人口あたり累積
陽性者数（7月末）」を、「5月就業ダミー」と「月
間労働日数の変化（1－5月）」の推定では、「都

変化（1－5月）」である。ただし、ほとんどの
女性正社員と男性が 5月に就業しているため、
女性正社員と男性については「5月就業ダミー」
被説明変数としたモデルを推定しない 10。
　「勤務先の指示による休業ダミー（2－7月）」
は、2月から 7月までの間に「勤務先の指示」
を理由に休業した者を 1、それ以外を 0とする
変数である。「育児目的の休業取得ダミー（2－
7月）」は、2月から 7月までの間に「小学校の
臨時休業」、「保育所の臨時休業」、「その他の育
児」のいずれかの理由で休業した者を 1、それ
以外を 0とする変数である（図表 3参照）。「5
月就業ダミー」は 5月に 1日以上就業した者を
1、それ以外を 0とする変数である。「月間労働
日数の変化（1－5月）」は、5月の労働日数か
ら 1月の労働日数を引いたものである。
　被説明変数がダミー変数の場合はプロビッ
ト・モデルを 11、そうでない場合は線形回帰モ
デルを用いる。

10  労働投入量として一般的な単位は、労働時間である。本調査では週あたり労働時間について尋ねているが、誤って 1日あたりの労働時
間を回答していると思われるケースが少なくないため、本稿では労働時間のデータは使用しない。

11  ロジット・モデルを用いた分析も試みたが、すべてのモデルにおいて限界効果と有意水準は、プロビット・モデルのものとほとんど差
がなかった。

12  在住地域における感染拡大の深刻さを捉える変数として、「都道府県の人口 1万人あたり累積陽性者数」以外に、「2020年 4月から 5月
にかけての都道府県別緊急事態宣言発出日数」も使用した。推定の結果、後者の係数の符号は前者の係数の符号と一致するが、統計的
に有意な結果が少なかったため、結果表には掲載しない。有意な結果があった場合のみ、脚注で指摘する。

図表4　続き

変数
女性 男性

観測数 平均値 標準偏差 観測数 平均値 標準偏差

勤務先の指示による休業ダミー（2-7月）
育児目的の休業取得ダミー（2-7月）
5月就業ダミー
月間労働日数変化（1-5月、5月就業者）
月間労働日数変化（1-5月、全体）
都道府県人口あたり累積陽性者数（7月末）
都道府県人口あたり累積陽性者数（5月末）
勤務先産業売上高対前年同期比（4-6月期）
雇用形態
　正社員ダミー
　非正社員ダミー
前年所得（万円）対数値

238
238
238
233
238
238
238
238

238
238
238

0.039
0.028
0.972
－0.791
－1.330

3.129
1.426
－0.136

1.000
0.000
5.713

0.193
0.164
0.166
3.723
4.953
2.799
1.160
0.121

0.000
0.000
0.765

486
486
486
412
486
486
486
486

486
486
486

0.089
0.101
0.826
－1.076
－3.010

2.715
1.287
－0.195

0.000
1.000
4.270

0.285
0.301
0.379
5.073
6.759
2.377
1.024
0.139

0.000
0.000
0.881
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男性が 659名である。

6.�3　係数の符号と大きさの予想

　予想される係数の符号と大きさについて考察
する 15。符号の予想は、図表 5にまとめられて
いる。

6.�3.�1　�「都道府県人口あたり累積陽性者
数」の係数の予想

　感染拡大が深刻な地域ほど、事業所の業績が
悪い傾向にあると考えられる。そのため「都道
府県の人口あたり累積陽性者数」の係数は、「勤
務先の指示による休業確率」の推定において正
であると予想される。また、感染拡大が深刻な
地域ほど、小学校や保育園の休業や登園自粛に
ともなう子供の世話に時間を費やさなければな
らない。したがって、「育児目的の休業取得確率」
の推定でも「都道府県人口あたり累積陽性者数」
の係数は正であると予想される。
　このように、感染拡大地域では、休業が増え
ると予想されるため、月間労働日数も低下する。
したがって、「5月の就業確率」と「月間労働
日数の変化（1－5月）」の推定では「都道府県
人口あたり累積陽性者数」の係数は負であると
予想される。
　次に係数の大きさの男女差について考察す
る。感染拡大にともなう労働需要の低下は、少

