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ヤングケアラー・若者ケアラー支援シンポジウム 

３．第１部 基調講演 

「ヤングケアラー・若者ケアラーの現状と必要な支援」 

【講師】堀越 栄子 氏 

（日本女子大学名誉教授、一般社団法人日本ケアラー連盟代表理事） 

 

 

小松課長／ 

それでは、引き続き第 1 部に入らせていただきます。日本女子大学名誉教授、

一般社団法人日本ケアラー連盟代表理事であります、堀越栄子先生より、｢ヤン

グケアラー･若者ケアラーの現状と必要な支援｣と題して、ご講演いただきます。 

堀越先生は、2010 年に日本ケアラー連盟の創設に関わり、以来、全国 2 万世

帯のケアラー実態調査や自治体におけるヤングケアラー実態調査、政策提言、自

治体職員や専門職、市民団体等へのケアラー･ヤングケアラー支援研修などに取

り組んでいらっしゃいます。それでは堀越先生、よろしくお願いいたします。 

 

 

堀越講師／ 

ご紹介いただきました堀越と申します、よろしくお願いします。 

今日お伝えしたいことは 3 つあります。1 番目として、ヤングケアラーとはど

のような子どもたちなのか、その現状や抱える問題、何を求めているのか。2 番

目として、ヤングケアラー一人ひとりを支えるには、子どもの権利を守るという

視点と子どもの健やかな育ちを保障するという視点が大事であること。この 2点

がとても大事であるということをお伝えしたいです。3 番目に、ヤングケアラー

支援のための課題を検討し、支えることのできる環境づくりについて、考えたい

と思います。 

 

流れですが、まず、1 番目にケアラーとは･ヤングケアラーとは、それから、2

番目にどうしてヤングケアラーについて、このように社会的な課題として取り

上げられるようになったかということ。3 番目に、全国調査を使ってヤングケア

ラーの現状を統計で見ていきます。4 番目に、支援の事例を少し見ていきます。

5 番目、もしヤングケアラーに支援がない場合、ご本人やご家族も困りますが、

社会としても困ることが起こる、リスクを抱えるということをお伝えしたいと

思います。最後に、ヤングケアラー支援の課題と包括的な支援に向けて、という

ことにつなげたいと思います。 

 

まず、「1．ケアラー･ヤングケアラーとは」です。ケアラーというのは、全世
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代の家族など無償の介護者のことになります。 

 

このイラストをご覧になったことがある方もいると思いますが、日本には、ケ

アラー支援の法律がないので、ケアラー・ヤングケアラーの法的な定義はありま

せん。これは、私が属している日本ケアラー連盟がイラストを作って、提供して

います。これを見ると、心や体に不調がある人に対して、介護や看護、療育、世

話、気遣いなどケアの必要な家族や近親者、友人や知人を無償でケアする人たち

のことで、ヘルパーやケアマネや、ケアワーカーは含んでいません。 

もう 1 つは、法律で要介護者、要支援者、障害手帳を持っているなど、法令上

の範囲がありますが、それを超えて多様なケアが必要な人がいます。その人たち

をケアする人もケアラーです。家族などの無償の介護者の中で、18 歳未満をヤ

ングケアラーと呼びます。 

 

このヤングケアラーのイラストも、連盟が提供していますが、オーストラリア

のヤングケアラーのホームページを参考にして作ったものです。ヤングケアラ

ーは、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受

ける、ここがポイントです。そして家事や家族の世話や、感情面のサポートをし

ている 18 歳未満の子どもと私たちは説明しています。 

料理をしたり、幼いきょうだいの面倒をみたり、障害や病気のあるきょうだい

の世話や見守りをしたり、イラスト上の右から 2 番目はお孫さんが、認知症の

おじいちゃんの見守りをしている様子です。一番右は、日本語が第一言語ではな

い家族の通訳をする子どもたち。学校を休んで役所に行ったり、病院についてい

ったりもしています。イラスト下は、働いたり、依存症の家族の世話をしたり、

真ん中は服薬管理です。また、身の回りの世話、食事や入浴の世話をしたり、ト

イレ、オムツの排泄の世話をする。本当にいろいろなことを子どもたちがしてい

ます。 

 

それを文字にすると、こういうことです。 

ケア責任が子どもにとって、不適切である、そして過度なケアをしている。 

そうなると、何とかしなければとなります。ただ、年齢で切ってしまうと、18 歳

を超えて、19、20 歳になっても、30、40 歳になっても、子どもとしてケアをし

ている人もいます。そのケアラーのケアは必要ないのか、というとそんなことは

ないので、若者ケアラーのケアも必要であると思っています。 

 

先ほどイラストを見ていただきましたが、ヤングケアラーは、本当にいろいろ

なことをしています。 

下から 2 つめの青い線、情緒面ケア、感情面のサポートが見えにくい、見えな
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いケアですがとても大変なケアになります。親御さんが精神疾患で、お子さんが

