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仕事と介護の両立のためには
̶「介護はプロに任せる」という視点と職場からのサポートが重要̶

NPO法人 となりのかいご 代表理事 社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士
川内 潤（かわうち じゅん）氏
1980 年生まれ。上智大学文学部社会福祉学科卒業。老人ホーム紹介事業、外資系コンサル会社、在宅・施設介護職
員を経て、2008 年に市民団体「となりのかいご」設立。2014 年に「となりのかいご」をNPO法人化、代表理事に就任。
ミッションは「家族を大切に思い一生懸命介護するからこそ虐待してしまうプロセスを断ち切る」こと。誰もが自然に家族の介
護に向かうことができる社会の実現を目指し日々奮闘中。

Point
❶  「うちの親は大丈夫」と思わずに、しっかりと予兆をとらえる。
❷  離職を防ぐために、地域包括センターに相談し、ケアマネジャーを慎重に選ぶ。
❸  会社の上司や同僚には、要介護認定 1の申請を出した段階で相談しておく。会社側は、戻ってくる
ことを前提にサポートする。

❹  介護はプロに任せるという視点を持ち、介護のための離職・異動をしない、させないようにする。

聞き手
永池 明日香（ながいけ あすか）
ダイバーシティ＆ワークライフバランス推進部 コンサルタント

早稲田大学卒業。九州大学大学院修了。修士（経営学）。教育関連企業、学校法人を経て現職。現在は、自治体の受
託業務、企業へのダイバーシティ・ワークライフバランス推進にかかるコンサルティングや研修業務などに携わる。
仕事と介護の両立セミナーの講師も務める。

ライター
フリージャーナリスト
土井 弘美（どい ひろみ）
立教大学卒業後、出版関係の業務に従事。科学雑誌『ニュートン』、ファッション業界誌『チャネラー』等を経て現在
フリーランスで活動。中国でのビジネス経験も有。

高齢者人口の増加とともに、介護の必要な人は増え続けています。2025 年には団塊世代が全員 75
歳以上に達するため、仕事と介護の両立がさらに困難な状況になることが予測されます。今回は、介
護の現場を熟知する専門家にお話を伺い、仕事と介護の両立のために必要な視点をご紹介します。

1    介護が必要な状況なのか、どのぐらい必要なのか判定を行い、要介護（要支援）認定をされると介護保険制度による介護サービ
スを利用できるようになる。要介護認定の申請は介護を必要とする方が住んでいる市町村の窓口に本人や家族等が行う。
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家族からの虐待を防ぐために
NPO法人を立ち上げる
̶̶川内さんは2008年にNPO法人「となりのか

いご」を立ち上げられましたが、立ち上げの経緯をお

聞かせください。

川内　私は大学卒業後、他の職種を経験した後に
介護の現場に入りました。学生時代に実習として
介護の現場を知ってはいましたが、実際に仕事と
してみて、カルチャーショックを感じました。プ
ロは、給料にかかわらず、気持ちを傾けて介護を
しており、それに感動してくれる利用者や家族が
います。人の命に関わる場面がたくさんありまし
た。
　そのころ、私は訪問入浴の仕事をしていたので
すが、歩行が難しい人や人工呼吸器をつけた人、
あと数時間で亡くなりそうな看取り期の人もいま
した。その方からは、最期まで自宅で介護してい
こうと決めた家族の決意を感じました。
　しかし、一方で、家族が手をあげたり、大きな
声を出したりという場面を見るようになりまし
た。本人の身体にあざがあったこともあります。
目の前で起きていれば、身体を張って止めること
もできますが、私たちが帰った後に、またそのよ
うな状況になるかもしれません。どうやったらこ
ういった虐待を止められるのか、分離するために
措置入院させることはできますが、そこまでいっ
てしまった後に、再び親子に戻れるのでしょうか。
虐待された方の中には、すっかりおびえてしまっ
て、入浴の介助をしようとしても人に触れられる
のを怖がって震えている人もいました。その時、
私は専門職として無力でした。もう、以前の状態
に戻すことはかなり困難です。こうなる前にサポー
トがあればいいのにと思い、「となりのかいご」を
立ち上げました。高齢者虐待、特に家族からの虐
待防止、家族の気持ちの歪みを阻止することが目
的です。
　認知症を発症していても、本人はそれに気づか
ない。家族は疲れていますが、なかなか介護サー

