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前回の 7・8 月号では、企業に勤める 40 代以降の
従業員の 8 割が、今後 5 年以内に介護支援者となる
可能性があり、彼ら（彼女ら）の約 6 割は、現在の
勤務先で「働き続けることができない」または「わ
からない」と考えていることを紹介した。本稿では、

当該リスクを負う40 代以降の従業員が、自社の介護
支援制度の内容をどの程度認識しているのか、さら
には仕事と介護の両立が可能だと思っている従業員
の特徴などを考察した結果を紹介する。

1．はじめに
2．	介護支援予備軍の潜在状況と介護に対する不安や継続就業の可能性
3．自社の介護支援制度や職場の雰囲気について
4．継続就業の可能性を高める要因について
5．おわりに

大介護時代の到来に向け、
企業・職場・個人は何をすべきか（2）

Point
❶� �自社の持つ仕事と介護の両立支援制度について適切な知識を持っている割合は2割弱であり、管理
職も制度内容を認識していない傾向がある。

❷� ��介護が生じた際の継続就業の可能性を高める主な要因として、自社の介護支援制度に対する認知度
を高めること、職場の上司や同僚に相談できる雰囲気を醸成すること、柔軟な業務遂行体制の構築
を目指した、日常からの職場マネジメントの実施が指摘できる。
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3．自社の介護支援制度や職場の雰囲気について
（1）介護に向けた従業員の知識について

育児に比べ、介護は予測することが難しいと言

われている。また、年を重ねるにしたがって人手
がさらに必要になる傾向がある。そのため、「職場
に迷惑がかかる」「体力が続かない」などを理由に
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離職し介護に専念しようと考えがちであるが、介
護に専念することにより精神面、肉体面、経済面
でさらに厳しい状況に陥る傾向があることが昨今
の調査で明らかになってきている 9。したがって、
働き方を柔軟にしながら仕事と介護の両立を図る
ことが肝要になる。

仕事と介護の両立に係る制度としては介護休業
をはじめ、介護のための短時間勤務制度、介護休
暇などが各社に導入されつつあるが、それらを従
業員自身が事前に知っておくのは介護不安を軽減
するうえで重要であろう。と同時に、職場の上司
も制度について知識を持ち、初動の際に適切なア
ドバイスと職場対応をしておくことも鍵になる。

図表 10 は、自社の介護関連制度の認知度をた

ずねたものである。「どのような制度があるかは
知っており、内容もおおよそわかる」は全体で
18.8%、 管 理 職 の「 課 長・ 参 与 ク ラ ス 」 で は
17.7％、「部長クラス」では 19.0％と、役職者であっ
ても制度の内容を 2 割程度しか把握していない。
また、役職者 1/4 〜 1/3 は制度があるかどうかさ
え把握していない。まずは、各自が自社の制度内
容を把握しておく必要がある。また、上司につい
ても正しい知識を持ち、介護支援者に仕事と介護
の両立が可能であることを知らしめて不安を解消
させるとともに、制度を利用しながら業務を円滑
に回すための相談を介護支援者および職場メン
バーと話し合う必要がある。

9   詳細は、松浦民恵（2013）「働く人による介護の実態〜男性介護者に注目して〜」『ニッセイ基礎研レポート』や独立行政法人労
働政策研究・研修機構（2013）『JILPT 資料シリーズ　男性の育児・介護と働き方 ~ 今後の研究のための論点整理』、三菱 UFJ
リサーチ & コンサルティング（2013）『平成 24 年度仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書』を参照願
いたい。

図表 10　勤務先の介護支援制度の認知度
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出所：�東京大学社会科学研究所ワーク・ライフ・バランス推進研究・プロジェクト「従業員の介護ニーズに関
する調査」を筆者が分析
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（2） 介護をすることになった場合の、職場にお
ける相談できる雰囲気について

介護が生じた際の支援として企業が導入する制
度を活用することも重要であるが、制度の活用だ
けで対応することは難しく、職場で適切に支援す
ることが重要になる。その際、職場の上司や同僚
に自分の仕事やプライベートの状況（介護の状況
など）について相談できるか否かがポイントになる。

図表 11 は、職場の人に介護について相談でき
る雰囲気があるかをたずねたものである。

職場の人に相談できる雰囲気が「ある」が
55.5％と半数以上あるものの、「どちらともいえな
い」が 35.4％を占める。男女別では、男性に比べ、
女性は「ない」および「どちらともいえない」の
割合が高い。

