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一般社団法人ヤングケアラー協会 代表理事
宮﨑 成悟

＜経歴＞
1989年生まれ。15歳の頃から難病で寝たきりの母のケアを担い、大学卒業
後、国内大手企業に入社。3年で介護離職。

その後、2019年にYancle株式会社を設立し、自身の経験をもとにヤングケ
アラーのオンラインコミュニティ、就職・転職支援事業を行う。同事業の
形態を変え、一般社団法人ヤングケアラー協会を設立。以下を歴任。

令和３年度 厚生労働省「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」検討委
員会 委員
令和4年度 厚生労働省「子どもの虐待防止推進等普及啓発事業」ヤングケ
アラーに関する外部アドバイザー
令和4年度 山梨県「ヤングケアラー支援ネットワーク会議」委員

著書（共著）『ヤングケアラーわたしの語り』『Nursing Today ヤングケ
アラーを支える』。



メンバー紹介

3

元ヤングケアラー。15歳の頃から難病の母のケアを担い、大学卒業後、国内大手医療機器メーカーに入社。3年で介護離職。その
後、株式会社エス・エム・エス、株式会社JMDC等複数社を経て、2019年にYancle株式会社を設立。ヤングケアラーのオンラインコ
ミュニティ、就職・転職支援事業を行う。同事業の形態を変え、一般社団法人ヤングケアラー協会を設立。厚生労働省・文部科学省
のヤングケアラープロジェクトのオブザーバー参加。厚生労働省「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」検討委員会 委員。著書
『ヤングケアラーわたしの語り』『Nursing Today ヤングケアラーを支える』等。

代表理事 宮崎 成悟（ミヤザキ セイゴ）

現役ヤングケアラー（若者ケアラー）。ソルボンヌ大学数学科卒業後、東京大学大学院情報理工学系研究科に入学。在学中に母が事
故に遭い、たった一人でケアを担うことになる。大学院在学中はケアに専念する日々を送る。その際に誰にも相談できなかった経験
が後に当法人を設立する原動力となる。卒業後、大手自動車メーカーに就職。数年AIエンジニアとして働いた後にINSEAD（仏ビジ
ネススクール）にてMBAを取得。同じ想いを持つ宮崎と出会い、 2021年に一般社団法人ヤングケアラー協会を設立。 現在も母のケ
アと仕事を両立する現役ヤングケアラー（若者ケアラー）

代表理事 吉井 理比古（ヨシイ マサヒコ）

元ヤングケアラー。長崎県出身。10歳の頃に母親が双極性感情障害を発症。発症をきっかけに家族が離散し、25歳まで母のケアを担
う。高校時代、母を理解するため、自分と同じ環境の家庭を支援するため、作業療法士を志す。大学卒業後、作業療法士として精神
科訪問看護、障害福祉領域の支援員などを経験。27歳で退職後、『ヤングケアラー』という言葉を知り、宮崎と出会う。同年、福祉
団体職員として再就職し、勤務外でヤングケアラー支援に携わるようになる。Yancle Community運営マネージャー。

コミュニティマネージャー 川原 滉介（カワハラ コウスケ）
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元ヤングケアラー(若者ケアラー)。20歳の時に祖母がアルツハイマー型認知症と診断され、約9年間介護に関わる。当時、周囲に理
解されず非常に苦しかった経験から、今苦しんでいる人がいるのであれば救いたいと思い、個人でヤングケアラー支援を開始。その
後、吉井、宮崎の理念に共感し、ヤングケアラー協会に参画。 外資系製薬会社2社にてMR、人事として勤務した後、現在は自動車
メーカーにて認知症をはじめとした医療・ヘルスケア分野の事業開発に携わる。経産省「始動 Next Innovator 」7期生。

ファンドレイザー 高垣内 文也（タカガイト フミヤ）

元ヤングケアラー。13歳の頃より約10年間、右半身不随と失語症を患った母のケアを担う。学生時代、自分のなりたい理想と家族の
ケアという現実に葛藤しながらも勉学に励み、その後国内大手ブライダル企業に就職。自分が当事者の頃はヤングケアラーという言
葉すら知らなかったがケアが終わった後に自分もヤングケアラーであったことを知る。協会メンバーの想いに共感し自分もヤングケ
アラーがより自分らしく充実した毎日を過ごせるようお手伝いをしたいと強く思い、当法人の一員になった。現在はそのほかにも障
がい者就労支援に関しても携わる。

コミュニティサポーター 髙尾 江里花（タカオ エリカ）

元ヤングケアラー・現若者ケアラー。2014年北海道大学卒業後にBtoB向けWebサービスを提供する一部上場企業に勤め、法人営業
や人事業務に従事。国家資格キャリアコンサルタント、メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種取得。
学生の頃から複数に渡り、家族が精神疾患を発症。学校や仕事、自分の人生とケアを両立させようとするも困難も多くあり、「ケア
ラーが自身の生活や興味・適性にあったキャリアを形成し、納得できる人生を歩めるように」と強く思い協会に参画。就職支援をメ
インに活動。

キャリアアドバイザー 小田桐 麻未（オダギリ アサミ）



ビジョン/ミッション
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すべてのヤングケアラーが
自分らしく生きられる世界へ