道府県人口あたり累積陽性者数（5月末）」を
説明変数として用いる。
　売上高の変化を捉える変数として、勤務先企
業が属する産業別売上高の対前年同期比を用い
る 13。「勤務先産業売上高対前年同期比（4－6
月期）」は、勤務先企業が属する産業の第 2四
半期の売上高の対前年比である。産業は、日本
標準産業分類の大分類に基づいている。ただし、
雇用者が少ない農業、林業、漁業、鉱業、採石
業、砂利採取業、電気・ガス・熱供給・水道業、
不動産業、物品賃貸業は「その他」に、学術研
究、専門・技術サービス業、生活関連サービス
業、娯楽業は「その他のサービス業」にまとめ
ている。産業別売上高対前年同期比が最も高い
のは、情報通信業の 1.1％で、医療・福祉（－
1.7％）、建設業（－4.3％）が続く。逆に、最も
低い産業は宿泊業・飲食業（－47.1％）で、そ
の他のサービス業（－30.8％）、運輸業、郵便
業（－23.3％）が続く。
　また、勤労所得が低い者ほど、休業の機会費
用が小さいと考えられるので、「勤務先の指示
による休業ダミー」、「育児目的の休業取得ダ
ミー」、「5月就業ダミー」が被説明変数の推定
では、統制変数として、前年勤労所得（万円単
位）に 1万円を足した値の対数値を用いる 14。
　勤務先の産業が金融・保険業と公務の場合、
産業別売上高の統計が得られないため、これら
2つの産業に属してる労働者は、サンプルから
除く。推定に用いるサンプルは、女性が 724名、

13  データの出典は、累積陽性者数が厚生労働省（2020b、2020c）、都道府県別人口が総務庁統計局（2020）、産業別売上高が財務省（2021）
である。四半期ごとの都道府県別産業別売上高があれば理想的であるが、現時点で入手可能なデータはない。

14  前年の所得に 1万円を加えるのは、前年度の勤労所得がゼロの人がいると、対数値がマイナス無限大になり、説明変数として使用でき
なくなるのを避けるための措置である。

15  本稿では、プロビット・モデルの推定結果は、係数ではなく限界効果を掲載しているが、係数の符号と限界効果の符号は一致する。また、
係数の大小と限界効果の大小は、ほぼ一致する。

図表5　説明変数・被説明変数別係数・限界効果の符号の予測

説明変数
被説明変数

勤務先の指示
による休業

育児目的の
休業

5月就業
月間労働
日数変化

都道府県人口あたり累積陽性者数
勤務先産業売上高対前年同期比

＋
－

＋
－

－
＋

－
＋

注 1）男性より女性の係数・限界効果の絶対値が大きい。
注 2）正社員より非正社員の係数・限界効果の絶対値が大きい。
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従業員が育児目的の休業を申請しやすく、雇用
主としても従業員の休業申請を認めやすい。し
たがって、「産業売上高対前年同期比」の係数は、
「勤務先の指示による休業確率」と「育児目的
の休業確率」の推定では負、「5月の就業確率」
と「月間労働日数の変化」の推定では正である
と予想される。
　さらに、労働需要が減少したとき、初期にお
いては正社員より非正社員の労働投入量を調整
するのが一般的である。したがって、勤務先売
上高の変化の影響は、正社員より非正社員が大
きいと予想される。また、男女を比較すると、
非正社員の多い女性のほうが勤務先売上高の変
化の影響が大きいだろう。よって、すべてのモ
デルの推定において「産業別売上高対前年同期
比」の係数の絶対値は、女性のほうが男性より
大きく、非正社員のほうが正社員より大きいと
予想される。

7．推定結果

7.�1　勤務先の指示による休業確率

　図表 6は、「勤務先の指示による休業確率」
の推定結果である。表には限界効果とその標準
誤差を掲載している。列（1）は、女性全体の推
定結果である。都道府県人口あたり累積陽性者
数は、予想どおり有意に正である。人口 1万人
あたり累積陽性者数が 1人増えると勤務先の指
示による女性の休業確率が 0.8ポイント上昇す
る。感染拡大が深刻な地域ほど労働需要が低い
ことを示している。勤務先産業売上高対前年同
期比の限界効果も予想どおり有意に負である。
売上高対前年同月比が 1ポイント下がると、そ
の産業で働く女性が勤務先から休業を指示され
る確率が 0.23ポイント上がる。
　列（2）は、勤務先指示による男性の休業確率
の推定結果である。都道府県人口あたり累積陽
性者数の係数は有意に負である。人口 1万人あ
たり陽性者数が 1人増えると勤務先の指示によ
る休業確率が 1.1ポイント低下する。これは、
予想に反する結果である。一方、勤務先産業売
上高対前年同期比の限界効果は予想どおり有意
に負である。売上高対前年同月比が 1ポイント
下がると、その産業で働く女性が勤務先から