4．継続就業の可能性を高める要因について
前節までは、介護に直面するであろう従業員の

状況を把握するとともに、彼ら（彼女ら）が抱く
介護不安や介護が生じた際の制度内容に対する認
知度、職場による支援の雰囲気の有無等について

考察してきた。
不安は労働生産性やモチベーションに負の影響

を与えることは先行研究より明らかであり、これ
らの軽減が重要であることは言うまでもない。特
に、介護による離職は前述のとおり、精神面、肉
体面、経済面でより厳しい状況に追い込まれる可
能性があり、「継続就業」することは、働き手はも
とより企業にとっても内部労働市場の充実、後人
育成、安定した人材の活用など、人的資源管理の
観点からも重要である。

本節では、特に「継続就業」の可能性に焦点を
当て、それらを高める要因を分析し、企業、職場、
個人等がそれぞれ来る介護に向けてどのように準
備すべきかを考察する。

（1）自社の介護支援制度に対する認知度
まず、勤め先の介護支援制度の認知度が、継続

就業の可能性向上に影響するかをみると、「どのよ
うな制度があるかは知っており、内容もおおよそ
わかる」は、他の回答に比べ「続けられると思う」
が 43.5％と高い。自社の介護支援制度について、

図表 11　職場の人に介護について相談できる雰囲気の有無
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に関する調査」を筆者が分析
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その存在と内容を適切かつ正確に従業員へ周知す
ることが、従業員の仕事と介護の両立に対する不
安を軽減させる可能性がある。

（2）職場の雰囲気
職場の上司や同僚に相談できる雰囲気が継続就

業にかかる不安の軽減に影響するかをみると、相
談する雰囲気が「ある」職場は、「どちらともいえ
ない」または「ない」職場に比べて「続けられる
と思う」と回答する割合が高く、約半数が仕事と
介護の両立が可能であると考える傾向がみられ
る。職場の相談できる雰囲気の有無は上司や同僚

同士の日頃からの円滑なコミュニケーションが鍵
になり、特に職場マネジメント者が同僚間で互い
の情報交換や話し合う機会を創出することが求め
られる。

（3）介護に対する具体的な不安
現在の勤め先で仕事と介護を両立できると考え

ている人と離職への危機感を持っている人では不
安の中身が異なる可能性がある。介護による離職
不安を持つ者の要因を知り、その対策を講じるこ
とで不安が軽減されるのであれば、従業員のみな
らず、企業にとってもメリットは大きい。

図表 13　職場における相談できる雰囲気の有無別　仕事の継続可能性
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出所：東京大学社会科学研究所ワーク・ライフ・バランス推進研究・プロジェクト「従業員の介護ニーズに関する調査」を筆者が分析

図表 12　 勤め先の介護に関する支援制度の認知度別仕事の継続可能性
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出所：�東京大学社会科学研究所ワーク・ライフ・バランス推進研究・プロジェクト「従業員の介護
ニーズに関する調査」を筆者が分析
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図表 14　介護に直面した場合の仕事の継続可能性別介護に対する不安の違い（複数回答）
　 公的介護保険
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②続けられないと思う（n=409） 46.9% 28.1% 24.2% 33.5% 41.8% 30.1% 43.0% 20.5%
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全体（n=1,736） 19.4% 26.5% 13.0% 23.4% 52.6% 23.7% 60.5% 8.8%
①続けられると思う（n=609） 13.8% 18.2% 7.6% 20.7% 53.4% 18.9% 57.8%� 8.9%
②続けられないと思う（n=409） 25.7% 34.0% 17.8% 24.0% 48.4% 29.6% 62.3% 8.1%
③わからない（n=718） 20.6% 29.2% 14.8% 25.3% 54.3% 24.5% 61.7% 9.1%
①－② -11.9% -15.8% -10.3% -3.3% 5.0% -10.7% -4.5% 0.8%

出所：東京大学社会科学研究所ワーク・ライフ・バランス推進研究・プロジェクト「従業員の介護ニーズに関する調査」を筆者が分析

図表 14 は、介護に対する具体的な不安の内容
を継続就業の可能性別（①「続けられると思う」、
②「続けられないと思う」、③「わからない」）に
見たものである。

①「続けられると思う」人と②「続けられない
と思う」人の割合に 10％ポイント以上の差がある
項目として、「勤務先に介護に係わる制度はあって
も、利用しにくい雰囲気があること」（①−②＝ 
− 22.0% ポイント、以下同様）、「介護休業などを
職場で取得して仕事をしている人がいないこと」

