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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―２．第２部 パネルディスカッション 

「支援に向けて、わたしたちができること」 

 【コーディネーター】 

   堀越 栄子 氏 

【パネリスト】 

・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／ 

それでは、パネルディスカッションにご出演いただく皆様にご入場いただき

ます。皆様、拍手でお迎えください。 

これより堀越先生に進行していただき、パネルディスカッションに移ります。

堀越先生、よろしくお願いいたします。 

 

 

堀越氏／ 

3 人の日ごろの実践の話を伺いました。宮﨑さんはご自分の体験があって、そ

れを活かしてということで、民間団体で自発的に活動しているわけですね。それ

から、川口さんは、高齢者の事業所の中で、ヤングケアラーを支援していこうと

いうことで、自発的に社会福祉法人がやっています。なので、私の報告にひきつ

けて言わせていただくと、ケアラー支援の条例、法律を作る、自治体ができると

ころからやる、地域で自発的にやるという 3 番目のパターンですね。課長さん

は、要対協中心の報告でしょうか。制度化された仕組みの中でヤングケアラーに

出会っていらっしゃるということになるかなと思います。ヤングケアラーをど

うやって発見するかで、皆さん、それぞれに工夫や苦労をなさっている。 

もっとヤングケアラーが自分のことに気づいて、声を出してくれる、あるいは

声をかけたら応じてくれる環境を作るためには、ご自分のところで、こういうこ

とができればということがあれば、それを教えていただけますか？では宮﨑さ

んから。 

 

 

宮﨑氏／ 

我々は、先ほどご紹介させていただいたヤングケアラーの LINE 相談窓口をや

っていますが、相談待ちの姿勢だとなかなか声を挙げてもらえないので、積極的
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に関係性を作っていかないとと思っています。SNS でもオフラインでも、それは

同じですが。それは、もともと僕の経験をもとに考えています。 

僕がヤングケアラーだったとき、支援者にしてもらって、うれしかったことが

あります。母は要介護 5 で支援者が毎日、うちにたくさん来ました。ヘルパーさ

ん、看護師さん、リハビリ、訪問入浴とか、毎日毎日来ているのですが、みんな

僕の目の前を通り過ぎていく。「成悟くん、こんにちは」と言って、母のもとに

駆け付けて行く。 

その中で往診の先生だけが、違った関わり方をしてくれました。僕の目の前を

通り過ぎず、一旦止まって、僕のことを聞いてくれる。体調どう？とか勉強ど

う？とか、何かあったら連絡してねと、電話番号を教えてくれて。そういう経験

がすごくうれしくて、いまだにその時の光景を鮮明に覚えています。先生が定期

的に来てくれて、定期的に話しかけてくれたことで、徐々にこの人に相談しても

いいんだと思っていって、電話番号を渡されたときに本当に何かあったら相談

しようと思いました。そういう関係性を作ることが大事だと思っていて、そのた

めには、待っているだけじゃなく、こちらから声をかけていく。それは SNS でで

きると思い、そのあたりを強化していければと思っています。 

 

 

堀越氏／ 

ありがとうございます。待っていてはダメだということで、どうやって関係性

を作っていくかということを、実感をもって語っていただきました。 

働き掛ける側は、川口さんになると思います。ケアラーに働きかけたり、話し

かけてもらうにはどうしたらいいと、お考えですか。 

 

 

川口氏／ 

ヤングケアラーと言っても、段階によって違いがあるのかなと思っています。

子どもがお手伝いの流れから家族のために一生懸命行うという現状も、理解を

しながらいくんですが、私はケアマネジャーとして包括支援センターの運営を

する中で、地域の中の居場所は貴重だと思います。 

自分の経験から話しますと、お向かいに住んでいる幼なじみがいまして、そこ

におじさん、おばさんがいました。その存在は大きくて、何かやってもらおうと

か、これをしてもらおうとは一切考えていませんが、いざとなったら、おじさん、

おばさんが助けてくれるなと思うのが、自分への大きな安心感につながってい

たのが、経験上あります。 

世田谷区内、結構つながりは多くやっていると思います。私は世田谷区で子育

てもさせていただきましたが、PTA の活動も、地域のお祭りに参加すれば、民生
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委員さんとの交流もできますし。オヤジの会というお父さんの会があり、サッカ

