
[日 時] ▶▶▶ １２月１２日（日） 14：00～16：00

オンライン シンポジウム

・竹村 雅夫 氏（藤沢市議会議員）
元中学校教師・藤沢市議会議員 様々な外国につながる子供に関わってきた。

藤沢市のヤングケアラー調査に協力し、取り組んだ。

・天野 萌 氏
小学4年生頃に中国から来日。大学生になって日本社会の現状を知り、多文化共生社

会の実現に深い関心をもつようになる。現在、明治学院大学4年生。

・シェイクフジハラ アイシャ 氏
ペルー人の母親とパキスタン人の父親を持つ大学4年生。日本で生まれ育ち、大学では

国際関係と国際協力を専攻。

・敷田 博昭 氏（神奈川県議会議員）
神奈川県議会厚生常任委員会に所属し、これまで議員提案による手話言語条例制定に

携わるなど様々な福祉施策に取り組んでいる。

・中嶋 圭子 氏（日本ケアラー連盟）
一般社団法人日本ケアラー連盟にて理事を務め、共に生きる社会づくりを進めている。

このシンポジウムは”ＦＩＴチャリティ・ラン“の寄付を受けています

コロナ禍で一層深刻さを増すケアラー、ヤングケアラーの実態について地域
社会の理解を広めるとともに、行政、民間事業者、学者、専門家、そして、当
事者を含む市民と協力し、支援体制を整備して、問題解決を図る

ケアラー・ヤングケアラー支援の
現状と課題解決に向けて

・小川 泰子（社会福祉法人いきいき福祉会 理事長）

共催：一般社団法人日本ケアラー連盟 社会福祉法人いきいき福祉会
後援：神奈川県、神奈川県教育委員会、公益財団法人かながわ国際交流財団、神奈川県社会福祉協議会

藤沢市社会福祉協議会、神奈川県社会福祉士会、神奈川県介護支援専門員協会、神奈川県介護福祉士会
アルファ医療福祉専門学校、生活クラブ生活協同組合、神奈川県生活協同組合連合会、インクルージョンネットかながわ
特定非営利活動法人多言語社会リソースかながわ（MICかながわ）、藤沢市

お問い合わせ先： 社会福祉法人いきいき福祉会 事務局 担当 市村・松岡 TEL:0466-83-4165   E-mail info@rapport.or.jp

シンポジスト

コーディネーター

～ 当 日 資 料 ～



時間 内容

14:00 開会（司会    鈴木正貴　社会福祉法人いきいき福祉会　専務理事）

コーディネーター（小川泰子　社会福祉法人いきいき福祉会　理事長）

自己紹介、趣旨説明

14:05 パネリストより報告・意見

中嶋圭子氏

　　　日本ケアラー連盟　理事

竹村雅夫氏

　　　藤沢市議会議員

シェイクフジハラ　アイシャ氏

　　　当事者

天野萌氏

　　　当事者

敷田博昭氏

　　　神奈川県議会議員

15:15 意見交換　

パネリストより

16:00 ゲストコメント

松野勝民（まつの　かつみ）氏

特定非営利活動法人多言語社会リソースかながわ（MICかながわ）理事長

16:05 まとめ

閉会挨拶（司会）

プログラム
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日本ケアラー連盟のミッション

①ケアラーの課題を明らかにし、ケアラー支援の必要性を訴えます。

日本の社会保障制度にケアラー支援の視点はまだありません。ケアラーの実態とニーズを明らか
にし、ケアラー支援を社会に訴えます。

②ケアラーの健康と生活、人権を守ります。

ケアラーの心身の健康と安全、Well-beingを守り、社会的孤立を防止し、「ケアラー自身の人
生」を応援します。

③法制化をはかり、社会全体でケアラーを支える仕組みをつくります。

全世代の多様なケアラーを法的・政策的に社会全体で支える仕組みをつくります。そのためにケ
アラー支援法制・支援条例の制定をすすめます。

④ケアラー支援で持続可能な社会をつくります。

ケアラーを放置すれば、社会保障コスト・社会的リスクも大きくなり、社会的・経済的影響は計
り知れません。介護政策の柱は「在宅介護」「施設介護」「ケアラー支援」のバランスが大事です。
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ケアラー支援とは「ケアラーの人生」
を支援することです
１）「ケアラー自身の人生」のための支援を