なくとも感染拡大初期においては、正社員より
非正社員の労働日減少によって調整されるであ
ろう。したがって、非正社員の多い女性のほう
が、男性より労働需要低下の影響が大きい。よっ
て、「勤務先の指示による休業確率」の推定に
おける「都道府県人口あたり累積陽性者数」の
係数は、女性のほうが男性より大きいと予想さ
れる。
　また、性別役割分担の存在により、女性のほ
うが感染拡大にともなう育児時間の増加が大き
いと考えられる。そのため、「育児目的の休業
取得確率」の推定における「都道府県人口あた
り累積陽性者数」の係数も、女性のほうが大き
いと予想される。
　労働日数の変化は休業の有無によって大きく
左右されるため、男性より女性のほうが「在住
都道府県の人口あたり累積陽性者数」に敏感に
反応するであろう。よって、「5月の就業確率」
と「月間労働日数の変化（1－5月）」の推定に
おける「在住都道府県の人口あたり累積陽性者
数」の係数の絶対値は、男性より女性のほうが
大きいと予想される。
　続いて、就業形態による係数の大きさの違い
について考察する。正社員と非正社員で感染拡
大が「勤務先の指示による休業確率」に及ぼす
効果が異なると予想されることは上に述べた。
「育児目的の休業取得確率」においても正社員
と非正社員で違いがあると予想される。非正社
員、なかでもパートタイム労働者は、家事・育
児が家庭における自分の主な役割であり、仕事
は家事・育児の妨げとならない範囲で行う者が
多いからである。したがって、感染拡大が労働
供給に及ぼす効果は、非正社員のほうが大きい。
よって、「育児目的の休業取得確率」、「勤務先
の指示による休業確率」、「5月の就業確率」、「月
間労働日数の変化」の推定における「在住都道
府県の人口あたり累積陽性者数」の係数の絶対
値は、非正社員のほうが正社員より大きいと予
想される。

6.�3.�2　�「勤務先産業売上高対前年同期比」
の係数の予想

　産業別売上高が低下すると、労働需要が低下
するため「勤務先の指示による休業確率」は上
昇する。また、売上高が低下している職場では、
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性正社員の勤務先の指示による休業確率を有意
に高めているとはいえない。
　列（4）は、女性非正社員の推定結果である。
都道府県別累積陽性者数の限界効果が有意に
正、売上高変化の限界効果が有意に負である。
限界効果の絶対値は、女性全体の推定結果であ
る列（1）よりやや大きく、正社員の推定結果で
ある列（2）よりかなり大きい。これは、感染拡
大が深刻な地域ほど、勤務先の指示による休業
確率が高く、その影響は正社員より非正社員の
ほうが大きいという予想と整合的である。また、
産業別売上高の低下が大きいほど勤務先の指示
による休業確率が高く、その影響は正社員より
非正社員のほうが大きいという予想とも整合的
である。

7.�2　育児目的の休業取得確率

　図表 7は、育児目的の休業取得確率の推定結
果である。まず、列（1）をみると、都道府県人
口あたり累積陽性者数は、有意に正である。感
染拡大が深刻な地域ほど、女性が育児目的で休
業を取得している。一方、勤務先産業売上高対

休業を指示される確率が 0.19ポイント上がる。
売上高が男性の労働日数に及ぼす限界効果は女
性の場合よりわずかに小さい。
　列（2）において、都道府県人口あたり累積陽
性者数の係数が予想に反して負である結果につ
いては、2つの理由が考えられる。1つは、企
業のなかには、職務範囲が明確で、イレギュラー
な事態には対応しない社員（主に非正社員）と、
職務範囲が曖昧でイレギュラーな事態に際して
柔軟に対応する社員（主に正社員）がおり、女
性は相対的に前者のタイプが、男性は後者のタ
イプが多いことである。したがって、感染拡大
の緊急事態に対処する労働者は女性より男性が
多く、感染拡大が深刻な地域では、男性社員へ
の需要が大きくなると考えられる。もう 1つは、
顧客と対面で業務をする職種（サービス職や販
売職）には相対的に男性が少ないために、感染
拡大による顧客の減少が男性の労働需要に及ぼ
す負の影響は女性ほど大きくないことである 16。
　列（3）は女性正社員の推定結果である。累積
感染者数の限界効果は正、売上高の限界効果は
負と、予想と一致しているが、統計的に有意で
ない。地域の感染拡大や勤務先の業績悪化が女

