
当当当当調調調調査査査査はははは〇〇〇〇〇〇〇〇株式株式株式株式会会会会社社社社からのからのからのからの委託委託委託委託をををを受受受受けてけてけてけて((((株株株株))))ライフケアパートナーズがライフケアパートナーズがライフケアパートナーズがライフケアパートナーズが行行行行うものでうものでうものでうもので

すすすす。。。。    

仕事仕事仕事仕事とととと介護介護介護介護をををを両両両両立立立立するするするする社員社員社員社員がががが増増増増加加加加するするするする時代時代時代時代のののの到到到到来来来来にににに向向向向けけけけ、、、、会会会会社社社社がどのようながどのようながどのようながどのような情報提供情報提供情報提供情報提供やややや

支援支援支援支援をををを行行行行っていくべきかをっていくべきかをっていくべきかをっていくべきかを明明明明らかにするためらかにするためらかにするためらかにするため、、、、    

40404040歳歳歳歳以上以上以上以上のののの方方方方にににに向向向向けてけてけてけて、仕事、仕事、仕事、仕事とととと介護介護介護介護のののの両両両両立立立立にににに対対対対するするするする実実実実態態態態およびおよびおよびおよび不安、勤務先不安、勤務先不安、勤務先不安、勤務先のののの支援策支援策支援策支援策にににに

対対対対するするするする認知認知認知認知状状状状況況況況をををを把握把握把握把握することをすることをすることをすることを目的目的目的目的としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。    

調調調調査査査査はははは50505050問問問問    15151515分程度分程度分程度分程度ですですですです。。。。すべてのすべてのすべてのすべての質問項目質問項目質問項目質問項目にににに回答回答回答回答していただいたしていただいたしていただいたしていただいた時時時時点点点点でででで、調、調、調、調査査査査はははは終終終終

了了了了となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

回答回答回答回答をををを終了終了終了終了するとするとするとすると同同同同じパソコンからはじパソコンからはじパソコンからはじパソコンからは再度再度再度再度アクセスできなくなりますのでごアクセスできなくなりますのでごアクセスできなくなりますのでごアクセスできなくなりますのでご注意注意注意注意くださくださくださくださ

いいいい（回答途中（回答途中（回答途中（回答途中であればであればであればであれば、再度、再度、再度、再度のアクセスはのアクセスはのアクセスはのアクセスは可能）。可能）。可能）。可能）。    

調調調調査査査査のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にごにごにごにご理解理解理解理解をいただきごをいただきごをいただきごをいただきご協力協力協力協力をををを賜賜賜賜りますようおりますようおりますようおりますようお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

プライバシープライバシープライバシープライバシー保護保護保護保護についてについてについてについて：：：：    

本調本調本調本調査査査査によってによってによってによって把握把握把握把握されたされたされたされた個別個別個別個別のののの事項事項事項事項についてについてについてについて、個人、個人、個人、個人をををを特定特定特定特定できるできるできるできる情報情報情報情報はははは会会会会社社社社にはにはにはには提供提供提供提供

されませんされませんされませんされません。。。。    

（（（（会会会会社社社社にはにはにはには個別個別個別個別のデータはのデータはのデータはのデータは提供提供提供提供されずされずされずされず、集計、集計、集計、集計データのみがデータのみがデータのみがデータのみが提供提供提供提供されますされますされますされます。）。）。）。）    

またまたまたまた調調調調査査査査からからからから得得得得られたデータはられたデータはられたデータはられたデータは学学学学術術術術研研研研究究究究にににに利用利用利用利用されますがされますがされますがされますが、同、同、同、同様様様様にににに、個人、個人、個人、個人をををを特定特定特定特定できるできるできるできる

情報情報情報情報はははは提供提供提供提供されませんされませんされませんされません。。。。    

安心安心安心安心してごしてごしてごしてご回答回答回答回答くださいくださいくださいください。。。。    

((((本調本調本調本調査査査査のののの設計設計設計設計・・・・実実実実施施施施にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては東京大東京大東京大東京大学学学学社社社社会会会会科科科科学学学学研研研研究所究所究所究所ワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランス推推推推

進進進進・・・・研研研研究究究究プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト（代表：佐藤博樹（代表：佐藤博樹（代表：佐藤博樹（代表：佐藤博樹教教教教授）授）授）授）のののの協力協力協力協力をををを得得得得ましたましたましたました。。。。))))    

介護介護介護介護のののの実実実実態態態態とニーズとニーズとニーズとニーズ調調調調査査査査についてについてについてについて

そそそそ

1

※SSJDA注：調査票中の％数値は「正社員・40歳以上」の7419サンプルを集計対象とした数値です

≪調査票≫　　　　　　　　　　  　  　　　　東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターSSJデータアーカイブ
　■　調査番号　1084
　■　調査名　　 介護の実態とニーズ調査，2012
　　　　　※　本調査票を引用する際には出典を明記して下さい。



ここでのここでのここでのここでの「介護」「介護」「介護」「介護」とはとはとはとは、「、「、「、「あなたとあなたとあなたとあなたと配偶者配偶者配偶者配偶者のののの両両両両親親親親・・・・親戚親戚親戚親戚やややや、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの配偶者配偶者配偶者配偶者をををを介護介護介護介護するするするする

ことことことこと」」」」をををを指指指指しますしますしますします。。。。    

介護介護介護介護へのかかわりへのかかわりへのかかわりへのかかわり方方方方はははは、「在宅介護、施設、「在宅介護、施設、「在宅介護、施設、「在宅介護、施設やややや遠距離介護」遠距離介護」遠距離介護」遠距離介護」などなどなどなど、、、、    

ごごごご自身自身自身自身でででで介護介護介護介護にかかわるものとにかかわるものとにかかわるものとにかかわるものと判判判判断断断断するすべてをするすべてをするすべてをするすべてを含含含含めてごめてごめてごめてご回答回答回答回答くださいくださいくださいください。。。。    

ⅠⅠⅠⅠ.あなたのあなたのあなたのあなたの親御親御親御親御さんなどのさんなどのさんなどのさんなどの介護介護介護介護にににに関関関関するするするする状状状状況況況況についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

1.1.1.1. あなたはあなたはあなたはあなたは、介護、介護、介護、介護をしたことがありますかをしたことがありますかをしたことがありますかをしたことがありますか。。。。

現在、介護現在、介護現在、介護現在、介護をしているをしているをしているをしているnmlkj

現在現在現在現在はははは介護介護介護介護をしていないがをしていないがをしていないがをしていないが、過去３年以、過去３年以、過去３年以、過去３年以内内内内にににに介護介護介護介護をしをしをしをし

ていたていたていたていた    

nmlkj

現在現在現在現在はははは介護介護介護介護をしていないがをしていないがをしていないがをしていないが、４年以上前、４年以上前、４年以上前、４年以上前にににに介護介護介護介護をしてをしてをしてをして

いたいたいたいた    

nmlkj

介護介護介護介護をしたことはないをしたことはないをしたことはないをしたことはないnmlkj

2

9.4

4.5

6.1

80.0



現在介護現在介護現在介護現在介護をしているをしているをしているをしている方方方方はははは現在現在現在現在のののの状状状状況況況況についてについてについてについて、過去３年以、過去３年以、過去３年以、過去３年以内内内内にににに介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方方方方はははは当当当当時時時時

のののの主主主主なななな状状状状況況況況についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

ⅠⅠⅠⅠ.あなたのあなたのあなたのあなたの親御親御親御親御さんなどのさんなどのさんなどのさんなどの介護介護介護介護にににに関関関関するするするする状状状状況況況況についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

2.2.2.2. 介護介護介護介護をををを要要要要するするするする（要（要（要（要したしたしたした）方（要介護者））方（要介護者））方（要介護者））方（要介護者）はどなたですはどなたですはどなたですはどなたです

かかかか。【回答。【回答。【回答。【回答はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも】】】】    

3. Q23. Q23. Q23. Q2のうちのうちのうちのうち、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが「主「主「主「主たるたるたるたる介護者」介護者」介護者」介護者」としてとしてとしてとして介護介護介護介護をををを行行行行っっっっ