（− 21.4％ポイント）、「仕事を辞めずに介護と仕
事を両立するための仕組みがわからないこと」 

（− 19.2% ポイント）、「介護と仕事を両立する際
に上司の理解が得られないこと」（− 16.3％ポイ
ント）、「自分が介護休業を取得すると収入が減る
こと」（− 15.8％）、「そもそも労働時間が長いこと」

（− 11.9％）、「他に介護を分担してくれる家族が
いないこと」（− 10.7％）、「勤務先や職場に介護
に関して相談する部署や担当がないこと、もしく
はわからないこと」（− 10.3％）の 8 項目があげ
られる。これらを見ると、「他に介護を分担してく
れる家族がいないこと」と「自分が介護休業を取
得すると収入が減ること」を除けば、勤め先によ

る取り組みや職場マネジメントに関するものが主
であり、これらの課題を解決することで、家族や
親の介護を支援する立場になった際の離職不安も
軽減される可能性がある。特に、「仕事を辞めずに
介護と仕事を両立するための仕組みがわからない
こと」、「勤務先に介護に係わる制度はあっても、
利用しにくい雰囲気があること」については、前
項でもその対応の重要性を指摘しており、継続就
業の可能性を高める効果が期待されている。

なお、本稿での紹介は割愛するが、本調査では
公的介護保険制度に関する認知度についてもたず
ねている。回答者の多くは、公的介護保険制度に
関して何らかの知識を有しているが、女性に比べ
て男性は「何も知らない」の割合が高い（男性：
18.8％、女性：7.4％）。また、公的介護保険の中
でも ｢ 要介護の認定基準には『要支援』と『要介護』
があること」、「要介護の認定基準に応じて給付内
容が決まること」、「在宅サービスと施設サービス
の二つがあること」の三つは 6 割程度が知ってお
り、認知度が高い項目といえる。一方、「40 〜 64
歳の方は、病気によって要介護状態になった場合
のみ受けられる」、「施設サービスを利用した場合
の居住費・食費は原則として全額自己負担」の二

ワーク・ライフ・バランス
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つについては、認知度が 2 割程度と低い。公的介
護保険制度についても企業の制度と合わせて情報
提供することにより、介護支援に対する不安が軽
減される可能性がある。

（4）職場の特徴
それでは、具体的にどのようなマネジメントが

継続就業の可能性を高めるのだろう。回答者の仕
事や職場の特徴についてたずねた設問を活用して
考察する。具体的には、本調査票で仕事や職場の
特徴をたずねた全 16 項目（図表 15 にある項目参
照）について、「そう思う」から「そう思わない」

の 4 段階でたずねている設問を活用し、「そう思
う」または「ややそう思う」に回答した割合を、（A）

「続けられると思う」（n ＝ 609）と回答した職場と、
（B）「続けられないと思う」または「わからない」
（以下、「続けられない／わからない」と記す）と
回答した職場で比較する。

図表 15 はその結果を示したものである。全体
的に（A）「続けられると思う」が（B）「続けら
れないと思う／わからない」を上回っている。中
でも、継続就業が可能であると認識できる職場で
は、職場マネジメントができている可能性があ
る。具体的には、「c. 仕事の進

しん

捗
ちょく

に応じて仕事の

図表 15　継続就業の可能性別　仕事・職場の特徴に対する「そう思う（「ややそう思う」を含む）」の回答割合
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a. 所定労働時間内に仕事を終えること
を奨励している

b.従業員の生活やキャリア形成に配慮
した業務配分をしている

c.仕事の進捗に応じて仕事の割り振り
を柔軟に変更している

d.職場内で必要な情報を共有している

e.評価・処遇は適正になされている

f. マニュアルが整備されており､誰かが
休んでも業務が円滑に遂行できる

g.仕事の手順を自分で決めることが
できる

h.仕事の締切や納期にゆとりがある

i. 仕事に必要な職業能力（知識、技術
の要件）が明確である

j. 業務量や重要な業務が特定の人に偏
らないように配慮している

k. 仕事で困っているときには助け合う
雰囲気がある

l. 人数に比べて仕事の量が多い

m.お互いの仕事をカバーできるように
なっている

n.人材育成に力を入れている

o.上司とのコミュニケーションは円滑
である

p.部下や同僚とのコミュニケーション
は円滑である
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出所：東京大学社会科学研究所ワーク・ライフ・バランス推進研究・プロジェクト「従業員の介護ニーズに関する調査」を筆者が分析
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割り振りを柔軟に変更している」（（A）−（B） 
＝ 15.7％、以下同様）、「n. 人材育成に力を入れて
いる」（15.0％）、「m. お互いの仕事をカバーでき
るようになっている」（13.4％）、「p. 部下や同僚
とのコミュニケーションは円滑である」（13.2％）、

