
Ⅰ.変化したサービス内容 

○時間内にサービス内容が終わらない時は次の時に続きをやって頂く事もある。 

○作業の種類が減った。 

○優先順位を決めて、どうしてもその日に絶対にしなくてもよい内容は次回に送るように

なった。 

○一つひとつのサービスが手を抜くことになる感じがする。 

○サービスの内容を簡単にせざるを得なくなった。 

○利用者同士の話で、私の所は X分、あなたの所は Y 分と事業所で時間違うとへルパーに

話され返答こまる。 

○過剰なサービスがなくなり、自立支援に結び付くよう働きかけている。 

○間に合わない事が多くなり、自費が増えており利用者のリクエストをプランに反映させ

たいと思うが、事業所対応が怖いので相談出来ない。 

○時間短縮になった分だけサービスを出来なくなり利用者さんが不便を感じていると思

う。 

○時間が短縮されても、ニーズは変化なしで、利用者様はいつもしてもらった分充分して

もらえず、ヘルパーは急いで行う状況の者もあります。もどかしさを感じます。 

○ケアマネージャーの生活援助の時間が 45 分に短縮の、援助内容の説明不足。 

○処遇加算が利用負担になって実質介護料の値上げではないでしょうか 

○援助内容により、決められた時間では、出来ない援助については時間を延ばしてほしい。

○介護報酬の引き上げは利用者の懐にかかわる問題つらい。 

○生活支援（45 分）になったので今までの 60 分から少なくすることは出来ないし、仕事の

方も手を抜く事は出来ない。小から大にすることはたやすいが、大から小へは難しい。 

○生活援助の時間が短くなり、利用者さんに 低限の事をしてあげられない。 

○45 分になって利用者さんも大変な思いをしていると思いますが、ヘルパーさん達も時給

は少なくなるし、仕事も増えないし、やる事が多くなるしとても大変です。 

1.掃除・洗濯 

○掃除で毎週やっていたか所を隔週に切りかえた。 

○45 分内で出来る事以外出来ず、途中で掃除等を半分で終わる等。 

○ベット廻りの片づけ整理が時間がなく出来ない事が多い。 

○買い物と掃除で 90 分援助していたが、60 分になり、掃除が十分できず、汚れが増した。

○掃除で入っているところ、拭き掃除ができなくなった。 

○掃除場所を曜日によって分けた。 

○掃除、料理など手を抜かざるを得ないです。 

○掃除が今まで２か所以上できていたのに、１日 1か所になった。 



○コインランドリーを利用しての洗濯のサービスは 70 分でもギリギリで困る。 

○調理、掃除で訪問した場合、どうしても掃除の部分で時間が足りなくなる（できない部

分が出てくる）。 

○料理の品数を減らし、掃除はトイレのみで、部屋の掃除までは時間が足りません。 

○時間の短縮によって、ハタキかけをしない掃除をする事で 15 分を切り詰めた 

60 分支援→45 分支援になり無理な為、45 分支援→60 分支援に変更、身 1生 1 から、身 1

生 2に変わった。利用者が意味が分からないようです。家族も 14～15 分の事なのでよく

分かっていない。 

2.買い物・調理 

○調理→配食弁当、出来合いの調理品を購入。 

○短縮された事で調理の時間が短く調理の品数減。簡単な調理になった。 

○調理のみか、掃除のみか、一つに変わりました。 

○料理の内容を少し変えた。 

○買い物→調理の場合、調理に時間をかける時間が減りました。 

○訪問介護（自宅での生活目的）の理念が無視されているのかの様な制限されたプランで、

利用者の希望をなかなかかなえる事が出来ていない。又、施設入所有りきの方向にいっ

てはいないか？ケアマネのレベル及び介護職員のレベル低下も目立つ。事業者収入がｱｯ

ﾌﾟしなければ職員への還元も無理があるが介護報酬引き上げは、国も利用者にも限界だ

と考えられる。 

○1回の訪問で買い物をしてから調理を行う事が出来なくなり、訪問と訪問の間隔を 2時間

開けなければならない為、1日 3 回調理を支援するお宅では買い物の時間が調整がつかな

くなった。 

3.会話・コミュニケーション 

○体調や気分について聞き取りをゆっくりする時間がなくなった。 

○もっと利用者様との会話時間がほしいです。 

○仕事に追われ利用者さんとのコミュニケーションが少なくなった。 

○心にゆとりがないので、優しく接するのがむずかしい。 

○利用者さんの様子など細かい変化がよくわからなくなってきていると思う。 

○時間がなく余裕がないので、細かいところに気配りがいきづらいし、作業も雑になりが

ち。 

○ヘルパーとしての責任だけが重くなり、利用者様とのコミュニケーションの時間がなく

なり、だた、時間に追われる訪問となり、ゆとりがありません。 



○利用者様は一週間振りにお会いするので、いろいろとお話して来ますが、約 30 分位短く

なりましたので、今迄の様にお顔を見て受け答え出来ず、又今までのように細かく仕事

もていねに出来なくなりました。 

○独居の利用者さんは話をすることをとても楽しみにされています。活動時間を減らされ

て会話する時間はほとんどなくなりました。 

○余裕のないサービス時間で時間との勝負になっていることもあり、利用者様との会話も

そこそこに失礼している現状である。 

○自費が増えた。気配りが以前のように出来なくなった。 

○ケア内容が納得行くように出来ない。利用者との信頼関係、コミュニケーションが取れ

ない。 

○仕事に追われ、利用者様のお体の状態を観察する気持ちの余裕がまったくなくなった。

会話以外でも観察する時間の余裕がなくなった。 

4.移動時間 

○訪問は往復時間がヘルプ時間と同じ位の事がある。 

○4月から片道 40 分以上通勤に時間がかかるのに仕事の時間が 1 時間です。これが続

いていますが、このままで仕事をしていくのでしょうか。 

○時間内にするために、移動をとても早く済ませるようにしている。 

○時短になったところは掃除のみが多いので、援助的には大丈夫ですが、移動に時間が

かかるところは、続けていけるところに組んでもらうようにして、45 分だけの援助

はいかなくしています。 

○重度障害者に対しての加算手当を要望します。利用者が減って給料が少なくなった。

1 時間の仕事に 1時間かけて行き、1時間かけて帰る。 

 