ケアラーの心身の健康、働くこと・学ぶこと、当たり前の社会生活を送れるようにすることです。

２）多様なケアラーへの支援を

ケアラー支援の対象は全世代の、多様なケアラーです。ケアする相手も多様です。

３）ケアラーを孤立させない支援を

ケアラーはSOSを出しにくく、社会的に孤立しがち。支援の届きやすい体制整備が必要です。

４）ヤングケアラー・若者ケアラーへの支援を

家族のケアのために学業や就業、子ども若者らしい生活や将来を犠牲にしている場合があります。

５）ケアラー支援で安心社会を

誰もがケアする側かされる側になる時代です。ケアラーを社会的に支え安心社会をつくります。

誰がケアラーを支援するべきでしょう

□国は：「ケアラー支援推進基本法（仮称）」を制定し、ケアラーの社会的認知、戦略
的・総合的なケアラー支援の方向を示し、既存の関係法制を見直します。

□都道府県は：「ケアラー支援条例」を制定し、市区町村の取り組み支援、関連施策
の見直し拡充、県内への啓発等ケアラー支援の取り組みを推進します。

□市区町村は：「ケアラー支援条例」を制定し、地域のケアラーの発見、実態やニー
ズの把握、具体的な支援施策を総合的・包括的に展開します。

□事業者・専門職は：福祉・医療・介護・教育等の専門職、サービス事業者は、ケア
ラーとケアラー支援について周知を図り、ケアラー支援の観点から相談・支援に取り組
むことが求められます。

□企業は：仕事と介護の両立が図れるよう就業環境を整備し、企業内に予備知識や情報、
介護休業制度などを周知し、ケアラーへの相談支援に取り組みます。

□市民は：支えあいの観点から、ケアラーへの直接的支援や孤立防止、相談・交流・支
援など制度ではカバーできない柔軟なサポートに取り組みます。
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進む、全国の条例化の動き

◆2020年3月成立・4月施行 埼玉県ケアラー支援条例

◆2021年3月成立・4月施行 北海道栗山町ケアラー支援条例

◆2021年6月成立・6 月施行 三重県名張市ケアラー支援条例

◆2021年9月成立・9月施行 岡山県総社市ケアラー支援条例

◆2021年11月条例案提出12月議会成立見込み?

岡山県備前市ケアラー支援条例

◆2022年3月成立見込み 茨城県

◆ 〃 北海道

◆2022年6月成立見込み さいたま市、入間市

神奈川県の動き

○2016年 藤沢市ヤングケアラー調査→2017年調査報告公表

○＊＊＊＊ 県内市町村議会での質疑多数

○＊＊＊＊ 県内外の様々な取り組み

↓

↓

○2021年3月 神奈川高齢者保健福祉計画改定に当たり、黒岩知事は

「第8期（2021〜2023年度同計画」でケアラー支援に

対応していくと表明。

○2021年10月 県のHPで「ケアラー支援ポータルサイト」開設

○2021年12月 9都県市首脳会議は、国に法制化やケアラー支援政策の

具体化を要望
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国の動き
〜ヤングケアラー支援施策の具体化〜

