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介護と仕事の両立支援の課題 
介護中の社員が置かれる状況から考える 
 

 

○ 介護をしながら働く雇用者は2012年10月1日時点で218万人に上る。今後は、団塊世代の高齢化や家

族構造の変化により、介護と仕事の両立に直面する雇用者が一層増加する見通し 

○ 介護と仕事の両立に関わる問題を放置する場合、介護による社員の疲労が生産性の低下につながる

リスクや、管理職世代の突然の離職といったリスクが顕在化する懸念がある 

○ 介護中の社員への支援には、育児中の社員への支援とは異なる特性がある。そうした特性を踏まえ

つつ、企業はこれまで以上に積極的な対応を行う必要がある 

 

 

１． 介護をしながら働く雇用者は今後増加 

（１）介護をしながら働く雇用者は 218 万人 

総務省「就業構造基本調査」によれば、2012 年 10 月 1 日時点で家族の介護をしながら働く雇用者

（役員を除く）は全国で 218 万人に上った。図表 1 は、介護をしながら働く雇用者（以下では、介護

をしながら働く雇用者について「介護中の雇用者」と呼ぶ。ただし、個々の企業内の取り組みに関連

して言及する場合は「介護中の社員」と呼ぶ。）の雇用形態別･男女別の内訳を示している。同図表中、％

で示しているのは介護中の雇用者全体に占める割合

である。これによると、介護中の雇用者のうち正社

員は約半数の 112 万人で、男性が 64 万人（全体の

29％）、女性が 48 万人（同 22％）であった。また、

介護中の雇用者の中心は 40-50 歳代で 137 万人（同

62％）を占めた。 

（２）更なる増加が見込まれる介護中の雇用者 

介護中の雇用者は、今後、増加する可能性が高い。

ある年齢階級の人口に占める要介護認定者の割合は

「要介護認定者出現率」と呼ばれる。2010 年の実績

で見ると、この比率は40～64歳では0.3％であるが、

60 歳台後半から上昇を始め、75 歳以降で急速に高ま
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図表 1 介護中の雇用者の内訳 
年齢計

（万人） （％） （万人） （％）

介護中の雇用者 218 100 137 62

うち正社員 112 51 79 36

うち男性 64 29 46 21

うち女性 48 22 33 15

うち非正社員 107 49 58 26

うち男性 25 12 7 3

うち女性 81 37 51 23

うち40-50歳代

 
（注）2012 年 10 月 1 日現在。役員を除く雇用者。％は、

介護中の雇用者 218 万人に占める割合。 

（資料）総務省「就業構造基本調査」2012 年より、 

みずほ総合研究所作成 
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る（図表 2）。この 75 歳以上の人口が今後一層増加するため、要介護認定者も急増が見込まれる。 

特に、人口ボリュームの大きい団塊世代（第 1 次ベビーブーム世代にあたり、一般に 1947～1949

年生まれとされる）の高齢化は、要介護認定者の増加の原動力の一つとなろう。年齢階級別の要介護

認定者出現率と国立社会保障･人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）」を用い

て推計すると、65 歳以上の要介護認定者は 2010 年に 359 万人（月別実績の年平均）であった 65 歳以

上の要介護認定者は、2020 年に 528 万人、2035 年に 2010 年の 2倍にあたる 719 万人にまで増加する

可能性がある（図表 3）。 

こうした中で、団塊世代の子どもも含まれる団塊ジュニア世代（第 2次ベビーブーム世代にあたり、

一般に 1971～1973 年生まれとされる）は、介護と仕事の両立を迫られ易い状況にある。例えば、1980

年代より男性の未婚率が上昇傾向にある結果、団塊ジュニア世代の生涯未婚率（50 歳時点の未婚率）

は、現在の 50 歳代と比較して高いものとなる見通しである。さらに、共働き夫婦の割合が増加傾向に

あるため、「夫は仕事、妻が介護」という家庭内の役割分業が難しい世帯が増えている。 

以上のような状況を踏まえると、管理職世代の男性も含めて、生活の大部分を仕事に捧げる生活か

ら、働き方の調整をしながら働く生活への変更を迫られる雇用者が増えると予想される。 

２．介護中の社員の増加が企業に及ぼす影響 

企業にとって介護中の社員の増加は、人材管理上のリスク要因と言える。 

第一に、介護と仕事の両立によって社員の疲労が蓄積し、生産性が低下するリスクがある。在宅で

介護を行いながら働く人の場合、日中は訪問介護やデイサービスを利用できても、夜間や休日に自分

図表 2 要介護認定者出現率（2010 年） 
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（注）年齢階級別・要介護認定者出現率＝年齢階級別要介護

