
自分の好きなことや特技を生かせる仕事

責任感を伴う業務の中で新しい自分を発見！

実際どうなの？

現場で働く人たちのイキイキとした姿を見れば、福祉・介護の仕事の魅力はきっと伝わるはず。

先輩たちは仕事に誇りを持っ て、充実した日々を過ごしています。

パティシエになることでした。高校卒業後、その夢

は叶いましたが、その道を諦めざるをない状況に

なり、次の仕事を探していました。そんな時、友だ

ちに「優しい性格だから、福祉の仕事に向いてい

ると思う」といわれたことがこの道に進むきっか

けでした。その時は10代で、いろいろな経験を積

みたいと思い、すぐ面接を受けに行きました。

ショートステイの利用者さんの食事や入浴、排

泄の介助が主な仕事です。毎日、入退所がある

ので、そのお手伝いをすることも大切な仕事で

す。福祉や介護の仕事についての知識は全くな

く入職しましたが、先輩職員さんの丁寧なアド

バイスやサポートのおかげで、徐々に現場の雰

囲気になじむことができました。

利用者さんとは家族のような関係が築けている

ので、毎日仕事に来るのが楽しみです。20～30

代の職員さんが多く、同世代でしか話せない相

談もできるので、とてもありがたい環境だなと

感じています。また、キャリアアップのサポート

など、さまざまな制度が充実していて、離職率が

低い現場だという点にも魅力を感じています。

女性の先輩職員さんは、結婚後、産前産後休業

や育児休業を取られて、復職される方が多いで

す。子育てと仕事を両立している方だけでなく、

独身でバリバリ働いている方もいて、それぞれイ

キイキと仕事をする姿を普段から見ているの

で、自分の将来に対する不安を感じることはあ

りません。

利用者さんと一緒にお菓子をつくるレクリエー

ションは楽しい時間を過ごすことができたの

で、印象深いです。前職はパティシエの仕事に就

いていたので、元々、人と関わりながら料理をす

るのは大好きでした。自分の好きなことや特技

を今の仕事に生かすことができたことは、とて

もうれしかったです。

人の命に関わる仕事なので、仕事に対する責任

感は強くなったと思います。また、数名でユニッ

トをつくって日々の業務をこなしているので、み

んなでコミュニケーションを取りながら、同じ目

標に向かって進んでいくことの楽しさややりが

いを感じられるようになったことも成長できた

点かなと感じています。

社会福祉法人信和会

特別養護老人ホームおきなの杜

常時の介護が必要な方や認知症の方で、家庭での日常的な

介護を受けることが困難な方に入居いただく施設です。一人

ひとりの暮らしを支援することを目的に、施設介護方式の一

つ「ユニットケア」を通して、サービス提供を行います。

奈良県北葛城郡広陵町南郷84-1

TEL. 0745-55-5551　FAX. 0745-55-9114

https://carehouse.jp

出典：（公財）介護労働安定センター　平成30年度介護労働実態調査

■ 残業なし

■ 5時間未満

■ 5～10時間

■ 10時間以上

■ 無回答

1週間の残業時間の割合（正規職員）

残業なし

実は、働き方改革を進める

最先端企業です。

残業が多いというイメージはありませんか？  実は、介護職員の約

半分が「残業なし」と答えています。仕事以外の時間を有効活用し

て、友人・家族との時間や、自分の趣味・習い事などプライベート

な時間を確保することができます。

他産業も注目！ 福祉・介護業界

これからの高齢社会では、「福祉・介護」の仕事は身近なものになり、

必然的にサポートが必要な方に配慮した商品開発やサービス提供が

活発になります。今後ますます、「福祉・介護」で働く人への注目や

存在価値が高まると考えられます。

福祉・介護

自動車 食　品 鉄　道

住　宅 運　輸 教　育

お給料はどのくらい？ と

気になりませんか。

主な産業別賃金で「医療・福祉」の初任給は約20.5万円。その水準は、

他の産業と変わりません。また、キャリアアップによる専門性の

向上や、資格取得により手当がアップして、お給料が上がります。

出典：令和元年賃金構造基本統計調査(厚生労働省）から一部抜粋
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産業別新規学卒者の初任給の比較　大学卒（男女計）
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「福祉・介護の仕事魅力情報なら」ホームページ