5.出来ない事がある 

○時間が減ったことにより行うことが少なくなった。 

○サービス内容のカット。 

○清拭等身体全体拭けたのが、上半身だけになったこと。 

○時間が減ったのでその時出来ないことがある。次回に出来ることは次回に回す。 

○利用者さんの希望されている事で、できない事が多い。 

○さらに忙しくなって、やることをカットすることが多くなった。 

○資源ごみ分別の時間が制限される。 

○以前と変わらないサービスを提供しようと思えば、時間内では無理です。。 

○90 分は 長 70 分までとしているが、仕事を削減せざるを得なかった 

○生活支援でありながら、時間におわれ 45 分で心あるサービスが出来ない事。 

○時間が短縮され、出来るケアが減りました。利用者様の事を考えると、もっとゆとり



を持ったケアが出来ればと思います。 

 

6.ゆとり 

○時間が短縮され、仕事内容が過密になり倍速で動いたりしている。でも利用者様は同

じものを求めている。 

○以前と同じ事を時間内にやろうとすると、どうしてもせわしくなり、利用者さんから

は走り回っているように感じる時があると言われます。 

○時間短縮になり、とても時間内に仕事を終わらせるのは大変です。 

○今まで通りのサービスを終わるではなく、終わらせる。 

○自立支援で一緒に行っていた事も、時間がないため、バタバタしています。ペースを

合わせてやっていると時間が足りなくなってしまう。。 

○1.5 時間から 70 分への変更が多くある。サービス内容も減らして何とかやっている

が、とても過密でヘトヘトです。 

○90 分→60 分になったケースでは、ケア内容を一部減らしたものの、時間ぎりぎりで

す。ご利用者様も今までがあるので・・。 

○時間内でいままでと同じ用件を利用者希望する為に忙しいです。 

○サービスとしての責任だけが重くなり、利用者様とのコミュニケーションの時間がな

くなり、だた、時間に追われる訪問となり、ゆとりがありません。 

 

7.利用者 

○生活援助は時間内では希望する援助ができず、ご主人にお願いするが、しづらいよう

です。 

○利用者さんは以前のような援助を希望している様子が伺える時がある。 

○利用者の負担額を優先にサービス時間が変更された。ケアマネの案通りにヘルプがす

すまず、ただヘルプ時間の短縮になったお宅があった。 

○利用者さんが、時間が減った事を理解していない。 

○体調不良でも時間内に終わるようにとの指示なので大変です。 

○買い物を利用者さんの方から控えるようになった。 

○時間短縮により利用者が我慢を強いられている。 

○時間短縮したのはサービス提供責任者だと思っている利用者が多い。 

○可能な限り、利用者さんに（またはご家族）自分で出来る事はしていただく 

○利用者さんから時間について不満を言われることがある。 

○サービス内容の変更などがあり、利用者さんに少し負担が増えたと思います。（サー

ビス内容を我慢してもらっている） 

○利用者は同じサービスが受けられると思い、切り替えがむずかしい。 

○利用者さんの個人負担のサービスが増えている。 



○利用者さんの出来ることはしてもらう。改正後自立支援促をできるだけしています。 

○利用者の負担が多くなった為、利用回数が減ってきた。 

○単価が上がり利用を減らす人が増えた。 

○利用者と一緒に家事をする事が不可能となった。時間に制限があるのでヘルパーが独

自で行う事が多い。 

○認知症の方や高齢の方はサービス内容の改悪について理解できない事も多いと思い

ます。 

○短縮された事が理解されず利用者さんより不満が出たり、仕事ができてないと言われて

いる。 

○薬とりが時間がかかることや、遠方のスーパーに買い物に行かなければならない農村地

区のサービスなど、生活援助の短縮により利用者様への負担増になっているが多々あり

ます。 

○通院援助時は交通手段（タクシー）待ち時間、（診療、支払い薬の受取時）が自費に

なるので、利用者にとっては大変だと思う。 

○生活援助 45 分で支援している利用者さんのサービスは身体状況から充分なサービス

が出来ず、ヘルパーの負担が大きい。 

○時短になったことで、利用者が気をつかわれる（遠慮される）。 

 

8.サービス残業 

○利用者は依然と同じものを求めているのでサービス残業が増えた。 

○時間内に終わらせるため、会話時間がサービスとなりがちです。 

○15 分～20 分減ると今までのような援助は無理。でも利用者さんの事を思うとなかなか急

に内容を変えることが出来ず、サービス残業が増えた。 

○天声人語や短歌を読み上げてさしあげていましたが、今はサービス残業でつづけていま

す。 

○サービス終了後５分くらい会話をする時間をとっています。 

○90 分が 60 分になっても利用者は今まで通り、相談、話しかけがあるので、自然とサービ

ス産業が増えた。 

○時間より早めにいくことが多くなりました。 

○手間取る事態が発生したとき、よけい時間内でのサービスが不可能となり、常に超過し

ています。 

○今まで通りの要求があるので、ハードな労働とサービス残業になった。 

○内容に必要性がある為、自分の持ち時間を利用してサービス残業している。 

○買い物などその時々、特に安売りの日などレジに並ぶ人が多く、時間が足りなくなりい

るも時間オーバー。ヘルパーの負担になっています。 

○利用者さんとのコミュニケーションのゆとり時間が少ない。自分としては、オーバータ



イムとなる事が多いが、他のヘルパーさんと歩調合せなければと苦慮している。 

○ヘルプ中は決められた仕事をこなすだけで精一杯ですが、いざ退出となると、利用者さ

んが話しはじめ、傾聴していると必ず時間延長になってしまう。届け出るわけにもいか

ず、この分はボランティアと割り切っている。結局現場のヘルパーが時短のしわよせを

背負うことになってしまう。 

Ⅱ.収入が減った原因 

1.時給・時間の変更 

○時間給が減り、働く時間が減る。 

○身体介護と家事補助が同額になり、交通費も減った。 

○身体介護減、交通費減、労働の時間減。 

○利用者が少なくなったこともあるが、時給変更がある。 

○回数は同じでも時間が減った為。 

○必然的に短時間（1箇所につき）になったので、収入を変化させないためには、件数

を増やさねばならないが、そう都合よく利用者が増えないし、又ヘルパーの体力的に

も無責任に増やせばいいというわけにはいかない。 

○時間の短縮された為土曜日の時給及び全体の賃金が減った模様。 

○労働時間が増えているのに給与が同じ。 

○1つの訪問時間が短く、件数を増やしたがなお収入減。 

 

