
増大する介護世代を企業として 
どう支援すべきか 
子育てとの両立支援の違いを 

踏まえた取り組みが重要 
  

佐藤博樹 

中大大学大学院戦略経営研究科教授 

(ビジネススクール）＠後楽園キャンパス 

2016年10月12日 

1 



          自己紹介 
（略歴） 1953年東京生まれ。1981年3月一橋大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。 
1981年4月雇用職業総合研究所（現、労働政策研究・研修機構）研究員、1983年7月法政大学大原社会問題

研究所助教授、1987年4月法政大学経営学部助教授、1991年法政大学経営学部教授、1996年8月東京大学社
会科学研究所教授、2015年東京大学名誉教授、2014年10月より現職。 

 
（専門） 人事管理論 
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（兼職） 内閣府・男女共同参画会議議員、内閣府・ワーク･ライフ･バランス推進官民トップ会議委員、経産省・

新ダイバーシティ企業100選運営委員会委員長、厚生労働省・イクメン・プロジェクト顧問、ワーク・ライフ・バラン
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WLB関係
書籍など 
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『仕事と介護の両立のために(DVD）』 



     介護の課題に関する 
  企業の取り組みや社員の現状 
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なぜ仕事と介護の両立支援が企業に求められるのか 

• 親の介護の課題を抱える社員、とりわけ団塊のジュニア世
代で増大することが確実 

   ⇐2025年を過ぎると団塊の世代が、要介護・要支援が増
加しはじめる75歳以上に 

   ⇐介護の課題を抱えた社員は、60歳台前半まで企業に
雇用されることに 

 

•  介護の課題を抱える社員の介護負荷が増大する条件の
存在  

  ⇐兄弟数の減少、共働き世帯の増加、未婚者の増加など 

  ⇐要介護期間の伸長 
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        企業の取り組みの現状 

• 社員の仕事と介護の両立支援の必要性に気が付き、支援に取り
組んでいる企業はまだ少ない 

  ⇐介護休業の取得者が少ないこと 
  ⇐社員の介護ニーズが人事セクションに届いていないこと（介護
ニーズを、会社や人事に伝えていない社員が相当数を占める；伝
えても上司や同僚まで） 
 
• 社員の介護ニーズの存在に気が付いていても、効果的な支援策
がわからない企業や、誤った支援策を行っている企業も少なくな
い    

  ⇐仕事と子育ての両立支援と同じでよいと考えていることや、育
児休業と介護休業の利用目的の相違を理解していないことなどが
多い  
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     介護の課題のある社員の相談先 
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  【現在介護をしている人】 単数回答 n=1,576 
Q:あなたは、ご自分が介護にかかわっていることを、勤務先の方に話したり相談したりしていますか。主に

相談等している方についてお答えください。 

資料： 「仕事と介護の両立支援事業 社内アンケート（事前）」（平成26年度 厚生労働省委託事業）より作成 



          社員の現状 

• 40歳代以降の社員層では、介護の課題を抱えた社員が少なく
ない 

  ⇒男性社員の課題でもある 

 

• 現在、介護の課題に直面していない社員でも、仕事と介護の
両立に不安を抱き、仕事の継続が難しいとて考えている社員
が多い 

 

  ⇒介護不安の背景=仕事と介護の両立の仕方が分からな
い、介護保険制度や勤務先の両立支援制度に関する情報不足
など 
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(注)「介護をしている」とは…日常生活における入浴・着替え・トイレ・移動・食事などの際に何らかの手助けをする場合をいい、介護保険制
度で要介護認定を受けていない人や、自宅外にいる家族の介護も含まれる。ただし、病気などで一時的に寝ている人に対する介護は含まな
い。なお、ふだん介護しているかはっきり決められない場合は、便宜、1年間に30日以上介護をしている場合を「ふだん家族の介護をしてい
る」とする。 

 雇用者に占める介護従事者の割合（平成24年） 
 

9 

8 

9 

資料：総務省「平成24年就業構造基本調査」より作成 
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Sheet1

				40歳未満		40～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70歳以上

		男性		1.0%		2.5%		5.4%		7.4%		7.1%		5.1%		4.0%

		女性		1.6%		4.9%		11.1%		13.0%		10.4%		7.8%		5.9%

		男女の合計の比率		1.3%		3.6%		8.0%		9.8%		8.5%		6.2%		4.8%
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         介護不安の程度 
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【現在介護をしている、将来介護の可能性のある方】 単数回答 n=16,884 

Q:介護することについて、どの程度の不安を感じますか。 

資料： 「仕事と介護の両立支援事業 社内アンケート（事前）」（平成26年度 厚生労働省委託事業）より作成 

32.7% 

37.1% 

24.5% 

2.1% 3.1% 0.5% 非常に不安を感じ

る 
不安を感じる 

少し不安を感じる 

不安を感じない 
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【介護に関して不安を感じる方】 複数回答 n=15,916 

Q:介護に関する不安は、具体的にどのような不安ですか。該当するもの全
てをお選びください。 

資料： 「仕事と介護の両立支援事業 社内アンケート（事前）」（平成26年度 厚生労働省委託事業）より作成 

        介護不安の背景要因 
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Graph1

		公的介護保険制度の仕組みがわからないこと

		介護がいつまで続くかわからず、将来の見通しを立てにくいこと

		仕事を辞めずに介護と仕事を両立するための仕組みがわからないこと

		適切な介護サービスが受けられるかどうかわからないこと

		勤務先の介護にかかわる支援制度がない、もしくはわからないこと

		介護休業などを職場で取得して仕事をしている人がいないこと

		自分が介護休業を取得すると収入が減ること

		代替要員がおらず、介護の為に仕事を休めないこと

		そもそも労働時間が長いこと

		地域での介護に関する相談先がわからないこと

		勤務先に介護にかかわる制度はあっても、利用しにくい雰囲気がある
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不安度

		【事前】 ジゼン

		Ｑ６．介護することについて、どの程度の不安を感じますか。（ＳＡ）n=16884

		合計		不安を感じる－計－		非常に不安を感じる		不安を感じる		少し不安を感じる		不安を感じない		わからない		無回答

		16884		15916		5515		6264		4137		360		522		86

		100.0		9426.7%		32.7%		37.1%		24.5%		2.1%		3.1%		0.5%

																				n=16884

		【事後】 ジゴ

		12648		Ｑ６．介護することについて、どの程度の不安を感じますか。（ＳＡ）n=12648																Ｑ６．介護することについて、どの程度の不安を感じますか。（ＳＡ）

				非常に不安を感じる		不安を感じる		少し不安を感じる		不安を感じない		わからない		無回答						合計

		⑥．社内セミナーの受講の有無																		12648

		はい		1031		1342		994		97		75		17						100.0

		研修を受講した ケンシュウジュコウ		29.0%		37.7%		28.0%		2.7%		2.1%		0.5%				⑥．社内セミナーの受講の有無

		いいえ		2536		3404		2522		202		398		29				はい		3556

		研修を受講していない ケンシュウジュコウ		27.9%		37.4%		27.7%		2.2%		4.4%		0.3%						100.0

		⑦．リーフレットを読んだか																いいえ		9091

		じっくり読んだ		286		312		239		29		12		4						100.0

				32.4		35.4		27.1		3.3		1.4		0.5				⑦．リーフレットを読んだか

		だいたい読んだ		1462		2230		1578		139		151		21				じっくり読んだ		882

				26.2		40.0		28.3		2.5		2.7		0.4						100.0

		読んだn=6463 ヨ		1748.0		2542.0		1817.0		168.0		163.0		25.0				だいたい読んだ		5581

		リーフレットを読んだ ヨ		27.0%		39.3%		28.1%		2.6%		2.5%		0.4%						100.0

		読んでいない		1307		1679		1330		97		226		14				読んでいない		4653

				28.1		36.1		28.6		2.1		4.9		0.3						100.0

		配布されていない		511		524		366		34		84		6				配布されていない		1525

				33.5		34.4		24.0		2.2		5.5		0.4						100.0

		読んでいないn=6178		1818		2203		1696		131		310		20

		リーフレットを読んでいない		29.4%		35.7%		27.5%		2.1%		5.0%		0.3%





不安度

		



事前



仕事継続

		



研修を受講した

研修を受講していない



制度

		



リーフレットを読んだ

リーフレットを読んでいない



不安要因　事後

		【事前】 ジゼン		16884

				Ｑ８．介護をしながら、現在の勤務先で仕事を続けることが出来ると思いますか。（ＳＡ）n=16884

				続けられると思う		続けられないと思う		わからない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		3731		5937		7128		88

				22.1%		35.2%		42.2%		0.5%

		【仕事と介護の両立に関する調査　事後】

				Ｑ８．介護をしながら、現在の勤務先で仕事を続けることができると思いますか。（ＳＡ）														【仕事と介護の両立に関する調査　事後】

				続けられると思う		続けられないと思う		わからない		無回答										Ｑ８．介護をしながら、現在の勤務先で仕事を続けることができると思いますか。（ＳＡ）

																				合計

		＊＊【総数】＊＊		3391		3957		5273		27

				26.8		31.3		41.7		0.2								＊＊【総数】＊＊		12648

		⑥．社内セミナーの受講の有無																100.0

		はい		1266		829		1454		7						⑥．社内セミナーの受講の有無

		研修を受講した ケンシュウジュコウ		35.6%		23.3%		40.9%		0.2%						はい		3556

		いいえ		2125		3128		3818		20								100.0

		研修を受講していない ケンシュウジュコウ		23.4%		34.4%		42.0%		0.2%						いいえ		9091

		⑦．リーフレットを読んだか																		100.0

		じっくり読んだ		392		171		317		2								⑦．リーフレットを読んだか

				44.4		19.4		35.9		0.2								じっくり読んだ		882

		だいたい読んだ		1751		1503		2316		11										100.0

				31.4		26.9		41.5		0.2								だいたい読んだ		5581

		読んだ ヨ		2143.0		1674.0		2633.0		13.0										100.0

		リーフレットを読んだ ヨ		33.2%		25.9%		40.7%		0.2%								読んでいない		4653

		読んでいない		966		1671		2005		11										100.0

				20.8		35.9		43.1		0.2								配布されていない		1525

		配布されていない		281		612		630		2										100.0

				18.4		40.1		41.3		0.1

		読んでいない		1247		2283		2635		13

		リーフレットを読んでいない		20.2%		37.0%		42.7%		0.2%





不安要因　事後

		



リーフレットを読んだ

リーフレットを読んでいない



事前　不安

		



事前



事前　制度の認知度

		



研修を受講した

研修を受講していない



事前　制度の内容

		【事前】 ジゼン

		(N,%)		表 12

		【仕事と介護の両立に関する調査】																						(N,%)		表 12

				Ｑ１２．あなたは、公的介護保険制度のことについてご存知でしたか。知っている内容全てをお選びください。（ＭＡ）																				【仕事と介護の両立に関する調査】

				合計		介護保険のサービスを受けられるのは
原則６５歳以上であること		介護保険サービスを利用した場合の
自己負担割合は原則１割であること		要介護の認定基準には
「要支援」と「要介護」があること		施設サービスを利用した場合の
居住費・食費は原則として全額自己負担		支給限度額を超えて在宅介護ｻｰﾋﾞｽを
利用した場合、超過分は自己負担		介護保険サービスは生活をする上で
最低限のサービスを提供している		上記の中で
知っているものはない		無回答						Ｑ１２．あなたは、公的介護保険制度のことについてご存知でしたか。知っている内容全てをお選びください。（ＭＡ）

																										合計

		＊＊【総数】＊＊		22582		6898		6434		10305		5354		6293		6634		9506		10

				100.0		30.5%		28.5%		45.6%		23.7%		27.9%		29.4%		42.1%		0.0%				＊＊【総数】＊＊		22582

																										100.0

		(N,%)		表 61

		【仕事と介護の両立に関する調査　事後】																						(N,%)		表 61

				Ｑ１２．あなたは、公的介護保険制度のことについてご存知ですか。知っている内容全てをお選びください。（ＭＡ）																				【仕事と介護の両立に関する調査　事後】

				介護保険のサービスを受けられるのは
原則６５歳以上であること		介護保険サービスを利用した場合の
自己負担割合は原則１割であること		要介護の認定基準には
「要支援」と「要介護」があること		施設サービスを利用した場合の
居住費・食費は原則として全額自己負担		支給限度額を超えて在宅介護ｻｰﾋﾞｽを
利用した場合、超過分は自己負担		介護保険サービスは生活をする上で
最低限のサービスを提供している		上記の中で
知っているものはない		無回答						Ｑ１２．あなたは、公的介護保険制度のことについてご存知ですか。知っている内容全てをお選びください。（ＭＡ）

																								合計

		＊＊【総数】＊＊		6720		6079		8621		4605		5053		5276		4933		21

				41.7		37.7		53.4		28.5		31.3		32.7		30.6		0.1				＊＊【総数】＊＊		16132

		⑥．社内セミナーの受講の有無																						100.0

		はい		2530		2363		2817		1551		1741		1789		651		4				⑥．社内セミナーの受講の有無

		研修を受講した ケンシュウジュコウ		60.3%		56.3%		67.1%		37.0%		41.5%		42.6%		15.5%		0.1%				はい		4196

		いいえ		4189		3715		5803		3053		3311		3486		4282		17						100.0

		研修を受講していない ケンシュウジュコウ		35.1%		31.1%		48.6%		25.6%		27.7%		29.2%		35.9%		0.1%				いいえ		11935

		⑦．リーフレットを読んだか																						100.0

		じっくり読んだ		664		612		741		476		527		543		133		0				⑦．リーフレットを読んだか

				64.9		59.8		72.4		46.5		51.5		53.1		13.0		0.0				じっくり読んだ		1023

		だいたい読んだ		3276		2963		3976		2158		2365		2438		1573		7						100.0

				48.0		43.4		58.3		31.6		34.7		35.7		23.1		0.1				だいたい読んだ		6820

		読んだ ヨ		3940.0		3575.0		4717.0		2634.0		2892.0		2981.0		1706.0		7.0				読んだ ヨ		7843.0

		リーフレットを
　　　　　読んだ ヨ		50.2%		45.6%		60.1%		33.6%		36.9%		38.0%		21.8%		0.1%				読んだ ヨ

		読んでいない		2094		1874		2900		1469		1587		1693		2442		10				読んでいない		6249

				33.5		30.0		46.4		23.5		25.4		27.1		39.1		0.2						100.0

		配布されていない		678		621		995		499		570		597		783		2				配布されていない		2025

				33.5		30.7		49.1		24.6		28.1		29.5		38.7		0.1						100.0

		読んでいない ヨ		2772		2495		3895		1968		2157		2290		3225		12				読んでいない ヨ		8274

		リーフレットを
　　読んでいない ヨ		33.5%		30.2%		47.1%		23.8%		26.1%		27.7%		39.0%		0.1%				読んでいない ヨ





事前　制度の内容

		





事前　地域包括支援センター

		



研修を受講した

研修を受講していない



不安程度

		



リーフレットを
　　　　　読んだ

リーフレットを
　　読んでいない



事前　働きかた

		(N,%)		表 56

		【仕事と介護の両立に関する調査　事後】

				Ｑ７．介護に関する不安は、具体的にどのような不安ですか。該当するもの全てをお選びください。（ＭＡ）

				公的介護保険制度の仕組みがわからないこと		介護がいつまで続くかわからず、将来の見通しを立てにくいこと		仕事を辞めずに介護と仕事を両立するための仕組みがわからないこと		適切な介護サービスが受けられるかどうかわからないこと		勤務先の介護にかかわる支援制度がない、もしくはわからないこと		介護休業などを職場で取得して仕事をしている人がいないこと		自分が介護休業を取得すると収入が減ること		代替要員がおらず、介護のために仕事を休めないこと		そもそも労働時間が長いこと		地域での介護に関する相談先がわからないこと		勤務先に介護にかかわる制度はあっても、利用しにくい雰囲気がある		ほかに介護を分担してくれる家族がいないこと		勤務先や職場に介護に関して相談する部署や担当者がないこと		介護と仕事を両立する際に上司の理解が得られないこと		介護と仕事を両立すると、昇進・昇格に影響が出る可能性があること		公的介護保険制度の要介護者となった場合、予想がつかないので不安		その他		無回答

		＊＊【総数】＊＊		5586		5434		3759		4097		3247		4124		4371		3631		2960		2134		3126		2131		1544		1694		1884		4153		679		6

				47.2		45.9		31.8		34.6		27.4		34.9		36.9		30.7		25.0		18.0		26.4		18.0		13.1		14.3		15.9		35.1		5.7		0.1

		⑥．社内セミナーの受講の有無

		はい		1213		1666		621		1025		502		1008		1307		1030		746		437		799		629		251		330		425		1137		216		0

		研修を受講した ケンシュウジュコウ		36.0%		49.5%		18.4%		30.4%		14.9%		29.9%		38.8%		30.6%		22.2%		13.0%		23.7%		18.7%		7.5%		9.8%		12.6%		33.8%		6.4%		0.0%

		いいえ		4373		3768		3137		3072		2745		3115		3064		2601		2214		1697		2327		1501		1293		1364		1459		3016		463		6

		研修を受講していない ケンシュウジュコウ		51.7%		44.5%		37.1%		36.3%		32.4%		36.8%		36.2%		30.7%		26.2%		20.1%		27.5%		17.7%		15.3%		16.1%		17.2%		35.6%		5.5%		0.1%

		⑦．リーフレットを読んだか

		じっくり読んだ		255		417		130		249		85		234		315		238		164		86		164		174		52		78		109		263		60		2

				30.5		49.8		15.5		29.7		10.2		28.0		37.6		28.4		19.6		10.3		19.6		20.8		6.2		9.3		13.0		31.4		7.2		0.2

		だいたい読んだ		2105		2366		1180		1584		960		1657		1856		1498		1148		725		1297		896		436		567		706		1633		315		1

				39.9		44.9		22.4		30.1		18.2		31.4		35.2		28.4		21.8		13.8		24.6		17.0		8.3		10.8		13.4		31.0		6.0		0.0

		読んだ計 ヨケイ		2360.0		2783.0		1310.0		1833.0		1045.0		1891.0		2171.0		1736.0		1312.0		811.0		1461.0		1070.0		488.0		645.0		815.0		1896.0		375.0		3.0

		リーフレットを読んだ ヨ		38.6%		45.6%		21.5%		30.0%		17.1%		31.0%		35.5%		28.4%		21.5%		13.3%		23.9%		17.5%		8.0%		10.6%		13.3%		31.0%		6.1%		0.0%

		読んでいない		2438		1949		1808		1666		1595		1631		1573		1385		1216		965		1198		775		718		711		749		1659		219		1

				56.5		45.2		41.9		38.6		37.0		37.8		36.4		32.1		28.2		22.4		27.8		18.0		16.6		16.5		17.4		38.4		5.1		0.0

		配布されていない		786		701		640		596		607		601		626		508		431		358		465		285		338		337		319		596		85		2

				56.1		50.0		45.7		42.5		43.3		42.9		44.7		36.3		30.8		25.6		33.2		20.3		24.1		24.1		22.8		42.5		6.1		0.1

		読んでいない計 ケイ		3224		2650		2448		2262		2202		2232		2199		1893		1647		1323		1663		1060		1056		1048		1068		2255		304		3

		リーフレットを読んでいない ヨ		56.4%		46.4%		42.8%		39.6%		38.5%		39.0%		38.5%		33.1%		28.8%		23.1%		29.1%		18.5%		18.5%		18.3%		18.7%		39.4%		5.3%		0.1%





事前　働きかた

		



研修を受講した

研修を受講していない



事前　相談

		



リーフレットを読んだ

リーフレットを読んでいない



事前介護休業の認識

		



研修を受講した

研修を受講していない



事前　勤務先支援制度

		



リーフレットを読んだ

リーフレットを読んでいない



残業　仕事継続

		(N,%)		表 7

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ７．介護に関する不安は、具体的にどのような不安ですか。該当するもの全てをお選びください。（ＭＡ）

				合計		公的介護保険制度の仕組みがわからないこと		介護がいつまで続くかわからず、将来の見通しを立てにくいこと		仕事を辞めずに介護と仕事を両立するための仕組みがわからないこと		適切な介護サービスが受けられるかどうかわからないこと		勤務先の介護にかかわる支援制度がない、もしくはわからないこと		介護休業などを職場で取得して仕事をしている人がいないこと		自分が介護休業を取得すると収入が減ること		代替要員がおらず、介護の為に仕事を休めないこと		そもそも労働時間が長いこと		地域での介護に関する相談先がわからないこと		勤務先に介護にかかわる制度はあっても、利用しにくい雰囲気がある		ほかに介護を分担してくれる家族がいないこと		勤務先や職場に介護に関して相談する部署や担当者がないこと		介護と仕事を両立する際に上司の理解が得られないこと		介護と仕事を両立すると、昇進・昇格に影響が出る可能性があること		公的介護保険制度の要介護者となった場合、予想がつかないので不安		その他		無回答

		＊＊【総数】＊＊		15916		8488		8312		7113		6516		6228		5912		5746		5051		4135		3749		3715		3208		2968		2923		2763		6191		989		6

				割合 ワリアイ		53.3%		52.2%		44.7%		40.9%		39.1%		37.1%		36.1%		31.7%		26.0%		23.6%		23.3%		20.2%		18.6%		18.4%		17.4%		0.4%		6.2%		0.0%





残業　仕事継続

		





有給　仕事継続

		





介護経験　男女

		【事前　仕事と介護の両立に関する調査】 ジゼン																				【事前　仕事と介護の両立に関する調査】 ジゼン

				Ｑ１１．あなたは、公的介護保険制度の被保険者ですか（介護保険料を支払っていますか）。（ＳＡ）																				Ｑ１１．あなたは、公的介護保険制度の被保険者ですか（介護保険料を支払っていますか）。（ＳＡ）

				はい		いいえ		わからない		無回答												合計		はい		いいえ		わからない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		8828		6616		7132		6										＊＊【総数】＊＊		22582		8828		6616		7132		6

		全体 ゼンタイ		39.1%		29.3%		31.6%		0.0%												100.0		39.1		29.3		31.6		0.0

		４０歳代		2761		718		1630		0										４０歳代		5109		2761		718		1630		0

		５０歳代		2309		248		511		0										５０歳代		3068		2309		248		511		0

		６０歳以上		417		38		58		0										６０歳以上		513		417		38		58		0

		４０歳代		1666		173		329		0										４０歳代		2168		1666		173		329		0

		５０歳代		815		50		51		1										５０歳代		917		815		50		51		1

		６０歳以上		124		6		2		0										６０歳以上		132		124		6		2		0

		４０歳以上 イジョウ		8092		1233		2581		1										４０歳以上 イジョウ		11907		8092		1233		2581		1

		40歳以上 イジョウ		68.0%		10.4%		21.7%		0.0%														68.0		10.4		21.7		0.0





介護経験　男女

		



全体

40歳以上



現在の介護

		(N,%)		表 37

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１２．あなたは、公的介護保険制度のことについてご存知でしたか。知っている内容全てをお選びください。（ＭＡ）

				介護保険のサービスを受けられるのは
原則６５歳以上であること		介護保険サービスを利用した場合の
自己負担割合は原則１割であること		要介護の認定基準には
「要支援」と「要介護」があること		施設サービスを利用した場合の
居住費・食費は原則として全額自己負担		支給限度額を超えて在宅介護ｻｰﾋﾞｽを
利用した場合、超過分は自己負担		介護保険サービスは生活をする上で
最低限のサービスを提供している		上記の中で
知っているものはない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		6898		6434		10305		5354		6293		6634		9506		10

		全体 ゼンタイ		30.5%		28.5%		45.6%		23.7%		27.9%		29.4%		42.1%		0.0%

		４０歳代		1304		1193		1912		927		1111		1222		2489		0

		５０歳代		1046		1076		1773		903		1126		1214		895		0

		６０歳以上		191		194		320		185		210		233		123		0

		４０歳代		861		796		1342		724		912		954		569		1

		５０歳代		503		520		726		448		573		554		110		1

		６０歳以上		90		95		113		93		98		96		10		0

				3995		3874		6186		3280		4030		4273		4196		2

		４０歳以上 イジョウ		33.6%		32.5%		52.0%		27.5%		33.8%		35.9%		35.2%		0.0%





現在の介護

		



全体

４０歳以上



		(N,%)		表 38																(N,%)		表 38

		【仕事と介護の両立に関する調査】																		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１３．あなたは、地域包括支援センターのことについてご存知でしたか。（ＳＡ）																		Ｑ１３．あなたは、地域包括支援センターのことについてご存知でしたか。（ＳＡ）