小学校の頃からケアをしている方のお話を聞くと、コミュニケーションも取れ

ない、あるいは相手の感情が揺れたりして、次にどういう行為をしてくるか分か

らないときに、なるべく見ていて、気持ちが荒れないように、落ち込まないよう

に、先へ先へと子どもがよく話を聞いたり、声かけをしたり、一緒に散歩に行っ

たり、しょっちゅう気に掛けている。 

そういうことをしていると、自分の感情を抑えているので、本当に自分は何を

言いたいのか、何を思っているのかが分からなくなってくる、と言っていました。

すると、大人になって働きに出ても、対等な関係が作れない、相手は何を考えて

るのかなと先に思ってしまって人間関係が持てないことも困っていると聞いて

います。見えないだけに、本当に大変です。 

ヤングケアラーのことを話すと、子どものお手伝いはいいことじゃないかと

言われることもあります。家族は共同生活をしているので、お互いに手伝い合う

のは、とてもいいことですが、それが度を超すと、なかなかどうして、生活や人

生に影響が出てくる。 

一番下に、「よい子のお手伝いではない」と書きました。例えば、年齢や能力

に見合っていることをしているかどうか。あるいは、お手伝いでも、大人の見守

りがあって、危ないときは、それはお父さんがやる、お母さんがやる、などの見

守りがあるのか。例えば、明日試験だから今日はやりたくない、というのが許さ

れるのか。そういった「やらない」という選択肢がない場合も多いです。 

そして、1 日の間の長時間だったり、1 年も 2 年も 3 年も 4 年も 10 年も 20 年

もやっている。就学前からやっている子もいるので、長期間、長時間では、もう

お手伝いではないのではないか、ということです。 

年齢や能力は子どもによって違うので、それを大人が見極めることが必要で

す。本人が大丈夫と言っても、それを鵜呑みにしてはいけない。お手伝いだから

いい、これで鍛えられて辛抱強くなるんじゃないかとか、そういう問題ではない。

子どもの権利から見ると、お手伝いかどうかが、はっきりしてきます。 

 

では、なぜヤングケアラーがこのように取り上げられるようになったのか。 

 

大きくは 2 側面あると思っています。1 つは、ケアを必要とする人が増えてい

るからです。高齢者が増える、高齢化率が上がる。特に 75 歳以上の人が増える。

平均寿命と健康寿命の間が 10 年前後あり、誰かの手を借りる期間が長寿になる

とほとんどあり、認知症も増える。高齢者になると、障害のある方も増えるし、

高齢者だけじゃなく精神外来に行く人もとても人数が増えている状況です。 

 

具合の悪い人が家族にいれば、最初に手を差し伸べるのは一緒に住む家族で
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す。そうするとケアラーも増加することになります。じゃあ家族の中で誰が見る

のかとなると、選べないというか、やらざるを得ない、やることになります。つ

まり、世帯の人数が少なかったり、共働きや、シングルの家庭だったり、様々な

状況の中で、今までのイメージとして中高年の元気な女性が親を見るという、そ

うした組み合わせだけではない。ヤングケアラーも出てくるし、ダブルケア、子

育てしながら見る人、複数人を見ている人もいます。本当に誰もがケアラーにな

る時代です。 

黒丸のところで、現在誰が見ているかというと、主たる介護者の 7 割は家族

で、同居の家族は減っていて、男性介護者、息子や夫も増えている。今、3 分の

1 以上が男性になっています。 

ヤングケアラーの調査を見ても、私は埼玉県に住んでいますが、埼玉県は高校

2 年生の全数調査を、5 万人ちょっとやりました。世話をしている子が、基準に

よって違いますが、4～5％います。性別では男子生徒が 4 割、女子生徒が 6 割で

すから、そこにいる子がケアしているということになります。社会や大人が担い

きれないと、ケア役割を子どもが黙々と果たしている現状です。 

 

10 年ほど前にケアラー連盟等で調査をしたのですが、縦軸がケアラーの年齢

で、横軸がケアする相手の年齢です。上から 2 段目の 40 歳未満のケアラーが誰

を見ているか、ピンクが 10 歳未満でお子さんもいます。いろいろな年代を見て

いて、右の紫は 90 歳以上なので、子どもから配偶者、きょうだい、親、おじい

ちゃん、おばあちゃんなど、あらゆる年齢を見ていることが分かります。 

一番下は 80 歳以上のケアラーが誰を見ているか。老老介護も多いですが、左

を見ると、割合は少ないが、40 代や 50 代といった、多分障害のあるお子さんを、

年を取っても見ている。老障介護といったり、障害のある人が高齢の親を見るの

は障老介護といいます。 

ケアラー連盟の代表理事の 1 人の方は、お子さんが重度の心身障害で 30 歳を

超えていますが、年を取ると、やってやれることが少なくなってくる、普通に年

は取れないとおっしゃっていました。施設に入居していて、週末、家に帰ってき

ますが、世話はできなくなってくる。すると子どもに会えない。だから施設に行

くんですが、施設のそばに引っ越しました。そうしないと、いくら家族が大事だ

と言っても家族に会えないという状況も抱えています。特に障害のある方をケ

アする方の悩みは、自分が亡くなったり家族がいなくなったときにどうなるの

かということを、7 割くらいの方が心配しています。 

 

国の調査を見ます。 

 

その前に、これは私どもが、南魚沼市と藤沢市で公立の小中学校、特別支援学
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校の先生の調査をしました。子ども本人にアンケートを取ることがまだできな

いと思っていたので、先生方の調査をしたところ、自分が教員をやってきて、ヤ

ングケアラーという言葉がなかった、だから何か困りごとを抱えてる子だなと

は思ったけれど、ヤングケアラーという概念をもらえば、「ああ、あの子はそう

だったんだ」という心当たりはありますと、南魚沼市の先生は 4 人に 1 人は心

当たりがある、今もいる、と話していました。藤沢市の先生は、2 人に 1 人は心

当たりがあるということをおっしゃっています。この差は、藤沢市のほうが遅い

調査だったのと、ヤングケアラーについて知られていたということかなと思い

ます。 

 

全国調査は、学校対象と本人調査をしました。小学 6 年生、中学 2 年生、高校

2 年生、高校は定時制と通信制。そして大学 3 年生の調査をしています。回答者

にばらつきはありますが、全国調査をしたのは 2020 年から 2022 年です。世田

谷区は先ほど紹介がありました。 

 