2.利用者 

○利用者様が減った事。 

○入院、入所する人が多くなった。 

○利用者が変わったし、自費がなくなった。 

○入院、ショートステイ、認知で留守。 

○利用者様の担当は増えたが、収入は変化なし。 

○入院なさったり施設に入所されたりで訪問先の減少。 

 

3.手当・交通費 

○交通費が半分に減った。 

○手当、移動費、減の為。 

○給与から引かれる額が多くなった。 

○時間が短くなったため、移動手当が発生しなくなった。 

○移動費がほとんどなくなった。 

○通信費、記録手当の見直し。 

○移動時間が労働時間より長くなったお宅がある。（45 分以上かかる） 



4.体力 

○前みたいに働いていたら体がつらい。 

○自主的に時間を減らした。 

○自身の体調が悪くなった。 

○世帯を支える為に働いているが、時給が安い為、他社とかけもつ。頑張って働いても、

20歳前後の子ども2人は養えなかった。朝晩の仕事を取り入れ働いたが体調を崩し、

仕事量、特に賃金の安い事業所を削らざるを得ない現状。 

○体力的に自分の都合で仕事を受けない事もある。 

○前月、前々月病休のため減。 

 

5.その他 

○希望日の仕事の依頼がない。 

○持ち出し時間をしている為、労働時間は働いているがサービス残業となり、収入が減

っている。 

○デイサービス、ショートステイの方が長時間安心出来ると思われているのでは。 

○毎月代行等で件数が変わる。 

○事業所の勝手で利用者が他事業所に移され仕事がなくなった。 

○空き時間が多くなり、否効率。 

○両親の介護で仕事を減らさざるを得なくなった為。 

 