ビスの導入につながりません。家族の大変さの度
合いは増し、いつ何時爆発するか分からないです。
専門職によるサポートが必要不可欠です。

「自分の親は大丈夫」と思わずに
早い段階で周囲に相談する
̶̶介護が必要な事態は、ある日突然起こることも多

いです。「仕事を辞めなくてはならないのでは」と慌

てないように、事前の心構えが必要なのではないで

しょうか。

川内　前提として、働いている人の多くが「まだ
うちの親は大丈夫」というバイアスを持っている、
ということをお伝えしておきます。いつまでも元
気でいてもらいたい大切な家族のことだからこそ、
冷静に判断するのはとても難しいのです。「身体が
丈夫だから、メンタルが強いから」と思っても、
いつかはそうではない父や母になっていくので
す。そのため、兄弟やご両親と早い段階でお話し
することをお勧めします。口に出して言葉にする
ことが大切です。また、介護は他人事と思わず、
せめて、新聞の介護のページを読んでほしいです。
見出しだけでも構いません。最近はどのメディア
でも介護の話題を大分取り上げるようになってき
ました。
　介護相談に来られる方でも、「（家族の生活状況
を）全く知らない」というケースが少なくありま

介護セミナーや個別相談を積極的に実施
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せん。優秀なビジネスパーソンでも、知らず知ら
ずのうちにそうなってしまうのは当たり前です。
介護の記事を意識して読むことで、自分の気持ち
に抗体をつくることにつながります。多くの人に
は、そもそも「（両親が衰えていく、介護が必要に
なる）予兆」を知るチャネルがありません。その
ため、介護の予兆や介護が始まった際のアドバイ
スをお伝えすると、驚くほど好転します。「知るこ
と」はとても大切です。

地域包括支援センターを活用し
慎重にケアマネジャーを選ぶ
̶̶バイアスを持たずに、介護を自分に関係するもの

として見ることはとても大事なことだと思います。

地域包括支援センターには介護に関する地域のさまざ

まな情報が集まっています。事前に相談しておくこと

も大切だと思うのですが、どのタイミングで、何を聞

けばいいのでしょうか。有効な活用法を教えてくださ

い。

川内　地域包括支援センターに「行く」ことは大
変です。ことに遠方に自分の親がいる場合、相当
負荷がかかります。まずは電話で相談してみましょ
う。チェックシートでチェックしてみて、「ここが
不安です」と伝え、今から何ができるかを聞くだ
けで十分です。必要に応じて在宅訪問もしてくれ