ー、野球、バスケットなどの活動を共にしてもらったり。地域の方々から自分の

子どもについて聞くことも、大変多かったんですね。なので子どものネットワー

クを使っての支援というものも 1 つあるかと思います。 

ただ、それが自然な形の流れでないと、子どもも警戒してしまうので、今まで

一緒に楽しいことをしたりといった経験の中で、何でも相談できるような地域

の窓口がネットワークの中に環境としてあるのが、今後はいいんじゃないかと

思っています。そのつながりを作るのも、専門職中心に作る支援会議体制も構築

しながらやると、さらに深められると感じています。 

 

 

堀越氏／ 

子どもたちが、大人と一緒でもいいし、楽しいことができる場があり、その中

で自然といろいろ相談できるという場があるのはいいと思います。ただケアマ

ネさんとして、ほかの事業所はヤングケアラー支援の意識があるわけではない

ですが、そういうのはケアマネの集まりの中で話題になったりしませんか。 

 

 

川口氏／ 

今、研修等をする中で、実際、ヤングケアラーにまだ接触していないという声

がありました。でも、「ヤングケアラーはこういう人じゃない？」という話をみ

んなでグループワークで話すと、あ、あの人もそうだと徐々に出てきました。実

際に、この人もそうだった、私もヤングケアラーだったとケアマネさんから聞く

ことも多くありますので、これからネットワークとしては広がっていくのかな

と思います。 

 

 

堀越氏／ 

多分、世田谷区さんはケアマネさんのヒアリングシートというものに、ヤング

ケアラーの項目が入ってると思うんです。その辺、すごく進んでいるのかなと思

います。いろんな所で子ども、ヤングケアラーと出会う職種の方がいて、その方

が相談にのるときに、もしかしたらヤングケアラーかもという項目がヒアリン

グシート、窓口に入っていれば、発見しやすいとも感じます。世田谷区では先駆

的にされていたことが、私はあるのかなと思いました。 

それでは、加藤さんは先ほど要対協の話をされましたけれど、要対協だと、か

なり重くならないと取り上げてもらえないかなと思いますが、それに対応しな

がらヤングケアラーの子どもたちにどう手を挙げてもらったり、そこに結びつ
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いたりしたいなとか、できるなとかお考えですか？ 

 

 

加藤課長／ 

子ども家庭支援センターでは要保護児童支援砧地域協議会というところで、

砧地域で 140 団体が協議会に登録しており、守秘義務を課して情報交換してい

ます。もともと児童虐待とか養育困難家庭で、今日子どもがお風呂に入っていな

いで着替えもせずに来ている、お弁当を持ってきていないなどの情報をいただ

き、支援につながれば支援していくというスタイルです。ヤングケアラーの認識

がここ数年広がっているとはいえ、要対協の中で皆さんがどのように認識して

いるかを、改めて深めていく必要があるかなと感じました。例えば学校でも、虐

待や養育困難だけじゃなくて、ヤングケアラーじゃないか、という目で私どもと

お付き合いしてるのかどうか、まだ分からないので。年に 2 回、あるいは 1 回、

協議会をしているので、そこでも改めてヤングケアラーの題材を取り入れて、周

知していくともう少し、自ら発見する感覚が磨かれていくかなと思いました。 

 

 

堀越氏／ 

そうですね、子どもと出会う可能性のある人に知っていただくことが、発見す

ることへの基本的なやり方かなと思います。 

宮﨑さん、個人として自分がこうしてもらったら、ありがたかったというのは、

多分今度は川口さんのような方や、職種にいる方など、いろいろな人に分かって

もらって、もしそういう子どもがいたら大人として、今どんな暮らしをしている

のか、何をしてもらいたいのか、何かあるならここにつながるよという声かけを

していくことだと思うんです。それもすごく大事だし、宮﨑さんは、自分たちで

すごく頑張っている。でも宮﨑さんがいる場所ならいいですが、いない場所では

そういうのはないんですよね。その辺を広げていくのにアイデアが何かありま

すか？専門職は専門職で頑張ってほしいですが、仲間同士で広げていくための

手立て。自分たちだけで頑張るのか、それとももう少しどこかに協力を求めるの

かなど、その辺は何かお考えはありますか？ 

 

 