Ⅲ.「利用者に喜ばれる介護サービスの提供」と「働き続けられる介

護職場」に必要なこと 

1.介護保険制度 

○保険でのプランを「人間らしい暮らし」として外出、散歩、通院等々認めてほしい。

働きがいが持てない！ 

○プラン内容の見直しや、必要なサービスが、時間内でできるよう保障してほしい。 

○各市町村まかせでは、やはり限界があります。国からのしっかりとした人件費などの

補助が必要です。 

○利用者の状況をしっかりとしたアセスメントを行い、必要なサービスが出来る時間の

保障をして頂きたい。 

○介護保険のヘルプの内容（生活援助の削減、散歩も通院内の援助、利用者さんが大事

にしていた花の水やり等）改善が求められます。 

○利用者の時間帯内に、その日、その日にあった利用者の好きなように時間を使えたら

良いと思う。 



○社会が介護を責任を持って進めると、介護は儲けの対象とすべきではない。 

○職場自体を支えてくれる確立した保障。 

○介護保険制度では、低所得者と障害高齢者が充分サービス利用できない。 

○改定される前に介護現場の実態、実状を調査しているのでしょうか？又、都市部と地

方では介護内容に大幅な相違があるので、細かく調査してほしいと思います。 

○あまりにも給料が不安定なので、国の補助等で安定化してほしい。 

○時給や労働時間が減っているのに介護報酬が少ない。 

○国からの支給のみなのに、利点がほとんどないのはおかしいと思います。 

○利用者の負担をふやすだけでなく、国からの補助で働く側の賃金確保ができたらいい。 

○利用者の自立支援をするのが、介護保険の目的であったはず。時間があれば一緒に調

理をする事ができるが、45 分では介護者が全部やってあげるのでなければ終わらな

い。自立支援でなく生活の全介助になってしまう。 

○家族が同居していると提供出来ないサービスを家族がいてもその関係等見てどうし

ても必要となったら、提供出来るようになったらと思う。 

○作業実態に見合った時間分配を支援費と生活保護者、重度の人に介護費用が行きすぎ

ではないでしょうか。普通の人への支援にも目を向けてほしい。 

○介護時間が複雑になり、給料の算定、又は事業所毎に細かく設定時間に差が生じてい

る。事務処理上もありますし、時間はきっちり設定してあった方がよいのではと思い

ます。 

○一律に生活援助を減らしたのは不満に思う。苦情が全部現場に向けられた。国では何

もしていないこと指示だけではいけないと思う。 

○介護を必要とする方たちの時間をもっと増やすべきでは？ご自分で出来る方もヘル

パーに依存してしまい、何でも頼る方がいる。お手伝いさんがわりに使用している方

もいるのです。予防の方の線引きは？利用料の 1割負担が安い為もう少し増やすべき

では？本来は能力向上のためのヘルパーが違う意味で利用されている気がします。国

の介護保険料圧迫がわかる気がします。 

○時間（援助）を短くして、ヘルパーに援助しなさいと言われても、ヘルパーも体力の

限界があると思います。もっと長続きする他の方法はないのでしょうか。 

○5年後 10 年後 20 年後、ヘルパー等のサービス業はより人手を必要とすることは目に

見えています。人件費や雇用環境を国がよりよい環境に早く先手を打つべきかと思いま

す。働き手の環境をより調べた方が良いかと思います。 

○時間短縮でケア内容の省略または、ケア件数の増加（過密）など利用者にも介護者に

もマイナスの様に感じられる。高齢者が増える中、是非、介護職の処遇改善してほし

い。 



○介護に関わるすべての者（経営者、ヘルパー、ケアマネ、サ責、利用者（家族も）等）

が受け身でなく、もっと積極的にこの制度と向かい合っていかないと質の向上どころ

か低下していく一方とつくづく思います。 

○介護職員改善加算の額がどのように決められるのかが、不明です。以前説明あったと

思いますが、もう一度教えてほしいです。 

○ぎりぎりで生活をされている方をみて、出来る限り援助をしたいが、時間がなくては

始められません。絶対 60 分に戻してほしいと思います。安全に暮らすことができる

ように、生活を援助するには、介護の充実は必要です。削るのは間違っています。 

○出来る限り、利用者様の思いや希望にそった援助ができる、又介護員が働ける、働き

続けられる改定をお願いします。 

○利用者は、してほしい事を減らしたり、コミュニケーションを減らす事を望みません。

充分な援助ができる環境こそ大事です！！ 

○人を介護する仕事ですが賃金が低すぎます。ヘルパーの賃金を上げると、利用する方

の負担となる介護保険のしくみを抜本的に変える必要があると思っています。 

○あまりにも規制が多すぎて、お年寄りには理解が出来ない事があり、やってほしい事

が出来ず、やって欲しくない事でも無理にやらせ、時には本人に合わせたお仕事の提

供しても良いのではないかと思う事が多々あります。 

○介護専門職としての自覚を持ち、日々学習する意気込みで仕事をする人には、安定し

た雇用環境は必要だと思う。国や事業所はそういう専門職を確保する為に資金を出す

べきだ。そうすることで無駄をはぶき、不必要な出費も減らせると思う。 

○利用者の在宅生活を支えているのは、ヘルパーによる生活援助が大きい。その生活援

助の時間が削られて、とても困っている利用者がたくさんいる。もっと生活の実態を

見てほしい。 

○利用者の利用料を 2割に。 

○認知症（患者）が増えた中、長期的な介護保険の設定が甘いのでは。数年で制度が変

わる中、改善すべきは仕方ないと思いますが、もう少し現場を基本に考えて欲しいと

思います。介護職員不足にもつながると思います。 

○介護労働者が安定した雇用環境と賃金保障が得られなければ、利用者様も安定したサ

ービスが得られないと思います。若手の介護職員が続けて働いていけるよう、又現場

の声が届くような制度にして下さい。 

○やりがいがあり、仕事としても続けていきたいですが、精神的肉体的にとても厳しい

です。仕事先も不安定なので、賃金の保証があると離職も減るのではないでしょう

か？家事（生活）をなくさないで支払の割合を 30～50％にあげるなどしてはどうか

と思います。 



○暮らしを支える『福祉』に従事する人間に充分な手当がなされなければ、暮らしが成

り立たなくなる高齢者（含障害者）が続出するという事態を国は全くわかっていない

のではないかっ!! 

○現在のままの職場環境の中では、その担い手を確保できるか…自分がサービスを受け

る立場になった時、果たして今のようなまだ血の通ったサービスが受けられるのかと

ても不安です。まずは労働環境の整備と、充分生活できて張り合いのある“誇れる仕

事”としてアピールできる介護職の制度を作っていきたい。 

 

2.専門性 

○ヘルパーの人権の保障。利用者さんや家族、屈辱的な扱いが多々あるので改善してい

かなくてはいけないと思う。 

○ヘルパーの役割を利用者に理解してもらう（家政婦ではない）。 

○ヘルパー2 級や介護福祉士の資格のレベルをあげる（看護師なみにしてほしい）利用

者のヘルパーに対しての理解度をあげてほしい。 

○介護職としての地位の向上と時給のアップ。 

○利用者は、わが家で過ごしていたい方々ばかりです。私達ヘルパーは利用者様に安心

して喜んで頂ける支援を行って行くことを一番とし、ヘルパーとしての仕事は大変な

労働、神経を使います。もっと介護職員処遇改善に目を向けてヘルパーを育てやすく、

働きやすい又、続けられる様に考えてほしいです。 

○専門職としても賃金の確立、ゆとりある仕事をめざしていきたい。 

○ヘルパーの社会的地位が低い・・・。もっと待遇改善をお願いしたい。みんな明日は

利用者になるでしょう。 

○ヘルパー会議で、ベテランの意見がとても参考になりました、利用者だけではなくご

家族もヘルパーと話すことで和む。そんな時間の大切さもわかってほしい。 

○ヘルパーの仕事は利用者の生活を支える事です。家政婦ではありません。だから時間

を細かく決めてする事ではない。それを社会全体に知らせていかなくてはならないと

思いました。 

○今の仕事が嫌にならない様にしてほしい。好きで始めた仕事が嫌になるのは辛い！生

活が安定する様に報酬も考えてほしい。不安が多くては良いサービスが出来ない。 

○ヘルパーの基本はコミュニケーションです。「お変わりないです？」「お体の具合は

どうですか？」ただの言葉のやり取りだけでない。数分の会話により信頼関係を築き、

顔や体の状態観察、生活の変化、体調の異常、訪問していない間の様子を想像し、利

用者さんの思いを感じ支援しています。時短により、利用者さんは伝えたい事、気持

ちを発信する機会を失ってしまいます。その為の時間を保障してほしいです。 

○ヘルパーも安心して生活できるだけの賃金、身分保障（正規）が必要。将来私も低所

得者（年金が国民年金）なるので不安。 



○ヘルパーの仕事は大変良い仕事。身内となっての介護より、第 3者を交えた方が感情

面で良い点がある。人は人によっていやされる。でなければ介護ロボット、掃除ロボ

ットで十分。 

○時間が少なくなったことで、利用者が何を必要なのか、わかりにくくなった。 

○ホームヘルプとして働くのが辛い時があります。一日一回（45 分の仕事）があった

り、イレギュラーの依頼をされたり、現地まで時間がかかったり、一人でする仕事の

為神経を使うことが多く、とても疲れます。 

 

3.事務処理 

○ヘルパーの人員不足のため訪問、事務処理、雑務と仕事量が増え、体力的にきつくな

ってきている。ヘルパー募集してもなかなか集まらないので考えてほしい！ 

○事務時間の軽減できる仕組みの創生。 

○通勤時間、移動時間、サービス時間外にする事務処理等に時間を要するのが難点。 

○アセスメント、訪問介護計画等、事務に時間がかかり、短縮化した書類にならないか。 

○仕事は楽しい。毎日が楽しみだが、書くことは少なくなる事が良い。 

○介護保険改定に伴い、事務の負担が増えています。事務の簡素化をする。そしてサー

ビス向上につなげたらいいと思います。 

 

