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本書は、「これから仕事と介護の両立支援の取組を始めたい」

「仕事と介護の両立支援の取組として何をすればいいのかわか

らない」という企業の経営者・人事担当者を対象に、取組のアイ

ディアとして様々な企業の取組事例、仕事を持ちながら介護をし

ている方の両立事例をご紹介しています。

仕事と介護の両立支援は、先進的な企業でも、本格的に取組が

始まったのは近年のことです。大企業・中小企業を問わず、まだ、

取組を始めていない企業が多い状況にあります。一方で、多くの

中高年従業員が、ひそかにこの問題に悩んでいます。従業員の

ニーズが顕在化していないと思って油断していると、従業員の離

職や心身の不調を招きかねません。

ぜひ、本書を活用し、今から「仕事と介護の両立支援」の取組を

スタートさせてください。

本書の活用について
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本　編 仕事と介護の両立に向けて第１章

第
１
章

本　
編

～現在、あなたは介護を行っていますか？あなたの職場には、介護を行いながら働く上
司や同僚がいますか？～

高齢化が進み、介護を必要とする方が増加しています。これに伴い、ご家族の介護を行う方も増
えてきました。もちろん、ここには男性も含まれます。介護に直面した方の中には、「本当は働き
続けたいが、介護のために離職せざるを得ない」と、仕事を辞める方もみられます。

では、介護を行うようになったら、仕事は続けられないものなのでしょうか。
答えは「NO」です。勤務先の仕事と介護の両立支援制度を利用して働き方を少し変更したり、

介護保険サービスを利用したりすることで、仕事と介護を両立させることは可能です。実際に、フ
ルタイム勤務を続けながら仕事と介護を両立させている方も数多くいます。

～どうしたら「介護をしながら働き続けられる」のでしょうか？～

本事例集では、実際に仕事と介護の両立を実現している８名の方の事例を「【本編】第２章 仕事
と介護の両立モデル：仕事と介護はこうやって両立させる！」にて紹介するとともに、事例からう
かがえる両立のためのポイントを５点にまとめています。現在、介護を行っている・いないに関わ
らず、これらを参考にしながら「仕事と介護の両立イメージ」を持ち、介護離職の不安を払拭して
ください。

また、現在、介護を行っていない方には「事前準備」が必要です。
介護はいつ始まるか分かりません。明日、突然やってくるかもしれないのです。そうであれば介

護がいつ始まっても慌てないように、事前にしっかりと準備しておかなければなりません。
「【本編】第２章」で紹介する仕事と介護の両立を実現している方からは「事前に準備しておくべ

きこと」のアドバイスを受けました。それは以下の２点、すなわち
① 介護保険制度・介護サービスの概要を把握しておくこと
② 介護に直面した時にどこに相談すればよいか、その窓口を知っておくこと
に集約されます。本事例集では、これら①②のポイントを「【資料編】第１章 介護の基礎知識」

に記載しています。
併せて、ご家族の介護を行う方の仕事と介護の両立を支援することを目的とした法律について、

「【資料編】第２章 育児・介護休業法のポイント」としてまとめました。

本事例集を活用することで、介護に直面しても決して慌てずに、かつ、あきらめずに、仕事と介
護の両立を実現させてください。
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