調査対象が違っていたり、調査の方法が違いますが、全国を中心に見ていきま

す。小学校 6 年生で 6.5％、中学 2 年生で 5.7％、全日制高校 2 年生で 4.1％、

定時制高校で 8.5％、通信制で 1 割強、大学 3 年生は、過去にやっていた人を入

れると 1 割。結構、普通にやってるんだなということです。緑色は世田谷区の部

分です。小学校の高学年が多いのは、先ほど説明がありました。 

 

学校の調査によると、国の調査です。小学校の場合、学校としてヤングケアラ

ーという言葉を知らないところは少ない割合です。意識して対応しているのは 4

割、中学校は 2 割、全日制高校 1 割、定時制で 2 割、通信制の場合は 0 割で行

き届かないなということが分かります。 

 

誰を見ているのか、世田谷区と似ていますが、幼いきょうだい、次が父母、そ

して祖父母。高校生だと祖父母の割合が高くなります。幼いきょうだいは何で見

ているかというと、幼いから、障害があるから。お父さんお母さんは、障害があ

るから、日本語が苦手だから、分からないけど見ている。わりと病気や障害の説

明を受けていない子どももいます。祖父母を見ている人は、相手が高齢だから、

認知症だから、要介護だからという理由が多かったです。 

 

どんなケアをしているのかは相手によって違いますが、小学生、中学生、高校

生でもトップ 5 を並べたらわりと似ています。子どもやお年寄りは見守り、感

情面のサポート、世話とか。父母の場合は家事がトップです。ケアというと、わ

りと身体的介護と思い浮かべるかもしれません。もちろんそれもしていますが、
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4 番とか 5 番に位置づいています。 

 

中 2 の場合、年齢が上がると家事の割合も高くなり、きょうだいや祖父母は

見守り、外出の付き添い、感情面のサポートが出てきます。 

 

高校 2 年は、年齢が上がってきますので、家事をやっている人の割合が高い

です。祖父母を見ていると、薬の管理や金銭管理も出てきています。 

 

いつからケアしているかというと、小中高で、就学前、つまり 6 歳前が結構な

割合でいます。中学生を見ても、中学になってからは 1 割強なので、就学前や小

学校から見ていて、高校生になるとベテランになっている。先ほどお話しした長

期間のケアに当てはまります。 

 

どのくらいケアしているかというと、毎日しているのは 2人に 1人くらいで、

日課の中に組み込まれているということになります。 

 

平均で見ると、小学 6 年でだいたい 1 日 3 時間、中 2、高 2 で 1 日 4 時間、7

～8 時間の子もいます。これはなかなかしんどいと思います。今の皆さんの生活

に 3、4 時間ケアを入れることになったら、どの時間を削ることになるでしょう

か。子どもたちも、そういう暮らしをしています。 

 

これは埼玉県の高校生の調査ですが、平日よりも休日のケア時間が長くなっ

ています。休日を図書館に行ったり友達と遊んだり、好きなことに使いにくい状

況ということです。 

 

ケアの影響として、どんな問題を抱えているか、南魚沼市と藤沢市の先生が答

えてくれました。遅刻や欠席、宿題をしてこない、学力が振るわない、忘れ物、

生活面でも衛生面、栄養面が挙げられます。衛生面でも、洗濯が毎日できない、

お風呂に入れないから匂ったりして、いじめられたり、友達との関係も挙げられ

ています。 

 

子どもはどう感じているかというと、ケアのためにやりたくてもできないこ

とは「特にない」が 6 割です。これは、小中高大になるにつれて減っていきま

す。時間がとれない、遊べない、勉強できない、眠る時間が足りない、を選んで

います。 

 

このグラフでは、濃いほうがケアをしている子どもたち、薄いほうが世話をす
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る家族がいない子どもたちを表しており、それぞれ学校生活にどんな影響があ

るか答えたものです。いずれも不自由さを感じているのは、世話をする家族がい

る子どもになります。 

 

欠席･遅刻･早退、健康状態、忘れ物、提出物、友達、宿題ができていない、授

業中に寝てしまう、学校では 1 人で過ごす、こういうことで不利益を被ってい

ると思います。 

 

中学 2 年生でできなかったことは、自分の時間、勉強、友達、睡眠時間。中学

生になると進路の変更を考えざるを得ない子が、4％ですが出てきます。 

 

高校 2 年生になると、「特にない」は減ってきて、自分の時間が取れない、宿

題、勉強、友達、睡眠、進路の変更が 5.5％ほど。ケアをしながらどういう人生

を歩むのかについて制約があると思い始めていると思います。 

 

中高生の学校生活への影響ですが、やはりケアをしていると影響があります。 

欠席、遅刻、早退、健康状態、居眠り、提出物、宿題、課題、忘れ物、学校で 1

人で過ごす、友だちと過ごせない、部活動や習い事を休むなど、不利な状態にあ

ることがわかります。 

 

この子たちは、誰かに話をして、自分の精神的支えがあるといいと思いますが、

全国調査で、ケアの協力者がいるかと聞くと、1 人でやっている子が小中高の生

徒で約 1 割、大学 3 年生で 2 割です。 

話を聞いてくれる人がいないと答えた小学生が 2 割、中高大だと 4 割前後で

す。自分で抱えながらケアしているのが分かります。 

 

