
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 広島県男女共同参画財団 

  

新型コロナウイルス禍が女性に及ぼす 

影響について緊急アンケート結果報告 
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≪調査概要≫ 

 

1.目的 

新型コロナウイルス感染症拡大を受け，4 月 16 日に特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が広島

県に発令され，私たちはこれまでに経験したことのない日常を過ごすようになりました。 

そこで，広島県の男女共同参画社会づくりの拠点であるエソール広島では，女性の生活や心身に 

どのような影響を及ぼしているのか等実態を把握し，県民のニーズに応える事業を展開するために 

アンケート調査を実施しました。 

2.調査期間 

令和２年５月 11 日（月）～31 日（日） 

3.調査方法 

Web 調査（Google フォームで回答。当財団 HP や SNS で PR） 

4.調査対象者 

県内に在住または通勤・通学している女性 
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≪回答者の属性≫ 

【回答数：156 人】 

1.年代                        2.家族形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 就業状況 

 

 

  

20代

3.2%

30代

21.8%

40代

44.2%

50代

25.6%

60代

3.2%
70代以上, 1.9%

ひとり暮らし

12.2%

夫婦のみ

16.7%

夫婦と子ども

50.6%

母親と子ども

7.1%

三世代

3.8%

その他, 9.6%

本アンケートの回答者（調査対象者）は、エソール広島のホームページ閲覧者やメルマガ読者を

中心とし、日頃からエソール広島に協力いただいている講師等に SNS で拡散いただいた。 

回答者の年代は「40 代」が 44.2%と最も多く、「30～50 代」で 9 割を占めている。 

家族形態は、「夫婦と子ども」が 50.6％を占め、「夫婦のみ」が 16.7％、「ひとり暮らし」が

12.2%と続く。 

就業状況は「自営業・フリー

ランス」が 30.8％と最も多く、

「正社員」が 30.1％、「パート・

アルバイト」が 16.0％と続く。 
正社員

30.1%

契約・派遣社員・

非常勤職員

10.9%

パート・アルバイト

16.0%

自営・フリーランス

30.8%

専業主婦

4.5%

学生

0.6%

無職

1.3%

その他

5.8%
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≪調査結果のまとめ≫ 

 

  

■ 働く女性のうち，「働き方に何らかの変化があった」→「国が推奨するテレワークをしている」人

は 24.6％であった。 

■ 生活や行動の変化では、約半数が「友達に会えなくなった」「やりたいことができなくなった」「運

動不足になった」と回答している。子どもがいる場合は、「子どもの世話が増えた」や「家事の負担

が増えた」と感じている人が 6 割を占めている。 

■ 心身への変化では、「気持ちが沈んでいる」が 17.3％、「イライラしやすくなった」が 14.9%、

「新型コロナウイルスのニュースを一日中見てしまう」は 8.7%いる。 

■ エソール広島に望むサービスは「YouTube や zoom 等を利用した講座・講演など」や「テーマ

や対象を絞ったオンラインおしゃべり会の開催」、「信頼できる相談機関一覧をホームページに 

掲載」が上位を占めた。 

■ 困りごとを尋ねた自由回答には、18 件のリアルな声が寄せられた。「今後の働き方や仕事の 

見通しへの不安」「保育園等の登園自粛要請」「小学校等の休校に伴う悩み」「家族の問題や感染 

リスクに伴う悩み」「通院ができない」といった不安の声があった。 

■ 最後の質問では、「この間でのプラス方向の変化について」の自由回答に 108 件の声が寄せら

れた。「家族との絆が深まった」「家事分担がうまくいった」「片付けが捗った事例」「周囲への感謝

の気持ちが強くなった」「人との繋がりをより一層大切にするようになった」「仕事や学習の手段

としてオンラインが身近になった」「今後の生き方・働き方等について、じっくりと考える時間が 

持てた」等、前向きな声が多数寄せられた。 

コロナウイルス禍だからこそ浮き彫りになった問題について、男女共同参画の視点から広く働き

かけていくとともに、新しい時代の生き方・働き方等について、共に考え、発信し、新しい学びの場

を設け、個々の課題解決に繋げる必要がある。 
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≪調査結果≫ 

 

１.働き方の変化 

 

 

 

 