認定者（2010 年平均）/年齢階級別人口（2010 年） 

（資料）総務省「平成 22 年国勢調査」、厚生労働省「介護給

付費実態調査月報」2010 年 1～12 月より、みずほ総合研

究所作成 

図表 3 65 歳以上の要介護認定者の見通し 
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（注）2010 年は実績（月別実績の年平均値）。2015 年以降は

推計。2010年の年齢階級別･要介護認定者出現率と2015

年以降の年齢階級別･将来推計人口に基づいて推計。 

（資料）総務省「平成 22 年国勢調査」、厚生労働省「介護給

付費実態調査月報」2010 年 1～12 月、国立社会保障･

人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1月

推計）」より、みずほ総合研究所作成 
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で介護を行う結果、疲労を蓄積してしまう可能性がある。労働政策研究・研修機構の「仕事と介護に

関する調査」2005 年を利用した池田（2013）1の分析によれば、40 歳以上の要介護者と同居する 30～

59 歳の現職正社員のうち、約 4割が介護による体調悪化を指摘しているという（図表 4）。特に、「深

夜の介護がある」、「重度の認知症の家族がいる」、「要介護者に全面的な身体介助の必要がある」

等に該当する場合、介護中の正社員が疲労を蓄積するリスクが高いとされる。 

 第二に、介護と仕事の両立が難しければ、男性や正社員も含めて、社員が突然離職を選択する可能

性がある。総務省「労働力調査（詳細集計）」2003～2012 年によれば、介護･看護を理由に離職した

雇用者（非農林業）は年間 8万人程度で推移している。介護を理由とする離職者の内訳をより詳しく

見るために、総務省「就業構造基本調査」2012 年を確認すると（図表 5）、2007 年 10 月～2012 年 9

月の期間に、家族の介護を理由に離職した雇用者は 43 万人、うち女性が 35 万人と女性が多数を占め

るものの、男性の離職者も 8 万人に上った。雇用形態別には、正社員が 15 万人に対し、非正社員が

28 万人であった。  

将来介護を行う可能性のある雇用者は、介護と仕事の両立可能性に不安を抱いている。東京大学社

会科学研究所が 2011～2012 年度に行った調査（『仕事継続を可能とする介護と仕事の両立支援の在

り方～従業員の介護ニーズに関する調査報告書～』）によれば、現在介護をしていないが、将来介護

を行う可能性のある「将来介護リスク者」のうち、介護に直面した際に仕事を「続けられる」と回答

した人は 28％に止まり、「続けられない」と回答した人が 29％、「分からない」と回答した人が 43％

を占めた。 

今後、介護中の雇用者が増加すれば、介護と仕事の両立による疲労を抱える人や、介護を理由とす

る離職が増えかねないほか、将来介護を行う可能性のある社員の不安も高まりかねない。介護と仕事

を両立できる働き方の整備は、以上のようなリスクを軽減する上で不可欠の取り組みとなりつつある。 

図表 4 介護による体調悪化の可能性 
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（注）40 歳以上の要介護者と同居する 30～59 歳の現職正社員の

うち、介護による体調悪化があると回答した人の割合。 

（資料）池田心豪（2013）「仕事と介護の両立支援の新たな課

題－介護疲労への対応を－」JILPT Discussion Paper 

Series No.13-01 

図表 5 介護離職者の内訳 

（2007 年 10 月～2012 年 9 月の離職者） 

（万人） 

総数 男性 女性 

雇用者 43 8 35

 うち正社員 15 5 10

 うち非正社員 28 3 25

（注）2007 年 10 月～2012 年 9 月の離職者のうち、「介護・

看護」を理由に離職した人の数。 

（資料）総務省「就業構造基本調査」2012 年より、みずほ

総合研究所作成 
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３．介護中の社員への支援は、育児中の社員への支援とどう異なるのか 