相談したことがあるのは、小学生で 2 割弱、中学も同様で、高校生は 2 割強、

大学生だと 3 人に 1 人は相談したことがある。なぜ相談しないのかというと、

それほどじゃないというのも多いのですが、家族のことを知られたくない、家族

のことで偏見を持たれたくない、いじめられたくないとかが出てきます。ちょっ

とショックだったのは、相談しても状況が変わるとは思わないと子どもたちが

言っている。中学生、高校生 4、5 人に 1 人、大学生は 3 人に 1 人。これは一度

トライしたけどダメだったので世の中をあきらめてるのかな、ここは大人たち

が考えないといけないところだと思います。 

 

これは、あとでご覧ください。全日制高校生はどんなふうに、相談をなぜしな

いかを抜きだしたものです。やはり家族に関する理由が結構あります。 
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では大人に何を求めているかについて。小中高大で、「特にない」は減ってい

きます。小学生では、時間がほしい、勉強を教えて、話を聞いて、誰かに代わっ

てほしい、お金の面で支援してほしい、と言っています。 

 

中学生は、学習サポートや時間がほしいとか、進路や就職で将来の相談にのっ

てもらいたい、話を聞いてほしい、経済的支援。そして誰に助けてもらったらい

いか分からない、どんな手段が自分の手助けとして社会の中にあるのか分から

ない、知らないということがあります。また、進路･就職がやはり出てきて、自

分は家族の相談にのるが、自分の相談にのってくれる大人が家の中にいなけれ

ば、やはり信頼できる大人が外にいればいい、ということだと思います。 

 

高校生になると「特にない」が減り、学習サポート、時間がほしい、将来の相

談にのってほしい、話を聞いてほしい、経済的支援がほしい、が増えてきます。 

 

これは、埼玉県の高校 2 年生の調査です。「特にない」は 4 割ですが、6 割の

子はサポートがほしいということで、信頼できる大人、相談できる場がほしいと

言っている子がいます。あとは勉強のサポートも。親身になって、寄り添って聞

いてくれる信頼できる大人を求めています。 

 

これは埼玉県の有識者会議で、調査の結果が出たときの話し合いの内容です。 

大丈夫、特にケアをしてても影響はないし望むサービスはないと言う高校 2 年

生が 4 割くらいいたが、会議の場に先生方もいて、高校 2 年生は格好つける年

頃だから鵜呑みにしてはまずい、ほかの家の状態が分からないので、こんなもん

だと思っているのかもしれない、またサービスの存在を知らなかったり、あの手

を打てば自分のケア負担が減ったり、自分の時間が持てるということに思いが

至らないため、こんなもん、これでいい、と言ってしまうのかもしれないという

話が出ました。 

 

もちろんヤングケアラーという言葉を知らない子どものほうが多いので、世

話をしていても、自分がヤングケアラーに当てはまらないと言う子が多いです。 

 

ケアをすることで得られることも多いですし、楽しい、やりがいを感じるとか、

特に何も感じていない、ということはあります。やはり判断能力を身につけると

か、年の割には非常に思慮深いとか、家族と向き合っている、病気や障害への理

解が深いというのは身につくことがありますので、それは正当に評価してもら

いたいと思います。 
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ただ、それがあまり長く続き、あんまり重いと影響が出てきます。 

現在の影響だけではなく、将来の選択肢も狭まってくる場合もあります。過度

な責任や負担は子どもの心身の健康や学校生活、人生にあまりよくない影響を

及ぼすことがあります。今の人間関係、今の時代に身につけておきたいこと、学

力や人間関係、社会的チャンスを経験する機会や時間、それが奪われると、将来

の選択をするときに、選択肢が少なくなる可能性があります。それで大人はいい

のか、というところだと思うんです。 

 

若者ケアラーについても触れていきます。 

こちらは大学 3 年生の調査ですが、3 年になると、やはり見ているのは父母や

祖父母が多くなります。いつからかというと就学前も 1 割ほど。ほぼ毎日が 2 人

に 1 人弱。不安なこと、やりたいができなさそうなことは、大学 3 年らしく、一

人暮らし、恋愛、結婚、就職のことが出てきます。相談は 3 人に 1 人はしてい

て、3 人に 1 人が相談しても状況が変わるとは思えないと回答しています。 

 

助けてほしいことは、分からないと答えたのが 3 割弱です。時間や経済的支

援が 4 人に 1 人出てくる。話を聞いてほしいとか学習のサポート、相談にのっ

てほしい、代わってほしいということも選んでいます。 

 

進学に影響があったのかについては、進学できた人に聞いてるので、できなか

った人には聞けていません。影響があったのが 2 人に 1 人ぐらいいて、特に経

済的なもの、受験勉強ができなかった、家から通える所を選んだ、家族から世話

を優先してと頼まれたという場合もあります。 

 

次に就職ですが、2 人に 1 人弱は制約を感じている。フルタイムで働けるかと

か、家から通わなければいけないとか、そうした問題も出てきます。親御さんや、

おじいちゃんおばあちゃんにしても、自分の好きな道を選んでいいよ、と言いた

いと思うのですが、言えない状況の場合、言わなかったり言えなかったりという

こともあると思います。 

 

支援の事例です。この方、本人の支援策がほとんどなかった方です。おばあち

ゃん、お母さんと本人で暮らしています。高校中退しておばあちゃんを見たが、

祖母の介護と引き換えに、友達、学業、仕事、時間を失った。理解してほしくて、

「助けて」と言いたかった。看取ったあと、おばあちゃんは孫に介護してもらっ

て幸せだったねと言われたけれど、僕が欲しかったのは、僕と祖母の幸せでした

というように言っています。 
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どんな手助けや支援があればよかったかについては、代わってもらえるなら、

代わってほしかった、今の制度は不平等だと指摘しています。つまり、介護保険

制度は要介護者のためにあるので、高校を中退して同居して見ていても自分は

同居家族なのかということです。ケアマネさんの申請の仕方や、自治体の OK が

出ればヘルパーが入るかもしれませんが、彼が 10 代で介護をする場合に、支え

てくれるサービスはなかったと言っています。 

 