（その他：自由記載） 

・働き方は大きく変わらなかったが、未来を意識した取り組み方を検討している。 

（50 代・契約・派遣社員・非常勤職員） 

・子守を母にお願いするようになった。（30 代・パート・アルバイト） 

・職探しが難しくなった。（20 代・無職） 

・個人での仕事だが、全て仕事ができなくなった。（50 代・その他） 

・出社するが、zoom 会議になった。しかし、明日からはまた普通に戻る。（40 代・その他） 

・特需で毎日忙しい。（30 代・契約・派遣社員・非常勤職員） 

・オンライン会議になってきた。（60 代・自営・フリーランス） 

・元々在宅ワークだったが、子どもたちが休校・休園になったため、仕事に割ける時間が半減した。

（30 代・自営・フリーランス） 

・４月は仕事が減ったが、コロナのために補助金利用する事業者からの依頼が増えて忙しい。 

（30 代・自営・フリーランス） 

・県の要請で休業した。（20 代・自営・フリーランス） 

・会議室での別室勤務になった。（40 代・契約・派遣社員・非常勤職員） 

・休業要請により仕事がなかった。（40 代・自営・フリーランス） 

・残業ができず仕事が残ってしまっているので、精神的に追い詰められている。（50 代・正社員） 

Q. （働いている方に）新型コロナウイルスの影響で，あなたの働き方は変わりましたか。 

【回答数：207 件】 

 

14 (6.8%)

43 (20.8%)

1 (0.5%)

0 (0.0%)

5 (2.4%)

11 (5.3%)

11 (5.3%)

11 (5.3%)

11 (5.3%)

49 (23.7%)

51 (24.6%)

0 10 20 30 40 50 60

その他

特に変わりはない

解雇された（派遣切りを含む）

自己都合で仕事を辞めた

残業や休日出勤が増えた

自己都合で仕事を休んでいる

短時間勤務になった

時差出勤になった

会社都合で仕事を休んでいる

出勤する日数が減った

在宅で仕事をするようになった
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回
答
数 

働き方の変化  

在
宅
で
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た 

出
勤
す
る
日
数
が
減
っ
た 

会
社
都
合
で
仕
事
を
休
ん
で
い
る 

時
差
出
勤
に
な
っ
た 

短
時
間
勤
務
に
な
っ
た 

自
己
都
合
で
仕
事
を
休
ん
で
い
る 

残
業
や
休
日
出
勤
が
増
え
た 

自
己
都
合
で
仕
事
を
辞
め
た 

解
雇
さ
れ
た
（
派
遣
切
を
含
む
） 

特
に
変
わ
り
は
な
い 

そ
の
他 

全 体 207 24.6 23.7 5.3 5.3 5.3 5.3 2.4 0.0 0.5 20.8 6.8 

正社員 68 25.0 19.1 2.9 13.2 1.5 1.5 2.9 0.0 0.0 32.4 1.5 

契約・派遣社員  
・非常勤職員  

25 16.0 32.0 12.0 0.0 16.0 4.0 0.0 0.0 0.0 12.0 8.0 

パート・ 
アルバイト 

45 8.9 37.8 8.9 2.2 6.7 8.9 4.4 0.0 2.2 17.8 2.2 

自営業・ 
フリーランス 

57 42.1 15.8 3.5 0.0 3.5 7.0 0.0 0.0 0.0 15.8 12.3 

その他 12 16.7 16.7 0.0 8.3 8.3 8.3 8.3 0.0 0.0 8.3 25.0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 働いている 144 人の働き方の変化を尋ねたところ，20.8%の人は「特に変わりはない」と回

答した。働き方が変わった人の中では「在宅で仕事をするようになった」24.6%、「出勤する日

数が減った」が 23.7%と続いている。 

 回答者の中には「自己都合で仕事を辞めた」人はいなかったが、「会社都合で仕事を休んでい

る」人は 5.3%おり、「解雇された（派遣切りを含む）」人も 0.5%いる。 

 就業状況別に見ると、「契約・派遣社員・非常勤職員」や「パート・アルバイト」では、「会社都合

で仕事を休んでいる」が 12.0%，8.9％と多い。「在宅や時差出勤で仕事をするようになった」

という選択肢は少なく、仕事の中断を余儀なくされている。 

「自営業・フリーランス」では、「その他」の記載として，「仕事が減った」「子どもたちが休校休園

になったため、仕事に割ける時間が半減した」との声があった。 
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２.収入へ影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.生活や行動の変化 

 

 

 

 

 

13 (2.2%)

5 (0.8%)

0 (0.0%)

21 (3.5%)

23 (3.8%)

44 (7.3%)

61 (10.2%)

63 (10.5%)

79 (13.2%)

88 (14.7%)

91 (15.2%)

111 (18.5%)

0 20 40 60 80 100 120

その他

特に変化したことはない

夫（パートナー）から，DV・ハラスメントを受けるようになった（悪化した）

ささいなことで夫（パートナー）とケンカをするようになった

子どもを叱ることが増えた

生活のリズムが不規則になった

学校が休みになり，子どもの世話が増えた

公共交通機関を利用しなくなった

食事の支度や掃除など家事の負担が増えた

運動不足になった

やりたいことができなくなった

友達に会えなくなった

Q.新型コロナウイルスの感染拡大に伴って，あなたの生活や行動に変化がありましたか。 

【回答数：599 件】 

（いくつでも） 

 