16  本調査における女性に占める非正社員の割合は 66.1％であるに対し、男性に占める非正社員の割合は 1.4％である。また、女性に占め
る管理職の割合は、1.7％であるのに対し、男性に占める管理職の割合は 13.9％である。一方、女性の 8.1％が販売職に、17.8％がサー
ビス職に就いているのに対し、男性はそれぞれ 1.5％と 7.7％である。

図表6　勤務先の指示による休業確率の推定結果（2－7月、プロビット、限界効果）

女性
全体

男性
全体

女性
正社員

女性
非正社員

（1） （2） （3） （4）

都道府県人口あたり累積陽性者数（7月末）

勤務先産業売上高対前年同期比（4－6月期）

非正社員ダミー

前年勤労所得の対数値

0.008*
（0.003）
－0.227***
（0.071）

0.025
（0.027）
－0.009
（0.011）

－0.011***
（0.003）
－0.194**
（0.064）

0.186
（0.153）

0.000
（0.010）

0.001
（0.003）
－0.128
（0.094）
－　

－0.013
（0.010）

0.012*
（0.005）
－0.299**
（0.101）
－  　

－0.005
（0.017）

観測数
Chi2検定の有意水準
疑似 R2

724
0.0071
0.0819

659
0.0005
0.0780

238
0.5057
0.0431

486
0.0086
0.0783

注 1）括弧の中の数字は頑健な標準誤差である。
注 2）*、**、***はそれぞれ、5％、1％、0.1％水準で有意であることを示す。
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7.�3　女性の 5月の就業確率

　図表 8は、女性の 5月の就業確率の推定結果
である。女性正社員と男性全体のサンプルには、
5月に就業していない者がいずれも 5名しかい
ないため、就業確率の推定をしていない。列（1）
は、女性全体の推定結果である。都道府県人口
あたり累積陽性者数は正の限界効果を、都道府
県人口あたり累積陽性者数負の限界効果をもっ
ている。これは、予想と一致している。
　また、勤務先産業売上高対前年同期比は、女
性の就業率に対し、有意に正の影響を及ぼして
いる。売上高が 1ポイント下がると、女性の就
業確率は 0.28ポイント下がる。これも予想ど
おりである。非正社員は正社員より就業確率が
9.2ポイント低い。
　列（2）は女性非正社員の推定結果である。都
道府県人口あたり累積陽性者数の限界効果は
負、勤務先産業売上高対前年同月比の係数は正
で、統計的に有意である。女性全体の結果であ
る列（1）と比較すると、限界効果の符号は同じ
であるが、絶対値は列（2）のほうが大きい。こ
れは、正社員より非正社員のほうが、感染拡大
や勤務先の業績に敏感であるという予想と整合
的である。

前年同期比の限界効果は、有意に負である。勤
務先の売上高が上昇（下落）していると育児目
的の休業を取得しにくい（しやすい）ためと考
えられる。これらの結果は予想どおりである。
　列（2）は、男性の育児目的休業取得確率の推
定結果である。都道府県人口あたり累積陽性者
数の限界効果は 0に近い。女性全体の都道府県
人口あたり累積陽性者数の限界効果が有意に負
であったのと対照的である。これは男性より女
性のほうが、感染拡大によって育児時間を柔軟
に調整していることの反映であり、予想と整合
的である。勤務先産業売上高対前年同期比の限
界効果は予想どおり負であるが、統計的に有意
ではない。
　列（3）は、女性正社員の推定結果である。累
積陽性者数の限界効果も、売上高対前年同月比
の限界効果も、予想した符号であるが、統計的
に有意ではない。
　列（4）は、非正社員の推定結果である。列（1）
と同じく、都道府県人口あたり累積陽性者数の
限界効果は有意に正、勤務先産業売上高対前年
同期比の限界効果は、有意に負である。列（1）、
列（3）と比べて、限界効果の絶対値は大きい。
これも、予想どおりである。

