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【式次第および議事録】 

1．司会進行 今井 菜美子  幹事 

2．開会点鐘 嘉納 英樹  会長 

3． 四つのテスト 髙木 元太  会員 

4． ゲスト・ビジター紹介     玉木 仁 直前副会長 

5． ニコニコ報告 鷲澤 充代  会計 

①尾崎 由比子 創立会長 
②古山 真紀子 会長エレクト 

 

6.  会長報告            嘉納 英樹  会長 

7． 幹事報告 今井 菜美子 幹事 

 ・理事会報告 他 

8.   出席報告 古山 真紀子 会長ｴﾚｸト 

・出席者：8 名、欠席：1 名 
・出席率：88.9％ 

 

9.   イニシエーションスピーチ(自己紹介) 【右参照】   

10． 事業計画書の話し合い 出席会員全員 

11．今後の予定 尾崎 由比子 直前会長 

12．閉会点鐘  嘉納 英樹  会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イニシエーションスピーチ】  

 

（以下、鷲澤会員） ※別紙あり 

ライフワークバランスと言うと、みなさまどんなことを思い浮かべ

ますか?労働者の需要が非常にあるが、人口が減っているこの時

代、“女性を含め高齢者の方も、みなさんに頑張っていただきた

い、労働者となり納税してくださいね”というイメージです。基本的

にそういうお話です。 

私も 2 年ほど前から父の介護という現実に向き合うことになりま

した。とても厳しいです。後ほど資料の中にもありますけども、介護

離職は非常に問題です。実態として正規社 員の方が、長時間

労働をさせられています。雇用に関しては、非正規雇用と言われ

る方々もいますけれども、この方たちとの格差が正直かなりありま

す。その正社員の方々は辞めざるをえないような状況、これが介

護離職の現状です。非常に問題は大きいんですけれども、私自

身が今そこのところで狭間にちょっとハマっちゃっているかなとい

うところで今日のお話となります。 

まず、自己紹介です。会社を設立したのは 2011 年の 10 月。な

ぜ 10 月か。うちの母の命日が 10 月で、誕生日が 10 月 4 日。そ

こに引っ掛けて、設立をしようかなというイメージで設立をいたしま

した。その前に社会保険労務士事務所として、2007 年 1 月に開

業しております。コンサル内容としては、従業員のモチベーション

アップ、組織改革。また、再生の会社さんと連携をしていたという

のが私の 1 番の特徴です。社労士、一般的に顧問契約をして、

行政対応の手続き等をやるのがメインです。私の場合は実はそこ

のところはあまり、正直得意ではないんです。というのも、私自身

が自立してこの職業についた頃、子どもが中学受験を終えたばか

りでした。やはり、そこらへんでギャップがあり、何か自分の強みに

なるものがないかなって探したところ、事業再生に携わっている女

性は非常に少なかった。そのような理由から、この業界に踏み込

んだというところがあります。2008 年、資料にある株式会社事業パ

ートナーというところと連携をしております。 

税理士の方ならご存知かと思いますが、株式会社の日税ビジ

ネスサービスというところでも、セミナーを何度か行っていました。

これが 2012 年から 2015 年です。それから最近では江戸川区役
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所、働き方改革においての職員研修など。このきっかけになった