未経験でも大丈夫！ 「研修体制」や

「資格取得支援」が整う職場です。

介護職員の実態調査で、学校で学んだ分野を聞いたところ、約５人

に４人が福祉・介護関係以外の学科を卒業しています。就職してか

らも介護職員の基礎知識を学べる「初任者研修」など、スキルアッ

プの仕組みが整った事業所も多くあります。

出典：（公財）介護労働安定センター　平成30年度介護労働実態調査

あなたが学校で学んだ分野は？

介護職員に聞きました！

約5人に4人が福祉・介護関係以外の

学科を卒業しています。

76.4％

46.3％

15.6％

25.6％

13.5％

7.1％

7.5％

8.0％

介護福祉

関係以外

介護福祉関係

その他

私の身近には障害のある人がいるので、障害のあ

る方自身の大変さはもちろん、その家族の苦労も

知っていました。大学は福祉とは関係のない学部に

進みましたが、就職した先が「福祉用具」を扱う会社

で、障害者支援施設を訪れる機会がありました。そ

の経験がきっかけで、自分もその現場で利用者さ

んたちの支援をしたいと思うようになりました。

現在の具体的な

仕事内容は？

利用者さんごとに計画を立てて、日中の生活や活

動を通じて社会性を育めるよう、支援しています。

利用者さんは、得意なこと、できることの個人差が

あるので、内職の作業や運動などのサポートを工夫

しています。また、利用者さんの生活のリズムを整

えることも重要で、共同生活を行う「グループホー

ム」で家事などを一緒に行う仕事もしています。

利用者さんの中には、言葉を発することができ

ない方もいます。その表情や動きを見て、その時

の感情や伝えたいことを予測するのですが、自

分の働きかけたことが、利用者さんの笑顔につ

ながった時にやりがいを感じます。また、利用者

さんのできなかったことができるようになった

瞬間はとてもうれしいです。

私は結婚をしていて、子どもがいますが、十分に

家族を養える給料をいただいています。年に2

回ボーナスがあり、処遇改善手当や夜勤手当な

どもあるので、給料面では満足しています。休み

については、週休二日制で、上司が有給休暇を

取得するように促してくれるので、家族との時間

もしっかり取れています。

人と人が信頼関係を築くということは想像以上

に難しいなと日々感じています。自分がよかれ

と思って行動したことが、その人にとっては不快

に感じたり、拒絶されたりすることもあります。

誰しも理想と現実があると思いますが、理想を

追い求めるだけでなく、現実をきちんと見つめ

ることも大切だと学びました。

今の目標は、3年以上の実務経験と研修を受講す

ることで受験できる「介護福祉士」の資格を取得

することです。取得できれば日々の仕事に対する

理解が深まり、自分にも自信がつくと思うので、必

死に勉強中です。仕事の経験が増えるほど、福祉・

介護の「奥の深さ」を知り、この仕事についてもっ

と学びたいという気持ちが強くなっています。

社会福祉法人なら桜桃会

保護者、それも「母親が中心となって創設」したこともあり、

その精神は引き継がれ、「胎内でわが子を包み込むような介

護ができる集団」を地域に根付かせるべく、職員、保護者、役

員一丸となって真摯に取り組んでいます。

奈良県磯城郡田原本町千代1221-1

TEL / FAX. 0744-33-5824

https://nara-outoukai.com

高齢者

福祉施設編

interview_01

障害者

福祉施設編

interview_02利用者さんの心に寄り添いながら生活を支援

働きやすい環境の中でスキルアップをめざす！

就職説明会などに参加して、話を聞くことも就職先を決めるために

役に立つと思いますが、一度現場に足を運んで、職員さんや利用

者さんの表情を見に行くことをおすすめします。働いている人が良

い顔をしている職場は、きっと風通しのよい明るい職場だと思いま

す。ぜひ、現場の雰囲気を肌で感じてみてください！

私自身、学生の頃は、この仕事について、興味はなく、専門的な勉

強もしたことがありませんでした。周囲の勧めで入った業界ですが、

毎日やりがいを感じながら、「私ってこんなに真面目に仕事ができる

んだ」と新しい自分を発見することができました。働きながら勉強も

できるので、自信を持っておすすめできる仕事です。

山口 裕太さん

社会福祉法人なら桜桃会

奈良県福祉・介護のお仕事PR隊

生活支援員（入職4年目）

千葉 梨加さん

社会福祉法人信和会

特別養護老人ホームおきなの杜

奈良県福祉・介護のお仕事PR隊

ケアワーカー（入職2年目）
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WEBで検索

福祉・介護の仕事魅力情報なら 検索

福祉・介護の仕事に関する疑問に

お答えします。

奈良県福祉・介護の

お仕事PR隊

イメージキャラクター

「フクシカ」くん

子どもや高齢者、障害のある方たちの日常生活をサポートする「福祉・介護の仕事」。

少子高齢化によって、ますます重要性が高まっています。

「ワークライフバランス」の取組が進み、「一生続けられる仕事」になっています。
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