
一人ひとりに合わせたスピードでこまめ
に行います。

石川県健康福祉部厚生政策課

昼食の前に毎日行います。楽し
みながら首や手足を動かすほか、
歌を歌って唾液の分泌を促した
り、のどの動きを活発にします。
肺機能を高める効果もあります。

ベランダでキュウリを育て、
みんなで成長を楽しみにしています。

得意の歌をご披露
いただきました。月に1回、みんなでおや

つを手作りしています。
楽しめる企画を考える
のも職員の仕事。

〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1　電話 076-225-1419　ファックス 076-225-1409　Eメール kousei@pref.ishikawa.lg.jp

発行：令和4年6月

働く人の声をもっと聞きたい方必見！働く人の声をもっと聞きたい方必見！

指を動かしてみましょう！

介護職員の仕事の様子介護職員の仕事の様子
特別養護老人ホーム 千木園

せん ぎ えん

金沢市

水分補給

レクリエーション

嚥下体操
えんえん げげ

　食事や着替え、トイレなど毎日同じ介助をしていても、利用者さんの気持ちや体の調子は日々
変わります。例えば、昨日は上手にコミュニケーションがとれなかったけれど、今日は話しかけ
るタイミングや立つ位置を変えてみたら、｢うまく会話ができた｣ということがあり、利用者さん
の気持ちに寄り添い、どのような関わり方をしたら喜んでいただけるのかを考えるのが楽しい
ひとときです。その結果、スムーズにコミュニケーションがとれたときは達成感があります。
　また、毎日のように「ありがとう」「あなたたちのお陰や」など感謝の言葉をいただき、その度
にうれしくなり、大きな励みになっています。同世代の職員が多く、先輩方も優しいので、みんな
で協力してケアをすることができ、とても働きやすいと感じています。

気持ちに寄り添い、信頼される存在に

　高校の職業体験で民間企業と老人ホームの双方を見たところ、デスクワークよりも、利
用者さんと楽しく接する老人ホームの方が私にとって印象的でした。その後、福祉系の大
学に進学し、福祉を基礎から学ぶと、さらに興味が高まり、介護福祉士を志しました。
　この仕事は、いつも人と向き合っています。中には認知症の方も多く入所されており、利
用者さんを中心に一喜一憂する毎日を過ごしています。1、2年目は仕事を覚えることに必
死でしたが、経験を積み重ねると、利用者さんの日々の変化をうまく感じ取れるようにな
り、それに応えるのが楽しく、年々その気持ちが大きくなっています。
　どんな仕事も同じですが、体験しないとわからないことが多いので、職業体験やボラン
ティアに参加してみることをおすすめします。

一喜一憂の毎日、年々楽しさが増す

取得資格／介護福祉士

介護職員

安部 しおりさん
あ べ

取得資格／介護福祉士

介護職員

宮田 昌幸さん
みや た まさ ゆき

取材：平成29年6月

インタビュ

高齢者が暮らす介護施設の職員の
仕事の様子を取材しました。

石川県

版
高校生高校生

介護の
お仕事

日々の暮らしを支える仕事



石川県の高齢化の状況
　石川県の総人口は、2005年を境に減少が始まり、今後も減少が進むと推計されます。一方、65歳以上の
高齢者の人口は年々増加し、2040年には3人に1人が高齢者になると推測されます。さらに、少子化や核
家族化の進行などにより、ひとり暮らしの高齢者が増えています。

高齢者世帯（世帯主が65歳以上）の家族類型の変化
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知っていますか？

　高齢になると、老化が進み、体のさまざまな部分の機
能が弱くなります。
　個人により差がありますが、一般的には、耳が遠くなる、
目が見えにくくなる、熱や痛みを感じにくくなるなどの変
化が生じます。また、筋力や反射神経、バランス感覚が衰
えて動作が鈍くなったり、転びやすくなったりします。
　さらに、身体的な機能だけでなく、理解力や記憶力が
低下し、コミュニケーションがとりにくくなることもあり
ます。このような体の変化に対する不安感や、認知症な
どの病気のために、自信や気力をなくしたり、怒りやすく
なったりなど、心理的な変化も生じます。