ているているているている（行（行（行（行ったったったった）方）方）方）方はどなたですかはどなたですかはどなたですかはどなたですか。【回答。【回答。【回答。【回答はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも】】】】    

自分自分自分自分のののの父親父親父親父親gfedc

自分自分自分自分のののの母親母親母親母親gfedc

自分自分自分自分のののの兄弟兄弟兄弟兄弟姉姉姉姉妹妹妹妹gfedc

自分自分自分自分のののの祖父母祖父母祖父母祖父母gfedc

配偶者配偶者配偶者配偶者gfedc

配偶者配偶者配偶者配偶者のののの父親父親父親父親gfedc

配偶者配偶者配偶者配偶者のののの母親母親母親母親gfedc

配偶者配偶者配偶者配偶者のののの兄弟兄弟兄弟兄弟姉姉姉姉妹妹妹妹gfedc

配偶者配偶者配偶者配偶者のののの祖父母祖父母祖父母祖父母gfedc

そのそのそのその他他他他のののの親族（入力親族（入力親族（入力親族（入力してくださいしてくださいしてくださいしてください））））gfedc

自分自分自分自分のののの父親父親父親父親gfedc

自分自分自分自分のののの母親母親母親母親gfedc

自分自分自分自分のののの兄弟兄弟兄弟兄弟姉姉姉姉妹妹妹妹gfedc

自分自分自分自分のののの祖父母祖父母祖父母祖父母gfedc

配偶者配偶者配偶者配偶者gfedc

配偶者配偶者配偶者配偶者のののの父親父親父親父親gfedc

配偶者配偶者配偶者配偶者のののの母親母親母親母親gfedc

配偶者配偶者配偶者配偶者のののの兄弟兄弟兄弟兄弟姉姉姉姉妹妹妹妹gfedc

配偶者配偶者配偶者配偶者のののの祖父母祖父母祖父母祖父母gfedc

自分自分自分自分はははは主主主主たるたるたるたる介護者介護者介護者介護者ではではではでは

ないないないない（自分以外（自分以外（自分以外（自分以外がががが主主主主にににに介護介護介護介護

をををを行行行行っているっているっているっている））））    

gfedc

そのそのそのその他他他他のののの親族（入力親族（入力親族（入力親族（入力してくださいしてくださいしてくださいしてください））））gfedc

3

46.4

49.3

1.0

4.4

3.2

10.1

13.1

0.6

1.2

1.9

27.2

36.5

5.1

1.0

9.5

2.6

5.4

1.1

0.4

26.9

0.4



◆◆◆◆現在介護現在介護現在介護現在介護をしているをしているをしているをしている方方方方はははは現在現在現在現在のののの状状状状況況況況についてについてについてについて、過去３年以、過去３年以、過去３年以、過去３年以内内内内にににに介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方方方方はははは当当当当

時時時時のののの主主主主なななな状状状状況況況況についてについてについてについて、、、、おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

◆◆◆◆要介護者要介護者要介護者要介護者がががが複複複複数数数数いるいるいるいる場合場合場合場合はははは以下以下以下以下のののの方方方方についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

現在介護現在介護現在介護現在介護をしているをしているをしているをしている方：方：方：方：    あなたがあなたがあなたがあなたが最最最最もももも多多多多くのくのくのくの時間時間時間時間をををを介護介護介護介護にあてているにあてているにあてているにあてている方方方方    

過去過去過去過去にににに介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方：最方：最方：最方：最もももも最近最近最近最近までまでまでまで介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方方方方    

ⅠⅠⅠⅠ.あなたのあなたのあなたのあなたの親御親御親御親御さんなどのさんなどのさんなどのさんなどの介護介護介護介護にににに関関関関するするするする状状状状況況況況についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

4.4.4.4. あなたがあなたがあなたがあなたが介護介護介護介護をををを行行行行ったったったった期間期間期間期間はははは、約（、約（、約（、約（    ）年）年）年）年ですかですかですかですか。【。【。【。【数数数数

値値値値をををを入力】入力】入力】入力】    

※※※※半年未半年未半年未半年未満満満満はははは０年、半年以上０年、半年以上０年、半年以上０年、半年以上はははは１年１年１年１年としておとしておとしておとしてお答答答答ええええ下下下下さいさいさいさい。。。。    

※※※※現在介護現在介護現在介護現在介護をしているをしているをしているをしている方方方方はははは介護介護介護介護をををを始始始始めてからのめてからのめてからのめてからの経経経経過期間過期間過期間過期間をををを、、、、

過去過去過去過去にににに介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方方方方はははは介護介護介護介護をををを始始始始めてからめてからめてからめてから介護介護介護介護がががが終了終了終了終了するするするする

までのまでのまでのまでの期間期間期間期間をおをおをおをお答答答答ええええ下下下下さいさいさいさい。。。。    

約（ ）年

5.5.5.5. 介護介護介護介護のののの主主主主なななな場所場所場所場所はどちらですかはどちらですかはどちらですかはどちらですか

※※※※介護介護介護介護のののの前前前前からあなたとからあなたとからあなたとからあなたと要介護者要介護者要介護者要介護者がががが同居同居同居同居していたしていたしていたしていた場合場合場合場合はははは、、、、

「「「「あなたのあなたのあなたのあなたの自宅」自宅」自宅」自宅」とおとおとおとお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

あなたのあなたのあなたのあなたの自宅自宅自宅自宅nmlkj

要介護者要介護者要介護者要介護者のののの自宅自宅自宅自宅nmlkj

親族親族親族親族のののの自宅自宅自宅自宅nmlkj

病院病院病院病院nmlkj

介護施設介護施設介護施設介護施設nmlkj

そのそのそのその他（入力他（入力他（入力他（入力してくださいしてくださいしてくださいしてください))))nmlkj

4

平均　3.40　年

33.2

30.9

4.2

11.5

18.6

1.7



◆◆◆◆現在介護現在介護現在介護現在介護をしているをしているをしているをしている方方方方はははは現在現在現在現在のののの状状状状況況況況についてについてについてについて、過去３年以、過去３年以、過去３年以、過去３年以内内内内にににに介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方方方方はははは当当当当

時時時時のののの主主主主なななな状状状状況況況況についてについてについてについて、、、、おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

◆◆◆◆要介護者要介護者要介護者要介護者がががが複複複複数数数数いるいるいるいる場合場合場合場合はははは以下以下以下以下のののの方方方方についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

現在介護現在介護現在介護現在介護をしているをしているをしているをしている方：方：方：方：    あなたがあなたがあなたがあなたが最最最最もももも多多多多くのくのくのくの時間時間時間時間をををを介護介護介護介護にあてているにあてているにあてているにあてている方方方方    

過去過去過去過去にににに介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方：最方：最方：最方：最もももも最近最近最近最近までまでまでまで介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方方方方    

ⅠⅠⅠⅠ.あなたのあなたのあなたのあなたの親御親御親御親御さんなどのさんなどのさんなどのさんなどの介護介護介護介護にににに関関関関するするするする状状状状況況況況についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

6. [Q5]6. [Q5]6. [Q5]6. [Q5]でででで回答回答回答回答いただいたいただいたいただいたいただいた場所場所場所場所はははは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの自宅自宅自宅自宅からどのからどのからどのからどの程程程程

度離度離度離度離れていますかれていますかれていますかれていますか。。。。    

7.7.7.7. あなたがあなたがあなたがあなたが介護介護介護介護をしているをしているをしているをしている（介護（介護（介護（介護していたしていたしていたしていた）方）方）方）方のののの要介護度要介護度要介護度要介護度

