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いろいろな働き方のできる訪問介護の仕事に注目！
在宅での介護を担う「訪問介護」のヘルパーさんの需要が増えていますが、仕事の内容が見えにくい
ためか、敬遠される方も多いのが実情です。訪問介護で介護を行うには「介護職員初任者研修（24年
度まで訪問介護員２級課程）」修了以上の資格が必要です。また平成25年度より研修の名称と、一部
カリキュラムも変更となりました。新しくなった「介護職員初任者研修」の内容について、また訪問介
栃木県ホームヘルパー協議会

仁平明美会長

Q

護の仕事の内容・状況について栃木県ホームヘルパー協議会の仁平明美会長にお話をうかがいました。

きは「安全や安定」「尊厳や人権」「予防やリハビリ」「自
立」へ繋がる支援が生まれると言えます。
本人のみでなく家族との関係も大切で、介護者の気持ちに
寄り添える存在となれることも在宅という場での介護ならで
はかもしれません。

今年度より訪問介護員２級課程から「介護職員初任
者研修」に資格制度が変わりましたが、内容は同様
に変化していますか？

大きな変更と言えば、今までは在宅の「訪問介護」
の内容が中心でしたが、介護職全般、高齢者の施設
介護の内容も含めて学ぶことができます。また自立支援の考
え方などもより詳しく、できないところを支援するのみでは
なく、精神的な自立も大切にすることなどがテキストに標記
されています。
また、確認テストが改正点の一つとなっていますが、落と
すためのテストではないと思います。きちんとテキストの内
容を理解していただければと思います。

A

Q

訪問介護のヘルパーを目指す方に
エールをお願いします
一人で訪問するのがこわい?大変?と不安がる声を聞きます
が、サービス提供責任者と言われる主任格のバックアップ
や、仲間の助言等を受けることもできます。連携の中で行う
サービス業務は一人の責任ということではありません。今は
携帯電話もあるので、いざという時は指示を仰ぐこともでき
ます。
また、新人では難しいのでは?と聞かれますが、一人ひと
りの家庭環境、状況の違う支援は経験者も常に新人気分で
す。真撃に確認しながら介護を実施していくことができるよ
うになれば、楽しく、達成感を感じられる仕事と言えます。
また、自分のカに応じて働ける仕事ですので、ぜひ、訪問
介護で福祉の仕事のやりがいを見つけてほしいです。

ヘルパーが訪問介護の仕事をする上で大切にするこ
とはどんなことでしょうか？

介護職は決められた仕事をきちんと実施するのは当
たり前として、ご本人の生活の場で支援する訪問介
護員が「観察や声掛け」や「予防やリハビリの視点」を持っ
て支援に当たることは、大切な業務の一つだと私は思ってい
ます。生活の場での存在としての介助や家事、環境への気付

A

【ホームヘルパー雇用形態】
250,000

400
200

850

850

相談・支援・指導員

600

1,000
介護職︵ヘルパー以外︶

0

800

1,200
ホームヘルパー

50,000

155,000
介護職︵ヘルパー以外︶

100,000

相談・支援・指導員

非常勤・パート
78％

1,000
169,000 160,000 162,000
ホームヘルパー

150,000

1,200

220,000

サービス提供責任者等

常勤
（正職員以外） 200,000
９％

「福祉のお仕事」統計
25年４月〜11月 栃木県

【ホームヘルパー時給中央値】
介護支援専門員

正職員 13％

【ホームヘルパー月収中央値】

介護支援専門員

訪問介護の
求人状況

0

介護職員初任者研修先一覧は、栃木県ホームページ 介護員養成研修について
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e01/work/shikaku/ より「介護員養成研修初任者研修課程指定事業者一覧」をご覧ください。
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普通のおばさん…だけど介護のプロ！そんなヘルパー目指してます！
「訪問介護」はどんな仕事なの？というご質問も多くいただくので、訪問介護事業所「在宅サ
ポートこころ」さんにお邪魔して、実際の仕事の流れややりがいをうかがってきました。
初めてお仕事をする際どのような流れで
お仕事をしていくのか教えていただけますか？

