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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 

４―１．第２部 事例・取組み紹介  

「支援に向けて、わたしたちができること」 

【登壇者】 

・宮崎 成悟 氏（一般社団法人ヤングケアラー協会 代表理事）  

・川口 有美子 氏（社会福祉法人奉優会 地域包括ケア事業本部 本部長） 

・加藤 康広 課長（砧子ども家庭支援センター 子ども家庭支援課長） 

 

 

小松課長／ 

ただいまより、 ヤングケアラー･若者ケアラー支援シンポジウムの第 2 部を

開演いたします。第 2 部では、ヤングケアラー･若者ケアラー支援に取り組んで

いらっしゃる 3 名の方より、事例や取組みについてお話しいただいたのち、パ

ネルディスカッションを行います。コーディネーターは、第 1 部にてご講演い

ただいた堀越先生にお務めいただきます。 

それでは、はじめに、一般社団法人ヤングケアラー協会 代表理事 宮﨑成悟

様より、お話しいただきます。よろしくお願いいたします。 

 

 

宮﨑氏／ 

みなさんこんにちは。ヤングケアラー協会の宮﨑と申します。 

これから我々団体の紹介と、我々がやってる支援の取組みについて 10 分ほど

紹介します。まず最初に自己紹介をさせていただきます。僕は 1989 年生まれの

33 歳で、15 歳のころから難病の母をケアしてきた、元ヤングケアラーです。昨

年、母を亡くしましたので、計 17 年ほどヤングケアラー、若者ケアラーとして

生きてきました。最初、中学校の頃は買い物のサポートや通院の付き添いをして

いました。高校になってだんだんと家事もやらないといけなくなり、部活を休ん

だりもしました。高 3 の頃、母がほぼ寝たきりとなって、大学進学をあきらめ、

2 年間ほど、ずっと介護をする生活を送りました。その後大学に入りましたが、

通えない状態が続き、就活でも苦労して、何とか 1 社内定をもらいました。3 年

経ち、母の状態が悪化して、介護離職をしました。なので本当にずっとケアしな

がら生きてきました。その経験を生かして、ヤングケアラーを支援する、ヤング

ケアラー協会を立ち上げました。 

 

ヤングケアラー協会は 6 名でやっています。みんな元ヤングケアラーや若者

ケアラーというメンバーで構成されています。大学からお母さんのケアをして

きた人や、10 歳の頃から精神疾患の母のケアをしてきた人、おばあちゃんのケ
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アを大学の頃からしてきた人、お母さんのケアを 13 歳からしてきた人、精神疾

患のお母さんのケアをしてきた人など、いろいろな立場の元ヤングケアラーが

在籍しています。 

 

私たちは、「すべてのヤングケアラーが自分らしく生きられる社会」を描かせ

てもらっています。これは、ヤングケアラーをヤングケアラーではなくす、家族

から無理に引き離すという考え方ではなく、その環境であっても自分らしく生

きられるような社会を作っていきたいと考えています。そのためには、「ヤング

ケアラーとしての人生に出口をつくる」ということです。出口というのは解決と

いうのではなく、人生の道しるべ、進むべき方向が分かることが出口だと思って

います。そのためには選択肢がたくさん必要だと思い、その選択肢を作るような

活動をしています。 

 

ありがたいことに、いろいろなところから研修や講演のご依頼をいただいて

います。メンバーはいろんな地域に住んでいるので、各地域で講演などをしてお

ります。 

 

我々のやっていることは大きく 4 つあります。1 つは Yancle コミュニティと

いうオンライン上のコミュニティです。2020 年に開設しました。現在、300 名程

度、ヤングケアラー、若者ケアラーが登録しています。オンライン上の掲示板で

悩みを共有したり、雑談できる場づくりをしています。もう 1 つが就職支援で

す。ヤングケアラーはいつしか若者ケアラーになります。キャリアの壁にぶつか

ったときの相談にのる事業です。もう 1 つは LINE 相談窓口の運営です。こちら

は埼玉県から委託を受けています。もう 1 つは啓発活動です。また、オンライン

サロンなど、オンラインイベントの運営や企画もしています。 

 

