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ヤングケアラーの現状と実践

～そこから見える支援に必要な体制～

ふくしのどようがっこう
ヤングケアラーケアフル勉強会
R4.11/12（土）18：30～20：00
新南陽総合福祉センター

いわかね社会福祉士事務所 代表
認定社会福祉士（児童・家庭分野） 公認心理師

フリーランスソーシャルワーカー 岩金 俊充



子どもの権利条約のうち、ヤングケアラーと関係の深い

子どもの権利

第28 条教育を受ける権利

⚫子どもは教育を受ける権利をもっています。

⚫国は、すべての子どもが小学校に行けるようにしなけれ
ばなりません

⚫さらに上の学校に進みたいときには、みんなにそのチャ
ンスが与えられなければなりません。

⚫学校のきまりは、子どもの尊厳が守られるという考え方
からはずれるものであってはなりません

第31 条休み、遊ぶ権利

⚫ 子どもは、休んだり、遊んだり、文化芸術活動に参加す
る権利をもっています



第３条子どもにもっともよいことを

⚫子どもに関係のあることを行うときには、子どもにもっとも
よいことは何かを第一に考えなければなりません

第６条生きる権利・育つ権利

⚫ すべての子どもは、生きる権利・育つ権利をもっていま
す

第12 条意見を表す権利

⚫子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の
意見を表す権利を持っています。その意見は、子どもの
発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません

第13 条表現の自由

⚫子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える
権利、知る権利をもっています



第24 条健康・医療への権利

⚫子どもは、健康でいられ、必要な医療や保健サービスを
受ける権利をもっています

第26 条社会保障を受ける権利

⚫子どもは、生活していくのにじゅうぶんなお金がないとき
には、国からお金の支給などを受ける権利をもっていま
す。

第27 条生活水準の確保

⚫子どもは、心やからだのすこやかな成長に必要な生活を
送る権利をもっています。

⚫親（保護者）はそのための第一の責任者ですが、親の力
だけで子どものくらしが守れないときは、国も協力します



第32 条経済的搾取・有害な労働からの保護

⚫子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受け
られなくなったり、心やからだによくない仕事をさせられた
りしないように守られる権利を持っています

第36 条あらゆる搾取からの保護

⚫国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を
得るようなことから子どもを守らなければなりません
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ヤングケアラー：法令上の定義はないが、一般に、本来
大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日
常的に行っている子どもを指す

世話をしている家族が「いる」と回答したのは

小学生６年生6.5％ 中学２年生で5.7％

全日制高校２年生で4.1％ 定時制高校２年生相当で8.5％
通信制高校生で11.0％ 大学３年生で6.2％

（2022年04月11日：厚生労働省・株式会社日本総合研究所）

※小中学校：1クラス1～2人

1. ヤングケアラーは、家庭内のデリケートな問題であるこ
となどから表面化しにくい

2. 福祉、介護、医療、学校等、関係機関におけるヤング
ケアラーに関する研修等は十分でなく、地方自治体で
の現状把握も不十分
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3. ヤングケアラーに対する支援策、支援につなぐための
窓口が明確でなく、また、福祉機関の専門職等から「介
護力」と見なされ、サービスの利用調整が行われるケ
ースあり

4. ヤングケアラーの社会的認知度が低く、支援が必要な

子どもがいても、子ども自身や周囲の大人が気付くこと
ができない
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支援の方法：参考資料

「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュア
ル～ケアを担う子どもを地域で支えるために～」

（令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業・実施：有限責任監査法人トーマツ・R4.4地方自治体へ周知）

連携の仕方、機関、福祉サービスなど、とても詳しく書か
れています

→ダウンロードできますので、実際に見てください



支援する上でのポイント

1. 身体・知的・精神障害、認知症、アルコールなどの依存
症、癌などの慢性疾患などのケアをしています。最も多
い疾患は「精神疾患」です

2. 多くの先生から「欠席、学力がふるわない、遅刻、宿題
をしてこない」と認識されています

3. 「カウンセリングや子ども食堂、話す場」は必要ですが
その場に行く時間を確保することも難しい子がいます

4. 子どもが家族から「死にたい」と相談されていることが
あります

5. 子どもがなかなか困難を言い出せず、家族が依存症の
場合「しゃべるな」という家族の暗黙ルールがあることも

6. 「8050問題」「限界家族（貧困の中で死を待ち自殺を考え諦観と孤独

にある家庭）」にも、ヤングケアラーが関係したことも
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7. 本人は、ヤングケアラーだと自覚しにくいです

8. 保健室は「困っている子」を支える最前線！日々奮闘

9. 福祉・医療の専門職も「この方には、この子がいるから
大丈夫」と、無償の介護力として頼りにしている場合も

10.ヤングケアラーは、大人ではありません

知識、体験、判断力、

助けを求めるコミュニケーション力、

移動手段、経済力、車の免許、

を持っていません

11.周囲が行政に相談したが「様子を観察して」、児相は把

握していたが「誰も動かなかった」などの報告も
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ヤングケアラーの支援では家族の状況に応じた
「既存の支援の組み合わせ」が重要

1. 担任・養護・教相教諭・SCからのカウンセリング

2. SSW・関係機関・地域でチーム→直接・間接支援

3. 居場所の提供（子ども食堂、若者交流拠点等）

4. 就学援助、奨学金、フードバンク、日用品の提供、制服
やカバンの提供

5. 放課後児童クラブ、ショートステイの利用、一時保護、
里親・施設入所

6. ケア対象者の（レスパイト）入院、介護保険、生活困窮
者自立支援事業、生活保護、成年後見制度等の利用

ルールと仕組みが必要

・ 神戸市立総合福祉センター「こども・若者ケアラー支援担当」

・ 鳥取県「ヤングケアラー相談窓口」 ・ 各地で条例の制定 11



ヤングケアラー支援条例（令和４年10月14日現在）

1. 埼玉県ケアラー支援条例：令和2年3月31日施行

2. 北海道：栗山町ケアラー支援条例：令和4年4月1日施行

3. 三重県：名張市ケアラー支援の推進に関する条例：令和3年6月30日施行

4. 岡山県：総社市ケアラー支援の推進に関する条例：令和3年9月9日施行

5. 茨城県：茨城県ケアラー・ヤングケアラーを支援し、共に生きやすい社会
を実現するための条例：令和3年12月14日施行

6. 北海道：浦河町ケアラー基本条例：令和3年12月14日施行

7. 岡山県：備前市ケアラー支援の推進に関する条例：令和3年12月24日施行

8. 栃木県：那須町ケアラー支援条例：令和4年3月14日施行

9. 北海道：北海道ケアラー支援条例：令和4年4月1日施行

10. 埼玉県：入間市ヤングケアラー支援条例：令和4年7月1日施行

11. さいたま市ケアラー支援条例：令和4年7月1日施行

12. 福島県：白河市ケアラー支援の推進に関する条例：令和4年9月30日施行

13. 長崎県：長崎県ケアラー支援条例：令和5年4月1日施行
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さいたま市ケアラー支援条例：令和4年7月1日施行

（事業者の役割）

第６条

２事業者は、雇用する従業員がケアラーである可能性があることを認

識するとともに、当該従業員がケアラーであると認められるときは、
当該ケアラーの意向を尊重しつつ、勤務するに当たっての配慮、情
報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

（学校等の役割）

第８条

学校等は、前条第２項に規定するもののほか、ヤングケアラーの意

向を尊重しつつ、ヤングケアラーの教育の機会の確保に係る状況を
確認し、支援の必要性の把握に努めるものとする。

２学校等は、前条第３項に規定するもののほか、支援を必要とするヤ

ングケアラーからの教育又は福祉に関する相談に応じるよう努める
ものとする。
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（ケアラー支援に関する施策）

第９条

市は、ケアラーが自分らしく、健康で文化的な生活を営むことができ
るようにするため、次に掲げる施策を講じるものとする。

⑶ケアラーが休息、休養その他の事由により介護等ができなくなっ

た場合に、一時的に介護等を提供する取組その他のケアラーの負
担を軽減するために必要な支援に関すること。

⑷ケアラーが介護等の方法等に関する理解を深めるために必要な
支援に関すること。

⑸ケアラー同士の交流の場の提供その他のケアラーが互いに支え
合う活動の促進に関すること。

⑹学校生活又は社会生活を円滑に営む上での困難を有するケアラ
ーに対する修学又は就業に関する支援に関すること。

（財政上の措置）第１２条

市は、ケアラー支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の
措置を講じるよう努めるものとする。
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長崎県ケアラー支援条例：令和5年4月1日施行

身近な人に無償で介護、看護、日常生活上の世話等の援助を行うす
べての人が、援助を受ける人と共に安心して人生を送ることができるよ
うになることは、私たち県民の願いである。

近年、少子高齢化、核家族化の進展等の社会環境の変化によって、
家庭における介護等の人手が不足し、ケアラーに過度な負担がかかっ
ている。また、根強く残る「家族が介護するのが当たり前」という規範意
識もあいまって、ケアラーが孤立し、抱える悩みを声に出しにくくなって
おり、受けられる支援すら届かないという課題が生じている。これらの
課題解決を図るため、ケアラーに対する早急な支援体制の強化等と併
せて、県民等がケアラーの問題を理解し、ケアラーが孤立したり、心身
が疲弊することのないよう、社会全体で支える機運を醸成していくこと
が重要である。ここに、私たちは、ケアラーに対する理解を深めるとと
もに、社会全体で支えていく仕組みを構築し、だれ一人取り残さないこ
とを決意し、この条例を制定する。
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ヤングケアラー
の発見