片道片道片道片道2222時間以時間以時間以時間以内内内内nmlkj 片道片道片道片道2222時間時間時間時間をををを超超超超えるえるえるえるnmlkj

要支援１要支援１要支援１要支援１nmlkj

要支援２要支援２要支援２要支援２nmlkj

要介護１要介護１要介護１要介護１nmlkj

要介護２要介護２要介護２要介護２nmlkj

要介護３要介護３要介護３要介護３nmlkj

要介護４要介護４要介護４要介護４nmlkj

要介護５要介護５要介護５要介護５nmlkj

要介護認定要介護認定要介護認定要介護認定のののの申請申請申請申請をしてをしてをしてをして

いないいないいないいない    

nmlkj

要介護要介護要介護要介護のののの認定認定認定認定でででで「自立」「自立」「自立」「自立」

とととと判定判定判定判定されたされたされたされた    

nmlkj

わからないわからないわからないわからないnmlkj

上上上上

5

75.1 24.9

3.6

7.3

9.0

11.9

15.7

15.3

16.2

6.7

0.7

13.7



◆◆◆◆現在介護現在介護現在介護現在介護をしているをしているをしているをしている方方方方はははは現在現在現在現在のののの状状状状況況況況についてについてについてについて、過去３年以、過去３年以、過去３年以、過去３年以内内内内にににに介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方方方方はははは当当当当

時時時時のののの主主主主なななな状状状状況況況況についてについてについてについて、、、、おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

◆◆◆◆要介護者要介護者要介護者要介護者がががが複複複複数数数数いるいるいるいる場合場合場合場合はははは以下以下以下以下のののの方方方方についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

現在介護現在介護現在介護現在介護をしているをしているをしているをしている方：方：方：方：    あなたがあなたがあなたがあなたが最最最最もももも多多多多くのくのくのくの時間時間時間時間をををを介護介護介護介護にあてているにあてているにあてているにあてている方方方方    

過去過去過去過去にににに介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方：最方：最方：最方：最もももも最近最近最近最近までまでまでまで介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方方方方    

ⅠⅠⅠⅠ.あなたのあなたのあなたのあなたの親御親御親御親御さんなどのさんなどのさんなどのさんなどの介護介護介護介護にににに関関関関するするするする状状状状況況況況についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

8.8.8.8. 要介護者要介護者要介護者要介護者ははははａ～ｆａ～ｆａ～ｆａ～ｆがどのがどのがどのがどの程度程度程度程度のののの頻度頻度頻度頻度でありますかでありますかでありますかでありますか（（（（ありありありあり

ましたかましたかましたかましたか）。）。）。）。    

それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ最最最最もももも近近近近いものをおいものをおいものをおいものをお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。    

いつもある ときどきある あまりない まったくない

a. 徘徊 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b. 意思疎通の困難 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c. 不潔行為や異食行動 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d. 暴言・暴力 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e. ひきこもり nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f. 睡眠の昼夜逆転 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9.9.9.9. 要介護者要介護者要介護者要介護者はははは認知症認知症認知症認知症だとだとだとだと診診診診断断断断されていますかされていますかされていますかされていますか（診（診（診（診断断断断されまされまされまされま

したかしたかしたかしたか）。）。）。）。    

認知症認知症認知症認知症nmlkj

認知症認知症認知症認知症ではないではないではないではないnmlkj

わからないわからないわからないわからないnmlkj

そそそそ

6

　3.7　　　　　13.2  　　　　13.8　　　　　69.2　

24.9　　　　　35.6　　　　　17.1　　　　　22.3

 5.5　　　　　15.8　　　　　19.1　　　　　59.7

　 　 　 4.2　　　 　17.8　　　 　19.1　　　 　58.9

 6.1　　　　　14.8　　　　　20.6　　　　　58.4

 9.3　　　　　24.8　　　　　21.7　　　　　44.2

38.9

49.2

11.9



◆◆◆◆現在介護現在介護現在介護現在介護をしているをしているをしているをしている方方方方はははは現在現在現在現在のののの状状状状況況況況についてについてについてについて、過去３年以、過去３年以、過去３年以、過去３年以内内内内にににに介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方方方方はははは当当当当

時時時時のののの主主主主なななな状状状状況況況況についてについてについてについて、、、、おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

◆◆◆◆要介護者要介護者要介護者要介護者がががが複複複複数数数数いるいるいるいる場合場合場合場合はははは以下以下以下以下のののの方方方方についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

現在介護現在介護現在介護現在介護をしているをしているをしているをしている方：方：方：方：    あなたがあなたがあなたがあなたが最最最最もももも多多多多くのくのくのくの時間時間時間時間をををを介護介護介護介護にあてているにあてているにあてているにあてている方方方方    

過去過去過去過去にににに介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方：最方：最方：最方：最もももも最近最近最近最近までまでまでまで介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方方方方    

ⅠⅠⅠⅠ.あなたのあなたのあなたのあなたの親御親御親御親御さんなどのさんなどのさんなどのさんなどの介護介護介護介護にににに関関関関するするするする状状状状況況況況についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

10.10.10.10. あなたはあなたはあなたはあなたは、介護、介護、介護、介護をしているときにをしているときにをしているときにをしているときに、以下、以下、以下、以下のののの介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス

等等等等をををを利用利用利用利用していますかしていますかしていますかしていますか（利用（利用（利用（利用していましたかしていましたかしていましたかしていましたか）。【回答）。【回答）。【回答）。【回答はいはいはいはい

くつでもくつでもくつでもくつでも】】】】    

11.11.11.11. あなたはあなたはあなたはあなたはaaaa～～～～ddddのようなのようなのようなのような介護介護介護介護をごをごをごをご自身自身自身自身でででで行行行行っていますかっていますかっていますかっていますか（行（行（行（行っていましたっていましたっていましたっていました

かかかか）。）。）。）。    

それぞれについてそれぞれについてそれぞれについてそれぞれについて、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの介護介護介護介護へのかかわりへのかかわりへのかかわりへのかかわり方方方方にににに最最最最もももも近近近近いものをおいものをおいものをおいものをお選選選選びくだびくだびくだびくだ

さいさいさいさい。。。。    

※※※※「他「他「他「他のののの方」方」方」方」にはにはにはには家族、親族家族、親族家族、親族家族、親族だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、介護、介護、介護、介護サービスやボランティアもサービスやボランティアもサービスやボランティアもサービスやボランティアも含含含含まままま

れますれますれますれます。。。。    

あなた１人で

行う

あなた中心に

行い、他の方

も時々手伝う

あなたと他の

方が共同で行

う

他の方が中心

に行い、あな

たも時々手伝

う

あなた自身は

行わない

a. 身体介助（衣服の脱着、食事・トイレ・入浴

の介助など）
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b. 要介護者の家事・生活援助（料理・掃除・

洗濯の援助、金銭管理（支払・通帳管理

等）、薬の管理（服薬・保管）など）

nmlkj

c. 安否確認・介護施設等への訪問（要介護者

への電話、話し相手になる、介護施設や病院

訪問、差入れなど）

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d. 介護に必要な調整・相談（ケアマネジャー

やヘルパーとの打合や連絡、介護施設や病

院との調整・相談など）

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

訪問訪問訪問訪問サービスサービスサービスサービスgfedc

通所通所通所通所サービスサービスサービスサービスgfedc

ショートステイショートステイショートステイショートステイgfedc

配食配食配食配食サービスサービスサービスサービスgfedc

ボランティアのボランティアのボランティアのボランティアの援助援助援助援助gfedc

利用利用利用利用していないしていないしていないしていないgfedc

そのそのそのその他 他 他 他 ((((入力入力入力入力してくださいしてくださいしてくださいしてください))))gfedc

そそそそ
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 4.1　　　　　4.6　　　　 12.1　　　　 34.3　　　　 45.0

 6.6　　　　 13.0　　　　 28.2　　　　 30.7　　　　 21.5

 12.5　　　　 14.0　　　　 20.4　　　　 29.4　　　　 23.7

6.8　　　　　8.9　　　　 20.4　　　　 36.4　　　　 27.6



◆◆◆◆現在介護現在介護現在介護現在介護をしているをしているをしているをしている方方方方はははは現在現在現在現在のののの状状状状況況況況についてについてについてについて、過去３年以、過去３年以、過去３年以、過去３年以内内内内にににに介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方方方方はははは当当当当

時時時時のののの主主主主なななな状状状状況況況況についてについてについてについて、、、、おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

◆◆◆◆要介護者要介護者要介護者要介護者がががが複複複複数数数数いるいるいるいる場合場合場合場合はははは以下以下以下以下のののの方方方方についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