○21年3月 文科省・厚労省、「ヤングケアラー（以下YC）支援に向けた福祉・介護・医療・教育

連携プロジェクトチーム」設置

○21年6月 骨太方針に「YCについて早期発見、把握、相談支援など支援策の推進、社会的認知度の向

上」に取り組む。

○21年度中 YCに係る調査研究（支援マニュアル作成）、小学生・大学生調査、社会的認知度向上

のための広報啓発。

○21年夏 22年度概算要求１）国の事業 ①支援体制強化事業、②支援体制構築（モデル事業）、

③ネットワーク形成推進事業、④子育て世帯訪問支援推進モデル事業、⑤社会的認知度

向上事業。

２）市町村補助事業、①YC支援コーディネータ配置、②ピアサポート相談支援体制推進、

③オンラインサロン、④職員研修・実態調査

●全国の多くの自治体で、実態調査、相談窓口設置、ヘルパー派遣、広報啓発、マニュアル作成など
の取り組みが進んでいる。
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藤沢市のヤングケアラー支援

藤沢市のヤングケアラー支援

－藤沢市調査から見えてきた課題と今後の支援について－

２０２１．１２．１２

元中学校教員・藤沢市議会議員
竹村雅夫

ヤングケアラーとは
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藤沢市のヤングケアラー支援

ヤングケアラーとは

日本ケアラー連盟のパンフレットより

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、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行って
いる１８歳未満の子どものことです。
ケアが必要な人は、主に障がいや病気のある親や高齢の祖父母で
すが、きょうだいや他の親族の場合もあります。

藤沢でヤングケアラー調査を実施

朝日新聞 2017.6.22
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藤沢市のヤングケアラー支援

子どもが担っているケアの内容

藤沢市調査

（回答数508）

南魚沼市
調査
（回答数65）

家事（料理・掃除・洗濯など） 275 35

生活のための買い物、家の中の整理など 99 6

請求書の支払い、病院の付き添い、通訳 30 3

食事や着替えの介助、移動介助など 83 11

医療的な世話（服薬管理、たんの吸引など） 5 1

感情面のサポート（見守り、元気づけ） 67 11 

身体介助（入浴、トイレ、体ふきなど） 13 4

きょうだいの世話 268 31

その他 33 5

若者が年寄りを介護するの
は良いことじゃないか！
何が問題なんだ！

ところが、こういう声も‥‥

昔からいたし‥‥
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藤沢市のヤングケアラー支援

子どもが受けている影響

藤沢市調査

（回答数508）

南魚沼市
調査
（回答数65）

遅刻 201 21

早退 43 6

欠席 286 23

忘れ物 134 13

宿題をしてこない 141 18

学力がふるわない 212 15

衛生面がおもわしくない 86 12 

栄養面がおもわしくない 79 6

部活などの課外活動ができない 60 6

友達やクラスメイトとの関係がおもわしくない 83 13

ヤングケアラー調査自由記述より

● 母親が心を病んでいて「自殺したい」と口に
するため、子どもが心配して学校を休んで付き
添っている。

● 日本語のわからない外国籍の母親のために、
学校を休んで通訳として病院に付きそう。

● 幼いきょうだいの世話のため、早退することが
ある。

● 親にかわって買い物や料理、きょうだいの
保育園への送り迎えや世話をしている。
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藤沢市のヤングケアラー支援

● 介護を担うことで多くのことを学ぶ。

● 家族との結びつきを強く感じたり、判断力が磨かれる。

● 人間的な成長につながる。

● 役割や責任がその年齢に不釣り
合いなものであるとき、心身の発達
や学習、人間関係などに影響を受
ける。

● 進学や就職、結婚など自らの社
会生活や人生設計が影響を受ける。

遅刻！

ヤングケアラーが受ける影響

「美談」では済まない

介護やケアによって遅刻や欠席が増え、
勉強が遅れ、友達と遊ぶこともできず、
好きな部活もできない。

やがて進学や就職、結婚にまで影響が
出るようでは、「美談」で済ませて良いの
でしょうか？
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藤沢市のヤングケアラー支援

