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◆高齢者の増加に伴い、介護福祉分野で働く人の需要は今後も増
加していきます。
◆また、介護保険により事業運営が支えられているので、景気動向
に直接左右されにくい職場です。　

◆加算制度などにより介護職員の処遇は年々改善されています。
◆介護職員初任者研修や介護福祉士など専門的な資格を取得する
ことにより、キャリアアップできる仕事です。
◆ＩＣＴや介護ロボットの導入などにより、より就労しやすい環境が
整ってきています。

◆介護福祉分野の仕事には、特別養護老人ホームなど高齢者施設
で行うサービス、訪問介護など高齢者の自宅などで行うサービ
スなど多様なサービス形態があります。
◆職員の働き方もサービス形態によって、夜勤のあるところ、
ほとんど日中勤務だけを行うところ、短時間働くところなど
があり、多様な働き方が可能です。

◆介護職場は３つの熱い思い（感謝、感動、感激）で満ちています。
・介護職場では、職員や関係者がお互いに相談しながら、利用者がより良い環境で生活
し、満足してもらえるよう日々の仕事が行われています。自らが考え、実行することが直
接、利用者の幸せへとつながるため、多くの感謝、感動、感激に満ちている仕事です。

◆日本の介護保険制度は世界に誇れる制度であり、世界各国から多く
の人材が制度を学びにきています。
・経済連携協定（ＥＰＡ）による受入は平成20年から、技能実習制度による受入は平成
29年から行っています。

◆介護の仕事は訪問介護や特別養護老人ホームなど多様な職場があ
ります。また、各地域に事業所（県内約1,000法人、約3,000事業
所）があるので、慣れ親しんだ地元で就労することが可能です。

【介護職員のコメント】 介護はやりがいのある魅力的な仕事 介護福祉士　田中　一樹（24歳）
【勤務先】特別養護老人ホーム（東牟婁郡）

いろいろな “介護の仕事”

自宅に訪問

【訪問介護職員の仕事で魅力を感じることを聞いてみました】
・いろんな人との出会いがあり、人として、楽しいことや悲しいことを教えてもらえ、人の立場に立つ大切さを
勉強できる。
・部屋に閉じこもり意欲のない方が意欲が出てきた時、こちらを見て笑顔で声をかけてくださるとき。
・人の役に立てるところ　利用者様、ご家族に安らぎのある生活をしてもらうためのお手伝いができる。
・介護職は、現実として意図する通りには行かず難しいところがありますが、利用者様の生活支援をしている
中で感謝の言葉をいただけたとき、自分でもその方を支えていると感じ、苦労が報われると感じられること
がこの仕事の魅力です。