現在介護現在介護現在介護現在介護をしているをしているをしているをしている方：方：方：方：    あなたがあなたがあなたがあなたが最最最最もももも多多多多くのくのくのくの時間時間時間時間をををを介護介護介護介護にあてているにあてているにあてているにあてている方方方方    

過去過去過去過去にににに介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方：最方：最方：最方：最もももも最近最近最近最近までまでまでまで介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方方方方    

ⅠⅠⅠⅠ.あなたのあなたのあなたのあなたの親御親御親御親御さんなどのさんなどのさんなどのさんなどの介護介護介護介護にににに関関関関するするするする状状状状況況況況についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

12.12.12.12. あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身がががが介護介護介護介護のためにあてているのためにあてているのためにあてているのためにあてている（（（（あてていたあてていたあてていたあてていた））））

時間時間時間時間    【【【【数数数数値値値値をををを入力】入力】入力】入力】    

※※※※介護介護介護介護のためにのためにのためにのために具体的具体的具体的具体的にににに行動（身体介助、要介護者行動（身体介助、要介護者行動（身体介助、要介護者行動（身体介助、要介護者のののの家事援家事援家事援家事援

助助助助・・・・生活援助、安否確認生活援助、安否確認生活援助、安否確認生活援助、安否確認・・・・介護施設等介護施設等介護施設等介護施設等へのへのへのへの訪問、介護訪問、介護訪問、介護訪問、介護にににに必要必要必要必要

なななな調整調整調整調整・・・・相談相談相談相談などなどなどなど））））しているしているしているしている（（（（していたしていたしていたしていた）平均的）平均的）平均的）平均的なななな時間時間時間時間をををを、、、、

１週間１週間１週間１週間トータルでごトータルでごトータルでごトータルでご入力入力入力入力くださいくださいくださいください。。。。    

1週当たり約

（ ）時間

13.13.13.13. 介護介護介護介護のためののためののためののための費用費用費用費用はどなたがはどなたがはどなたがはどなたが負負負負担担担担していますかしていますかしていますかしていますか（（（（いましいましいましいまし

たかたかたかたか）。【回答）。【回答）。【回答）。【回答はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも】】】】    

親御親御親御親御さんさんさんさんgfedc

親御親御親御親御さんのさんのさんのさんの兄弟兄弟兄弟兄弟姉姉姉姉妹妹妹妹gfedc

あなたあなたあなたあなた自身自身自身自身gfedc

あなたのあなたのあなたのあなたの配偶者配偶者配偶者配偶者gfedc

あなたのあなたのあなたのあなたの兄弟兄弟兄弟兄弟姉姉姉姉妹妹妹妹gfedc

配偶者配偶者配偶者配偶者のののの兄弟兄弟兄弟兄弟姉姉姉姉妹妹妹妹gfedc

そのそのそのその他 他 他 他 ((((入力入力入力入力してくださいしてくださいしてくださいしてください))))gfedc
そそそそ
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70.4

 2.5

45.7

 8.2

11.1

 3.1

 0.9

平均 9.71 時間



◆◆◆◆現在介護現在介護現在介護現在介護をしているをしているをしているをしている方方方方はははは現在現在現在現在のののの状状状状況況況況についてについてについてについて、過去３年以、過去３年以、過去３年以、過去３年以内内内内にににに介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方方方方はははは当当当当

時時時時のののの主主主主なななな状状状状況況況況についてについてについてについて、、、、おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

◆◆◆◆要介護者要介護者要介護者要介護者がががが複複複複数数数数いるいるいるいる場合場合場合場合はははは以下以下以下以下のののの方方方方についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

現在介護現在介護現在介護現在介護をしているをしているをしているをしている方：方：方：方：    あなたがあなたがあなたがあなたが最最最最もももも多多多多くのくのくのくの時間時間時間時間をををを介護介護介護介護にあてているにあてているにあてているにあてている方方方方    

過去過去過去過去にににに介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方：最方：最方：最方：最もももも最近最近最近最近までまでまでまで介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方方方方    

ⅠⅠⅠⅠ.あなたのあなたのあなたのあなたの親御親御親御親御さんなどのさんなどのさんなどのさんなどの介護介護介護介護にににに関関関関するするするする状状状状況況況況についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

14.14.14.14. あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身がががが要介護者要介護者要介護者要介護者のののの介護介護介護介護のためにのためにのためにのために１１１１カカカカ月月月月にににに負負負負担担担担しししし

ているているているている（負（負（負（負担担担担していたしていたしていたしていた）費用）費用）費用）費用はおいくらぐらいですかはおいくらぐらいですかはおいくらぐらいですかはおいくらぐらいですか。【。【。【。【数数数数

値値値値をををを入力】入力】入力】入力】    

    

※※※※トータルのトータルのトータルのトータルの介護費用介護費用介護費用介護費用でなくでなくでなくでなく、、、、あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身がががが負負負負担担担担するだいするだいするだいするだい

たいのたいのたいのたいの金額金額金額金額ですですですです。。。。    

※※※※一時的一時的一時的一時的にににに立立立立てててて替替替替えたえたえたえた費用費用費用費用はははは除除除除いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。    

１カ月当たり約

（ ）円

そそそそ
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15.15.15.15. あなたがあなたがあなたがあなたが行行行行っているっているっているっている（行（行（行（行っていたっていたっていたっていた）介護）介護）介護）介護についてについてについてについて、以下、以下、以下、以下のようなのようなのようなのような

ことはどのことはどのことはどのことはどの程度程度程度程度あてはまりますかあてはまりますかあてはまりますかあてはまりますか。。。。aaaa～～～～nnnnのそれぞれにのそれぞれにのそれぞれにのそれぞれに最最最最もももも近近近近いものをいものをいものをいものを

おおおお選選選選びびびび下下下下さいさいさいさい。。。。    

あてはまる ややあてはまる
あまりあてはま

らない
あてはまらない

a. 当初は、自分が介護をするとは思って

いなかった
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b. 当初は、勤務先の介護支援制度につ

いて知らなかった
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c. 当初は、公的介護保険制度や介護サ

ービスの内容について知らなかった
nmlkj

d. 介護するのが身体的にきつい nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e. 介護するのが精神的にきつい nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f. 介護するなかで、要介護者との関係が

悪化する
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g. 介護が原因で、他の家族との関係が

悪化する
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

h. 仕事と介護の両立が難しく、悩むこと

がある
nmlkj

i. 介護が原因で、職場での人間関係が

悪化する
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

j. 介護が原因で、勤務先での評価が低

下する
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

k. 介護が原因で、支出が増加して、家

計が苦しくなる
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

l. 介護が原因で、収入が減少して、家

計が苦しくなる
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

m. 介護施設の入所待ちなど、介護の体

制を整えるのが大変
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

n. 介護のために必要な情報を収集する

のが大変
nmlkj
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23.2　　　　　24.0　　　　　21.2　　　　　31.5　　

　 　 　60.9　　　 　17.5　　　 　 8.8　　　 　12.6

30.5　　　　　26.5　　　　　17.7　　　　　25.3

20.5　　　　　30.6　　　　　31.3　　　　　17.5

28.2　　　　　38.6　　　　　20.4　　　　　12.7

16.7　　　　　22.0　　　　　29.4　　　　　31.8

 9.5　　　　　11.1　　　　　30.6　　　　　48.6

 4.3　　　　　  8.6　　　　　30.5　　　　　56.3

 8.4　　　　　16.0　　　　　27.5　　　　　47.9

12.0　　　　　20.1　　　　　31.0　　　　　37.0

13.7　　　　　23.2　　　　　28.6　　　　　34.1

48.2　　　　　27.2　　　　　11.3　　　　　13.2

20.2　　　　　28.4　　　　　29.6　　　　　21.7

29.4　　　　　31.5　　　　　24.4　　　　　14.4



◆◆◆◆現在介護現在介護現在介護現在介護をしているをしているをしているをしている方方方方はははは現在現在現在現在のののの状状状状況況況況についてについてについてについて、過去３年以、過去３年以、過去３年以、過去３年以内内内内にににに介護介護介護介護をしていたをしていたをしていたをしていた方方方方はははは当当当当

時時時時のののの主主主主なななな状状状状況況況況についてについてについてについて、、、、おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