本人の
意思確認

家族の
意思確認

学校や教委から
子ども課に報告・相談

第1回ケース会議の
実施・支援計画策定

アセスメント
（シートの活用）

支援の実施 モニタリング

第2回ケース会議
支援計画の改定

支援の実施

これらは、困難を抱える子ども・家庭への
「通常の支援（ケアマネジメント）」と同じ手順です



地域の皆様へ

⚫ヤングケアラーやその家族と日頃から接する地域の皆
様は行政機関や支援事業所の支援者よりも身近な存在
といえるでしょう

⚫もしヤングケアラーと思われる子どもを発見したら、本人
に対して気にかけていることを伝え、いつでも相談にの
ると伝えるだけでも助けになる場合もあります

⚫また、ヤングケアラーは本人の成長やケア対象者の状
況の変化に伴い、ケアに対する負担感にも変化が生じる
場合があります

⚫日頃子どもと接する中で変化に気づいた際など、気にな
る点があれば是非行政機関に相談してください

「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル～ケアを担う子どもを地域で支えるために～ 令和４年３月 厚労省」



保健・福祉・医療分野の皆様へ

⚫ヤングケアラーがおかれている状況は様々であり、中に
は家族に代わり、介護・介助を担わざるを得ない状態に
あり、子どもらしい生活を送れずにいるヤングケアラーも
存在しています

⚫これまでよりもアンテナを少しだけ広げていただき、皆様
が支援を行う対象者の家族に、サポートが必要なヤング
ケアラーがいるかもしれないということを意識してみてく
ださい

⚫もしヤングケアラーと思われる子どもを発見したら、その
子どもを気にかけて、何かあれば耳を傾ける、また、必

要があれば他の機関と連携することをご検討ください

「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル～ケアを担う子どもを地域で支えるために～ 令和４年３月 厚労省」



学校関係の皆様へ

⚫ヤングケアラーへの支援を行う上で、子どもと日
頃接する時間が長い学校関係者の皆様が果た
す役割は大きいといえます

⚫まずは、普段接している子どもたちの中にヤング
ケアラーがいる可能性があることを理解すること
が重要です

「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル～ケアを担う子どもを地域で支えるために～ 令和４年３月 厚労省」



自身がヤングケアラーである、もしくはその可能性があると
感じている方、そのご家族の皆様へ

⚫ 家庭内での役割として子どもが家族をケアすることは、家族の絆
を強め、思いやりや責任感などを育むことにつながるなどの良い
側面があります

⚫ 一方で、子どもの年齢や成熟度に合わない重すぎる責任や作業
など、子どもにとっての過度な負担が続くと、子ども自身の心身の
健康や安全や教育に影響が出てしまうことがあります

⚫ 家族で支えあっていくことがつらいと感じた時、外部のサービスを
利用することで、負担を軽減できる可能性があります

サービスの利用希望がある場合も、そうではない場合も、家族のケ
ア等でつらいと感じる時などは学校の先生、自治体（市区町村）、普
段家族が利用する介護事業所や障害福祉サービス事業所、病院、
その他にも民生委員・児童委員、主任児童委員や児童館など、地域

にいる身近な大人に相談してみてください

「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル～ケアを担う子どもを地域で支えるために～ 令和４年３月 厚労省」



【解説】

R4.10.山口県ヤングケアラー

実態調査報告書
調査期間：令和４年７月４日～令和４年７月３１日
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割合 （ ）→国調査：2022.4

⚫ 家族の世話をしている：12.0% 7,506 人

小学生19.5％（6.5％） 中学生9.9％（5.7％）

高校生7.4％（4.1％）

⚫ 国の調査と比較すると、約6.5%高い結果

ケアの相手

⚫ 兄弟姉妹：45.8％ 母親：32.2％ 父親：23.3％ 祖母：14.6％ 祖父：9.3％

世話の内容

⚫ 家事：34.5％ 見守り：26.6％ 外出の付き添い：17.1％
感情面のサポート：14.7％ 兄弟の世話・送迎など：12.1％
身体的な介護：11.4％ 薬の管理：3.1％ 通院の付き添い：2.8％
金銭管理：2.4％ 通訳：1.2％ ～

頻度

⚫ ほぼ毎日：34.5％ 週に3～5日：13.8％ 週に1～2日：12.0％ 1か月に数日：6.7％

時間

⚫ 1～2時間未満：29.3％ 2～3時間未満 11.5％ 3～4時間未満 7.1％
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できないこと

⚫ 自分の時間が取れない：9.8％ 733人

⚫ 睡眠が十分に取れない 7.0％ 524人

⚫ 宿題をする時間や勉強する時間が取れない 6.7％ 501人

⚫ 友人と遊ぶことができない 5.3％ 400人

⚫ どうしても学校を遅刻・早退してしまう 2.0％ 151人

⚫ 学校に行きたくても行けない 119人

⚫ 部活や習い事ができない、もしくは辞めざるを得なかった0.9％ 65人

⚫ 進路の変更を考えざるを得ない、もしくは進路を変更した0.7％ 51人

⚫ 特にない 54.9％

世話によるきつさ → 特に感じていない 49.9％
（精神的にきつい10.4％ 時間的に余裕がない 10.0％ 身体的にきつい7.7％）

→本当か？自覚がある？
1日3時間以上勉強している貧困世帯の子の平均よりも、
1日0時間の裕福な世帯の子の平均の方が、学力が高い

→学習時間の効果は限定的 （耳塚寛明氏の報告：2014）23



過去に相談の有無

⚫ ある 14.3％ （小学生16.9％ 中学生12・1％ 高校生11・5％）

ない 61.4％

相談しなかった理由

⚫ 誰かに相談するほどの悩みでもない 64.1％

⚫ 相談しても状況が変わるとは思えない 9.4％

⚫ 家族外の人に相談するような悩みではない 4.7％

⚫ 誰に相談するのがよいかわからない 4.5％

⚫ 家族のことを話したくないから 2.9％

⚫ 相談できる人が身近にいない 2.3％

⚫ 家族に対して偏見を持たれたくない 2.1％

⚫ 家族のことのため話しにくい 2.0％

⚫ 家族のことを知られたくない 1.6％

＜諦めや、恥ずかしさ＞
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学校や周りの大人に助けてほしいことや、必要としている支援

1. 特にない 53.4％ 4011人

2. 自由に使える時間がほしい 10.3％ 776人

3. 学校の勉強や受験勉強など学習のサポート 8.6％ 642人

4. 自分のいまの状況について話を聞いてほしい 7.8％ 587人

5. 進路や就職など将来の相談にのってほしい 3.1％ 232人

6. 家庭への経済的な支援 2.6％ 196人

7. 家族のお世話について相談にのってほしい 3.1％ 232人

8. 自分が行っているお世話の一部を代わってくれる人やサービスが
ほしい 1.5％ 113人

9. 自分が行っているお世話のすべてを代わってくれる人やサービス
がほしい 1.3％ 96人 8．と 9．合わせて→ 209人

10.家族の病気や障がい、お世話のことなどについてわかりやすく説
明してほしい 1.2％ 93人
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実際に世話を行っている子ども自身の、ヤングケアラーの自覚

自分はヤングケアラーに

⚫ あてはまる 7.9％ 311人

⚫ あてはまらない 52.7％ 2076人

⚫ わからない 32.5％ 1281人

ヤングケアラーの認知度

⚫ 聞いたことがあり、内容も知っている 23.3％

⚫ 聞いたことがあるが、よく知らない 21.4％

⚫ 聞いたことはない 53.3％
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【解説】

多機関連携によるヤングケアラーへ
の支援の在り方に関する調査研究

報告書

令和４年３月 厚労省
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多機関連携によるヤングケアラーへの支援の在り方に

関する調査研究 報告書 R4.3.厚労省

直近の１年間でヤングケアラーと思われる子どもが「いた」

A：要保護児童対策地域協議会 ５８．５％

B：市区町村の高齢者福祉部門 １３・１％

C：市区町村の障害福祉部門 ２３．１％

D：教育委員会 ４６．９％

E：主任ケアマネジャー及びケアマネジャー ６．７％

F：相談支援専門員 ３４・４％

G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等（中学校）４５・８％

H：医療ソーシャルワーカー ２７．１％

I：精神保健福祉士 ３１．３％
28



ケアの内容（※は、A～Hのうち、ほぼ60％以上の回答があったもの）

⚫ 食事の世話（買い物、食事を作る、食べる際の介助、後片
付けなど） ※

⚫ 食事以外の家の中の家事（掃除、洗濯、アイロンがけ等の
他、こまごました家事を含む） ※

⚫ 家族の身体介護（衣服の着脱介助、移動介助、服薬管理など）

⚫ 家族の身体介護のうち、トイレや入浴の介助 ※

⚫ 見守り（直接的な介助ではないが、要ケア者の心身の状態
を見守り）

⚫ 感情面のケア

⚫ きょうだいのケア ※

⚫ 通院の付き添い

⚫ 通訳（コミュニケーションに困難があり通訳が必要な場合）

⚫ 金銭管理（家計の管理やお金の出し入れの介助）
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ケアを必要としている人