この人の場合は、高校の教科担任が出席日数を一緒に計算してくれて、それが

励みになったので中退せずに済んだということです。出席日数を数えてくれて

も、ケア負担は変わらなかったかもしれないけど、自分を気に掛けてくれる人が

いるという精神的支えが大きかったと思います。 

 

この人は、お父さんが 50 代で若年性認知症になった。中 2 のとき、友達にそ

れを言ったら、ホームレス予備軍だと言われた。先生には、勉強ができないのを

親のせいにするなと理解してもらえず、自分ひとりで抱えて、20 代になって仲

間に出会った。今、ようやく自分のことを分かってくれる人に出会えて、当事者

団体に出会えたことが彼の救いになった。 

 

しかし、やはり中高のときにヤングケアラーへの理解や金銭面の援助もほし

かったと言っています。先生やクラスメートがヤングケアラーについて知って

いたり、病気についての理解があれば、サボっているとの誤解や、からかいはな

かったのではないかということで、社会的な制度が進むと、言いやすくなって子

どもも将来を向いて歩き出せると言っています。 

 

この方は、小学生のときからおばあちゃんを見ています。3 歳のときに親が離

婚しています。おばあちゃんが大好きで、おばあちゃんは介護保険を使っていた

けれど、いろいろなケアをしています。休みの日はゲームなどをしながら、おば

あちゃんのそばにいたと言ってました。 

 

彼が助かったのは、先生が補習をしたり、遅刻を大目に見てくれた。ケアマネ

さんが週に 1 回来てくれて、先に先にとサービスを入れてくれた。ヘルパーさ

んが親代わりをしてくれた。事業者が言ってやってくれたのかは分かりません

が、何か食べたいものある？とタッパーに詰めてきたり、上履きを洗ってくれた、

電話をかけて様子を聞いてくれたり、ケアの方法を教えてくれた。そういう人が

いたから大学まで行けて、大学 1 年のとき、みんなが無理だよ、よくやったと言

ってくれて、おばあちゃんは入居したと言っています。 
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欲しかったサービスは自分へのサービス。家事を誰か変わってくれない限り、

自分がやるしかない。お父さん、お姉さんも働いている。あと自由な時間がほし

かった。どれくらいほしかったかというと、週に 2 日ほしかったと。社会的労働

の場合は週休 2 日ですが、家庭で在宅ではそれも保障されていない。 

 

このご家庭はお母さんがいて、身体障害で特別支援学校に通っている小学 4年

の子がいましたが、うちに介護サービスを入れたくないとお母さんが考えてい

ました。それで小 5 のお姉ちゃんが見ていたら、ストレスがたまって、いろいろ

なことを起こしてしまった。それでスクールソーシャルワーカーさんがお母さ

んの話、お子さんの話を別に聞き、特別支援学校の話も聞いた上で、家族全体を

把握して、一人ひとりにどういう支援が必要か考えてくれた。 

まず長女はおじいちゃんのところに行き、徐々に回復してきた。家にサービス

も入るようになってきました。ただ、今度は次女が大変になってしまいました。

長女や次女が毎日、走って帰って弟を見ないといけないなか、弟はかわいいけど、

時々はイヤだと子どもは言います。そこで、ある曜日は空間として離れた場所で、

遊びや好きなことができるというレスパイトをしてあげないと大変だろうなと、

それが地域にあるでしょうか、ということです。 

 

家族全体について話を聞いて、ニーズを把握して支援して、新しいサービスと

しては、居場所を作らないといけない。この場合、スクールソーシャルワーカー

さんがそのコーディネーター役をやりました。家族全体を見ることが必要にな

るのと、コーディネーター役は誰か必要です。いつもスクールソーシャルワーカ

ーさんかというと、それも違うかもしれません。 

 

最近、障害のある人のきょうだいを、「きょうだい」や「きょうだい児」と呼

んでいます。親が大変だろうと、きょうだいはすごくよい子でいて自分は我慢す

る。また、時間を自分のために取ってもらえないので、生活体験が少なくなりま

す。 

何より問題なのは、お母さんたちは、子どもよりも 30 年くらい先に亡くなる

が、きょうだいは少ししか年が離れていないので、ずっときょうだいでいる。そ

うすると、親が、きょうだいに保護者になってほしいと思うのですが、それは勘

弁してほしいときょうだいたちは言い始めています。それは負担が大きすぎる

と、障害があっても、社会の手を借りながら自立をしていくのを、親も社会も考

えてほしいと言っています。オンラインで会を開くと、自分は結婚するとき、き

ょうだいに障害のある人がいると言わなかったとか、自分は言って結婚したと

かいろいろな話が出て、1000 人近くが後ろで聞いている状況です。 
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育児と介護を同時にやるのをダブルケアラーといいます。これは狭い意味で

です。広く言うと 2 人とか 3 人とか、この間は講演が終わったあと、僕はカルテ

ットだと、4 人を見ていたと言っていた人もいました。日本ではダブルケアラー

は育児と介護の同時進行で、この方は、小学校入学頃の子どもと認知症のお母さ

んがいて、お母さんの症状が刺激的だったため、子どもにストレスが溜まって症

状が出てしまった。スクールカウンセラーなどと相談して、結局、子どもは在宅

で優先し、学校に行けるようになるように、おばあちゃんには施設に入居しても

らいました。その時々のサービスにどういうものがあるかで決めていかないと

いけないということが起こります。 

 

