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１．家族介護の現状 
   

65 歳以上で介護を要する人と、介護をする人との同居の状況は、10 万人に対して

6.７万人と非常に高い同居比率を示している。元気な間は独居であっても、要介護に

なると同居する傾向が強い。介護者の男女比は、男性22.9％、女性77.1％であり、圧

倒的に女性が家族介護を担っている。男性の介護者はこの十年ほどの間に６ポイント

増え、男性の介護疲労も新たな問題になってきた。 
 介護者の年齢は、60 歳以上は、男性で 64.9％、女性は 51.0％、男性の老老介護が

増えており、これは「老いたる夫による老いたる妻への介護」が多くなりつつあるこ

とを示している。要介護者との続柄を見れば、男性は“自分の親”48.6％、“配偶者”

46.2、“配偶者の親”3.0％。女性は“配偶者の親”42.7％、“配偶者”30.6％、“自分

の親”23.2％。配偶者の親の介護問題が、男女の決定的違いであり、ここに「介護問

題は女性問題」とする根拠の一つがある。（以上の数値は、2001年。「国民生活基礎調

査」から） 
 
 ＜介護者の声＞           （国際長寿センター資料より・要約） 
 Ａ「介護する者へ感謝の言葉もない」 

（嫁・60代・80代義父母の介護・介護保険未利用） 
  義父母は夫の兄弟が訪問すると機嫌いいが、嫁には命令口調。感謝の言葉もない。

外出から戻ると玄関の前で立ちすくむ。長年介護してきた自分の人生は何だった



のかと思う。夫は単身赴任中。 
 
 Ｂ「我慢も限界」（嫁・50代・80代の舅・要介護度3） 

舅は孫達に手出し（殴ったり）する上、子育てに文句をつける。夫は連日深夜帰

宅で休日出勤もある。育児疲れもあり、介護がつらくて首をしめてやりたくなる。 
 

 Ｃ「夫の兄弟の非協力」（嫁・60代・70歳の姑・要介護度２） 
  夫の兄夫婦、姉妹ともに経済的支援も介護の手伝いもしない。たまに家に来ても

いたわりの言葉もなく帰る。義姉は、相談者の介護のやり方が気に入らなく口出

しする。義母と義姉で悪口をいっているのを小耳にはさみ、腹立たしい。 
 
２．介護職関連の現状 
 
                      （「高齢社会白書」2004年） 
  看護職員      １．２３３．４９６人 
  理学療養士        ３０．７６８ 
  作業療法士        ２０．２５７ 
  社会福祉士        ４８．５８５ 
  介護福祉士       ３５１．６７８ 
  介護支援専門員      ６７．４３６  （ケアマネジャー） 
  訪問介護員       ２６３．７８１  （訪問介護員） 

寮母・介護職員     ３５１．６７８  （特別養護老人ホームなど） 
 

３．介護労働者の実態 
 
 （「介護事業所における労働の状況」介護労働安定センター 2003年） 
 

 介護労働者の 80.4％が女性である。年齢は“20 歳代”がもっとも多く 25.3％。つ

いで“40 歳代”が、24.3％、“50 歳台”21.3％。40 代・50 代でほぼ半分を占め、子

育て後の主婦の労働となっている。平均年齢は41歳である。 
 介護労働者の業務内容は“訪問介護”26.0％、“介護老人福祉施設（特別養護老人ホ

ーム）”が、24.6％、“通所介護”12.4％、“介護老人保健施設”9.5％。この４種で７

割を超える。 



 雇用形態は、正社員55.1％、非正社員28.1％（常勤13.3％、非常勤7.7％、短時間

7.0％）、登録ヘルパー15.6％。介護職の離職率は高く、一年間で“正社員”は16.8％、

“非正社員”は32.3％と、非正社員の離職率の高いことが注目される。「３年目の壁」

という言葉もあるように、３年を超えて同じ事業所で働く人は少ない。 
 賃金は、月給制58.4％、時間給33.9％、日給5.0％。 
その所定賃金はつぎのようである。 
 