図表7　育児目的の休業取得確率の推定結果（2－7月、プロビット、限界効果）

女性
全体

男性
全体

女性
正社員

女性
非正社員

（1） （2） （3） （4）

都道府県人口あたり累積陽性者数（7月末）

勤務先産業売上高対前年同期比（4－6月期）

非正社員ダミー

前年勤労所得の対数値

0.010**
（0.004）
－0.190**
（0.072）

0.061**
（0.021）
－0.001
（0.009）

0.000
（0.003）
－0.091
（0.059）
－　

－0.007
（0.004）

0.004
（0.004）
－0.036
（0.098）
－　

－0.006
（0.008）

0.015*
（0.006）
－0.300**
（0.109）
－  　

0.004
（0.014）

観測数
Chi2検定の有意水準
疑似 R2

724
0.0000
0.0931

650
0.1123
0.0474

238
0.4159
0.0441

486
0.0077
0.0656

注 1）括弧の中の数字は頑健な標準誤差である。
注 2）*、**はそれぞれ、5％、1％水準で有意であることを示す。
注 3）男性非正社員で育児目的の休業を取得した者はいないため、列（4）の推定ではサンプルから除いている。
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業の売上高変動の係数のみが有意である。この
係数は、列（1）の女性全体のものよりやや大き
く、予想に反している。その理由の 1つに、男
性の平均労働日数が女性より多いことがある。
日数の変化ではなく変化率に換算すれば、女性
は 0.375に対し男性は 0.318と逆転する。列（3）
は、女性正社員の推定結果である。有意な係数
が 1つもない。女性正社員は、地域の感染拡大

7.�4　月間労働日数の変化

　図表 9は、1月から 5月にかけての労働日数
の変化を推定したものである。列（1）は、女性
全体の推定結果である。感染拡大地域ほど、ま
た、勤務先産業の売上高が大きく低下するほど、
労働日数の減少幅が大きいことを示している。
列（2）は男性全体の推定結果である。勤務先産

図表8　女性の5月就業確率の推定結果（プロビット、限界効果）

女性
全体

女性
非正社員

（1） （2）

都道府県人口あたり累積陽性者数（7月末）

勤務先産業売上高対前年同期比（4－6月期）

非正社員ダミー

前年勤労所得の対数値

－0.026*
（0.012）

0.277**
（0.092）
－0.092**
（0.031）

0.031
（0.013）

－0.047*
（0.019）

0.447**
（0.144）
－  　

0.047*
（0.022）

観測数
Chi2検定の有意水準
疑似 R2

724
0.0001
0.1283

486
0.0002
0.0766

注 1）括弧の中の数字は頑健な標準誤差である。
注 2）*、**はそれぞれ、5％、1％水準で有意であることを示す。

図表9　月間労働日数変化の推定結果（1－5月、線形回帰）

女性
全体

男性
全体

女性
正社員

女性
非正社員

（1） （2） （3） （4）

都道府県人口あたり累積陽性者数（7月末）

勤務先産業売上高対前年同期比（4－6月期）

非正社員ダミー

前年勤労所得の対数値

－0.643**
（0.250）

6.024**
（2.083）
－1.412*
（0.407）

0.407
（0.644）

－0.011
（0.159）

6.545*
（2.830）

0.869
（0.452）
－0.051
（0.354）

－0.043
（0.250）

3.474
（3.765）
－　

－0.796
（0.754）

－1.058**
（0.368）

7.278**
（2.499）
－  　

－0.227
（0.788）

観測数
Chi2検定の有意水準
疑似 R2

724
0.0001
0.0460

659
0.0408
0.0377

238
0.5878
0.0076

486
0.0005
0.0483

注 1）括弧の中の数字は頑健な標準誤差である。
注 2）*、**はそれぞれ、5％、1％水準で有意であることを示す。
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女の職務の違いを反映していると解釈できる。
女性が多い非正社員の業務は範囲が明確で予期
せぬ事態には対応しない者が多いのに対し、男
性が多い正社員は予期せぬ事態に対応する業務
に従事している者が多いためと考えられる。ま
た、女性は顧客と対面で行う職務に従事してい
る者が相対的に多い。第 2に、地域の感染拡大
と勤務先産業の売上高低下が、育児目的で休業
する女性を増やしているのに対し、男性には有
意な影響を与えていない。男性は、地域の感染
拡大に対して、労働日数を減らすことで育児時
間を確保するという対応はしていない。ただし、
これは居住地域の感染拡大に対する相対的な反
応の大きさを示しているのであり、日本全体の
感染拡大に対して、男性が労働日を減らして育
児時間を確保していた可能性を否定するもので
はない。
　女性の正社員と非正社員を比較すると、後者
のほうが係数・限界効果の絶対値が大きい。女
性正社員の推定で有意な係数や限界効果がない
のは、サンプルが小さいことが原因の 1つと考
えられる。ただし、都道府県人口あたり累積陽
性者数の限界効果や係数の絶対値を女性正社員
と女性非正社員で比較すると、すべての推定結

