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介護の担い手 は家族か ら社会へ、 と いう理念の

もとで介護保険制度が始 まって 8年 ,「 介護 とい

う現実の前で、立ち尽 くしている男性が増 えてい

るのを実感 しています。 これか らは企業自身が、

働 き盛 りの人材を介護で離転職 させない仕組み作

りに取 り組 まさるを得 な くなるで しょう」。 こう

警鐘 を鳴 らすの よ、 F遠距離介護』 とい うll■念 を

世に広めた大田差悪子さん。力添厚生労lpl相が主

催す る有説者会議 「安心 と希望の介護 とジ ョン

(米)Jの 委員でもある。
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[この人 に聞 く]

太日さんは199 6年に 「親 と離れて介護をする家

族の会パオ ッコ (20 0 5年に法人化。 httば//w m v

p a o k ( o  o r 9 / ) Jを立ち上 十ザるな ど、 介 護保険市U

度か導入 される以前から介護 高 齢者問題 に取 り

組んできたスペ シャリス トだ。今年 9月 には新書

『老親介護 とお全 ～ ビジネスマンの介護心得～』

(P5参照)を 上梓。介護を 「戦略Jと いうキーワー

ドで解説 し、働いている人 に読みやすい内容が好

評を得 ている。介護する立場  さ れる立場 になる

のはいずれ誰 しも直面するもの。 しかもそれは予

期せめ時にや って くる。親がまだ元気である介謹

予傭軍の人 にこそ読んで欲 しいという。

介講 ・暮らしシャーナリス ト

NPO法 人′ヽオッコーなれて,らす観り,アを考える争
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題る`表面化す る中 さ るH月 2 0国内  「章心 と希望の介護 ビジ ョンJ第 7□ 最ff会議がPT 5催され 2 0 2 5年

の超高齢化社会 を見据 えた介護政策実が示 された。会議では Ⅲ I高齢書自 らが安心 と希望の地域づ くりに

貢献てきる環境づ くり 1 2 )高齢者が 住 み慣れた自宅や地域で住み続 けるための介嚢の質の向上 + 3 1介護

従事者 にとっての安心 と希望の実現一の3点わ`実現すべき 亡ジ ョンとして掲げ られた。

一-1998年 に 『もうす ぐあなたも遠距確介産』 (北斗出版)を 出傾された時、全国か らた くさ

んの反書が寄せ られたそうですが

特に 地 方か ら都会 に出てきて働いている子世代である読者か ら 「私が今 まで してきたの

は遠距離介護 だった とい うことを市内得 しましたJ「 まだ自分の親 は元気だが、 いざという時に

呼び寄せや Uタ ー ン以外 にも選4P月支があることを=0って、心が軽 くな った」 とい うよ うな手

紙を数多 くいただきました。
一般的に 「介護Jと いうと今だに、同居の家族が痕たさりの親を介護 または看護する場面を

ます連想 しがちですよね。 しか し実際の介護の現場は 日 常生活 を送 るのに大 きな支障かない

軽度なものか ら重度まで 実 に様々です。反響が大 きか ったのは 当 時は介謹に対するイメー

ジが今よりもさらに固定化されてお り、「遠PE離介護Jと いう概念が無かったからだと思います。
しか し現実的 には 現 在住んでいる土地 を離れた くない親世代 仕 事や子育 てに追われて U

ターンできない子世代 両 者の間て悩みなが らもそれな りに話 し合いが持たれ 遠 距離介護が

行われていました。遠PE離な らず とも別居介護 というケースも含めての話です。

一―子の主鳩か らみれは、を親を放 つた らか しにしている、 というある種の 「う しろめたきJ

もあり、間囲に自分が 「遠距法介麓Jを しているとは言いづ らい雰□気もあ つたで しょうね

尊長 太 田 差 恵子さん
Ota Saeko
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ひと吉前は、親が居住する地域の役所に出向き、