（※は、A～Hのうち、ほぼ60％以上の回答があったもの）

母親※ 父親 祖母※ 祖父

きょうだい※ その他

ケアを必要としている人の状況

（※は、A～Hのうち、ほぼ50％以上の回答があったもの）

高齢（65歳以上）※ 幼い※

要介護（介護が必要な状態）※ 認知症

身体障がい 知的障がい

精神疾患（疑い含む）※ 依存症（疑い含む）

上記以外の病気 その他

分からない
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ヤングケアラーと思われる子どもについて、他部署や所属
する機関以外の外部の関係機関と連携して支援したケー
スが「有った」

A：要保護児童対策地域協議会 ７３．６％

B：市区町村の高齢者福祉部門 ５９．４％

C：市区町村の障害福祉部門 ４４．０％

D：教育委員会 ５３．０％

E：主任ケアマネジャー及びケアマネジャー ５０．０％

F：相談支援専門員（基幹相談支援センター及び指定特定相談支援事業所）

８２．２％

G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等（中学校）４８．６％

H：医療ソーシャルワーカー ５７．５％

I：精神保健福祉士 ４４．０％
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連携して支援した機関（複数回答）、特に連携が多かった機関

E：主任ケアマネジャー及びケアマネジャー

⚫ 市区町村の高齢者福祉部門

⚫ 指定居宅介護支援事業所

⚫ 基幹相談支援センター

噛み合っていない

G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等（中学校）

⚫ 市区町村の児童福祉部門や家庭児童相談室
（要保護児童対策地域協議会を除く）

⚫ 市区町村の教育委員会

⚫ 児童相談所

⚫ ヤングケアラーと思われる子どもやそのきょうだいが通う学校
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連携して行った支援のうち、最も効果的と感じたケース
E：主任ケアマネジャー及びケアマネジャー （アンダーライン→特に効果があったと回答）

〇情報集約・サービス利用の調整一般

〇子どもの保護・一時保護 〇施設入所支援

〇子どものケア 〇保護者のケア・指導

〇ヘルパー導入 〇行政手続きの支援 〇ワクチン接種

〇ごみ屋敷の清掃 〇経済的支援 〇医療的介入支援

〇家庭支援（面談、相談、状況確認）

〇関係機関と意見交換・情報共有

〇会議体の設置・開催・参加 〇就労支援

〇登校・登園支援 〇進学支援・入園支援 〇学習支援
〇見守り 〇家庭訪問 〇食料品等の支援

〇関係機関との役割分担 〇要対協ケースとして対応 〇その他
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連携して行った支援のうち、最も効果的と感じたケース
G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等（中学校） （アンダーライン→特に効果があったと回答）

〇情報集約・サービス利用の調整一般

〇子どもの保護・一時保護 〇施設入所支援

〇子どものケア 〇保護者のケア・指導

〇ヘルパー導入 〇行政手続きの支援 〇ワクチン接種

〇ごみ屋敷の清掃 〇経済的支援 〇医療的介入支援

〇家庭支援（面談、相談、状況確認）

〇関係機関と意見交換・情報共有

〇会議体の設置・開催・参加 〇就労支援

〇登校・登園支援 〇進学支援・入園支援 〇学習支援
〇見守り 〇家庭訪問 〇食料品等の支援

〇関係機関との役割分担 〇要対協ケースとして対応 〇その他
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連携して行った支援のうち、最も効果的と感じたケース
E：主任ケアマネジャー及びケアマネジャー G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等（中学）校

E：主任ケアマネジャー及びケアマネジャー ＆ G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等（中学校）

〇情報集約・サービス利用の調整一般

〇子どもの保護・一時保護 〇施設入所支援

〇子どものケア 〇保護者のケア・指導

〇ヘルパー導入 〇行政手続きの支援 〇ワクチン接種

〇ごみ屋敷の清掃 〇経済的支援 〇医療的介入支援

〇家庭支援（面談、相談、状況確認）

〇関係機関と意見交換・情報共有

〇会議体の設置・開催・参加 〇就労支援

〇登校・登園支援 〇進学支援・入園支援 〇学習支援
〇見守り 〇家庭訪問 〇食料品等の支援

〇関係機関との役割分担 〇要対協ケースとして対応 〇その他
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感想： A 要保護児童対策地域協議会

⚫ 童相談所の母親への指導、きょうだいの保育サービスを担う保育所
やファミリー・サポート・センターなどとの連携など児童家庭支援セン
ターが中心となり支援の橋渡しや調整を円滑にすることができた。

⚫ ケアが必要な下のきょうだいのショートステイの利用で親の養育の
負担を軽減した。ケアラ―に民間の居場所を提供したことで大人に

対して心を少しずつ開いていくことができ、家庭での困り感を話せる
ようになっている。

⚫ 民生委員が毎週食料を届け、保護者との関係を築き、家庭内の状
況を把握。要対協が学校（園）に情報提供を行い、学校（園）ででき
る支援（洗濯等）を依頼した

⚫ 学校に通っている際の様子を詳しく教えてもらい、危険度などの判
断ができた

⚫ 情報共有し家庭の状況に変化があった際に速やかに対応できた

⚫ 小学校と連携して家庭へのアプローチや訪問を繰り返し行い、当初
は訪問拒否されていたが、少しずつ受け入れてもらえるようになり、
定期の安否確認が可能となった 36



D 教育委員会

⚫ 精神的に不安定な母親の代わりに家事等を行う生徒に寄り
添った支援ができた。母親への指導・支援は市の窓口、生
徒への支援は学校、関係機関の連絡調整は市教育委員会
が行った

⚫ 各関係機関で情報を共有し、支援の方針を検討することが
できた。

⚫ 学校、市子ども支援課と連携し、情報を密にし、家庭訪問等
で見守りを強化することができた。

F：相談支援専門員（基幹相談支援センター及び指定特定相談支援事業所）

⚫ 保健センター、支援センター、支援課と連携を図ることで、
家庭状況を詳細にすることができた。

G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等（中学校）

⚫ 学校の家庭訪問では、家庭内が見えない部分が訪問サポ
ート職員と連携する事によって、生徒の状況把握ができた
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連携して支援したケースが「特になかった」理由

⚫ どの機関と連携すればよいか分からなかったため

⚫ 具体的な連携方法が分からなかったため

⚫ それぞれの機関の対応方針に相違があったため

⚫ 対象者や家族の個人情報を共有することができなかったた
め

⚫ 連携を依頼したが関係機関において既存の支援で飽和状
態であったため

⚫ 連携を依頼した先で該当児童が「ヤングケアラー」であると
判断されなかったため

⚫ 支援機関のみで支援が可能であり連携は不要と判断したため

E：主任ケアマネジャー及びケアマネジャー：100％

G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等（中学校）：25.0％

⚫ その他 38



連携の依頼があった時の、依頼元

E：主任ケアマネジャー及びケアマネジャー

1. 要保護児童対策地域協議会

2. 福祉事務所

3. 市区町村の母子保健部門や保健センター

G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等（中学）校

1. 市区町村の児童福祉部門や家庭児童相談室
（要保護児童対策地域協議会を除く）

2. 市区町村の教育委員会

2． 児童相談所 39



実際に連携して支援を行った機関

E：主任ケアマネジャー及びケアマネジャー

⚫ 要保護児童対策地域協議会

⚫ 市区町村の母子保健部門や保健センター

⚫ 指定居宅介護支援事業所

⚫ 学校

G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等（中学）校

⚫ 市区町村の児童福祉部門や家庭児童相談室
（要保護児童対策地域協議会を除く）

⚫ 市区町村の教育委員会

⚫ 児童相談所・市区町村の生活福祉部門

⚫ 学校

※ 指定居宅介護支援事業所は、0
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外部からの依頼で、連携して行った支援のうち、

最も効果的と感じたケース

A：要保護児童対策地域協議会

関係機関と意見交換・情報共有

該当者との面談・状況確認・相談支援

B：市区町村の高齢者福祉部門

情報集約・支援・サービス利用の調整（ 関係者間での役割の
明確化含む）

C：市区町村の障害福祉部門

障害福祉サービスの利用

D：教育委員会

関係機関と意見交換・情報共有
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E：主任ケアマネジャー及び及びケアマネジャー

関係機関と意見交換・情報共有 ・ 見守り

F：相談支援専門員（基幹相談支援センター及び指定特定相談支援事業所）

家庭支援（面談、相談、状況確認）

G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等（中学校）

関係機関と意見交換・情報共有

H：医療ソーシャルワーカー

関係機関との役割分担

I：精神保健福祉士

子どものケア・ヘルパー導入、 家庭支援（面談、相談、
状況確認）、関係機関と意見交換・情報共有、
要対協ケースとして対応 42



連携して効果が出たことについての感想

A：要保護児童対策地域協議会

⚫ひとり親家庭で母と二人暮らしであることから、全般的な
家事を担っており、生活に支障があることが判明した。
以後、学校において本人の状況や思いを気にかけて関
わるようになり、必要時は町や地域と連携する体制をと
っている

⚫ 家庭の情報共有ならびに支援策の提案、今後の方策に

ついての意見交換、当該児からのＳＯＳを学校がキャッ
チし、家庭児童相談室との情報共有を迅速に行うことで
早急な家庭訪問と安全確認及び対応ができた

⚫関係機関での定期的な個別ケース検討会議による情報
共有と役割分担を行った。特に所属機関での状況把握
が困難となる長期休みでの見守り体制を整えた
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B：市区町村の高齢者福祉部門

• 40 代、要介護４、生活保護受給中のケース。 ケアマネジ
ャー及び生活保護担当課にて本人の入所検討、 児童福

祉担当課にて入所後の残された子らの支援について検
討した

• 介護支援事業所からの情報提供に基づき、学校、民生
委員、児童相談所、ケアマネジャー、フリースクール代表
等とケース会議を実施。フリースクールからの情報提供
学校からの支援、民生委員の見守りや支援等を行った