         月給      日給      時間給    
 全体     199.500     7.622      1.115 
 男      209.200     8.216      1.089 
 女      199.600     7.525      1.112 
  
４．登録ヘルパーの問題 
         

（「登録ヘルパー研究会報告」介護労働安定センター ２００３年） 
 

 ホームヘルパー（1．2．3 級）の養成講習修了者は、160 万人を超えているが、実

際に働いているのは、上記“訪問介護員”に見るように、26万人強である。それ故に、

ホームヘルパーが不足している事業者は、都市部を中心に約4割にのぼる。 
 この資格所有者と実労働のアンバランス、それ故のホームヘルパー不足。その原因

には登録型ヘルパーとして雇わざるを得ない介護報酬、それが故に定着率が悪くなる

という悪循環がある。訪問介護という労働の特殊性もあるが、介護保険の制度上の問

題である。 
 
「サービス需要が、特定時間に集中すること」 
「利用者の健康状態などによって需要に変動が多いこと」 
「介護報酬がサービス提供時間によることの事業の採算性」 
 
このようなサービス需要側の事情と、事業所の都合、さらに短時間なら働けるとい

う働き手の都合にも合致した結果、生まれた雇用形態である。 
しかしながら、介護の「労働性」は、介護技術や人間的な観察眼や感性、さらに経

験などが要求されており、スーパーなどの労働とは違うものである。さらに介護を一

生の仕事とし、生計維持のために働きたいと願うホームヘルパーにも、登録型しか雇



用がない事業所も多く、最近では「社会の嫁か」という怒りの声も聞かれる。 
その一方で、利用者や事業者から、ホームヘルパーの能力にばらつきが多いと、資

格基準（2級で130時間講習）に対する苦情もある。 
 
登録ヘルパーからの意見としては、つぎのようなものがある。 
⑥ 賃金収入に対する不満  
⑦ 移動や待機、報告などの周辺コストが支払われないこともある 
⑧ 経験などによる能力向上が、賃金に反映されない 
⑨ 雇用形態、身分が不安定であり、将来への展望が描けない 
⑩ 腰痛、感染症、精神的にキツイなど。（39.2％に健康不安あり） 
 
今後の対策としては、契約関係の整理が不可欠である。登録型ヘルパーであっても、

月間勤務表などをもとに、「月契約ヘルパー」の確立が重要である。 
 
５．介護労働者雇用に対して、事業主が期待する施策 ・ベスト 5. 

 
（介護労働安定センター調査） 
 

①能力向上のための教育・研修の実施または支援       56.２％ 
②人材確保のための施策                  41.7 
③福利厚生に対する支援（健康対策など）          38.8 
④介護労働に関する情報の提供               35.8 
⑤労働者の負担軽減を図る機器の導入のための助成・援助   3２.3 
 

６．まとめ 
 
家庭にあっても、社会にあっても介護労働は女性労働であり、主婦の仕事として正

当に評価されていない。家族内にあっては夫やその親族および要介護者から感謝もさ

れないし、社会においても介護労働者は「社会の嫁」として評価は低い。 
今後の要介護者増大に対して、“介護労働”は福祉の問題ばかりではなく、労働の問

題としても議論される必要がある。 
 さらに、今後の介護予防を図るための“介護労働とは何か”、その援助の内容につい

て一層の研究が必要である。 
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１． 亜膳鯵硲税 薄雌 

 

65 室戚雌生稽 鯵硲研 琶推稽馬澗 紫寓引 鯵硲研 馬澗 紫寓引税 疑暗税 雌伐精, 

10 幻昔拭 企背辞 6.7 幻誤戚虞澗 雌雁備 株精 疑暗晴聖 蟹展鎧壱 赤陥. 闇悪拝凶

澗 肇切 赤嬢亀 推鯵硲亜 鞠檎 疑暗馬澗 井狽戚 悪馬陥. 鯵硲切税 害橿搾澗 害失 

22.9%, 食失 77.1%稽辞 笑亀旋生稽 食失戚 亜膳鯵硲研 眼雁馬壱 赤陥. 害失税 鯵

硲切澗 置悦 10鰍紫戚拭 6匂昔闘亜 潅嬢, 害失税 鯵硲杷稽亀 歯稽錘 庚薦稽 企砧

鞠壱 赤陥. 