1 一人でバス・電車・自家用車で出かけているか？ はい いいえ 不明

2 日用品の買い物に出かけているか？ はい いいえ 不明

3 週に1回は外出しているか？ はい いいえ 不明

4 ここ最近、外出の回数が減ってきているか？ はい いいえ 不明

5 預金の出し入れをしているか？ はい いいえ 不明

6 友人の家に出かけているか？ はい いいえ 不明

7 家族や友人の相談にのっているか？ はい いいえ 不明

8 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っているか？ はい いいえ 不明

9 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっているか？ はい いいえ 不明

10 15分ほど続けて歩くことができるか？ はい いいえ 不明

11 この1年間で転んだことはあるか？ はい いいえ 不明

12 転ぶことに恐怖があるか？ はい いいえ 不明

13 この半年間で2、3㎏以上の体重減少があるか？ はい いいえ 不明

14 固いものが食べづらそうにしているか？ はい いいえ 不明

15 お茶や汁物でむせることがあるか？ はい いいえ 不明

16 同じ話題を繰り返し話すことがあるか？ はい いいえ 不明

17 自分で電話番号をダイヤルして電話をかけているか？ はい いいえ 不明

18 今日が何月何日かを把握できているか？ はい いいえ 不明

19 以前は楽しんでいたことが楽しめなくなってきているか？ はい いいえ 不明

20 以前は楽にやっていことがおっくうになっているか？ はい いいえ 不明

21 疲れた、と落ち込んでいる様子はあるか？ はい いいえ 不明

22 日々の生活を楽しんで送ることができているか？ はい いいえ 不明

家族の不安解消！チェックシート
～このシートの使用方法～
１、まずは心配な家族を想像しながらチェックをしてみてください。
２、次に、実際にその家族と会ってみて、改めてチェックしてみてください。
※すべてを完璧にチェックする必要はありません。よくわからない場合は「不明」にチェックを入れてくだ
さい。

〇グレーの枠に3つ以上チェックが入った場合は、“高齢者の身近な公的相談窓口”である「地域包括支援
センター」に相談してみてください。不安解消のアドバイスを受けることができます。
〇地域包括支援センターは、【心配な家族が住んでいる市区町村名　地域包括支援センター】でインター
ネットで検索することで調べることができます。まずはお電話でご相談ください。

厚生労働省の「基本チェックリスト」をもとに作成

図表 1　家族の不安を解消！チェックシート

出所：川内氏提供資料
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ます。
　ただし、職員のスキルにはムラがあることもあ
り、時に「まず本人に来てもらわないと」などと
言われることもあります。そういう時には、電話
を1回切って翌日再度電話し、「昨日こう言われま
したが、改めてセンター長にご相談したい」と伝
えましょう。ビジネスシーンでも、担当者の対応
に不安がある場合にその上司と掛け合うのは普通
のことです。相談がうまくいくと、大体のことが
スムーズに運びます。訪問や地域の交流会や教室
の紹介もしてくれます。介護申請の代行も依頼で
き、ケアマネジャー選びの相談もできます。まず
は場所だけでも知っておくことが大事です。

̶̶地域包括支援センターとどれだけつながりを持て

るかが大切なのです。私も行ってみたことがあります

が、とても丁寧に対応してくれました。

川内　ある地域包括支援センター長がこんな話を
していました。「私のところには、仕事を辞めて来
る人が多く、晴れ晴れとした顔で、これから介護
をするので、どうしたらいいのか教えてください」
と聞かれたそうです。私は、仕事を辞める前に地
域包括支援センターに相談する方がその効果が高
いと考えております。仕事を辞めずに済むように、
家族の介護にサポートを加えていくことが大切で
す。
　一方で、地域包括支援センターの情報発信先に

ビジネスパーソンはいません。別居の場合はエリ
アも違いますし、センターの営業時間はビジネス
アワーです。そのため、ビジネスパーソンである
子供に地域の介護情報を届けるのは難しいので
す。そこで、親を支援してくれるセンターがどこ
にあるのかを知って、子どもが積極的に活用して
いくことが必要不可欠です。

̶̶介護セミナーで、「仕事と介護の両立のために、

地域包括支援センターに行ってサポートを受けましょ

う」と私たちはアドバイスしているのに、仕事を辞め

てから行くのは残念なことです。介護離職は企業と介

護者本人にとって、大きなリスクです。まず、企業と

しては、組織の中核人材が流出してしまいます。ま

た、介護者本人としては、①介護の必要がなくなって

からキャリアを再開しようと思っても、同じ条件での

転職は難しく、生涯所得が減少する　②社会とのつな

がりがなくなり、介護ストレスが蓄積する等のリスク

があります。

川内　介護を受ける側にとっても良いこととは言
えません。家族は自分でやると介護にスイッチが
入った状況で、意思決定してしまっているため、
こちらがアドバイスしても響かない。「1日 10回
おむつを替えないと」とか、認知症の人に、「算数
ドリルを1日 3ページやらせる」などと決めてし
まっていることもあります。それが正しい正しく
ないにかかわらず、こちらからは否定できません。
一度走り出してしまうと止められず、親のためだ
と思ってやっていることが、結果として親にとっ
ては辛い支援になってしまうのです。そうなると、
腹を割って話すまでに、相当な時間がかかります
ね。早めに相談してほしいです。