				利用したことがあり、
名称も利用方法も知っている		利用したことはないが、名称も聞いたこと
があり利用方法も知っている		名称について聞いたことがあるが、
利用方法は知らない		名称も利用方法も
知らない		無回答						合計		知っている－計－		利用したことがあり、名称も利用方法も知っている		利用したことはないが、名称も聞いたことがあり利用方法も知っている		名称について聞いたことがあるが、利用方法は知らない		名称も利用方法も知らない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		962		1801		5029		14771		19				＊＊【総数】＊＊		22582		7792		962		1801		5029		14771		19

		全体 ゼンタイ		4.3%		8.0%		22.3%		65.4%		0.1%				全体 ゼンタイ		100.0%		34.5%		4.3%		8.0%		22.3%		65.4%		0.1%

		４０歳代		134		206		992		3776		1				４０歳代		5109		1332		134		206		992		3776		1

		５０歳代		260		209		733		1864		2				５０歳代		3068		1202		260		209		733		1864		2

		６０歳以上		50		51		136		276		0				６０歳以上		513		237		50		51		136		276		0

		４０歳代		134		206		992		3776		1				４０歳代		5109		1332		134		206		992		3776		1

		５０歳代		260		209		733		1864		2				５０歳代		3068		1202		260		209		733		1864		2

		６０歳以上		50		51		136		276		0				６０歳以上		513		237		50		51		136		276		0

		40歳以上 サイイジョウ		888		932		3722		11832		6				40歳以上 サイイジョウ		17380		5542		888		932		3722		11832		6

		40歳以上 サイイジョウ		5.1%		5.4%		21.4%		68.1%		0.0%				40歳以上 サイイジョウ		100.0%		31.9%		5.1%		5.4%		21.4%		68.1%		0.0%





		



全体

40歳以上



		(N,%)		表 6

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ６．介護することについて、どの程度の不安を感じますか。（ＳＡ）

				合計		不安を感じる－計－		非常に不安を感じる		不安を感じる		少し不安を感じる		不安を感じない		わからない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		16884		15916		5515		6264		4137		360		522		86

				100.0		94.3		32.7%		37.1%		24.5%		2.1%		3.1%		0.5%





		



事前



		(N,%)		表 10

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１０．あなたが介護することになった場合、どのような働き方が望ましいと思いますか。将来介護することがないと思う方も

				お答えください。（ＳＡ）

				合計		今の仕事を辞めて
介護に専念する		介護が必要な時期は休業制度を利用し
自分が介護をしてその後復帰する		介護休業や介護のための短時間勤務などの
支援制度を利用しつつ、両立		介護の為の支援制度を利用せずに、
年次有給休暇などで対処する		仕事の仕方を
特に変えない		その他		無回答

		＊＊【総数】＊＊		22582		1370		3224		14444		1273		1464		801		6

				100.0		6.1		14.3		64.0		5.6		6.5		3.5		0.0





		





		(N,%)		表 3

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ３．あなたは、ご自分が介護にかかわっていることを、勤務先の方に話したり相談したりしていますか。

				主に相談等している方についてお答えください。（ＳＡ）

				合計		同じ職場の上司		同じ職場の同僚		同じ職場の部下		同じ勤務先だが別の職場の先輩や友人など		勤務先の人事総務の担当者		勤務先の労働組合		勤務先が提供する外部の相談窓口		勤務先で話したり相談したりしている人はいない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		1576		598		368		23		88		24		1		3		459		12

				10000.0%		37.9%		23.4%		1.5%		5.6%		1.5%		0.1%		0.2%		29.1%		0.8%





		





		(N,%)		表 15

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１５．介護休業に対するあなたの考え方をお聞きします。あなたの考えに最も近いものをお選びください。（ＳＡ）

				【Ａ】介護休業期間は主に仕事を続けながら介護をするための体制を構築する期間である

				【Ｂ】介護休業期間は介護に専念するための期間である

				Ａ		どちらかというとＡ		どちらともいえない		どちらかというとＢ		Ｂ		無回答

		＊＊【総数】＊＊		3262		6343		2759		6644		3541		33

				14.4%		28.1%		12.2%		29.4%		15.7%		0.1%





		





		(N,%)		表 14

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１４．あなたの勤務先の介護に関する支援制度について、どの程度知っていますか。（ＳＡ）

				どのような制度があるかは知っており、
内容もおおよそわかる		制度があることは知っているが、
内容はわからない		制度があるかどうか知らない		制度はない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		2178		7326		12386		670		22

				9.6%		32.4%		54.8%		3.0%		0.1%





		





		(N,%)		表 41

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１６．あなたの職場の残業の程度は平均的にみて次のどれにあたりますか。（ＳＡ）

				恒常的に残業がある		週に半分は残業がある		おおむね定時退社している		その他		無回答

		＊＊【総数】＊＊		10031		5269		6396		862		24

				44.4		23.3		28.3		3.8		0.1

		④．介護の課題に直面した時の

		仕事継続の可能性

		続けられると思う		1424		955		1215		135		2

		続けられると思う		38.2%		25.6%		32.6%		3.6%		0.1%

		続けられないと思う		3135		1244		1357		198		3

		続けられないと思う		52.8%		21.0%		22.9%		3.3%		0.1%

		わからない		3029		1767		2018		310		4

		わからない		42.5%		24.8%		28.3%		4.3%		0.1%





		



続けられると思う

続けられないと思う

わからない



		(N,%)		表 42

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１７．あなたの１年間（２０１３年度）の年次有給休暇は希望通りとれましたか。（ＳＡ）

				希望通りとれた		大体希望通りとれた		どちらともいえない		あまり希望通りとれなかった		希望通りとれなかった		無回答

		＊＊【総数】＊＊		5326		6346		4930		2635		3321		24

				23.6		28.1		21.8		11.7		14.7		0.1

		④．介護の課題に直面した時の

		仕事継続の可能性

		続けられると思う		1162		1089		791		353		333		3

		続けられると思う		31.1%		29.2%		21.2%		9.5%		8.9%		0.1%

		続けられないと思う		1073		1546		1268		811		1234		5

		続けられないと思う		18.1%		26.0%		21.4%		13.7%		20.8%		0.1%

		わからない		1574		2216		1594		836		903		5

		わからない		22.1%		31.1%		22.4%		11.7%		12.7%		0.1%





		



続けられると思う

続けられないと思う

わからない



		(N,%)		表 26										(N,%)		表 26

		【仕事と介護の両立に関する調査】												【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１．あなたは介護をした経験がありますか。（ＳＡ）												Ｑ１．あなたは介護をした経験がありますか。（ＳＡ）

				合計		介護をした経験がある		介護をした経験がない		無回答						介護をした経験がある		介護をした経験がない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		22582		4419		18162		1				＊＊【総数】＊＊		4419		18162		1

				100.0		19.6		80.4		0.0						19.6		80.4		0.0

		①．性別×年齢層												①．性別×年齢層

		男性－計－		15406		2624		12782		0				男性－計－		2624		12782		0

				100.0		17.0		83.0		0.0				男性		17.0%		83.0%		0.0%

		２９歳以下		2349		281		2068		0				２９歳以下		281		2068		0%

				100.0		12.0		88.0		0.0						12.0		88.0		0.0

		３０歳代		4365		479		3886		0				３０歳代		479		3886		0

				100.0		11.0		89.0		0.0						11.0		89.0		0.0

		４０歳代		5109		741		4368		0				４０歳代		741		4368		0

				100.0		14.5		85.5		0.0						14.5		85.5		0.0

		５０歳代		3068		914		2154		0				５０歳代		914		2154		0

				100.0		29.8		70.2		0.0						29.8		70.2		0.0

		６０歳以上		513		208		305		0				６０歳以上		208		305		0

				100.0		40.5		59.5		0.0						40.5		59.5		0.0

		女性－計－		7132		1786		5345		1				女性－計－		1786		5345		1

				100.0		25.0		74.9		0.0				女性		25.0%		74.9%		0.0%

		２９歳以下		1779		266		1513		0

				100.0		15.0		85.0		0.0

		３０歳代		2133		397		1736		0

				100.0		18.6		81.4		0.0		(N,%)		表 26

		４０歳代		2168		575		1593		0		【仕事と介護の両立に関する調査】

				100.0		26.5		73.5		0.0				Ｑ１．あなたは介護をした経験がありますか。（ＳＡ）

		５０歳代		917		446		470		1				介護をした経験がある		介護をした経験がない		無回答

				100.0		48.6		51.3		0.1

		６０歳以上		132		101		31		0

				100.0		76.5		23.5		0.0

												＊＊【総数】＊＊		4419		18162		1

														19.6		80.4		0.0						男性 ダンセイ		女性 ジョセイ

												①．性別×年齢層										２９歳以下		281		266

												男性－計－		2624		12782		0				２９歳以下		12.0%		15.0%

														17.0		83.0		0.0				３０歳代		479		397

												２９歳以下		281		2068		0				３０歳代		11.0%		18.6%

												２９歳以下男性 ダンセイ		12.0		88.0		0.0				４０歳代		741		575

												３０歳代		479		3886		0				４０歳代		14.5%		26.5%

												３０歳代男性 ダンセイ		11.0		89.0		0.0				５０歳代		914		446

												４０歳代		741		4368		0				５０歳代		29.8%		48.6%

												４０歳代男性 ダンセイ		14.5		85.5		0.0				６０歳以上		208		101

												５０歳代		914		2154		0				６０歳以上		40.5%		76.5%

												５０歳代男性 ダンセイ		29.8		70.2		0.0

												６０歳以上		208		305		0

												６０歳以上男性 ダンセイ		40.5		59.5		0.0

												女性－計－		1786		5345		1

														25.0		74.9		0.0

												２９歳以下		266		1513		0

												２９歳以下女性 ジョセイ		15.0		85.0		0.0

												３０歳代		397		1736		0

												３０歳代女性 ジョセイ		18.6		81.4		0.0

												４０歳代		575		1593		0

												４０歳代女性 ジョセイ		26.5		73.5		0.0

												５０歳代		446		470		1

												５０歳代女性 ジョセイ		48.6		51.3		0.1

												６０歳以上		101		31		0

												６０歳以上女性 ジョセイ		76.5		23.5		0.0





		



男性

0.0%



		



女性



		



男性

女性



		



介護をした経験がある

介護をした経験がない

無回答



		(N,%)		表 27												(N,%)		表 26										(N,%)		表 27

		【仕事と介護の両立に関する調査】														【仕事と介護の両立に関する調査】												【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ２．あなたは現在も介護をしていますか。（ＳＡ）														Ｑ１．あなたは介護をした経験がありますか。（ＳＡ）												Ｑ２．あなたは現在も介護をしていますか。（ＳＡ）

				合計		現在も介護をしている		現在は介護をしていない		無回答								合計		介護をした経験がある		介護をした経験がない		無回答						合計		現在も介護をしている		現在は介護をしていない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		4419		1576		2842		1						＊＊【総数】＊＊		22582		4419		18162		1				＊＊【総数】＊＊		4419		1576		2842		1

				100.0		35.7		64.3		0.0								100.0		19.6		80.4		0.0						100.0		35.7		64.3		0.0

		①．性別×年齢層														①．性別×年齢層												①．性別×年齢層

		男性－計－		2624		938		1686		0						男性－計－		15406		2624		12782		0				男性－計－		2624		938		1686		0

				100.0		35.7		64.3		0.0								100.0		17.0		83.0		0.0						100.0		35.7		64.3		0.0

		２９歳以下		281		70		211		0						２９歳以下		2349		281		2068		0				２９歳以下		281		70		211		0

				100.0		24.9		75.1		0.0								100.0		12.0		88.0		0.0						100.0		24.9		75.1		0.0

		３０歳代		479		138		341		0						３０歳代		4365		479		3886		0				３０歳代		479		138		341		0

				100.0		28.8		71.2		0.0								100.0		11.0		89.0		0.0						100.0		28.8		71.2		0.0

		４０歳代		741		272		469		0						４０歳代		5109		741		4368		0				４０歳代		741		272		469		0

				100.0		36.7		63.3		0.0								100.0		14.5		85.5		0.0						100.0		36.7		63.3		0.0

		５０歳代		914		371		543		0						５０歳代		3068		914		2154		0				５０歳代		914		371		543		0

				100.0		40.6		59.4		0.0								100.0		29.8		70.2		0.0						100.0		40.6		59.4		0.0

		６０歳以上		208		87		121		0						６０歳以上		513		208		305		0				６０歳以上		208		87		121		0

				100.0		41.8		58.2		0.0								100.0		40.5		59.5		0.0						100.0		41.8		58.2		0.0

		女性－計－		1786		635		1150		1						女性－計－		7132		1786		5345		1				女性－計－		1786		635		1150		1

				100.0		35.6		64.4		0.1								100.0		25.0		74.9		0.0						100.0		35.6		64.4		0.1

		２９歳以下		266		92		174		0						２９歳以下		1779		266		1513		0				２９歳以下		266		92		174		0

				100.0		34.6		65.4		0.0								100.0		15.0		85.0		0.0						100.0		34.6		65.4		0.0

		３０歳代		397		98		299		0						３０歳代		2133		397		1736		0				３０歳代		397		98		299		0

				100.0		24.7		75.3		0.0								100.0		18.6		81.4		0.0						100.0		24.7		75.3		0.0

		４０歳代		575		200		374		1						４０歳代		2168		575		1593		0				４０歳代		575		200		374		1

				100.0		34.8		65.0		0.2								100.0		26.5		73.5		0.0						100.0		34.8		65.0		0.2

		５０歳代		446		199		247		0						５０歳代		917		446		470		1				５０歳代		446		199		247		0

				100.0		44.6		55.4		0.0								100.0		48.6		51.3		0.1						100.0		44.6		55.4		0.0

		６０歳以上		101		45		56		0						６０歳以上		132		101		31		0				６０歳以上		101		45		56		0

				100.0		44.6		55.4		0.0								100.0		76.5		23.5		0.0						100.0		44.6		55.4		0.0

														n=22582		現在も介護をしている				n=22582

				男性 ダンセイ		女性 ジョセイ

		２９歳以下		70		92								＊＊【総数】＊＊		1576				＊＊【総数】＊＊

		２９歳以下		24.9%		34.6%										7.0%						男性 ダンセイ		女性 ジョセイ

		３０歳代		138		98								①．性別×年齢層						①．性別×年齢層

		３０歳代		28.8%		24.7%								男性－計－		938				男性－計－		938		635

		４０歳代		272		200										6.1%						6.1%		8.9%

		４０歳代		36.7%		34.8%								２９歳以下		70				２９歳以下		70		92

		５０歳代		371		199										3.0%				２９歳以下		3.0%		5.2%

		５０歳代		40.6%		44.6%								３０歳代		138				３０歳代		138		98

		６０歳以上		87		45										3.2%				３０歳代		3.2%		4.6%

		６０歳以上		41.8%		44.6%								４０歳代		272				４０歳代		272		200

																5.3%				４０歳代		5.3%		9.2%

														５０歳代		371				５０歳代		371		199

																12.1%				５０歳代		12.1%		21.7%

														６０歳以上		87				６０歳以上		87		45

																17.0%				６０歳以上		17.0%		34.1%

														女性－計－		635

																8.9%

														２９歳以下		92

																5.2%

														３０歳代		98

																4.6%

														４０歳代		200

																9.2%

														５０歳代		199

																21.7%

														６０歳以上		45

																34.1%





		



男性

女性





介護の課題に直面した際の就業継続の可能性 
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【現在介護している、将来介護の可能性がある方】 単数回答 n=16,884 

Q:介護をしながら、現在の勤務先で仕事を続けることができると思いま
すか。 

資料： 「仕事と介護の両立支援事業 社内アンケート（事前）」（平成26年度 厚生労働省委託事業）より作成 


Graph1

		続けられると思う

		続けられないと思う

		わからない

		無回答



事前

0.22097844

0.35163468

0.42217484

0.00521204



不安度

		【事前】 ジゼン

		Ｑ６．介護することについて、どの程度の不安を感じますか。（ＳＡ）n=16884

		合計		不安を感じる－計－		非常に不安を感じる		不安を感じる		少し不安を感じる		不安を感じない		わからない		無回答

		16884		15916		5515		6264		4137		360		522		86

		100.0		9426.7%		32.7%		37.1%		24.5%		2.1%		3.1%		0.5%

																				n=16884

		【事後】 ジゴ

		12648		Ｑ６．介護することについて、どの程度の不安を感じますか。（ＳＡ）n=12648																Ｑ６．介護することについて、どの程度の不安を感じますか。（ＳＡ）

				非常に不安を感じる		不安を感じる		少し不安を感じる		不安を感じない		わからない		無回答						合計

		⑥．社内セミナーの受講の有無																		12648

		はい		1031		1342		994		97		75		17						100.0

		研修を受講した ケンシュウジュコウ		29.0%		37.7%		28.0%		2.7%		2.1%		0.5%				⑥．社内セミナーの受講の有無

		いいえ		2536		3404		2522		202		398		29				はい		3556

		研修を受講していない ケンシュウジュコウ		27.9%		37.4%		27.7%		2.2%		4.4%		0.3%						100.0

		⑦．リーフレットを読んだか																いいえ		9091

		じっくり読んだ		286		312		239		29		12		4						100.0

				32.4		35.4		27.1		3.3		1.4		0.5				⑦．リーフレットを読んだか

		だいたい読んだ		1462		2230		1578		139		151		21				じっくり読んだ		882

				26.2		40.0		28.3		2.5		2.7		0.4						100.0

		読んだn=6463 ヨ		1748.0		2542.0		1817.0		168.0		163.0		25.0				だいたい読んだ		5581

		リーフレットを読んだ ヨ		27.0%		39.3%		28.1%		2.6%		2.5%		0.4%						100.0

		読んでいない		1307		1679		1330		97		226		14				読んでいない		4653

				28.1		36.1		28.6		2.1		4.9		0.3						100.0

		配布されていない		511		524		366		34		84		6				配布されていない		1525

				33.5		34.4		24.0		2.2		5.5		0.4						100.0

		読んでいないn=6178		1818		2203		1696		131		310		20

		リーフレットを読んでいない		29.4%		35.7%		27.5%		2.1%		5.0%		0.3%





不安度

		



事前



仕事継続

		



研修を受講した

研修を受講していない



制度

		



リーフレットを読んだ

リーフレットを読んでいない



不安要因　事後

		【事前】 ジゼン		16884

				Ｑ８．介護をしながら、現在の勤務先で仕事を続けることが出来ると思いますか。（ＳＡ）n=16884

				続けられると思う		続けられないと思う		わからない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		3731		5937		7128		88

				22.1%		35.2%		42.2%		0.5%

		【仕事と介護の両立に関する調査　事後】

				Ｑ８．介護をしながら、現在の勤務先で仕事を続けることができると思いますか。（ＳＡ）														【仕事と介護の両立に関する調査　事後】

				続けられると思う		続けられないと思う		わからない		無回答										Ｑ８．介護をしながら、現在の勤務先で仕事を続けることができると思いますか。（ＳＡ）

																				合計

		＊＊【総数】＊＊		3391		3957		5273		27

				26.8		31.3		41.7		0.2								＊＊【総数】＊＊		12648

		⑥．社内セミナーの受講の有無																100.0

		はい		1266		829		1454		7						⑥．社内セミナーの受講の有無

		研修を受講した ケンシュウジュコウ		35.6%		23.3%		40.9%		0.2%						はい		3556

		いいえ		2125		3128		3818		20								100.0

		研修を受講していない ケンシュウジュコウ		23.4%		34.4%		42.0%		0.2%						いいえ		9091

		⑦．リーフレットを読んだか																		100.0

		じっくり読んだ		392		171		317		2								⑦．リーフレットを読んだか

				44.4		19.4		35.9		0.2								じっくり読んだ		882

		だいたい読んだ		1751		1503		2316		11										100.0

				31.4		26.9		41.5		0.2								だいたい読んだ		5581

		読んだ ヨ		2143.0		1674.0		2633.0		13.0										100.0

		リーフレットを読んだ ヨ		33.2%		25.9%		40.7%		0.2%								読んでいない		4653

		読んでいない		966		1671		2005		11										100.0

				20.8		35.9		43.1		0.2								配布されていない		1525

		配布されていない		281		612		630		2										100.0

				18.4		40.1		41.3		0.1

		読んでいない		1247		2283		2635		13

		リーフレットを読んでいない		20.2%		37.0%		42.7%		0.2%





不安要因　事後

		



リーフレットを読んだ

リーフレットを読んでいない



事前　不安

		



事前



事前　制度の認知度

		



研修を受講した

研修を受講していない



事前　制度の内容

		【事前】 ジゼン

		(N,%)		表 12

		【仕事と介護の両立に関する調査】																						(N,%)		表 12

				Ｑ１２．あなたは、公的介護保険制度のことについてご存知でしたか。知っている内容全てをお選びください。（ＭＡ）																				【仕事と介護の両立に関する調査】

				合計		介護保険のサービスを受けられるのは
原則６５歳以上であること		介護保険サービスを利用した場合の
自己負担割合は原則１割であること		要介護の認定基準には
「要支援」と「要介護」があること		施設サービスを利用した場合の
居住費・食費は原則として全額自己負担		支給限度額を超えて在宅介護ｻｰﾋﾞｽを
利用した場合、超過分は自己負担		介護保険サービスは生活をする上で
最低限のサービスを提供している		上記の中で
知っているものはない		無回答						Ｑ１２．あなたは、公的介護保険制度のことについてご存知でしたか。知っている内容全てをお選びください。（ＭＡ）

																										合計

		＊＊【総数】＊＊		22582		6898		6434		10305		5354		6293		6634		9506		10

				100.0		30.5%		28.5%		45.6%		23.7%		27.9%		29.4%		42.1%		0.0%				＊＊【総数】＊＊		22582

																										100.0

		(N,%)		表 61

		【仕事と介護の両立に関する調査　事後】																						(N,%)		表 61

				Ｑ１２．あなたは、公的介護保険制度のことについてご存知ですか。知っている内容全てをお選びください。（ＭＡ）																				【仕事と介護の両立に関する調査　事後】

				介護保険のサービスを受けられるのは
原則６５歳以上であること		介護保険サービスを利用した場合の
自己負担割合は原則１割であること		要介護の認定基準には
「要支援」と「要介護」があること		施設サービスを利用した場合の
居住費・食費は原則として全額自己負担		支給限度額を超えて在宅介護ｻｰﾋﾞｽを
利用した場合、超過分は自己負担		介護保険サービスは生活をする上で
最低限のサービスを提供している		上記の中で
知っているものはない		無回答						Ｑ１２．あなたは、公的介護保険制度のことについてご存知ですか。知っている内容全てをお選びください。（ＭＡ）

																								合計

		＊＊【総数】＊＊		6720		6079		8621		4605		5053		5276		4933		21

				41.7		37.7		53.4		28.5		31.3		32.7		30.6		0.1				＊＊【総数】＊＊		16132

		⑥．社内セミナーの受講の有無																						100.0

		はい		2530		2363		2817		1551		1741		1789		651		4				⑥．社内セミナーの受講の有無

		研修を受講した ケンシュウジュコウ		60.3%		56.3%		67.1%		37.0%		41.5%		42.6%		15.5%		0.1%				はい		4196

		いいえ		4189		3715		5803		3053		3311		3486		4282		17						100.0

		研修を受講していない ケンシュウジュコウ		35.1%		31.1%		48.6%		25.6%		27.7%		29.2%		35.9%		0.1%				いいえ		11935

		⑦．リーフレットを読んだか																						100.0

		じっくり読んだ		664		612		741		476		527		543		133		0				⑦．リーフレットを読んだか

				64.9		59.8		72.4		46.5		51.5		53.1		13.0		0.0				じっくり読んだ		1023

		だいたい読んだ		3276		2963		3976		2158		2365		2438		1573		7						100.0

				48.0		43.4		58.3		31.6		34.7		35.7		23.1		0.1				だいたい読んだ		6820

		読んだ ヨ		3940.0		3575.0		4717.0		2634.0		2892.0		2981.0		1706.0		7.0				読んだ ヨ		7843.0

		リーフレットを
　　　　　読んだ ヨ		50.2%		45.6%		60.1%		33.6%		36.9%		38.0%		21.8%		0.1%				読んだ ヨ

		読んでいない		2094		1874		2900		1469		1587		1693		2442		10				読んでいない		6249

				33.5		30.0		46.4		23.5		25.4		27.1		39.1		0.2						100.0

		配布されていない		678		621		995		499		570		597		783		2				配布されていない		2025

				33.5		30.7		49.1		24.6		28.1		29.5		38.7		0.1						100.0

		読んでいない ヨ		2772		2495		3895		1968		2157		2290		3225		12				読んでいない ヨ		8274

		リーフレットを
　　読んでいない ヨ		33.5%		30.2%		47.1%		23.8%		26.1%		27.7%		39.0%		0.1%				読んでいない ヨ