Q.（働いている方に）ご自身の収入への影響はいかがですか。 

【回答数：146 件】 

（いくつでも） 

 
なくなりそう・なくなった

9.6%

減りそう・減った

37.0%

変わらない

46.6%

増えた・増えそう

4.1%

その他

2.7%

 収入への影響について尋ねたとこ

ろ、「変わらない」が 46.6%と４割

以上を占めるが、「減りそう・減った」

が 37.0%、「なくなりそう・なくなっ

た」も 9.6%いた。 
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（その他：自由記載） 

・オンラインでの交流が増えた。(夫婦のみ・自営・フリーランス) 

・価値観が変わり、zoom に切り替える仕事が増え、移動時間が必要なくなり、楽になった。 

(ひとり暮らし・自営・フリーランス) 

・楽しみにしていた気分転換の外出が制限された。(夫婦のみ・自営・フリーランス) 

・特定疾患があるため、これまで以上に健康管理に気をつけるようになった。 

(夫婦のみ・契約・派遣社員・非常勤職員) 

・母が鬱になり頻繁に電話をかけてくるようになったので、こちらもストレスで鬱になりかけた。  

(その他・その他) 

・ほとんど外出しなかった。(夫婦と子ども・自営・フリーランス) 

・ゆとりのある生活ができた。(ひとり暮らし・自営・フリーランス) 

・お客様への訪問が難しくなった。(夫婦のみ・自営・フリーランス) 

・同年代・同病の人を常に気遣い慈しむようになった。(夫婦のみ・その他) 

・超高齢の義父母が面倒だ。(三世代・専業主婦) 

・早寝早起きになった。(ひとり暮らし・自営・フリーランス) 

・大学生で就活が出来ない子への心配が増えた。(夫婦のみ・パート・アルバイト) 

・孤独を感じるようになった。友人との会話ができなくなった。（会って食事会ができない、電話も遠慮

になる）(夫婦のみ・正社員) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生活や行動で「特に変化したことはない」が 0.8％だったことから、新型コロナウイルス感染症

拡大は、ほとんどの人の生活や行動に何らかの影響を与えている。中でも「友達に会えなくなっ

た」が 18.5%と最も多く、次に「やりたいことができなくなった」が 15.2%、「運動不足になっ

た」が 14.7%と続く。 

また、子どものいる世帯（N＝96）では，「食事の支度や掃除など家事の負担が増えた」が

62.5%、「学校が休みになり、子どもの世話が増えた」が 61.5%であった。 
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４.心身の変化 

 

新型コロナウィルスの感染拡大に伴って，あなたの心身に変化がありましたか。 

 

 

（その他：自由記載） 

・早く帰れるのでうれしい（８時間勤務は変わらない）。（50 代） 

・抑うつ気味で定期的に通院していたが通院することが億劫になり通院と服薬をやめてしまった。その

結果、精神面の不安定さが増してきている。しかし病院に通う気も起こらない。（30 代） 

・オンラインを活用して友達が増えた。（50 代） 

・ストレスが溜まって身体に変調が現れてきた。（40 代） 

・３月は気持ちが沈んでいたが、現在は前向きになっている。（50 代） 

・体力と筋力が低下した。（40 代） 

・オンラインでの交流で心を豊かにしている。（50 代） 

・車の運転などが面倒くさくなった。（30 代） 

・他のことを学びたくなった。（30 代） 

・価値観が変わり、楽になり、感謝が増えた。（50 代） 

・胃の調子が悪いが、内視鏡検査の受付をしてもらえない。（50 代） 

・仕事中にできなかったことを集中してやった。（40 代） 

・コロナ感染に対してお客様の温度差があり、戸惑うことがある。（60 代） 

・些細なことも幸せと思えるようになった。（30 代） 

・娘の体調不良で仕事を休むと新型コロナに感染したかもということで、次の日、あからさまに職場の

人に避けられた。（40 代） 

 

20 (6.9%)

51 (17.6%)
2 (0.7%)

19 (6.6%)

22 (7.6%)

21 (7.3%)

19 (6.6%)

25 (8.7%)

17 (5.9%)

43 (14.9%)

50 (17.3%)

0 10 20 30 40 50 60

その他

特に変化したことはない

食欲がなくなった

人に会いたくない

仕事に行きたくない

仕事や勉強に集中できなくなった

眠れなくなった・眠りが浅くなった

新型コロナウィルスのニュースを一日中見てしまう

新型コロナウィルスのニュースを見るのがこわい

イライラしやすくなった

気持ちが沈んでいる

Q.新型コロナウイルスの感染拡大に伴って，あなたの心身に変化がありましたか。 

【回答数：289 件】 

（いくつでも） 
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・離れて住む子ども達が心配だ。（60 代） 

・やりたいことができるようになった。（30 代） 

・家族に対しても潔癖症になった。（50 代） 

・人に会いたくなった。（50 代） 

・食事を作る気分になれない日が増えた。（40 代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.エソール広島に望むサービス 

 

【いくつでも：144 件の回答】 

 