居宅介護支援・訪問介護・障害者自立支援

在宅サポート

こころ

石塚 けい子さん

まず、ヘルパーさん自身の経験や技術・希望、勤務時
間や働き方の希望などを事前に聞いておいて、どのよう
な内容の援助に入るかを相談し、責任者が担当を決めます。
そして実際に担当の利用者さんごとの利用計画書に基づいて
身体介護や家事援助を行います。初回には必ず同行訪問し、責
任者から注意点、物のある場所、やり方など利用者さんの介護
に必要な情報を詳しく教えてもらいます。
手順を覚えれば、自宅から直行直帰で利用者さん宅へ行き、
援助を行い、記録を書いて業務終了です。事務所には月に３回
（10日・20日・月末）報告に来ることになっています。その
他、会議で事務所に来ていただくこともあります。訪問介護は
一人で行う業務ですが、利用さんへの援助はチームで行ってお
り、記録や報告、会議などで情報を共有しています。
また、時間の融通が付きやすく、限られた時間のみ働くことが

▲２列目中央が石塚さん。サービス提供責任者の皆さんと
和気あいあいの事務所でパチリ☆

できますので、初めは短時間の生活介護から徐々に慣らして、
慣れてから時間を増やすことも可能です。

訪問介護の仕事でやりがいを感じる時は
どんな時ですか？
利用者さんとのかかわりの中では学ぶことが本当に多
いです。料理の作り方のようなことから、人生までいろ

これからヘルパーを目指す人たちへ
エールをお願いします。
とにかく、まずは一歩を踏み出してください。最初

いろなことを学びます。利用者さんの生活は当然ですが違いが

からすべてがうまくいくことなどはありません。どん

あります。様々な人生の違いに視点を持つことができれば、世

な人でも初めての時はありますし、初めての利用者さ

界が広がり、物事の見方や考え方も変わり、自分の生活に活か

んを訪問する時はだれでも緊張します。利用者さん

せます。介護という仕事は考え方ひとつで自分の生き方も変わ

に誠意を伝えること、そして失敗を恐れずにきちん

るありがたい仕事ですし、利用者さんからも感謝していただき、

と向き合って逃げないこと。そんな反省のできるヘ

達成感があり、やりがいのある仕事だと思います。

ルパーになってほしいです。私たちが目指しているの

また、訪問介護で難しいのは、介護や家事援助の直接に関わ

は、
「普通のおばさん、
だけど介護のプロ」
。有名になっ

る技術より、コミュニケーション技術だと思います。援助をしな

たり、すごい仕事をするわけではないけれど、一つ

がら、利用者さんの思いを受け止める中で、明日につながる介

一つに心をこめて仕事ができるプロになりたいと思っ

護を引き出すことを大切にします。それが一番難しくもあり、や

ています。これから介護の仕事を希望する方にも、

りがいを感じる点でもあります。こうしたコミュニケーションの

達成感の感じられる訪問介護をぜひ一緒に担ってほ

点で、生活経験豊富な年齢の高いヘルパーさんが力を発揮して

しいです。

くれています。

事業所 在宅サポート こころ 〒320‑0042 宇都宮市材木町４−24 TEL：028‑651‑0780
［サービス提供責任者：４名／登録ヘルパー：32名／介護支援専門員：４名／利用者数：約150名］
探訪
大通りを1本入ったところにある木造の民家。それが「在宅サポート こころ」です。看板と
広めの駐車場がなければ、そこがヘルパーステーションとは思えない建物です。玄関から中へ入
ると、懐かしい友人の家に遊びに来たような雰囲気の事務所。そこで責任者の方々が忙しそうに
お仕事をされていました。居間にはヘルパーさんが立ち寄って、お茶を飲みながら話をしていけ
るようなスペースも確保していました。
代表の石塚さんは「達成感とやりがいの感じられる職場にしたい」と、働いている一人ひとり
への配慮も心がけているとおっしゃっていました。
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高年齢者の雇用の現状を調べました！ 13
人材センターでは求人登録事業所765カ所に高齢者（61歳以上）の雇用状況についてアンケート調査を実施し
ました（25年5月・回答率46.3％）。その内容の抜粋をセンターニュースで３回にわたってご紹介しています。
３回目の今回は調査の中で、シニア世代が活躍する事業所でのインタビューをお願いしたところ、社会福祉法人
山坂福祉会様が快く応じてくださいました。実際に施設を訪問し、具体的にシニア世代がどのように働いているの
かを事務長さんと介護職の金澤ユミ子さんにお話をうかがいました。