＊訪問介護（ホームヘルプサービス）
＊訪問入浴　　＊訪問リハビリ
＊夜間対応型訪問介護

施設などで生活
＊介護老人福祉施設
　（特別養護老人ホーム）
＊介護老人保健施設
　（老健施設）
＊介護療養型医療施設
＊特別施設入居者生活介護

施設に通う
＊通所介護
　（デイサービスセンター）
＊通所リハビリテーション
　（デイケアセンター）
＊療養通所介護
＊認知症対応型通所介護

短期間の宿泊
＊短期入所生活介護
　（ショートステイ）
＊短期入所療養介護
　（ショートケア）

訪問・通い・宿泊を
組み合わせる

＊小規模多機能型居宅介護
＊複合型サービス
　（看護小規模多機能型居宅介護）

地域に密着した
小規模な施設等

＊認知症対応型共同生活介護
　（グループホーム）
＊地域密着型
　介護老人福祉施設入所者生活介護
＊地域密着型
　特別施設入居者生活介護

初任者研修：介護の仕事をするうえで基本となる入門的な
知識や技能を修得するための研修です。

　　　　　　（研修時間：130時間）
実務者研修：介護職としてのキャリアアップと質の高い介

護を目指す人のための研修です。働きながら
介護福祉士を目指すためにはこの研修を受講
することが必須となります。

　　　　　　（研修時間：450時間。初任者研修修了者は
320時間）

介護福祉士：介護のプロとしての国家資格です。介護職員
のリーダーとして活躍でき、この資格を取得
することで資格手当が加算される職場も数多
くあります。

生活相談員：施設に入所している高齢者に対し、各種の相
談や援助、援助計画の立案・実施、また、関係
機関との連絡・調整を実施する専門職です。

ケアマネジャー（介護支援専門員）：介護が必要な者から
の相談に応じ、適切な介護サービスが利用で
きるようケアプランを作成する専門職です。

キャリアアップの例

給与（初任給）の例

就職（未経験）

初任者研修

実務者研修

介護福祉士（国家資格）

知識・技能を修得した
介護福祉士

生活相談員・
ケアマネジャー

施設長・管理職

産業別にみた初任給

職　　　　　種

全職種

介護事業（福祉施設介護員・ホームヘルパー）

製造業

卸売業、小売業

金融業、保険業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

年　　齢　　別

～19歳 20～24歳

（単位：円）

出典：厚生労働省「平成28年度賃金構造基本統計調査」より

※表中の金額は勤続年数1年未満の人の所定内給与額
※所定内給与額とは、基本給、職務手当、通勤手当、家族手当などが含まれているが、超過労働手当や賞与は含まれ
ていない。

【介護サービスの種類（一例）】

203,400

190,200

196,400

201,400

205,800

183,100

190,000

171,100

171,500

171,600

171,900

152,000

164,300

169,800
　私は、親が福祉関係の仕事をしていたこともあり、中高生の頃からこの仕事に興味を持ち、職場体験
に参加し現場を見て、専門学校に進むことを決めました。専門学校卒業後は親の薦めもあり地元の特別
養護老人ホームに就職しました。介護の仕事は、ご利用者様の生活を支える本当に大変な仕事だと思い
ます。日々ご利用者様の笑顔が見られ、私の介助に対して直接「ありがとう」と言っていただけると嬉しく
なります。また、不可能が可能となった時、例えば歩けなかったご利用者様が私達のケアや機能訓練で
歩けるようになったり、日中だけでもオムツ外しが可能となった時など、ご利用者様やご家族の笑顔が見
られたり、職員同士でその喜びを分かち合えた時に、介護の仕事のやりがいや魅力を感じます。

平成22年

（2012年度） （2017年度） （2020年度） （2025年度） （2030年度）

平成27年 平成32年 平成37年 平成42年 平成47年 平成52年
（2010年） （2015年） （2020年） （2025年） （2030年） （2035年） （2040年）

食事のしたくを手伝う

ベッドから車イスへ

健康チェック

夜間の対応（トイレ等）

トイレの手助け

衣類を着る・ぬぐ

室内で身体を動かす活動

リハビリ運動

就職前に受講修了
することができます。

（４頁参照）
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【勤務先】特別養護老人ホーム（東牟婁郡）

いろいろな “介護の仕事”

自宅に訪問

【訪問介護職員の仕事で魅力を感じることを聞いてみました】
・いろんな人との出会いがあり、人として、楽しいことや悲しいことを教えてもらえ、人の立場に立つ大切さを
勉強できる。
・部屋に閉じこもり意欲のない方が意欲が出てきた時、こちらを見て笑顔で声をかけてくださるとき。
・人の役に立てるところ　利用者様、ご家族に安らぎのある生活をしてもらうためのお手伝いができる。
・介護職は、現実として意図する通りには行かず難しいところがありますが、利用者様の生活支援をしている
中で感謝の言葉をいただけたとき、自分でもその方を支えていると感じ、苦労が報われると感じられること
がこの仕事の魅力です。