や勤務先産業の売上高変動の影響をほとんど受
けていないことがわかる。列（4）は、女性非正
社員の推定結果である。感染拡大地域ほど、ま
た、勤務先産業の売上高が大きく低下するほど、
労働日数の減少幅が大きいことを示している。
女性正社員と女性非正社員を比べると、後者の
方が地域の感染拡大や勤務先の売上高変動の影
響を大きく受けている。女性正社員は、女性非
正社員よりもむしろ男性（そのほとんどは正社
員）に近い働き方をしていることがわかる 17。
　図表 10は、以上の推定結果をまとめている。
図表 5の予想と比較すると、一致しているもの
が多い。係数や限界効果の符号が有意であるも
のだけをみると、符号が予想と逆であるのは男
性の「勤務先の指示による休業」の推定におけ
る「都道府県人口あたり累積陽性者数」の係数
だけである。その例外を除けば、地域の感染拡
大や勤務先産業の売上高低下は、就業に負の影
響を与える傾向があるといえる。
　男女を比較すると、重要な違いがある。第 1
に、女性は、感染拡大が深刻な地域ほど、勤務
先の指示による休業確率が高いのに対し、男性
は、感染拡大が深刻な地域で勤務先の指示によ
る休業確率が低い。これは、勤務先における男

17  図表 6の列（2）、図表 7の列（1）と（4）、図表 8の列（2）において、説明変数「都道府県の人口 1万人あたり累積陽性者数」を「2020年 4
月から 5月にかけての都道府県別緊急事態宣言発出日数」に代えた場合も、係数は 5％水準で有意に正である。

図表10　説明変数・被説明変数別係数・限界効果の符号

説明変数

被説明変数
勤務先の指示による休業 育児目的の休業

女性
全体

男性
全体

女性
正社員

女性
非正規

女性
全体

男性
全体

女性
正社員

女性
非正規

都道府県人口あたり累積陽性者数
勤務先産業売上高対前年同期比

＋
－

－
－

0
0

＋
－

＋
－

0
0

0
0

＋
－

説明変数

被説明変数
5月就業 労働日数変化（1－5月）

女性
全体

男性
全体

女性
正社員

女性
非正規

女性
全体

男性
全体

女性
正社員

女性
非正規

都道府県人口あたり累積陽性者数
勤務先産業売上高対前年同期比

－
＋

no
no

no
no

－
＋

－
＋

0
＋

0
0

－
＋

注 1） ＋は該当する係数・限界効果が 5%水準で有意に正であることを、－は 5%水準で有意に負であることを、0は 5%水準で有意でな
いことを、noは該当する係数・限界効果を推定していないことを意味する。
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応していないことである。「女性は家事育児、
男性は仕事」という伝統的性別分業が反映され
ているためと考えられる。
　第 3に、女性非正社員は女性正社員と比較し
て、地域の感染拡大や勤務先産業の売上高低下
の就業への影響が大きい傾向がある。地域の感
染拡大や勤務先産業の売上高低下という社会経
済的ショックの影響を最も強く受けたのは女性
非正社員であり、女性正社員は、女性非正社員
より男性正社員に近い行動パターンをもってい
た。
　最後に、本稿の限界と今後の課題について述
べる。第 1に、本稿では、労働時間の変化につ
いて分析をしていない。アンケート調査では週
労働時間を尋ねているが、1日の労働時間を回
答したと思われる者が少なくないので、労働時
間のデータは使用しなかった。正社員は労働日
よりも残業時間の増減で労働量を調整した可能
性がある。労働時間のデータが利用できれば、
正社員の労働量の変化についてより詳細に分析
できたであろう。
　第 2に、アンケート調査は 1回のみの調査で
あり、過去の就業に関する情報は回顧的なもの
である。パネル調査と比べて、正確さの点で劣
ることを否定できない。
　最後に、この調査は 2020年 1月から 7月末
までの就業に関する情報を集めたものである。
したがって、感染拡大に対する労働者の短期的
な対応の調査・研究であり、感染拡大が長期的
にどのような影響を及ぼしたかについては分析
していない。これについては、今後の課題とし
たい。
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果において、女性非正社員の係数・限界効果の
絶対値が大きい。また、限界効果や係数の標準
誤差は、正社員と非正社員で大きく変わらない。
したがって、女性正社員は女性非正社員と比較
して、地域の感染拡大や勤務先の売上高低下の
就業への影響が小さい傾向があるといえる 18。
地域の感染拡大や勤務先産業の売上高低下とい
う社会経済的ショックの影響を最も強く受けた
のは女性非正社員であり、女性正社員は、女性
非正社員より男性正社員に近い行動パターンを
もっていたといえる。