のが江戸川の商工会議所。こちらの方でセミナーをしたということ

からの依頼でした。こちらは、フェニックスの上から 2 番目です。

社労士、弁護士による凡例研究会フェニックス主催。これを 11 年

ほど行いました。ところが、2019 年 5 月で終了になっているのは、

まさしく父の介護が理由です。メンバーの方には越山会事件とい

う事件に携わった南裕史先生、弁護士の先生。東京の代理弁護

士の組合、前副会長である園部さん、園部ユウキ先生なども一時

は参加されていました。みなさんとてもお偉くなってしまったので、

その後足繁く通っていただくことはできなくなったのですが、それ

でも最初の頃の創立のメンバーとして名前を残させていただいて

います。 

仕事内容としては、特定社会保険労務士、中小企業診断士の

2 本立てです。社会保険労務士の中に、“特定”とつくものは、個

別労働関係紛争というのが 2007 年、“そこのお仕事ができます

よ”という、裁判ではありませんが、斡旋という形で、労働者と使用

者との調整をするような、そんなお仕事ができますよという事で

す。現在社会保険労務士の中の 25％がそれらに携わっていま

す。それから、助成金申請、今これが花盛りです。コロナの関係で

売上が下がりました雇用調整助成金。9 月までで 1 万 5000 円の

上限額が変更にはなるのですが、この業務が今とても忙しいで

す。また、これに連携して東京都においても雇用環境助成金とい

うものがありまして、こちらは 10 万円。とにかく申請すればもらえ

る、そのようなものに携わる機会が非常に増えてきております。 

中小企業診断士としては、先程申しました事業再生、ここが非

常に私自身強いなと思っています。“様々な過去、銀行対応、売

上が下がってしまって、なかなかお金が入りません。”、“借入金を

返済できない”、そのような企業側に立って、銀行との交渉を行い

ます。また、東京都に関しては、税金に関するもの。頭を下げ、と

にかく引き延ばしをするという、ことも行っておりました。 

診断士は人、もの、金。このようなものに関係します。特定社会

保険労務士はそこに関連する方々に特化した業種かなというとこ

ろではあります。 

次は自分史です。学生の頃、ヤマハ音楽教室というところでピ

アノを教えておりました。その後、卒業とともに 1 年ほど経ってから

結婚、家庭に入りました。その後、母が怪我をし、身体障碍者とな

りました。一種一級の重度です。しかし、そのような中でも母はパ

ラリンピックにおいて、ジャグリング、スラロームで優勝。頑張り屋で

はありました。そんな母をフォローしなくてはいけない時期もありま

した。 

そして、30 代後半になって初めての就職。自分が社会と繋がる

ということにとても興味がありました。“なになにちゃんのお母さん、

奥様”という呼称に対して興味がありませんでした。私の父の姉、

妹は“ドレメ”というドレスメーカーの仕事をしていました。父が今

92 歳姉、妹は、当時で言う職業婦人です。そのような先進的なこ

とをやっていました。そのような境遇もあり、私自身も何か自分の

足で立つという意識が非常にありました。 

就活をし始めましたら、なかなかこの歳では就職できませんでし

た。“Ｍ字カーブ”というお話を聞いたことがあると思います。一

旦、出産などで会社を離れた方が再就職する。昔に比べると、Ｍ

字カーブ、かなりなだらかにはなっていますが、現実的にはやはり

日本と韓国、この 2 国においては非常に現実としてまだ残ってい

るという状況です。いろいろなところに就職、応募をしましたが、結

局 30 社、その中で 1 社のみ OK と言ってくれたところが先程の

株式会社事業パートナーでした。それ以後、社会保険労務士、中

小企業診断士を受け、そして会社設立という流れになります。 

母は早々62 歳で他界いたしました。そこから父は１人で生活を

しています。その父も、もう 92 歳です。この頃、「兄弟 2 人とも 92

歳で亡くなっている。女性の方が平均寿命は長い。俺はもうそろ

そろだ」とすごく悲観的、内向きになっています。 

自分自身ができる事や、それを追求なせず、愚痴ばかりになって

しまい、非常に残念です。今、父と同居はできませんが、週 4 回

15 分くらいの場所に引っ越しまして、介護を行う生活をしていま

す。 

次に、関係性、ライフについてです。20 代の頃は家族中心でし

た。私の社会との付き合い方は、主人の関係が主でした。自分自

身で社会を広げていくタイプではありませんでしたので、限定的な

世界でした。30 代前半になると、今度は子どもを通じての社会。

先程言ったように“なんとかちゃんのお母さん”、私はこの言葉が

あまり好きではなかった。それから 30 代後半になりまして、自分が

直接関われる社会というのができました。その際、ちょっと社会貢

献ができると非常にうれしい気持ちになりました。40 代、50 代、そ