　認知症は、いろいろな原因で脳の細胞が
死んでしまうなどして、脳の働きが低下し、
日常生活に支障をきたす「病気」です。
　認知症になると、物事を覚えられない記憶
障害や、日時や場所の感覚が薄れるといった
見当識障害などが生じます。また、そのよう
な障害が原因となり、うつ状態になったり、
妄想や徘徊などの症状が現れたりすること
もあります。
　しかし、認知症になると何もわからなくな
るわけではありません。本人も、自分の体に
起こっている変化に気づき、不安になってい
るのです。

高齢者の心身の変化

認知症

老化による物忘れと  認知症 の記憶障害の違い

認知症の人と接するときは、
その人の気持ちを理解しようと
することが大切です。

老
化

認
知
症

何を食べたのか思い出せない

目の前の人の名前を思い出せない

食べたこと自体を忘れている

目の前の人がだれなのかわからない

介護
のお仕事
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介護の仕事
　介護とは、老化や病気、障害などで日常生活が不自由な人に対して、食事や入浴など身のまわりの介助
をはじめとした生活全般のサポートを行うことです。
　家族が介護をする場合もありますが、家族と離れて暮らしていたり、家族が仕事で十分に時間を確保で
きなかったりなど、家族だけでの介護が難しいこともあります。また、介護について専門的な知識や技術が
ない家族が、ずっと介護を続けることは体力的にも精神的にも大変です。
　そこで必要となるのが、介護の専門家の力です。仕事として介護を行う介護職員は、高齢者の体や心に
ついて専門的な知識と技術を身に付けたプロフェッショナルです。

　また、日常生活の支援のほかにも、ゲー
ムや歌、季節ごとの行事といったさまざま
なレクリエーションの企画・実施や、本人
やその家族からの介護に関する相談への対
応など、その仕事内容は多岐にわたります。

　今、介護の現場では、精神的、体力的な負担を少なくするため、見守りや排泄、移乗介助などを支援するロボット

の導入が始まっています。また、タブレット端末などの情報機器も積極的に活用され、業務の効率化が図られていま

す。介護の世界は、日々進化しているのです。

介護
のお仕事

介護職員の主な仕事1

食事の介助

　介護を必要とする人一人ひとりに向き合い、本人ができることは自分でできるように促し、できない
ことはできるように手助けをすることで、今ある体の機能を維持・改善できるような支援を行います。

入浴の介助 排泄の介助
はいせつはいせつ

着替えの介助 家事の援助

レクリエーション 相談

介護の介護のロボット・ICT化ロボット・ICT化進む！

　介護が必要となった人はやりたいことをあきらめなければいけないと思ってい
ませんか？ じつは、介護職員が持つ専門性を発揮し、適切な介護を行うことで、
一度できなくなったことをできるようにして、高齢者のやりたいことをかなえるこ
ともできるのです。

　特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護施設、通所介護事業所（デイサービス）や、訪問介
護事業所（ホームへルプ）など、幅広い施設・事業所が活躍の場です。

※他にも、障害者関連施設や医療関連施設など、介護職員が活躍する場所はたくさんあります。

介護職員の働く場所2

　ベッドに寝たきりだったおばあさん。
孫の野球の試合を見に行くことを目標に
して、介護職員と一緒にがんばって座る
訓練をしたところ、座ることができるよう
になり、みごと車いすで外出して試合を
見ることができました。

　手が上がらなくて自分で食事ができなかったおじいさん。
人に食べさせてもらうことが苦手で、食事そのものがつらい
様子でした。そこで、介護職員と一緒に訓練
した結果、少しずつ手が上がり、スプーンで
おかゆが食べられるようになりました。そう
すると自分から「焼きそばを食べたいなあ」
と言い、食べる楽しみをとりもどしました。