8．おわりに

　本稿は、新型コロナウイルス感染症が拡大し
た 2020年 1月から 7月にかけて、小学生以下
の子をもつ共稼ぎ夫婦の就業がどのように変化
したかを、独自のアンケート調査に基づき分析
した。在住地域の感染拡大と勤務先産業の売上
高の変化が、勤務先の指示による休業確率、育
児目的による休業確率、5月の就業確率、5月
と 1月の労働日数の差に及ぼす影響を、男女別、
就業形態別に分析した。以下のことが明らかに
なった。
　第 1に、地域の感染拡大や勤務先産業の売上
高低下は、例外があるとはいえ、全般的には就
業に負の影響を与える傾向があるといえる。
　第 2に、男女を比較すると、重要な違いが 2
つある。1つは、勤務先の指示による休業確率
が、女性は感染拡大が深刻な地域ほど高いのに
対し、男性は逆に、感染拡大が深刻な地域で低
い。これは、勤務先における男女の職種や業務
の違いを反映していると考えられる。男性は、
感染拡大という危機に対応する業務を担ってい
る者が多いため、感染拡大地域ほど勤務先の指
示による休業確率が低い。もう 1つは、地域の
感染拡大と勤務先産業の売上高低下が育児目的
で休業する女性を増やしているのに対し、男性
の育児目的休業確率は、地域の感染拡大に対し
ても、勤務先産業の売上高に対しても敏感に反

18  図表 6から図表 8の列（1）のモデル、および図表 9の列（5）のモデルにおいて、「非正社員ダミー」と「都道府県人口あたり累積陽性者数」
の交差項、および「非正社員ダミー」と「勤務先売上高対前年同期比」の交差項を説明変数に加えたモデルを推定したが、いずれの交
差項も有意にはならなかった。したがって、「都道府県人口あたり累積陽性者数」と「勤務先売上高対前年同期比」の係数が、正社員
と非正社員で等しいという帰無仮説は、統計的には棄却されない。



同志社政策科学研究　第 23巻（第 2号）2022年

33

月 23日閲覧＞。
労働政策・研究研修機構（2020b）「『新型コロナウイルス感染拡
大の仕事や生活への影響に関する調査』（一次集計）結果（6
～ 7月の変化を中心に 8月に調査・4月からの連続パネル個
人調査）」
　https://www.jil.go.jp/press/documents/20200826.pdf ＜ 2021 年 2
月 23日閲覧＞。
労働政策・研究研修機構（2021）「『新型コロナウイルス感染拡
大の仕事や生活への影響に関する調査』（一次集計）結果（8
～ 11月の変化を中心に 12月に調査・4月からの連続パネル
個人調査）」
　https://www.jil.go.jp/press/documents/20210118.pdf ＜ 2021 年 2
月 23日閲覧＞。

参考文献（英文）

Adams-Prassl, A., Golin, M., Boneva, T., and Rauh, C. (2020) 
“Inequality in the impact of the Coronavirus shock: Evidence from 
real time surveys,” IZA Discussion Paper Series, Discussion Paper 
13183.

Andrew, A., Cattan, S., Costa-Dias, M., Farquharson, C., Kraftman, L., 
Krutikova, S., Phimister, A., and Sevilla, A. (2020) Family time use 
and home learning during the COVID-19 lockdown, The Institute of 
Fiscal Studies.

Collins, C., Landivar, L. C., Ruppanner, L., and Scarborough, W. J. 
(2020) “COVID-19 and the gender gap in work hours,” Gender, 
Work & Organization, DOI: 10.1111/gwao.12506.

Del Boca, D., Oggero, N., Profeta, P., and Rossi, M. (2020) “Women’
s and men’s work, housework and childcare, before and during 
COVID-19,” Review of Economics of the Household, 18: 1001-
10017.

Farré, L., Fawaz, Y., Gonzalez, L., and Graves, J. (2020) “How the 
COVID-19 lockdown affected gender inequality in paid and unpaid 
work in Spain,” IZA Discussion Paper Series, Discussion Paper 
13434.

Landivar, L. C., Ruppanner, L., Scarborough, W. J., and Collins, C. 
(2020) “Early signs indicate that COVID-19 is exacerbating gender 
inequality in the labor force,” SOCOUS: Sociological Research for a 
Dynamic World, 6: 1-3.

OECD (2021) OECD.Stat: Time spent in paid and unpaid work, https://
stats.oecd.org/index.aspx?queryid=54757 ＜2021年3月9日閲覧＞ .

Reichel t ,  M. ,  Makovi ,  K. ,  and Sargsyan,  A.  (2020)  “The 
impact  of  COVID-19 on gender  inequal i ty  in  the labor 
market and gender-role attitudes,” European Societies, DOI: 
10.1080/14616696.2020.1823010.