ⅡⅡⅡⅡ.介護介護介護介護とととと勤務先勤務先勤務先勤務先とのとのとのとの関関関関係係係係についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

16.16.16.16. あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、ごごごご自分自分自分自分のののの介護介護介護介護へのかかわりをへのかかわりをへのかかわりをへのかかわりを、以下、以下、以下、以下のののの方方方方やややや組組組組

織等織等織等織等にににに話話話話したりしたりしたりしたり相談相談相談相談したりしていますかしたりしていますかしたりしていますかしたりしていますか（（（（していましたしていましたしていましたしていました

かかかか）。【回答）。【回答）。【回答）。【回答はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも】】】】    

17.17.17.17. 介護介護介護介護をををを行行行行うなかでうなかでうなかでうなかで、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは勤務先勤務先勤務先勤務先のののの支援制度支援制度支援制度支援制度をををを利用利用利用利用していますしていますしていますしています

かかかか（利用（利用（利用（利用しましたかしましたかしましたかしましたか）。）。）。）。    

aaaa～～～～iiiiのそれぞれにあてはまるものをおのそれぞれにあてはまるものをおのそれぞれにあてはまるものをおのそれぞれにあてはまるものをお選選選選びびびび下下下下さいさいさいさい。。。。    

利用あり
利用なし（制度あ

り）

利用なし（制度な

し・制度対象外）

利用なし（制度

があるかどうか不

明）

a. 介護休業制度 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b. 介護のための休暇（１日単

位）
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c. 介護短時間勤務 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d. 残業制限 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e. 出社・退社時刻の繰下げ・繰

上げやフレックスタイム
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

f. 裁量労働制 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

g. 在宅勤務（週に1日などの部

分的な在宅勤務も含む）
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

h. 介護のための費用の助成 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

i. 介護のための情報提供や相

談窓口
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

同同同同じじじじ職場職場職場職場のののの上司上司上司上司ににににgfedc

同同同同じじじじ職場職場職場職場のののの同僚同僚同僚同僚ににににgfedc

同同同同じじじじ職場職場職場職場のののの部下部下部下部下ににににgfedc

同同同同じじじじ勤務先勤務先勤務先勤務先だがだがだがだが別別別別のののの職場職場職場職場

のののの先輩先輩先輩先輩やややや友人友人友人友人などになどになどになどに    

gfedc

人事人事人事人事のののの担担担担当当当当者者者者ににににgfedc

勤務先勤務先勤務先勤務先のののの中中中中のののの相談相談相談相談窓窓窓窓口口口口ににににgfedc

勤務先勤務先勤務先勤務先がががが提提提提携携携携するするするする外部外部外部外部のののの

相談相談相談相談窓窓窓窓口口口口にににに    

gfedc

労働労働労働労働組合組合組合組合ににににgfedc

これらのこれらのこれらのこれらの方方方方やややや組織等組織等組織等組織等にはにはにはには

話話話話したりしたりしたりしたり相談相談相談相談していないしていないしていないしていない    

gfedc
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42.3

22.4

 6.0

6.5

1.9

1.7

1.1

0.7

50.0

 2.2　　　　　　46.4　　　　　　 8.9　　　　　　42.5

24.9　　　　　　30.2　　　　　　 7.7　　　　　　37.2

 1.1　　　　　　39.3　　　　　　10.2　　　　　　49.4

 1.4　　　　　　34.9　　　　　　10.3　　　　　　53.5

 5.6　　　　　　36.7　　　　　　10.1　　　　　　47.5

 5.7　　　　　　33.4　　　　　　11.5　　　　　　49.4

 1.0　　　　　　33.7　　　　　　13.3　　　　　　52.0

 1.0　　　　　　23.3　　　　　　 9.3　　　　　　66.4

 1.8　　　　　　30.7　　　　　　 7.8　　　　　　59.8



ⅡⅡⅡⅡ.介護介護介護介護とととと勤務先勤務先勤務先勤務先とのとのとのとの関関関関係係係係についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

18.18.18.18. あなたはあなたはあなたはあなたは今後今後今後今後5555年間年間年間年間のうちにのうちにのうちにのうちに、、、、ごごごご家族家族家族家族・・・・親族親族親族親族をををを介護介護介護介護するするするする

可能性可能性可能性可能性はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。    

現在、介護現在、介護現在、介護現在、介護しているしているしているしている方方方方もももも別別別別のののの方方方方のののの介護介護介護介護のののの可能性可能性可能性可能性についておについておについておについてお答答答答

えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

介護介護介護介護するするするする可能性可能性可能性可能性がかなりがかなりがかなりがかなり高高高高いいいいnmlkj

介護介護介護介護するするするする可能性可能性可能性可能性がががが少少少少しあるしあるしあるしあるnmlkj

介護介護介護介護することはないすることはないすることはないすることはないnmlkj
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19.19.19.19. 将来将来将来将来あなたがあなたがあなたがあなたが介護介護介護介護するするするする可能性可能性可能性可能性のあるごのあるごのあるごのあるご家族家族家族家族・・・・親族親族親族親族はどなはどなはどなはどな

たですかたですかたですかたですか。【回答。【回答。【回答。【回答はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも】】】】    

自分自分自分自分のののの父親父親父親父親gfedc

自分自分自分自分のののの母親母親母親母親gfedc

自分自分自分自分のののの兄弟兄弟兄弟兄弟姉姉姉姉妹妹妹妹gfedc

自分自分自分自分のののの祖父母祖父母祖父母祖父母gfedc

配偶者配偶者配偶者配偶者gfedc

配偶者配偶者配偶者配偶者のののの父親父親父親父親gfedc

配偶者配偶者配偶者配偶者のののの母親母親母親母親gfedc

配偶者配偶者配偶者配偶者のののの兄弟兄弟兄弟兄弟姉姉姉姉妹妹妹妹gfedc

配偶者配偶者配偶者配偶者のののの祖父母祖父母祖父母祖父母gfedc

上記以外上記以外上記以外上記以外のののの親族（入力親族（入力親族（入力親族（入力してくださいしてくださいしてくださいしてください））））gfedc
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介護介護介護介護とととと勤務先勤務先勤務先勤務先とのとのとのとの関関関関係係係係についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

20.20.20.20. 将来将来将来将来介護介護介護介護することになったすることになったすることになったすることになった場合場合場合場合にににに、、、、そのそのそのその方方方方をををを主主主主にににに介護介護介護介護すすすす

るるるる方方方方はどなたになるはどなたになるはどなたになるはどなたになる可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いですかいですかいですかいですか。。。。    

※※※※介護介護介護介護をををを要要要要するするするする方方方方がががが複複複複数数数数いるいるいるいる場合場合場合場合はははは、最、最、最、最もももも早早早早くくくく介護介護介護介護がががが必要必要必要必要とととと

なるとおなるとおなるとおなるとお考考考考えのえのえのえの方方方方についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

21.21.21.21. 将来将来将来将来、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが直面直面直面直面することになるすることになるすることになるすることになる介護介護介護介護についてについてについてについて、、、、どのどのどのどの

程度程度程度程度のののの不安不安不安不安をををを感感感感じますかじますかじますかじますか。。。。    

あなたあなたあなたあなたnmlkj

あなたのあなたのあなたのあなたの配偶者配偶者配偶者配偶者nmlkj

わからないわからないわからないわからないnmlkj

そのそのそのその他他他他のののの親族 親族 親族 親族 ((((入力入力入力入力してくださいしてくださいしてくださいしてください))))nmlkj

非常非常非常非常にににに不安不安不安不安をををを感感感感じるじるじるじるnmlkj

不安不安不安不安をををを感感感感じるじるじるじるnmlkj

少少少少しししし不安不安不安不安をををを感感感感じるじるじるじるnmlkj

不安不安不安不安をををを感感感感じないじないじないじないnmlkj

わからないわからないわからないわからないnmlkj
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ⅡⅡⅡⅡ.介護介護介護介護とととと勤務先勤務先勤務先勤務先とのとのとのとの関関関関係係係係についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