事前　制度の内容

		





事前　地域包括支援センター

		



研修を受講した

研修を受講していない



不安程度

		



リーフレットを
　　　　　読んだ

リーフレットを
　　読んでいない



事前　働きかた

		(N,%)		表 56

		【仕事と介護の両立に関する調査　事後】

				Ｑ７．介護に関する不安は、具体的にどのような不安ですか。該当するもの全てをお選びください。（ＭＡ）

				公的介護保険制度の仕組みがわからないこと		介護がいつまで続くかわからず、将来の見通しを立てにくいこと		仕事を辞めずに介護と仕事を両立するための仕組みがわからないこと		適切な介護サービスが受けられるかどうかわからないこと		勤務先の介護にかかわる支援制度がない、もしくはわからないこと		介護休業などを職場で取得して仕事をしている人がいないこと		自分が介護休業を取得すると収入が減ること		代替要員がおらず、介護のために仕事を休めないこと		そもそも労働時間が長いこと		地域での介護に関する相談先がわからないこと		勤務先に介護にかかわる制度はあっても、利用しにくい雰囲気がある		ほかに介護を分担してくれる家族がいないこと		勤務先や職場に介護に関して相談する部署や担当者がないこと		介護と仕事を両立する際に上司の理解が得られないこと		介護と仕事を両立すると、昇進・昇格に影響が出る可能性があること		公的介護保険制度の要介護者となった場合、予想がつかないので不安		その他		無回答

		＊＊【総数】＊＊		5586		5434		3759		4097		3247		4124		4371		3631		2960		2134		3126		2131		1544		1694		1884		4153		679		6

				47.2		45.9		31.8		34.6		27.4		34.9		36.9		30.7		25.0		18.0		26.4		18.0		13.1		14.3		15.9		35.1		5.7		0.1

		⑥．社内セミナーの受講の有無

		はい		1213		1666		621		1025		502		1008		1307		1030		746		437		799		629		251		330		425		1137		216		0

		研修を受講した ケンシュウジュコウ		36.0%		49.5%		18.4%		30.4%		14.9%		29.9%		38.8%		30.6%		22.2%		13.0%		23.7%		18.7%		7.5%		9.8%		12.6%		33.8%		6.4%		0.0%

		いいえ		4373		3768		3137		3072		2745		3115		3064		2601		2214		1697		2327		1501		1293		1364		1459		3016		463		6

		研修を受講していない ケンシュウジュコウ		51.7%		44.5%		37.1%		36.3%		32.4%		36.8%		36.2%		30.7%		26.2%		20.1%		27.5%		17.7%		15.3%		16.1%		17.2%		35.6%		5.5%		0.1%

		⑦．リーフレットを読んだか

		じっくり読んだ		255		417		130		249		85		234		315		238		164		86		164		174		52		78		109		263		60		2

				30.5		49.8		15.5		29.7		10.2		28.0		37.6		28.4		19.6		10.3		19.6		20.8		6.2		9.3		13.0		31.4		7.2		0.2

		だいたい読んだ		2105		2366		1180		1584		960		1657		1856		1498		1148		725		1297		896		436		567		706		1633		315		1

				39.9		44.9		22.4		30.1		18.2		31.4		35.2		28.4		21.8		13.8		24.6		17.0		8.3		10.8		13.4		31.0		6.0		0.0

		読んだ計 ヨケイ		2360.0		2783.0		1310.0		1833.0		1045.0		1891.0		2171.0		1736.0		1312.0		811.0		1461.0		1070.0		488.0		645.0		815.0		1896.0		375.0		3.0

		リーフレットを読んだ ヨ		38.6%		45.6%		21.5%		30.0%		17.1%		31.0%		35.5%		28.4%		21.5%		13.3%		23.9%		17.5%		8.0%		10.6%		13.3%		31.0%		6.1%		0.0%

		読んでいない		2438		1949		1808		1666		1595		1631		1573		1385		1216		965		1198		775		718		711		749		1659		219		1

				56.5		45.2		41.9		38.6		37.0		37.8		36.4		32.1		28.2		22.4		27.8		18.0		16.6		16.5		17.4		38.4		5.1		0.0

		配布されていない		786		701		640		596		607		601		626		508		431		358		465		285		338		337		319		596		85		2

				56.1		50.0		45.7		42.5		43.3		42.9		44.7		36.3		30.8		25.6		33.2		20.3		24.1		24.1		22.8		42.5		6.1		0.1

		読んでいない計 ケイ		3224		2650		2448		2262		2202		2232		2199		1893		1647		1323		1663		1060		1056		1048		1068		2255		304		3

		リーフレットを読んでいない ヨ		56.4%		46.4%		42.8%		39.6%		38.5%		39.0%		38.5%		33.1%		28.8%		23.1%		29.1%		18.5%		18.5%		18.3%		18.7%		39.4%		5.3%		0.1%





事前　働きかた

		



研修を受講した

研修を受講していない



事前　相談

		



リーフレットを読んだ

リーフレットを読んでいない



事前介護休業の認識

		



研修を受講した

研修を受講していない



事前　勤務先支援制度

		



リーフレットを読んだ

リーフレットを読んでいない



残業　仕事継続

		(N,%)		表 7

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ７．介護に関する不安は、具体的にどのような不安ですか。該当するもの全てをお選びください。（ＭＡ）

				合計		公的介護保険制度の仕組みがわからないこと		介護がいつまで続くかわからず、将来の見通しを立てにくいこと		仕事を辞めずに介護と仕事を両立するための仕組みがわからないこと		適切な介護サービスが受けられるかどうかわからないこと		勤務先の介護にかかわる支援制度がない、もしくはわからないこと		介護休業などを職場で取得して仕事をしている人がいないこと		自分が介護休業を取得すると収入が減ること		代替要員がおらず、介護の為に仕事を休めないこと		そもそも労働時間が長いこと		地域での介護に関する相談先がわからないこと		勤務先に介護にかかわる制度はあっても、利用しにくい雰囲気がある		ほかに介護を分担してくれる家族がいないこと		勤務先や職場に介護に関して相談する部署や担当者がないこと		介護と仕事を両立する際に上司の理解が得られないこと		介護と仕事を両立すると、昇進・昇格に影響が出る可能性があること		公的介護保険制度の要介護者となった場合、予想がつかないので不安		その他		無回答

		＊＊【総数】＊＊		15916		8488		8312		7113		6516		6228		5912		5746		5051		4135		3749		3715		3208		2968		2923		2763		6191		989		6

				割合 ワリアイ		53.3%		52.2%		44.7%		40.9%		39.1%		37.1%		36.1%		31.7%		26.0%		23.6%		23.3%		20.2%		18.6%		18.4%		17.4%		0.4%		6.2%		0.0%





残業　仕事継続

		





有給　仕事継続

		





介護経験　男女

		【事前　仕事と介護の両立に関する調査】 ジゼン																				【事前　仕事と介護の両立に関する調査】 ジゼン

				Ｑ１１．あなたは、公的介護保険制度の被保険者ですか（介護保険料を支払っていますか）。（ＳＡ）																				Ｑ１１．あなたは、公的介護保険制度の被保険者ですか（介護保険料を支払っていますか）。（ＳＡ）

				はい		いいえ		わからない		無回答												合計		はい		いいえ		わからない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		8828		6616		7132		6										＊＊【総数】＊＊		22582		8828		6616		7132		6

		全体 ゼンタイ		39.1%		29.3%		31.6%		0.0%												100.0		39.1		29.3		31.6		0.0

		４０歳代		2761		718		1630		0										４０歳代		5109		2761		718		1630		0

		５０歳代		2309		248		511		0										５０歳代		3068		2309		248		511		0

		６０歳以上		417		38		58		0										６０歳以上		513		417		38		58		0

		４０歳代		1666		173		329		0										４０歳代		2168		1666		173		329		0

		５０歳代		815		50		51		1										５０歳代		917		815		50		51		1

		６０歳以上		124		6		2		0										６０歳以上		132		124		6		2		0

		４０歳以上 イジョウ		8092		1233		2581		1										４０歳以上 イジョウ		11907		8092		1233		2581		1

		40歳以上 イジョウ		68.0%		10.4%		21.7%		0.0%														68.0		10.4		21.7		0.0





介護経験　男女

		



全体

40歳以上



現在の介護

		(N,%)		表 37

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１２．あなたは、公的介護保険制度のことについてご存知でしたか。知っている内容全てをお選びください。（ＭＡ）

				介護保険のサービスを受けられるのは
原則６５歳以上であること		介護保険サービスを利用した場合の
自己負担割合は原則１割であること		要介護の認定基準には
「要支援」と「要介護」があること		施設サービスを利用した場合の
居住費・食費は原則として全額自己負担		支給限度額を超えて在宅介護ｻｰﾋﾞｽを
利用した場合、超過分は自己負担		介護保険サービスは生活をする上で
最低限のサービスを提供している		上記の中で
知っているものはない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		6898		6434		10305		5354		6293		6634		9506		10

		全体 ゼンタイ		30.5%		28.5%		45.6%		23.7%		27.9%		29.4%		42.1%		0.0%

		４０歳代		1304		1193		1912		927		1111		1222		2489		0

		５０歳代		1046		1076		1773		903		1126		1214		895		0

		６０歳以上		191		194		320		185		210		233		123		0

		４０歳代		861		796		1342		724		912		954		569		1

		５０歳代		503		520		726		448		573		554		110		1

		６０歳以上		90		95		113		93		98		96		10		0

				3995		3874		6186		3280		4030		4273		4196		2

		４０歳以上 イジョウ		33.6%		32.5%		52.0%		27.5%		33.8%		35.9%		35.2%		0.0%





現在の介護

		



全体

４０歳以上



Sheet1

		(N,%)		表 38																(N,%)		表 38

		【仕事と介護の両立に関する調査】																		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１３．あなたは、地域包括支援センターのことについてご存知でしたか。（ＳＡ）																		Ｑ１３．あなたは、地域包括支援センターのことについてご存知でしたか。（ＳＡ）

				利用したことがあり、
名称も利用方法も知っている		利用したことはないが、名称も聞いたこと
があり利用方法も知っている		名称について聞いたことがあるが、
利用方法は知らない		名称も利用方法も
知らない		無回答						合計		知っている－計－		利用したことがあり、名称も利用方法も知っている		利用したことはないが、名称も聞いたことがあり利用方法も知っている		名称について聞いたことがあるが、利用方法は知らない		名称も利用方法も知らない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		962		1801		5029		14771		19				＊＊【総数】＊＊		22582		7792		962		1801		5029		14771		19

		全体 ゼンタイ		4.3%		8.0%		22.3%		65.4%		0.1%				全体 ゼンタイ		100.0%		34.5%		4.3%		8.0%		22.3%		65.4%		0.1%

		４０歳代		134		206		992		3776		1				４０歳代		5109		1332		134		206		992		3776		1

		５０歳代		260		209		733		1864		2				５０歳代		3068		1202		260		209		733		1864		2

		６０歳以上		50		51		136		276		0				６０歳以上		513		237		50		51		136		276		0

		４０歳代		134		206		992		3776		1				４０歳代		5109		1332		134		206		992		3776		1

		５０歳代		260		209		733		1864		2				５０歳代		3068		1202		260		209		733		1864		2

		６０歳以上		50		51		136		276		0				６０歳以上		513		237		50		51		136		276		0

		40歳以上 サイイジョウ		888		932		3722		11832		6				40歳以上 サイイジョウ		17380		5542		888		932		3722		11832		6

		40歳以上 サイイジョウ		5.1%		5.4%		21.4%		68.1%		0.0%				40歳以上 サイイジョウ		100.0%		31.9%		5.1%		5.4%		21.4%		68.1%		0.0%





Sheet1

		



全体

40歳以上



		(N,%)		表 6

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ６．介護することについて、どの程度の不安を感じますか。（ＳＡ）

				合計		不安を感じる－計－		非常に不安を感じる		不安を感じる		少し不安を感じる		不安を感じない		わからない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		16884		15916		5515		6264		4137		360		522		86

				100.0		94.3		32.7%		37.1%		24.5%		2.1%		3.1%		0.5%





		



事前



		(N,%)		表 10

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１０．あなたが介護することになった場合、どのような働き方が望ましいと思いますか。将来介護することがないと思う方も

				お答えください。（ＳＡ）

				合計		今の仕事を辞めて
介護に専念する		介護が必要な時期は休業制度を利用し
自分が介護をしてその後復帰する		介護休業や介護のための短時間勤務などの
支援制度を利用しつつ、両立		介護の為の支援制度を利用せずに、
年次有給休暇などで対処する		仕事の仕方を
特に変えない		その他		無回答

		＊＊【総数】＊＊		22582		1370		3224		14444		1273		1464		801		6

				100.0		6.1		14.3		64.0		5.6		6.5		3.5		0.0





		





		(N,%)		表 3

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ３．あなたは、ご自分が介護にかかわっていることを、勤務先の方に話したり相談したりしていますか。

				主に相談等している方についてお答えください。（ＳＡ）

				合計		同じ職場の上司		同じ職場の同僚		同じ職場の部下		同じ勤務先だが別の職場の先輩や友人など		勤務先の人事総務の担当者		勤務先の労働組合		勤務先が提供する外部の相談窓口		勤務先で話したり相談したりしている人はいない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		1576		598		368		23		88		24		1		3		459		12

				10000.0%		37.9%		23.4%		1.5%		5.6%		1.5%		0.1%		0.2%		29.1%		0.8%





		





		(N,%)		表 15

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１５．介護休業に対するあなたの考え方をお聞きします。あなたの考えに最も近いものをお選びください。（ＳＡ）

				【Ａ】介護休業期間は主に仕事を続けながら介護をするための体制を構築する期間である

				【Ｂ】介護休業期間は介護に専念するための期間である

				Ａ		どちらかというとＡ		どちらともいえない		どちらかというとＢ		Ｂ		無回答

		＊＊【総数】＊＊		3262		6343		2759		6644		3541		33

				14.4%		28.1%		12.2%		29.4%		15.7%		0.1%





		





		(N,%)		表 14

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１４．あなたの勤務先の介護に関する支援制度について、どの程度知っていますか。（ＳＡ）

				どのような制度があるかは知っており、
内容もおおよそわかる		制度があることは知っているが、
内容はわからない		制度があるかどうか知らない		制度はない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		2178		7326		12386		670		22

				9.6%		32.4%		54.8%		3.0%		0.1%

				どのような制度があるかは知っており、
内容もおおよそわかる		制度があることは知っているが、
内容はわからない		制度があるかどうか知らない		制度はない		無回答

				9.6%		32.4%		54.8%		3.0%		0.1%





		





		(N,%)		表 41

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１６．あなたの職場の残業の程度は平均的にみて次のどれにあたりますか。（ＳＡ）

				恒常的に残業がある		週に半分は残業がある		おおむね定時退社している		その他		無回答

		＊＊【総数】＊＊		10031		5269		6396		862		24

				44.4		23.3		28.3		3.8		0.1

		④．介護の課題に直面した時の

		仕事継続の可能性

		続けられると思う		1424		955		1215		135		2

		続けられると思う		38.2%		25.6%		32.6%		3.6%		0.1%

		続けられないと思う		3135		1244		1357		198		3

		続けられないと思う		52.8%		21.0%		22.9%		3.3%		0.1%

		わからない		3029		1767		2018		310		4

		わからない		42.5%		24.8%		28.3%		4.3%		0.1%





		



続けられると思う

続けられないと思う

わからない



		(N,%)		表 42

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１７．あなたの１年間（２０１３年度）の年次有給休暇は希望通りとれましたか。（ＳＡ）

				希望通りとれた		大体希望通りとれた		どちらともいえない		あまり希望通りとれなかった		希望通りとれなかった		無回答

		＊＊【総数】＊＊		5326		6346		4930		2635		3321		24

				23.6		28.1		21.8		11.7		14.7		0.1

		④．介護の課題に直面した時の

		仕事継続の可能性

		続けられると思う		1162		1089		791		353		333		3

		続けられると思う		31.1%		29.2%		21.2%		9.5%		8.9%		0.1%

		続けられないと思う		1073		1546		1268		811		1234		5

		続けられないと思う		18.1%		26.0%		21.4%		13.7%		20.8%		0.1%

		わからない		1574		2216		1594		836		903		5

		わからない		22.1%		31.1%		22.4%		11.7%		12.7%		0.1%





		



続けられると思う

続けられないと思う

わからない



		(N,%)		表 26										(N,%)		表 26

		【仕事と介護の両立に関する調査】												【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１．あなたは介護をした経験がありますか。（ＳＡ）												Ｑ１．あなたは介護をした経験がありますか。（ＳＡ）

				合計		介護をした経験がある		介護をした経験がない		無回答						介護をした経験がある		介護をした経験がない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		22582		4419		18162		1				＊＊【総数】＊＊		4419		18162		1

				100.0		19.6		80.4		0.0						19.6		80.4		0.0

		①．性別×年齢層												①．性別×年齢層

		男性－計－		15406		2624		12782		0				男性－計－		2624		12782		0

				100.0		17.0		83.0		0.0				男性		17.0%		83.0%		0.0%

		２９歳以下		2349		281		2068		0				２９歳以下		281		2068		0%

				100.0		12.0		88.0		0.0						12.0		88.0		0.0

		３０歳代		4365		479		3886		0				３０歳代		479		3886		0

				100.0		11.0		89.0		0.0						11.0		89.0		0.0

		４０歳代		5109		741		4368		0				４０歳代		741		4368		0

				100.0		14.5		85.5		0.0						14.5		85.5		0.0

		５０歳代		3068		914		2154		0				５０歳代		914		2154		0

				100.0		29.8		70.2		0.0						29.8		70.2		0.0

		６０歳以上		513		208		305		0				６０歳以上		208		305		0

				100.0		40.5		59.5		0.0						40.5		59.5		0.0

		女性－計－		7132		1786		5345		1				女性－計－		1786		5345		1

				100.0		25.0		74.9		0.0				女性		25.0%		74.9%		0.0%

		２９歳以下		1779		266		1513		0

				100.0		15.0		85.0		0.0

		３０歳代		2133		397		1736		0

				100.0		18.6		81.4		0.0		(N,%)		表 26

		４０歳代		2168		575		1593		0		【仕事と介護の両立に関する調査】

				100.0		26.5		73.5		0.0				Ｑ１．あなたは介護をした経験がありますか。（ＳＡ）

		５０歳代		917		446		470		1				介護をした経験がある		介護をした経験がない		無回答

				100.0		48.6		51.3		0.1

		６０歳以上		132		101		31		0

				100.0		76.5		23.5		0.0

												＊＊【総数】＊＊		4419		18162		1

														19.6		80.4		0.0						男性 ダンセイ		女性 ジョセイ

												①．性別×年齢層										２９歳以下		281		266

												男性－計－		2624		12782		0				２９歳以下		12.0%		15.0%

														17.0		83.0		0.0				３０歳代		479		397

												２９歳以下		281		2068		0				３０歳代		11.0%		18.6%

												２９歳以下男性 ダンセイ		12.0		88.0		0.0				４０歳代		741		575

												３０歳代		479		3886		0				４０歳代		14.5%		26.5%

												３０歳代男性 ダンセイ		11.0		89.0		0.0				５０歳代		914		446

												４０歳代		741		4368		0				５０歳代		29.8%		48.6%

												４０歳代男性 ダンセイ		14.5		85.5		0.0				６０歳以上		208		101

												５０歳代		914		2154		0				６０歳以上		40.5%		76.5%

												５０歳代男性 ダンセイ		29.8		70.2		0.0

												６０歳以上		208		305		0

												６０歳以上男性 ダンセイ		40.5		59.5		0.0

												女性－計－		1786		5345		1

														25.0		74.9		0.0

												２９歳以下		266		1513		0

												２９歳以下女性 ジョセイ		15.0		85.0		0.0

												３０歳代		397		1736		0

												３０歳代女性 ジョセイ		18.6		81.4		0.0

												４０歳代		575		1593		0

												４０歳代女性 ジョセイ		26.5		73.5		0.0

												５０歳代		446		470		1

												５０歳代女性 ジョセイ		48.6		51.3		0.1

												６０歳以上		101		31		0

												６０歳以上女性 ジョセイ		76.5		23.5		0.0





		



男性

0.0%



		



女性



		



男性

女性



		



介護をした経験がある

介護をした経験がない

無回答



		(N,%)		表 27												(N,%)		表 26										(N,%)		表 27

		【仕事と介護の両立に関する調査】														【仕事と介護の両立に関する調査】												【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ２．あなたは現在も介護をしていますか。（ＳＡ）														Ｑ１．あなたは介護をした経験がありますか。（ＳＡ）												Ｑ２．あなたは現在も介護をしていますか。（ＳＡ）

				合計		現在も介護をしている		現在は介護をしていない		無回答								合計		介護をした経験がある		介護をした経験がない		無回答						合計		現在も介護をしている		現在は介護をしていない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		4419		1576		2842		1						＊＊【総数】＊＊		22582		4419		18162		1				＊＊【総数】＊＊		4419		1576		2842		1

				100.0		35.7		64.3		0.0								100.0		19.6		80.4		0.0						100.0		35.7		64.3		0.0

		①．性別×年齢層														①．性別×年齢層												①．性別×年齢層

		男性－計－		2624		938		1686		0						男性－計－		15406		2624		12782		0				男性－計－		2624		938		1686		0

				100.0		35.7		64.3		0.0								100.0		17.0		83.0		0.0						100.0		35.7		64.3		0.0

		２９歳以下		281		70		211		0						２９歳以下		2349		281		2068		0				２９歳以下		281		70		211		0

				100.0		24.9		75.1		0.0								100.0		12.0		88.0		0.0						100.0		24.9		75.1		0.0

		３０歳代		479		138		341		0						３０歳代		4365		479		3886		0				３０歳代		479		138		341		0

				100.0		28.8		71.2		0.0								100.0		11.0		89.0		0.0						100.0		28.8		71.2		0.0

		４０歳代		741		272		469		0						４０歳代		5109		741		4368		0				４０歳代		741		272		469		0

				100.0		36.7		63.3		0.0								100.0		14.5		85.5		0.0						100.0		36.7		63.3		0.0

		５０歳代		914		371		543		0						５０歳代		3068		914		2154		0				５０歳代		914		371		543		0

				100.0		40.6		59.4		0.0								100.0		29.8		70.2		0.0						100.0		40.6		59.4		0.0

		６０歳以上		208		87		121		0						６０歳以上		513		208		305		0				６０歳以上		208		87		121		0

				100.0		41.8		58.2		0.0								100.0		40.5		59.5		0.0						100.0		41.8		58.2		0.0

		女性－計－		1786		635		1150		1						女性－計－		7132		1786		5345		1				女性－計－		1786		635		1150		1

				100.0		35.6		64.4		0.1								100.0		25.0		74.9		0.0						100.0		35.6		64.4		0.1

		２９歳以下		266		92		174		0						２９歳以下		1779		266		1513		0				２９歳以下		266		92		174		0

				100.0		34.6		65.4		0.0								100.0		15.0		85.0		0.0						100.0		34.6		65.4		0.0

		３０歳代		397		98		299		0						３０歳代		2133		397		1736		0				３０歳代		397		98		299		0

				100.0		24.7		75.3		0.0								100.0		18.6		81.4		0.0						100.0		24.7		75.3		0.0

		４０歳代		575		200		374		1						４０歳代		2168		575		1593		0				４０歳代		575		200		374		1

				100.0		34.8		65.0		0.2								100.0		26.5		73.5		0.0						100.0		34.8		65.0		0.2

		５０歳代		446		199		247		0						５０歳代		917		446		470		1				５０歳代		446		199		247		0

				100.0		44.6		55.4		0.0								100.0		48.6		51.3		0.1						100.0		44.6		55.4		0.0

		６０歳以上		101		45		56		0						６０歳以上		132		101		31		0				６０歳以上		101		45		56		0

				100.0		44.6		55.4		0.0								100.0		76.5		23.5		0.0						100.0		44.6		55.4		0.0

														n=22582		現在も介護をしている				n=22582

				男性 ダンセイ		女性 ジョセイ

		２９歳以下		70		92								＊＊【総数】＊＊		1576				＊＊【総数】＊＊

		２９歳以下		24.9%		34.6%										7.0%						男性 ダンセイ		女性 ジョセイ

		３０歳代		138		98								①．性別×年齢層						①．性別×年齢層

		３０歳代		28.8%		24.7%								男性－計－		938				男性－計－		938		635

		４０歳代		272		200										6.1%						6.1%		8.9%

		４０歳代		36.7%		34.8%								２９歳以下		70				２９歳以下		70		92

		５０歳代		371		199										3.0%				２９歳以下		3.0%		5.2%

		５０歳代		40.6%		44.6%								３０歳代		138				３０歳代		138		98

		６０歳以上		87		45										3.2%				３０歳代		3.2%		4.6%

		６０歳以上		41.8%		44.6%								４０歳代		272				４０歳代		272		200

																5.3%				４０歳代		5.3%		9.2%

														５０歳代		371				５０歳代		371		199

																12.1%				５０歳代		12.1%		21.7%

														６０歳以上		87				６０歳以上		87		45

																17.0%				６０歳以上		17.0%		34.1%

														女性－計－		635

																8.9%

														２９歳以下		92

																5.2%

														３０歳代		98

																4.6%

														４０歳代		200

																9.2%

														５０歳代		199

																21.7%

														６０歳以上		45

																34.1%





		