Sevilla, A. and Smith, S. (2020) “Baby steps: the gender division 
of childcare during the COVID-19 pandemic,” Oxford Review of 
Economic Policy, 36 (S1): S169-S186.

参考文献（和文）

大阪市（2020）「保育園について登園自粛を要請してほしい（2020
年 8月 31日）」
　https://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000511597.

html ＜ 2021年 8月 25日閲覧＞。
厚生労働省（2020a）「新型コロナウイルス感染症防止のための
学校の臨時休業に関連しての保育所等の対応について」
　https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000601141.pdf ＜ 2021
年 2月 28日閲覧＞。
厚生労働省（2020b）「都道府県別累積の陽性者　2020年 5月 31
日」
　https://opendata.corona.go.jp/api/Covid19JapanAll?date=20200531
＜ 2021年 2月 23日閲覧＞。
厚生労働省（2020c）「都道府県別累積の陽性者　2020年7月31日」
　https://opendata.corona.go.jp/api/Covid19JapanAll?date=20200731
＜ 2021年 2月 23日閲覧＞。
国立社会保障・人口問題研究所（2016）『第 15回出生動向基本
調査結果の概要』
　 h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / f i l e / 0 5 - S h i n g i k a i -

1 2 6 0 1 0 0 0 - S e i s a k u t o u k a t s u k a n - S a n j i k a n s h i t s u _
Shakaihoshoutantou/0000138824.pdf＜ 2021年 2月 22日閲覧＞。
財務省（2021）「法人企業統計調査　時系列データ」
　https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003060191＜ 2020年 9月 7
日閲覧＞。
周燕飛（2020）「コロナショックの被害は女性に集中―働き方
改革でピンチをチャンスに」JILPTリサーチアイ 第 38回
　https://www.jil.go.jp/researcheye/bn/038_200626.html ＜ 2021 年 2
月 22日閲覧＞。
総務省統計局（2020）「人口推計（令和 2年（2020年）3月確定値）」
　https://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.html ＜ 2020 年 9 月 7 日閲
覧＞。
文部科学省（2020a）「学校の臨時休業の実施状況、取組事例等
について（令和 2年 3月 19日時点）」
　 h t t p s : / / w w w. m e x t . g o . j p / c o n t e n t / 2 0 2 0 0 3 1 9 - m x t _

kouhou02-000004520_1.pdf＜ 2021年 3月 2日閲覧＞。
文部科学省（2020b）「新型コロナウイルス感染症対策のための
学校における臨時休業の実施状況について（令和 2年 4月 22
日）」
　 h t t p s : / / w w w. m e x t . g o . j p / c o n t e n t / 2 0 2 0 0 4 2 4 - m x t _

kouhou01-000006590_1.pdf＜ 2020年 8月 20日閲覧＞。
文部科学省（2020c）「新型コロナウイルス感染症対策のための
学校における臨時休業の実施状況について（令和 2年 5月 11
日）」
　 h t t p s : / / w w w. m e x t . g o . j p / c o n t e n t / 2 0 2 0 0 5 1 3 - m x t _

kouhou02-000006590_2.pdf＜ 2020年 8月 20日閲覧＞。
文部科学省（2020d）「新型コロナウイルス感染症に関する学校
の再開状況について」
　 h t t p s : / / w w w. m e x t . g o . j p / c o n t e n t / 2 0 2 0 0 6 0 3 - m x t _

kouhou01-000004520_4.pdf ＜ 2020年 8月 20日閲覧＞。
文部科学省（2020e）「新型コロナウイルス感染症対策のための
小学校等の臨時休業に関連した子供の居場所の確保等に関す
る各自治体の取り組み状況について（2020年 3月 10日）」
　 h t t p s : / / w w w. m e x t . g o . j p / c o n t e n t / 2 0 2 0 0 3 1 7 - m x t _

kouhou02-000004520_1.pdf＜ 2020年 8月 20日閲覧＞。
文部科学省（2020f）「新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま
えた公立学校における学習指導に関する状況について（令和
2年 6月 23日時点）」
　 h t t p s : / / w w w. m e x t . g o . j p / c o n t e n t / 2 0 2 0 0 7 1 7 - m x t _

kouhou01-000004520_1.pdf＜ 2021年 2月 28日閲覧＞。
労働政策・研究研修機構（2020a）「『新型コロナウイルス感染拡
大の仕事や生活への影響に関する調査』（一次集計）結果（5
月調査・連続パネル個人調査）」
　https://www.jil.go.jp/press/documents/20200610.pdf ＜ 2021 年 2