鯵硲切税 尻敬精, 60 室戚雌精 害失戚 64.9%, 食失精 51.0%, 害失税 嶮嶮鯵硲亜 

装亜馬壱, 戚依精「蟹戚窮 害畷拭 税廃 蟹戚窮 焼鎧税 鯵硲」亜 繊繊 弦焼走壱 赤

澗依聖 蟹展鎧壱 赤陥. 推鯵硲切人税 淫域研 左檎 害失精 “切重税 採乞”48.6％、

“壕酔切”46.2、“壕酔切税 採乞”3.0％。食失精“壕酔切税 採乞”42.7％、“壕酔切”

30.6％、“切重税 採乞”23.2％。壕酔切税 採乞税 鯵硲庚薦澗 害橿税 衣舛旋生稽 託

戚亜 赤壱 戚依戚 「鯵硲庚薦澗 食失庚薦」亜 鞠澗 悦暗税 馬蟹戚陥（ 2001鰍 「厩

肯持醗奄段繕紫」拭辞）. 

 

 ＜鯵硲切税 社軒＞                    （厩肯舌呪湿斗切戟拭辞 ・推鉦） 

 Ａ「鯵硲馬澗 戚拭惟 姶紫税 源亀 蒸陥」 

（悟汗軒60企・80企税 獣採乞税 鯵硲・鯵硲左蝿 耕戚遂） 

  獣採乞澗 害畷税 莫薦亜 号庚馬檎 奄歳精 疏走幻, 悟汗軒拭惟澗 誤敬繕. 姶紫



税 源戚 蒸陥. 須窒拭辞 宜焼神檎 薄淫税 蒋拭辞 崇送戚走 公廃陥. 神熊疑照 

鯵硲背紳 切重税 昔持精 巷譲戚醸澗亜 持唖廃陥. 害畷精 肇切辞 走号生稽 採

績馬食 悦巷掻. 

 

 Ｂ「凧聖失亀 廃域」（悟汗軒・50企・80企税 獣焼獄走・推鯵硲亀3） 

獣焼獄走澗 謝切級拭惟 謝卓伊（凶軒暗蟹）聖 馬悟, 切橿丞整拭 娃七聖 廃陥. 

害畷精 域紗馬食 宿醤瑛亜戚悟 妃析亀 窒悦馬壱 赤陥. 整焼税 杷稽亀 赤壱 鯵

硲亜 毘級嬢 鯉聖 噌虞獄軒壱 粛奄亀 馬陥. 

 

 Ｃ「害畷莫薦税 搾漠径」（悟汗軒60企・70企税 獣嬢袴艦・推鯵硲亀2） 

  害畷税 拷採税 採採, 壱乞級精 井薦旋走据, 鯵硲亀 欺走省壱 赤陥. 亜懐 増拭 

人亀 魚倶廃 源廃原巨 蒸戚 宜焼娃陥. 獣刊戚澗 雌眼切税 鯵硲号狛拭 企背 凧

胃聖 廃陥.獣嬢袴艦人 獣刊戚亜 披左澗 依聖 級嬢亜檎辞 鉢亜帖肯陥. 

 

２．鯵硲送淫恵税 薄雌 

    

  （「壱敬紫噺拷辞」2004鰍） 

  娃硲送据  １,２３３,４９６賺 

  戚俳推狛紫       ３０,７６８ 

  拙穣推狛紫       ２０,２５７ 

  紫噺差走紫       ４８,５８５ 

  鯵硲差走紫     ３５１,６７８ 

  鯵硲走据穿庚据      ６７,４３６  （追嬢古艦煽） 

  号庚鯵硲据     ２６３,７８１  （号庚鯵硲据） 

呪降・鯵硲送据    ３５１,６７８  （働紺丞硲葛昔幡 去） 

 

３．鯵硲葛疑切税 叔殿 

 

（「鯵硲紫穣社拭 赤嬢辞 葛疑税 雌伐」鯵硲葛疑照舛湿斗 2003鰍） 

 

鯵硲葛疑切税 80.4％亜 食失戚陥. 尻敬精 “20企”亜 亜舌 弦精 25.3％。戚嬢辞

“40企”亜 24.3％,“50企”21.3％。40企・50企亜 暗税 鋼呪研 託走馬壱 切橿丞

整板税 爽採税 葛疑戚 鞠壱 赤陥. 汝液尻敬精 41室戚陥.  