介護をどうした らよいのか相談 しても、「あなた

の親御さんで しょ。あなたが今の仕事を辞めて故

郷に戻り、親の面倒をみるべさではないんですかJ

と言われるのが常てした。もちろん今では考えら

れませんけどね。

介護は肉体的 。経済的だけてなく精神的な負担

も大きいのです。親との関係はもちろん、兄弟や

親類との関係、そして近所の目。遠『E熊介護なら

ばなおさらです。パオツコの活動は、離れて暮 ら

す親の介護に必要なサービスの情報交換をするだ

けでなく、同じ悩みを抱えている者同士を繋げよ

うという目的もありました。「ひとりの経験はきつ

と誰かの役にたつ」のですから。

一一やはり介壼保険碑庄が始まつてから、介産に

対する志由ぶ大をく変わつたのですね

パオッコの活動に携わつてから12年経過 しまし

たが、2000年に制度が始まったことによつて人々

の意識は劇的に変わりましたね。サービスを利用

することは施 しを受けることではなく、当然であ

るという権和」意識が芽生えました。

一方で 当 時とあまり変わらない意識がありま

す。なぜだかわからないのですが、介護が始まる

前の子世代のなかに、「介護費用は子世代が負担

するものJと 考えている人が少なくないのです。

一一男性 と女性では、その守え方においがありま

すか

特 に男性 は、親か らお金をもらうことに抵抗感

が強いようです。プライ ドの問題もあるのかも し

れません。女性 は害」と気軽 に親か ら受 け取るので

すが (笑)。

私たちが行 つた調査では、実際に介護 に撲わ つ

ている人の約半数が、交通費など何 らかの真用を

親か ら受 け取 つていることがわかりました。私は

講演会で必ずその事実を提示するのですが、「親

から費用をも らっている人は結構いるんですね、

そう聞いて気持ちが楽 になりましたJと いう感想

を持たれる方が実に多いですね。

また、先 日ある30代の既嬉男性 と話をする機会

があったのですが、彼 は両親 と義理の両親双方の

老後を、金銭的な面も含めて自身が面倒をみるつ

もりだとキ ツパ リ言 うのです。 まだ介護が身近 に

感 じられない年齢です し、長男 という立場で資任

感が大変強いせいもあると思 うのですが、 鷺 くと

イ

同時に大変心配になつてしまいました。親を大切

に思うことはもちろん素晴らしいことだと思います。

それ自体は感晴論としては理解できるのですが、

しかし現実論としてはどうなのかなと。50代になり、

住宅ローンを抱 えたまま所得 における子供の教育

費の割合が増 していく頃、 同 じことが言 えるのか

どうか。 雇用環境 にしても 10年後、 ましてや20年

後 に今 と同 じ安定 した職場で働いていられるとい

う保証は、今の時代 どこにもありません じね。

一―近を 『を飼介Eと お金Bの 中でも、「介題負

用は本人手当が基本Jと ハツキリをかれています

親の介護に直面 した時、まず初めにきちんとし

ておかなくてはならない間醸だと思います。親の

薔えはどの くらいあるのか、月々の収入はどれほ

とか、□―ンは残 つていないか、月々の支出は幾

らくらいなのか。親が元気なうちから、聞き出し

てぉくことをお勧め します。ただそのためには、

日頃からコミュニケーシヨンを確保 しておくこと

が前提です。親を心配する気持ちが伝わつていれ

ば、誤解を招 くようなことはないで しよう。

もちろん、親も子も生活黄だけでギリギ リの状

態というケースもあります。極端な話になります

が、生活保護など国の制度を利用すれば、介護費

用は大幅に削減されることも知 っておいて欲 しい

のです。親を介護することによつて、自分や家族

の生活が破たん しては元も子もありません。100

人いれば100通りの介護があるわけで、大事なこ

とは、自分が 「できる範囲」を心がけること。介

護費用は 「いくらかかるか」ではなく、「いくら

かけるかJで す。介護は家族の一大事ですが、感

情論とは違う土俵で着実合理的に進めていける部

分もあると思います。

一―最 とのコミュニケーシヨンがよくとれている

なら、どのような介壼を受けたいか元気なうちに

問いておくことat大切ですね

聞けるならばぜひ聞いておきたいものです。介

護されるというのは、どう生きていくかというこ

と。子とは同唐 したくないという親も増えていま

す。老いた親を都会に呼び寄せた結果、引きこも

りになつてしまつたというケースもよく耳にしま

す。介護の ビジョンは子が勝手に決められるもの

ではありません。親世代と子世代では受けてきた

教育が違うし、生きてきた時代も異なります。ど

ちらの考えが正 しいかではなく、お互いの価値観
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は違うものと受け止めることが大切です。

一一分度を 「プロジェク トJと してとらえ、事前

に準備することで、介度への差然とした不喪は激

るかもしれません

事前に全体像を把握 して心の準備をしておけば、

いざという時に冷静な対処が出来ます。介護は長

期戦。いつまで続 くのか先が見えないことへの不

安が大きいのです。仕事もそう。介護という場面

に直面すると、お金の不安と同時に、これから仕

事を続けられるのかという不安も頭をよぎります。

仕事を辞めれば経済的に困現するのは避けられま

翁 せん し、親を責めて しまい、自己嫌悪に陥ること

もあ ります。「自分のせいだJと して子 にう け目

を感 じて しまう親世代も多いで しょう。 しか し仕

事を辞めないことで、介護か ら離れる時間を確保

できてプラスになる場合もあ ります。 200 7年4月

に労働政策研究 ,研修機構が発表 した調査による

と、「介護 をすることにな ったとさ」 に 「現在の

仕事 を続 けるJと 回答 したの は、 介護経験きが

338 %、 介護未経験者 は473 %と いう結果 にな り

ました。つまり、介護予備軍ほど介護に強い不安

を感 じているということです。

つい最近 あ るEI体の依頼を受けて企業内セ ミ

ナーの講演をしま した。 「働 きるが ら介護 を しよ

う」というテーマを掲け、介護保険制度や介護体

業制度 について理解を深めていたださまし

た。そこの職場では 遠 距離介護をしてい

る男性社員の方が大変多いとの ことで、み

な真剣そのもの。

行政でも様々な介護セ ミナーを開催 して

いるのですが 残 念なが ら平 日の日中に行

われていることが多 く、参加者は女性ばか

り。 フル タイムで働 く男性社員の方には/J

かなか定を運んでもらえません。今後 は、

企業もワーク ラ イフ ・バ ランス (仕事 と

生活の調和)の 取組み として、介護 をしな

が ら働いている社員への支援 に力を入れて

いただきたいと切に願 います。 というよ り

も、重重な人材流出を防くという観点か ら

取 り組 まざるを得なくなるで しょう。

ある会社の男性社員から聞いた話ですが

「遠慮なく介護休業制度を利用させてもらっ

た。 自分は会社から大事にされているJと

感 じ、仕事に対するモチベーションも高まつ

たそうです。時代は 「子育てと仕事の両立J

か ら 「介護 と仕事の両立Jへ 。子育てと同

じく介護も自身の人間物或だけでなく、キャ

リア物或にもつながることを多くの方に矢0っ

ていただけた らと思います。

介護に必要な戦略を指南。
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