4.サービス提供責任者 

○サ責の方々は過酷な立場です。普通では誰もなりたくありません！ 

○サービス提供責任者の負担が大きすぎて、余裕がない。 

○管理者、サ責が常に携帯を持ち歩き、休日もかなり多くの電話対応メール送受信を行

わなければならないが、何らかの保障がないと働き続ける事が難しいと思う。 

○サービス提供責任者を多くして仕事を分散してほしい。ヘルパーさんもサービス提供

責任者の仕事を理解してほしい。 

○利用者の苦情引き受け係をヘルパーがしているのはおかしい。サービス提供責任者さ

んしっかりして下さい。 

○サ責、主任等の人材教育を徹底し、名ばかりでなく働くヘルパー一人ひとりが信頼さ

れる心広き責任者になる様な教育の場を作って下さい 

○サービス提供責任者の仕事量等が多く、休み等の改善が必要なのではないか。 

○サ責やケアマネにある問題を相談しても、「それは保健所や区のケアワーカーの仕事

だ」と言い、保健所や区は訪問介護事業所の仕事だと思っているらしく、自分たちが

関わりたくなくないので、他に仕事を押し付けようとばかりして肝心の利用者さんの

問題は手つかず、こういうことばかり。今回の 45 分のことも、上が決めたからとホ

イホイとそのまま引き受ける事業所やケアマネたちも怖い。 



○サービス提供責任者とのヘルパーの信頼関係により、安心して永長く活動出来るもの

と信じます。 

 

5.ケアマネ 

○ケアマネ提供責任者が利用者とコミュニケーションをしっかり取り、生活をしっかり

支える事ができるプランを実体に応じて立ててほしい。 

○現場で働いている人とケアマネと話し合う場をもってほしい。ケアマネの力不足をと

ても感じる。もう少しケアマネの力を生かしてほしい。 

○ヘルパーから見てケアマネージャーの顔が見えない。 

○現在ケアマネージャーの仕事の仕方にバラ付があり、ただ闇雲にプランを無理に立て

るだけの人もいれば、細かい配慮をしてくれる方もあり、まちまちです。現場経験が

ないケアマネージャーは机上だけのプランを立ててからで、訪問介護事業所の意見も

聞いてくれません。今後はより良い連携を保つためにもケアマネの国家資格化もしく

は、介護福祉士を持つ人材がケアマネの仕事も出来るようにしていただきたいです。 

○質の良いケアマネを増やしてほしい。 

○ケアマネージャーはもっと利用者の状況を把握してほしい。 

 