男性

女性



		







     勤務先の両立支援制度の理解度 
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【全員】 単数回答 n=22,582 
 Q:あなたの勤務先の介護に関する支援制度について、どの程度知っていますか。 
          

9.6% 

32.4% 
54.8% 

3.0% 0.1% 

どのような制度があるかは知っており、内容もおおよそ

わかる 
制度があることは知っているが、内容はわからない 

制度があるかどうか知らない 

制度はない 

無回答 

資料： 「仕事と介護の両立支援事業 社内アンケート（事前）」（平成26年度 厚生労働省委託事業）より作成 



       公的介護保険制度の認知度 
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【全員】 単数回答 n=22,582 
Q:あなたは、公的介護保険制度の被保険者ですか（介護保険料を支払っていますか）。 

68.0% 

39.1% 

10.4% 

29.3% 

21.7% 

31.6% 

40歳以上 

全体 

はい いいえ わからない 無回答 

資料：「仕事と介護の両立支援事業 社内アンケート（事前）」（平成26年度 厚生労働省委託事業）より作成 



    
   公的介保険制度の内容に関する認知度 
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【全員】 複数回答 n=22,582 
Ｑ．あなたは、公的介護保険制度のことについてご存知でしたか。知っている内容全

てをお選びください。 

資料： 「仕事と介護の両立支援事業 社内アンケート（事前）」（平成26年度 厚生労働省委託事業）より作成 


Graph1

		介護保険のサービスを受けられるのは原則６５歳以上であること		介護保険のサービスを受けられるのは原則６５歳以上であること

		介護保険サービスを利用した場合の自己負担割合は原則１割であること		介護保険サービスを利用した場合の自己負担割合は原則１割であること

		要介護の認定基準には「要支援」と「要介護」があること		要介護の認定基準には「要支援」と「要介護」があること

		施設サービスを利用した場合の居住費・食費は原則として全額自己負担		施設サービスを利用した場合の居住費・食費は原則として全額自己負担

		支給限度額を超えて在宅介護サービスを利用した場合、超過分は自己負担		支給限度額を超えて在宅介護サービスを利用した場合、超過分は自己負担

		介護保険サービスは生活をする上で最低限のサービスを提供している		介護保険サービスは生活をする上で最低限のサービスを提供している

		上記の中で知っているものはない		上記の中で知っているものはない

		無回答		無回答



全体

４０歳以上

0.305

0.3355169228

0.285

0.3253548333

0.456

0.5195263291

0.237

0.275468212

0.279

0.3384563702

0.294

0.3588645335

0.421

0.3523977492

0

0.0001679684



不安度

		【事前】 ジゼン

		Ｑ６．介護することについて、どの程度の不安を感じますか。（ＳＡ）n=16884

		合計		不安を感じる－計－		非常に不安を感じる		不安を感じる		少し不安を感じる		不安を感じない		わからない		無回答

		16884		15916		5515		6264		4137		360		522		86

		100.0		9426.7%		32.7%		37.1%		24.5%		2.1%		3.1%		0.5%

																				n=16884

		【事後】 ジゴ

		12648		Ｑ６．介護することについて、どの程度の不安を感じますか。（ＳＡ）n=12648																Ｑ６．介護することについて、どの程度の不安を感じますか。（ＳＡ）

				非常に不安を感じる		不安を感じる		少し不安を感じる		不安を感じない		わからない		無回答						合計

		⑥．社内セミナーの受講の有無																		12648

		はい		1031		1342		994		97		75		17						100.0

		研修を受講した ケンシュウジュコウ		29.0%		37.7%		28.0%		2.7%		2.1%		0.5%				⑥．社内セミナーの受講の有無

		いいえ		2536		3404		2522		202		398		29				はい		3556

		研修を受講していない ケンシュウジュコウ		27.9%		37.4%		27.7%		2.2%		4.4%		0.3%						100.0

		⑦．リーフレットを読んだか																いいえ		9091

		じっくり読んだ		286		312		239		29		12		4						100.0

				32.4		35.4		27.1		3.3		1.4		0.5				⑦．リーフレットを読んだか

		だいたい読んだ		1462		2230		1578		139		151		21				じっくり読んだ		882

				26.2		40.0		28.3		2.5		2.7		0.4						100.0

		読んだn=6463 ヨ		1748.0		2542.0		1817.0		168.0		163.0		25.0				だいたい読んだ		5581

		リーフレットを読んだ ヨ		27.0%		39.3%		28.1%		2.6%		2.5%		0.4%						100.0

		読んでいない		1307		1679		1330		97		226		14				読んでいない		4653

				28.1		36.1		28.6		2.1		4.9		0.3						100.0

		配布されていない		511		524		366		34		84		6				配布されていない		1525

				33.5		34.4		24.0		2.2		5.5		0.4						100.0

		読んでいないn=6178		1818		2203		1696		131		310		20

		リーフレットを読んでいない		29.4%		35.7%		27.5%		2.1%		5.0%		0.3%





不安度

		



事前



仕事継続

		



研修を受講した

研修を受講していない



制度

		



リーフレットを読んだ

リーフレットを読んでいない



不安要因　事後

		【事前】 ジゼン		16884

				Ｑ８．介護をしながら、現在の勤務先で仕事を続けることが出来ると思いますか。（ＳＡ）n=16884

				続けられると思う		続けられないと思う		わからない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		3731		5937		7128		88

				22.1%		35.2%		42.2%		0.5%

		【仕事と介護の両立に関する調査　事後】

				Ｑ８．介護をしながら、現在の勤務先で仕事を続けることができると思いますか。（ＳＡ）														【仕事と介護の両立に関する調査　事後】

				続けられると思う		続けられないと思う		わからない		無回答										Ｑ８．介護をしながら、現在の勤務先で仕事を続けることができると思いますか。（ＳＡ）

																				合計

		＊＊【総数】＊＊		3391		3957		5273		27

				26.8		31.3		41.7		0.2								＊＊【総数】＊＊		12648

		⑥．社内セミナーの受講の有無																100.0

		はい		1266		829		1454		7						⑥．社内セミナーの受講の有無

		研修を受講した ケンシュウジュコウ		35.6%		23.3%		40.9%		0.2%						はい		3556

		いいえ		2125		3128		3818		20								100.0

		研修を受講していない ケンシュウジュコウ		23.4%		34.4%		42.0%		0.2%						いいえ		9091

		⑦．リーフレットを読んだか																		100.0

		じっくり読んだ		392		171		317		2								⑦．リーフレットを読んだか

				44.4		19.4		35.9		0.2								じっくり読んだ		882

		だいたい読んだ		1751		1503		2316		11										100.0

				31.4		26.9		41.5		0.2								だいたい読んだ		5581

		読んだ ヨ		2143.0		1674.0		2633.0		13.0										100.0

		リーフレットを読んだ ヨ		33.2%		25.9%		40.7%		0.2%								読んでいない		4653

		読んでいない		966		1671		2005		11										100.0

				20.8		35.9		43.1		0.2								配布されていない		1525

		配布されていない		281		612		630		2										100.0

				18.4		40.1		41.3		0.1

		読んでいない		1247		2283		2635		13

		リーフレットを読んでいない		20.2%		37.0%		42.7%		0.2%





不安要因　事後

		



リーフレットを読んだ

リーフレットを読んでいない



事前　不安

		



事前



事前　制度の認知度

		



研修を受講した

研修を受講していない



事前　制度の内容

		【事前】 ジゼン

		(N,%)		表 12

		【仕事と介護の両立に関する調査】																						(N,%)		表 12

				Ｑ１２．あなたは、公的介護保険制度のことについてご存知でしたか。知っている内容全てをお選びください。（ＭＡ）																				【仕事と介護の両立に関する調査】

				合計		介護保険のサービスを受けられるのは
原則６５歳以上であること		介護保険サービスを利用した場合の
自己負担割合は原則１割であること		要介護の認定基準には
「要支援」と「要介護」があること		施設サービスを利用した場合の
居住費・食費は原則として全額自己負担		支給限度額を超えて在宅介護ｻｰﾋﾞｽを
利用した場合、超過分は自己負担		介護保険サービスは生活をする上で
最低限のサービスを提供している		上記の中で
知っているものはない		無回答						Ｑ１２．あなたは、公的介護保険制度のことについてご存知でしたか。知っている内容全てをお選びください。（ＭＡ）

																										合計

		＊＊【総数】＊＊		22582		6898		6434		10305		5354		6293		6634		9506		10

				100.0		30.5%		28.5%		45.6%		23.7%		27.9%		29.4%		42.1%		0.0%				＊＊【総数】＊＊		22582

																										100.0

		(N,%)		表 61

		【仕事と介護の両立に関する調査　事後】																						(N,%)		表 61

				Ｑ１２．あなたは、公的介護保険制度のことについてご存知ですか。知っている内容全てをお選びください。（ＭＡ）																				【仕事と介護の両立に関する調査　事後】

				介護保険のサービスを受けられるのは
原則６５歳以上であること		介護保険サービスを利用した場合の
自己負担割合は原則１割であること		要介護の認定基準には
「要支援」と「要介護」があること		施設サービスを利用した場合の
居住費・食費は原則として全額自己負担		支給限度額を超えて在宅介護ｻｰﾋﾞｽを
利用した場合、超過分は自己負担		介護保険サービスは生活をする上で
最低限のサービスを提供している		上記の中で
知っているものはない		無回答						Ｑ１２．あなたは、公的介護保険制度のことについてご存知ですか。知っている内容全てをお選びください。（ＭＡ）

																								合計

		＊＊【総数】＊＊		6720		6079		8621		4605		5053		5276		4933		21

				41.7		37.7		53.4		28.5		31.3		32.7		30.6		0.1				＊＊【総数】＊＊		16132

		⑥．社内セミナーの受講の有無																						100.0

		はい		2530		2363		2817		1551		1741		1789		651		4				⑥．社内セミナーの受講の有無

		研修を受講した ケンシュウジュコウ		60.3%		56.3%		67.1%		37.0%		41.5%		42.6%		15.5%		0.1%				はい		4196

		いいえ		4189		3715		5803		3053		3311		3486		4282		17						100.0

		研修を受講していない ケンシュウジュコウ		35.1%		31.1%		48.6%		25.6%		27.7%		29.2%		35.9%		0.1%				いいえ		11935

		⑦．リーフレットを読んだか																						100.0

		じっくり読んだ		664		612		741		476		527		543		133		0				⑦．リーフレットを読んだか

				64.9		59.8		72.4		46.5		51.5		53.1		13.0		0.0				じっくり読んだ		1023

		だいたい読んだ		3276		2963		3976		2158		2365		2438		1573		7						100.0

				48.0		43.4		58.3		31.6		34.7		35.7		23.1		0.1				だいたい読んだ		6820

		読んだ ヨ		3940.0		3575.0		4717.0		2634.0		2892.0		2981.0		1706.0		7.0				読んだ ヨ		7843.0

		リーフレットを
　　　　　読んだ ヨ		50.2%		45.6%		60.1%		33.6%		36.9%		38.0%		21.8%		0.1%				読んだ ヨ

		読んでいない		2094		1874		2900		1469		1587		1693		2442		10				読んでいない		6249

				33.5		30.0		46.4		23.5		25.4		27.1		39.1		0.2						100.0

		配布されていない		678		621		995		499		570		597		783		2				配布されていない		2025

				33.5		30.7		49.1		24.6		28.1		29.5		38.7		0.1						100.0

		読んでいない ヨ		2772		2495		3895		1968		2157		2290		3225		12				読んでいない ヨ		8274

		リーフレットを
　　読んでいない ヨ		33.5%		30.2%		47.1%		23.8%		26.1%		27.7%		39.0%		0.1%				読んでいない ヨ





事前　制度の内容

		





事前　地域包括支援センター

		



研修を受講した

研修を受講していない



不安程度

		



リーフレットを
　　　　　読んだ

リーフレットを
　　読んでいない



事前　働きかた

		(N,%)		表 56

		【仕事と介護の両立に関する調査　事後】

				Ｑ７．介護に関する不安は、具体的にどのような不安ですか。該当するもの全てをお選びください。（ＭＡ）

				公的介護保険制度の仕組みがわからないこと		介護がいつまで続くかわからず、将来の見通しを立てにくいこと		仕事を辞めずに介護と仕事を両立するための仕組みがわからないこと		適切な介護サービスが受けられるかどうかわからないこと		勤務先の介護にかかわる支援制度がない、もしくはわからないこと		介護休業などを職場で取得して仕事をしている人がいないこと		自分が介護休業を取得すると収入が減ること		代替要員がおらず、介護のために仕事を休めないこと		そもそも労働時間が長いこと		地域での介護に関する相談先がわからないこと		勤務先に介護にかかわる制度はあっても、利用しにくい雰囲気がある		ほかに介護を分担してくれる家族がいないこと		勤務先や職場に介護に関して相談する部署や担当者がないこと		介護と仕事を両立する際に上司の理解が得られないこと		介護と仕事を両立すると、昇進・昇格に影響が出る可能性があること		公的介護保険制度の要介護者となった場合、予想がつかないので不安		その他		無回答

		＊＊【総数】＊＊		5586		5434		3759		4097		3247		4124		4371		3631		2960		2134		3126		2131		1544		1694		1884		4153		679		6

				47.2		45.9		31.8		34.6		27.4		34.9		36.9		30.7		25.0		18.0		26.4		18.0		13.1		14.3		15.9		35.1		5.7		0.1

		⑥．社内セミナーの受講の有無

		はい		1213		1666		621		1025		502		1008		1307		1030		746		437		799		629		251		330		425		1137		216		0

		研修を受講した ケンシュウジュコウ		36.0%		49.5%		18.4%		30.4%		14.9%		29.9%		38.8%		30.6%		22.2%		13.0%		23.7%		18.7%		7.5%		9.8%		12.6%		33.8%		6.4%		0.0%

		いいえ		4373		3768		3137		3072		2745		3115		3064		2601		2214		1697		2327		1501		1293		1364		1459		3016		463		6

		研修を受講していない ケンシュウジュコウ		51.7%		44.5%		37.1%		36.3%		32.4%		36.8%		36.2%		30.7%		26.2%		20.1%		27.5%		17.7%		15.3%		16.1%		17.2%		35.6%		5.5%		0.1%

		⑦．リーフレットを読んだか

		じっくり読んだ		255		417		130		249		85		234		315		238		164		86		164		174		52		78		109		263		60		2

				30.5		49.8		15.5		29.7		10.2		28.0		37.6		28.4		19.6		10.3		19.6		20.8		6.2		9.3		13.0		31.4		7.2		0.2

		だいたい読んだ		2105		2366		1180		1584		960		1657		1856		1498		1148		725		1297		896		436		567		706		1633		315		1

				39.9		44.9		22.4		30.1		18.2		31.4		35.2		28.4		21.8		13.8		24.6		17.0		8.3		10.8		13.4		31.0		6.0		0.0

		読んだ計 ヨケイ		2360.0		2783.0		1310.0		1833.0		1045.0		1891.0		2171.0		1736.0		1312.0		811.0		1461.0		1070.0		488.0		645.0		815.0		1896.0		375.0		3.0

		リーフレットを読んだ ヨ		38.6%		45.6%		21.5%		30.0%		17.1%		31.0%		35.5%		28.4%		21.5%		13.3%		23.9%		17.5%		8.0%		10.6%		13.3%		31.0%		6.1%		0.0%

		読んでいない		2438		1949		1808		1666		1595		1631		1573		1385		1216		965		1198		775		718		711		749		1659		219		1

				56.5		45.2		41.9		38.6		37.0		37.8		36.4		32.1		28.2		22.4		27.8		18.0		16.6		16.5		17.4		38.4		5.1		0.0

		配布されていない		786		701		640		596		607		601		626		508		431		358		465		285		338		337		319		596		85		2

				56.1		50.0		45.7		42.5		43.3		42.9		44.7		36.3		30.8		25.6		33.2		20.3		24.1		24.1		22.8		42.5		6.1		0.1

		読んでいない計 ケイ		3224		2650		2448		2262		2202		2232		2199		1893		1647		1323		1663		1060		1056		1048		1068		2255		304		3

		リーフレットを読んでいない ヨ		56.4%		46.4%		42.8%		39.6%		38.5%		39.0%		38.5%		33.1%		28.8%		23.1%		29.1%		18.5%		18.5%		18.3%		18.7%		39.4%		5.3%		0.1%





事前　働きかた

		



研修を受講した

研修を受講していない



事前　相談

		



リーフレットを読んだ

リーフレットを読んでいない



事前介護休業の認識

		



研修を受講した

研修を受講していない



事前　勤務先支援制度

		



リーフレットを読んだ

リーフレットを読んでいない



残業　仕事継続

		(N,%)		表 7

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ７．介護に関する不安は、具体的にどのような不安ですか。該当するもの全てをお選びください。（ＭＡ）

				合計		公的介護保険制度の仕組みがわからないこと		介護がいつまで続くかわからず、将来の見通しを立てにくいこと		仕事を辞めずに介護と仕事を両立するための仕組みがわからないこと		適切な介護サービスが受けられるかどうかわからないこと		勤務先の介護にかかわる支援制度がない、もしくはわからないこと		介護休業などを職場で取得して仕事をしている人がいないこと		自分が介護休業を取得すると収入が減ること		代替要員がおらず、介護の為に仕事を休めないこと		そもそも労働時間が長いこと		地域での介護に関する相談先がわからないこと		勤務先に介護にかかわる制度はあっても、利用しにくい雰囲気がある		ほかに介護を分担してくれる家族がいないこと		勤務先や職場に介護に関して相談する部署や担当者がないこと		介護と仕事を両立する際に上司の理解が得られないこと		介護と仕事を両立すると、昇進・昇格に影響が出る可能性があること		公的介護保険制度の要介護者となった場合、予想がつかないので不安		その他		無回答

		＊＊【総数】＊＊		15916		8488		8312		7113		6516		6228		5912		5746		5051		4135		3749		3715		3208		2968		2923		2763		6191		989		6

				割合 ワリアイ		53.3%		52.2%		44.7%		40.9%		39.1%		37.1%		36.1%		31.7%		26.0%		23.6%		23.3%		20.2%		18.6%		18.4%		17.4%		0.4%		6.2%		0.0%





残業　仕事継続

		





有給　仕事継続

		





介護経験　男女

		【事前　仕事と介護の両立に関する調査】 ジゼン																				【事前　仕事と介護の両立に関する調査】 ジゼン

				Ｑ１１．あなたは、公的介護保険制度の被保険者ですか（介護保険料を支払っていますか）。（ＳＡ）																				Ｑ１１．あなたは、公的介護保険制度の被保険者ですか（介護保険料を支払っていますか）。（ＳＡ）

				はい		いいえ		わからない		無回答												合計		はい		いいえ		わからない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		8828		6616		7132		6										＊＊【総数】＊＊		22582		8828		6616		7132		6

		全体 ゼンタイ		39.1%		29.3%		31.6%		0.0%												100.0		39.1		29.3		31.6		0.0

		４０歳代		2761		718		1630		0										４０歳代		5109		2761		718		1630		0

		５０歳代		2309		248		511		0										５０歳代		3068		2309		248		511		0

		６０歳以上		417		38		58		0										６０歳以上		513		417		38		58		0

		４０歳代		1666		173		329		0										４０歳代		2168		1666		173		329		0

		５０歳代		815		50		51		1										５０歳代		917		815		50		51		1

		６０歳以上		124		6		2		0										６０歳以上		132		124		6		2		0

		４０歳以上 イジョウ		8092		1233		2581		1										４０歳以上 イジョウ		11907		8092		1233		2581		1

		40歳以上 イジョウ		68.0%		10.4%		21.7%		0.0%														68.0		10.4		21.7		0.0





介護経験　男女

		



全体

40歳以上



現在の介護

		(N,%)		表 37

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１２．あなたは、公的介護保険制度のことについてご存知でしたか。知っている内容全てをお選びください。（ＭＡ）

				介護保険のサービスを受けられるのは原則６５歳以上であること		介護保険サービスを利用した場合の自己負担割合は原則１割であること		要介護の認定基準には「要支援」と「要介護」があること		施設サービスを利用した場合の居住費・食費は原則として全額自己負担		支給限度額を超えて在宅介護サービスを利用した場合、超過分は自己負担 カイゴ		介護保険サービスは生活をする上で最低限のサービスを提供している		上記の中で知っているものはない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		6898		6434		10305		5354		6293		6634		9506		10

		全体 ゼンタイ		30.5%		28.5%		45.6%		23.7%		27.9%		29.4%		42.1%		0.0%

		４０歳代		1304		1193		1912		927		1111		1222		2489		0

		５０歳代		1046		1076		1773		903		1126		1214		895		0

		６０歳以上		191		194		320		185		210		233		123		0

		４０歳代		861		796		1342		724		912		954		569		1

		５０歳代		503		520		726		448		573		554		110		1

		６０歳以上		90		95		113		93		98		96		10		0

				3995		3874		6186		3280		4030		4273		4196		2

		４０歳以上 イジョウ		33.6%		32.5%		52.0%		27.5%		33.8%		35.9%		35.2%		0.0%





現在の介護

		



全体

４０歳以上



		(N,%)		表 38																(N,%)		表 38

		【仕事と介護の両立に関する調査】																		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１３．あなたは、地域包括支援センターのことについてご存知でしたか。（ＳＡ）																		Ｑ１３．あなたは、地域包括支援センターのことについてご存知でしたか。（ＳＡ）

				利用したことがあり、
名称も利用方法も知っている		利用したことはないが、名称も聞いたこと
があり利用方法も知っている		名称について聞いたことがあるが、
利用方法は知らない		名称も利用方法も
知らない		無回答						合計		知っている－計－		利用したことがあり、名称も利用方法も知っている		利用したことはないが、名称も聞いたことがあり利用方法も知っている		名称について聞いたことがあるが、利用方法は知らない		名称も利用方法も知らない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		962		1801		5029		14771		19				＊＊【総数】＊＊		22582		7792		962		1801		5029		14771		19

		全体 ゼンタイ		4.3%		8.0%		22.3%		65.4%		0.1%				全体 ゼンタイ		100.0%		34.5%		4.3%		8.0%		22.3%		65.4%		0.1%

		４０歳代		134		206		992		3776		1				４０歳代		5109		1332		134		206		992		3776		1

		５０歳代		260		209		733		1864		2				５０歳代		3068		1202		260		209		733		1864		2

		６０歳以上		50		51		136		276		0				６０歳以上		513		237		50		51		136		276		0

		４０歳代		134		206		992		3776		1				４０歳代		5109		1332		134		206		992		3776		1

		５０歳代		260		209		733		1864		2				５０歳代		3068		1202		260		209		733		1864		2

		６０歳以上		50		51		136		276		0				６０歳以上		513		237		50		51		136		276		0

		40歳以上 サイイジョウ		888		932		3722		11832		6				40歳以上 サイイジョウ		17380		5542		888		932		3722		11832		6

		40歳以上 サイイジョウ		5.1%		5.4%		21.4%		68.1%		0.0%				40歳以上 サイイジョウ		100.0%		31.9%		5.1%		5.4%		21.4%		68.1%		0.0%





		



全体

40歳以上



		(N,%)		表 6

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ６．介護することについて、どの程度の不安を感じますか。（ＳＡ）

				合計		不安を感じる－計－		非常に不安を感じる		不安を感じる		少し不安を感じる		不安を感じない		わからない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		16884		15916		5515		6264		4137		360		522		86

				100.0		94.3		32.7%		37.1%		24.5%		2.1%		3.1%		0.5%





		



事前



		(N,%)		表 10

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１０．あなたが介護することになった場合、どのような働き方が望ましいと思いますか。将来介護することがないと思う方も