宮﨑氏／ 

ありがとうございます。2 つあります。1 つが、ヤングケアラーの LINE 相談窓

口をやっていて、僕らだけでは対応できない部分もあります。あるタイミングで

リアルな支援者につながなければいけないんですが、この子をどこにつなげた

らいいのか、例えば、すごくメンタルに不調がある子の相談にのっていると、あ
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るタイミングで心療内科や臨床心理士さんにつなげないといけないんですが、

どこにつなげたらいいのか分からないというのもあります。そこを我々が選択

肢として持っていて、ネットワークとしてつなげるのも大事です。 

もう 1 点は、スクールソーシャルワーカーさんやいろいろな支援者から、こ

ういう方ってどこに連絡すればいいのかと、僕に聞かれるケースが多いんです。

それは世の中に情報がまとまっていないからだと思います。我々がやりたいの

は、その情報をまとめるようなことをやりたいんです。この地域ならこの人に連

絡すれば、いろいろなところにつないでもらえるよとか。ヤングケアラーコーデ

ィネーターの居場所がすぐに分かるとか。連携しやすい情報の基盤というのが

ないので、それを作っていかなくてはと思っています。 

 

 

堀越氏／ 

パネルディスカッションの 2番目のテーマは、地域で自発的にやっている方、

専門職、行政がつながらないとヤングケアラーを発見、支援は難しいと思うので、

その辺りについてご意見を伺いたかったのですが、宮﨑さんがまさにそれをお

っしゃってくださいました。 

例えば高齢者であれば、あなたの家のところには地域包括支援センターが必

ずあるから、介護の問題なら行ったらどう？とすぐ言えますよね。あなたは何丁

目の何番地だから、ここの地域包括支援センターに行けばいいよ、とか。 

ケアラーの場合、今のところそれがないんです。どこの窓口に行けばどことつ

ながれるとか、相談にのってくれるとか、受け止めてくれるとか。委託で宮﨑さ

んのところでも構わないかもしれませんが。 

例えば川口さんがヤングケアラーを発見したときなど、そういう窓口の必要

性を感じることはありますか？ 

 

 

川口氏／ 

世田谷区は個々の支援体制は手厚いと思っています。私が聞いた民生委員さ

んの話ですと、その人自身が校外で野球をボランティアで教えていて、そこに来

る子のなかにお昼ご飯を食べないお子さんがいたそうです。自分の奥さんに、お

弁当を自分の分ともう 1 つ作ってほしいと言い、快く受けてもらった。そして、

その子が遠慮しないように声かけをしながら一緒に食べたと。内情はまったく

分からなくて、ただ、その時間は大事に過ごしたとおっしゃっていました。 

のちにその子が成長して会ったとき、調理師になることにした、と言ったそう

です。この話を聞いたときに、いろいろなことが思い浮かびました。家族関係な

どいろいろなことを聞いたほうがいいのではとも思いましたが、子どもにとっ
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ては、その環境がよかったのかもしれないとも思いました。居場所を作ってもら

ったことによって、自分の中で整理ができたこともあるのかなと思っています。 

子どもが求めている解決策を子どもからしっかり聞いて、個々の支援体制に

うまくつないでいくのが大事なのかなと思います。それをどこかでコーディネ

ートしていくのは必要で、ネットワークがいくらあっても、その情報がまとまっ

ていなければどこにつないでいいかわからないという現状がありますので、支

援体制の中で、そうした取組みがあってもいいと思っています。 

 

 

堀越氏／ 

ありがとうございます。加藤さん、今の宮﨑さんや川口さんのご発言を聞いて、

どんな風にお感じですか？何か可能性はありますか？ 

 

 

加藤課長／ 

可能性を感じました。実は楽屋で宮﨑さんの話を事前に聞いて、SNS でつなが

っても、1 週間、2 週間ではなく、3 か月めに次の会話ができるようになったと

か。そういう待ち、時間を作ってつないでいけるのは民間の力だとすごく感じま

した。 

同時に、民間と川口さんのような地域の事業者と保健福祉センターの 4 課な

ど、いろんな形で連携していけたらよいと思います。力のある民間の NPO 法人

が、区や行政とつながっていくことがとても有効だと思いました。可能なら、委

託されているところで行政とつながってどういう効果があるか聞きたいです。 

 

 