＊訪問介護（ホームヘルプサービス）
＊訪問入浴　　＊訪問リハビリ
＊夜間対応型訪問介護

施設などで生活
＊介護老人福祉施設
　（特別養護老人ホーム）
＊介護老人保健施設
　（老健施設）
＊介護療養型医療施設
＊特別施設入居者生活介護

施設に通う
＊通所介護
　（デイサービスセンター）
＊通所リハビリテーション
　（デイケアセンター）
＊療養通所介護
＊認知症対応型通所介護

短期間の宿泊
＊短期入所生活介護
　（ショートステイ）
＊短期入所療養介護
　（ショートケア）

訪問・通い・宿泊を
組み合わせる

＊小規模多機能型居宅介護
＊複合型サービス
　（看護小規模多機能型居宅介護）

地域に密着した
小規模な施設等

＊認知症対応型共同生活介護
　（グループホーム）
＊地域密着型
　介護老人福祉施設入所者生活介護
＊地域密着型
　特別施設入居者生活介護

初任者研修：介護の仕事をするうえで基本となる入門的な
知識や技能を修得するための研修です。

　　　　　　（研修時間：130時間）
実務者研修：介護職としてのキャリアアップと質の高い介

護を目指す人のための研修です。働きながら
介護福祉士を目指すためにはこの研修を受講
することが必須となります。

　　　　　　（研修時間：450時間。初任者研修修了者は
320時間）

介護福祉士：介護のプロとしての国家資格です。介護職員
のリーダーとして活躍でき、この資格を取得
することで資格手当が加算される職場も数多
くあります。

生活相談員：施設に入所している高齢者に対し、各種の相
談や援助、援助計画の立案・実施、また、関係
機関との連絡・調整を実施する専門職です。

ケアマネジャー（介護支援専門員）：介護が必要な者から
の相談に応じ、適切な介護サービスが利用で
きるようケアプランを作成する専門職です。

キャリアアップの例

給与（初任給）の例

就職（未経験）

初任者研修

実務者研修

介護福祉士（国家資格）

知識・技能を修得した
介護福祉士

生活相談員・
ケアマネジャー

施設長・管理職

産業別にみた初任給

職　　　　　種

全職種

介護事業（福祉施設介護員・ホームヘルパー）

製造業

卸売業、小売業

金融業、保険業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

年　　齢　　別

～19歳 20～24歳

（単位：円）

出典：厚生労働省「平成28年度賃金構造基本統計調査」より

※表中の金額は勤続年数1年未満の人の所定内給与額
※所定内給与額とは、基本給、職務手当、通勤手当、家族手当などが含まれているが、超過労働手当や賞与は含まれ
ていない。

【介護サービスの種類（一例）】

203,400

190,200

196,400

201,400

205,800

183,100

190,000

171,100

171,500

171,600

171,900

152,000

164,300

169,800
　私は、親が福祉関係の仕事をしていたこともあり、中高生の頃からこの仕事に興味を持ち、職場体験
に参加し現場を見て、専門学校に進むことを決めました。専門学校卒業後は親の薦めもあり地元の特別
養護老人ホームに就職しました。介護の仕事は、ご利用者様の生活を支える本当に大変な仕事だと思い
ます。日々ご利用者様の笑顔が見られ、私の介助に対して直接「ありがとう」と言っていただけると嬉しく
なります。また、不可能が可能となった時、例えば歩けなかったご利用者様が私達のケアや機能訓練で
歩けるようになったり、日中だけでもオムツ外しが可能となった時など、ご利用者様やご家族の笑顔が見
られたり、職員同士でその喜びを分かち合えた時に、介護の仕事のやりがいや魅力を感じます。

平成22年

（2012年度） （2017年度） （2020年度） （2025年度） （2030年度）

平成27年 平成32年 平成37年 平成42年 平成47年 平成52年
（2010年） （2015年） （2020年） （2025年） （2030年） （2035年） （2040年）

食事のしたくを手伝う

ベッドから車イスへ

健康チェック

夜間の対応（トイレ等）

トイレの手助け

衣類を着る・ぬぐ

室内で身体を動かす活動

リハビリ運動

就職前に受講修了
することができます。

（４頁参照）

1 2 3