今のダブルケアラーは、お母さんが主たるケアラーで、お孫さんもヤングケア

ラーなわけです。ヤングケアラーもケアラーも家族全体の支援が必要なことは

もちろんですが、支援がないと社会が困ります、と私たちはロビー活動などで言

っています。 

 

つまり、健康を壊す人が増えれば、医療費、介護費が増すのではないか。 

 

支出が増えて収入が減っていくと、低所得の人が増え、生活保護が増えるので

はないか。 

 

離職、失業の人が増えれば、労働力不足になったり、税負担のできる人が減る

のではないか。 

 

結婚をためらうと自分と一緒に親を見てほしいということになって、少子化

も進むのではないか。 

 

だんだん社会から孤立してしまうと、自己評価も低くなるし、社会から評価さ

れていない、おもしろくない、つまらないと感じると、社会不安が増して、活力

も低下しまうのではないか。 

 

ヤングケアラーについてみると、子どもは保護される中で育っているもので

す。子どもらしい生活ができない、大人の保護が受けられないと、社会としては、

健やかな成長を子どもに保障できていない、次世代を育てられていないことに

なります。 

 

学校生活に集中できなかったり、教育の機会を逃したら、望む進学、望む仕事

につけない子どもや若者を社会が増やしてしまうことになります。 
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ヤングケアラーは本当に自分の時間と労力が削がれるので、人生の見通しが

持てないとか、将来に不安を抱えた子ども・若者を増やしてしまい、社会が責任

を果たしていないことになるので、これは社会的な課題であるとずっと言って

きています。 

 

図の右側はケアが必要な人、左側はケアラーです。右のケアの必要な人につい

ては、介護保険法や障害者総合支援法など、不十分ながらルールがあります。法

律の枠組みがあります。ただ、ケアをしている人には、あまり大変そうだと、デ

イやショートで間接的に助けてもらえても、仕事をパートに変えなくちゃ、学校

に行きにくいとか、友達と遊べない、よく眠れないとかがあっても、それを誰も

気にしてくれない。その人の人生を支える仕組みは、今までなかったと思います。

だからガラガラと崩れがち。それを何とかするためにケアラーを支援する法律

や条令が必要だと考えています。 

 

支援について押さえておくべきは、ヤングケアラーはケアラーである前に、成

長過程にある子どもであること。若者ケアラーは、ケアラーである前に、自分の

足で人生を歩み始めた若者であるから、社会で応援しよう、ということです。ケ

アすることが悪いわけじゃないし、ケアをしなくていいといってるわけでもな

いが、その子が自分で選べる環境の中で、これがしたいけど、これは無理です、

この時間ならいいです、というように選べるようになっていないなかでケアを

しているところが問題です。子どもは年齢も能力も社会経験も違うので、その子

にとって何がいいかを、話を聞いてニーズを把握して支援に結びつけることが

必要で、まずは話を聞くということです。聞かせてくれるか、分かりませんが。 

国によって、イギリスなどは、ヤングケアラーや家族の話を聞くのは、自治体の

義務になっていることもあります。 

 

ヤングケアラーについて支援したくても、見ようとしても見えない、見えにく

い存在だと言われています。 

 

なぜかと言えば、子どもも家族のことは自分で、家族が好き、家族の役に立ち

たい、家族の病気を隠したい、自分がヤングケアラーだと気づいていないという

ことが、子ども自身にもあります。また、大人や社会も家族が介護をしたらいい

んじゃないか、その家にサービスを入れるときにキーパーソンとして家族を当

てにしてしまう、訪問時に子どもが学校に行っていると、ヤングケアラーに気づ

かない、あるいは、社会として、子どもが話を聞いてほしい、信頼できる大人に

会いたいと言っても、相談できる人を準備していない。社会の側にも子どもの側
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にも状況があり、そこを少しずつ変えていかないといけない。 

 

そもそも、ケアしている家族をどう見るかは、意外と曖昧です。これは 30 年

前のイギリスの見方ですが、モデル 1 は、家族はただの介護資源であるという

見方があります。そうすると公的サービスをあまり使わないで、という時代。 

2 番目は、介護保険制度が始まったり、要介護者にサービスを届けるときの、

サービス提供者と要介護者の間の協働者・キーパーソンとして、家族が頑張って

ね、ということです。もちろんサービスが入らない間は、ケアもやっています。 

3 番目は、ケアラー支援条例を作っている自治体では、ケアラーも 1 人の人間

として自分の人生を歩んでほしい、健康で文化的な暮らしをしてほしいという

考えです。 

モデル 4 は、ケアの必要な人もケアする人も、独立した人格として自分の人

生を歩めるように、誰かの助けを借りながら自立していこう、というものです。

日本はまだ 1 も 2 も十分あるし、3 がようやく始まったところかなというところ

です。 

 

これは『withyou ウィズ･ユー』という小説の内容です。 

中 2 の朱音ちゃんが中 3 の悠人くんに夜の公園で会います。悠人くんは受験

生で走りに来ています。 

 

朱音ちゃんはお母さんが病気、お父さんは単身赴任で妹の世話をしていて、私

立の遠くの学校には通えないから、中学を転校して、部活もやめて、授業中居眠

りをして、長い髪も保てないからショートにします。リアリティがあります。買

い物していて「偉いわね」と言われると超むかつくと。なぜかというと、私はお

手伝いじゃないということです。 

先生にも言っていない。なぜかというと、宿題ができていないときに、「公立

をなめてる」って言われた。先生には聞いてほしいのですが、親が病気なので、

で終わってしまってはいけないんです。 

お父さんにも言っていません。時々帰ってくるときはお母さんはちょっと元

気になり、お父さんはうちが回ってるように見えて帰ってしまう。 

 