̶̶在宅介護の場合、まずはケアマネジャーとの信頼

関係を構築することが大切です。ケアマネジャーを選

ぶポイントはありますか。

川内　地域包括支援センターの方に、選び方のア
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ドバイスをしてもらいましょう。仕事をしている
人は、その辺りのことを分かっていないことが多
いです。地域包括支援センターは、その地域のケ
アマネジャーのレベル向上を役割としているため、
地域のケアマネージャーの状況をある程度は分
かっています。相談する際は、自分の親がどんな
状況で困っているのか、自分がどうしたいと思っ
ているのかをきちんと伝えましょう。我々福祉の
仕事をしている人間は、人の困りごとを解決した
いと思っていますから、相手の心の琴線に触れる
ようにしっかりと話すことをお勧めします。
　選ぶポイントはいくつかあります。まず、メー
ル対応可能か、土日祝日夜間の対応が可能か等で
す。私はケアマネジャーに24時間 365日働けと
いっているのではなく、いざという時に、どうい
う態勢で対応できるかを知っておくことが大事と
いうことです。また、事務所のケアマネジャーが
1人だったら、その1人が倒れたときにどう対応
するのか、4～ 5人いるのなら、どう連携してい
るのか。ケアマネジャーの事務所がデイケアなど
の施設を併設していて、紹介されることがあるの

ですが、あながち悪いことではありません。ケア
マネジャーが本人と接する機会が多くなるため、
「あれ、あんなところにコブができている、転んだ
のかな」など、本人の状況を把握できます。
　大切なのは、1人当たりのケアプランの数を聞
くことです。法定ギリギリの39件を持っている
人は難しい 2。その人のキャリアも聞きましょう。
救急病棟にいた看護師か、認知症のケアをやった
ことがある介護福祉士なのか、それとも社会福祉
士なのか。自分の親の状況にマッチした人であっ
たほうが良いのです。それに、何かのついでに立
ち寄っていただける可能性が高くなるため、家か
ら近いところに事業所があることも重要です。
　より良い介護体制を作り上げるために、ケアマ
ネジャーの存在はとても大切になるため、しっか
り選ぶべきであることを知ってほしいと思いま
す。「話を聞いてくれるからいい人だ」と思ってい
る人が多いですが、中にはその人は本当に良いケ
アマネジャーなのかと疑いたくなるケースもあり
ます。

客観的で
冷静な人が必要

経済的安定を失う

仕事を
辞めてしまう

介護を人に
頼みにくくなる

社会との接点が
なくなってしまう

介護ストレスが
蓄積しやすくなる

虐待（不適切な関わり）
をしてしまう

介護のために仕事は辞めるべきではない！

介護を家族だけで
担い始める

図表 2　家族だけで介護するとうまくいかない理由

出所：川内氏提供資料

2    1 人のケアマネジャーが受け持つ件数が 40件以上の場合は報酬体系が変わるため、一般的にケアマネジャーの受け持ち件数は 39
件以下とされている。
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仕事と介護を両立させるには
プロに任せるという視点を持つこと
̶̶仕事と介護を両立するにあたり、注意すべき点は