				お答えください。（ＳＡ）

				合計		今の仕事を辞めて
介護に専念する		介護が必要な時期は休業制度を利用し
自分が介護をしてその後復帰する		介護休業や介護のための短時間勤務などの
支援制度を利用しつつ、両立		介護の為の支援制度を利用せずに、
年次有給休暇などで対処する		仕事の仕方を
特に変えない		その他		無回答

		＊＊【総数】＊＊		22582		1370		3224		14444		1273		1464		801		6

				100.0		6.1%		14.3%		64.0%		5.6%		6.5%		3.5%		0.0%





		





		(N,%)		表 3

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ３．あなたは、ご自分が介護にかかわっていることを、勤務先の方に話したり相談したりしていますか。

				主に相談等している方についてお答えください。（ＳＡ）

				合計		同じ職場の上司		同じ職場の同僚		同じ職場の部下		同じ勤務先だが別の職場の先輩や友人など		勤務先の人事総務の担当者		勤務先の労働組合		勤務先が提供する外部の相談窓口		勤務先で話したり相談したりしている人はいない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		1576		598		368		23		88		24		1		3		459		12

				10000.0%		37.9%		23.4%		1.5%		5.6%		1.5%		0.1%		0.2%		29.1%		0.8%





		





		(N,%)		表 15

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１５．介護休業に対するあなたの考え方をお聞きします。あなたの考えに最も近いものをお選びください。（ＳＡ）

				【Ａ】介護休業期間は主に仕事を続けながら介護をするための体制を構築する期間である

				【Ｂ】介護休業期間は介護に専念するための期間である

				Ａ		どちらかというとＡ		どちらともいえない		どちらかというとＢ		Ｂ		無回答

		＊＊【総数】＊＊		3262		6343		2759		6644		3541		33

				14.4%		28.1%		12.2%		29.4%		15.7%		0.1%





		





		(N,%)		表 14

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１４．あなたの勤務先の介護に関する支援制度について、どの程度知っていますか。（ＳＡ）

				どのような制度があるかは知っており、
内容もおおよそわかる		制度があることは知っているが、
内容はわからない		制度があるかどうか知らない		制度はない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		2178		7326		12386		670		22

				9.6%		32.4%		54.8%		3.0%		0.1%





		





		(N,%)		表 41

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１６．あなたの職場の残業の程度は平均的にみて次のどれにあたりますか。（ＳＡ）

				恒常的に残業がある		週に半分は残業がある		おおむね定時退社している		その他		無回答

		＊＊【総数】＊＊		10031		5269		6396		862		24

				44.4		23.3		28.3		3.8		0.1

		④．介護の課題に直面した時の

		仕事継続の可能性

		続けられると思う		1424		955		1215		135		2

		続けられると思う		38.2%		25.6%		32.6%		3.6%		0.1%

		続けられないと思う		3135		1244		1357		198		3

		続けられないと思う		52.8%		21.0%		22.9%		3.3%		0.1%

		わからない		3029		1767		2018		310		4

		わからない		42.5%		24.8%		28.3%		4.3%		0.1%





		



続けられると思う

続けられないと思う

わからない



		(N,%)		表 42

		【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１７．あなたの１年間（２０１３年度）の年次有給休暇は希望通りとれましたか。（ＳＡ）

				希望通りとれた		大体希望通りとれた		どちらともいえない		あまり希望通りとれなかった		希望通りとれなかった		無回答

		＊＊【総数】＊＊		5326		6346		4930		2635		3321		24

				23.6		28.1		21.8		11.7		14.7		0.1

		④．介護の課題に直面した時の

		仕事継続の可能性

		続けられると思う		1162		1089		791		353		333		3

		続けられると思う		31.1%		29.2%		21.2%		9.5%		8.9%		0.1%

		続けられないと思う		1073		1546		1268		811		1234		5

		続けられないと思う		18.1%		26.0%		21.4%		13.7%		20.8%		0.1%

		わからない		1574		2216		1594		836		903		5

		わからない		22.1%		31.1%		22.4%		11.7%		12.7%		0.1%





		



続けられると思う

続けられないと思う

わからない



		(N,%)		表 26										(N,%)		表 26

		【仕事と介護の両立に関する調査】												【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ１．あなたは介護をした経験がありますか。（ＳＡ）												Ｑ１．あなたは介護をした経験がありますか。（ＳＡ）

				合計		介護をした経験がある		介護をした経験がない		無回答						介護をした経験がある		介護をした経験がない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		22582		4419		18162		1				＊＊【総数】＊＊		4419		18162		1

				100.0		19.6		80.4		0.0						19.6		80.4		0.0

		①．性別×年齢層												①．性別×年齢層

		男性－計－		15406		2624		12782		0				男性－計－		2624		12782		0

				100.0		17.0		83.0		0.0				男性		17.0%		83.0%		0.0%

		２９歳以下		2349		281		2068		0				２９歳以下		281		2068		0%

				100.0		12.0		88.0		0.0						12.0		88.0		0.0

		３０歳代		4365		479		3886		0				３０歳代		479		3886		0

				100.0		11.0		89.0		0.0						11.0		89.0		0.0

		４０歳代		5109		741		4368		0				４０歳代		741		4368		0

				100.0		14.5		85.5		0.0						14.5		85.5		0.0

		５０歳代		3068		914		2154		0				５０歳代		914		2154		0

				100.0		29.8		70.2		0.0						29.8		70.2		0.0

		６０歳以上		513		208		305		0				６０歳以上		208		305		0

				100.0		40.5		59.5		0.0						40.5		59.5		0.0

		女性－計－		7132		1786		5345		1				女性－計－		1786		5345		1

				100.0		25.0		74.9		0.0				女性		25.0%		74.9%		0.0%

		２９歳以下		1779		266		1513		0

				100.0		15.0		85.0		0.0

		３０歳代		2133		397		1736		0

				100.0		18.6		81.4		0.0		(N,%)		表 26

		４０歳代		2168		575		1593		0		【仕事と介護の両立に関する調査】

				100.0		26.5		73.5		0.0				Ｑ１．あなたは介護をした経験がありますか。（ＳＡ）

		５０歳代		917		446		470		1				介護をした経験がある		介護をした経験がない		無回答

				100.0		48.6		51.3		0.1

		６０歳以上		132		101		31		0

				100.0		76.5		23.5		0.0

												＊＊【総数】＊＊		4419		18162		1

														19.6		80.4		0.0						男性 ダンセイ		女性 ジョセイ

												①．性別×年齢層										２９歳以下		281		266

												男性－計－		2624		12782		0				２９歳以下		12.0%		15.0%

														17.0		83.0		0.0				３０歳代		479		397

												２９歳以下		281		2068		0				３０歳代		11.0%		18.6%

												２９歳以下男性 ダンセイ		12.0		88.0		0.0				４０歳代		741		575

												３０歳代		479		3886		0				４０歳代		14.5%		26.5%

												３０歳代男性 ダンセイ		11.0		89.0		0.0				５０歳代		914		446

												４０歳代		741		4368		0				５０歳代		29.8%		48.6%

												４０歳代男性 ダンセイ		14.5		85.5		0.0				６０歳以上		208		101

												５０歳代		914		2154		0				６０歳以上		40.5%		76.5%

												５０歳代男性 ダンセイ		29.8		70.2		0.0

												６０歳以上		208		305		0

												６０歳以上男性 ダンセイ		40.5		59.5		0.0

												女性－計－		1786		5345		1

														25.0		74.9		0.0

												２９歳以下		266		1513		0

												２９歳以下女性 ジョセイ		15.0		85.0		0.0

												３０歳代		397		1736		0

												３０歳代女性 ジョセイ		18.6		81.4		0.0

												４０歳代		575		1593		0

												４０歳代女性 ジョセイ		26.5		73.5		0.0

												５０歳代		446		470		1

												５０歳代女性 ジョセイ		48.6		51.3		0.1

												６０歳以上		101		31		0

												６０歳以上女性 ジョセイ		76.5		23.5		0.0





		



男性

0.0%



		



女性



		



男性

女性



		



介護をした経験がある

介護をした経験がない

無回答



		(N,%)		表 27												(N,%)		表 26										(N,%)		表 27

		【仕事と介護の両立に関する調査】														【仕事と介護の両立に関する調査】												【仕事と介護の両立に関する調査】

				Ｑ２．あなたは現在も介護をしていますか。（ＳＡ）														Ｑ１．あなたは介護をした経験がありますか。（ＳＡ）												Ｑ２．あなたは現在も介護をしていますか。（ＳＡ）

				合計		現在も介護をしている		現在は介護をしていない		無回答								合計		介護をした経験がある		介護をした経験がない		無回答						合計		現在も介護をしている		現在は介護をしていない		無回答

		＊＊【総数】＊＊		4419		1576		2842		1						＊＊【総数】＊＊		22582		4419		18162		1				＊＊【総数】＊＊		4419		1576		2842		1

				100.0		35.7		64.3		0.0								100.0		19.6		80.4		0.0						100.0		35.7		64.3		0.0

		①．性別×年齢層														①．性別×年齢層												①．性別×年齢層

		男性－計－		2624		938		1686		0						男性－計－		15406		2624		12782		0				男性－計－		2624		938		1686		0

				100.0		35.7		64.3		0.0								100.0		17.0		83.0		0.0						100.0		35.7		64.3		0.0

		２９歳以下		281		70		211		0						２９歳以下		2349		281		2068		0				２９歳以下		281		70		211		0

				100.0		24.9		75.1		0.0								100.0		12.0		88.0		0.0						100.0		24.9		75.1		0.0

		３０歳代		479		138		341		0						３０歳代		4365		479		3886		0				３０歳代		479		138		341		0

				100.0		28.8		71.2		0.0								100.0		11.0		89.0		0.0						100.0		28.8		71.2		0.0

		４０歳代		741		272		469		0						４０歳代		5109		741		4368		0				４０歳代		741		272		469		0

				100.0		36.7		63.3		0.0								100.0		14.5		85.5		0.0						100.0		36.7		63.3		0.0

		５０歳代		914		371		543		0						５０歳代		3068		914		2154		0				５０歳代		914		371		543		0

				100.0		40.6		59.4		0.0								100.0		29.8		70.2		0.0						100.0		40.6		59.4		0.0

		６０歳以上		208		87		121		0						６０歳以上		513		208		305		0				６０歳以上		208		87		121		0

				100.0		41.8		58.2		0.0								100.0		40.5		59.5		0.0						100.0		41.8		58.2		0.0

		女性－計－		1786		635		1150		1						女性－計－		7132		1786		5345		1				女性－計－		1786		635		1150		1

				100.0		35.6		64.4		0.1								100.0		25.0		74.9		0.0						100.0		35.6		64.4		0.1

		２９歳以下		266		92		174		0						２９歳以下		1779		266		1513		0				２９歳以下		266		92		174		0

				100.0		34.6		65.4		0.0								100.0		15.0		85.0		0.0						100.0		34.6		65.4		0.0

		３０歳代		397		98		299		0						３０歳代		2133		397		1736		0				３０歳代		397		98		299		0

				100.0		24.7		75.3		0.0								100.0		18.6		81.4		0.0						100.0		24.7		75.3		0.0

		４０歳代		575		200		374		1						４０歳代		2168		575		1593		0				４０歳代		575		200		374		1

				100.0		34.8		65.0		0.2								100.0		26.5		73.5		0.0						100.0		34.8		65.0		0.2

		５０歳代		446		199		247		0						５０歳代		917		446		470		1				５０歳代		446		199		247		0

				100.0		44.6		55.4		0.0								100.0		48.6		51.3		0.1						100.0		44.6		55.4		0.0

		６０歳以上		101		45		56		0						６０歳以上		132		101		31		0				６０歳以上		101		45		56		0

				100.0		44.6		55.4		0.0								100.0		76.5		23.5		0.0						100.0		44.6		55.4		0.0

														n=22582		現在も介護をしている				n=22582

				男性 ダンセイ		女性 ジョセイ

		２９歳以下		70		92								＊＊【総数】＊＊		1576				＊＊【総数】＊＊

		２９歳以下		24.9%		34.6%										7.0%						男性 ダンセイ		女性 ジョセイ

		３０歳代		138		98								①．性別×年齢層						①．性別×年齢層

		３０歳代		28.8%		24.7%								男性－計－		938				男性－計－		938		635

		４０歳代		272		200										6.1%						6.1%		8.9%

		４０歳代		36.7%		34.8%								２９歳以下		70				２９歳以下		70		92

		５０歳代		371		199										3.0%				２９歳以下		3.0%		5.2%

		５０歳代		40.6%		44.6%								３０歳代		138				３０歳代		138		98

		６０歳以上		87		45										3.2%				３０歳代		3.2%		4.6%

		６０歳以上		41.8%		44.6%								４０歳代		272				４０歳代		272		200

																5.3%				４０歳代		5.3%		9.2%

														５０歳代		371				５０歳代		371		199

																12.1%				５０歳代		12.1%		21.7%

														６０歳以上		87				６０歳以上		87		45

																17.0%				６０歳以上		17.0%		34.1%

														女性－計－		635

																8.9%

														２９歳以下		92

																5.2%

														３０歳代		98

																4.6%

														４０歳代		200

																9.2%

														５０歳代		199

																21.7%

														６０歳以上		45

																34.1%





		



男性

女性





      介護離職がもたらす問題 

• 企業にとって 

 管理職を含めて中核人材の流出に 

  離職しなくても両立が困難となると、仕事意欲の低下などを
もたらすことに 

 

• 社員にとって 

 介護の必要がなくなってもキャリアの再開（再就業）が難しい
退職金や年金などを含めて生涯所得の減少 

 仕事と介護の両立も大変だが、介護のみの生活はさらに大変 

  ⇒社会との多様なつながりを維持しながら介護と仕事の両
立を図ることが介護ストレス軽減にも貢献 

  

16 



        介護離職の影響 

17 

 【介護のために離職した方】 単数回答    n＝994  

資料 ：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「仕事と介護の両立に関する労働者調査」（平成25年度 厚生労働省委託事業）より作成 
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  企業による社員の仕事と介護の 
      両立支援のあり方 

18 



企業による社員に対する仕事と介護の
両立支援のポイント① 

• 社員が、 

 自分一人で介護の課題を抱え込まずに、 

 会社や上司に相談し、 

 社会的資源（介護保険制度等）や社内資源（両立支援制度  
等）を組み合わせて、 

 介護と仕事の両立できるように、 

 両立に必要な心構えや基本的な情報を 

 介護の課題に直面する前に提供すること 

   ⇒社員の側から情報提供がないと会社や上司は支援がで
きないことを説明することが不可欠 

 

• 社員が介護の課題に直面したのちは、必要な情報や助言を得
られるように、地域包括支援センターなど専門家に相談するよ
うにアドバイスすることが大事 19 



企業による社員に対する仕事と介護の
両立支援のポイント② 

• 仕事と介護の両立には、長期の連続した介護休業の取
得は不要 

  ⇒介護休業の分割取得などが両立に有効な施策 

 

• 重要な両立支援策 

  介護の課題の直面した際の心構えと両立に必要な基
本的な情報を提供 

  長時間労働の解消や柔軟な働き方の構築 

  上司や部下、同僚間の良好なコミュニケーション 

 

 

20 



企業における仕事と介護と両立支援 

 （１）従業員の支援ニーズの把握 

 （２）両立支援制度の見直し 

 （３）介護に直面する前の従業員への支援 

 （４）介護に直面した従業員への支援 

 （５）働き方改革（働き方の柔軟化） 
 

従業員の
支援ニーズの把握

（１）

介護に直面する前の
従業員への支援

（３）

介護に直面した
従業員への支援

（４）

制
度
設
計
・
見
直
し

(２)

働き方改革
（５）

制
度
利
用
状
況
の
確
認

資料：厚生労働省「平成27年度仕事と介護の両立支援事業」より。 
21 



働き方改革と職場の良好なコミュニケー
ションが重要 

22 



介護の課題に直面した際の仕事継続の可能性
（残業との関連） 
 

23 

【全員】 単数回答 n=22,582 
Q:あなたの職場の残業の程度は平均的にみて次のどれにあたりますか。 

42.5% 

52.8% 

38.2% 

24.8% 

21.0% 

25.6% 

28.3% 

22.9% 

32.6% 

4.3% 

3.3% 

3.6% 

わからない 

続けられないと思う 

続けられると思う 

恒常的に残業がある 週に半分は残業がある おおむね定時退社している その他 無回答 

資料：「仕事と介護の両立支援事業 社内アンケート（事前）」（平成26年度 厚生労働省委託事業）より作成 



 介護の課題に直面した際の仕事継続の可能性 
     （年次有給休暇取得との関連） 
 

24 

【全員】 単数回答 n=22、582 
Q:あなたの1年間（2013年度）の年次有給休暇は希望通りとれましたか。 
（＊2014年4月1日時点での実績で回答してください） 

22.1% 

18.1% 

31.1% 

31.1% 

26.0% 

29.2% 

22.4% 

21.4% 

21.2% 

11.7% 

13.7% 

9.5% 

12.7% 

20.8% 

8.9% 

わからない 

続けられないと思う 

続けられると思う 

希望通りとれた 大体希望通りとれた どちらともいえない 
あまり希望通りとれなかった 希望通りとれなかった 無回答 

資料： 「仕事と介護の両立支援事業 社内アンケート（事前）」（平成26年度 厚生労働省委託事業）より作成 



25 

   相談しやすい職場づくりと仕事と介護の両立 

注：介護する可能性がある、と回答した人について。 

資料：東京大学ワーク・ライフ・バランス推進・研究プロジェクト「大企業調査」（2011年）より。 



  事前の心構えと基本的な情報の提供 

26 



  仕事と介護の両立支援のための取り組み 

• 事前の心構えや両立のための基本的な情報の提供 

   40歳時点、50歳時点、親が65歳時点など 

27 



   40歳になった社員全員への事前の情報提供 

• 40歳：介護保険制度の被保険者となる時点 

  親などの介護で利用できることがわかるように説明する 

 

• 提供する情報  

  介護保険制度の趣旨の説明：概要の説明 

  仕事と介護の両立支援に関する自社の制度の説明 

  （介護休業の利用の仕方など、介護休暇など） 

   

  介護の課題を抱えたら、自分だけで解決しようとせずに、人事などに相談し、
アドバイスを受けることが重要であることを理解してもらうことが鍵 

   ⇒社員の側から相談されないと、事情がわからず会社や上司として支援で
きないため 

  
   
   
   

28 



29 29 

【現在介護している、将来介護の可能性がある方】  n=12,648 
Ｑ：介護をしながら、現在の勤務先で仕事を続けることができると思いますか。 

23.4% 

35.6% 

34.4% 

23.3% 

42.0% 

40.9% 

0.2% 

0.2% 

研修を受講していない 

研修を受講した 

続けられると思う 続けられないと思う わからない 無回答 

 介護の課題に直面した際の仕事継続の可能性の変化 

資料： 「仕事と介護の両立支援事業 社内アンケート（事後）」（平成26年度 厚生労働省委託事業）より作成 

29 



 介護休業の利用方法に関する正しい理解の浸透を 

• 子育てのための育児休業と同様の制度と理解している社員が少
なくない点に留意が必要 

 

• 介護休業は、緊急対応のために介護を担うと同時に、仕事と介
護の両立のための準備（社内の仕事と介護の両立支援策の確
認、介護認定の申請、介護施設の見学など）を行うための期間 

 

• この点を社員に十分説明しないと、介護休業を取得し、社員が自
分で介護の課題を抱え込むことになりかねないことに留意が必要 

 

  →介護休業の就業規則上の名称を「介護休業・介護準備休業」
と変更することも有益 
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  就業継続見込み別の介護休業の趣旨理解割合 
（厚生労働省・平成26年度仕事と介護の両立支援事業「介護離職を予防するための両立支援
対応モデル導入実証実験」における実態把握調査） 
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グラフD

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と 介護の経験と現在 のクロス表

								介護の経験と現在						合計

								介護をした経験があり、現在も介護をしている		介護をした経験があるが、現在は介護をしていない		介護をした経験がない

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		127		95		390		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		20.80%		15.50%		63.70%		100.00%

						調整済み残差		7.30		0.30		-5.60

				続けられないと思う		度数		58		116		579		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		7.70%		15.40%		76.90%		100.00%

						調整済み残差		-4.60		0.20		3.20

				わからない		度数		121		166		839		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		10.70%		14.70%		74.50%		100.00%

						調整済み残差		-2.10		-0.50		2.00

				無回答		度数		3		4		17		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		12.50%		16.70%		70.80%		100.00%

						調整済み残差		0.00		0.20		-0.20

		合計				度数		309		381		1825		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		12.30%		15.10%		72.60%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		自由度		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		60.128a		6		0

		尤度比		56.276		6		0

		線型と線型による連関		0.092		1		0.762

		有効なケースの数		2515

		a 2 セル (16.7%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は 2.95 です。

		介護の経験と現在

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効		介護をした経験があり、現在も介護をしている		309		10.6		10.6		10.6

				介護をした経験があるが、現在は介護をしていない		467		16		16		26.6

				介護をした経験がない		2138		73.4		73.4		100

				合計		2914		100		100

														（％）

						N		計 ケイ		介護をした経験があり、現在も介護をしている		介護をした経験があるが、現在は介護をしていない		介護をした経験がない		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計 ケイ		2914		100.0		10.6		16.0		73.4		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられると思う		612		100.0		20.8		15.5		63.7		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		7.7		15.4		76.9		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		10.7		14.7		74.5		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値60.128*** ジョウアタイ
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T1_T2介護経験

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と 介護の経験と現在 のクロス表

								介護の経験と現在						合計

								介護をした経験があり、現在も介護をしている		介護をした経験があるが、現在は介護をしていない		介護をした経験がない

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		127		95		390		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		20.80%		15.50%		63.70%		100.00%

						調整済み残差		7.30		0.30		-5.60

				続けられないと思う		度数		58		116		579		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		7.70%		15.40%		76.90%		100.00%

						調整済み残差		-4.60		0.20		3.20

				わからない		度数		121		166		839		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		10.70%		14.70%		74.50%		100.00%

						調整済み残差		-2.10		-0.50		2.00

				無回答		度数		3		4		17		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		12.50%		16.70%		70.80%		100.00%

						調整済み残差		0.00		0.20		-0.20

		合計				度数		309		381		1825		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		12.30%		15.10%		72.60%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		自由度		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		60.128a		6		0

		尤度比		56.276		6		0

		線型と線型による連関		0.092		1		0.762

		有効なケースの数		2515

		a 2 セル (16.7%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は 2.95 です。

		介護の経験と現在

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効		介護をした経験があり、現在も介護をしている		309		10.6		10.6		10.6

				介護をした経験があるが、現在は介護をしていない		467		16		16		26.6

				介護をした経験がない		2138		73.4		73.4		100

				合計		2914		100		100

														（％）

						N		計 ケイ		介護をした経験があり、現在も介護をしている		介護をした経験があるが、現在は介護をしていない		介護をした経験がない		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		20.8		15.5		63.7		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		7.7		15.4		76.9		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		10.7		14.7		74.5		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		10.6		16.0		73.4		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		介護をした経験があり、現在も介護をしている		介護をした経験があるが、現在は介護をしていない		介護をした経験がない		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		20.8		15.5		63.7		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		7.7		15.4		76.9		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		10.7		14.7		74.5		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		10.6		16		73.4		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						介護をした経験があり、現在も介護をしている		介護をした経験があるが、現在は介護をしていない		介護をした経験がない		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		20.8%		15.5%		63.7%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		7.7%		15.4%		76.9%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		10.7%		14.7%		74.5%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		10.6%		16.0%		73.4%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%
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T4介護する可能性

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と Ｔ４．今後５年間での介護をする可能性（ＳＡ） のクロス表

								Ｔ４．今後５年間での介護をする可能性（ＳＡ）				合計

								介護する可能性がかなり高い		介護する可能性が少しある

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		148		337		485

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		30.50%		69.50%		100.00%

						調整済み残差		0.70		-0.70

				続けられないと思う		度数		224		471		695

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		32.20%		67.80%		100.00%

						調整済み残差		2.10		-2.10

				わからない		度数		269		736		1005

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		26.80%		73.20%		100.00%

						調整済み残差		-2.40		2.40

				無回答		度数		5		16		21

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		23.80%		76.20%		100.00%

						調整済み残差		-0.60		0.60

		合計				度数		646		1560		2206

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		29.30%		70.70%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		6.649a		3		0.084

		尤度比		6.66		3		0.084

		線型と線型による連関		0.502		1		0.479

		有効なケースの数		2206

		a 0 セル (0.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は 6.15 です。

		Ｔ４．今後５年間での介護をする可能性（ＳＡ）

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		介護する可能性がかなり高い		646		22.2		24.8		24.8