「d. 職場内で必要な情報を共有している」「o. 上司
とのコミュニケーションは円滑である」（ともに、
12.5％）の 6 項目の割合が高い。部下や同僚との
情報共有が、互いの業務を代替し合うことに影響
するとともに、職域拡大を通して人材育成に寄与
していると考えられる。つまり、中長期的な視野
に立って、日頃から柔軟な業務遂行体制（多能工
化）を構築すべく職場をマネジメントしているこ
とが、結果的に仕事と介護をはじめとするワーク・
ライフ・バランスの可能な職場をつくり、将来的
は介護不安を軽減することに寄与していると考え
られる。

5．おわりに
本稿では、東大 WLB プロジェクトが 2011 年

度に実施した介護に係る調査のデータを活用しな
がら、企業で働く従業員が介護支援者となる可能
性や、当該事象が発生した際の彼ら（彼女ら）の
離職行動の可能性、その課題解決に寄与する要因
等について考察してきた。本稿で明らかになった
点は以下の 6 点である。

第一に、40 代以降の従業員が現在介護支援者と
なっている割合は 1 割程度と多くはないが、今後
5 年以内に家族や親族の介護支援者となる割合は
8 割程度と高い。

第二に、その介護支援者予備軍の多くは、将来
起きうる介護について不安を抱いており、その内
容は介護経験者の仕事管理や人事管理に対する現
実的な不安に比べて漠然としたものが多く、企業
側が的確な情報を提供することにより不安が軽減
される可能性がある。

第三に、将来介護をすることになった場合、介
護予備軍の 1/3 は、現在の勤務先で仕事と介護を
両立できるとしているが、「続けられない」や「わ

からない」とする者も 6 割程度あり、仕事と介護
の両立に否定的・懐疑的な者も少なくない。

第四に、仕事と介護の両立に否定的または懐疑
的な介護支援者予備軍の不安をどのように軽減さ
せるかが企業の課題といえ、その対策の一つとし
て自社の介護支援制度の認知があげられる。しか
し従業員はもとより管理職も自社の介護支援制度
の内容を把握していない傾向がみられる。

第五に、介護支援制度が導入されていても、自
分が介護に直面していることを相談できる雰囲気
がなければ、制度も活用することができないと考
えられるが、所属する職場に介護について相談で
きる雰囲気が「ある」とする割合と「ない」また
は「わからない」とする割合が同程度ある。

第六に、介護が生じた際の継続就業の可能性を
高める主な要因として、自社の介護支援制度に対
する認知度を高めること、職場の上司や同僚に相
談できる雰囲気を醸成すること、柔軟な業務遂行
体制の構築を目指した日常からの職場マネジメン
トの実施が指摘できる。

以上を踏まえ、最後に従業員の仕事と介護の両
立に向けて企業、職場（管理職）、個人はそれぞれ
何をすべきかを述べたい。なお、本内容は筆者が
委員を務めていた「両立支援ベストプラクティス
事業」委員会で議論した内容も加味したものであ
る。

まず、企業の役割として、第一に、自社の介護
支援者予備軍の潜在状況を把握する必要がある。
本稿では、多くの企業で「何もしていない」こと
を指摘した。その実態を把握することにより人事
戦略上、どのような対策を講じていくかが明らか
になると思われる。

第二に、制度を従業員に周知することが挙げら
れる。その際、制度内容だけでなく、仕事と介護
を両立している先行事例を紹介することも重要で
ある。特に、介護休業については、離職者ほど休
業を利用して自ら介護する傾向があるが、就労者
は「入院等の手続き」、「手助け・介護の役割分担
やサービス利用等による調整、手続き」など、そ

ワーク・ライフ・バランス
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の後の両立のための準備期間として活用する傾向
がある。円滑な職場復帰となるよう制度を利用す
ることを職場も本人も留意する必要がある。

第三に、上記を踏まえ、必要に応じて既存の制
度を見直すことや新たな制度を導入することも検
討する必要がある。制度については、まず法定ど
おりの制度を導入することが必要であるが、やみ
くもに制度を拡充するのではなく、仕事と介護の
両立を要する従業員の働き方の実態に即した制度
とすることや、介護期間が長期化することを前提
とした制度の見直し・設計も重要である。前述の