 家庭生活と仕事の両立に関し、企業は育児中の社員への支援に先行的に取り組んできた。しかし、

介護と仕事の両立支援には、育児と仕事の両立支援の延長線上で捉え切れない特徴がある（図表 6）。

そのため、後者の延長線上の取り組みでは、社員のニーズに十分応えられない可能性がある。 

第一に、産前産後休業や育児休業の取得申請手続きを通じた把握が可能な育児中の社員と比べ、介

護中の社員は存在や実態の把握が難しい。総務省「就業構造基本調査」2012 年によれば、介護中の雇

用者のうち介護休業や介護休暇を取得した人は 16％に過ぎず、休業や休暇制度の利用を通じて企業が

自動的に存在を把握できるような状況にない。また、個人的な問題を話題にし難い等の理由から、介

護中の社員の側も積極的に介護をしている旨を会社に伝えない傾向があるとされる2。介護をしている

社員の存在を把握できなければ、具体的な働き方の希望を把握することも難しい。 

第二に、出産まで一定の準備期間がある育児と異なり、介護の場合は、親が倒れる等の事情によっ

て、社員がある日突然、介護と仕事の両立を迫られる場合がある。そのような緊急事態において、育

児･介護休業法の規定や会社の両立支援制度、あるいは介護保険サービスに関する情報収集が思うよ

うに進まず、社員が介護と仕事の両立に関する不安を高める懸念がある。 

第三に、子どもの成長の過程や子どもの世話に動員できる家族の成員、外部サービスの範囲をある

程度予測できる育児と異なり、介護の場合は、要介護者の状態や夫婦･兄弟姉妹間で介護を分担する

可能性によって、社員の負担や必要な支援が大きく異なる。例えば、認知症の家族の介護を行いなが

ら仕事をする社員と、妻や兄弟姉妹が主な介護者の社員では、介護のために労働時間を調整する必要

や、介護による疲労にも、大きな差が生じると考えられる。 

第四に、育児の場合、必要なケアとその期間をある程度見通すことが可能である上に、一般的に育

児の負担は時間の経過とともに軽減される。これに対し、介護は終わりの時期や先行きの負担の程度

を見通し難く、時間の経過とともにより集中的なケアが必要となる可能性もある。 

第五に、保育所の開所時間が親の就業にある程度配慮されている場合が多いのに対し3、在宅の介護

図表 6 介護と仕事の両立支援の留意点 

 育児中の社員 介護中の社員 

［1］ 実態把握が比較的容易である 実態把握が比較的困難である 

［2］ 
育児と仕事の両立開始までに一定の準備期間が

存在する 

準備期間なしに、社員が介護と仕事の両立に直面

する場合が存在する 

［3］ 
育児と仕事の両立に関わる負担の重さを、ある程

度まで想定可能である 

要介護者の状況や家族内の分担可能性等により、

両立の負担の重さに大きな差が存在する 

［4］ 
両立の負担が重い期間を特定しやすく、時間の経

過とともに負担が軽減する傾向がある 

両立の負担が重い期間を特定しにくく、時間の経過

とともに負担が拡大する可能性がある 

［5］ 
保育所の開所時間は、親の就業時間にある程度配

慮されている場合が多い 

デイサービス等の提供時間等が、フルタイムの就

業時間に配慮されていない場合がある 

［6］ 仕事と生活の両立経験のある社員が相対的に多い
生活と仕事の両立経験が少ない社員が相対的に

多い 

（資料）みずほ総合研究所作成 
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を支える通所介護（デイサービス）では、介護を行う人の就業を想定した提供時間が必ずしも設定さ

れていないとされる4。そのため、育児中の社員以上に、日常的な労働時間の調整が必要となる場合が

ある。 

第六に、育児と仕事を両立する社員はこれまで女性が中心であったのに対し、介護中の社員には男

性が増えると見込まれており、両立にかかわる困難を抱える結果となりやすい。男性雇用者の場合、

世代に関わらず家事･育児時間が少なく、女性雇用者と比較して家事や家族のケアと仕事の両立経験

が少ない傾向にある。今後は、管理職世代の男性も含めて介護と仕事の両立に直面する社員が増える

とみられるが、そのような状況に置かれた男性が、仕事中心の生活からの転換に困難を感じたり、慣

れない家事や家族のケアによって精神的・身体的疲労を蓄積するリスクがある。 

４．介護と仕事の両立支援に向けた企業の取り組み状況 

（１）企業の取り組みは法定の制度の整備が中心 

介護と仕事の両立支援に関する企業の取り組みは、育児･介護休業法への対応が中心となっている。

厚生労働省の 2012 年の調査（「仕事と介護の両立に関する企業アンケート調査」）によれば、介護と

仕事の両立支援のなかでも、圧倒的に多くの企業が取り組んでいるのが、介護休業や介護休暇といっ

た育児･介護休業法で定められた制度の整備であった（図表 7）。このうち介護休業は、家族が急に倒

れて要介護状態になるといった緊急事態を念頭に、雇用者が仕事を離れて入院や介護保険サービスの

利用の準備に集中できるよう配慮する制度である。この制度では、家族 1人が要介護の状態になるご

とに、一回通算 93 日まで休業を取得できる。これに対して、介護休暇は、要介護の家族の状態が安

定した時期を念頭に、家族の介護を行う雇用者が申請すれば、要介護の家族 1人について年 5日まで

（2人以上の場合は年 10 日まで）、休暇を取得できる制度である。 

このほか育児･介護休業法は事業主に対し、要介護状態にある家族の介護を行う雇用者に対して、

短時間勤務制度、フレックスタイム制度、始業･就業時刻の繰上げ･繰下げ、介護費用の援助措置のい

 