　家で生活する高齢者が日帰りで利用する施設。
食事や入浴の介助、健康管理、機能訓練などを行
います。一緒に暮らす家族の負担を軽減する目的
もあります。

通所介護事業所（デイサービス）

　自分の家で生活することが難しくなった高齢者のための施設。食事や入浴
などの介助、健康管理や機能訓練により、入所者の日常生活をサポートします。

介護施設（老人ホームなど）

　高齢者の家を訪問し、食事や入浴などを介助し、
できることをふやすことで、住み慣れた家での自分
らしい暮らしが続けられるようにサポートします。

訪問介護事業所（ホームへルプ）

自分で食べられるように

をかなえる夢
介護の力で

車いすで外出を
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　居住型の施設の場合、シフト勤務で夜勤もあるため生活が不規則になり、体力的に負担を感じることは確かにあります。
　しかし、高齢者の暮らしを支える大切な仕事だからこそ、夜勤の後は十分な休養をとることができるよう配慮され
ており、勤務時間によっては夜勤明けの日とさらに次の日が休みになる施設もあります。また、中には、シフト勤務は
平日や日中に時間が空くので、その方が好ましいという声もあります。
　介護の仕事でも、デイサービスなど夜勤がない事業所もあり、子育て中は夜勤をしないなど、自分のライフスタイ
ルに合わせた働き方を選べることもあります。

　特別養護老人ホームなど居住型の介護施設は、高齢者の暮らしの場。介護職員は交代で仕事にあたり、
24時間365日、高齢者の暮らしを支えています。

介護施設の一日（居住型施設の場合）3

着替え・排泄・食堂へ移動などを介助

介護記録の入力など

ケアカンファレンスや各種委員会の開催（不定期）

介護記録の入力など

消灯後は1～2時間おきに利用者の状態を見に行きます

高齢者 介護職員 早番 日勤 遅番 夜勤

休憩
2H

起　床6：006：00

食事の介助・歯磨きなどの口腔ケア・排泄介助朝　食8：008：00

入浴の介助・水分補給入　浴9：009：00

食事の介助・口腔ケア・排泄の介助昼　食12：0012：00

風船バレーなどのゲームや季節の行事、時には
歌謡ショーなどの施設全体のイベントを行いますレクリエーション14：0014：00

食事の介助・水分補給おやつ15：0015：00

夕　食18：0018：00 食事の介助・口腔ケア・排泄の介助

排泄・着替えの介助・就寝介助20：0020：00

就　寝21：0021：00

19：0019：00

QQ

施設の一日の例

介護の仕事は夜勤が大変！？

休
憩
休
憩

休
憩
休
憩

休
憩
休
憩

　介護施設にはたくさんの人が働いています。さまざまな専門分野の知識・技術を持つ人が、チームと
なって利用者の日常生活を支えています。

介護に関わるさまざまな仕事4

理学療法士

介護支援専門員（ケアマネジャー） 施設長

作業療法士

　日常生活の動作や遊び、工作などの作業を通じ
て、利用者が希望する生活ができるよう、リハビリ
を行います。

栄養士・調理員

　利用者の体の状態に合わせ、食生活を支えます。栄養士は、栄養バランスの
とれた献立の作成や栄養指導を通じて、利用者の健康維持や病気の予防を図り
ます。調理員は、献立に基づき食事を作ります。

　介護を必要とする人と福祉施設などとの橋渡
しを行います。利用者や家族からの相談に応じ、
適切に介護サービスが利用できるよう、介護計
画（ケアプラン）を作成します。