（その他：自由記載） 

・おしゃべり会やオンラインでの体験など、私も含め女性起業家の人もやっていると思うが、その案内

や、やっている方々との交流などができると良いと思う。それぞれの方に合った交流の場所や悩みを

解決できるし、それぞれの起業家の方々の宣伝とエソールの宣伝にもなると思う。 

（50 代・自営・フリーランス） 

 

9 (2.5%)

20 (5.6%)

22 (6.2%)

16 (4.5%)

22 (6.2%)

22 (6.2%)

17 (4.8%)

25 (7.0%)

35 (9.8%)

40 (11.2%)

47 (13.2%)

82 (23.0%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

その他

特になし

図書データベースの公開

図書の貸出冊数を増やす

図書の貸出期間の延長

zoomやSkypeなどを利用したオンライン相談の実施

メール等を利用した相談の実施

女性のための電話相談の継続

信頼できる支援活動団体一覧をホームページに掲載

信頼できる相談機関一覧をホームページに掲載

テーマや対象を絞ったオンラインおしゃべり会の開催

YouTubeやzoom等を利用した講座・講演など

 心身面で「特に変化したことはない」が 17.6％だったことから、残りの８割以上の人には新型

コロナウイルスの感染症拡大による心身への変化があったことになる。 

心身面の変化では「気持ちが沈んでいる」が 17.3%で最も多く、次に「イライラしやすくなった」

が 14.9%、「新型コロナウイルスのニュースを一日中見てしまう」が 8.7%と続く。 

Q.以上のような状況の中で、エソール広島にどのようなサービスを望みますか。 

【回答数：357 件】 

（いくつでも） 
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・活字媒体での講演や何かしらの読み物、コラムのようなものを発信してほしい。今は動画やオンライ

ンでのビデオ通話のようなものが重視されがちであるが、小さい子どもを持つ家庭ではそのような

時間や機会を持つことも難しいのが現状。動画による講演を見るにはある程度まとまった時間が必

要であり、またスマートフォンやパソコンで動画を見ていると、子どもたちが何を見ているのか、他の

動画を見せて欲しいと言ってくることが多々ある。活字による情報であれば、少しの隙間時間でも読

むことが可能であり、ハードルも高くない。（30 代・パート・アルバイト） 

・あまり無理せず休んでください。（20 代・無職） 

・個人でやっているが、その内容やオンラインでできることの紹介などをして頂けると嬉しい。 

（50 代・その他） 

・テーマを決めての座談会で前に進める元気を与える会（60 代・自営・フリーランス） 

・これを機会に、感染症に対する向き合い方の講座などを考えて頂きたい。（防災講座のように、「備え

あれば憂いなし」としたい。）（70 代以上・その他） 

・県東部在住のため、エソール広島で開催されるセミナーに参加したくても難しいのが実情。これを機

にどこからでも参加できる Web セミナーなどが充実されると嬉しい。今後、居住地に関わらずスキ

ルアップの機会が提供されることを期待する。（40 代・正社員） 

・オンライン図書館の開設（30 代・正社員） 

・コロナウイルス対策をし、これまで開催されていたような講演会や勉強会の継続（50 代・正社員） 

 

 

 

 

 

 

  

行動や心身面に何らかの影響がある中で、エソール広島への要望としては「YouTube や

zoom 等を利用した講座・講演」が 23.0%と最も多く、「テーマや対象を絞ったオンラインおしゃ

べり会の開催」が 13.2%、「信頼できる相談機関一覧をホームページに掲載」が 11.2%と上位を

占めていた。 
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【経済的なこと】 

・教育のイベント、保護者向けセミナーなどをしていたが、全ての仕事がなくなり収入がない。（50 代・

その他） 

・個人講座やカルチャー教室の開催ができなくなった。また、集客もできない。生徒に繋がるイベント等

も今後もどれくらいあるのか不安。資格取得講座を多く開催していたが、このような状況なので、今

後取得したい人も減ってしまうと予想している。取得しても活躍の場がない。収入は４月が 0 円、５

月が 4,000 円程でした。対面がメインの内容が多いため。女性から信頼されているエソールで講座

や生徒募集をさせて頂けると嬉しい。パーテーション等を設置した教室の貸し出しや告知をさせて頂

けると嬉しい。ご検討ください。（50 代・その他） 

 