				介護する可能性が少しある		1560		53.5		59.9		84.7

				介護することはない		399		13.7		15.3		100

				合計		2605		89.4		100

		欠損値		システム欠損値		309		10.6

		合計				2914		100

														（％）

						N		計 ケイ		介護する可能性がかなり高い		介護する可能性が少しある		介護することはない		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		485		100.0		30.5		69.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		695		100.0		32.2		67.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1005		100.0		26.8		73.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2605		100.0		24.8		59.9		15.3		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		介護する可能性がかなり高い		介護する可能性が少しある		介護することはない		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=485)		485		100		30.5		69.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=695)		695		100		32.2		67.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1005)		1005		100		26.8		73.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2605) ケイ		2605		100		24.8		59.9		15.3		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						介護する可能性がかなり高い		介護する可能性が少しある		介護することはない		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=485)		30.5%		69.5%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=695)		32.2%		67.8%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1005)		26.8%		73.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2605) ケイ		24.8%		59.9%		15.3%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T4介護する可能性

		



介護する可能性がかなり高い

介護する可能性が少しある

介護することはない



T6介護に不安を感じる割合

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と Ｔ６．介護することについての不安程度（ＳＡ） のクロス表

								Ｔ６．介護することについての不安程度（ＳＡ）												合計

								非常に不安を感じる		不安を感じる		少し不安を感じる		不安を感じない		わからない		無回答

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		132		238		213		23		5		1		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		21.60%		38.90%		34.80%		3.80%		0.80%		0.20%		100.00%

						調整済み残差		-7.20		0.70		7.10		4.10		-2.1		-2.2

				続けられないと思う		度数		330		273		126		11		13		0		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		43.80%		36.30%		16.70%		1.50%		1.70%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		7.10		-1.00		-5.70		-0.90		-0.3		-3.1

				わからない		度数		382		437		267		12		28		0		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		33.90%		38.80%		23.70%		1.10%		2.50%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		0.40		1.00		-0.40		-2.60		2.2		-4.3

				無回答		度数		0		1		1		0		0		22		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		0.00%		4.20%		4.20%		0.00%		0.00%		91.70%		100.00%

						調整済み残差		-3.50		-3.40		-2.30		-0.70		-0.7		46.9

		合計				度数		844		949		607		46		46		23		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		33.60%		37.70%		24.10%		1.80%		1.80%		0.90%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		2322.103a		15		0

		尤度比		353.292		15		0

		線型と線型による連関		2161.257		1		0

		有効なケースの数		2515

		a 3 セル (12.5%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は .22 です。

		Ｔ６．介護することについての不安程度（ＳＡ）

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		非常に不安を感じる		844		29		33.6		33.6

				不安を感じる		949		32.6		37.7		71.3

				少し不安を感じる		607		20.8		24.1		95.4

				不安を感じない		46		1.6		1.8		97.3

				わからない		46		1.6		1.8		99.1

				無回答		23		0.8		0.9		100

				合計		2515		86.3		100

		欠損値		システム欠損値		399		13.7

		合計				2914		100

																				（％）

						N		計 ケイ		非常に不安を感じる		不安を感じる		少し不安を感じる		不安を感じない		わからない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		21.6		38.9		34.8		3.8		0.8		0.2		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		43.8		36.3		16.7		1.5		1.7		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		33.9		38.8		23.7		1.1		2.5		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2515		100.0		33.6		37.7		24.1		1.8		1.8		0.9		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		非常に不安を感じる		不安を感じる		少し不安を感じる		不安を感じない		わからない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		21.6		38.9		34.8		3.8		0.8		0.2		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		43.8		36.3		16.7		1.5		1.7		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		33.9		38.8		23.7		1.1		2.5		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2515) ケイ		2515		100		33.6		37.7		24.1		1.8		1.8		0.9		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						非常に不安を感じる		不安を感じる		少し不安を感じる		不安を感じない		わからない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		21.6%		38.9%		34.8%		3.8%		0.8%		0.2%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		43.8%		36.3%		16.7%		1.5%		1.7%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		33.9%		38.8%		23.7%		1.1%		2.5%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2515) ケイ		33.6%		37.7%		24.1%		1.8%		1.8%		0.9%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T6介護に不安を感じる割合

		



非常に不安を感じる

不安を感じる

少し不安を感じる

不安を感じない

わからない

無回答



★分母がおかしい★T7介護不安の具体的内容割合

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と 介護の経験と現在 のクロス表

								介護の経験と現在						合計

								介護をした経験があり、現在も介護をしている		介護をした経験があるが、現在は介護をしていない		介護をした経験がない

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		127		95		390		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		20.80%		15.50%		63.70%		100.00%

						調整済み残差		7.30		0.30		-5.60

				続けられないと思う		度数		58		116		579		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		7.70%		15.40%		76.90%		100.00%

						調整済み残差		-4.60		0.20		3.20

				わからない		度数		121		166		839		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		10.70%		14.70%		74.50%		100.00%

						調整済み残差		-2.10		-0.50		2.00

				無回答		度数		3		4		17		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		12.50%		16.70%		70.80%		100.00%

						調整済み残差		0.00		0.20		-0.20

		合計				度数		309		381		1825		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		12.30%		15.10%		72.60%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		自由度		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		60.128a		6		0

		尤度比		56.276		6		0

		線型と線型による連関		0.092		1		0.762

		有効なケースの数		2515

		a 2 セル (16.7%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は 2.95 です。

		介護の経験と現在

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効		介護をした経験があり、現在も介護をしている		309		10.6		10.6		10.6

				介護をした経験があるが、現在は介護をしていない		467		16		16		26.6

				介護をした経験がない		2138		73.4		73.4		100

				合計		2914		100		100

														（％）

						N		計 ケイ		公的介護保険制度の仕組みがわからないこと		勤務先の介護に係わる支援制度がない、もしくはわからないこと		介護と仕事を両立する際に上司の理解が得られないこと		勤務先に介護に係わる制度はあっても利用しにくい雰囲気がある		介護休業などを職場で取得して仕事をしている人がいないこと		代替要員がおらず、介護の為に仕事を休めないこと		仕事を辞めずに介護と仕事を両立するための仕組みがわからない		介護と仕事を両立すると、昇進・昇格に影響が出る可能性がある		そもそも労働時間が長いこと		自分が介護休業を取得すると収入が減ること		勤務先や職場に介護に関して相談する部署や担当者がないこと		地域での介護に関する相談先がわからないこと		適切な介護サービスが受けられるかどうかわからないこと		他に介護を分担してくれる家族がいないこと		介護がいつまで続くかわからず将来の見通しを立てにくいこと		公的介護保険制度の要介護者となった場合、予想がつかないので不安		その他		無回答

				続けられると思う		612		100.0		43.1		22.9		7.4		10.1		18.6		22.2		18.0		9.3		11.4		26.5		9.6		15.8		31.7		16.8		47.4		32.5		7.0		4.7

				続けられないと思う		753		100.0		50.3		36.5		20.5		26.6		39.8		38.4		48.1		15.4		31.3		39.6		21.0		23.0		39.0		28.2		53.5		43.6		6.8		3.2

				わからない		1126		100.0		48.1		38.3		15.5		18.8		40.9		30.3		46.8		11.9		17.9		38.1		18.5		23.3		42.7		22.4		53.7		45.1		4.6		3.6

				計 ケイ		2914		100.0		40.7		29.0		12.8		16.3		30.0		26.4		34.3		10.5		17.4		30.5		14.6		18.3		33.3		19.5		44.6		35.5		5.0		17.7

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		公的介護保険制度の仕組みがわからないこと		勤務先の介護に係わる支援制度がない、もしくはわからないこと		介護と仕事を両立する際に上司の理解が得られないこと		勤務先に介護に係わる制度はあっても利用しにくい雰囲気がある		介護休業などを職場で取得して仕事をしている人がいないこと		代替要員がおらず、介護の為に仕事を休めないこと		仕事を辞めずに介護と仕事を両立するための仕組みがわからない		介護と仕事を両立すると、昇進・昇格に影響が出る可能性がある		そもそも労働時間が長いこと		自分が介護休業を取得すると収入が減ること		勤務先や職場に介護に関して相談する部署や担当者がないこと		地域での介護に関する相談先がわからないこと		適切な介護サービスが受けられるかどうかわからないこと		他に介護を分担してくれる家族がいないこと		介護がいつまで続くかわからず将来の見通しを立てにくいこと		公的介護保険制度の要介護者となった場合、予想がつかないので不安		その他		無回答

				続けられると思う(N=612)		612		100		43.137254902		22.8758169935		7.3529411765		10.1307189542		18.6274509804		22.2222222222		17.9738562092		9.3137254902		11.4379084967		26.4705882353		9.6405228758		15.8496732026		31.6993464052		16.8300653595		47.385620915		32.5163398693		7.0261437908		4.7385620915

				続けられないと思う(N=753)		753		100		50.3320053121		36.5205843293		20.4515272244		26.5604249668		39.8406374502		38.379814077		48.0743691899		15.4050464807		31.3413014608		39.5750332005		20.9827357238		22.9747675963		39.0438247012		28.1540504648		53.5192563081		43.5590969456		6.7729083665		3.187250996

				わからない(N=1126)		1126		100		48.134991119		38.2770870337		15.4529307282		18.8277087034		40.8525754885		30.2841918295		46.8028419183		11.9005328597		17.8507992895		38.0994671403		18.4724689165		23.2682060391		42.7175843694		22.3801065719		53.730017762		45.1154529307		4.6181172291		3.6412078153

				計(N=2914) ケイ		2914		100		40.6657515443		29.0322580645		12.8002745367		16.2663006177		30.0274536719		26.3555250515		34.3170899108		10.5353466026		17.3987645848		30.5078929307		14.5847632121		18.2566918325		33.2532601235		19.4921070693		44.5778997941		35.5181880577		5.010295127		17.673301304

						公的介護保険制度の仕組みがわからないこと		勤務先の介護に係わる支援制度がない、もしくはわからないこと		介護と仕事を両立する際に上司の理解が得られないこと		勤務先に介護に係わる制度はあっても利用しにくい雰囲気がある		介護休業などを職場で取得して仕事をしている人がいないこと		代替要員がおらず、介護の為に仕事を休めないこと		仕事を辞めずに介護と仕事を両立するための仕組みがわからない		介護と仕事を両立すると、昇進・昇格に影響が出る可能性がある		そもそも労働時間が長いこと		自分が介護休業を取得すると収入が減ること		勤務先や職場に介護に関して相談する部署や担当者がないこと		地域での介護に関する相談先がわからないこと		適切な介護サービスが受けられるかどうかわからないこと		他に介護を分担してくれる家族がいないこと		介護がいつまで続くかわからず将来の見通しを立てにくいこと		公的介護保険制度の要介護者となった場合、予想がつかないので不安		その他		無回答

				続けられると思う(N=612)		43.1%		22.9%		7.4%		10.1%		18.6%		22.2%		18.0%		9.3%		11.4%		26.5%		9.6%		15.8%		31.7%		16.8%		47.4%		32.5%		7.0%		4.7%

				続けられないと思う(N=753)		50.3%		36.5%		20.5%		26.6%		39.8%		38.4%		48.1%		15.4%		31.3%		39.6%		21.0%		23.0%		39.0%		28.2%		53.5%		43.6%		6.8%		3.2%

				わからない(N=1126)		48.1%		38.3%		15.5%		18.8%		40.9%		30.3%		46.8%		11.9%		17.9%		38.1%		18.5%		23.3%		42.7%		22.4%		53.7%		45.1%		4.6%		3.6%

				計(N=2914) ケイ		40.7%		29.0%		12.8%		16.3%		30.0%		26.4%		34.3%		10.5%		17.4%		30.5%		14.6%		18.3%		33.3%		19.5%		44.6%		35.5%		5.0%		17.7%

						介護不安の内容

						公的介護保険制度の仕組みがわからないこと		勤務先の介護に係わる支援制度がない、もしくはわからないこと		介護と仕事を両立する際に上司の理解が得られないこと		勤務先に介護に係わる制度はあっても利用しにくい雰囲気がある		介護休業などを職場で取得して仕事をしている人がいないこと		代替要員がおらず、介護の為に仕事を休めないこと		仕事を辞めずに介護と仕事を両立するための仕組みがわからない		介護と仕事を両立すると、昇進・昇格に影響が出る可能性がある		そもそも労働時間が長いこと		自分が介護休業を取得すると収入が減ること		勤務先や職場に介護に関して相談する部署や担当者がないこと		地域での介護に関する相談先がわからないこと		適切な介護サービスが受けられるかどうかわからないこと		他に介護を分担してくれる家族がいないこと		介護がいつまで続くかわからず将来の見通しを立てにくいこと		公的介護保険制度の要介護者となった場合、予想がつかないので不安		その他		無回答		合計

						度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		264		140		45		62		114		136		110		57		70		162		59		97		194		103		290		199		43		29		612

				続けられないと思う		379		275		154		200		300		289		362		116		236		298		158		173		294		212		403		328		51		24		753

				わからない		542		431		174		212		460		341		527		134		201		429		208		262		481		252		605		508		52		41		1126

				無回答		0		0		0		0		1		2		1		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		22		24

				合計		1185		846		373		474		875		768		1000		307		507		889		425		532		969		568		1299		1035		146		116		2515

						介護不安の内容

						Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_公的介護保険制度の仕組みがわからないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_勤務先の介護に係わる支援制度がない、もしくはわからないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_介護と仕事を両立する際に上司の理解が得られないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_勤務先に介護に係わる制度はあっても利用しにくい雰囲気がある		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_介護休業などを職場で取得して仕事をしている人がいないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_代替要員がおらず、介護の為に仕事を休めないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_仕事を辞めずに介護と仕事を両立するための仕組みがわからない		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_介護と仕事を両立すると、昇進・昇格に影響が出る可能性がある		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_そもそも労働時間が長いこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_自分が介護休業を取得すると収入が減ること		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_勤務先や職場に介護に関して相談する部署や担当者がないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_地域での介護に関する相談先がわからないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_適切な介護サービスが受けられるかどうかわからないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_他に介護を分担してくれる家族がいないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_介護がいつまで続くかわからず将来の見通しを立てにくいこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_公的介護保険制度の要介護者となった場合、予想がつかないので不安		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_その他		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_無回答		合計

						行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		43.1%		22.9%		7.4%		10.1%		18.6%		22.2%		18.0%		9.3%		11.4%		26.5%		9.6%		15.8%		31.7%		16.8%		47.4%		32.5%		7.0%		4.7%		100.0%

				続けられないと思う		50.3%		36.5%		20.5%		26.6%		39.8%		38.4%		48.1%		15.4%		31.3%		39.6%		21.0%		23.0%		39.0%		28.2%		53.5%		43.6%		6.8%		3.2%		100.0%

				わからない		48.1%		38.3%		15.5%		18.8%		40.9%		30.3%		46.8%		11.9%		17.9%		38.1%		18.5%		23.3%		42.7%		22.4%		53.7%		45.1%		4.6%		3.6%		100.0%

				無回答		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		4.2%		8.3%		4.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		4.2%		4.2%		0.0%		0.0%		91.7%		100.0%

				合計		47.1%		33.6%		14.8%		18.8%		34.8%		30.5%		39.8%		12.2%		20.2%		35.3%		16.9%		21.2%		38.5%		22.6%		51.7%		41.2%		5.8%		4.6%		100.0%

		介護不安の内容

		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_公的介護保険制度の仕組みがわからないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_勤務先の介護に係わる支援制度がない、もしくはわからないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_介護と仕事を両立する際に上司の理解が得られないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_勤務先に介護に係わる制度はあっても利用しにくい雰囲気がある		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_介護休業などを職場で取得して仕事をしている人がいないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_代替要員がおらず、介護の為に仕事を休めないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_仕事を辞めずに介護と仕事を両立するための仕組みがわからない		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_介護と仕事を両立すると、昇進・昇格に影響が出る可能性がある		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_そもそも労働時間が長いこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_自分が介護休業を取得すると収入が減ること		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_勤務先や職場に介護に関して相談する部署や担当者がないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_地域での介護に関する相談先がわからないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_適切な介護サービスが受けられるかどうかわからないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_他に介護を分担してくれる家族がいないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_介護がいつまで続くかわからず将来の見通しを立てにくいこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_公的介護保険制度の要介護者となった場合、予想がつかないので不安		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_その他		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_無回答		合計

		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数

		1185		846		373		474		875		768		1000		307		507		889		425		532		969		568		1299		1035		146		515		2914

		介護不安の内容

		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_公的介護保険制度の仕組みがわからないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_勤務先の介護に係わる支援制度がない、もしくはわからないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_介護と仕事を両立する際に上司の理解が得られないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_勤務先に介護に係わる制度はあっても利用しにくい雰囲気がある		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_介護休業などを職場で取得して仕事をしている人がいないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_代替要員がおらず、介護の為に仕事を休めないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_仕事を辞めずに介護と仕事を両立するための仕組みがわからない		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_介護と仕事を両立すると、昇進・昇格に影響が出る可能性がある		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_そもそも労働時間が長いこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_自分が介護休業を取得すると収入が減ること		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_勤務先や職場に介護に関して相談する部署や担当者がないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_地域での介護に関する相談先がわからないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_適切な介護サービスが受けられるかどうかわからないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_他に介護を分担してくれる家族がいないこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_介護がいつまで続くかわからず将来の見通しを立てにくいこと		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_公的介護保険制度の要介護者となった場合、予想がつかないので不安		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_その他		Ｔ７．具体的な不安内容（ＭＡ）_無回答		合計

		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %

		40.7%		29.0%		12.8%		16.3%		30.0%		26.4%		34.3%		10.5%		17.4%		30.5%		14.6%		18.3%		33.3%		19.5%		44.6%		35.5%		5.0%		17.7%		100.0%





T9介護のことを相談できる雰囲気の有無割合

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と Ｔ９．介護について、勤務先には上司等に話したり、相談したりの雰囲気（ＳＡ） のクロス表

								Ｔ９．介護について、勤務先には上司等に話したり、相談したりの雰囲気（ＳＡ）								合計

								ある		ない		どちらともいえない		無回答

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		429		30		153		0		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		70.10%		4.90%		25.00%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		14.20		-7.00		-9.10		-2.70

				続けられないと思う		度数		247		178		328		0		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		32.80%		23.60%		43.60%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		-8.10		10.10		1.90		-3.10

				わからない		度数		458		125		543		0		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		40.70%		11.10%		48.20%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		-4.10		-2.90		6.90		-4.20

				無回答		度数		2		0		0		22		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		8.30%		0.00%		0.00%		91.70%		100.00%

						調整済み残差		-3.60		-1.90		-4.10		48.00

		合計				度数		1136		333		1024		22		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		45.20%		13.20%		40.70%		0.90%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		2570.039a		9		0

		尤度比		502.461		9		0

		線型と線型による連関		2266.561		1		0

		有効なケースの数		2515

		a 2 セル (12.5%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は .21 です。

		Ｔ９．介護について、勤務先には上司等に話したり、相談したりの雰囲気（ＳＡ）

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		ある		1136		39		45.2		45.2

				ない		333		11.4		13.2		58.4

				どちらともいえない		1024		35.1		40.7		99.1

				無回答		22		0.8		0.9		100

				合計		2515		86.3		100

		欠損値		システム欠損値		399		13.7

		合計				2914		100

																（％）

						N		計 ケイ		ある		ない		どちらともいえない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		70.1		4.9		25.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		32.8		23.6		43.6		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		40.7		11.1		48.2		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2515		100.0		45.2		13.2		40.7		0.9		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		ある		ない		どちらともいえない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		70.1		4.9		25		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		32.8		23.6		43.6		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		40.7		11.1		48.2		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2515) ケイ		2515		100		45.2		13.2		40.7		0.9		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						ある		ない		どちらともいえない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		70.1%		4.9%		25.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		32.8%		23.6%		43.6%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		40.7%		11.1%		48.2%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2515) ケイ		45.2%		13.2%		40.7%		0.9%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T9介護のことを相談できる雰囲気の有無割合

		



ある

ない

どちらともいえない

無回答



T11介護保険の被保険者認識割合

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と Ｔ１１．公的介護保険制度の被保険者（ＳＡ） のクロス表

								Ｔ１１．公的介護保険制度の被保険者（ＳＡ）						合計

								はい		いいえ		わからない

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		441		58		113		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		72.10%		9.50%		18.50%		100.00%

						調整済み残差		0.90		-0.10		-1.00

				続けられないと思う		度数		544		70		139		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		72.20%		9.30%		18.50%		100.00%

						調整済み残差		1.10		-0.30		-1.10

				わからない		度数		772		112		242		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		68.60%		9.90%		21.50%		100.00%

						調整済み残差		-2.10		0.60		1.90

				無回答		度数		20		0		4		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		83.30%		0.00%		16.70%		100.00%

						調整済み残差		1.40		-1.60		-0.40

		合計				度数		1777		240		498		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		70.70%		9.50%		19.80%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		7.200a		6		0.303

		尤度比		9.453		6		0.15

		線型と線型による連関		0.657		1		0.417

		有効なケースの数		2515

		a 2 セル (16.7%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は 2.29 です。

		Ｔ１１．公的介護保険制度の被保険者（ＳＡ）

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		はい		2046		70.2		70.2		70.2

				いいえ		288		9.9		9.9		80.1

				わからない		580		19.9		19.9		100

				合計		2914		100		100

														（％）

						N		計 ケイ		はい		いいえ		わからない		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		72.1		9.5		18.5		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		72.2		9.3		18.5		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		68.6		9.9		21.5		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		70.2		9.9		19.9		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		はい		いいえ		わからない		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		72.1		9.5		18.5		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		72.2		9.3		18.5		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		68.6		9.9		21.5		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		70.2		9.9		19.9		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						はい		いいえ		わからない		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		72.1%		9.5%		18.5%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		72.2%		9.3%		18.5%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		68.6%		9.9%		21.5%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		70.2%		9.9%		19.9%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T11介護保険の被保険者認識割合

		



はい

いいえ

わからない



★T12介護保険制度の具体的内容理解割合

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と 介護の経験と現在 のクロス表

								介護の経験と現在						合計

								介護をした経験があり、現在も介護をしている		介護をした経験があるが、現在は介護をしていない		介護をした経験がない

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		127		95		390		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		20.80%		15.50%		63.70%		100.00%

						調整済み残差		7.30		0.30		-5.60

				続けられないと思う		度数		58		116		579		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		7.70%		15.40%		76.90%		100.00%

						調整済み残差		-4.60		0.20		3.20

				わからない		度数		121		166		839		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		10.70%		14.70%		74.50%		100.00%

						調整済み残差		-2.10		-0.50		2.00

				無回答		度数		3		4		17		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		12.50%		16.70%		70.80%		100.00%

						調整済み残差		0.00		0.20		-0.20

		合計				度数		309		381		1825		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		12.30%		15.10%		72.60%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		自由度		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		60.128a		6		0

		尤度比		56.276		6		0

		線型と線型による連関		0.092		1		0.762

		有効なケースの数		2515

		a 2 セル (16.7%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は 2.95 です。

		介護の経験と現在

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効		介護をした経験があり、現在も介護をしている		309		10.6		10.6		10.6

				介護をした経験があるが、現在は介護をしていない		467		16		16		26.6

				介護をした経験がない		2138		73.4		73.4		100

				合計		2914		100		100

																								（％）

						N		計 ケイ		介護保険のサービスを受けられるのは原則６５歳以上であること		介護保険サービスを利用した場合の自己負担割合は原則１割であること		要介護の認定基準には「要支援」と「要介護」があること		施設サービスを利用した場合の居住費・食費は原則として全額自己負担		限度額を超えて在宅介護サービスを利用した場合、超過分は自己負担に		介護保険サービスは生活をする上で最低限のサービスを提供している		この中で知っているものはない		無回答		合計		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		45.4		45.9		61.9		36.8		44.1		44.4		27.3		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		36.9		36.4		60.0		32.5		39.6		42.2		29.5		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		34.7		33.0		52.6		25.3		33.7		34.7		35.2		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		38.4		37.5		56.8		30.4		38.1		39.9		31.4		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		介護保険のサービスを受けられるのは原則６５歳以上であること		介護保険サービスを利用した場合の自己負担割合は原則１割であること		要介護の認定基準には「要支援」と「要介護」があること		施設サービスを利用した場合の居住費・食費は原則として全額自己負担		限度額を超えて在宅介護サービスを利用した場合、超過分は自己負担に		介護保険サービスは生活をする上で最低限のサービスを提供している		この中で知っているものはない		無回答		合計		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		45.4248366013		45.9150326797		61.9281045752		36.7647058824		44.1176470588		44.4444444444		27.2875816993		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		36.9189907039		36.3877822045		60.026560425		32.5365205843		39.5750332005		42.2310756972		29.4820717131		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		34.7246891652		33.0373001776		52.5754884547		25.3108348135		33.6589698046		34.7246891652		35.1687388988		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		38.4008236102		37.5085792725		56.7947838023		30.370624571		38.091969801		39.9107755662		31.3658201784		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						介護保険のサービスを受けられるのは原則６５歳以上であること		介護保険サービスを利用した場合の自己負担割合は原則１割であること		要介護の認定基準には「要支援」と「要介護」があること		施設サービスを利用した場合の居住費・食費は原則として全額自己負担		限度額を超えて在宅介護サービスを利用した場合、超過分は自己負担に		介護保険サービスは生活をする上で最低限のサービスを提供している		この中で知っているものはない		無回答		合計		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		45.4%		45.9%		61.9%		36.8%		44.1%		44.4%		27.3%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		36.9%		36.4%		60.0%		32.5%		39.6%		42.2%		29.5%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		34.7%		33.0%		52.6%		25.3%		33.7%		34.7%		35.2%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		38.4%		37.5%		56.8%		30.4%		38.1%		39.9%		31.4%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