宮﨑氏／ 

ありがとうございます。そうですね。若者ケアラーから相談いただいたときは、

地域包括支援センターにつなげている場合もありますし、LINE 相談にのった子

がいて、その子がちょっと危ないなという事例の場合は、先に行政に連絡してお

いて、何かあったらすぐ相談にのれるように、行政側にすぐ伝えられるようにし

ておく。かつ、その子が住んでいる地域を聞いて、どんなリソースがあるか聞い

ておいて、長い目線で相談に乗り続ける。相談に乗っていますが、何かあったら

ここにつなぐと頭の中において対応するとか、そのような連携の仕方をしてい

ます。 

つなぐというのは大事ですが、つなげばいいというわけではない。その子は、

勇気を出して、その大人に接していったのに、すぐにつながれたら、勇気が台な

しになる。つなぎはするが、自分も関わり続けることを大事にしたいと思ってい
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ます。 

 

 

堀越氏／ 

その行政は、どうやって開拓したのですか？委託を受けるから、委託先として

相談にのってくださいとか、どういう風につながれたのですか。 

 

 

宮﨑氏／ 

埼玉県から委託を受けてますが、何かあったら埼玉県に連絡をして、ただその

子が住む地域が分からないと何もできないので、それを聞いて埼玉県に地域の

リソースの確認をしたり、そのように連携しています。 

あとは、地域包括支援センターからその子に連絡をしてもらうのは、なかなか

個人情報の観点から難しいため、その子から連絡してもらうというやり方もし

ています。 

 

 

堀越氏／ 

やはり民間だけで発想して、民間だけでやるのは、信頼のところで難しいんで

すね。どんなにいいことをきちっとやっていても、自治体の方針の中で仕事を受

けて、行政でしかできないこともある。市民というか自発的にやってる団体しか

できないものもあるし、専門職にしかできないこともあるので、強みを持ち合っ

て仕組みを作りながら子どもに対応する、ヤングケアラーを発見したり関わり

続ける。少しずつ問題を解決しながら、そういう取り組む構えのようなものがな

いと難しいのかなと話を伺っていて思いました。 

例えば、ケアマネジャーについても、ある自治体では、介護支援事業所、ケア

マネさんが働くときに、訪問先にヤングケアラーがいるかどうか見てください

ね、という区の方針を持っているところもあります。そうすると、ケアマネさん

の研修もそれで行われるし、ケアマネさんもそういう意識があって、困ったこと

があったら自治体へ相談を戻せるし、仲間で集まるチャンスも作れる。やはり行

政が方針を持つのはとても大切だと思います。 

世田谷区はヤングケアラーの調査もされて、こういうシンポジウムを持って

いるので、これからも進めるのだと思いますけれども、私はやります、と言う立

場ではないですが、なったらいいなということで終わらせていいのか、それとも

一言もらえるのでしょうか、いかがでしょう。 
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加藤課長／ 

私は言う立場ではございませんが、世田谷区もヤングケアラーの連絡会議と

いうことで、管理職と実務者レベルの打ち合わせを進めていますし、東京都の会

議も並行して進んでいるなかで、最終的にどういうかたちで相談の受け皿を持

っていくのか、どういうスキームで支援していくのか、そうした窓口あるいは相

談スキームなどを固めることが必要だということに同感いたします。 

 

 

堀越氏／ 

時間も経ってきました。いい方向でお話がまとまってるような気もするんで

すが。ヤングケアラー支援の推進に向けて、一言ずつ、1 分程度メッセージをい

ただき、終わりにしたいと思います。一言ずつ、参加者の皆様へ、ヤングケアラ

ー支援を進めていくために今、自分が一番大事だと思っていることなどを教え

ていただきたいと思います。それでは加藤さんからいきますか。 

 

 

加藤課長／ 

本日はありがとうございます。私が日頃思っていること 3 点です。 

まず、ヤングケアラーのご本人が、家族に内緒にしてほしい、福祉サービスに

つながりたくないとか、このままでいいと思っている方もいるかと思います。そ

ういう方であっても長い目で見たら、この世帯、この子どもについては支援した

ほうがいい、というところが、我々行政の責任というか、相談する支援者側の責

務なのかなと日々感じています。 

ですので、2 点目ですが、一緒に考えて時間をかけて、その子どもとつながる

ことと、最後に、その子どもが何か解決してほしい課題があれば、しっかり我々

としては子ども家庭支援センターや福祉課などで、解決していくという、いろい

ろな連携の中で、いろんなステージのヤングケアラーのみなさんと向き合う仕

組みが求められていると思いました。以上です。ありがとうございました。 

 