我々はヤングケアラーの状況を、このように分類しています。横軸がヤングケ

アラーの置かれた自由度、時間、精神的自由。縦軸は年齢です。左に行けばいく

ほど、緊急度が高い方で、左下は、通学ができなくなりそうだったり、医療や福

祉にアクセスできていない方たちです。生活困窮世帯や虐待が混じった世帯も

多いという境遇にあるヤングケアラーです。ただ、中の方々は学校には行けてい

ますが、家でつらい思いをしているとか、部活を休みがちだったり、友達と遊ぶ

時間が少ないといった方が中にいます。低は家族の手伝いの延長線上で、ヤング

ケアラーと言われてもピンとこないような方です。 

僕自身はもともと中学生のとき低にいて、徐々に左に寄っていって、中になっ

て部活を休み始め、高校卒業時に大学進学をあきらめたので、中から高に上がる

ステップのところでした。そのため、高の方を早期発見しつつ、中と低の方とい
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かにつないでおくかが大事だと思っていますので、その両輪で支援していけれ

ばと思います。 

 

LINE 相談は左寄りで、緊急度が高い人から中まで相談が多いです。緊急度が

低くてもすごく悩んでる人も多いので、コミュニティや就職･キャリア支援をご

提供しています。そうやって幅広く、悩みを抱えるヤングケアラーに支援できる

体制づくりをしています。 

 

オンラインサロンについてですが、ヤングケアラー、元ヤングケアラーが話し

合うイベントです。コミュニティに集まった人に対して提供しています。初めて

家族のことを笑いながら話せたとか、もっと早く参加したらよかったとか、オフ

会もやってほしいですなどの声を頂いています。ただ、若い方々が使う SNS は

日々変わるので、最近は Zoom より YouTube ライブだったり、Instagram も若者

が離れつつあるので、いかに若者に合ったツールで場を作れるかも大事だと考

えています。 

 

これはキャリア支援です。定期的に相談にのっています。1 つ紹介しますと、

大学 3 年生の方、真ん中の方です。福祉学部に所属し、教員を目指しています。

父母と姉、祖母の 5 人暮らし。お母さんが視覚障害、お姉さんは知的障害、祖母

が認知症。お父さんは忙しくてケアラーは自分だけという状態です。結構、田舎

に住んでいて車の送り迎えが必要なんですが、自分しかできないので、姉の就労

先への送り迎えや、母の通院の送り迎えなどをしています。そうしていると教育

実習への参加が難しいし、そもそもこの状況で教員になれるのかという悩みを

抱えています。こうしたケアの経験や家庭の状況、将来やりたいことを棚卸しし

て、一緒にキャリアプランを考えています。 

 

こちらが埼玉県から委託を受けている LINE 相談窓口です。あえて一切、「相

談」という言葉を使わず、「ヤングケアラーチャンネル」という窓口にしていま

す。ヤングケアラーはなかなか自分から相談できないことが、アンケートでも分

かっていますので、相談ではなく、発信をメインに、ちょっと面白いからつなが

ってみようという感覚で気軽につながれる窓口にしています。我々の体験談を

発信したり、イベント情報だったり、キャリアのコンテンツ発信など、こちらか

らアプローチする中で何かあったときにぽろっと相談できるような、お守りみ

たいなチャンネルを提供しています。今、370～380 名ほど登録があって、日々、

相談が来ている状況です。 

 

もう 1 つ、ヤングケアラー理解のワークショップをしています。ヤングケア
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ラー本人の立場で考えてみないと、深い理解は得られないと思っています。例え

ば中学 2 年生をモデルにするとしたら、家族構成、習い事、どこに住んでいる

か、よく目にするもの、感じるもの、何をしているか、何を言っているか、よく

見るテレビ、よく使う SNS などを、この子の立場で考えたりします。そうすると

今の若い人が使う SNS を調べ始めたり、今流行っている番組は何かとかを知る

ことで、子どもの目線に立って考えることができます。こういうことを定期的に

やっています。以上とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

小松課長／ 

宮﨑様、ありがとうございました。 

続きまして、社会福祉法人奉優会 地域包括ケア事業本部 本部長 川口有美

子様よりお話しいただきます。よろしくお願いいたします。 

 

 

川口氏／ 

皆さん、こんにちは。社会福祉法人奉優会の地域包括ケア事業本部で本部長を

しております、川口と申します。よろしくお願いいたします。本日は、このよう

な席でみなさんとこうしてヤングケアラーについてのお話ができるのを、大変

うれしく思っております。私は弟が 2 人いる、3 人きょうだいです。私が 9 歳の

とき、父ががんで亡くなりました。当時はヤングケアラーという言葉はありませ

んでしたが、今日は、私の経験を元に資料も作ってきました。よろしくお願いし

ます。 

 