外国につながるヤングケアラー

「病院への付き添い」や「通訳」をするヤングケアラー

藤沢市調査

（回答数508）

南魚沼市
調査
（回答数65）

家事（料理・掃除・洗濯など） 275 35

生活のための買い物、家の中の整理など 99 6

請求書の支払い、病院の付き添い、通訳 30 3

食事や着替えの介助、移動介助など 83 11

医療的な世話（服薬管理、たんの吸引など） 5 1

感情面のサポート（見守り、元気づけ） 67 11 

身体介助（入浴、トイレ、体ふきなど） 13 4

きょうだいの世話 268 31

その他 33 5
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藤沢市のヤングケアラー支援

神奈川県の外国人県民

神奈川県統計より

増加する外国人の子どもたち
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藤沢市のヤングケアラー支援

藤沢の学校に通う外国籍の児童生徒

外国に「つながる」子どもたち

横浜市教育委員会「横浜市立学校の現況」より
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藤沢市のヤングケアラー支援

● 外国出身の母のため面談や生活の場面で大人とやりとりをしてい
た。

● 家事や病院への付き添い、通訳などをしている。外国籍ということ
もあるためか、登校させる意志が保護者にあまりない。

● ひとり親家庭で、外国籍の親ということで、とても心配していた。親
の体調が悪い時には自発的に（心配で）、学校を休み母親の身辺の
世話をしていた。

● 母（病気がち、アルコール依存、第一言語が日本語ではない）の
かわりに、生活をまわしていくための買い物、家の中の修理仕事、重
いものを運ぶなど

● ひとり親家庭であるため、親が仕事で家族のケアに十分に携われ
ない。そのため、きょうだいの世話をしている。

ヤングケアラー調査自由記述より

「不就学」の子どもたち

毎日新聞２０１９年１月７日
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藤沢市のヤングケアラー支援

始まったヤングケアラー支援

ヤングケアラーが受ける影響

遅刻！
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藤沢市のヤングケアラー支援

「遅刻」をどう考えるか

遅刻は遅刻。
理由は関係ない！

「困った子」ではなく「困っている子」
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藤沢市のヤングケアラー支援

学校の役割は「プラットフォーム」

藤沢ではすべての小学校に「児童支援担当教諭」を配置。
３人のＳＳＷと、市内１３地区にＣＳＷが配置されています。

家庭の問題は
関係ない

多忙な先生たちにお願いしていること

ヤングケアラー支援のすべて

を先生たちに背負え、と言って

いるのではありません。

学校の役割はまず「気づき」、

支援に「つなぐ」ことです。

（最低限の「知識」は必要で

すが）

その上で学校をヤングケア

ラーが「ホッとできる場所」に

することです。
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藤沢市のヤングケアラー支援

かながわケアラー支援ポータルサイト
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ヤングケアラー

シェイクフジハラ アイシャ

話の流れ
・自己紹介

・祖母の話

・今後の課題

2
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01自己紹介

ペルーとパキスタンのダブル

大学4年生

家庭内ではスペイン語を話す

3

02 祖母のお話

・日本語がわからないから病院に行けない
→通訳不足

・年金制度について知らなかった
→情報不足
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03 今後の課題

5

・通訳を増やす

・年金制度についての情報により多くの人々がアクセスできる
ようにする

















実行委員会構成団体・後援団体紹介 

 

 

〈実行委員会団体〉 

 

一般社団法人日本ケアラー連盟 

社会福祉法人いきいき福祉会 

 

 

〈後援団体〉 

 

神奈川県 

神奈川県教育委員会 

公益財団法人かながわ国際交流財団 

神奈川県社会福祉協議会 

藤沢市社会福祉協議会 

神奈川県社会福祉士会 

神奈川県介護支援専門員協会 

神奈川県介護福祉士会 

アルファ医療福祉専門学校 

生活クラブ生活協同組合 

神奈川県生活協同組合連合会 

インクルージョンネットかながわ     

特定非営利活動法人多言語社会リソースかながわ（MICかながわ） 

藤沢市 