【働き方への不安・仕事の見通し】 

・仕事の再開が保障されないままなのでとても不安。（60 代・自営・フリーランス） 

・派遣切りなどの心配がある。（50 代・パート・アルバイト） 

・人と会わなくても、仕事が出来る環境をもっと増やしたい。（40 代・パート・アルバイト） 

・働きたいと考えていたが、今の状況では難しく将来に希望が持てず毎日閉じこもって何をしたらいい

かもわからなくなっている。（30 代・専業主婦） 

・サービス業で５月末まで休業予定のところ、状況が変わり時短営業中だが、来月本格的に営業再開

するに当たって「新しい生活様式」対応の準備が大変だ。ソーシャルディスタンスや飛沫ガード等の対

策は本部から現場にほぼ丸投げだ。また子ども達が休校中なので契約シフトどおりの出勤は難しい

と相談すると「子どもを連れて出勤しても良い」と返答があったが、モール内の店舗にわざわざ子ど

もを連れて出勤するリスクを取りたくは無いし、やんちゃな子どもの面倒を見ながら務まる様な業務

内容では無い部分もあり、〆切に合わせて時間刻みに家と職場を往復しながらの毎日でストレス過

多だった。（30 代・パート・アルバイト） 

・この先、仕事を維持していけるかという不安の種が心の片隅にある。（40 代・自営・フリーランス） 

・営業再開してもなかなか人が来ない。（40 代・自営・フリーランス） 

・個人事業で仕事を休まないといけない、子どもの休校に伴い仕事を休んだ補償、子どもが家にいて

イライラするなどの母に対しての労いや補償はされるのに、子どもをひとり留守番させながら仕事も

休めず働き詰めの母に対する補償は何もない。ベビーシッターに預けお金もかかっている。子どもを

ひとりにして、感染のリスクを負いながら休ませてもらえず仕事をしているのに何だか話題にもなら

ない不公平さがある。（40 代・正社員） 

・とにかく仕事ができない。（50 代・自営・フリーランス） 

 

Q. 何かお困りのことがあれば自由にお書きください。【回答数：18 件】 
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【家事や子どもの世話の負担】 

・テレワークといっても、家に居ると家事や子ども達との時間を優先するので、なかなか仕事が捗らな

い。（40 代・契約・派遣社員・非常勤職員） 

 

【子どもの学校休業に対して】 

・子ども達はオンラインだの zoom だの大変そうだ。（50 代・正社員） 

 

【情報発信に関して】 

・「感染拡大防止に無関心・無責任の人への協力依頼について」それぞれの立場からの呼びかけ、語り

かけ、納得のいく説得を今回は誰もできなかった。感染症に対する早期教育や、感染源になり得る責

任などの知識を、みんなが共有する手立てを「誰が」「どこが」やるのか。自粛警察以前に、心に訴え広

める方法をみんなで考えられるとよい。（70 代以上・その他） 

 

【家族について】 

・体調が悪いのに義父母の世話を強いられていること。離婚したいけれど体調が悪く、仕事を探せな

いので離婚したとしてもやっていけないから我慢している状態。（50 代・専業主婦） 

・母が鬱になった。（30 代・正社員） 

・関西圏に今年就職した娘、中部に単身赴任の主人、広島にいる自分（非常勤職員のため仕事を含

め）と子ども、各々の生活について考えると先が見えない分不安しかない。（40 代・契約・派遣社員・

非常勤職員） 

 

【感染リスクへの不安】 

・子どもに障害があり、マスクを着用できない為外出ができない。２４時間子どもから目が離せず、自

分の時間が全く持てず、気分が沈んでしまう。感染が怖くて外出が出来なくなってしまった。（30 代・

専業主婦） 

・自粛ムードの中、持病で通っている病院なども自粛してしまって先延ばしにしてしまう。やはり、ルー

ル化を明確にしてほしい。（40 代・正社員） 

 

【その他の不安】 

・これまでエソールを利用していろいろな学習や交流ができていたが、コロナウイルス関係があり開催

が無いため、自身の悩みが大きくなっている。（50 代・正社員） 
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6.その他 

 

 

 