図表 7 介護と仕事の両立支援を目的とした企業の取り組み状況 
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（％）

（資料）厚生労働省「仕事と介護の両立に関する企業アンケート調査」2012 年より、みずほ総合研究所作成 
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ずれかの措置を講じることを義務付けている。これらの措置は、家族が要介護の状態になるごとに一

回、介護休業と通算で 93 日まで雇用者が利用できる。なお、一定の要件を満たす雇用保険の被保険

者が介護休業を取得する場合、休業前の賃金の 4割に相当する給付（介護休業給付金）を雇用保険か

ら受給可能である。また、介護休業や介護休暇、短時間勤務制度等の申請に対し、解雇や降格等のい

わゆる「不利益な取り扱い」を行うことは、育児･介護休業法で禁止されている。 

（２）遅れる法定外の取り組み 

一方、現状では、法定外の企業の取り組みは遅れている。前掲図表 7 のとおり、企業の大多数が育

児・介護休業法に定める介護休業、介護休暇等の制度を整備しているものの、こうした制度を利用し

やすい職場作りを行う企業は 25％、社員への情報提供を行う企業は 19％に止まっている。また、前

出の厚生労働省の調査では、企業の約半数（46％）が介護に関する社員の状況を把握していないと回

答している。 

こうした企業の取り組み状況もあって、育児・介護休業法で定められた介護休業、介護休暇の利用

は低調だ。総務省「就業構造基本調査」2012 年によれば、介護中の雇用者（役員を除く）のうち、介

護休業等の制度を利用した人は 16％に止まった。介護と仕事を両立する雇用者の中には、配偶者や兄

弟姉妹が主に介護を行っており、介護休業や介護休暇を取得する必要がなかった人や、休日･休暇で

対応できた人、外部サービスの利用で対応可能であった人が含まれる一方、介護休業や介護休暇を利

用し難い職場の雰囲気や、相談する先が無い等の理由から、やむなく年次有給休暇の取得等で対応し

た人も一定数含まれると考えられる5。 

このほか、介護と仕事の両立支援制度を利用した場合に、昇給･昇格にどのような影響が生じるか

を、明確にしていない企業も少なくない。前出の厚生労働省の調査では、管理職が介護と仕事の両立

支援策を利用した場合の長期的な昇級・昇格への影響について、3 社に 1 社が「分からない」と回答

した。 

５．企業による介護と仕事の両立支援の課題 

介護しながら働く社員の増加に備え、企業は介護と仕事を両立できる働き方の整備を求められてい

る。その際、重要となるのは、介護中の社員のニーズ、特に育児中の社員とは異なるニーズに配慮し

た取り組みである。以下では、前掲の図表 6で整理した介護と仕事の両立支援の留意点に配慮した取

り組みの方向性を考える。 

（１）実態把握 

まず、［1］介護中の社員の実態把握が比較的難しい問題に対しては、企業は育児中の社員以上に、

積極的な実態把握に努める必要がある。前述のように、介護中の雇用者のうち介護休業等の制度利用

者は少数であるため、介護休業等の申請者を対象とした調査では、社員の実態やニーズ、抱える問題

の実情を把握しにくい。したがって、一定年齢以上の全社員を対象としたアンケート調査など、より

積極的な形の実態把握が望ましい。その際、後述するような、社員が会社に相談しやすい環境を整え

ることも重要であろう。 
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（２）社員の知識武装の支援 

また、［2］社員が準備期間なしに介護と仕事の両立に直面する場合がある問題に対しては、介護が

発生する以前から、社員の知識レベルを高める取り組みが課題となる。そのため、介護中の社員だけ

でなく、将来介護が発生する可能性のある社員を対象とした情報提供の機会を設けることが対策とな

る。介護が発生する前の段階で、会社の両立支援制度や介護保健サービスの概要に関する社員の知識

レベルを高めておくことは、介護発生時の社員の負担と不安を軽減し、不要な離職の減少に貢献しう

る。社員が問題を一人で抱え込むことを防止する目的からは、一定年齢以上の社員全員を対象に「介

護は誰もが直面しうる課題」である点や、「介護による疲労や離職の防止は企業にもメリットがある」