22.22.22.22. あなたがあなたがあなたがあなたが、、、、実実実実際際際際にににに介護介護介護介護をすることになったをすることになったをすることになったをすることになった場合、現在場合、現在場合、現在場合、現在のののの

勤務先勤務先勤務先勤務先でででで仕事仕事仕事仕事をををを続続続続けることができるとけることができるとけることができるとけることができると思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。    

23.23.23.23. あなたがごあなたがごあなたがごあなたがご家族家族家族家族・・・・親族親族親族親族をををを介護介護介護介護することになったすることになったすることになったすることになった場合場合場合場合のののの働働働働

きききき方方方方についてについてについてについて、、、、どのようにおどのようにおどのようにおどのようにお考考考考えですかえですかえですかえですか。。。。    

現在介護現在介護現在介護現在介護しているしているしているしている方、方、方、方、将来将来将来将来介護介護介護介護することがないとすることがないとすることがないとすることがないと思思思思うううう方方方方もももも、、、、

またまたまたまた、勤務先、勤務先、勤務先、勤務先のののの制度制度制度制度のののの有無有無有無有無にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、望、望、望、望ましいとましいとましいとましいと思思思思うううう働働働働

きききき方方方方をおをおをおをお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。    

続続続続けられるとけられるとけられるとけられると思思思思ううううnmlkj

続続続続けられないとけられないとけられないとけられないと思思思思ううううnmlkj

わからないわからないわからないわからないnmlkj

今今今今のののの仕事仕事仕事仕事をををを辞辞辞辞めてめてめてめて介護介護介護介護にににに専専専専念念念念するするするするnmlkj

介護介護介護介護がががが必要必要必要必要なななな時期時期時期時期はははは休業制度休業制度休業制度休業制度をををを利用利用利用利用してしてしてして自分自分自分自分がががが介護介護介護介護をををを

してしてしてして、、、、そのそのそのその後仕事後仕事後仕事後仕事にににに復復復復帰帰帰帰するするするする    

nmlkj

介護休業介護休業介護休業介護休業やややや介護介護介護介護のためののためののためののための短時間勤務短時間勤務短時間勤務短時間勤務などのなどのなどのなどの支援制度支援制度支援制度支援制度をををを

利用利用利用利用しつつしつつしつつしつつ、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ普通普通普通普通にににに働働働働きききき続続続続けながらけながらけながらけながら、仕事、仕事、仕事、仕事とととと介介介介

護護護護をををを両両両両立立立立するするするする    

nmlkj

介護介護介護介護のためののためののためののための支援制度支援制度支援制度支援制度をををを利用利用利用利用せずにせずにせずにせずに、年次有給休暇、年次有給休暇、年次有給休暇、年次有給休暇なななな

どでどでどでどで対処対処対処対処するするするする    

nmlkj

仕事仕事仕事仕事のののの仕方仕方仕方仕方をををを特特特特にににに変変変変えないえないえないえないnmlkj

そのそのそのその他 他 他 他 ((((入力入力入力入力してくださいしてくださいしてくださいしてください))))nmlkj
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ⅡⅡⅡⅡ.介護介護介護介護とととと勤務先勤務先勤務先勤務先とのとのとのとの関関関関係係係係についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

24. a24. a24. a24. a～～～～eeeeはあなたのはあなたのはあなたのはあなたの勤務先勤務先勤務先勤務先やややや職場職場職場職場のののの状状状状況況況況にあてはまりますにあてはまりますにあてはまりますにあてはまります

かかかか。。。。それぞれについてそれぞれについてそれぞれについてそれぞれについて、、、、あなたのごあなたのごあなたのごあなたのご意見意見意見意見にににに最最最最もももも近近近近いものをおいものをおいものをおいものをお

選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。    

あてはまる
ややあて

はまる

あまりあて

はまらない

あてはまら

ない

a. 職場には、介護について上司や同僚に話し

たり、介護と仕事の両立などに関して相談し

たりできる雰囲気がある

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

b. 効率よく働き、残業をなるべく減らすような

仕事の進め方が、職場に浸透している
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

c. 職場内で必要な情報が共有されており、自

分の業務をカバーできる人がいる
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

d. 勤務先は、仕事と介護の両立支援に関す

る情報を十分に提供している
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

e. 介護休業制度は、申請すれば問題なく利

用できる
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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ⅢⅢⅢⅢ.介護介護介護介護とととと仕事仕事仕事仕事のののの両両両両立立立立のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな支援支援支援支援やややや情報情報情報情報についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

25.25.25.25. あなたがあなたがあなたがあなたが仕事仕事仕事仕事とととと介護介護介護介護のののの両両両両立立立立させるためにさせるためにさせるためにさせるために、勤務先、勤務先、勤務先、勤務先からのからのからのからの

支援支援支援支援としてとしてとしてとして、、、、どのようなどのようなどのようなどのような支援支援支援支援がががが特特特特にににに必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。

【回答【回答【回答【回答はははは５５５５つまでつまでつまでつまで】】】】    

残残残残業業業業をなくすをなくすをなくすをなくす／減／減／減／減らすらすらすらすgfedc

所定所定所定所定労働労働労働労働時間時間時間時間をををを短短短短くするくするくするくするgfedc

出社出社出社出社・・・・退社時刻退社時刻退社時刻退社時刻をををを自分自分自分自分のののの都合都合都合都合でででで変変変変えられるようにするえられるようにするえられるようにするえられるようにするgfedc

在宅勤務（週在宅勤務（週在宅勤務（週在宅勤務（週にににに1111日日日日などのなどのなどのなどの部分的部分的部分的部分的なななな在宅勤務在宅勤務在宅勤務在宅勤務もももも含含含含むむむむ））））gfedc

勤務先勤務先勤務先勤務先のののの経営経営経営経営者者者者・・・・管理職管理職管理職管理職にににに対対対対するするするする、仕事、仕事、仕事、仕事とととと介護介護介護介護のののの両両両両立立立立

にににに関関関関するするするする意識意識意識意識啓啓啓啓発発発発    

gfedc

勤務先勤務先勤務先勤務先のののの一般社員一般社員一般社員一般社員にににに対対対対するするするする、仕事、仕事、仕事、仕事とととと介護介護介護介護のののの両両両両立立立立にににに関関関関すすすす

るるるる意識意識意識意識啓啓啓啓発発発発    

gfedc

介護介護介護介護のためののためののためののための休暇（１日休暇（１日休暇（１日休暇（１日単単単単位）位）位）位）をををを増増増増やすやすやすやすgfedc

介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度のののの取得上限日取得上限日取得上限日取得上限日数数数数のののの引引引引きききき上上上上げげげげgfedc

介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度のののの取得上限回取得上限回取得上限回取得上限回数数数数のののの引引引引きききき上上上上げげげげgfedc

介護休業介護休業介護休業介護休業からのからのからのからの復職復職復職復職にににに当当当当たってのたってのたってのたっての支援支援支援支援gfedc

勤務先勤務先勤務先勤務先のののの支援制度支援制度支援制度支援制度にににに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの提供提供提供提供gfedc

公的介護保公的介護保公的介護保公的介護保険険険険制度制度制度制度やややや介護介護介護介護サービスにサービスにサービスにサービスに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの提供提供提供提供gfedc

介護介護介護介護にににに関関関関するするするする相談相談相談相談窓窓窓窓口口口口のののの設置（心設置（心設置（心設置（心のケアをのケアをのケアをのケアを含含含含むむむむ））））gfedc

介護介護介護介護サービスやサービスやサービスやサービスや介護施設介護施設介護施設介護施設のののの利用費用利用費用利用費用利用費用のののの助成助成助成助成gfedc

遠距離介護遠距離介護遠距離介護遠距離介護にににに対対対対するするするする支援（交通費支援（交通費支援（交通費支援（交通費やややや親親親親のののの見守見守見守見守りサービりサービりサービりサービ

スススス費用等費用等費用等費用等のののの助成）助成）助成）助成）    

gfedc

特特特特にないにないにないにないgfedc

そのそのそのその他 他 他 他 ((((入力入力入力入力してくださいしてくださいしてくださいしてください))))gfedc
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26.1
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26.26.26.26. 介護介護介護介護にににに当当当当たってたってたってたって知知知知っておくっておくっておくっておく必要性必要性必要性必要性がががが高高高高いいいい、役、役、役、役にににに立立立立つとつとつとつと思思思思