D：教育委員会

• スクールソーシャルワーカーの助言を受けて、教育委員
会、児童相談所職員、保健部局の職員、学校教職員を
交えてのケース会議を開き、今後の対応等について話し
合った。対応策がより明確となり、現在役割分担して支
援している 44



G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等（中学校）

• 市の子ども家庭相談班主催のケース会議を定期的に行
っており、その家庭の両親が子どもを置いて、頻繁に夜
間外出していたところ、地域から通報があり、警察の訪
問→児童相談所の一時保護となった

H：医療ソーシャルワーカー

• 子どもを地域資源(学習支援教室)につなぎ、信頼できる
大人との関わり、安心の居場所を提供できたケース

• 院内スタッフには経済不安を主に訴えていたため、重要
視するニーズと捉えていく準備をしていたが、児童家庭
支援センターから患者自身が死亡した後の子どもたちを
心配している思いを知り、他の支援職にも体制整備をす
ることができた
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依頼に応じて連携して支援を行うことを検討したが
「実現しなかった」ケースの有無（単数回答）

E：主任ケアマネジャー及び及びケアマネジャー 1.1％

G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等（中学校） 4.4％

その理由
どの機関と連携すればよいか分からなかったため、具体的な連携方法が分からなかったため

それぞれの機関の対応方針に相違があったため、対象者や家族の個人情報を共有することができなかったため、

既存の支援で飽和状態であったため、該当児童が「ヤングケアラー」であると判断できなかったため、

依頼元の関係機関のみで支援が可能であり連携は不要と判断したため、その他

E：主任ケアマネジャー及び及びケアマネジャー

・その他60.7％ ・具体的な連携方法が分からなかったため 11.2％

・依頼元の関係機関のみで支援が可能であり連携は不要と判断したため11.2％

G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等（中学校）

・その他 39.9％

・該当児童が「ヤングケアラー」であると判断できなかったため 20.3％

・具体的な連携方法が分からなかったため 15.9％

・どの機関と連携すればよいか分からなかったため 14.5％
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連携して支援する上で課題と考えること

E：主任ケアマネジャー及び及びケアマネジャー

1. 関係機関との連携体制・支援体制にかかる課題（役割分担にか
かる課題も含む）

2. 関係機関との情報共有にかかる課題（個人情報の共有にかかる
課題も含む）

3. 支援や介入方法にかかる課題

G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等（中学校）

1. 関係機関との連携体制・支援体制にかかる課題（役割分担にか
かる課題も含む）

2. 支援や介入方法にかかる課題

3. 専門機関の設置や専門家の育成にかかる課題
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■関係機関との連携体制・支援体制にかかる課題（役割分担にかかる課題も含む）

• どこにつないだら良いかがわからない

（B：市区町村の高齢者福祉部門）

• 連携する上でどの機関が主で動くのか、具体的な支援
事例など、実践事例を研修できる場や事例が公開され
ていると、より適切な支援につながると考える

（C：市区町村の障害福祉部門）

• どのような機関同士がどんな役割分担をして支援してい
たかという先行事例があれば紹介してほしい。

（G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等・中学校）
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■関係機関との情報共有にかかる課題（個人情報の共有にかかる課題も含む）

• 関係機関と情報を共有しながら連携するのが、難しいことがある。
問題が起きた時に押し付け合いになってしまうことがある

（A：要保護児童対策地域協議会）

• 連携する人、機関が多い場合、情報の共有をタイムリーにはかる
ことが難しい。情報の集約ができるツールまたは役割を担える人

材が必要。世帯全体をアセスメントできる人材または機関がある
とよい

（B：市区町村の高齢者福祉部門）

• 保護者やヤングケアラーとなる生徒のプライバシーの保護、プラ
イドの補償など。

（G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等・中学校）

• 行政機関との連携において個人情報の問題から情報の確認が難
しい。スムーズに支援へつながるように行政側にも配慮してもらう
必要がある。

（H：医療ソーシャルワーカー）
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■支援や介入方法にかかる課題

• ヤングケアラーと思われる子自身が、「自分はヤングケアラー」と
自覚していない、もしくは「自分はそうではない」と支援や関わりを
拒否した場合の対応はどうするのか。

（A：要保護児童対策地域協議会）

• 被介護者に対しては何かしらのサービスが適用できると思います

が、ヤングケアラー向けの直接的なサービスが現時点で特にない
ことが課題になると思います

（C：市区町村の障害福祉部門）

• 精神疾患の親と暮らす児（ヤングケアラ―）の世帯に関わることが

多いが、児は家事遂行等を担う以外にも、親の精神疾患に対応
することもあり、またそのことを誰にも相談できずにいることが少な
くない。精神障害に対する偏見や差別意識も根強い中、親の疾患
について正しく知る機会もない。具体的な家事遂行の負担軽減を
図ることもさることながら、心理的ケア（専門相談・カウンセリング
やセルフヘルプ・サポートグループ支援など）も重要と考える

（F：相談支援専門員・基幹相談支援センター及び指定特定相談支援事業所） 50
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情報共有・
集約

学校内の情報
共有

細やかな・密
な情報共有

速やかな情報
共有

定期的な情報
共有

個人情報・
プライバ
シーに配慮

会議体の設
置・開催・参加

他機関との連
携強化 役割分担・役

割の明確化
研修会の実施

顔の見える
関係作り

良好な関係構
築

ヤングケア
ラーに関する
認識の共有・
発信

目標や方針の
共有

家庭への配
慮・把握

家庭訪問 ヤングケア
ラー本人（子ど
も）への配慮・
ケア

保護者へのケ
ア・指導・連携

他機関・他専
門職への理
解・活用

支援体制の構
築

記録を残す その他

連携して支援する上で特に工夫しているこ ※太字は特に割合の高かったもの



連携して支援する上で特に工夫していること（記述）

「情報共有・集約」

• 情報共有方法の確認、互いの役割分担の明確化、支援目標を統
一するなど（B：市区町村の高齢者福祉部門）

• 現在、外部機関への連絡は副校長が全て行い、情報が確実に集
まるようにしている。（G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等・中学校）

• 連携会の開催や連携先への定期訪問を通じて、強みや日常的な
情報共有を行っています。（I：精神保健福祉士）

「会議体の設置・開催・参加」

• 要対協実務者会議やケース進行管理会議等での情報共有や協
議を行う。（A：要保護児童対策地域協議会）

• 地域のセーフティネット会議に出席し、CSW や民生委員等との情
報共有を図る。（A：要保護児童対策地域協議会）

• 「ケアラー・ヤングケアラー支援に向けた検討プロジェクトチーム」
が設置され、そのプロジェクトチームには、教育委員会も参加し、
部局横断的に支援策等を検討している。（D：教育委員会）

52



「良好な関係構築」

• 関係する職員とは挨拶をし合い、顔がつなげられるように意識し
ている。

（E：主任ケアマネジャー及び及びケアマネジャー ）

• 頭ごなしに「できない」とは言わないようにしている。

（I：精神保健福祉士）
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所属機関・部門が主導（主催）して実施している／実施を検討してい
るヤングケアラーに関する取組
• ヤングケアラーに関する条例の制定（制定に向けた検討含む）

• 広報紙やパンフレット、ポスターなどによる啓発

• 一般市民向けのヤングケアラーに関する講演会の開催

• ヤングケアラーの実態把握・調査

• 関係機関・団体とのネットワーク・連携体制の強化（ヤングケアラーに関する定例会議の実施等）

• 関係機関・団体とのヤングケアラーに関する勉強会や研修の実施

• 関係機関・団体が連携して支援を行うためのマニュアルや明文化したルール作り

• 関係機関・団体が連携して支援を行うためのコーディネーター的役割

• ヤングケアラーへの支援について検討するプロジェクトチームの設置

• ヤングケアラー（元ヤングケアラー含む）への相談支援の実施

• ヤングケアラー（元ヤングケアラー含む）同士の交流の場の提供

• 上記以外の独自の取組

• 特にない

↓

一番多い→「特にない」 すべての機関で5割～9割以上

次に、A：要保護児童対策地域協議会の

「ヤングケアラーに関する条例の制定（制定に向けた検討含む）」

34.0％
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現在の職務の範囲内でヤングケアラーの支援を行う場合に可能な
支援内容【調査E、F、G、H、I】（自由回答）

1他機関との連携 2 他機関からの情報収集 3 ヤングケアラーに関する周知

4 サービス利用の提案・調整 5 相談対応・面談・支援 6 諸手続きに関する支援

7 支援環境・体制の整備 8 家庭環境の把握 9 課題分析 10 訪問 11 計画作成 12 モニタリング

13 会議の実施 14 支援者としての寄り添いの姿勢 15 学習支援 16 医療的介入 17 その他

↓

一番多い→「他機関との連携」 すべての機関で２割～７割

E：主任ケアマネジャー及びケアマネジャー

と、

G：教員、養護教諭、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等（中学）校

・他機関との連携 ・サービス利用の提案・調整

・支援環境・体制の整備 ・支援者としての寄り添いの姿勢

が、多かった
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現在の職務の範囲内でヤングケアラーの支援を行う場合に可能な
支援内容【調査E、F、G、H、I】（記述）