6.シフト・移動・待機時間・労働時間・保障 

○介護時間をもっと増やしてほしい。 

○在宅ヘルパーは、移動を絶えずしています。朝行って昼まで仕事とかできないので、

ロスが多く、束縛される時間は多いです。それを考えていただきたいと思います。 

○ガソリン代も高いので、移動時間が 20 分以上かかる時もあるので、交通費の引き上

げ願えるとうれしいです。 

○移動、待機時間の賃金保障は特に保障していただきたい。訪問介護の場合は、利用者

間の移動が多くその時間が 1時間以上だったりすると保障がでないが、自宅に帰るだ

けの余力もなく、帰ったとしても何ができるわけでもないので拘束されている時間と

して保障していただきたい。働きたくても仕事量を制限される。 

○車の移動の交通費の引き上げ。 

○当日キャンセルの保障。移動時間が入らないので、一日中拘束される。移動費のアッ

プ。 

○働く時間が短時間で 1 日何回移動して交通費も少なくて、遠くへ行く時など移動の時

間の方が時間がかかり、何しているかわからない。 

○時間給が少ない。1時間の仕事の為に往復の時間が 3時間かかる。 

○時間給が少ない。交通をもう少しもらいたい。 

○自宅が遠方の為、ガソリン代、移動、待機の援助就労外の拘束時間が多い。疲れます。

45 分援助に往復同様の時間を要する。1時間 30 分位だと車の中で過ごし待機する）



提言の中に「無いかもしれない」と安易に言う人がいるが、安全効率を願うのは当然

だ。何を根拠に言う。家が近く自転車で移動可のヘルパーと同様の交通費は納得しか

ねる。 

○移動、待機時間への保障は大切です。また、援助時間はきちんと考えたサービス内容

を十分にこなせる時間がほしいです。 

○サービス時間より移動時間の方が多いと辛いです 

○利用者さんの都合で（ヘルプの時間を忘れて）いなかった時キャンセル状態になるこ

とは、なんとかならないかしらと思う。 

○必要な身体、生活援助+利用者さんのご要望を会話しながら聞いていると、時間内で

はとても援助できず、延長することがよくあります。ボランティアの部分が大きく、

もっと身内の方の協力をお願いしたいと思うのですが、なかなか現状は難しくヘルパ

ーのする事が増える一方です。延長しても事務所にもなかなか言えないので、延長し

ても安心して賃金の保障がしてもらえると心のゆとりが出来ると思います。 

○以前より 1 時間の仕事が増え（予防の為）1 日 1時間を 4軒行くと移動の時間も精神

的にもきつい。 

○朝 8：00～夕方 18：00 の間、3 時間半～4時間の仕事であるが、拘束時間が長くあり、

朝～夕まで、仕事をしている様で、休まらず、ローテーションの勤務でなく固定化さ

れるため、負担も大きく、精神面で辛い事があるのでローテンションに毎日、サービ

ス残業（1回 10～15 分程度）になる事が多い。これらの事を改善したい。 

○車で 20 分～30 分かけて援助にいって、20 分とか 45 分の援助では割が合わない。援

助も事務的になってしまう。 

○在宅の場合は、自転車移動の為、台風、積雪、災害時等々の移動は本当に大変です！

（こういう時の訪問はなんとかしてほしい）私達が訪問する事を喜んで下さる利用者

が多いので、お役に立てるように努力しています。そのためにはもう少し時間が欲し

いと思います。 

○生活援助が 20 分～45 分未満と 45 分以上しかないのはおかしい。この介護報酬では

60 分よりは多く出来ない。生活援助は日常生活を営むにあたってとても大切なサー

ビスな事を訴えるべき。 

○次の一軒の間の待ち時間長い。入院、入所の利用者でキャンセルが多し、給料減。 

○もっと仕事がしたいです。 

○キャンセルになったときの賃金保証。ドタキャンや、訪問に行ってのキャンセルなど

は以前は利用者にキャンセル料を払っていただいていたはず。利用者にやさしいのは

いいが、ヘルパーにシワ寄せがくるのはおかしい。移動手当も 2 時間半あいたら出な

いのもおかしい。 

○家事援助であろうと、身体であろうと、とてもハードな仕事だと思います。又、異動

にも 45 分や 50 分の活動の為に往復 5分前着をするために、45 分～60 分前に仕事に



出ます。移動分も含めた報酬として時給（ 賃が）1600 円以上は頂いても（交通費

別）でよいと思われる。 

○スーパーのレジの時給の方が高い。午前 1件 1時間、午後 1件 1時間の仕事でも、家

を出て帰るまでは 5～6時間、拘束時間が長い。 

○若い人が魅力的と思えるものを提供して下さい。例えば賃金など、利用者が入院など

で休むことになった時の保障が欲しい。 

○移動時間がヘルプ時間より長い。ホームヘルプではなく施設（デイサービス)で働く

ほうがよいのではと考えています。 

○移動時間、待機時間の賃金保障や交通費、 低でもバス停 2駅までは支給してもらい

たいと痛感する。猛暑の中徒歩移動は身体にこたえます。 

○訪問ヘルパーにとって移動、待機時間の賃金保障はとても重要です。保障できない現

状では登録ヘルパーの雇用が都合よい事業所が多すぎ、結果安定した雇用環境には程

遠い職種で印象づけられています。収入だけで考えると、効率よく働ける職場に転職

して行く人が多いのにもうなずける想いで働いている状況です。 

 

7.仕事中の事故・感染 

○援助の移動中事故にあってしまった場合の保障がなく、自己責任になりました。仕事

中の事故に対して、何らかの保障がほしいです。 

○45 分や 50 分のケアがあり、だからといえ利用者様は単位数を増やす事もなく、同じ

内容を短時間で行い、残りの 15 分 10 分を次の訪問先の移動に活用されることもある

ので、忙しい為に、事故やミスが起こるので心配です。時間は、必要なサービスが行

えるゆとりがほしいです。 

○頑張っているヘルパーが、ギリギリまで我慢して、体調を崩して職場を去っています。

残った者も不満不安をかかえて仕事しています。 

○利用者様より感染する病気等もあり、危険手当も欲しい。 

○誰でも忙しすぎる状況の中にいますと、必ずどこかでミスがおきます。それが、生き

た人間である利用者様が相手である業界です。制度を作成している官僚は「人」では

ありません。 

 

8.手当・補助・交通費 

○経験手当をもっと要望してほしい。 

○福祉士の資格を取る時、援助が欲しかった。 

○認知症の方の介護は大変なので、手当が付加されるとうれしいです。 

○介護福祉士の資格があっても、手当がつかない。ケア時間は 45 分と短くなっても実

際の生活に合わず、ゆとりがない。 



○もう少し給料を上げてほしいです。介護福祉士手当はいつになったら出るのでしょう

か？皆、一生懸命勉強して受けているのですから。 

○制服の支給お願したい（ポロシャツ等）。 

○自転車通勤 1回につき、距離に関係なく 100 円など支給がほしい。 

○交通費を 1 件につき 50 円でも 100 円でも頂けると、自転車をこぐ元気が出る気がし

ます。 

○介護労働者間の差別をなくしてほしい。勤務時間の格差、資格の有無についても納得

のいく平等を求めます。 

○社会保険、雇用保険も。自己負担経費が多く、賃金手当に反映してほしい。冬期のガ

ソリン代被服、厚生など。 

○自家用自動車を営業者で使っていて、ガソリン代だけの手当だけではおかしいと思い

ます。 

○難しい仕事（みんながイヤだと思う仕事、むずかしい利用者の仕事）は時給を上げる。

資格手当をつける。スキルアップしたくなるし、いい仕事がしたいと思う。 

○介護職員処遇改善加算は長くつとめているヘルパーにとって経験給と相殺されてい

て、あまりメリットを感じません。一時金の方がわかり易いのでは。 

○責任ある仕事の割には賃金、地位が低いと感じる。又、他の事業所との賃金のばらつ

きがあるのも耳にする。国からの処遇改善があってもヘルパーには 60 円、50 円など

少なすぎて実感がない。ケアマネ、サ責の方々、ヘルパーそれぞれが感じている事か

もしれませんが…。もっと若い人も安心して働ける賃金になればと思う。 

○45 分の仕事でもキャンセル等があれば無給になり、仕事としては成り立たない。こ

れからは若い人たちがこの職をやっていくとは思えない。 

 