シニア世代の活躍する現場

社会福祉法人山坂福祉会

特別養護老人ホーム

やまさわの里

事業所の希望は…
多角的に働けるシニア世代に期待します
まず、やまさわの里では60歳以上の方はどのように働いていますか？
社会福祉法人

山坂福祉会

真岡駅の近く、住宅地に隣接してマロニエ景
観賞受賞の明るい施設があります。
《施設理念》
私たち、利用者のために、利用者及び家族の
「心からのありがとう」という言葉に支えられ、
「心からの笑顔」で介護サービスに努める。
特別養護老人ホーム［定員：50名］
ショートステイ［定員：10名］
デイサービス［定員：35名］
居宅介護支援事業所
職員数：56名
〒321‑4362 真岡市熊倉町3435‑1
℡.0285‑81‑1188

現在60歳から67歳の方は男性３名（運転手）、女性５名（介護職）い
ます。皆、嘱託職員または、非常勤の雇用で、勤務時間は１日４時間から
８時間まで様々です。このうち、60歳を過ぎて就職された方もいます。

シニア世代の採用についての事業所のお考えを聞かせてください。
事業所としては、65歳までの方は健康で意欲がある方なら年齢に関係
なく採用をしています。子育て中の若い方よりも休みが少なく、また、早
番・遅番に入っていただきやすいので、助かっています。
ただし、夜勤の勤務はありません。その代わりに日勤は少なめで、早番・遅番
で頑張っていただいています。

今後のシニア世代の採用はどのようになりそうですか？

午後の時間
声をかけあいながら
利用者さんと体操をする
金澤さん
◀

62歳 まだまだ現役！

これからのシニア世代の皆さんの年金等収入のこともあり、続けて働け
る方にはなるべく残っていただきたいです。同時に世代交代を考えると、
若い人も毎年採用をしたいので、今後は今までと違う働き方をお願いできないか
と考えています。一つの職種ではなく、ある時は介護をやり、ある時は調理、ま
たは清掃をやるなど、経験を活かしていろいろな職種をまたいで働く、人手が不
足するところに入っていろいろな仕事を熟す、このような多角的立場でシニア世
代に働いていただければと思います。

「ほっとする存在」であり続けたいです

金澤さんはいまどのように働いていらっしゃいますか？
60歳で正職員から常勤嘱託となり、8時間のフルタイム
で勤務しています。慣れた職場で働けるというのは、本当に
ありがたいと思います。できれば健康で65歳まで頑張りたいです。

お仕事のどんな時にやりがいを感じますか？
自分が利用者さんに近い年齢になってきて、理解できる
部分が多くなってきました。たぶん若い人より利用者さんに

午後1時〜3時30分（受付は３時まで）

福祉分野の仕事をお探しの方を対象に、求人事業所との面談会
を開催します。今年度最後の面談会です。ぜひ、お気軽にお越
しください。

宇都宮市（中央エリア）２月21日
（金）
会 場

とちぎ福祉プラザ 多目的ホール（１Ｆ）
（宇都宮市若草１‑10‑６）

申込不要

案内板

案内板

（宇都宮インター）

宇都宮環状線
案内板
警察学校

とちぎ福祉プラザ
案内板

宇都宮
中央女子高
国立病院機構栃木医療センター
（旧国立栃木病院）

至大谷

開催時間

共感できるのではと思う時です。もちろん利用者さんにとって孫の
ような若い職員も必要ですが、若い世代からシニア世代まで、いろ
いろな年齢の職員が利用者さんと関わることが大切であり、その点
で年齢の役割を感じています。
また、利用者さんから「ありがとう」と笑顔を
見せてもらった時は嬉しいですね。
「あなたの
姿をみるとほっとするわ」と言っていただいた
時はとてもやりがいを感じました。

作新
学院

案内板
日光街道

ミニ面談会

25年度

金澤 ユミ子さん

介護職

足利銀行
本店
至JR宇都宮駅

東武宇都宮駅

至栃木市
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福祉人材・研修センター

福祉職体験学習

もうすぐ締め切り

受付は2月末まで

福祉職に就きたい方、興味のある方を対象に福祉施設等で職場
体験ができます。ご自身の適性を見極める機会としてぜひご活
用ください。
対象者：高校生以上、資格がなくてもＯＫ
資格があるけどブランクがある方等
参加費：無料 ＊但し、次のものは参加者負担
交通費・昼食代・健康診断（必要な場合）の費用
実施期間：平成25年５月初旬〜平成26年３月10日
申込締切：平成26年２月28日まで