鯵硲葛疑切税 穣巷鎧遂精 “号庚鯵硲”26.0％,“鯵硲葛昔差走獣竺（働紺丞硲葛昔



幡）”戚 24.6％,“搭社鯵硲”12.4％,“鯵硲葛昔左闇獣竺”9.5％。戚 4曽嫌稽 7拝

聖 角澗陥. 

壱遂莫殿澗 舛紫据 55.1%, 搾舛紫据 28.1%（雌悦 13.3％、搾雌悦 7.7％、舘獣娃

7.0％）,去系拍遁15.6％。鯵硲送税 戚送晴精 株壱 , 析鰍娃 “舛紫据”精 16.8％,

“搾舛紫据”精 32.3％稽, 搾舛紫据税 戚送晴戚 株精依戚 爽鯉吉陥. 「3鰍属税 混」

戚虞澗 源戚 赤牛戚 3鰍聖 角嬢 旭精 紫穣社拭 悦巷馬澗 紫寓精 球弘陥. 

績榎精 杉厭薦58.4％, 獣娃厭33.9％, 析厭5.0％。 

社舛績榎精 焼掘人 旭陥. 

 

         杉厭      析厭      獣娃厭    

 穿端     199.500     7.622      1.115 

 害      209.200     8.216      1.089 

 食      199.600     7.525      1.112 

  

4．去系拍遁税 庚薦 

    

   （「去系拍遁尻姥噺左壱」鯵硲葛疑照舛湿斗 2003鰍） 

 

幡拍遁（1・2・3厭）税 丞失悪疎 呪戟切澗 160幻昔聖 角壱 赤走幻 叔薦稽 析聖 馬

壱 赤澗 戚澗 是税 “号庚鯵硲据”拭辞 瑳 呪 赤牛戚, 26 幻聖 角壱 赤陥. 益軍拭

亀 幡拍遁亜 採膳鞠壱 赤澗 紫穣切澗 亀獣採研 掻宿生稽 鉦 4拝戚 角澗陥. 

切維装 社政切人 叔葛疑税 情豪訓什, 益稽昔廃 幡拍遁税 採膳. 益 据昔精 去系

莫 拍遁稽辞 壱遂拝 呪 鉱拭 蒸澗 鯵硲左呪, 益依戚 据昔生稽 舛鐸晴戚 蟹匙走澗 

焦授発聖 戚欠壱 赤陥.  

 

「辞搾什 呪推亜 働舛獣娃拭 増掻馬澗  依」 

「戚遂切税 闇悪雌殿去拭 税背辞 呪推拭 痕疑戚 弦精 依」 

「鯵硲左呪亜 辞搾什薦因獣娃拭 税廃 紫穣税 辰至失」 

 

戚君廃 辞搾什税 呪推著税 紫舛精 紫穣社税 雌伐, 希錐戚 舘獣娃戚虞檎 析馬畏

陥澗 崇送戚澗 析謝税 雌伐引 杯帖吉 衣引 持移貝 壱遂莫殿戚陥. 

益君蟹 鯵硲税 「葛疑失」精 鯵硲奄綬, 昔娃旋 淫茸径, 姶失, 希錐戚 井蝿去戚 推

姥鞠壱 赤嬢, 輯遁去拭辞税 葛疑引澗 陥献依戚陥. 希錐戚 鯵硲研 析持税 析稽辞 

持域政走研 是背 析馬壱切 馬澗 幡拍遁拭惟亀 去系莫幻 壱遂鞠澗 紫穣社亜 弦壱, 



置悦拭澗 「紫噺税 悟汗軒昔亜」虞澗 災幻税 社軒亀 級鍵陥. 