9.職場・研修 

○スキルアップの為に研修費を出してもらいたいです。 

○スキルアップと言われるが、受講料が高すぎるしスキルアップしても見返りがない。 

○職場内の仕事をおぼえる為の教育システム（プリセプター制度のような）があると。 

○事業所は利用者に一番近いヘルパーの声を重要視していない。もっと血の通ったやり

がいのもてる職場づくりが必要。 

○利用者さん一人に数人で入っている場合、情報を流してほしい。 

○ケアマネとサービス責任者だけの利用者に対しての申し送りでなくて、担当ヘルパー

との交流を。 

○利用者の状況の把握を、介護に携わる人々が全員で共有すること。 

○利用者様と職員の要望を聞いてほしい！！ 

○ヘルパー同士の交流とともに、上司とのコミュニケーションの取り方。 

○ヘルパー同士のコミュニケーションの場、時間があるといいなと思います。 



○ヘルパーの身体と心のケアの機会があるといいです。自分の話をきいてほしいと考え

ている利用者さんが多いです。その希望をかなえられる機会があるといいです。ヘル

パー同士の交流が少ない。そういう機会を増やしてほしい。 

○判断に迷う時、事務所に連絡するのですが、常に誰かいてくれると助かります。 

○パート職員への情報提供、風通しのよい職場にしたいです。 

○介護福祉士の資格も今年合格しましたが、週 2回（金）（土）の午前中をお願いして

いるが、2012 年 1 月より全く仕事の契約がもらえず困っています。何とか少しでも

働きたいと考えています。 

○給料が、身体と生活支援で同額なので、福祉全体として基本の給料を身体と生活で示

して決定してほしい。 

○スキルアップの為より、身近なところでの研修学習も事業所の負担の軽い形で実現で

きればと思います。 

○ヘルパーの集いに参加する前は、気乗りがしない所もありましたが、参加してヘルパ

ーの大切さや、ヘルパーの存在をもっと知って！と思いました。 

○ヘルパーと上司との思惑憶測で飛び交う問題を解消するような話し合いができるよ

うな場を設けて、お互いに（働くもの、雇う側）の思いを言いあってより良い職場に

していきた。言わない、言えないから誤解が誤解を生み問題が大きくなる。 

○利用者さんの具合が悪い時は早く病院に連れて行ってあげてほしい。 

○コープあいちのヘルパーであることに安心感を抱き、誇りを持って仕事をさせていた

だいています。今日より少しでも進歩した明日を目指していますが、まだまだ勉強不

足。事業所に行ったりヘルパー会議出席などは、 良の刺激を頂く機会です。 

○「お変わりないですか」「体調はいかがですか」など、会話することも仕事だと思う。

ゆとりなく会話しているのは、相手にも伝わるので、良い結果にはならないと思いま

す。事業所により同じ内容の仕事で賃金が違うのはどうしてでしょうか？統一される

と良いと思います。 

○同じ利用者にかかわっているヘルパーとのコミュニケーションがとりたい。 

○実際には介護をしているのに、事務職だと交付金がもらえない。良い職場と悪い職場

（虐待、不正請求、感染症の不届け）の差が激しい。 

○例えば移動に 1時間かかるお宅で、エアコンは無く、真夏に入浴介助をするととても

大変で、この賃金では割りに合わないと思ってしまいます。どんな仕事内容でもやる

気が湧き出るような手当、報酬が充実すれば一生続けられる仕事になると思います。 

○30 分の仕事（500 円）のために、前後のロス時間が出る。常勤対応がいいと思う。 

○夕方の仕事が当日昼にキャンセルが入り、キャンセル手当がつかない。メール通知は

入るので気分悪い。キャンセルは前日が基本ではないか。不安定なところは、常勤ヘ

ルパーが対応してほしい。 

 



10.やりがい・ゆとり 

○ヘルパーとして、利用者の寄り添いながら、その方らしい生活スタイルを持って生活

していける。又ヘルパー自信も誇りと生きがいを持てるようにしていきたいです。又

今後もそのような社会であってほしいと思います。 

○その人らしさを受け止め、明るく素直に接して行く事が必要だと感じる。 

○ヘルパー人員不足、増員を。 

○働く側にゆとりがないと、利用者様がゆとりを感じる事は出来ない。サービス提供責

任者にゆとりがないと、ヘルパーはゆとりを感じる事ができない。悪循環が見られる

時がある。働き続ける自身がなくなってきてしまうし、スキルアップし上に昇ってゆ

こうという意欲もなくなってしまった。 

○介護保険料の値上げ幅が大きいので生活負担が多い。 

○人として心を通わせられる介護ができるようになると良い。慌しく時間内に少しでも

利用者の要望をこなしている状態です。 

○利用者に一番近いヘルパーの声を事業所は重要視していない。もっと血の通ったやり

がいのもてる職場づくりが必要。 

○ホームヘルパーの仕事を理解して、どんな気持ちで働いているか知ってほしい。 

○コミュニケーションもしっかりできて、充分な援助が出来る事が大切だと思います。

ヘルパー皆さんが必死で働いて、決められた時間内にプラン通り援助をしようとして

いる事を知ってほしいです。 

○ヘルパー会議の内容は昔よりレベルアップされており、出席できる時はヘルパーさん

達とも楽しく学ばさせて頂いています。その他健康診断も他より詳しく検査して頂き

有難く思いました。時代に沿った給金、賃金を設定してほしいと思いました。また交

通費を減らされてこの時給でどうやったら車の維持ができるのか考えて頂きたい。今

までは働きがいがないと感じる毎日です。 

○利用者さんが人間らしく生きる為の援助がしたい。 

○心を通わせられる介護がしたい。 

○利用者さんが必要だと思う事をしてあげたい。 

○以前の 1訪問 2時間が基本だったころを遠く感じる。これ以上、細切れな仕事になっ

てくると、若くて意欲のある人が訪問介護に来てくれなくなるのが心配。 

○ヘルパーのやりがいを感じない時がある。 

○時間的にも金銭的にも余裕のある介護ができるとよいと思います。 

○ヘルパー同士の横のつながりがなく、チームの中の一人として働いているという意識

が得られにくい。 

○夏は暑くて仕事が辛いです。 

 