• 私たちケアマネジャーがヤングケアラーの窓口や担当者につなげ
る事（E：主任ケアマネジャー及びケアマネジャー）

• 本人と話し限界にならないよう確認する。限界を超えそうであれば
他機関との連携を図る（G・校長）

• 必要に応じて、ヤングケアラーの家族への障害福祉サービス、医
療サービス等の支援体制を整え、ヤングケアラーの負担を軽減す
る支援（E：主任ケアマネジャー及び及びケアマネジャー）

• 職員全員が情報を共有して、なるべく多くの大人が関わる
（G・教諭）

• 退院後も相談できる場所（になる）。（H：医療ソーシャルワーカー ）

• 本人の心理的なサポートと、環境調整など
（E：主任ケアマネジャー及び及びケアマネジャー）
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現在の職務の範囲内でヤングケアラーの支援を行う場合に可能な
支援内容【調査E、F、G、H、I】（記述）

• 子どもから直接話を聞いたり、健康状態や日常の学校生活の様
子を観察したりすることで、子どもの状態を把握し、寄り添った支
援を行うことができる。また、連携機関や専門職と情報を共有し、
学校としてできることを実施していく（G・養護教諭）

• 家庭への支援(利用可能な制度やサービスの紹介)、必要な資源
へつなぐこと、学校への支援(市や区へ相談・報告のタイミングや

必要性の助言、本人が担任と関係性がよい場合は担任の後方支
援、必要があれば本人の感情面の支援)、学校への周知啓発、地
域や支援者への周知啓発（G・スクールソーシャルワーカー）
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【解説】

多機関・多職種連携による

ヤングケアラー支援マニュア
～ケアを担う子どもを地域で支えるために～

令和４年３月 厚労省
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子どもの権利条約のうち、ヤングケアラーと関係の深い

子どもの権利

第28 条教育を受ける権利

⚫子どもは教育を受ける権利をもっています。

⚫国は、すべての子どもが小学校に行けるようにしなけれ
ばなりません

⚫さらに上の学校に進みたいときには、みんなにそのチャ
ンスが与えられなければなりません。

⚫学校のきまりは、子どもの尊厳が守られるという考え方
からはずれるものであってはなりません

第31 条休み、遊ぶ権利

⚫ 子どもは、休んだり、遊んだり、文化芸術活動に参加す
る権利をもっています
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第３条子どもにもっともよいことを

⚫子どもに関係のあることを行うときには、子どもにもっとも
よいことは何かを第一に考えなければなりません

第６条生きる権利・育つ権利

⚫ すべての子どもは、生きる権利・育つ権利をもっていま
す

第12 条意見を表す権利

⚫子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の
意見を表す権利を持っています。その意見は、子どもの
発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません

第13 条表現の自由

⚫子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える
権利、知る権利をもっています
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第24 条健康・医療への権利

⚫子どもは、健康でいられ、必要な医療や保健サービスを
受ける権利をもっています

第26 条社会保障を受ける権利

⚫子どもは、生活していくのにじゅうぶんなお金がないとき
には、国からお金の支給などを受ける権利をもっていま
す。

第27 条生活水準の確保

⚫子どもは、心やからだのすこやかな成長に必要な生活を
送る権利をもっています。

⚫親（保護者）はそのための第一の責任者ですが、親の力
だけで子どものくらしが守れないときは、国も協力します
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第32 条経済的搾取・有害な労働からの保護

⚫子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受け
られなくなったり、心やからだによくない仕事をさせられた
りしないように守られる権利を持っています

第36 条あらゆる搾取からの保護

⚫国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を
得るようなことから子どもを守らなければなりません
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ケアを必要としている人の状況

⚫ 「幼い」が最も多い

⚫ 次いで「精神疾患（疑い含む）」 「知的障がい」
「高齢（65 歳以上）」 「身体障がい」

「要介護（介護が必要な状態）」 「その他」
「依存症（疑い含む）」 「精神疾患、依存症以外の病気」
「認知症」と続く

⚫ 「その他」の中には、

「外国籍で日本語が不自由」 「きょうだいが多い」
「養育能力が低い（発達障害、知的障害等を含む）」
「ネグレクト」 「多忙」 「病気の後遺症」 「経済困窮」
が挙げられる
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ケア対象者へのケア内容

⚫ 「きょうだいのケア」が最も多く

次いで「食事の世話」 「食事以外の家の中の家事」
「見守り」 「感情面のケア」 「家族の身体介護」
「通院の付き添い」
「家族の身体介護のうち、トイレや入浴の介助」
「通訳」 「金銭管理」 「その他」と続く

⚫ 「その他」の中には、「学校や保育所等への送迎」
「甥、姪等のケア」 「医療ケア」 「事故の予防」
「家計支援」 「手続き関係」が挙げられる

ケア時間（平日１日あたり）

⚫ 中学２年生は平均4.0 時間

⚫ 全日制高校２年生は平均3.8 時間 65



ケアの「キツさ」

⚫ 中学２年生、全日制高校２年生ではともに
「特にキツさは感じていない」が最も多いが
次点として、中学２年生は「時間的余裕がない」が多く
全日制高校２年生は「精神的にきつい」が多い

ヤングケアラーとしての自覚

⚫ 家族の世話をしていると回答した中学２年生、全日制高
校２年生のうち、約15～16%が

「自分はヤングケアラーにあてはまる」
と回答している一方で
「あてはまらない」と回答しているのが約42～47%
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学校や大人に助けてほしいこと、必要な支援

⚫ 中学２年生、全日制高校２年生、定時制高校２年生相当
通信制高校生ともに「特にない」が約４割となっているが
次いで、中学２年生、全日制高校２年生は
「学校の勉強や受験勉強など学習のサポート」
「自由に使える時間が欲しい」
「進路や就職など、将来の相談にのってほしい」
「自分の今の状況について話を聞いてほしい」と続く

⚫ 全日制高校２年生は「家庭への経済的な支援」が他に比
べてやや高い傾向にある
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ヤングケアラーのことをよりよく理解するために①

⚫ ヤングケアラーがおかれている状況が様々であることを
念頭に置き、可能な限りの情報を収集したうえで、本人
や家族の意思を踏まえた支援を行う

⚫ ヤングケアラーがケアをしている対象者の状態などによ
り、支援を行う際に連携を取る関係機関が異なる

⚫ ヤングケアラー支援の特徴の一つとして、本人や家族に
自覚がない状態では、自分からサポートを求めることは
難しい。この特徴をふまえ、本人とその家族の意思を尊
重しながら、本人にとっての選択肢を増やしていく

⚫ 話を聞いてもらう機会や、話を聞いてもらえるという発想
自体を持ち合わせていない可能性も考えながら、本人の
ことを気にかけ、心を開くまで寄り添い、タイミングをみて
話を聞き、本人を支えることが大事
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ヤングケアラーのことをよりよく理解するために②

1. ヤングケアラーは、成長や発達の途中でケアを担うため、年齢に
合わない過度な負担を子ども時代に負った場合、その後の人生に
まで影響を受けることがある

2. 子どもは自分の家庭しか知らずに育つことが多く、客観的な視点も
持ちにくいことから、自分の担う家庭内役割が他と異なることに気
づきにくく、現在の状況が当たり前だと感じていることが少なくない

3. 本人や家族に自覚がない状態では、自分からサポートを求めるこ
とも難しい

4. 家庭のことを知られたくないと思っていることも多い。家族に病気
や障害を抱えた人がいることを恥ずかしいと捉えている場合や口
止めされている場合もあり、家庭のことは隠すべきものと思ってい
ることもある

5. 本人としてはケアをしたくないわけではなく、負担になっていても大
切な家族のために自分からケアをしたいという想いがあることも少
なくない。ケアすることを否定されると自分がしてきたことを否定さ
れたように思ってしまうこともある 69



6. ケアをしている状況について可愛そうと憐れまれることを嫌がる場
合もある。家族をケアすることで優しくなる、責任感が芽生える等
の良い側面もあり、単純に悪いことだと思われたくない

7. ケアを受けている家族を悪く言われたくないと感じている場合も多
く、ヤングケアラーの役割を子どもに担わせているという理由で家
族が責められることで本人も傷つく可能性がある。

8. 信頼できる大人はいないと思っていることもある。大人に助けられ
た経験が少なく、人に頼ろう、相談しようという発想がない場合もあ
る。

9. 家族が時間的、精神的に余裕がないことも多く、本人は話を聞い
てもらう機会が少ない場合もある。

10.大人の役割を担うことで他の子どもと話が合わないことや大人びて
いることがあり、また、現実的に遊ぶ時間がないこともあって、孤独
を感じやすい
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ヤングケアラーの支援では家族の状況に応じた既存の
支援の組み合わせが重要

• ヤングケアラーがおかれている状況や認識は様々であり、検討す
る支援内容も様々。よって、万人に共通する支援の型を決めること
は現実的ではなく、ヤングケアラーに対応できる機関・部署が既存
の支援を組み合わせて、ケースごとにカスタマイズしていくことが
求められる

• 「ヤングケアラーに対して何か特別・特殊な支援をしなければなら
ない」と難しく捉える必要はない。各機関・部署や担当者がそれぞ
れの所掌範囲から少し視野を広げ、それぞれの立場の中でできる
ことは何かを考えてみることが大切であり、既にある支援の組み合
わせが求められる

• だからこそ、複数の関連機関による連携が重要

• ヤングケアラーはどの機関でも把握する可能性があります。したが
って、各機関・部署において、今まで取り組んできた支援ケースの
中にヤングケアラーがいるかもしれないと捉えることが大切
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連携支援十か条