■土曜日開所のお知らせ（第３土曜日）

開所日▶２/15・３/15・４/19

■福祉のお仕事出張相談のお知らせ
県内11ヶ所のハローワークにて右記の
日程で「福祉のお仕事相談コーナー」
を開設しています。お気軽にご利用く
ださい。

相談時間

13：00〜16：00

体験内容：利用者との交流
利用者の日常生活の介護・介助補助等
生活訓練・作業活動への支援の体験等
業務補助（配膳・清掃・洗濯等）
体験日数：①平日１日コース
②週末１日コース
③２〜３日コース
＊体験受け入れ施設・事業所や体験学習詳細は当センターへ
お問い合わせください。

予約
不要

時

間▶９: 00〜17 : 00

相談日程

ハローワーク名

ハローワーク名
鹿
栃
佐
足
真

沼
木
野
利
岡

矢
板
大 田 原
小
山
日
光
黒
磯
那須烏山

相談日
第1・３
第1・３
第1・３
第２・４
第1・３

火曜日
火曜日
水曜日
水曜日
水曜日

相談日

第２・４
第1・3
第２・４
第２・４
第２・４
第２

火曜日
月曜日
火曜日
水曜日
月曜日
水曜日

その他
■とちぎユースワークカレッジより研修のお知らせ

■実務者研修（通信制）のお知らせ

〜公開ピア・カウンセラー研修講座〜

自宅学習と通学講習（10日）、合わせて6ヶ月で実務者研修が修
了できる講座です。

「自分を受け入れ、相手を活かす、カウンセリングの極意」
日 程：3月8日
10：00〜16：30
会 場：宇都宮市文化会館 第１会議室
受講料：3,000円 定員：100名
申込方法：郵便局より振込（振込先 郵便局：00190‑３‑629989）

対

象：介護福祉士の国家試験の受験を目指す方

通学学習日時：いずれも９：30〜16：30
介護過程Ⅲ 平成26年５月25日 〜７月13日
毎週日曜日
受講料：32,100円〜150,000円

〜ピア・カウンセラー研修講座〜

〈問い合わせ・申し込み〉
（ＮＰＯ法人）とちぎユースワークカレッジ
〒320‑0808 宇都宮市宮園町8‑2 松島ビル２Ｆ
TEL：028-638-5502

（お持ちの資格により違います）

︿主催﹀

＊自分を認めて、仲間と共に学べるカウンセリング。心理のスペ
シャリストが課題と向き合い自己成長を目指すあなたを応援する
セミナーです。
日 程：毎年4月〜翌3月までの土曜日（全13回）
時 間：13：30〜16：30 うち３回は午前・午後の特別講座あり
受講料：半期（6ヶ月）29,000円/全期（1年間）53,000円
半年または、１年単位で受付
会 場：宇都宮市文化会館 ほか
申込方法：電話にて申し込み

株式会社 日本教育クリエイト 三幸福祉カレッジ
〒320-0811 宇都宮市大通り4‑2‑10 宇都宮駅前ビル７F
TEL：028-600-0112（9:00〜17:00 土・日祝休み）

求人状況報告（※重複あり）
受付求人数

2/1現在 福祉人材センター有効のもの

480件 （正職員 219件

高齢者福祉分野………448件
児童・母子福祉分野… 32件

非正職員 261件

）

障害者福祉分野…84件
その他……………13件

※矢印 は11/1の有効求人数との比較を表わしています。

本 誌 に 関 す る お 問 い 合 せ 先
社会福祉法人
栃木県社会福祉協議会

（福祉人材無料職業紹介所）

案内板

▶▶▶センターニュースに関するご意見・ご要望がありましたら、
センターまでお知らせください。

警察学校

案内板

宇都宮
中央女子高
国立病院機構栃木医療センター
（旧国立栃木病院）

至大谷

FAX 028 & 623 & 4963

（宇都宮インター）

宇都宮環状線

とちぎ福祉プラザ３階 案内板
案内板

宇都宮市若草1-10-6（とちぎ福祉プラザ3階）

TEL 028 & 643 & 5622
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案内板

作新
学院

日光街道

〒320-8508

福祉人材・研修センター

福祉人材・研修センター アクセス

足利銀行
本店
至JR宇都宮駅

東武宇都宮駅

至栃木市