【生き方を考える】 

・特には変わらないが、より自分軸がはっきりしたかなと思う事はあります。情報に流されすぎず、 

不要なモノは受け入れないように。 訳のわからない不安感はない。（40 代・パート・アルバイト） 

・コロナ感染予防で自粛生活は大変ですが、働き方や仕事の仕方、家族のあり方などよい意味で変革

ができました。今までを振り返る余裕など、日頃できなかった断捨離などできてスッキリしました。

（60 代・自営・フリーランス） 

・コロナをきっかけに、今後の仕事のやり方、何をしたいかを、長い時間をかけじっくり考える時間が 

できたので、やはり、ピンチはチャンス👍（50 代・自営・フリーランス） 

・生活を見直す事ができた。（50 代・自営・フリーランス） 

・自身が持っていた精神的な弱さに気付いた。この事で、もっと自分を大事にしようと思った。 

（30 代・自営・フリーランス） 

・休日の外出がなくなった分、趣味に使う時間が増え，楽しみが増えた。（50 代・正社員） 

・当たり前だと感じていた日常が制限されたが、時間はゆっくりと過ぎていく。これを機会に仕事内容

も学校行事も最低限に見直すと良い。（40 代・契約・派遣社員・非常勤職員） 

・オンラインがとても苦手だったが、少しずつ慣れてきた。考える時間が増えたので自分のこと、仕事の

ことなどを考える時間が出来た。（40 代・正社員） 

・いろいろな考え方を受け入れるようになった。自分自身にも変化が必要（40 代・正社員） 

・日々の生活に追われず、考える時間とゆとりができた。（40 代・正社員） 

・「生活様式などの変化の必要性があるため」変化をしないといけないとはっきり分かり、自分でも 

変わっていっていいと、変化への気持ちが楽になった（50 代・正社員） 

・今までと違う時間の過ごし方、体験、工夫、色々体験出来て良い機会になった。（50 代・正社員） 

・人のために何が出来るかを考える時間が出来た。（40 代・自営・フリーランス） 

・今まで忙しかったが、週末を含め自分のために使う時間が増えた。 

（50 代・契約・派遣社員・非常勤職員） 

・幸いにも雇用が守られているので言えることだが、プラスの変化を多く感じている。在宅勤務で始業

前の 2 時間を自由に使えるようになったため、睡眠時間が増え、家事を朝のうちに済ませられるの

でプライベートの時間にゆとりが生まれた。業務についても対人ストレスが減り、自分のペースで集中

できるため生産性の向上を実感している。仕事をテキパキと終わらせてスキルアップのための勉強に

取り組む余裕もできた。最近は心身ともに健康になったと感じており、元の生活に戻ることのほうが

不安だ。（40 代・正社員） 

・身近なもので生活を楽しくすることに目覚めた。（40 代・自営・フリーランス） 

Q. 最後に，この間でプラス方向の変化があれば自由にお書きください。【回答数：108 件】 
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・これまで会社や上司に対して「まあ仕方ない」で声をあげなかった様々な問題について、自分なりに

今一度よく考える機会になった。子ども達との関わり方や家族のありようについても、これからどう

生きたいか真剣に考えるキッカケになった。前向きな解決には至っていないが、ステップアップにつ

ながれば良いなと思う。（30 代・パート・アルバイト） 

 

【働き方・仕事について】 

・勤務先が自粛中だった為、他部署への応援に入ったので、人脈が広がったこと、色んな仕事を知れた

ことがよかった。（40 代・パート・アルバイト） 

・短時間勤務を余儀なくされたので、仕事を他の人に任せる勇気が出た。 

（40 代・契約・派遣社員・非常勤職員） 

・外食がなくなり家で作る回数が増えレパートリーが増えた。オンラインで新しい仕事ができた。 

（30 代・自営・フリーランス） 

・仕事もプライベートもオンラインでの可能性を広げられた。（30 代・その他） 

・zoom を使ったオンラインでのやりとりが一般化したためこれから仕事がしやすくなりそう。子どもと

一緒に料理をしたり、丁寧に食事をしたり、少し外出するだけでも幸せだと感じられる。また、周りの

方を応援する気持ちが持てました。（30 代・自営・フリーランス） 

・お勤めの仕事を辞めたいと思う。（40 代・正社員） 

・オンラインを使うようになった。（50 代・自営・フリーランス） 

・苦手なパソコン業務が増えた。やるしかないので、少しずつできるようになってきた。 

（50 代・自営・フリーランス） 

・なかなか出来ていなかった仕事の整理や片付けに集中することができたので、気持ちはクリアになっ

た。（40 代・自営・フリーランス） 

・在宅の仕事をオンラインに切り替えて、仕事の幅が広がり、県外のお客様と繋がった。 

（30 代・自営・フリーランス） 

・オンラインを使って仕事を少しできるようになった。（30 代・自営・フリーランス） 

・テレワークや、オンラインでの会議やミーティング、講座などがこれを機会に増えていけば良いと  

思う。対面での話は感染の恐怖が生まれやすい。（50 代・パート・アルバイト） 

・動画編集ができるようになった。zoom の使用法が分かった。オンラインでも仕事は結構できること

が分かった。時間に余裕ができた。（40 代・自営・フリーランス） 

・進まなかったオンライン化や在宅勤務の流れが加速した。（50 代・正社員） 

・在宅勤務を初めて体験したことにより、今後平時での働き方を考える良いきっかけになった。 

（40 代・正社員） 

・家事と仕事、それぞれの作業に集中することができた。さらなる新作の構想や製作が楽しくなった。

お客様の満足度を上げるための行動をより深く考える様になった。（40 代・自営・フリーランス） 
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【家事について】 