						公的介護保険制度で知っている内容

						介護保険のサービスを受けられるのは原則６５歳以上であること		介護保険サービスを利用した場合の自己負担割合は原則１割であること		要介護の認定基準には「要支援」と「要介護」があること		施設サービスを利用した場合の居住費・食費は原則として全額自己負担		限度額を超えて在宅介護サービスを利用した場合、超過分は自己負担に		介護保険サービスは生活をする上で最低限のサービスを提供している		この中で知っているものはない		無回答		合計

						度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		278		281		379		225		270		272		167		0		612

				続けられないと思う		278		274		452		245		298		318		222		0		753

				わからない		391		372		592		285		379		391		396		0		1126

				無回答		16		17		19		18		16		18		2		0		24

				合計		963		944		1442		773		963		999		787		0		2515

						公的介護保険制度で知っている内容

						介護保険のサービスを受けられるのは原則６５歳以上であること		介護保険サービスを利用した場合の自己負担割合は原則１割であること		要介護の認定基準には「要支援」と「要介護」があること		施設サービスを利用した場合の居住費・食費は原則として全額自己負担		限度額を超えて在宅介護サービスを利用した場合、超過分は自己負担に		介護保険サービスは生活をする上で最低限のサービスを提供している		この中で知っているものはない		無回答		合計

						行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		45.4%		45.9%		61.9%		36.8%		44.1%		44.4%		27.3%		0.0%		100.0%

				続けられないと思う		36.9%		36.4%		60.0%		32.5%		39.6%		42.2%		29.5%		0.0%		100.0%

				わからない		34.7%		33.0%		52.6%		25.3%		33.7%		34.7%		35.2%		0.0%		100.0%

				無回答		66.7%		70.8%		79.2%		75.0%		66.7%		75.0%		8.3%		0.0%		100.0%

				合計		38.3%		37.5%		57.3%		30.7%		38.3%		39.7%		31.3%		0.0%		100.0%

		公的介護保険制度で知っている内容

		Ｔ１２．公的介護保険制度の認知項目（ＭＡ）_介護保険のサービスを受けられるのは原則６５歳以上であること		Ｔ１２．公的介護保険制度の認知項目（ＭＡ）_介護保険サービスを利用した場合の自己負担割合は原則１割であること		Ｔ１２．公的介護保険制度の認知項目（ＭＡ）_要介護の認定基準には「要支援」と「要介護」があること		Ｔ１２．公的介護保険制度の認知項目（ＭＡ）_施設サービスを利用した場合の居住費・食費は原則として全額自己負担		Ｔ１２．公的介護保険制度の認知項目（ＭＡ）_限度額を超えて在宅介護サービスを利用した場合、超過分は自己負担に		Ｔ１２．公的介護保険制度の認知項目（ＭＡ）_介護保険サービスは生活をする上で最低限のサービスを提供している		Ｔ１２．公的介護保険制度の認知項目（ＭＡ）_この中で知っているものはない		Ｔ１２．公的介護保険制度の認知項目（ＭＡ）_無回答		合計

		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数

		1119		1093		1655		885		1110		1163		914		0		2914

		公的介護保険制度で知っている内容

		Ｔ１２．公的介護保険制度の認知項目（ＭＡ）_介護保険のサービスを受けられるのは原則６５歳以上であること		Ｔ１２．公的介護保険制度の認知項目（ＭＡ）_介護保険サービスを利用した場合の自己負担割合は原則１割であること		Ｔ１２．公的介護保険制度の認知項目（ＭＡ）_要介護の認定基準には「要支援」と「要介護」があること		Ｔ１２．公的介護保険制度の認知項目（ＭＡ）_施設サービスを利用した場合の居住費・食費は原則として全額自己負担		Ｔ１２．公的介護保険制度の認知項目（ＭＡ）_限度額を超えて在宅介護サービスを利用した場合、超過分は自己負担に		Ｔ１２．公的介護保険制度の認知項目（ＭＡ）_介護保険サービスは生活をする上で最低限のサービスを提供している		Ｔ１２．公的介護保険制度の認知項目（ＭＡ）_この中で知っているものはない		Ｔ１２．公的介護保険制度の認知項目（ＭＡ）_無回答		合計

		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %

		38.4%		37.5%		56.8%		30.4%		38.1%		39.9%		31.4%		0.0%		100.0%





★T12介護保険制度の具体的内容理解割合

		



続けられると思う(N=612)

続けられないと思う(N=753)

わからない(N=1126)

計(N=2914)



T13地域包括支援センターの認知割合

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と Ｔ１３．地域包括支援センターの認知（ＳＡ） のクロス表

								Ｔ１３．地域包括支援センターの認知（ＳＡ）										合計

								利用した事があり、名称も利用方法も知っている		利用した事はないが名称も聞いた事があり利用方法も知っている		名称について聞いたことがあるが、利用方法は知らない		名称も利用方法も知らない		無回答

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		72		88		157		295		0		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		11.80%		14.40%		25.70%		48.20%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		4.70		3.00		0.00		-4.30		-0.6

				続けられないと思う		度数		44		76		200		433		0		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		5.80%		10.10%		26.60%		57.50%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		-2.00		-1.00		0.70		1.10		-0.7

				わからない		度数		67		107		280		671		1		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		6.00%		9.50%		24.90%		59.60%		0.10%		100.00%

						調整済み残差		-2.60		-2.30		-0.80		3.50		1.1

				無回答		度数		4		8		8		4		0		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		16.70%		33.30%		33.30%		16.70%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		1.70		3.50		0.90		-3.90		-0.1

		合計				度数		187		279		645		1403		1		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		7.40%		11.10%		25.60%		55.80%		0.00%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		62.502a		12		0

		尤度比		58.848		12		0

		線型と線型による連関		2.708		1		0.1

		有効なケースの数		2515

		a 6 セル (30.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は .01 です。

		Ｔ１３．地域包括支援センターの認知（ＳＡ）

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		利用した事があり、名称も利用方法も知っている		210		7.2		7.2		7.2

				利用した事はないが名称も聞いた事があり利用方法も知っている		316		10.8		10.8		18.1

				名称について聞いたことがあるが、利用方法は知らない		731		25.1		25.1		43.1

				名称も利用方法も知らない		1655		56.8		56.8		99.9

				無回答		2		0.1		0.1		100

				合計		2914		100		100

																		（％）

						N		計 ケイ		利用した事があり、名称も利用方法も知っている		利用した事はないが名称も聞いた事があり利用方法も知っている		名称について聞いたことがあるが、利用方法は知らない		名称も利用方法も知らない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		11.8		14.4		25.7		48.2		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		5.8		10.1		26.6		57.5		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		6.0		9.5		24.9		59.6		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		7.2		10.8		25.1		56.8		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		利用した事があり、名称も利用方法も知っている		利用した事はないが名称も聞いた事があり利用方法も知っている		名称について聞いたことがあるが、利用方法は知らない		名称も利用方法も知らない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		11.8		14.4		25.7		48.2		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		5.8		10.1		26.6		57.5		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		6		9.5		24.9		59.6		0.1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		7.2		10.8		25.1		56.8		0.1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						利用した事があり、名称も利用方法も知っている		利用した事はないが名称も聞いた事があり利用方法も知っている		名称について聞いたことがあるが、利用方法は知らない		名称も利用方法も知らない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		11.8%		14.4%		25.7%		48.2%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		5.8%		10.1%		26.6%		57.5%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		6.0%		9.5%		24.9%		59.6%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		7.2%		10.8%		25.1%		56.8%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T13地域包括支援センターの認知割合

		



利用した事があり、名称も利用方法も知っている

利用した事はないが名称も聞いた事があり利用方法も知っている

名称について聞いたことがあるが、利用方法は知らない

名称も利用方法も知らない

無回答



T14勤務先の両立支援制度の認知割合

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と Ｔ１４．勤務先の介護に関する支援制度の認知程度（ＳＡ） のクロス表

								Ｔ１４．勤務先の介護に関する支援制度の認知程度（ＳＡ）										合計

								どのような制度があるかは知っており内容もおおよそわかる		制度があることは知っているが、内容はわからない		制度があるかどうか知らない		制度はない		無回答

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		158		202		247		5		0		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		25.80%		33.00%		40.40%		0.80%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		8.80		-1.00		-4.50		-2.80		-1

				続けられないと思う		度数		85		276		377		15		0		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		11.30%		36.70%		50.10%		2.00%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		-3.20		1.40		1.20		-0.60		-1.1

				わからない		度数		125		388		576		35		2		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		11.10%		34.50%		51.20%		3.10%		0.20%		100.00%

						調整済み残差		-4.70		-0.20		2.70		2.60		0.8

				無回答		度数		4		5		12		2		1		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		16.70%		20.80%		50.00%		8.30%		4.20%		100.00%

						調整済み残差		0.30		-1.40		0.20		2.00		5.8

		合計				度数		372		871		1212		57		3		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		14.80%		34.60%		48.20%		2.30%		0.10%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		128.312a		12		0

		尤度比		94.936		12		0

		線型と線型による連関		36.445		1		0

		有効なケースの数		2515

		a 6 セル (30.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は .03 です。

		Ｔ１４．勤務先の介護に関する支援制度の認知程度（ＳＡ）

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		どのような制度があるかは知っており内容もおおよそわかる		437		15		15		15

				制度があることは知っているが、内容はわからない		977		33.5		33.5		48.5

				制度があるかどうか知らない		1425		48.9		48.9		97.4

				制度はない		71		2.4		2.4		99.9

				無回答		4		0.1		0.1		100

				合計		2914		100		100

																		（％）

						N		計 ケイ		どのような制度があるかは知っており内容もおおよそわかる		制度があることは知っているが、内容はわからない		制度があるかどうか知らない		制度はない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		25.8		33.0		40.4		0.8		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		11.3		36.7		50.1		2.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		11.1		34.5		51.2		3.1		0.2		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		15.0		33.5		48.9		2.4		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		どのような制度があるかは知っており内容もおおよそわかる		制度があることは知っているが、内容はわからない		制度があるかどうか知らない		制度はない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		25.8		33		40.4		0.8		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		11.3		36.7		50.1		2		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		11.1		34.5		51.2		3.1		0.2		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		15		33.5		48.9		2.4		0.1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						どのような制度があるかは知っており内容もおおよそわかる		制度があることは知っているが、内容はわからない		制度があるかどうか知らない		制度はない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		25.8%		33.0%		40.4%		0.8%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		11.3%		36.7%		50.1%		2.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		11.1%		34.5%		51.2%		3.1%		0.2%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		15.0%		33.5%		48.9%		2.4%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T14勤務先の両立支援制度の認知割合

		



どのような制度があるかは知っており内容もおおよそわかる

制度があることは知っているが、内容はわからない

制度があるかどうか知らない

制度はない

無回答



T15介護休業制度の趣旨理解割合

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と Ｔ１５．介護休業についての考え方（ＳＡ）_【Ａ】主に仕事を続けながら介護／【Ｂ】介護に専念するための期間 のクロス表

								Ｔ１５．介護休業についての考え方（ＳＡ）_【Ａ】主に仕事を続けながら介護／【Ｂ】介護に専念するための期間												合計

								Ａ		どちらかと言うとＡ		どちらとも言えない		どちらかと言うとＢ		Ｂ		無回答

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		136		178		66		154		78		0		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		22.20%		29.10%		10.80%		25.20%		12.70%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		5.00		1.10		-1.30		-2.80		-1.6		-1.1

				続けられないと思う		度数		103		154		99		244		153		0		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		13.70%		20.50%		13.10%		32.40%		20.30%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		-1.90		-5.10		0.80		2.00		5.1		-1.3

				わからない		度数		153		349		144		341		137		2		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		13.60%		31.00%		12.80%		30.30%		12.20%		0.20%		100.00%

						調整済み残差		-2.70		3.70		0.60		0.70		-3.3		0.2

				無回答		度数		5		6		1		6		4		2		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		20.80%		25.00%		4.20%		25.00%		16.70%		8.30%		100.00%

						調整済み残差		0.70		-0.30		-1.20		-0.50		0.3		10.1

		合計				度数		397		687		310		745		372		4		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		15.80%		27.30%		12.30%		29.60%		14.80%		0.20%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		176.438a		15		0

		尤度比		88.554		15		0

		線型と線型による連関		90.635		1		0

		有効なケースの数		2515

		a 7 セル (29.2%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は .04 です。

		Ｔ１５．介護休業についての考え方（ＳＡ）_【Ａ】主に仕事を続けながら介護／【Ｂ】介護に専念するための期間

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		Ａ		462		15.9		15.9		15.9

				どちらかと言うとＡ		794		27.2		27.2		43.1

				どちらとも言えない		354		12.1		12.1		55.3

				どちらかと言うとＢ		842		28.9		28.9		84.1

				Ｂ		457		15.7		15.7		99.8

				無回答		5		0.2		0.2		100

				合計		2914		100		100

																				（％）

						N		計 ケイ		Ａ		どちらかと言うとＡ		どちらとも言えない		どちらかと言うとＢ		Ｂ		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		22.2		29.1		10.8		25.2		12.7		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		13.7		20.5		13.1		32.4		20.3		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		13.6		31.0		12.8		30.3		12.2		0.2		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		15.9		27.2		12.1		28.9		15.7		0.2		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		Ａ		どちらかと言うとＡ		どちらとも言えない		どちらかと言うとＢ		Ｂ		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		22.2		29.1		10.8		25.2		12.7		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		13.7		20.5		13.1		32.4		20.3		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		13.6		31		12.8		30.3		12.2		0.2		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		15.9		27.2		12.1		28.9		15.7		0.2		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Ａ		どちらかと言うとＡ		どちらとも言えない		どちらかと言うとＢ		Ｂ		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		22.2%		29.1%		10.8%		25.2%		12.7%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		13.7%		20.5%		13.1%		32.4%		20.3%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		13.6%		31.0%		12.8%		30.3%		12.2%		0.2%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		15.9%		27.2%		12.1%		28.9%		15.7%		0.2%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T15介護休業制度の趣旨理解割合

		



Ａ

どちらかと言うとＡ

どちらとも言えない

どちらかと言うとＢ

Ｂ

無回答



T15_3C介護休業制度の趣旨理解割合

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と 介護休業に対する考え方 のクロス表

								介護休業に対する考え方								合計				合計

								A		どちらともいえない		B		無回答				無回答

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		314		66		232		0		612		0		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		51.30%		10.80%		37.90%		0.00%		100.00%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		4.70		-1.30		-3.70		-1.10				-1.1

				続けられないと思う		度数		257		99		397		0		753		0		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		34.10%		13.10%		52.70%		0.00%		100.00%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		-5.90		0.80		5.50		-1.30				-1.3

				わからない		度数		502		144		478		2		1126		2		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		44.60%		12.80%		42.50%		0.20%		100.00%		0.20%		100.00%

						調整済み残差		1.40		0.60		-1.80		0.20				0.2

				無回答		度数		11		1		10		2		24		2		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		45.80%		4.20%		41.70%		8.30%		100.00%		8.30%		100.00%

						調整済み残差		0.30		-1.20		-0.30		10.10				10.1

		合計				度数		1084		310		1117		4		2515		4		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		43.10%		12.30%		44.40%		0.20%		100.00%		0.20%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		148.899a		9		0

		尤度比		62.827		9		0

		線型と線型による連関		96.416		1		0

		有効なケースの数		2515

		a 5 セル (31.3%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は .04 です。

		介護休業に対する考え方

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		A		1256		43.1		43.1		43.1

				どちらともいえない		354		12.1		12.1		55.3

				B		1299		44.6		44.6		99.8

				無回答		5		0.2		0.2		100

				合計		2914		100		100

														（％）

						N		計 ケイ		A		どちらともいえない		B		無回答		0		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		51.3		10.8		37.9		0.0		100.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		34.1		13.1		52.7		0.0		100.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		44.6		12.8		42.5		0.2		100.0		0.2		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		43.1		12.1		44.6		0.2		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		A		どちらともいえない		B		無回答		0		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		51.3		10.8		37.9		0		100		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		34.1		13.1		52.7		0		100		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		44.6		12.8		42.5		0.2		100		0.2		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		43.1		12.1		44.6		0.2		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						A		どちらともいえない		B		無回答		0		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		51.3%		10.8%		37.9%		0.0%		100.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		34.1%		13.1%		52.7%		0.0%		100.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		44.6%		12.8%		42.5%		0.2%		100.0%		0.2%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		43.1%		12.1%		44.6%		0.2%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T15_3C介護休業制度の趣旨理解割合

		



A

どちらともいえない

B

無回答



T16職場の残業の程度割合

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と Ｔ１６．平均残業程度（ＳＡ） のクロス表

								Ｔ１６．平均残業程度（ＳＡ）										合計

								恒常的に残業がある		週に半分は残業がある		おおむね定時退社している		その他		無回答

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		221		155		208		28		0		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		36.10%		25.30%		34.00%		4.60%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		-2.40		2.00		1.00		-0.30		-1.1

				続けられないと思う		度数		363		149		207		34		0		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		48.20%		19.80%		27.50%		4.50%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		5.30		-2.10		-3.40		-0.50		-1.3

				わからない		度数		424		256		390		55		1		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		37.70%		22.70%		34.60%		4.90%		0.10%		100.00%

						調整済み残差		-2.50		0.30		2.30		0.20		-0.8

				無回答		度数		6		4		7		4		3		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		25.00%		16.70%		29.20%		16.70%		12.50%		100.00%

						調整済み残差		-1.50		-0.70		-0.30		2.70		15.2

		合計				度数		1014		564		812		121		4		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		40.30%		22.40%		32.30%		4.80%		0.20%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		270.207a		12		0

		尤度比		60.076		12		0

		線型と線型による連関		232.241		1		0

		有効なケースの数		2515

		a 5 セル (25.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は .04 です。

		Ｔ１６．平均残業程度（ＳＡ）

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		恒常的に残業がある		1144		39.3		39.3		39.3

				週に半分は残業がある		652		22.4		22.4		61.6

				おおむね定時退社している		967		33.2		33.2		94.8

				その他		146		5		5		99.8

				無回答		5		0.2		0.2		100

				合計		2914		100		100

																		（％）

						N		計 ケイ		恒常的に残業がある		週に半分は残業がある		おおむね定時退社している		その他		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		36.1		25.3		34.0		4.6		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		48.2		19.8		27.5		4.5		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		37.7		22.7		34.6		4.9		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		39.3		22.4		33.2		5.0		0.2		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		恒常的に残業がある		週に半分は残業がある		おおむね定時退社している		その他		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		36.1		25.3		34		4.6		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		48.2		19.8		27.5		4.5		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		37.7		22.7		34.6		4.9		0.1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		39.3		22.4		33.2		5		0.2		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						恒常的に残業がある		週に半分は残業がある		おおむね定時退社している		その他		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		36.1%		25.3%		34.0%		4.6%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		48.2%		19.8%		27.5%		4.5%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		37.7%		22.7%		34.6%		4.9%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		39.3%		22.4%		33.2%		5.0%		0.2%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T16職場の残業の程度割合

		



恒常的に残業がある

週に半分は残業がある

おおむね定時退社している

その他

無回答



T17年次有給休暇の希望通りの取得割合

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と Ｔ１７．昨年１年間の年次有給休暇取得について（ＳＡ） のクロス表

								Ｔ１７．昨年１年間の年次有給休暇取得について（ＳＡ）												合計

								希望通りとれた		大体希望通りとれた		どちらとも言えない		あまり希望通りとれなかった		希望通りとれなかった		無回答

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		222		166		122		50		52		0		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		36.30%		27.10%		19.90%		8.20%		8.50%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		6.10		-1.30		-0.60		-2.60		-3.1		-1

				続けられないと思う		度数		153		216		158		98		127		1		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		20.30%		28.70%		21.00%		13.00%		16.90%		0.10%		100.00%

						調整済み残差		-4.80		-0.30		0.10		2.00		4.9		0.1

				わからない		度数		294		348		235		130		118		1		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		26.10%		30.90%		20.90%		11.50%		10.50%		0.10%		100.00%

						調整済み残差		-0.70		1.70		0.00		0.60		-2.1		-0.4

				無回答		度数		5		3		9		1		5		1		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		20.80%		12.50%		37.50%		4.20%		20.80%		4.20%		100.00%

						調整済み残差		-0.70		-1.80		2.00		-1.10		1.3		5.8

		合計				度数		674		733		524		279		302		3		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		26.80%		29.10%		20.80%		11.10%		12.00%		0.10%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		107.742a		15		0

		尤度比		79.287		15		0

		線型と線型による連関		35.662		1		0

		有効なケースの数		2515

		a 6 セル (25.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は .03 です。

		Ｔ１７．昨年１年間の年次有給休暇取得について（ＳＡ）

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		希望通りとれた		800		27.5		27.5		27.5

				大体希望通りとれた		851		29.2		29.2		56.7

				どちらとも言えない		587		20.1		20.1		76.8

				あまり希望通りとれなかった		320		11		11		87.8

				希望通りとれなかった		352		12.1		12.1		99.9

				無回答		4		0.1		0.1		100

				合計		2914		100		100

																				（％）

						N		計 ケイ		希望通りとれた		大体希望通りとれた		どちらとも言えない		あまり希望通りとれなかった		希望通りとれなかった		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		36.3		27.1		19.9		8.2		8.5		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		20.3		28.7		21.0		13.0		16.9		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		26.1		30.9		20.9		11.5		10.5		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		27.5		29.2		20.1		11.0		12.1		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		希望通りとれた		大体希望通りとれた		どちらとも言えない		あまり希望通りとれなかった		希望通りとれなかった		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		36.3		27.1		19.9		8.2		8.5		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		20.3		28.7		21		13		16.9		0.1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		26.1		30.9		20.9		11.5		10.5		0.1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		27.5		29.2		20.1		11		12.1		0.1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						希望通りとれた		大体希望通りとれた		どちらとも言えない		あまり希望通りとれなかった		希望通りとれなかった		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		36.3%		27.1%		19.9%		8.2%		8.5%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		20.3%		28.7%		21.0%		13.0%		16.9%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		26.1%		30.9%		20.9%		11.5%		10.5%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		27.5%		29.2%		20.1%		11.0%		12.1%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T17年次有給休暇の希望通りの取得割合

		



希望通りとれた

大体希望通りとれた

どちらとも言えない

あまり希望通りとれなかった

希望通りとれなかった

無回答



T17_3C年次有給休暇の希望通りの取得割合

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と 年次有給休暇の取得 のクロス表

								年次有給休暇の取得								合計

								希望通りとれた		どちらともいえない		希望通りとれなかった		無回答

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		388		122		102		0		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		63.40%		19.90%		16.70%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		4.30		-0.60		-4.30		-1.00

				続けられないと思う		度数		369		158		225		1		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		49.00%		21.00%		29.90%		0.10%		100.00%

						調整済み残差		-4.60		0.10		5.30		0.10

				わからない		度数		642		235		248		1		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		57.00%		20.90%		22.00%		0.10%		100.00%

						調整済み残差		1.00		0.00		-1.20		-0.40

				無回答		度数		8		9		6		1		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		33.30%		37.50%		25.00%		4.20%		100.00%

						調整済み残差		-2.20		2.00		0.20		5.80

		合計				度数		1407		524		581		3		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		55.90%		20.80%		23.10%		0.10%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		78.772a		9		0

		尤度比		51.421		9		0

		線型と線型による連関		35.816		1		0

		有効なケースの数		2515

		a 4 セル (25.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は .03 です。

		年次有給休暇の取得

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		希望通りとれた		1651		56.7		56.7		56.7