われるわれるわれるわれる情報情報情報情報をををを以下以下以下以下からおからおからおからお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。【回答。【回答。【回答。【回答はいくつではいくつではいくつではいくつで

もももも】】】】    

公的介護保公的介護保公的介護保公的介護保険険険険によるによるによるによる介護介護介護介護サービスにサービスにサービスにサービスに関関関関するするするする情報情報情報情報gfedc

家事家事家事家事サービスにサービスにサービスにサービスに関関関関するするするする情報情報情報情報gfedc

見守見守見守見守りサービスにりサービスにりサービスにりサービスに関関関関するするするする情報情報情報情報gfedc

認知症認知症認知症認知症のののの症症症症状状状状やややや対処対処対処対処にににに関関関関するするするする情報情報情報情報gfedc

要介護者要介護者要介護者要介護者のののの日常生活日常生活日常生活日常生活のののの介助介助介助介助にににに関関関関するするするする情報情報情報情報gfedc

介護介護介護介護経験経験経験経験者者者者のののの声声声声gfedc

特特特特にないにないにないにないgfedc

そのそのそのその他 他 他 他 ((((入力入力入力入力してくださいしてくださいしてくださいしてください))))gfedc
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ⅡⅡⅡⅡ.介護介護介護介護とととと勤務先勤務先勤務先勤務先とのとのとのとの関関関関係係係係についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

27.27.27.27. あなたのあなたのあなたのあなたの勤務先勤務先勤務先勤務先のののの介護介護介護介護にににに関関関関するするするする支援制度支援制度支援制度支援制度についてについてについてについて、、、、どのどのどのどの

程度知程度知程度知程度知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    

28.28.28.28. あなたはあなたはあなたはあなたは公的介護保公的介護保公的介護保公的介護保険険険険によるによるによるによる介護介護介護介護サービスについてどのサービスについてどのサービスについてどのサービスについてどの

程度知程度知程度知程度知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    

どのようなどのようなどのようなどのような制度制度制度制度があるかはがあるかはがあるかはがあるかは知知知知っておりっておりっておりっており、、、、内内内内容容容容もおおよもおおよもおおよもおおよ

そわかるそわかるそわかるそわかる    

nmlkj

制度制度制度制度があることはがあることはがあることはがあることは知知知知っているがっているがっているがっているが、、、、内内内内容容容容はわからないはわからないはわからないはわからないnmlkj

制度制度制度制度があるかどうかがあるかどうかがあるかどうかがあるかどうか知知知知らないらないらないらないnmlkj

制度制度制度制度はないはないはないはないnmlkj

どのようなどのようなどのようなどのような介護介護介護介護サービスがあるかはサービスがあるかはサービスがあるかはサービスがあるかは知知知知っておりっておりっておりっており、、、、内内内内容容容容

もおおよそわかるもおおよそわかるもおおよそわかるもおおよそわかる    

nmlkj

介護介護介護介護サービスがあることはサービスがあることはサービスがあることはサービスがあることは知知知知っているがっているがっているがっているが、、、、内内内内容容容容はわかはわかはわかはわか

らないらないらないらない    

nmlkj

介護介護介護介護サービスがあるかどうかサービスがあるかどうかサービスがあるかどうかサービスがあるかどうか知知知知らないらないらないらないnmlkj

そそそそ
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ⅡⅡⅡⅡ.介護介護介護介護とととと勤務先勤務先勤務先勤務先とのとのとのとの関関関関係係係係についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

29.29.29.29. あなたのあなたのあなたのあなたの考考考考えはどちらにえはどちらにえはどちらにえはどちらに近近近近いですかいですかいですかいですか。。。。

ＡＡＡＡ    介護休業期間介護休業期間介護休業期間介護休業期間はははは仕事仕事仕事仕事とととと介護介護介護介護のののの両両両両立体制立体制立体制立体制をををを構築構築構築構築するためのするためのするためのするための

期間期間期間期間であるであるであるである    

ＢＢＢＢ    介護休業期間介護休業期間介護休業期間介護休業期間はははは介護介護介護介護にににに専専専専念念念念するためのするためのするためのするための期間期間期間期間であるであるであるである    

30.30.30.30. あなたのあなたのあなたのあなたの考考考考えはどちらにえはどちらにえはどちらにえはどちらに近近近近いですかいですかいですかいですか。。。。

Ａ 介護費用Ａ 介護費用Ａ 介護費用Ａ 介護費用はははは、基本的、基本的、基本的、基本的にににに要介護者自身要介護者自身要介護者自身要介護者自身がががが負負負負担担担担すべきであるすべきであるすべきであるすべきである    

Ｂ 介護費用Ｂ 介護費用Ｂ 介護費用Ｂ 介護費用はははは、必要、必要、必要、必要にににに応応応応じてじてじてじて介護介護介護介護をををを行行行行うううう者者者者もももも負負負負担担担担すべきですべきですべきですべきで

あるあるあるある    

AAAAにににに近近近近いいいいnmlkj

どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというとAAAAnmlkj

どちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないnmlkj

どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというとBBBBnmlkj

BBBBにににに近近近近いいいいnmlkj

AAAAにににに近近近近いいいいnmlkj

どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというとAAAAnmlkj

どちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないnmlkj

どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというとBBBBnmlkj

BBBBにににに近近近近いいいいnmlkj
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32.32.32.32. あなたはどちらにあなたはどちらにあなたはどちらにあなたはどちらに近近近近いですかいですかいですかいですか

ＡＡＡＡ    体力体力体力体力にはにはにはには自信自信自信自信があるがあるがあるがある    

ＢＢＢＢ    体力体力体力体力にはにはにはには自信自信自信自信がないがないがないがない    

ⅡⅡⅡⅡ.介護介護介護介護とととと勤務先勤務先勤務先勤務先とのとのとのとの関関関関係係係係についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

31.31.31.31. あなたはどちらにあなたはどちらにあなたはどちらにあなたはどちらに近近近近いですかいですかいですかいですか

ＡＡＡＡ    自分自分自分自分はストレスはストレスはストレスはストレス耐性耐性耐性耐性がががが高高高高いほうだいほうだいほうだいほうだ    

ＢＢＢＢ    自分自分自分自分はストレスはストレスはストレスはストレス耐性耐性耐性耐性がががが低低低低いほうだいほうだいほうだいほうだ    

AAAAにににに近近近近いいいいnmlkj

どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというとAAAAnmlkj

どちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないnmlkj

どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというとBBBBnmlkj

BBBBにににに近近近近いいいいnmlkj

AAAAにににに近近近近いいいいnmlkj

どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというとAAAAnmlkj

どちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないnmlkj

どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというとBBBBnmlkj

BBBBにににに近近近近いいいいnmlkj
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ⅣⅣⅣⅣ    あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

33.33.33.33. 性別性別性別性別

34.34.34.34. 年年年年齢齢齢齢

男性男性男性男性nmlkj 女性女性女性女性nmlkj

～～～～39393939歳歳歳歳nmlkj

40404040～～～～44444444歳歳歳歳nmlkj

45454545～～～～49494949歳歳歳歳nmlkj

50505050～～～～54545454歳歳歳歳nmlkj

55555555～～～～59595959歳歳歳歳nmlkj

60606060歳歳歳歳～～～～nmlkj
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81.7 18.3
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35.3
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ⅣⅣⅣⅣ    あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

35.35.35.35. あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお父父父父様様様様はごはごはごはご健在健在健在健在ですかですかですかですか。。。。

健康健康健康健康であるであるであるであるnmlkj

病病病病気気気気がちであるがちであるがちであるがちであるnmlkj

すでにすでにすでにすでに亡亡亡亡くなっているくなっているくなっているくなっているnmlkj
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36.36.36.36. あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお父父父父様様様様はははは何何何何歳歳歳歳ぐらいですかぐらいですかぐらいですかぐらいですか。。。。