一．ヤングケアラーが生じる背景を理解し、家族を責めることなく、家
族 全体が支援を必要としていることを各機関が理解すること

二．緊急の場合を除いて、ヤングケアラー本人抜きで性急に家庭に支
援を入れようとすることはせず、本人の意思を尊重して支援を進
めることが重要であることを各機関が理解すること

三．ヤングケアラー本人や家族の想いを第一に考え、本人や家族が
希望する支援は何か、利用しやすい支援は何かを、各機関が協
力して検討すること

四．支援開始から切れ目なく、また、ヤングケアラー本人や家族の負
担になるような状況確認が重複することもなく、支援が包括的に行
われることを目指すこと

五．支援を主体的に進める者(機関)は誰か、押しつけ合いをせずに明
らかにすること

六．支援を進める者(機関)も連携体制において協力する者(機関)も、
すべての者(機関)が問題を自分事として捉えること
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連携支援十か条

七．各機関や職種は、それぞれの役割、専門性、視点が異なることを
理解し、共通した目標に向かって協力し合うこと

八．既存の制度やサービスで対応できない場合においても、インフォ
ーマルな手段を含め、あらゆる方法を模索するとともに、必要な支
援や体制の構築に向けて協力すること

九．ヤングケアラー本人や家族が支援を望まない場合でも、意思決定
のためのサポートを忘れずに本人や家族を気にかけ、寄り添うこ
とが重要であることを各機関が理解すること

十. 円滑に効果的に連携した支援を行う事ができるよう、日頃から顔
の見える関係作りを意識すること
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ヤングケアラーに気づくためのポイント

• 「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」（令和３年３月）

世話をしている家族が「いる」と回答した子どもは、

• 中学２年生で約17 人に1人（5.7％）

• 全日制高校２年生で約24 人に1 人（4.1％）

→ケアラーは身近にある課題

■教育・保育（学校、保育所等）

• 本人の健康上に問題がなさそうだが欠席が多い、不登校
である

• 遅刻や早退が多い

• 保健室で過ごしていることが多い

• 提出物が遅れがちになってきた

• 持ち物がそろわなくなってきた
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• しっかりしすぎている

• 優等生でいつも頑張っている

• 子ども同士よりも大人と話が合う

• 周囲の人に気を遣いすぎる

• 服装が乱れている

• 児童・生徒から相談がある

• 家庭訪問時や生活ノート等にケアをしていることが書か
れている

• 保護者が授業参観や保護者面談に来ない

• 幼いきょうだいの送迎をしていることがある
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■高齢者福祉（高齢福祉事業所、地域包括支援センター、自宅等）

■障害福祉（障害福祉サービス事業所、基幹相談支援センター・相談支援事業所、自宅等）

• 家族の介護・介助をしている姿を見かけることがある

• 日常の家事をしている姿を見かけることがある

■生活保護、生活困窮（福祉事務所、生活困窮者自立支援機関、自宅等）

• 家族の介護・介助をしている姿を見かけることがある
（生活保護担当職員による対応時等）

• 家庭訪問時や来所相談時に常に傍にいる

■医療（病院、診療所、自宅等）

• 家族の付き添いをしている姿を見かけることがある（平日
に学校を休んで付き添いをしている場合等）

• 来院時の本人の身なりが整っていない、虫歯が多い

• 家族の介護・介助をしている姿を見かけることがある（往診時等）
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地域

• 学校へ行っているべき時間に、学校以外で姿を見かける
ことがある

• 毎日のようにスーパーで買い物をしている

• 毎日のように洗濯物を干している

• 自治会の集まり等、通常大人が参加する場に子どもだけ
で参加している

• 民生委員・児童委員による訪問時にケアの状況を把握す
る

• 子ども食堂での様子に気になる点がある

就労（勤務先等）

• 生活のために（家庭の事情により）就職している

• 生活のために（家庭の事情により）アルバイトをしている
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その他

• 家族の介護・介助をしている姿を見かけることがある（保
健師による家庭訪問時、物資支援時等）

• ごみ問題の発生

• 家賃不払いにより自宅を退去

• 子どもが親の通訳をしている

• 教育支援センター（適応指導教室）で児童・生徒から家族
のケアに関する相談がある

• 児童家庭支援センター等において、家族のケアを行う子
どもに関する相談がある

→「この子はヤングケアラーなのではないか？」と気になっ

たら、ヤングケアラーに関連するアセスメントシートを用
いて確認してみる
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「ヤングケアラー」の早期発見のためのアセスメントシート 

０．子ども本人の基本情報  初回作成日   年    月   日   

性別   □ 男   □ 女  □ その他（       ）  要対協登録 種別   最終更新日  

年齢   （      ）歳         

 

１．本来守られるべき「子どもの権利」が守られているか  －子どもと関わりのある第三者が、ヤングケアラーの可能性のある子どもを発見するために 
 

①健康に生きる権利  ②教育を受ける権利  ③子どもらしく過ごせる権利 

□ 必要な病院に通院・受診できない、服薬できていない     ★  □ 欠席が多い、不登校                   ★  □ 幼稚園や保育園に通園していない              ★ 

□ 精神的な不安定さがある                  ★  □ 遅刻や早退が多い                    ★  □ 生活のために（家庭の事情により）就職している       ★ 

□ 給食時に過食傾向がみられる（何度もおかわりをする）    ★  □ 保健室で過ごしていることが多い             ★  □ 生活のために（家庭の事情により）アルバイトをしている   ★ 

（その他の気になる点）  □ 学校に行っているべき時間に、学校以外で姿を見かけることがある★  □ 家族の介助をしている姿を見かけることがある        ★ 

□ 表情が乏しい  （その他の気になる点）  □ 家族の付き添いをしている姿を見かけることがある      ★ 

□ 家族に関する不安や悩みを口にしている  □ 授業中の集中力が欠けている、居眠りしていることが多い  □ 幼いきょうだいの送迎をしている姿をみかける        ★ 

□ 将来に対する不安や悩みを口にしている  □ 学力が低下している  （その他の気になる点） 

□ 極端に痩せている、痩せてきた  □ 宿題や持ち物の忘れ物が多い  □  子どもだけの姿をよく見かける 

□ 極端に太っている、太ってきた  □ 保護者の承諾が必要な書類等の提出遅れや提出忘れが多い  □  年齢と比べて情緒的成熟度が高い 

□ 生活リズムが整っていない  □ 学校（部活含む）に必要なものを用意してもらえない  □  ともだちと遊んでいる姿をあまり見かけない 

□ 身だしなみが整っていないことが多い（季節に合わない服装をしている）  □ お弁当を持ってこない、コンビニ等で買ったパンやおにぎりを持ってくることが多い  □  

□ 予防接種を受けていない  □ 部活に入っていない、休みが多い  □  

□ 虫歯が多い  □ 修学旅行や宿泊行事等を欠席する  □  

□   □ 校納金が遅れる。未払い  □  

□   □ クラスメイトとのかかわりが薄い、ひとりでいることが多い  □  

□   □ 高校に在籍していない  □  

 

２．家族の状況 → 「ヤングケアラー」かの確認  ３．ヤングケアラーである子どもの状況  → サポートの実態を確認  ４．子ども本人の認識や意向 → 子ども自身がどう思っているかの確認 
     

①家族構成（同居している家族）  ①子どもがサポートしている相手  ①子ども自身が「ヤングケアラー」であることを認識しているか 

□ 母親 □ 父親  □ 母親 □ 父親  □ 認識している 

□ 祖母 □ 祖父  □ 祖母 □ 祖父  □ 認識していない 

□ きょうだい（       ）人 □ その他（              ）  □ きょうだい □ 家族全体  ②家族の状況やサポートをしていることについて、誰かに話せているか 

②サポートが必要な家族の有無とその状況  □ その他（             ） □   □ 話せている → 誰に：  

□ 特にいない   ②子ども自身がサポートに費やしている時間  □ 話せていない 

□ 高齢 □ 幼いきょうだいが多い  1日  時間程度  ③子ども本人が相談できる、理解してくれていると思える相手がいるか 

□ 障害がある □ 親が多忙  ③家庭内に子ども本人以外にサポートする人がいるか  □ いる → 誰か：  

□ 疾病がある □ 経済的に苦しい  □ いる → 誰か：   □ いない 

□ 精神疾患（疑い含む）がある □ 生活能力・養育力が低い  □ いない  ④子ども本人がどうしたいと思っているか（想い・希望） 

□ 日本語が不自由 □ その他（             ）     

③子どもが行っている家族等へのサポートの内容     

□ 特にしていない      

□ 身体的な介護 □ 生活費の援助     

□ 情緒的な支援※ □ 通院や外出時の同行   ※ 情緒的な支援とは 精神疾患や依存症などの家族の感情的なサポートの他、   

□ きょうだいの世話 □ 金銭管理や事務手続き  自殺企図などの話などを聞かされるなど、子どもにとって過大に負担になることなどを含みます   

□ 家事 □ 服薬管理・投与     

□ 通訳（日本語・手話） □ その他（              ）      

ヤングケアラーとは 

「本来大人が担うと想定されるような家事や家族の世話な

どを日常的に行っている子ども」のことをいいます。 

 

各自治体等で適宜加工しながらご自由にお使いください 



ヤングケアラー本人やその家族が相談しやすい
相談窓口にするための工夫

学校等の所属機関

• 日頃から子どもと接する学校が子どもの悩みを聞く相談窓口となり
また、保護者に対しても保護者面談等の機会を用いて学校が相談
窓口の役割を担う。

• クラス担任や保健室の養護教諭等が、タイミングを見て、いつでも
相談に乗ることを伝え、日常生活の中で気になる生徒にはさりげな
く様子を聞く。

電話・SNS・メール

• 県内在学の高校生、中学生、小学校高学年等を対象としてヤング
ケアラーに関するハンドブックを作成し、冊子の中で子どもが相談
しやすいと考えられる電話SNS・メールの連絡先や子ども食堂、教