				どちらともいえない		587		20.1		20.1		76.8

				希望通りとれなかった		672		23.1		23.1		99.9

				無回答		4		0.1		0.1		100

				合計		2914		100		100

																（％）

						N		計 ケイ		希望通りとれた		どちらともいえない		希望通りとれなかった		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		63.4		19.9		16.7		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		49.0		21.0		29.9		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		57.0		20.9		22.0		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		56.7		20.1		23.1		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		希望通りとれた		どちらともいえない		希望通りとれなかった		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		63.4		19.9		16.7		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		49		21		29.9		0.1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		57		20.9		22		0.1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		56.7		20.1		23.1		0.1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						希望通りとれた		どちらともいえない		希望通りとれなかった		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		63.4%		19.9%		16.7%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		49.0%		21.0%		29.9%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		57.0%		20.9%		22.0%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		56.7%		20.1%		23.1%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T17_3C年次有給休暇の希望通りの取得割合

		



希望通りとれた

どちらともいえない

希望通りとれなかった

無回答



★T18業務効率化等の取組内容割合

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と 介護の経験と現在 のクロス表

								介護の経験と現在						合計

								介護をした経験があり、現在も介護をしている		介護をした経験があるが、現在は介護をしていない		介護をした経験がない

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		127		95		390		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		20.80%		15.50%		63.70%		100.00%

						調整済み残差		7.30		0.30		-5.60

				続けられないと思う		度数		58		116		579		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		7.70%		15.40%		76.90%		100.00%

						調整済み残差		-4.60		0.20		3.20

				わからない		度数		121		166		839		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		10.70%		14.70%		74.50%		100.00%

						調整済み残差		-2.10		-0.50		2.00

				無回答		度数		3		4		17		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		12.50%		16.70%		70.80%		100.00%

						調整済み残差		0.00		0.20		-0.20

		合計				度数		309		381		1825		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		12.30%		15.10%		72.60%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		自由度		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		60.128a		6		0

		尤度比		56.276		6		0

		線型と線型による連関		0.092		1		0.762

		有効なケースの数		2515

		a 2 セル (16.7%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は 2.95 です。

		介護の経験と現在

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効		介護をした経験があり、現在も介護をしている		309		10.6		10.6		10.6

				介護をした経験があるが、現在は介護をしていない		467		16		16		26.6

				介護をした経験がない		2138		73.4		73.4		100

				合計		2914		100		100

																										（％）

						N		計 ケイ		業務簡素化や要員配置の見直しなどの業務処理体制の改善		仕事のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理や労働時時間の使い方に関する管理職への研修		残業時間を削減したことが評価へ反映される		ノー残業デーなど、職場全体の長時間労働を見直す取組み		仕事のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理や労働時間の使い方に関する一般社員への教育		長時間勤務社員への相談・指導		特に何も実施していない		その他		無回答		合計		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		36.0		12.2		6.0		50.2		19.5		23.9		15.8		5.1		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		45.9		17.0		7.5		49.5		27.0		28.8		12.3		3.8		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		32.4		10.0		5.7		49.0		15.8		23.4		18.9		4.4		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		33.3		11.5		5.6		51.7		18.2		23.0		14.9		5.5		0.3		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		介護をした経験があり、現在も介護をしている		介護をした経験があるが、現在は介護をしていない		介護をした経験がない		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		45.9150326797		16.9934640523		7.5163398693		49.5098039216		26.9607843137		28.7581699346		12.2549019608		3.7581699346		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		32.4037184595		9.9601593625		5.7104913679		49.0039840637		15.8034528552		23.3731739708		18.8579017264		4.3824701195		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		33.3037300178		11.4564831261		5.595026643		51.6873889876		18.2060390764		23.0017761989		14.920071048		5.5062166963		0.2664298401		100		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		36.0329444063		12.1825669183		5.9711736445		50.2402196294		19.4577899794		23.850377488		15.785861359		5.0789293068		0.1372683596		100		0		0		0		0		0		0		0		0

						介護をした経験があり、現在も介護をしている		介護をした経験があるが、現在は介護をしていない		介護をした経験がない		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		45.9%		17.0%		7.5%		49.5%		27.0%		28.8%		12.3%		3.8%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		32.4%		10.0%		5.7%		49.0%		15.8%		23.4%		18.9%		4.4%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		33.3%		11.5%		5.6%		51.7%		18.2%		23.0%		14.9%		5.5%		0.3%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		36.0%		12.2%		6.0%		50.2%		19.5%		23.9%		15.8%		5.1%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

						長時間労働の削減や業務効率化の取組

						業務簡素化や要員配置の見直しなどの業務処理体制の改善		仕事のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理や労働時時間の使い方に関する管理職への研修		残業時間を削減したことが評価へ反映される		ノー残業デーなど、職場全体の長時間労働を見直す取組み		仕事のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理や労働時間の使い方に関する一般社員への教育		長時間勤務社員への相談・指導		特に何も実施していない		その他		無回答		合計

						度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		281		104		46		303		165		176		75		23		0		612

				続けられないと思う		244		75		43		369		119		176		142		33		0		753

				わからない		375		129		63		582		205		259		168		62		3		1126

				無回答		9		0		1		9		6		1		6		2		1		24

				合計		909		308		153		1263		495		612		391		120		4		2515

						長時間労働の削減や業務効率化の取組

						Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_業務簡素化や要員配置の見直しなどの業務処理体制の改善		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_仕事のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理や労働時時間の使い方に関する管理職への研修		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_残業時間を削減したことが評価へ反映される		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_ノー残業デーなど、職場全体の長時間労働を見直す取組み		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_仕事のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理や労働時間の使い方に関する一般社員への教育		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_長時間勤務社員への相談・指導		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_特に何も実施していない		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_その他		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_無回答		合計

						行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		45.9%		17.0%		7.5%		49.5%		27.0%		28.8%		12.3%		3.8%		0.0%		100.0%

				続けられないと思う		32.4%		10.0%		5.7%		49.0%		15.8%		23.4%		18.9%		4.4%		0.0%		100.0%

				わからない		33.3%		11.5%		5.6%		51.7%		18.2%		23.0%		14.9%		5.5%		.3%		100.0%

				無回答		37.5%		0.0%		4.2%		37.5%		25.0%		4.2%		25.0%		8.3%		4.2%		100.0%

				合計		36.1%		12.2%		6.1%		50.2%		19.7%		24.3%		15.5%		4.8%		.2%		100.0%

		長時間労働の削減や業務効率化の取組

		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_業務簡素化や要員配置の見直しなどの業務処理体制の改善		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_仕事のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理や労働時時間の使い方に関する管理職への研修		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_残業時間を削減したことが評価へ反映される		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_ノー残業デーなど、職場全体の長時間労働を見直す取組み		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_仕事のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理や労働時間の使い方に関する一般社員への教育		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_長時間勤務社員への相談・指導		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_特に何も実施していない		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_その他		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_無回答		合計

		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数		度数

		1050		355		174		1464		567		695		460		148		4		2914

		長時間労働の削減や業務効率化の取組

		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_業務簡素化や要員配置の見直しなどの業務処理体制の改善		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_仕事のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理や労働時時間の使い方に関する管理職への研修		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_残業時間を削減したことが評価へ反映される		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_ノー残業デーなど、職場全体の長時間労働を見直す取組み		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_仕事のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理や労働時間の使い方に関する一般社員への教育		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_長時間勤務社員への相談・指導		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_特に何も実施していない		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_その他		Ｔ１８．長時間労働の削減や業務効率化の為の取組み（ＭＡ）_無回答		合計

		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %		行の N %

		36.0%		12.2%		6.0%		50.2%		19.5%		23.9%		15.8%		5.1%		.1%		100.0%





T19_a上司とのコミュニケーション円滑割合

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と Ｔ１９．職場のコミュニケーションについて当てはまるもの（ＳＡ）_ａ．上司とのコミュニケーションは円滑である のクロス表

								Ｔ１９．職場のコミュニケーションについて当てはまるもの（ＳＡ）_ａ．上司とのコミュニケーションは円滑である										合計

								そう思う		ややそう思う		あまりそう思わない		そう思わない		無回答

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		291		259		49		13		0		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		47.50%		42.30%		8.00%		2.10%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		9.70		-2.20		-7.10		-3.50		-0.6

				続けられないと思う		度数		176		353		170		53		1		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		23.40%		46.90%		22.60%		7.00%		0.10%		100.00%

						調整済み残差		-5.80		0.50		4.40		3.60		1.5

				わからない		度数		321		542		213		50		0		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		28.50%		48.10%		18.90%		4.40%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		-3.00		1.80		1.70		-0.60		-0.9

				無回答		度数		7		7		7		3		0		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		29.20%		29.20%		29.20%		12.50%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		-0.30		-1.70		1.50		1.80		-0.1

		合計				度数		795		1161		439		119		1		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		31.60%		46.20%		17.50%		4.70%		0.00%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		142.057a		12		0

		尤度比		144.357		12		0

		線型と線型による連関		0.667		1		0.414

		有効なケースの数		2515

		a 6 セル (30.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は .01 です。

		Ｔ１９．職場のコミュニケーションについて当てはまるもの（ＳＡ）_ａ．上司とのコミュニケーションは円滑である

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		そう思う		928		31.8		31.8		31.8

				ややそう思う		1336		45.8		45.8		77.7

				あまりそう思わない		502		17.2		17.2		94.9

				そう思わない		147		5		5		100

				無回答		1		0		0		100

				合計		2914		100		100

																		（％）

						N		計 ケイ		そう思う		ややそう思う		あまりそう思わない		そう思わない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		47.5		42.3		8.0		2.1		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		23.4		46.9		22.6		7.0		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		28.5		48.1		18.9		4.4		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		31.8		45.8		17.2		5.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		そう思う		ややそう思う		あまりそう思わない		そう思わない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		47.5		42.3		8		2.1		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		23.4		46.9		22.6		7		0.1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		28.5		48.1		18.9		4.4		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		31.8		45.8		17.2		5		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						そう思う		ややそう思う		あまりそう思わない		そう思わない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		47.5%		42.3%		8.0%		2.1%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		23.4%		46.9%		22.6%		7.0%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		28.5%		48.1%		18.9%		4.4%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		31.8%		45.8%		17.2%		5.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T19_a上司とのコミュニケーション円滑割合

		



そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

そう思わない

無回答



T19_a_3C上司とのコミュニケーション円滑割合 

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と 上司とのコミュニケーション のクロス表

								上司とのコミュニケーション						合計

								そう思う		そう思わない		無回答

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		550		62		0		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		89.90%		10.10%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		8.30		-8.30		-0.60

				続けられないと思う		度数		529		223		1		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		70.30%		29.60%		0.10%		100.00%

						調整済み残差		-5.90		5.90		1.50

				わからない		度数		863		263		0		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		76.60%		23.40%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		-1.20		1.30		-0.90

				無回答		度数		14		10		0		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		58.30%		41.70%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		-2.30		2.30		-0.10

		合計				度数		1956		558		1		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		77.80%		22.20%		0.00%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		84.300a		6		0

		尤度比		91.722		6		0

		線型と線型による連関		0.207		1		0.649

		有効なケースの数		2515

		a 4 セル (33.3%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は .01 です。

		上司とのコミュニケーション

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		そう思う		2264		77.7		77.7		77.7

				そう思わない		649		22.3		22.3		100

				無回答		1		0		0		100

				合計		2914		100		100

														（％）

						N		計 ケイ		そう思う		そう思わない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		89.9		10.1		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		70.3		29.6		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		76.6		23.4		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		77.7		22.3		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		そう思う		そう思わない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		89.9		10.1		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		70.3		29.6		0.1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		76.6		23.4		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		77.7		22.3		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						そう思う		そう思わない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		89.9%		10.1%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		70.3%		29.6%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		76.6%		23.4%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		77.7%		22.3%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T19_a_3C上司とのコミュニケーション円滑割合 

		



そう思う

そう思わない

無回答



T19_b同僚や部下とのコミュニケーション円滑割合

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と Ｔ１９．職場のコミュニケーションについて当てはまるもの（ＳＡ）_ｂ．同僚や部下とのコミュニケーションは円滑である のクロス表

								Ｔ１９．職場のコミュニケーションについて当てはまるもの（ＳＡ）_ｂ．同僚や部下とのコミュニケーションは円滑である										合計

								そう思う		ややそう思う		あまりそう思わない		そう思わない		無回答

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		265		305		37		4		1		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		43.30%		49.80%		6.00%		0.70%		0.20%		100.00%

						調整済み残差		7.80		-2.20		-6.10		-3.10		0.8

				続けられないと思う		度数		190		399		136		27		1		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		25.20%		53.00%		18.10%		3.60%		0.10%		100.00%

						調整済み残差		-3.90		-0.40		4.60		2.90		0.6

				わからない		度数		312		633		158		23		0		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		27.70%		56.20%		14.00%		2.00%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		-2.90		2.30		0.90		-0.70		-1.3

				無回答		度数		5		12		4		3		0		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		20.80%		50.00%		16.70%		12.50%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		-1.10		-0.40		0.50		3.40		-0.1

		合計				度数		772		1349		335		57		2		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		30.70%		53.60%		13.30%		2.30%		0.10%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		109.716a		12		0

		尤度比		108.652		12		0

		線型と線型による連関		0.232		1		0.63

		有効なケースの数		2515

		a 6 セル (30.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は .02 です。

		Ｔ１９．職場のコミュニケーションについて当てはまるもの（ＳＡ）_ｂ．同僚や部下とのコミュニケーションは円滑である

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		そう思う		908		31.2		31.2		31.2

				ややそう思う		1548		53.1		53.1		84.3

				あまりそう思わない		388		13.3		13.3		97.6

				そう思わない		68		2.3		2.3		99.9

				無回答		2		0.1		0.1		100

				合計		2914		100		100

																		（％）

						N		計 ケイ		そう思う		ややそう思う		あまりそう思わない		そう思わない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		43.3		49.8		6.0		0.7		0.2		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		25.2		53.0		18.1		3.6		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		27.7		56.2		14.0		2.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		31.2		53.1		13.3		2.3		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		そう思う		ややそう思う		あまりそう思わない		そう思わない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		43.3		49.8		6		0.7		0.2		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		25.2		53		18.1		3.6		0.1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		27.7		56.2		14		2		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		31.2		53.1		13.3		2.3		0.1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						そう思う		ややそう思う		あまりそう思わない		そう思わない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		43.3%		49.8%		6.0%		0.7%		0.2%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		25.2%		53.0%		18.1%		3.6%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		27.7%		56.2%		14.0%		2.0%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		31.2%		53.1%		13.3%		2.3%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T19_b同僚や部下とのコミュニケーション円滑割合

		



そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

そう思わない

無回答



T19_b_3C同僚や部下とのコミュニケーション円滑割合

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と 同僚や部下とのコミュニケーション のクロス表

								同僚や部下とのコミュニケーション						合計

								そう思う		そう思わない		無回答

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		570		41		1		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		93.10%		6.70%		0.20%		100.00%

						調整済み残差		6.90		-7.00		0.80

				続けられないと思う		度数		589		163		1		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		78.20%		21.60%		0.10%		100.00%

						調整済み残差		-5.50		5.50		0.60

				わからない		度数		945		181		0		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		83.90%		16.10%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		-0.50		0.60		-1.30

				無回答		度数		17		7		0		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		70.80%		29.20%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		-1.80		1.80		-0.10

		合計				度数		2121		392		2		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		84.30%		15.60%		0.10%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		62.994a		6		0

		尤度比		69.666		6		0

		線型と線型による連関		0.002		1		0.966

		有効なケースの数		2515

		a 5 セル (41.7%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は .02 です。

		同僚や部下とのコミュニケーション

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		そう思う		2456		84.3		84.3		84.3

				そう思わない		456		15.6		15.6		99.9

				無回答		2		0.1		0.1		100

				合計		2914		100		100

														（％）

						N		計 ケイ		そう思う		そう思わない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		93.1		6.7		0.2		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		78.2		21.6		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		83.9		16.1		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		84.3		15.6		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		そう思う		そう思わない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		93.1		6.7		0.2		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		78.2		21.6		0.1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		83.9		16.1		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		84.3		15.6		0.1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						そう思う		そう思わない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		93.1%		6.7%		0.2%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		78.2%		21.6%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		83.9%		16.1%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		84.3%		15.6%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T19_b_3C同僚や部下とのコミュニケーション円滑割合

		



そう思う

そう思わない

無回答



T20性別

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と Ｔ２０．性別（ＳＡ） のクロス表

								Ｔ２０．性別（ＳＡ）				合計

								男性		女性

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		425		187		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		69.40%		30.60%		100.00%

						調整済み残差		5.50		-5.50

				続けられないと思う		度数		415		338		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		55.10%		44.90%		100.00%

						調整済み残差		-3.30		3.30

				わからない		度数		661		465		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		58.70%		41.30%		100.00%

						調整済み残差		-1.20		1.20

				無回答		度数		9		15		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		37.50%		62.50%		100.00%

						調整済み残差		-2.30		2.30

		合計				度数		1510		1005		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		60.00%		40.00%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		36.101a		3		0

		尤度比		36.643		3		0

		線型と線型による連関		6.626		1		0.01

		有効なケースの数		2515

		a 0 セル (0.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は 9.59 です。

		Ｔ２０．性別（ＳＡ）

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		男性		1791		61.5		61.5		61.5

				女性		1123		38.5		38.5		100

				合計		2914		100		100

												（％）

						N		計 ケイ		男性		女性		合計		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		69.4		30.6		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		55.1		44.9		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		58.7		41.3		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		61.5		38.5		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		男性		女性		合計		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		69.4		30.6		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		55.1		44.9		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		58.7		41.3		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		61.5		38.5		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						男性		女性		合計		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		69.4%		30.6%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		55.1%		44.9%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		58.7%		41.3%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		61.5%		38.5%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T20性別

		



男性

女性



T21年齢

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と Ｔ．年齢（10歳刻み） のクロス表

								Ｔ．年齢（10歳刻み）						合計

								30歳代		40歳代		50歳代

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		15		379		218		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		2.50%		61.90%		35.60%		100.00%

						調整済み残差		0.00		-1.30		1.30

				続けられないと思う		度数		20		477		256		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		2.70%		63.30%		34.00%		100.00%

						調整済み残差		0.50		-0.60		0.40

				わからない		度数		25		745		356		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		2.20%		66.20%		31.60%		100.00%

						調整済み残差		-0.60		1.90		-1.70

				無回答		度数		1		13		10		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		4.20%		54.20%		41.70%		100.00%

						調整済み残差		0.60		-1.00		0.90

		合計				度数		61		1614		840		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		2.40%		64.20%		33.40%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		4.840a		6		0.564

		尤度比		4.771		6		0.573

		線型と線型による連関		0.248		1		0.619

		有効なケースの数		2515

		a 1 セル (8.3%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は .58 です。

		Ｔ．年齢（10歳刻み）

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		30歳代		71		2.4		2.4		2.4

				40歳代		1868		64.1		64.1		66.5

				50歳代		975		33.5		33.5		100

				合計		2914		100		100

														（％）

						N		計 ケイ		30歳代		40歳代		50歳代		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		2.5		61.9		35.6		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		2.7		63.3		34.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		2.2		66.2		31.6		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		2.4		64.1		33.5		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		30歳代		40歳代		50歳代		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		2.5		61.9		35.6		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		2.7		63.3		34		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		2.2		66.2		31.6		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		2.4		64.1		33.5		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						30歳代		40歳代		50歳代		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		2.5%		61.9%		35.6%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		2.7%		63.3%		34.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		2.2%		66.2%		31.6%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		2.4%		64.1%		33.5%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T21年齢

		



30歳代

40歳代

50歳代



T22役職

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） と Ｔ２２．役職（ＳＡ） のクロス表

								Ｔ２２．役職（ＳＡ）										合計

								一般社員		主任・係長相当職		課長相当職		部長相当職以上		無回答

		Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ）		続けられると思う		度数		181		149		184		97		1		612

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		29.60%		24.30%		30.10%		15.80%		0.20%		100.00%

						調整済み残差		-7.10		1.20		3.50		4.70		0.8

				続けられないと思う		度数		350		153		185		65		0		753

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		46.50%		20.30%		24.60%		8.60%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		3.10		-1.80		-0.20		-2.20		-0.9

				わからない		度数		506		261		255		104		0		1126

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		44.90%		23.20%		22.60%		9.20%		0.00%		100.00%

						調整済み残差		2.80		0.60		-2.30		-2.10		-1.3

				無回答		度数		15		5		0		3		1		24

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		62.50%		20.80%		0.00%		12.50%		4.20%		100.00%

						調整済み残差		2.10		-0.20		-2.80		0.30		7.1

		合計				度数		1052		568		624		269		2		2515

						Ｔ８．介護をしながら、現在の勤務先での仕事（ＳＡ） の %		41.80%		22.60%		24.80%		10.70%		0.10%		100.00%

		カイ 2 乗検定

				値		df		漸近有意確率 (両側)

		Pearson のカイ 2 乗		121.552a		12		0

		尤度比		84.422		12		0

		線型と線型による連関		32.114		1		0

		有効なケースの数		2515

		a 5 セル (25.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は .02 です。

		Ｔ２２．役職（ＳＡ）

						度数		パーセント		有効パーセント		累積パーセント

		有効数		一般社員		1225		42		42		42

				主任・係長相当職		658		22.6		22.6		64.6

				課長相当職		721		24.7		24.7		89.4

				部長相当職以上		307		10.5		10.5		99.9

				無回答		3		0.1		0.1		100

				合計		2914		100		100

																		（％）

						N		計 ケイ		一般社員		主任・係長相当職		課長相当職		部長相当職以上		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う		612		100.0		29.6		24.3		30.1		15.8		0.2		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				続けられないと思う		753		100.0		46.5		20.3		24.6		8.6		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				わからない		1126		100.0		44.9		23.2		22.6		9.2		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				計 ケイ		2914		100.0		42.0		22.6		24.7		10.5		0.1		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				カイ２乗値 ジョウアタイ

						N		計 ケイ		一般社員		主任・係長相当職		課長相当職		部長相当職以上		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		612		100		29.6		24.3		30.1		15.8		0.2		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられないと思う(N=753)		753		100		46.5		20.3		24.6		8.6		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				わからない(N=1126)		1126		100		44.9		23.2		22.6		9.2		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計(N=2914) ケイ		2914		100		42		22.6		24.7		10.5		0.1		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						一般社員		主任・係長相当職		課長相当職		部長相当職以上		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				続けられると思う(N=612)		29.6%		24.3%		30.1%		15.8%		0.2%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				続けられないと思う(N=753)		46.5%		20.3%		24.6%		8.6%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				わからない(N=1126)		44.9%		23.2%		22.6%		9.2%		0.0%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				計(N=2914) ケイ		42.0%		22.6%		24.7%		10.5%		0.1%		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%





T22役職

		



一般社員

主任・係長相当職

課長相当職

部長相当職以上

無回答





    介護保険制度の概要 

保険加入者：40歳以上 

制度利用者：65歳以上（40歳から64歳は特定疾患のみ） 

介護保険の利用条件：要介護認定が必要 

地域包括支援センターあるいは自治体の窓口に認定を依頼する 

（訪問調査） 

要介護認定：要支援（地域包括支援センターが介護予防ケアプラン 

を作成）あるいは要介護 

要介護の場合の介護方針の確定：在宅か施設か等 

在宅を選択した場合：ケアマネージャーを決め、ケアプランの 

作成を依頼する⇒利用できるサービスの種類：訪問介護（ヘルパー 

による支援）、訪問入浴、訪問看護、デイサービス（食事、入浴等）、 

ショートステイ（短期間の入所）、住宅改修など 

利用者負担：1割（所得に応じて2割負担） 
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親が65歳になった社員に対して親と話し合うことを奨励 

親が65歳になった時点：親に介護保険被保険者証が届く 

 （65歳になる誕生月に交付） 

社員が親の現状把握と親が介護を必要するようになった時の対応策などを 

話し合うための情報提供（チェックリストなど）  

 ・生活状態（日常生活、経済状態、交友関係等） 

 ・健康状態（病名、服用薬、通院先等） 

  →生活改善のアドバイスも必要に 

 ・要介護になった時の本人の希望（介護のキーパーソンなど） 

 ・介護保険制度の理解の確認 

  →必要があれば介護認定を受ける 

  →住宅改修など早めの対応も 

本人の兄弟姉妹や配偶者との情報共有   

  →同様の取組を毎年行うことが重要 

 →これを継続することで介護の課題に突然直面することが少なくなる 
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