ありますか。

川内　100％介護に関わることは無理です。家族
のする介護は“やりすぎ介護”になりがちです。困っ
ていると、つい手を差し伸べてしまう。プロは、
例えば「自分でトイレに行く」という動作に対して、
「今日は自分で立ち上がろう」「今日はトイレまで
歩こう」「今日はドアを開けよう」など段階的な目
標をつくって、どこまで助けるかを決めていきま
す。家族がこれをやると「冷たい」と思われてし
まうかもしれません。また、家族だと本人も遠慮
なく「こうしてほしい」と言いやすい。だから、“や
りすぎ介護” になるリスクが常にあるので、プロ
に任せるほうが本人ができることを維持すること
につながります。
　家族に対する愛情表現は、直接介護する以外に
もたくさんあります。「育ててもらった恩を返す」
「親孝行」の形が介護と思うかもしれませんが、こ
こはいったん冷静になって考えましょう。家族だ
けの介護で、仕事と介護を両立させることは非常
に困難です。それに、親が老いていく状況と常に
直面することとなり、メンタル面も相当ダメージ
を受けてきます。

̶̶尊敬する両親であればあるほど辛いです。介護は

プロに任せるほうがいいのでしょうが、本人がサービ

スを拒否する場合も多いです。

川内　親が拒否しても、やはりプロに任せること
は大切です。親の言うことを聞くのが子供の務め
と介護を家族で抱え込みがちですが、1人で親の
拒否に向き合う必要はありません。どうやったら
サービスを受けていただけるかを考えるのもプロ
の仕事です。一方で、そこまで深く考えてくれる
ケアマネジャーと親とをマッチングし選ぶのが、
子どもの役割なのです。役割分担を冷静にするべ

きです。家族の方に深く話を聞いていくと「拒否
すると思うので、サービスを使っていないです」
とおっしゃることもあります。しかし、やってみ
ると意外にうまくいくケースもあります。
　自分で全部抱え込んでしまうと、最期のお別れ
の時に悲しむこともできず「やっと終わった」と
思ってしまいます。介護に期限は見えず、少しず
ついろいろなことができなくなっていくのに向き
合わなくてはなりません。棺を前にしてほっとす
るのは辛いです。その様子をあなたのお子さんが
見ていて、負の連鎖を生むかもしれません。大切
なのは日々の介護はプロに任せ、無理なく仕事と
介護を両立させることです。良い親子関係を最後
まで維持するためには必要不可欠です。

「戻ってくること」を前提にした
サポートが介護離職を防ぐ
̶̶会社に介護をしていることを言えず、突然介護離

職してしまうケースがあります。職場に伝えていくに

は、どうすればいいのでしょうか。これまで懸命に働

いてきた人ほど、言いづらいようです。いろいろな企

業から相談を受けるのですが、その点はどうでしょう

か。

川内　要介護認定の申請を出したタイミングで、
上司や同僚に伝えることをお勧めします。私は支
援先の企業様にて、その仕組みづくりのお手伝い
をしております。「言えない」という人は、何を言っ
たらいいのか分からない、会社に言ってもメリッ
トがない、という方が多くいらっしゃいます。入
院したのか、忘れっぽくなったのかなど、状況を
告げておく。自分の気持ちの整理にもつながりま
す。会社にとっても準備ができるので、突然休暇
申請を出されるよりも対応がしやすくなります。
これからは現役時代に介護を抱えない人はいない
くらいの状況になっていくので、介護をしながら
働きやすい職場にしよう、という動きも出てきて
います。一個人として勇気のいる選択かもしれま
せんが、まず一人が声を上げることで、多くの方
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が救われる支援の礎になります。

̶̶介護をしている従業員を抱えた上司（職場）にとっ

て、大切なことはありますか。

川内　「親が倒れました、（遠方にある）実家にし
ばらく帰らなくてはいけません」となった時に、「家
族なのだから近くにいたらいいよ」とそれだけで
送り出してしまうことが多いのですが、家族で介
護することを推奨してしまいますし、「子どもだか
ら実家に戻って介護をすればいい」では、孤独な
家族介護になってしまいます。「待っているから、
いつでも連絡してね」と言えるか、その後間を開
けずに連絡を取っていけるかが大事です。介護に
ついて、特にアドバイスする必要はなく、話を聞
くだけでも十分な支援になります。仕事に復帰す
るための支援をすることが大切で、実家に帰った
部下をサポートするのも上司の務めでしょう。部
下の安心感につながります。
　優秀な部下が認知症の親の介護で辞めようとし
ている時に、全力でグループホームを探した上司
がいました。しかし、部下は施設に預けてしまっ
ては、「親がかわいそうだ」と自分で介護をしたい
と思っていたのです。介護する人の気持ちへのフォ
ローするためにも、まずは話を聴くことが大切で
す。