まずは法人の説明を簡単にさせていただきます。平成 11 年に世田谷区で奉優

会を設立し、現在 23 年目です。現在、都内 23 区を中心に 119 の事業をしてい

ます。私の部署はこちら、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所になりま

す。現在、奥沢あんしんすこやかセンターをはじめ、6 カ所の運営をさせていた

だいております。私は代沢あんしんすこやかセンターに所属する現役のケアマ

ネジャーです。働く職員は主任ケアマネジャー、介護士、社会福祉士、理学療法

士などで、ヤングケアラーの支援はケアマネジャーを中心に、2021 年より本格

的にプロジェクトチームをスタートさせて取り組んでおります。 

 

主な活動内容について簡単にまとめました。法人としては 10 年前から、ケア

ラー支援に積極的に力を入れております。ヤングケアラーは特別ではなく、家族

の支援として考えてきました。ここ最近、ヤングケアラーという言葉が前に進み、

子どもの気持ちが置き去りにならないか、支援者側が理解を早急に深めないと
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いけないと感じ始め、専門職へのマニュアル本の発行を目指してクラウドファ

ンディングをしました。おかげさまで目標 100 万円を達成して、この 4 月に発

行となっております。その後、行政や民生委員児童委員、地域のケアマネ連絡会

に参加させていただき、講演活動などを行っています。年間 8 回ほど行い、子ど

もの気持ちに寄り添い地域で支える、を目的に輪を広げてまいりました。 

 

ここから事例紹介です。認知症の祖母と暮らす中学生の事例です。個人情報保

護の観点から、一部、設定を変更しています。 

中学生のＡさんは両親、高校生の兄、祖父母の 6 人暮らしでした。祖母が 7 年

前に認知症と診断。もともと祖父のケアマネジャーさんが担当になります。祖母

は物忘れがあり、周りの家族の声かけで生活はできていました。両親が仕事で不

在のとき、祖母は孫たちの食事などの世話ができており、家族関係は大変良好で

した。 

 

ところが 2 年前に祖父が亡くなり、その頃から祖母の認知症が進み、物忘れ

が悪化、怒りっぽくなりました。食事の用意ができなくなり、常に誰かの声かけ

や見守りが必要な状態になっていきました。両親が就労中は、成長したＡさんが

食事の用意をしたり、トイレの声かけや、話し相手になるなど、家族の中で自然

にＡさんが役割を果たすようになりました。しかし、祖母は急に怒り出し、同じ

事を繰り返し訴えるなどがあり、Ａさんが対応することが次第に困難となって

きたことに誰も気づきませんでした。そんなある日、訪問すると、いつもは挨拶

してくれるＡさんが、涙ぐみ、階段を駆け上がっていくところでした。どうやら

祖母と口ゲンカしたようです。お母さんはいつものこと、反抗期で難しい年頃な

のよと、あまり気にしていないようでした。 

 

それでもなんとなく気になって、Ａさんが悩んでいるのではと思い、Ａさんや

ご両親と話をしました。Ａさんは初めのうちは大丈夫です、と言っていましたが、

何度か話すうちに、おばあちゃんに何度も説明しても分かってくれない、すぐ怒

り出すから私も大声になっちゃうと話してくれるようになりました。祖母とＡ

さんが口ゲンカになり、それがヒートアップしていくことに、反抗期だからと思

いながらも、両親も心配になってきているようでした。そこでご家族に、認知症

の病気や興奮させない対応の仕方をご説明すると同時に、祖母とＡさんが 2 人

きりにならないように、デイサービスを増やし時間延長を検討したり、ショート

ステイの利用も提案しました。 

 

実際にサービスを利用するようになり、徐々に本人の生活リズムが整い、家族

の肉体的、精神的負担は少なくなりました。ところが本人の年金は少ないので、
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長男夫婦の経済的負担が大きくなりました。子どもたちの受験、進学もあり、悩

んでいるようでした。負担限度額認定証について再度説明したところ、世帯が別

なので申請できることになりました。その後、ご家族のスケジュールに合わせ、

デイサービス、2 か所のショートステイを利用することになりました。祖母が自

宅で 1 人きりや、Ａさんと 2 人だけにならないようプランを組んだことで、祖

母の状態が安定し穏やかになりました。今まで介護を妻に任せていた長男も積

極的に関わるようになり、家族で話し合う時間が増えたそうです。Ａさんきょう

だいは現在受験の真っ只中、頑張っています。 

 