点を明確にすることが望ましいと言えよう。 

（３）個別の状況に応じた相談体制 

介護中の社員の間には、［3］要介護者の状況や家族内で負担を分担できる可能性等により、両立の

負担の重さに大きな差が存在する。したがって、育児中の社員への支援以上に個別の状況に即した情

報提供や、状況に応じて柔軟に利用できる両立支援制度が必要となる。例えば、個々の社員の状況に

適した会社の制度を紹介したり、市町村が整備している地域包括支援センターのサービス内容を紹介

する窓口を設置することが考えられる。後述するような、個別の状況に応じて柔軟に労働時間を調整

できる制度を整備することも必要であろう。 

（４）長期間、労働時間を柔軟に調整できる働き方の整備 

［4］両立の負担が重い期間を特定しにくく、時間の経過とともに介護の負担が拡大する可能性が

ある問題や、［5］デイサービス等の提供時間が、フルタイムの就業時間に配慮されていない場合があ

る問題に対しては、長期間にわたって、介護中の社員が労働時間を柔軟に調整できる働き方の整備が

重要である。 

前述のように育児･介護休業法は、介護中の社員のために勤務時間短縮等の措置（短時間勤務制度、

フレックスタイム制度、始業･就業時刻の繰上げ･繰下げ、介護費用の援助措置のいずれかの措置）を

講じることを使用者に義務付けている。しかし、これらの措置は、家族が要介護の状態になるごとに

一回、介護休業と通算で 93 日まで利用可能であればいいとされており、介護にかかる平均的な期間

が 5年弱に及ぶ状況6とマッチしていない。 

こうした状況もあり、前出の労働政策研究・研修機構の調査によれば、要介護の家族と同居する 30

～59 歳の雇用者のうち、労働時間の短縮や始業･終業時間の変更等、何らかの労働時間の調整を行う

人は 25％に上るものの、その多くが会社の制度が無いために非公式な形で対応しているという。しか

しながら、こうした非公式の対応が常に期待できるとは限らず、介護と仕事の両立を支える支援とし

ては不安定である。 

以上を踏まえれば、家族の介護にかかる期間全般を通じて、始業･就業時間の繰上げ･繰下げ、時間

単位の年次有給休暇の取得を可能にする制度や、短時間勤務制度、残業･休日勤務免除等、柔軟に労

働時間を調整できる制度を整備・充実することは、介護と仕事を両立する人のニーズに即した取り組

みと言えよう。 
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 （５）社員が両立の見通しを立てやすい職場づくり 

最後に、［6］生活と仕事の両立経験が少ない社員が相対的に多い問題に対しては、介護中の社員や

将来介護に直面するリスクのある社員が、両立の不安を抱えにくい職場づくりが重要である。これに

関し、前出の東京大学社会科学研究所が 2011～2012 年に行った調査（「仕事継続を可能とする介護と

仕事の両立支援の在り方」）は重要な指摘を行っている。同調査によれば、将来介護に直面するリス

クのある社員のうち、業務の遂行において裁量が大きい人、年次有給休暇を希望通りに取得できる状

態にある人、勤務先の両立支援制度を理解している人、介護の発生時に勤務先が相談しやすい雰囲気

にある人ほど、「介護が発生しても仕事を続けられる」と予想する割合が高いという。 

これを踏まえるならば、介護中の社員の両立不安を軽減し、介護と仕事の両立に向けた見通しを立

てやすくするために、平素から年次有給休暇の取得を推進したり、介護発生時に利用できる支援制度

を繰り返し社内に広報するといった取り組みに加え、管理職が部下の年次有給休暇の取得や両立支援

制度の利用を積極的にサポートできるような仕組みの導入が有効であろう。例えば、管理職の評価に

際し、部下の年次有給休暇取得率や両立支援制度の利用をプラスに評価するなどの方策も検討可能で

あろう。 

なお、両立支援制度の利用による昇給･昇格への影響が不明瞭であれば、仕事や社内のキャリアア

ップに高い意欲を持つ社員ほど制度を利用しづらく、介護の負担を抱え込みかねない。両立支援制度

を利用した場合に、利用期間中の昇給･昇格や長期的なキャリアに及ぶ影響の範囲を明確にすること

も必要であろう。 
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