ヤングケアラーとしての
人生に出口をつくる



研修・登壇実績
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2021年
・令和3年度 座間市 児童虐待防止啓発講演会 講師
・厚生労働省「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」検討委員会 委員
・TJラボ 環境省公認プレナーに選出
・山梨県 ヤングケアラー啓発動画 監修
・鳥取県 ヤングケアラーオンラインサロン 企画・実行（鳥取県の企業より委託）
・島根大学主催 ヤングケアラー オンラインサロン 企画・実行
・ＮＨＫハートフォーラム「ヤングケアラー ～SOSを見逃さないために～」登壇
・etc…

2022年

・厚生労働省 ヤングケアラー啓発動画出演、ヤングケアラーシンポジウム登壇
・埼玉県 民生委員 ヤングケアラー研修講師
・埼玉県 朝霞市 ヤングケアラー研修講師
・東京・生活者ネットワーク ヤングケアラー研修講師
・和歌山市役所主催 民生委員 ヤングケアラー研修講師
・独立行政法人福祉医療機構 WAM へのエッセイ寄稿
・文京区社会福祉協議会 研修講師
・東京藝術大学 ダイバーシティ実践論 講師
・鳥取県 ヤングケアラーオンラインサロン 企画・実行（鳥取県の企業より委託）
・厚生労働省「子どもの虐待防止推進等普及啓発事業（令和４年度）」ヤングケアラーに関する外部アドバイザー
・etc…



事業内容
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Yancle
Community

就職支援

LINE相談

啓発活動

日本最大のヤングケアラーのオンラインコミュニティ。2020年4月に開設し、現在約300名が参
加。チャットツールのslackを用いて、いつでもどこでもヤングケアラー 同士で繋がれる。「返
信不要の独り言」や「悩みを相談したい時」などテーマごとにトークができる。

日本初のヤングケアラー・若者ケアラー向けの就職・転職支援サービス。代表理事の宮崎がこ
れまで200件以上の相談に乗った実績がある。介護の状況、仕事の興味・関心、過去の経験など
の棚卸しを行い、今後のキャリアプランを一緒に作り上げていく。

元ヤングケアラーがヤングケアラーの相談に乗るLINE相談システム。”相談しない”というヤン
グケアラーに対し、相談のハードルを大幅に下げる仕組みを搭載。運営者からの情報発信や
チャットボット、お役立ちコンテンツ、体験談が読めるなど、相談以外のコミュニケーション
からスタートさせる。

ヤングケアラーの啓発のための研修・講演、コンテンツ制作などを行う。ポスターやリーフ
レット、カタログの制作のほか、動画の監修や台本制作などを行う。



ヤングケアラーの状況分類

18歳以上

18歳未満

介護離職
就職困難・不可

将来の見通しなし

通学困難・不可
医療・福祉へ未接触

孤立
なんとなく辛い

周囲との違いを感じる

孤立
生活に悩み事ばかり
自己同一性が揺らぐ

もやもや
ケアの経験を語りた

い・活かしたい

家族の手伝い
の延長線上

若者ケアラー

ヤングケアラー

年齢

自由度
（時間的・精神的）

支援の緊急度
中高 低
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コミュニティや就職支援

LINE相談



オンラインサロン
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『ケアをしていて1番頑張った(大変だった)体験はなんですか？ その時、あなたはどう乗り越えたかを教えてください』

『あなたのストレス解消法(日常でやっている趣味・特技でも可)を教えてください 』

『ケアラー生活で、1番お世話になった人、支えになった人は誰ですか？ 』

『ゆるっと雑談。元ヤングケアラーときょうだい児との交流会』

ヤングケアラー・元ヤングケアラーが話し合うサロン（ヤンクルカフェ） 実施中

【テーマの一例】

※イメージ

初めて家族のことを笑いながら話せ
ました

もっと早く参加してれば良かった！

オフ会もやってほしいです！



キャリア支援
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・会社勤務

・4人家族で母が精神疾患

・一人暮らしをしている

・平日は毎日電話で母の話を聞いている

・休日は実家で母のタスク整理や家事をしている

・自分の時間が取れないわけではない

・会社では休日出勤が多く、ケアの時間と被る

・ケアとの両立で疲れているとやる気がないとみ

なされてしまう

・転職を考えている

理想とする生活や就職先と、家族のケアの両立に苦しむ方の相談実施

【新卒1年目】

・福祉学部に所属

・特別支援学校の教員を目指している

・父と母、姉、祖母の5人暮らし

・母が視覚障害、姉が知的障害、祖母が認知症

・父が忙しく、ケアラーは自分だけ

・公共の交通機関が使いづらく、車の送り迎えが

必要だが、自分しかできない

・教育実習の参加が難しい

・やりたいことを諦めるべきか

【大学3年生】

・教育学部所属

・公務員ではなく、民間就職希望

・母と妹と3人で同居

・母がうつ病、ほぼ寝たきりの状態

・家事、メンタルケア、入浴補助など全て自分で

やっている

・支援者と繋がっているが、頼りにできない（親

族も同様）

・そんな状況で就職できるのか

・教育実習すら参加できるのか

【大学3年生】



ヤングケアラー協会が提供するLINE相談窓口「ヤングケアラーチャンネル」
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“相談”だけでなく”発信”を軸に、接点を持ち続けることがコンセプト
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ヤングケアラー理解のワークショップ
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名 称 : 一般社団法人ヤングケアラー協会

代表者 : 宮崎成悟 / 吉井理比古

所在地 : 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2F

活動開始 : 2019年6月

設 立 : 2021年（法人登記：2021年11月5日）

連絡先 : contact@youngcarerjapan.com

mailto:contact@youngcarerjapan.com