そういうなかで朱音ちゃんは頑張っていましたが、悠人くんのお母さんはヤ

ングケアラーという言葉を知っていました。朱音ちゃんが悠人くんの家に行っ

たときに、こういう大人になりたいなと思いますが、あなたには健康で文化的な

暮らしをする権利がある、国際権利条約もあるよ、できていないのなら、阻害要

因は取り除かれないといけないしサポートを受けてもいいのよ、と言われ「はい」

と。 
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でもお母さんを助けられるのは私だけだと彼女は言います。でも、あなたを助

けてくれる人がいてもよい、すごく頑張ってるし、何でも頑張るのが自立ではな

く、助けを求めるのは大事なんだ、と大人が言ってくれたら、子どもも言いたく

なりますね。 

「自分で話せる？」と聞いたら、朱音ちゃんは「はい」ということで、自分で

お父さんに話した。謝らなくていいから、勉強は遅れたくないと。家族のコミュ

ニケーションが取れていませんでした。第三者が入って、本音を言い合うのは大

事なことです。お父さんから、学校には話してくれました。 

 

専門職の人はどうかというと、行った所でヤングケアラーに会うから何とか

してあげたいという人もいます。自治体や学校と組みたいけれど、ルールと仕組

みがないので誰も動かなかったという経験を持っている。 

 

しかし、研修を受けたケアマネさんは、しっかり者の高校生がおばあちゃんを

見ているから大丈夫だと思っていたけど、自分が大人だと思って高校生を見た

ら、あの子はあの子でやることがあるんだと思いましたとおっしゃってくれま

した。 

 

先生方も気がついて、支援を始めているんです。でも問題があります。 

 

保護者や子どもとどう関わっていいか分からない、支援をどうしようかと。 

 

でも、学校も先生も変わらないといけない、学校全体で支援しなきゃいけない

ということで、学校が保護者にとっても子どもにとっても、安心できる場でなけ

ればいけないとおっしゃっています。 

 

学校は子どもが多くの時間を過ごすので、支えになりますと言ってくれて、地

域とつながれば、非常によいことで、包括的支援もできます。 

 

ただ学校だけでは無理なので、いろんな機関とつながりたい。つながっていな

いところもあります。これは南魚沼市ですが、藤沢市でも先生方がおっしゃって

いました。学校は関心の度合いは違いますが、やっているところは、こう思って

いる。 

 

経済的な問題も、先生方から指摘がありました。 
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ベースは、とにかく子どもの権利を置く。この子たちは権利が守られていない

のではないかとチェックする。もしそれに引っかかる項目があれば、それはケア

による影響なのかと、頭に浮かべていただいて、ケアの影響ならばヤングケアラ

ーの対応をすることが大事になってくると思います。チェック項目はいろいろ

とありますし、積み上がっています。 

 

もし、ケアの影響でこういう不利益を被っているとすれば、どんなケアをして

いるのか、どんな量かなどを、だんだんと聞いていき、支援に結びつけていきま

す。 

 

子どもの権利を守るのは、先走ってどんどんやるというより、一緒に考えてい

く。それから、元ヤングケアラーの方は、自分の言葉を獲得して社会に発信でき

る方が増えていますので、その方たちに施策決定の場に入ってもらうことも大

事です。 

 

子どもの権利を守ることと、健やかに育ってもらうために、ケアの責任がない

子どもと同じぐらいのライフチャンス、選択肢を持ってもらうことを考えませ

んかと提案したいと思います。 

 

イギリスのヤングケアラーが学校に望むことのトップ 10 です。私たちはケア

の責任があるので、2 番から 10 番までは先生、学校、頑張ってくださいという

ことです。 

 

7 番は授業の中でお友達に知ってほしい。10 番は、先生が学ぶ場を作ってほ

しい、と子どもが言っています。 

 

大人社会も、あなたは世話をしたいかもしれないけれども、大人と同じことを

すべきじゃないと子どもに言っています。どんなケアをするか、あるいはしない

ほうがいい、なども重要なことです。でも大人が入らないと、それは無理ですよ

ね。その仕組みが大事です。その子どもの声を聞ける、訓練された大人たちも必

要です。 

 

支援をしようとなれば、ヤングケアラーへの支援が必要ですという啓発を社

会全般にすることと、子どもたちには助けてもらう自立って当然のことで、人生

の選択肢を持っていいのだと気づいてもらう、そういう支援の枠組みが必要で

す。 
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ただ日本にはケアラー支援はなかったんです。 

要介護者が施設、施設から在宅、地域へとなると、そのケアは家族が中心です。

そこでようやくケアラー支援が入ってきました。国によっては在宅に制度が移

行したとき、一緒にケアラー支援を入れた国もありました。では、ケアラー支援

はどうするかというと、法律や条例などルールを作るやり方や、できるところか

ら行政が施策を作る、声を聞くなど、いろいろあります。気づいた人、団体、地

域が取り組むこともあります。どこから入ってもいいんですが、3 つ必要だと私

は考えています。 

 

現在、法律はありません。条例を作った自治体は今 13 自治体あります。栃木

県は 4 月にできます。 

 

こちらは埼玉県の条例です。大事なことがあるので、ホームページからダウン

ロードできるので、どうぞご覧ください。 

基本理念が一番大事です。すべてのケアラーを支援するなかの、18 歳未満を

ヤングケアラーと位置付けています。 

 

条例の意義は、社会がその存在を認めた、社会的支援が必要だということを認

めたことになる。間口が広く、敷居が低い条例です。絵に描いた餅にならないよ

うに、計画を立てようと考える自治体もあります。 

 