・部屋の片付けができた。子どもの自立に繋がった。自分を見つめ直せた。人との繋がりの大切さを 

実感した。（40 代・自営・フリーランス） 

・自分の役割が明確になり仕事の方向性が固まった。（60 代・正社員） 

・運動する習慣が出来た。断捨離を通して心の整理整頓ができた。（40 代・正社員） 

・家にいることが多くなり外食が減った。（30 代・自営・フリーランス） 

・食事を真面目に作るようになった。家の中をきれいにしようという気持ちが強くなった。 

（50 代・自営・フリーランス） 

・夫は家事を以前も手伝ってくれていたが、もっと手伝ってくれるようになった。 

（40 代・パート・アルバイト） 

・時間があるので、部屋の片付けができた。（40 代・契約・派遣社員・非常勤職員） 

・家が綺麗になった。（40 代・パート・アルバイト） 

・家の中で快適に過ごせるよう、整えることができた。（40 代・専業主婦） 

・家に時間が増えて、普段できない片付けなどができた。（50 代・正社員） 

・夫が家事を手伝ってくれる様になった。（50 代・専業主婦） 

・家族が在宅勤務になり、家事の分担ができ、以前より家事の面では楽になった。（50 代・正社員） 

・家の片付けがはかどった。買い物の回数が減ったので出費も減った。（50 代・正社員） 

・家のことが落ち着いてできるようになった。（30 代・パート・アルバイト） 

・休日料理する時間がしっかり取れた。（30 代・正社員） 

・外食がなくなりダイエットができた、些細な喧嘩もするが夫との時間が多くなることで家事をやって

くれることが多くなった。（30 代・自営・フリーランス） 

 

【家族との絆】 

・家族との絆が深まった。（40 代・自営・フリーランス） 

・家族とゆっくり過ごせた。（40 代・正社員） 

・家族で食卓を囲むことが増えた。（40 代・パート・アルバイト） 

・新社会人になる娘がしばらく帰省していたので、小学生以来の貴重な親子の時間だった。 

（50 代・自営・フリーランス） 

・夫と子どもとの時間が増え、夫の仕事へのストレスが軽減したように思う。（30 代・正社員） 

・家族が揃う時間が増えた。家族みんなが時間的ゆとりを持てるようになった。 

（50 代・契約・派遣社員・非常勤職員）" 

・家族と過ごす時間が増えた、家がきれいになった。（30 代・自営・フリーランス） 

・家にいる時間が増えて、一家でボードゲームや散歩をし、家族で新しいことを楽しむ時間になった。

（30 代・パート・アルバイト） 

・家族で過ごす時間が増えた（40 代・専業主婦） 
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・勤務形態が縮小したことにより、子どもとの時間を多く持てるようになった。生活サイクル(時間配

分)に余裕が持てるようになった。（40 代・正社員） 

・家族との時間が増えることで、関りが増えた。普段できない家事をする余裕ができた。 

（40 代・正社員） 

・家の片付けができた。自炊が増えたことにより、家族も喜んだ。家族で楽しく過ごす時間が増えた/ 

・子どもがよりかわいく思える。（40 代・正社員） 

・在宅勤務で通勤時間（往復 3 時間）がなくなったので、子どもとの散歩や一緒に遊ぶ時間を持てた。

（40 代・正社員） 

・通勤時間が無くなり精神的余裕ができた。朝「早くしなさい」と子どもを叱ることがなくなった。 

（30 代・正社員） 

・息子と過ごす時間が愛おしくなった。（40 代・専業主婦） 

・夫と過ごせる時間が増えた。（40 代・自営・フリーランス） 

・夫もテレワークで毎日家族そろって食事ができた。子どもたちと楽しく過ごせた。 

（50 代・自営・フリーランス） 

・自宅で家族揃ってゆっくりできた。（50 代・自営・フリーランス） 

・子どもと過ごす時間が増えた。（40 代・契約・派遣社員・非常勤職員） 

・子どもが毎日家に居るのは安心なのでそれはよかったかな。お手伝いもよくしてくれた。zoom など

も利用し、お家時間も楽しめた。（40 代・パート・アルバイト） 

・家族との食事、片付け等がしっかりできた。（40 代・パート・アルバイト） 

・これまでは夫婦がお互いに予定も多く休みの日も別々に過ごすことも多かったが、いろんなイベント

などが中止されたために家で家族そろってゆっくり過ごす時間が増えた。 

（20 代・パート・アルバイト） 

・夫婦ともに育児をする時間が増え、ゆっくり子供に関われるようになった（30 代・正社員） 

・家族皆がコロナに気を付ける事で、これを機に家族の絆が強くなった。（60 代・自営・フリーランス） 

・激務の夫がテレワークとなり、家族で過ごす時間が増えた。（30 代・正社員） 

 

【子どもの学校休業に対して】 

・子どもは小４だが、学童保育に登録していても預けることができなくなり、必然的にひとりで留守番

できるようになった。（50 代・正社員） 

 

【学習】 

・オンライン講座などをいろいろ受講できた。（40 代・自営・フリーランス） 

・空き時間で勉強をしたことや人はもちろん、今までの生活が出来ていたことの大切さがわかった。

（50 代・その他） 

・本をたくさん読む時間ができて、かつオンラインで自由に繋がれる場が増えて学びが多くなった。

（30 代・正社員） 
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・仕事に関係する勉強をする時間ができた。（20 代・自営・フリーランス） 