　施設全体の運営・管理に責任をもち、施設の
理念や目標の実現・達成を進めるうえでリー
ダーシップをとる、いわば施設の舵取り役です。

　医療面での健康管理を中心として、利用者へのアドバイス
なども行います。

　介護の現場で欠くことのできない存在。利用者への直接的
な介護を行う中心的な役割を担っています。

介護職員

看護職員

　運動療法（筋力増強など）や物理療法（電気、温
熱、マッサージなど）を用いて、基本となる体の動
作のリハビリを行います。

5 6



介護の仕事の将来性
　将来の仕事を選ぶときには、仕事の内容にやりがいや魅力を感じられることと同時に、社会的に必要と
されている仕事か、長く働き続けることができるのか、家族を持ったときに生活していけるだけの収入が
得られるかなど、仕事の将来性について知ることも大切です。

　高齢化の進行に伴い、介護を必要とする高齢者が増え、石川県だけでなく日本全体で介護の仕事のニー
ズが高まっています。石川県では、2025年に2万3千人の介護人材が必要と言われており、介護の仕事は
今後も必要とされる仕事と言えます。

【出典】厚生労働省「賃金構造基本統計調査」に基づき県厚生政策課において作成。
注 1）介護職員とは、「介護職員（医療・福祉施設等）」並びに「訪問介護従事者」のことをいう。
　　  ただし、R1以前は、「福祉施設介護員」並びに「ホームヘルパー」のことをいう。
注 2）賞与込み給与は、「きまって支給する現金給与額」に、「年間賞与その他特別給与額」の 1/12を加えて算出した額。
　　  なお、役職者は含まれていない。

介護
のお仕事

ニーズが高まる仕事1

介護の仕事の賃金2

介護職員 賃金（1か月あたり）の推移（全国）

　このように介護の仕事のニーズが高まり、介護人材の必要性が高まっているなか、一方で介護職員の賃
金は産業全体と比べると少し差があります。そのため、国では様々な対策を講じて介護職員の処遇改善に
取り組んでおり、その結果、介護職員の賃金は下図のように上昇しています。
　介護福祉士などの資格を取得すると資格手当がつくことも多いため、働きながらステップアップするこ
とができるのも介護の仕事の魅力です。資格取得に向けた支援も充実しています。

H18 H23 H28 R3

賞
与
込
み
給
与（
万
円
）

23

24

25

26

27

28

29

30

25.1万円25.1万円
25.5万円25.5万円

26.7万円26.7万円

28.5万円28.5万円

　一般企業では、平社員→係長→課長→部長･･･といったキャリアアップがイメージできます。同様に、介
護の仕事でも経験を重ねながらキャリアアップしていくことが可能です。
　キャリアの段階やキャリアアップの仕組みがしっかりと整備されていると、その職場で働き続ける自分
の将来がイメージできるので、仕事を選ぶときの大きなポイントとなります。

介護の仕事のキャリアアップ3

　職員がやりがいを持ち、かつ、安心して働くことができる職場づくりに取り組む
事業所・施設を県が認定する制度です。
　具体的には、人材の育成や、休暇制度の充実・労働時間の縮減などに積極的に取
り組んでいる事業所・施設を「いしかわ魅力ある福祉職場」として認定しています。

いしかわ魅力ある福祉職場認定制度が始まっています！4

いしかわ魅力ある福祉職場
認定ロゴマーク

施設長 （施設の総責任者）

介護福祉士

就　職 介護福祉士の資格あり

国家試験

実務者研修

就　職 介護福祉士の資格なし

リーダー （一般職員と施設長・主任とのパイプ役）

主任 （現場サービスの責任者）

認定事業所の取組等を
より詳しく知りたい方はこちら！
認定事業所の取組等を
より詳しく知りたい方はこちら！

いしかわ魅力ある福祉職場認定制度とは？

介護施設でのキャリアアップの一例

石川県介護・福祉の仕事の魅力発信
ポータルサイト  いしふく
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介護の仕事に必要な資格とキャリアアップ