̶̶戻ってくることを前提とした声がけは、部下に

とってはとても心強いです。一方で、介護に向き合う

場合の答えは、一つではありません。

川内　休暇を取って休めば介護が終わるというわ
けではありません。直接自分で介護をすることを
促進してしまいます。期限を決めて介護体制作り
を勧めるなど、仕事と介護を両立できる支援が必
要です。また、制度だけではなく、ソフトも必要
です。制度を利用する人がいないからニーズがな
い、というわけではありません。人事・総務部の
方にお願いですが、「どうやらあの人、介護で相当

辛いらしいよ」という噂が聞こえてきたら、全社
員に無記名で介護に関するアンケートを実施して
みてください。「これだけ多くの社員が不安を抱え
ている」となれば、上長に予算取りをしてもらい、
対応をする必要があります。そこから、セミナー
や個別相談会を開くこともできるでしょう。
　介護のための離職は、誰のためにもなりません。
これまでのキャリアを無視して、親の近くに異動
したいという社員がいたら、それはお勧めできま
せん。

̶̶親にとっても、自分の介護のために子どもが離職

してしまうのは不幸です。そこも考えてほしいです。

川内　親がさびしさや苦しさから、一時的に子ど
もに対して「仕事を辞めてほしい」と言うときも
あるかもしれません。しかしながら、親として、
子どもが自分の人生を犠牲にすることを望んでは
いないはずです。家族の役割は、直接介護に携わ
る以外にもたくさんあります。本人が本当に何を
思っているのかを知ってほしいのは、身近な家族
です。言葉にはしないが、今本当は行きたい場所
を探っていくことは、家族だからこそできること
です。これは支える家族に気持ちの余裕がないと、
できないことです。

図表 3　川内氏書籍

出所：川内氏提供資料
介護現場に即した実践的なアドバイスを掲載

『もし明日、親が倒れても仕事を辞めずにすむ方法』（ポプラ社）

仕事と介護の両立のためには
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　本人が亡くなる「看取り」をするまで余力を持
つために、日々のことで精いっぱいにならないこ
とが必要です。状況進行に合わせて介護の負担は
増えていくので、気持ちに余裕を持ち続けるため
にも、やはりプロに任せる時だと思います。

　本人が本当に望むものは何か、そのときの言葉
の意味を本人が受け取ってほしい人は家族です。
その役割をしっかり担っていただきたいと思って
おります。

（聞き手　永池よりコメント）
　お話を伺いながら、介護現場を熟知されている
川内代表理事のアドバイスは、説得力があり、私
たちが仕事と介護の両立をしていく上で、重要な
視点ばかりだと痛感しました。
　一般の人たちは、ケアマネジャーにどこまで相
談し、お願いして良いものなのかの判断がつきま
せん。ここまで頼んでしまっては申し訳ないと思
いがちです。そこを、ここまではお願いして良い
と言ってもらえると安心します。また、「家族でや
ること」「プロに頼むこと」の役割分担を誤らない

でほしいというメッセージは、とても重みがあり、
両立においてとても大事なポイントとなります。
　今回ご紹介した視点を踏まえ、人事・労務担当
の方は仕事と介護の両立に悩む社員に、上司の方
は両立に悩む部下に的確にアドバイスいただくと
ともに、会社として職場として何ができるのか、
どうサポートしていくべきかを考え、対応してい
ただきたいと思います。　
　最後に、介護をされている方は、今回の川内さ
んのお話を参考にしていただき、退職することな
く、仕事と介護の両立を継続願いたいと思います。

川内氏と聞き手 永池
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