「仕事と介護の両立に関する労働者調査」（2013）
では、現在働きながら介護をしている人の多くは、
有給休暇（年次有給休暇、積立年次有給休暇、そ
の他会社独自の有給休暇制度を含む）や半日単位、
時間単位等の休暇制度、遅刻・早退または中抜け
などの柔軟な対応にかかる制度を多用しているこ
とを明らかにしている。つまり、「柔軟な働き方」
が有用であるといえる。しかし、これらの制度が
利用できる職場になっていなければ、せっかく制
度を整備しても、結果的に離職に追い込まれるこ
とになりかねない。この職場環境の醸成について
は、職場の管理職の役割が重要になる。

管理職の役割として、第一に、職場メンバー
が、介護事情について相談できるよう同僚間の円
滑なコミュニケーションに配慮する必要がある。
個々の従業員の「ライフ」にかかる事情の把握は、
仕事のやりくりを検討するうえで管理職に期待さ
れる役割である。各職場メンバーと日頃からコ
ミュニケーションをとることも重要であるが、人
事面談など正式な場を用いて、上司から職場メン
バーに対して「ライフ」における事情の有無を尋
ねるなど、働きかけることも必要である。

第二に、介護支援制度が利用できる雰囲気の醸
成や情報収集に加え、実際に制度を利用できる職
場を構築することが必要である。この実現には日
頃から職場の多能工化や所定労働時間内で業務を
処理するなど、働き方の効率化を進めることが重
要になる。この取り組みが、管理職自身も介護に

直面した際にキャリアを喪失することなく両立を
図ることにもつながるのである。

従業員自身も、仕事と介護の両立を可能とする
取り組みが不可欠である。

まず、第一に、まだ介護支援者となっていない
者については、将来の直面するであろう課題に備
え、勤め先の介護支援制度の内容や公的介護保険
制度について認識しておく必要がある。また、親
や親族とコミュニケーションを図っておくことも
重要である。かかりつけの医者、親しくしている
人たちの状況など、親と日頃からコミュニケー
ションをとり、兄弟姉妹などと共有しておくこと
により、いざというときにあわてることなく対応・
協力し合えるものである。

第二に、介護支援者となった際には、仕事に対
するモチベーションが低下していると誤解されな
いように、自ら介護事情について上司や同僚に説
明するとともに、仕事のアサインメントについて
相談や交渉・協力を求めることも重要である。こ
うした配慮が、仕事と介護を両立しながらも戦力
外扱いされないことにつながり、本人も高いモチ
ベーションをもって業務に臨むことに影響すると
いえる。

昨今でこそ、仕事と子育ての両立支援について
企業・職場・社会が必要性を感じ、積極的な取り
組みを推進しているものの、1990 年代の初めは企
業による取り組みは必ずしも積極性のあるもので
はなかった。M 字カーブおよび出生率の改善もみ
られないなか、その要因に制度およびその内容が
従業員に周知されていないこと、職場に制度を利
用しやすい雰囲気がないこと、会社全体での取り
組み体制の構築必要性が明らかになることにより、
国・企業（職場を含む）が積極的な取り組みを推
進してきたという経緯がある。介護についても、
まだ問題が表面化していないこと、介護は国や自
治体の役割であるという認識が、問題解決が後手
に回る事態に陥ってしまうことになりかねない。

すでに従業員の仕事と介護の可能性を危惧し、
当該課題に取り組み始めた企業もある。「何から始

大介護時代の到来に向け、企業・職場・個人は何をすべきか（2）
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めるべきか」、「どのような問題があるのか」、「仕
事と介護を両立している人はどのような工夫をし
ているのか」などの情報も厚生労働省から発信さ
れている（写真参照）。

人事管理の役割は、表面化した問題への対応は
もとより、潜在的な課題を未然に防ぐこともあ
る。その事前の対応が職場生産性や従業員のモチ
ベーション低下を防ぐことにつながることを認識
し、人事担当者および経営者には従業員の仕事と
介護の両立に係る取り組みを開始していただきた
いと考えている。

※ 本稿は、筆者が活用した東京大学社会科学研究
所ワーク・ライフ・バランス推進研究プロジェ
クトの「仕事と介護の両立支援のあり方に関す
る従業員調査」（2011 年度実施）の他、同プロジェ
クトの 2012 年度調査を基に執筆している。デー
タの活用を了承くださった同プロジェクト代表
の佐藤博樹教授をはじめ、研究メンバーにこの
場を借りてお礼を申し上げたい。また、本稿の

「5．おわりに」に記述した結論においては、
2012 年度に実施された「両立支援に関するベス
トプラクティス普及事業」（厚生労働省委託）の
委員会での議論が大変参考になった。委員会メ
ンバーおよび同研究会の事務局を務められた三
菱 UFJ リサーチ & コンサルティングの方々に
も合わせてお礼申し上げる。
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