育支援センター（適応指導教室）、オンラインサロン等の居場所を
二次元コード等も用いて紹介する。
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ヤングケアラー本人やその家族が相談しやすい
相談窓口にするための工夫

①窓口を一本化する方法

• 社会福祉協議会が実施する「総合相談支援窓口」でヤングケアラー
の相談支援を行う

• 子育て世代包括支援センターがヤングケアラーの相談窓口となり、
各分野との連携を図っている

②多様な相談窓口を用意する方法

• 教育委員会において、多様な相談窓口を設けている。

• 自治体内で児童担当部署、障害担当部署などの分野別の相談窓
口に加え、複数の係が関わる場合は重層的相談窓口でも相談が可
能であり、必要に応じて連携を取っている

■山口県→②（https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/young-carer/160219.html）
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アウトリーチの重要性

• ヤングケアラー本人が、外部に相談する、制度を利用す
る、という認識がない場合も少なくない

• そのため、必要に応じて、福祉、介護、医療、教育などと
いった様々な分野が連携し、アウトリーチを行うことが、
潜在化しがちなヤングケアラーへの支援において重要と
いえる
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本人や家族の意思確認

• 本人や家族が、

「現在の状況をどのように捉えているか」

「支援が必要であると考えているか」

を確認することが重要

• 本人たちが意図しないところで勝手に支援が進められて
しまうといった行き違いを防ぐ

• ヤングケアラーと思われる子どもは何等かの支援を希望
しているが、家族（保護者）としては家族の置かれている
状況を人に言いたくないという場合があるなど、本人と家
族の希望が異なる場合、家族ありきの支援ではなく、ヤ
ングケアラーである子どもを中心とした支援はどのような
ものかを検討することが大切です
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意思を確認する際のポイント

• 虐待と絡むようなやむを得ない場合を除き、あくまで本人
や家族の意思を尊重する

• 必ずしもヤングケアラー本人はケアを止めたいと思って
いるわけではないため、ヤングケアラー本人や家族の

「想いを知る」「寄り添う」「見守るまなざしを向ける」

だけでも、ヤングケアラーやその家族の精神的負担を軽
減する

• ヤングケアラー本人や家族は、当事者同士でこれまで築
いてきた関係性や、家族の中での役割がある

• 家族が子どもに家事等の負担をかけてしまっていること
を申し訳なく思っている場合もある

• 本人や家族を責めるような言い回しにならないよう意識し
想いやプライドを尊重する姿勢は極めて重要 85



緊急性がある場合

① ヤングケアラーと思われる子どもを発見した後は、すぐに
支援につなげる必要があるか否かの判断が求められる

② 「子ども本人や家族の命に危険が及んだり」

「心身に危険が及んだりする可能性」がないか、

「重大な権利侵害」がないか、

などを確認する

③ ②のリスクがあれば速やかに児童相談所、自治体に連
絡を取る

④ →児童相談所による一時保護、自治体による緊急の福

祉サービス導入、入院などの対応が検討される場合も
ある
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初期介入

① 学校に限らず、ヤングケアラーを発見・把握した機関が初期
介入を行い、本人や家族から話を聞くのが望ましい

② 支援に必要なアセスメントを行う

1.ケア内容

2.時間

3.必要なケアの全体像

4.ヤングケアラーが担っている部分

5.ヤングケアラーの生活状況を把握

6.平日と休日のスケジュールを大まかに把握

7.ヤングケアラーの身体的、精神的健康状態を把握

8.「教育を受ける権利」「休み・遊ぶ権利」など子どもの権利
が守られているかを把握

→上記の情報などを踏まえ、支援の必要性について検討
87



③ ヤングケアラー本人の支援をしたとしても、ヤングケアラーの
ケアの負担自体が軽くなるわけではないため、ヤングケアラ
ーが直面する課題に対しては、ケア対象者を含む家族全体
へのアプローチが必要

④ 伴走支援の視点を持つ。家庭の状況は複雑であり、簡単に
解決できるものではないため、単にサービスを提供するだけ
ではなく、ヤングケアラー本人や家族に寄り添い続けていく、
長期的な関わりが必要

⑤ 家庭の状況を周囲に知られたくない場合が少なくない。学校
のクラスメイト等、本人以外の第三者に知られないように話す
等、プライバシーに十分な配慮が必要

⑥ 本人の意思を確認することなく、本人からの相談内容を家族
に伝えることは原則的にしない。本人との関係性れ、本人と
家族の関係性が悪化する危険性もある
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⑦ ヤングケアラーの家庭の状況・情報を、他の関係機関・専門
職に共有することについて、ヤングケアラー本人である子ど
もに同意を取ることは大事な視点。「子どもも意思決定権を持
っている」

⑧ ヤングケアラー本人である子どもの同意を得た後、保護者の
同意を得る

⑨ 子どもの同意が得られない場合は、緊急性等から総合的に
判断して対応を検討

⑩ 「子どもやその家族がヤングケアラーであると自覚すること」
あるいは
「ヤングケアラーであることの課題が認識されること」
が、情報共有に関する合意を得る上で不可欠

⑪ 家庭の課題を解決する中心にいるのは、支援者ではなくヤン
グケアラー本人及びその家族

⑫ ヤングケアラー本人が何を望んでいるのか、気持ちに寄り添
うところから始めてみる 89



連携先
■児童福祉

❶ 要保護児童対策地域協議会（要対協）

構成機関に対して守秘義務を課す

関係機関等に対して資料又は情報の提供、意見の開陳その他必
要な協力を求めることができる

❷ 市区町村の児童福祉部門や家庭児童相談室（家児相）

※要保護児童対策地域協議会の事務局兼任の場合もる

住民に身近な市区町村において、子どもに関する様々な問題に
ついて、家庭その他からの相談に応じ、個々の子どもや家庭に最
も効果的な援助を行う

関係機関とともに家庭訪問等を行い、状況を把握することや、行
政が提供する福祉サービスにつなげる等の役割を担う

❸ 児童相談所

児童福祉法に基づいて設置される行政機関であり、原則18歳未
満の子どもに関する相談について受け付けている 90



❹ 児童家庭支援センター

児童福祉法に基づいた子どもと家庭の専門相談機関。心理療法等
も行う。18 歳までのすべての子どもと、子どもがいる家庭の支援を
目的に、児童福祉施設に併設する形で設置

■教育

➎ 市区町村の教育委員会

都道府県及び市区町村等におかれる合議制の執行機関であり、
生涯学習、教育、文化、スポーツ等の幅広い施策を行う。学校等
から得られた情報を他機関につなぐことや、関係機関とともにケー
ス会議等を行う

SC（スクールソーシャルワーカー）や、SSW（スクールソーシャルワ
ーカー）は、教育委員会に登録され、各学校に派遣される

児童家庭支援センター（児家セン）（24時間受付〉
はるか子どもの相談センター（岩国市）
こども家庭支援センター「清光」(山口市)
子ども家庭支援センター「海北」(防府市)
こども家庭支援センター「ぽけっと」(周南市)
なかべこども家庭支援センター「紙風船」(下関市)
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❻ 学校

• 学校ではヤングケアラーと思われる子どもやそのきょうだ
いと日常的に接する機会がある

• 見守りの他、外部の関係機関との情報共有等を行い、関
係機関と連携して支援につなげた事例あり

• 学校には教員や養護教諭の他、スクールソーシャルワー
カー、スクールカウンセラーが配置（教育委員会から派遣
）されている場合があり、ヤングケアラー支援においても
重要な役割を担う
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負担軽減につながるサービス
■息抜き

⚫ 居場所：子ども食堂、民間の子育て支援拠点、若者交流拠点等

⚫ ケア対象者のレスパイト入院

⚫ 子どものレスパイトを目的とした一時的な保護対応
⚫ 子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ）（本人利用等）