家庭内のデリケートな問題は、困ったときにどこに相談したらいいか分から

ない。ヤングケアラーは周りから見えにくく、支援につながりにくいことが課題

です。ケアマネジャーは利用者の身体状況だけでなく、住宅状況や地域などの周

辺環境、家族の状況も考慮してケアプランを作ります。その後も定期的に訪問し、

継続して支援を行っています。利用者や家族全員が楽しく生活できているか丁

寧に繰り返し確認していく中で、支援が必要なヤングケアラーを早期発見し、支

援につなげていくことが大事です。 

家族のケアや手伝いをするのは立派な行為ですが、過度な負担により学業等

に支障が生じる、子どもらしい生活が送れなくなることがないように、大人が見

守る必要があります。また、ヤングケアラー＝悪いことというメッセージになら

ないように留意することも大切であると考えています。 

 

それでは、ヤングケアリングを見つけるための質問票、あなたについて教えて

ください、についてお話しさせていただきます。 

 

こちらは、イギリスの研究グループが作成した、ヤングケアリングに関するス

クリーニングツールを元に作成しています。ヤングケアリングとは、子どもや若

者がケアを行っている状況のことを指しています。この質問票を作った経緯で

すが、家族向けのケアラーアセスメントシートがあり、そのシートを子どもに当

てはめてみましたが、質問の内容など、無理が出ていたので、子ども向けのもの

が必要と考え、分かりやすい質問で、はい・いいえで答えられるようなチェック

シートを作成しています。子どもが見やすく回答しやすいように 1枚にまとめ、

テストではないので、イラストや色をつけて作成しています。 

 

この質問票は大きく 2 つに分けています。1 つめは、実際にケアに関わってい

るかどうかが分かります。2 つめは、対象の子どもに気づきを促すということが

できるということです。質問に子ども自身が答えることで、子ども自身が自分を

振り返り、気づきを得るための助けになればと考えております。 
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こちらでは具体的なケア内容について聞いています。精神疾患の親や家族に

対し、子どもが感情面サポートをしている可能性も高いと考えられ、その部分に

ついて詳しく聞いています。 

 

こちらも、ケアが悪い結果になるのではなく、家族のケアを行うことで誰かの

役に立ち、責任感や自信を高め、その子にいい影響もありますが、子ども自身が

学校で学ぶことで得る自信や、友人間の自分の価値など、子どもの社会から学ぶ

ことも多く、成長に必要なものです。期間などの状況を聞きながら推測していま

す。 

 

最後にまとめになります。ヤングケアリングが発見された場合は、必要な支援

につなぎ、継続的に支援を行っていく必要があると考えています。また、子ども

たちはお手伝いをして、少しずつ引き受けたものでだったり、既に生活に組み込

まれているものが多いと感じております。子ども自身も周りもヤングケアリン

グに気づきにくいともされています。 

以上のことを念頭に置き、質問票を使いながら、なるべく早くヤングケアリン

グが発見できるよう、現在も日々奮闘しています。取組みは以上です。 

ヤングケアラー支援ガイドブックは、ケアマネジャー中心の手作りです。こち

らにも質問の回答を載せていますので、もしご興味のある方は、読んでみていた

だければと思います。今日はどうもありがとうございました。 

 

 

小松課長／ 

川口様、ありがとうございました。 

それでは、最後に、各地域の総合支所にあります子ども家庭支援センターでの

事例･取組みについて、砧総合支所子ども家庭支援課の加藤課長より、ご紹介い

たします。よろしくお願いいたします。 

 

 

加藤課長／ 

みなさんこんにちは。砧子ども家庭支援センターで課長をしております加藤

です。よろしくお願いいたします。本日は地域ネットワークにおけるヤングケア

ラー支援ということで、私どもの事業について簡単にご説明させていただきま

す。 

 

世田谷区では 5 つの総合支所があり、私どもは砧、成城学園前駅の前にある
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総合支所になります。保健福祉センターとしては、4 つの福祉部門があります。

まず保健福祉課。これは障害福祉や高齢者の福祉サービス等の支援を行ってい

ます。左下は生活支援課ですが、生活保護あるいは生活困窮のご相談などをして

います。右上は健康づくり課です。妊娠期から出産、子育てまで、母子保健の分

野を担います。右下は私どもの子ども家庭支援課で、子ども家庭支援センターと

いう支援をしています。健康づくり課と子ども家庭支援課が一体になって、妊娠

期から学齢期まで支援を行っています。 

 