して 50 代後半から今度は父の介護の世界に入った。そうなると、

どうしてもバッティング、時間的なバッティングが生じます。そこを

どうすり合わせをするか、今の課題になっています。 

時間配分、バランスです。現在の時間数。これはある一定期間

における携わっている時間をグラフにしたものです。横軸が時間、

縦軸が自由度です。心の自由度、非常に物事に取り組む時にや

らされ感、それから義務感だけで人はなかなか動けないというもの

がわかります。自らが望むもの、そして自分自身が価値を見出し

たものには人は積極的に取り組むことができる。そして、その時間

というのは例え短くてもリフレッシュになります。私は今、犬を飼っ

ています。また。旅行、食べ歩きも好きです。私の余暇はここに費

やされています。 

介護と仕事のバランス、現状はこのような感じですが、今は要支

援 2 です。これが進行していくでしょう。去年の 5 月にパーキンソ

ンと診断があり、父自身がとても記憶が良かったという自負がある

ので、なかなか過去と今の自分がすり合わせられない。そのた

め。認知が多く出てくるのかと感じています。このような父と付き合

っていくにあたっては、やはり自分自身のマインドコントロールが

非常に必要なのかなと。今後、時間的に介護の時間が長くなった

としても、自分自身のご褒美の時間。ここの質を高めていくことに

よって、これは係数的なものをモチベーションの係数というのは今

出ていません。定量的なものとして、これは仮定として作ったもの

ですけども。定性的なものとしては一応出ています。目標の魅力

×達成の可能性。この 2 つをかけることによって、モチベーション

の高さというのは計算されるとは一応言われていますが、私は今

回関わっている時間と心の自由度というところ、ここを積算で出し

ています。要はマイナスのモチベーションを数字が小さいというイ

メージです。今後介護の時間が増加したとしても、今言ったように

余暇の時間、こういうものを充実させることによって、心理的なバラ

ンスを取ることができるのではないか。そういう志のもと、今後ちょ

っと自分自身を律していきたいなというふうに思っています。 

次のページは介護離職の現実です。非常に課題自体は山積

みです。正社員に集中する長時間労働、介護給与制度の問題。

これは 93 日という数字ですね。今育児介護、育児休業の方は 2

年まで休業期間が延びています。それに対して、たったの 93。や

はりここらへんは今後の法改正を目指していくべきなのではない

かと思います。ここで介護離職が増えてしまっているのは仕方が

ないというイメージがあります。ただ、今後コロナの影響でリモート

という、ある新しい一歩を踏み出す。これからの世界においてはも

しかすると、そこの負担が減ってくるという時代になってくるのかも

しれません。 

最後になります。“ワーク・ライフ・バランス”、仕事を生活の調和

というふうに言われています。国民 1 人 1 人がやりがいや充実感

を感じながら働き、仕事の責任を果たすとともに、家庭や地域生

活においても子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じ

て多様な生き方が選択、実現できることを目指す。非常にここのと

ころはいろいろ制度が作られています。たしかに制度は作られて

いるけど、それを活用する人が非常にいないのがこの現実のギャ

ップです。だから結局活用できない制度だから、辞めてしまうとい

うのは正直感じるところです。私の場合、自営業というところが 1

つ大きくあります。時間の調節を自分でできる。ここが非常に大き

いメリットになのですが、今後さらに親の介護の負担をした時には



限られた自分のための時間を大切にする。譲れないと思う、その

時間ここは親不孝かもしれません。だけど、自分のバランスを取る

ためにはこれはとても必要だと、私は思っています。今子どもたち

は自分たちの生活を謳歌しています。今後、私のために時間をど

れぐらい割いてくれるか、これはとても未知数です。生涯現役であ

り続ける。この気持ちを持ち続けたい。外に向かって、内向きにな

ってグジグジと言うのではなく、明るい自分自身の現状を見つめ

直して、そして可能性をその中で探っていけるような、そんな前向

きなおばあちゃん、かわいいおばあちゃんになりたいなという思い

です。いつまでも幸せになることを諦めない、こういうしぶとさも私

自身、今後持ち続けたいなと思っています。このロータリークラブ

にご縁がありまして、私にとってはある意味、非常に外向き。自分

に価値をもう一度見極めることができるような、そういう環境になっ

ていると思っています。みなさんと一緒に学ぶ場にしていきたいと

思います。ありがとうございました。 

 

◆作成 ： 今井 

◆別 PDF ： 鷲澤会員作成データ 