・意識を広げるコーチングを学び実践しているが、そのおかげでコロナ禍の影響で夫の収入が半分以

下になっても、冷静に対処でき夫とも穏やかに過ごせている。オンラインで学びや交流も持て、仲間

と応援したり、されたりして心は満たされている。（50 代・自営・フリーランス） 

・男女共同参画に関する資料、気になっていた本をたくさん読むことが出来た。 

（50 代・契約・派遣社員・非常勤職員） 

 

【感謝の気持ち・人との繋がり】 

・当たり前に感謝がより深まった。（50 代・自営・フリーランス） 

・オンラインを使い始めて、普段会えない遠隔地の人と繋がりができた。（40 代・専業主婦） 

・仕事先の方との逆に密な連絡やり取りで信頼関係が深まった。家族との時間が増えて自宅でいろん

な体験ができた。（40 代・自営・フリーランス） 

・当たり前の事が当たり前ではない事を改めて感じる事ができた。 

（40 代・契約・派遣社員・非常勤職員） 

・他者への配慮やお互いの感謝などが大きくなった。 （50 代・自営・フリーランス） 

・「当たり前の生活のありがたさ」「不自由のない生活に浸りすぎ」を実感。今後の生活がスリムになり

そう。（70 代以上・その他） 

・増えた時間を使って、部屋の片付けや掃除ができた。マスクを作って送ってくれた義母や妹の優しさ

をはじめ、周囲の人の優しさに触れて、感謝の気持ちが強くなった。Facebook のグループに参加

して、先の見えない時代でも前向きに動くことができている。（30 代・パート・アルバイト） 

・オンラインで人と話すことが増え勉強になった。人に対して優しくなった。 

（50 代・自営・フリーランス） 

・県外の方と気軽にオンラインで繋がる機会が増えて、嬉しい変化だった。またオンラインセミナー開催

のノウハウが身について良かった。（40 代・自営・フリーランス） 

・身体を鍛えるため、体幹作りのクランプに挑戦している。免疫力を上げるために料理や健康食品を摂

るようになり、心身共に健康になった。すべてに感謝の気持ちを持つようになった。 

（40 代・パート・アルバイト） 

・医療現場で働く人達には、本当に感謝でいっぱいだ。私達に出来ることは、感染しないように努める

こと。自粛は、ストレスが溜まるが、現状をしっかり把握して、速くコロナが終息する事を祈りたい。

（50 代・パート・アルバイト） 

・当たり前に過ごす日常の有り難さを実感。免疫力を上げておく事の大切さを改めて実感。 

（40 代・契約・派遣社員・非常勤職員） 

・周りの人が、マスクをしてくれるので、咳エチケットが守られて、安心して通勤、勤務できる。  

（50 代・正社員） 
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【経済的なこと】 

・ゆったり過ごす事ができた。お金の心配がなければ尚良いのだが。（50 代・自営・フリーランス） 

・外出にともなう無駄な支出は減った。（50 代・正社員） 

・夫の飲み会が減り出費も減った。（40 代・パート・アルバイト） 

 

【その他】 

・うつ病(軽度)が治った。（40 代・自営・フリーランス） 

・時間に余裕のある生活ができた。（30 代・自営・フリーランス） 

・空気が綺麗になったニュースを聞いて良かったって思った。（40 代・契約・派遣社員・非常勤職員） 

・散歩など軽い運動をするようになった。（30 代・自営・フリーランス） 

・世の中がマスクやアルコール消毒、咳エチケットが浸透した。（50 代・自営・フリーランス） 

・お家時間を楽しむことができた。断捨離、近くの散歩。（60 代・契約・派遣社員・非常勤職員） 

・お菓子作りに没頭した。ぼーとしつつも有意義な時間であったと思う。（40 代・パート・アルバイト） 

・普段会わなくていい人などの接触が減ったので、対人ストレスは減った。（30 代・専業主婦） 

・人の居ない場所を求めて、自然を好むようになった。（50 代・パート・アルバイト） 

・今から。まだ思案中。（50 代・その他） 

・毎日忙しかったので、少し身体を休めることができた。（40 代・契約・派遣社員・非常勤職員） 

・家庭菜園をしている。（40 代・契約・派遣社員・非常勤職員） 

・一日三食をきちっと摂るようになった（これまでは昼食を簡素に済ませる、または摂らないことが多

かったので）。家で家族との会話が増えた。日頃できなかった整理・片付け（断捨離など）をすること

で、すっきりした。（50 代・正社員） 

・外食やテイクアウトが減って、食事に気を付けるようになった。子どもと一緒に食事を作るようになっ

た。片づけや勉強など空いた時間を有効に使うようになった。職場に行かなくなったので、職場にい

ることのストレスが減った。（50 代・パート・アルバイト） 

・自宅で過ごす時間が充実した。（40 代・自営・フリーランス） 