この図は、上の部分が地域です。私どもでいうと砧地域の子ども家庭支援セン

ターがあり、下の部分が、地域の中に、砧では 4 つの地区がありますので、児童

館やまちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、小・中学校、区立幼稚園、

私立幼稚園、保育園、おでかけひろばやプレイパークなど、地域のネットワーク

をもって、そうした情報の中から子ども家庭支援センターと、健康づくり課であ

る、子育て支援包括支援センターですね、私どもは法律上、総合支援拠点という

ことで、母子保健からいろいろな相談を受け、虐待については児童相談所と連携

しています。 

 

今日は事例を 3 つほど紹介させていただきます。 

1点目、母子家庭で3人世帯の支援を行っています。情報は変えてありますが、

お母さんに精神疾患があり、長男さんが自宅で引きこもりがち、次男さんが支援

学級に通っています。長男さんがこの場合、ヤングケアラーです。幼少期から母

がリストカットするなど、精神が不安定なときに、保育園に行かずに、長男がい

ることでそういうことをさせないようにするとか、または長男が貯めたお金を

お母さんが使い込んでしまったりとか。転入前の自治体でもネグレクトという

ことで対応していましたので、世田谷区に転入した際に、子ども家庭支援センタ

ーにつながった事例になります。 

これからの支援ということで、まだ支援をスタートしたばかりです。次男の転

校にあたり、どうしてもお母さんが一緒に付きそうことができず、学校からの依

頼で、ケースワーカーが同行して、学校に通えるよう支援をしています。 

この際に福祉 4 課で、それぞれの役割がありますので、スタートの段階で役

割分担を決めて、できることは何か。例えばこの世帯なら、生活ができないこと

から生活保護の申請を受けて開始するなど、情報共有をしながら、支援を行って

います。 

 

次は、両親がいて、子どもが 3 人いる世帯。お母さんがご病気で、母の体調に

波があって、子どもを虐待したりなど、なかなか難しい世帯です。この世帯は支

援が長く続いております。例えば、子どもがお父さんに連絡し、お母さんの服薬
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について指示をあおいで薬を飲んでもらったり、寝室まで行くのをサポートし

て、ほぼ寝たきりになってしまったりという状況が続いていました。母の状況に

よっては登校できないこともあります。 

支援内容は病院からの処方で訪問看護が入り、そのほか、養育困難家庭ヘルパ

ーの派遣を週に 1 回入れています。また、様々な関係機関、学校もそうですが、

いろいろな相談支援機関と連携をして情報共有をして、定期的に子ども面接を

実施しています。子ども家庭支援センターには心理職も配置していますので、子

どもとやっと仲良くなり、定期的にメンタル面の支援もできるよう、今取り組ん

でいるところです。お母さんとも相談し、体調が悪いとき食事が作れず、子ども

が Uber Eats に頼んだりコンビニで買っていくこともあるので、配食事業を導

入して、月 1 回の見守りも含めて家事負担の軽減を行っています。 

 

最後に、母子家庭 4 人世帯です。お母さんがいろいろな情報を一度に処理し

たり、理解することが難しい方で、同時にお母さんから子どもへの暴力もありま

した。児童相談所に一時保護されたこともありましたが、現在は、長女が買い物

に行く、長男、次男の面倒を見るなどの状況は続いています。支援内容としては、

長女自身の居場所づくり。長女の時間を作るために、子ども家庭支援センターで

はケースワークの支援ツールとして、一般に公開している事業ではありません

が、学生ボランティアの NPO 法人と提携しています。信頼できる大人、お兄さ

ん、お姉さんと一緒に勉強したり遊んだりする、そういう時間を長女のために作

る制度があるがどうですかと聞くと、ぜひやりたいということで導入を始めま

した。場所はご自宅ですが、ご自宅がダメなら近くの地区会館など、場所はケー

スワーカーが確保して、既に月 2 回、5～6 回やっています。長女さんは、自分

がヤングケアラーの時間ではない、本当に自分のためだけの時間があるととて

も楽しい、勉強も教えてもらえるということで、長女さんの気持ちにも寄り添い

ながら支援をして、いい方向に進んでいる世帯です。 

以上、3 つの世帯ですが、様々な養育困難家庭ということでつながってくる子

ども家庭支援センターですが、いろんなケースがあって支援は難しいですが、1

つ 1 つ丁寧に職員と共に支援している状況です。以上です。ご清聴ありがとう

ございました。 

 

 

小松課長／ 

加藤課長、ありがとうございました。 

それでは、これよりパネルディスカッションに向け、ステージ転換をいたしま

すので、いましばらくお待ちください。 