～～～～59595959歳歳歳歳nmlkj

60606060～～～～64646464歳歳歳歳nmlkj

65656565～～～～69696969歳歳歳歳nmlkj

70707070～～～～74747474歳歳歳歳nmlkj

75757575～～～～79797979歳歳歳歳nmlkj

80808080～～～～84848484歳歳歳歳nmlkj

85858585～～～～89898989歳歳歳歳nmlkj

90909090歳歳歳歳～～～～nmlkj
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ⅣⅣⅣⅣ    あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

37.37.37.37. あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお母母母母様様様様はごはごはごはご健在健在健在健在ですかですかですかですか。。。。

健康健康健康健康であるであるであるであるnmlkj

病病病病気気気気がちであるがちであるがちであるがちであるnmlkj

すでにすでにすでにすでに亡亡亡亡くなっているくなっているくなっているくなっているnmlkj
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38.38.38.38. あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお母母母母様様様様はははは何何何何歳歳歳歳ぐらいですかぐらいですかぐらいですかぐらいですか。。。。

～～～～59595959歳歳歳歳nmlkj

60606060～～～～64646464歳歳歳歳nmlkj

65656565～～～～69696969歳歳歳歳nmlkj

70707070～～～～74747474歳歳歳歳nmlkj

75757575～～～～79797979歳歳歳歳nmlkj

80808080～～～～84848484歳歳歳歳nmlkj

85858585～～～～89898989歳歳歳歳nmlkj

90909090歳歳歳歳～～～～nmlkj
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ⅣⅣⅣⅣ    あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

39.39.39.39. 配偶者（「事配偶者（「事配偶者（「事配偶者（「事実実実実婚」婚」婚」婚」をををを含含含含むむむむ））））のののの有無有無有無有無

配偶者配偶者配偶者配偶者ありありありありnmlkj

配偶者配偶者配偶者配偶者なしなしなしなしnmlkj
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40.40.40.40. あなたのあなたのあなたのあなたの配偶者配偶者配偶者配偶者はははは働働働働いていますかいていますかいていますかいていますか。。。。

フルタイムでフルタイムでフルタイムでフルタイムで働働働働いているいているいているいているnmlkj

短時間短時間短時間短時間でででで働働働働いているいているいているいているnmlkj

働働働働いていないいていないいていないいていないnmlkj
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ⅣⅣⅣⅣ    あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

41.41.41.41. 配偶者配偶者配偶者配偶者のおのおのおのお父父父父様様様様はごはごはごはご健在健在健在健在ですかですかですかですか。。。。

健康健康健康健康であるであるであるであるnmlkj

病病病病気気気気がちであるがちであるがちであるがちであるnmlkj

すでにすでにすでにすでに亡亡亡亡くなっているくなっているくなっているくなっているnmlkj
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42.42.42.42. 配偶者配偶者配偶者配偶者のおのおのおのお父父父父様様様様はははは何何何何歳歳歳歳ぐらいですかぐらいですかぐらいですかぐらいですか。。。。

～～～～59595959歳歳歳歳nmlkj

60606060～～～～64646464歳歳歳歳nmlkj

65656565～～～～69696969歳歳歳歳nmlkj

70707070～～～～74747474歳歳歳歳nmlkj

75757575～～～～79797979歳歳歳歳nmlkj

80808080～～～～84848484歳歳歳歳nmlkj

85858585～～～～89898989歳歳歳歳nmlkj

90909090歳歳歳歳～～～～nmlkj
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ⅣⅣⅣⅣ    あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます

43.43.43.43. 配偶者配偶者配偶者配偶者のおのおのおのお母母母母様様様様はごはごはごはご健在健在健在健在ですかですかですかですか。。。。

健康健康健康健康であるであるであるであるnmlkj

病病病病気気気気がちであるがちであるがちであるがちであるnmlkj

すでにすでにすでにすでに亡亡亡亡くなっているくなっているくなっているくなっているnmlkj
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44.44.44.44. 配偶者配偶者配偶者配偶者のおのおのおのお母母母母様様様様はははは何何何何歳歳歳歳ぐらいですかぐらいですかぐらいですかぐらいですか。。。。

～～～～59595959歳歳歳歳nmlkj

60606060～～～～64646464歳歳歳歳nmlkj

65656565～～～～69696969歳歳歳歳nmlkj

70707070～～～～74747474歳歳歳歳nmlkj

75757575～～～～79797979歳歳歳歳nmlkj

80808080～～～～84848484歳歳歳歳nmlkj

85858585～～～～89898989歳歳歳歳nmlkj

90909090歳歳歳歳～～～～nmlkj

32



ⅣⅣⅣⅣ    あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

45.45.45.45. おおおお子子子子さんのさんのさんのさんの有無有無有無有無

子子子子どもありどもありどもありどもありnmlkj

子子子子どもなしどもなしどもなしどもなしnmlkj
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46.46.46.46. あなたはあなたはあなたはあなたは勤務先勤務先勤務先勤務先でどのようなでどのようなでどのようなでどのような働働働働きききき方方方方をされていますかをされていますかをされていますかをされていますか。。。。

ⅣⅣⅣⅣ    あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

47.47.47.47. 役職（出向中役職（出向中役職（出向中役職（出向中のののの方方方方はははは出向先出向先出向先出向先のののの役職）役職）役職）役職）

正社員正社員正社員正社員nmlkj

契約社員、契約社員、契約社員、契約社員、嘱嘱嘱嘱託託託託nmlkj

パート・アルバイトパート・アルバイトパート・アルバイトパート・アルバイトnmlkj

そのそのそのその他他他他nmlkj

一般社員一般社員一般社員一般社員nmlkj

主任主任主任主任・・・・課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐・・・・係長係長係長係長クラスクラスクラスクラスnmlkj

課長課長課長課長・・・・参参参参与与与与クラスクラスクラスクラスnmlkj

部長部長部長部長クラスクラスクラスクラスnmlkj

そのそのそのその他 他 他 他 ((((入力入力入力入力してくださいしてくださいしてくださいしてください))))nmlkj
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ⅣⅣⅣⅣ    あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

48.48.48.48. 職種職種職種職種

49.49.49.49. 週週週週当当当当たりのたりのたりのたりの平均平均平均平均労働労働労働労働時間（時間（時間（時間（残残残残業時間業時間業時間業時間をををを含含含含むむむむ））））

管理的職業管理的職業管理的職業管理的職業nmlkj

専専専専門的門的門的門的・・・・技術的職業技術的職業技術的職業技術的職業nmlkj

事務事務事務事務nmlkj

営営営営業業業業・・・・販販販販売売売売nmlkj

サービスサービスサービスサービス（接客、管理人、（接客、管理人、（接客、管理人、（接客、管理人、医医医医療療療療・・・・介護介護介護介護・・・・家事家事家事家事・・・・衛生衛生衛生衛生ササササ

ービスービスービスービス等）等）等）等）    

nmlkj

生生生生産産産産工程工程工程工程nmlkj

輸送輸送輸送輸送・・・・機械運機械運機械運機械運転転転転nmlkj

建設建設建設建設・・・・採掘採掘採掘採掘nmlkj

運搬運搬運搬運搬・・・・清清清清掃掃掃掃・・・・包包包包装装装装等等等等nmlkj

そのそのそのその他他他他nmlkj

～～～～40404040時間時間時間時間nmlkj

40404040～～～～49494949時間時間時間時間nmlkj

50505050～～～～59595959時間時間時間時間nmlkj

60606060～～～～69696969時間時間時間時間nmlkj

70707070～～～～79797979時間時間時間時間nmlkj

80808080～～～～89898989時間時間時間時間nmlkj

90909090～～～～99999999時間時間時間時間nmlkj

100100100100時間～時間～時間～時間～nmlkj
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32.6
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50.50.50.50. あなたのあなたのあなたのあなたの介護介護介護介護にににに関関関関するするするする不安不安不安不安やややや、勤務先、勤務先、勤務先、勤務先のののの介護支援介護支援介護支援介護支援にににに関関関関するするするする要望要望要望要望などがございましなどがございましなどがございましなどがございまし

たらたらたらたら、自由、自由、自由、自由にごにごにごにご入力入力入力入力くださいくださいくださいください。。。。    

あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

55

66
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