できるところから始めようということで、自治体の取組みで、埼玉県は条例を

作っていますが、実態調査をしている自治体が増えました。また、子どものため

にヘルパー派遣をしているところや、窓口を持つ所もあります。 

 

これは埼玉県の取組みですが、ヤングケアラー支援のコーディネーターを社

会福祉協議会に置いています。 

 

これは LINE 相談で、次に話す宮﨑さんの法人が、受託してやってらっしゃい

ます。 

 

そして、民生委員さんの研修をしています。 

 

それからサポートクラスといって、小中高に出かけていって、講師と元ヤング

ケアラーが一緒に話をします。子どもが、自分がそうかもと気づき、気づいたら

相談が入ります。 
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それから、高校のスクールソーシャルワーカーさんが増えました。 

 

福祉と教育の担当者が合同研修をやっています。同じ自治体で合同研修をや

ると、顔見知りになっていいです。学校って壁高いんだよねと福祉の人が言った

り、先生方が福祉の窓口にそんなことを聞いてもいいのかなど、そうしたつなが

りが、とても大事です。 

 

神戸で殺人事件があったので、子ども･若者ケアラーのための相談支援を行っ

ていますが、当事者から相談がないので、ヤングケアラーが集まれる場所を作り

始めています。場所に来た人が相談につながるという流れになっています。 

 

国はすごい勢いで支援策を始めていて、令和 4 年度、2 分の 1 や 3 分の 1 の補

助金の予算を立てて、いろいろな自治体が使い始めました。実態調査でも、その

予算を使っている所が多いです。 

 

これは国の予算概要で、研修や実態調査、コーディネーター配置、オンライン

サロンに予算をつけますよということです。 

 

地方自治体が子どもたちに、あるいは家族に話を聞くときに、どう聞いたらい

いのか、どんな配慮をしたらいいのか。これはイギリスの事例です。ヤングケア

ラーの年齢と理解力などを聞くとか、ヤングケアラーは何を求めているのかを

聞くとか、こうしたことをきちっと聞いてください、配慮してくださいというこ

とや、自治体はアセスメントの中で、こういうことを明らかにしてくれと書かれ

ています。 

 

こういう支援の流れを自治体が作る目的は、下の 3 行です。「ヤングケアラー

の家族のニーズが、ヤングケアラーやその家庭の子どもの幸福に、特に学力と個

人の感情面の発達に与える影響を考慮しなくてはならない」と言っています。 

 

これは権利のチェック表です。 

 

家族全体に関わらないと、ヤングケアラーだけを支援するのは困難です。家族

の問題は複雑なので、多機関・多職種連携が重要で、国もこのようなフローを作

ってやっています。赤字は私が勝手に書いたものですが、発見した人がどこに言

えばいいのか、分かりやすい看板のある相談支援窓口が必要だと思います。 

 

これは連携のときに、押し付け合いをしないでくださいといった決まり事で
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す。 

 

気づいた人がやる、それは地域で支え、支えられる関係を作るのが安心して暮

らせるための大きな条件だと、宮﨑さんたちは、これをもう始めていらっしゃい

ます。ヤングケアラーに気づく、つなげる、生活を支える、支援拠点を活かす、

政策提言とか、こうしたことを既にしている、私たちもそうです。 

 

民生委員、児童委員の方が調査していることもあります。地域で顔見知りにな

ってできることは、行政がやることとは、ちょっと違うことがあります。それは

補い合いながら、やるのがいいです。こども食堂やフードパントリーなどに子ど

もたちが来るので、そういう所からメッセージを出してもいいし、同級生がいた

らご飯に誘ったり、旅行に一緒に連れていったり、個別にやるのもいいと思いま

す。 

 

私たちは政策づくりをしていて、国、都道府県、市町村はこうやってください

ということを書いています。 

 

ヤングケアラー支援の政策は、ホームページに載せています。4 本の柱として、

自分から手を挙げないので、とにかく発見して、ニーズアセスメントをして支援

する。学校は安心できる場であって、学びの機会と結果を保障してください。も

しサービスやレスパイトなどがなかったら、それを作っていきましょう。4 番目

は、若者について、高等教育や就業が続けられるように支援をしていきましょう

ということです。 

 

最後ですが、ヤングケアラー支援は大事です。でも、ヤングケアラーは若者に

なり、大人になっていきます。そのため、全世代のケアラーを対象とした包括的

なケアラー支援条例とか施策が必要で、その中に、ヤングケアラーの特性・ニー

ズに即した支援を考えるのがいいのではないかと思います。それと、ヤングケア

ラーの背景に家族があるので、家族の包括的なアプローチをすること。 

最後に、ヤングケアラーが抱えている困難は、ケアしている相手にサービスが

入ったり、上乗せするだけでは解決できません。つまり、話を聞いてほしい、精

神的な支え、誰かに助けてと言いたかったとか、勉強を見てもらいたかった、休

みたい、代わってほしいというのは、本人の直接支援です。確かに、ケアが必要

な人へのサービスが厚くなれば楽になり、負担が軽くなりますが、それで解決で

きるものではないということを申し上げたいと思います。 

 

今いろいろないい資料が出ていますので、図書館に置いていただけるといい
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なと思います。長くなりましたが、これで問題提起とさせていただきます。どう

も聞いていただき、ありがとうございました。 

 

 

小松課長／ 

堀越先生、どうもありがとうございました。みなさまいま一度、拍手でお送り

ください。 

堀越先生には、第 2 部にて、パネルディスカッションのコーディネーターと

してもご登壇いただきます。引き続き、よろしくお願いいたします。それでは、

これから 10 分間の休憩を挟みまして、第 2 部に移らせていただきます。 