廃畷, 戚遂切, 紫穣切稽採斗, 幡拍遁税 管径拭 託戚亜 弦焼辞 切維奄層（２厭生

稽 130獣娃 悪柔）拭 企廃 災汝亀 赤陥. 

 

去系拍遁稽税 税胃生稽澗 陥製引 旭陥. 

① 績榎呪脊拭 企廃 災幻 

② 戚疑, 企奄, 左壱 去税 爽痕坪什闘研 走災馬走 省馬澗 井酔亀 赤陥. 

③ 井蝿去拭 税廃 管径狽雌戚 績榎拭 鋼慎鞠走 省澗陥. 

④ 壱遂莫殿, 重歳戚 災照舛馬壱, 舌掘税 穿諺聖 益険 呪亜 蒸陥. 

⑤ 推搭, 姶唇装, 舛重旋生稽 毘級陥 去.（39.2％亜 闇悪拭 災照姶聖 汗界） 

蒋生稽税 企奪生稽辞 域鉦淫域税 舛軒亜 災亜衣馬陥. 去系莫拍遁亜 赤嬢亀 杉娃

悦巷妊去聖 奄段稽 「杉域鉦拍遁」税 溌験税 掻推失戚 赤陥.  

 

５．鯵硲葛疑切 壱遂拭 企背 紫穣爽亜 奄企馬澗 獣奪 今什闘5 

 

（鯵硲葛疑照舛湿展繕紫） 

 

①管径狽雌聖 是廃 嘘整・尻呪税 叔獣 暁澗 走据   56.2％ 

②昔径溌左研 是廃 獣奪      41.7 

③差軒板持拭 企廃 走据(闇悪企奪 去)       38.8 

④鯵硲葛疑拭 淫廃 舛左税 薦因     35.8 

⑤葛疑切税 採眼井姶聖 亀乞馬澗 奄奄税 亀脊聖 是廃 繕失・据繕 32.3 

 

６．衣情 

 

亜舛戚闇 紫噺戚闇 鯵硲葛疑精 食失葛疑戚壱, 爽採税 析稽辞 舛雁馬惟 汝亜鞠壱 

赤走 省陥. 亜膳鎧拭辞澗 害畷 暁澗 獣伎 庁膳, 推鯵硲切稽採斗 姶紫亀 閤走公馬

壱, 紫噺拭 赤嬢辞亀 鯵硲葛疑切澗 「紫噺税 悟汗軒」稽辞 汝亜亜 碍陥. 

蒋生稽税 推鯵硲切税 装企拭 企背, “鯵硲葛疑”精 差走税 庚薦屍幻戚 焼艦虞 葛

疑税 庚薦稽辞亀 塘経鞠嬢醤 拝 琶推失戚 赤陥. 

希錐戚 蒋生稽税 鯵硲森号聖 亀乞馬奄是背辞 “鯵硲葛疑精 巷譲昔亜”益 据繕税 

鎧遂拭 企背辞 希廃寵 尻姥拝 琶推亜 赤陥.  

                               
 



覗稽琶 
 

沖藤 典子 (神徹板走・葛軒坪)  

 

析沙 壱敬紫噺研 疏惟 馬澗 食失税 乞績 戚紫 

 

1938鰍 析沙 畑亜戚亀 窒持. 

畑亜戚亀企俳庚俳採 噌穣.  

1961鰍 (爽)析沙軒辞帖 湿斗 繕紫尻姥採 脊紫, 15鰍 悦巷板 盗紫. 

析沙 獣艦嬢紫噺俳噺 託室企整失走据尻姥噺 疎舌, 朝蟹亜人食失税噺 企妊 去. 

 

煽辞 

『食失戚 送舌聖 彊蟹澗 劾』(竊霹溪) 

『鎧析精 切奄析 鯵硲左蝿』(竊霹溪) 

『採採虞澗 楳差 採採虞澗 災楳』(鵞臠溪) 

『食切 50室 昔持板鋼戚 荘位陥』(耕革牽郊辞号)去 陥呪  