介護
のお仕事

　訪問介護（ホームヘルプ）などを除き、特別な資格を持っていなくても、介護の仕事に就くことはできま
す。ただ、より良い介護サービスを提供するため、介護の知識や技術を身に付けた人を望む施設や事業所
が多くなっています。
　もちろん、働きながら資格を取得することもでき、従業員の資格取得を応援する制度を設けている施設
もあります。

介護の仕事には資格が必要？1

介護の仕事をするうえで必要と
なる知識や技術を身に付けるた
めの研修。在学中に初任者研修
を修了できる高校もあります。

実務経験により介護福祉士の国
家試験を受ける時に必ず受講し
なければならない研修。実務だ
けでは学べない知識や技術を身
に付けます。

介護に関わるスペシャリストとし
て国が認めた「介護のプロ」。介
護が必要な人への介護と、その
人や家族に対し、介護に関する指
導を行うことができます。

　介護未経験の方を対象とした研修。介護に関する基本的な知識や、介護の仕事にかかわるうえで知って
おくべき基本的な技術を学ぶことができます。また、この研修を受講すると介護職員初任者研修の科目が
一部免除されるので、資格取得にもつながります。介護に関心を持ったら、まずはぜひこの研修の受講を
おすすめします。
　開催予定など詳しくは  https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kousei/nyuumon/

高校生でも受講できる研修があります…〈介護に関する入門的研修〉

介護の仕事に関する資格と取得方法

介護福祉士資格取得

介護福祉士養成課程の
ある高等学校

初任者研修修了
（130時間）

実務者研修
（320 時間）

実務者研修
（450 時間）

介護福祉士養成課程のない高等学校
※在学中に初任者研修を受講できる学校もあります。

実務経験（3年以上）

就　職
実務経験（3年以上）

就　職

介護福祉士養成施設（2年以上）

進　学
介護福祉士養成施設（2年以上）

進　学

介護職員
初任者研修

Check!

実務者研修
Check!

介護福祉士
（国家資格）

Check!

国家試験受験

石川県内の介護福祉士養成施設2

　その名のとおり介護福祉士の資
格取得を目指し、専門的な知識や確
かな技術、科学的根拠に基づいた生
活支援を学ぶための養成施設です。

石川県では、県内の介護福祉士養成施設に在学する
学生を対象に、修学資金貸付制度を設けています。卒
業後、介護福祉士として５年間県内の施設等で勤務
することなどの条件を満たすと返還免除となります。

介護福祉士養成施設とは？

社会福祉法や介護保険法、医療、体のしくみなどを学び、知識を深めます。

座学で学んだことを、先生に教えてもらいながら、学生同士で実践します。

実際の施設で学ばせてもらいます。介護の実務体験や、実際の利用者の介護
プランを立てるなど、より実践的な能力を身に付けます。

介護の仕事に興味が出てきたら、オープンキャンパスに
参加するなど、養成施設についていろいろと調べてみてね

社会福祉士・理学療法士・作業療法士・看護師を養
成している大学なので、さまざまな職種との連携に
ついても学ぶことができます！

白山市笠間町1200
TEL 076-276-4400
http://www.kinjo.ac.jp/ku/

金城大学 社会福祉学部　社会福祉学科　生活支援コース 4年制

金沢市久安3丁目430番地
TEL 076-242-1625
http://www.k-fukushi.ac.jp/

金沢福祉専門学校 介護福祉学科

金沢市円光寺本町8番50号
TEL 076-280-1001
http://gakuen.alice-japan.net/

専門学校アリス学園 介護福祉学科

福祉に特化している学校で、設備が充実しています。
高齢者の方や障害者の方と触れ合える機会も多いで
すよ！

2年制

2年制

座学1

演習2

実習3

授業内容は大きく分け
て3つ

介護福祉士修学資金のご案内

世界各国から来た留学生と一緒に勉強する、楽しくて
濃厚な2年間！介護に一番大切な「コミュニケーショ
ン」のイメージがガラッと変わります。一生モノの友達
ができますよ！
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