■経験を共感できる人との出会い

⚫ ヤングケアラー同士のピア・サポート

⚫ 家族会（障害等により様々に存在）

⚫ オンラインサロン

■心身のケア

⚫ カウンセリング、養護教諭、学校医による相談

⚫ 医療サービス 93



多子世帯で幼い兄弟の世話をしている場合

⚫ 養育支援訪問サービス（未熟児や多胎児等に対する育児支援・栄養指導等）

⚫ ファミリー・サポート・センターの利用（発達障害のあるきょうだいの登校支援等）

⚫ 保育所の利用調整

⚫ 放課後児童クラブ・児童館の利用調整

⚫ 乳児の一時預かり（保育所等）

⚫ 子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ：幼いきょうだいの利用等）

日常生活の支援

⚫ 家事支援（ファミリー・サポート・センター等）

⚫ 子育て世帯訪問支援臨時特例事業

⚫ 食事の提供（フードバンクの利用、子ども食堂、NPO 法人からの提供、民
生委員・児童委員、自治体、病院等が連携しての提供等）

⚫ 日用品の提供（経済困窮のため）

⚫ 自宅の清掃（関係機関と連携してのごみ屋敷の解消等）

● 制服やカバンの支給 ● 金銭管理支援

● 行政手続きの支援（自立支援関係手続等） 94



学習支援

⚫ 学校（学校と地域が連携して行う活動を含む）

⚫ 社会福祉協議会、家庭児童相談室による支援

⚫ 教育支援センターやフリースクールの利用

⚫ 生活困窮世帯の子ども学習支援

⚫ 進路相談

人生設計を一緒に考える

⚫ キャリアカウンセリング

⚫ 児童家庭支援センターへの相談

⚫ ヤングケアラー同士のピア・サポート（年上の世代との交流）

⚫ 学校の担任への相談

障害がある

⚫ 障害福祉サービス等（居宅介護（家事援助を含む）の利用、通所事業所、施設入所等）

⚫ 訪問看護（精神障害等で医療的支援を必要とする場合）

⚫ 自立支援医療 95



医療的ケア

⚫ 訪問看護を含む医療サービス

⚫ 通院サポート

⚫ レスパイトケアを目的としたショートステイ

経済的支援

⚫ 生活保護受給

⚫ 生活困窮者自立支援機関の支援制度（経済面、居住確保）の活用

⚫ 自治体の補助金の活用

⚫ 社会福祉協議会の総合支援資金の受給

⚫ 教育委員会の就学援助制度の活用

⚫ 奨学金の活用

⚫ 就労支援（家族からの子どもの自立、親の就労支援等）

⚫ 障害年金受給

⚫ 傷病手当金受給 96



日本語通訳

⚫ 行政等の通訳サービス

⚫ 外国語による情報発信

⚫ 翻訳ツールの提供

⚫ 英語の先生、やまぐち外国人総合相談センター、スマホ翻訳など

手話通訳

⚫ 行政等の手話通訳派遣サービス

⚫ 聴覚障害者向けのコミュニケーションツールの提供

生活環境の一新

⚫ 母子生活支援施設への入所

⚫ 里親委託

⚫ 成年後見人手続きの実施
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連携のコツ

⚫ 関係機関・部署の間でヤングケアラーに関する共通理解
が得られていることが重要

⚫ 「どこの機関・部署が主体となって調整を行うか」を決め
ておき、責任の所在を明確にします。

a.ヤングケアラーを最初に把握した機関・部署に主体
を置く

b.ヤングケアラーが支援する対象者（保護者等）を日
頃から支援している機関・部署に主体を置く

c. 主体となる部署を一つに固定せず、ケースによって
主体となる機関・部署を変えている方法もある
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【例】

⚫ 子どものケアは子どもと関わりの深い機関を中心に行い
ケアの対象者には行政サービスを利用する

⚫ 保護者と信頼関係が築けている機関が中心となって様々
な機関とつなげる

⚫ 児童福祉部門の社会福祉士を中心にケースを管理し、
関係機関と役割分担をして支援する。

⚫ 虐待等につながるようなハイリスクなケースの場合は要
保護児童対策地域協議会、子どもに近い距離にいて早
期発見・把握が必要なケースの場合は学校や教育委員
会、支援の引き出しが豊富に必要なケースの場合は地
域包括支援センターや子育て世代包括支援センターとい
うように、ケースによって主体となる機関・部署を変える

⚫ 多機関が連携する際に、機関を横断して情報を集約した
り、サービス利用を調整したり、機関同士の橋渡しができ
るコーディネーターを配置する 99



⚫ スクールソーシャルワーカーが学校と地域福祉の橋渡し
役となって連絡・訪問を行い、学校で行われる不登校や
生徒指導関連の各種会議に出席している

⚫ 精神的に不安定な母親の代わりに家事等を行う子どもが
いる家庭のケース。関係機関の連絡調整を教育委員会
が担い、市の窓口で母親への支援を、学校で生徒への
支援を行った。

⚫ 児童家庭支援センターが中心となり支援の橋渡しや調整
を担い、児童相談所の母親への指導、きょうだいの保育
サービスを担う保育所やファミリー・サポート・センターと
の連携を円滑に進めることができた

⚫ 軽度認知症の父が生活困窮に陥るというケース。地域包
括支援センターを中心にサービス調整を行い、要保護児
童対策地域協議会担当が子どもとやり取りを行って安全
確認を行った
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⚫ 難病を抱える母を介護する子どもがいる家庭のケース。
基幹相談支援センター及び相談支援事業所の相談支援
専門員が支援の中心となり、自宅訪問、各機関との連絡
調整等を行い、子どもの介護負担を減らすための障害福
祉サービスの導入、生活保護担当との情報共有・調整、
その他必要に応じて病院、児童相談所等との支援会議
や連絡調整を行った
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【事例１】

母親に精神障害があり、妹に発達障害があり、生活に必要
なことをヤングケアラーが担っていた

（世帯全員） →状況を把握、世帯全体の支援の調整

【基幹相談支援センター】

（妹）→障害福祉サービス、障害児通所支援を導入

【指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所】

（母）→医療サービス（訪問医療、訪問看護）を提供

【訪問看護ステーション、放課後等デイサービス、居宅介護事業所】

102



【事例２】

母親が入院中で、介護保険サービス未利用の祖父の介護やケアをヤ
ングケアラーが担っていた

（祖父）→介護保険サービスの必要性や制度説明を行い、申請からサ
ービス導入まで速やかに実施 【高齢者担当者】

（母）→介護保険制度や経済的支援制度を説明し、家族の負担軽減に
ついて助言と手続き支援を実施 【医療機関】

（ケアラー）→子どもと面談し、介護負担の現状を把握したうえで、必要
な機関と家族をつなぐ支援を実施 【児童家庭支援センター】

（ケアラー）→子どもの心理面をフォローしつつ、今後の進路選択に向
けた支援を実施 【学校】
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アセスメント

ヤングケアラー
本人に関する
情報

・担っているケアの内容、時間数、時間帯
・平日と休日の大まかなスケジュール
・教育面に関する状況
（通学状況、学習時間、進路相談状況など）
・社会的活動の状況（遊び、部活動など）
・身体的健康状態、精神的健康状態
・今の状況についての認識
・やりたいと思っているができていないこと、
困っていること
・これまでの相談状況 ・支援を受けることの意向

ケアを必要とし
ている家族に関
する情報

・必要なケア内容
・疾患や障害などの状況
・受けている支援内容や時間
・支援機関 ・支援を受けることの意向

その他の家族
に関する情報

・担っているケアの内容
・支援を受けることの意向 104



個人情報の共有に係る取組や考え方の例

⚫学校で発見したヤングケアラーが児童虐待を受けたと思
われる場合、「児童虐待の防止等に関する法律」の通告
義務の観点から、本人等の同意は不要であると判断し、
校長の責任のもと学校から教育委員会へ独自のアセスメ
ントシート（養育放棄、体罰、不登校児童生徒の安否確認
不可など記載）を提出

⚫その後、当該アセスメントシートを要保護児童対策地域協
議会にも提出し、緊急性が高くない場合であっても、要支
援児童として見守りを継続して、緊急性があがった場合に
ケース会議を行う。このように要保護児童対策地域協議
会において取り扱うことで、個人情報含め関係者間で情
報共有を行っている
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個人情報の共有に係る取組や考え方の例

⚫ヤングケアラーのケースに係る情報の取扱いについて、
予め個人情報保護審議会にかけておくなどして、自治体
内で、各関係機関・部署における情報の取扱いルールを
決めておく

⚫児童福祉法第21 条の10 の5 第1 項では、関係機関が支

援を要する児童を把握したときは市区町村への情報提供
に努めることを規定。個人情報保護の例外的な取り扱い
として、「法令に基づく場合」に該当するため、本人の同意
がなくても個人情報保護法違反にはならない

⚫支援が必要なヤングケアラーを把握した場合における市
区町村の情報提供窓口を関係機関に共有しておく
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地域資源の種類と活用方法
民生委員・

児童委員、
主任
児童委員

• 近所に気になる家庭がある場合に情報共有をしてもらう

• 定期的に食料を届けるなどして家庭訪問を行いながら保護者と
の関係を築くことで子どもや家族の状況を把握し、支援を検討
する上で必要となる家庭内の状況を共有してもらう

子どもの居
場所

• 利用者の中に気になる子どもがいる場合に情報共有をしてもら
う家庭での困りごとなど他所では話しにくいようなことでも話せる
ような場所やホッと一息つけるような場所、子どもとしての時間
を確保する場所となってもらう

• 子どもの食事が用意できない家庭に対して、食事を提供したり
お弁当の配達を依頼したりする

フードパント
リー

• 子どもでも簡易に用意できる食事（冷凍食品等）を提供してもら
う

ヤングケア
ラーの親戚
や地域住民

• ヤングケアラーではないかとの思う子どもがいる場合に情報共
有をしてもらう

• ヤングケアラーへの支援に協力してもらう
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見守り・モニタリング

⚫支援計画を検討し、計画に沿って各機関が支援を行います。
仮に公的サービスを導入したとしても、ヤングケアラーがケア
を必要としている本人と同居をしている場合、子どもが担うケ
アがゼロになるということは現実的には考えにくい。また、実質
的なケアを担っていない場合でも心身に負担が生じている場
合もある。そのため、各機関と地域とで連携をしながらヤング
ケアラーを気にかけ、必要に応じて声掛けをするなどの見守り
が必要

⚫現時点では支援を求めていない、もしくは支援につながらなか
ったとしても、必要な時に相談できる、もしくは支援者が状況の
変化に気づくことができるような体制、意識を持つことが望まし
い

⚫ヤングケアラーは、将来的なケア役割を考えて希望する進路
を諦める場合や、家族に余裕がなく進路の相談ができない場
合がある。進路は大変重要なことなので、気にかけ見守る108
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