11.賃金・労働条件 



○登録制をなくし、移動、待機時間の賃金保障、安定した雇用がいいと思う。 

○時には看護との連携等、内容や行動、家族の負担の軽減に一生懸命働いています。稼

働時間の賃金保障や介護報酬の引き上げを強く希望します。介護福祉士や有資格者に

より高めの報酬を頂きたい。 

○今の雇用形態では人として生活出来ない。賃金保障もされず週 20 時間以内ではなく

以上として。介護職は需要が多くなりますが、働く人へ様々な保障が薄いと思います。 

○安定した労働時間と・賃金の確立。 

○登録型ヘルパーの雇用が、安定できるようになれば、介護職員の増加につながるので

は、保証がないと職員が集まらない。 

○ヘルパーの退職金制度があればと思っています。賃金保障、そうすれば働く側も意欲

がわき、サービス向上につながると思う。 

○移動・待機時間が多く、利用者様についての勉強などもあり時間を取られているのに、

そのあたりは収入に結び付かない。 

○労働のわりに給料が安すぎるので、長く続けられるように、一般の社会における基準

値にしてもらいたい。 

○有給休暇がないと言われ、一度も有給を頂いた事がありません。パートでも有休が取

れる権利があると思うのですが・・・。 

○あまりにも月によって違いがある為安定した給与の保障を望みたいと思います。 

○キャンセル（入院やショート）が月 10％平均あり。収入不安定の要因となっていま

す。孤立されている方々への立ち寄り訪問等、職能を評価した形で地域で、安定した

労働として定着させない限り、常勤化は難しいと思っています。後 5 年、10 年先が

心配です。 

○専門の仕事をしている立場の人達にもっともっと賃金をあげるべきと思う。介護とい

う一番大変な仕事を言う事を認識して安定したものにしてほしい。 

○小額でも寸志があればうれしいです。 

○有給で余っている分を買い上げてほしい。そうすれば、有給を使い切らなきゃ！とい

う考えが改められる。処遇改善加算をもっとわかりやすい項目で、支給するべし。他

事業者等は一時金で渡したりする。利用者様からも、あなた達のためになるから払っ

ているのに、何も変わらないの？とよく言われます。 

○定年退職し、再度仕事（アルバイト）しています。アルバイトの者には有給も何もあ

りません。 

○H21.10 月、65 才で定年（8年勤続）その時は退職金制度がなし 1年後の人はいただ

きました。現在も引き続き仕事をやっておりますので、退職するときは退職金をいた

だきたいと思っております。 

○仕事をする日は多忙でもよいのですが、休日が取りづらい。休日に緊急連絡が入るの

で休んだ気がしない。 



○ボーナスの支給。 

○身体と生活の報酬が同じなので、身体をもっとあげてほしい。他の事業所の求人広告

を見ると、身体 1600 円（1H)が多いです。 

○ヘルパーの仕事を身心ともハードなお仕事です。自分の管理もしなくてはならないし

少しぐらい具合が悪くても、利用者さんの前ではフレッシュな顔をしなくてはならな

い。時給アップを望みます。 

○介護事業所の多くは、ヘルパーをパートや登録でまかなっています。正規雇用されて、

安心して勤務できる保障がる事業所は少ないです。もっと私達ヘルパーが正規で長く

勤められる環境をしっかり作って下さい。 

○非常勤ヘルパーをせめて、パート職員扱いにしてほしい。 

○時給の引き上げ。移動、待機時間の賃金保障。 

○ヘルパーの給与では、扶養家族としては生活出来るが、独立しては生活していけない。

一人でも生活していけるだけの安定した収入が必要と思います。 

○ホームヘルプの仕事が若い人材が自立した生活ができ収入を得られる職業になって

ほしい。 

○福祉の専門学校を出た子が楽しく働ける環境を早急に作っていって欲しいですね。将

来結婚して生活できる賃金体制を整えてあげてほしい。 

○福祉業界全体をみて、低賃金、重労働だと思います。労働に見合う賃金の保障を。 

○小さな子どもを育てながらヘルパーをしている人は、職をはなれないと生活が出来な

い人もいるので、もうすこし改善を考えてほしい。 

○夫が働いて安定しているため生活に困りませんが、自分だけの給料では生活していけ

るわけもありません。若い介護職員の方々のためにも、もっと給料が頂けて安定した

職場でないと生活できなく、やめざるをえない方も出てきてしまうと感じています。 

○介護サービス全体の処遇を改善し、介護サービスに携わろうとする人をもっと増やす

べきだと思います。 

○登録ヘルパーは月により仕事量がまちまちで、安定性が全くありません。責任ばかり

重く、賃金には全く反映されていないので、ある程度の賃金確保ができるようにして

ほしいです。 

○給与等上限があると打ち切られることが意欲につながらない。 

○介護職の賃金アップにつながるような、国に対しての運動が盛んになればいいなと思

います。 

 

12.その他 

○介護度が高くなるにつれ、ヘルパー利用だけではささえられません。自宅で書く事が

多く結構時間を取られている。 



○待機できる場所が必要。他事業所、公共施設、店舗、ヘルパー又は関係者が時間をつ

ぶせる所が必要です。時間売りのヘルパーがお金を使って待機時間をすごすのは変で

す！又、まったくの住宅地ですと、時間をつぶすのもむずかしいです。ちょっとせま

くてもどこのヘルパーでも使える小学校区範囲位のものが欲しい。 

○ケースによって時間の設定は難しい。自分でやりたいという気持ちの残っている方に

は見守りの時間は欠かせないし、依存心の強い方の場合は長い時間は必要ない。 

○ヘルパーというより、看護師をもっともっと増やす政策を取った方がよいと思う。 

○若い人が継続して仕事を続けられるようにしてもらいたい。気持ちはあるが、賃金の

面で考えると言う人も少なくない。これから高齢の方が増える中、誰が支えていくの

か。利用者にとっても今回の改訂は、介護認定を受ける、介護保険料を払う意味を考

えざるをえない状況だと思う。双方にとって本当の意味での安定した生活が送れるよ

うにしてもらいたい。 

○EPA 一環の介護士導入が問題になっています。そのことに反対するわけではありませ

んが、その前に我が国の潜在的ヘルパーの掘り起こしをし、就労してもらうことのほ

うが先ではないでしょうか。 

○安心して一人でも過ごせる老後であります事を!! 

○生活援助で、利用さんの使用してない所、部屋やデイで入浴し使用していない風呂場

等も利用できるように改善してほしいです。この部分だけ汚れたままというのは訪問

していて納得いきません。 

○生活援助について 調理、掃除などご自分でできる場合でもヘルパーが援助に入って、

計画として行っている事も少しではあるが、実際にある。その時はやらなくて良い援

助だと感じるが、多くの場合は必要な方ばかり。ただ、毎回、毎週そうじのみの援助

はいかがなものか。身の回りについての片づけ、掃除は必要なこともあるが、ヘルパ

ーがやらなくてもよい場合、自分でもできるなど掃除についての援助は検討が必要と

感じる。 

○45 分では生活援助がとても困難。会話や、仕事が出来ず、お互いに忙しい気持ちで

いっぱいです。サービスを使わなくても生活出来る人は切り捨て、生活出来ない人に

もっと優先すべき！ 

○手作り、栄養を考えた食事 3 度届けられるような仕事も、介護ヘルパー事業になれば

いいなと思います。 