 

川口氏／ 

今日はありがとうございます。 

私は介護を通じてケアマネジャーとしてやっていますが、その子の人生は介

護が終わってもずっと続きます。その中で私は、ケアマネジャーとして職務を終

わったとしても、その後、どうなったかが大変気になっています。長く、今は伴

走型支援と言われますが、バトンを渡しながら、また受け止めるときも来るんじ

ゃないかと思っているので、その子の精神的部分の支えを長く構築できるよう
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な仕組みが今後、作れたらなと思っています。 

世田谷区は子どもを宝物として大事にしておりますし、我がこととして受け

入れてくれる地域もあります。子どもに寄り添い地域で支えるというのをテー

マに、ケアマネジャーの方で、法人でやらせていただいております。ケアマネ有

志でやってきていますが、それもみんな、地域の中で、世田谷区で暮らすケアマ

ネジャーもいますし、世田谷区がより安心して、みんなで楽しく暮らせるような、

みんなでつないでいけるような体制がもっともっと地域作りとしてできればと

思っています。今後もそうした部分に力を入れていきたいと思います。今日は楽

しい時間をありがとうございました。 

 

 

宮﨑氏／ 

本日はありがとうございました。 

僕は、ヤングケアラーが選択できる環境が必要だと思います。選択肢の多さで

すね。最近それを「支援の糸」と表現しています。 

先生という糸は 1 本の糸でして、近所の人、民生委員さん、介護関係の人、行

政の方もみんな支援の糸の 1 本、SNS も 1 本の糸です。それがヤングケアラーの

目の前にいっぱい垂れている状態であれば、先生という糸が引っ張れなければ

SNS という糸を、友達が引っ張れなければ近所の人。どれを引っ張ってもいいし、

今でなくてもいいし、3 年後でもいい。その 1 本をなんとか引っ張ったら、その

支援がちゃんと上で連携していてつながっているという、そういう仕組みが作

れたらいいなと思っています。 

ちなみに僕は世田谷区に住んでいて、尾山台のハッピーロードによくいます

ので、もしヤングケアラーのことで何かあったら声をかけてください。本日はあ

りがとうございました。 

 

 

堀越氏／ 

すごく本質的なことを 3 人がおっしゃってくれたので、まとめることもない

のですけれども、加藤さん、子どもがそれでいいと言っても、大人はそれを鵜呑

みにせず、子どもにとっていいことをちゃんと考える必要があるということは、

本当にそうだと思います。 

川口さんも、地域で子どもも大人も楽しく暮らせるように、自分の仕事のつな

がりがそのヤングケアラーの子どもとなくなったとしても、精神的な支えがそ

の子にずっとつながっていくようにという仕組みが必要だとおしゃってくださ

いました。 

宮﨑さんは世田谷区に骨を埋めるかどうかは分かりませんが、偶然というの
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はあると思います。日頃は感じていないけれども、ある瞬間にこの人、と思うこ

ともあるし、そういうものをみんなが常に出し続けるというか、そういう中でど

こかでつながったら、上でつながっているという仕組みを大人たちが作ってお

くこと。地域づくり、子どもの人権、人生、それを地域全体で、あるいはいろん

な機関が連携してやるという話を最後、皆さんへメッセージを出してください

ました。 

本当にいい会だったと自分で言うのも変ですが、とてもよい記念になる日だ

ったと思います。短くなってしまいましたが、これでパネルディスカッションを

終わらせていただきます。聞いていただいて、ありがとうございました。 

 

 

小松課長／ 

それでは、以上でパネルディスカッションを終了いたします。 

改めまして、堀越先生、宮﨑様、川口様、加藤課長、どうもありがとうござい

ました。壇上の皆様に、大きな拍手をお送りください。 

 

本日は皆様から実際の実例もご提供いただきました。プライバシーに配慮し

ないといけない、なかなか難しい家庭生活のなかで起こる現象であることを、皆

様にもご理解いただけたことと思います。また、子どもにとって、将来の様々な

選択肢が必要であることを、お話しいただけたかと思います。 

今後もヤングケアラー・若者ケアラーの支援に向け、地域の皆様と連携し、世

田谷区全体で取り組んでいきたいと考えますので、引き続き、連携、ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

これをもちまして、｢ヤングケアラー･若者ケアラー支援シンポジウム｣を終了

させていただきます。 


