︶

上げると介護への入職意
欲をそぐ﹂という懸念が

たはずだ︒延期すればま
すます人材は集まらなく

㈱やさしい手の初任者研修の模様

となった︒
養成施設側には不満が

じ１３０時間の受講時間

だ︒ただし２級よりも通

なってから見直しの検討

見る向きは多い︒

らの初任者研修にあると

任者研修は子育てを終え

い手の研修担当者は﹁初

事業を展開する㈱やさし

東京など都市部で介護

ため︑﹁入職意欲をそぐ

することを同時に進めた

当たる初任者研修を重く

と︑介護職への入り口に

に実務者研修を課すこと

80

ある県の福祉人材セン

介護労働安定センター

ム︵東京都立川市︶は︑

至誠特別養護老人ホー

験を課したら学校が生き

い︒延期に反対だ﹂﹁試

な り︑ 到 底 説 明 で き な

％を超す施設

（出典）日本介護福祉士養成施設協会の資料
（注）一般入学者とは通常の手続きにより入学した人。離職者入学者とは国の離職者訓練制度を活用して入学した人。実
入学者はこの二つの合計。一般充足率とは一般入学者の入学定員に対する割合。合計充足率は実入学者数の入学定員に対
する割合。求職者が離職者訓練制度を活用して介護福祉士養成施設で学ぶ仕組み（受講料無料）は09年度から始まった。

教育システムを導入︒一

残 れ な い︒ 延 期 に 賛 成

こだわり︑介護の正職員

開かれた日本介護福祉士

今年３月 日に都内で

卒業して就職した大村早

が分かれた︒

は︑延期案に対する賛否

養成ルートはこの 年

５２６１人で︑養成ルー

祉士登録者数は１１８万

ター職員は﹁人が集まら

ない事業所は︑仮に実務

者研修がなくなっても人

は集まらない﹂と話す︒

でも 万円超で済む︒

を受けるなら学費は最大

実務ルートで実務者研修

前後の学費がかかるが︑

ら卒業までに２００万円

２年課程の養成施設な

ピークに減っている︒

悩める養成施設

の調査によると︑年間離

約 年前から独自の新人

﹁学生を裏切ることに
度に２級研修を修了した

職率が ％未満の施設は
約半分︑

2,709人

図２ 介護福祉士養成施設の定員充足率等の推移

授する講座や人材育成に

は２割強︒職員が定着す

取り組みが進んでいる︒

の延期が望まれているの

る施設とそうでない施設

万人︒一
年度からの初任者

人は全国で約
方︑

だ﹂

で辞める人は年間７％︒

養成施設協会の臨時総会

︒

貫して人を育てることに

年３月に４年制大学を

紀さん︵ ︶は﹁選択肢

が広がることに魅力を感

低下し︑定員割れは深刻

ほどですっかり存在感が

一方︑こうした魅力を

だ︵図２︶︒卒業時に国

じた﹂と話す︒

持てない施設の底上げを

家試験を課すことは悩ま

しい問題だ︒

図るため︑行政が介入を

始めた︒

与水準の低い施設に公認

年２月現在の介護福

会計士を派遣し︑改善を

トはその２割強︒養成施

年度から給

指導︒他県でも求職者に

設の学科数は 年４月を

を検討し︑その結果を反映した改正

決まった後どうなるか︒人材確保策

改正法が成立し︑一元化の延期が

職場選びのポイントを伝

埼玉県は

20

﹁養成ルートの人と実

務ルートの人を同じ介護

福祉士とする扱いは︑も

う止めるべきだ﹂︒養成

施設の教職員からは︑介

護福祉士を第１種︑第２

種のように分けることを

望む意見も飛び交う︒

﹁介護職に就く人を増

やす動機付け﹂と﹁専門

性の担保﹂の二つの使命

を背負って誕生した介護

福祉士は︑今もなおこの

使命から逃れられずにも

がいている︒

養成施設など︑それぞれがやるべき

ことをやる︒約束を守る︒それしか

ない︒国家資格は貨幣と同じだ︒信

頼がなければ存在意義を失う︒この

点で介護福祉士はと

ても危うくなってき

︒今後の検討に

た︒これ以上信頼を

直な感想である︒

︵福田敏克︶

年超に及ぶ漂流を見てきた者の率

期待することはこの１点に尽きる︒

落とさないこと

もう時間がない

法案を来年の通常国会に提出するこ

とになる︒社会福

祉法人改革もセッ

い︒国︑地方自治体︑介護事業者︑

議論してどうにかなるものでもな

議論する時間はあまりない︒また︑

だ︒この夏にはその骨格が固まる︒

トになる見込み
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介護福祉士の資格取得方法が２０１５︵平成
年度から変わる予定ですが︑これを１年延期しよう
という法案が今年２月︑国会に提出されました︒変
更により資格取得のハードルが上がると︑不足して
いる介護人材がさらに不足すると心配する声がある
からです︒しかし︑これには反対意見もあります︒
本紙はこれまで社会福祉士︑介護福祉士︑精神保健
福祉士の国家試験結果発表の時期に合わせ︑合格者
を祝う特集を組んできましたが︑今年はこの問題を

学日数が増え︑受講料の

入職意欲そぐ要因

万円前後︒修了

残ったが︑当時の厚労省

なる﹂と憤る︒

倍増の

延期案は医療・介護改

会が始まり︑一元化を３

全国で介護事業を展開

た女性などが気軽に受け

介護福祉士になるため

時の試験も導入された︒

招く要因の解消に向け
革の一括法案に盛り込ま

年延期する再改正法が成

する㈱ニチイ学館の︑あ

る﹂と見る︒

69.4％

優れた事業所を認証する

人材不足の要因は︑人

は二極化している︒
きく姿を変えながらも︑
年度から一元化するは
ずだった︒

70

25000

（％）

（右の目盛り）

（左の目盛り）

合計充足率
一般充足率

一般入学者数
離職者入学者数

が現状だ︒

研修はそう受け止められ

材養成の仕組みだけにあ

改正社会福祉士及び介護福祉士法案提出（医 安倍
療法、介護保険法などと一括改正）
→一元化を16年度からに延期へ

入学定員
実入学者数

あるからだ︒

ないだろう﹂︵厚労省Ｏ

相場︵都内︶はおおむね２

Ｂ︶と見られている︒

は﹁すべての人が一定の
踏み切ろうかというのが

厚生労働省の担当者は

今の状況だが︑入職意欲

同協議会の石川憲会長

試験を受けることで一元

研修は﹁その半分もいか

化する﹂と説明した︒

そして２度目の延期に

た︒青天のへきれきであ

教育プロセスを経て国家

り︑苦渋の決断だった﹂

﹁与党の強い要請があっ

上げることには賛成だが

は︑﹁介護福祉士の質を
質と量はセットで議論さ

て︑介護職の魅力を伝え
れ︑４月１日に審議が始

立した︒その理由は﹁人

をそぐ要因が︑ 年度か

と釈明する︒

浮上した︒全国老人福祉
ることと処遇改善が大切
まった︒法案は︑介護の

しかし︑民主党政権に

れるべきだ︒人材不足を

介護福祉士の資格取得
施設協議会の要請を受け
だ﹂と話す︒

研修受講者は︑ヘルパー

初任者研修は２級と同

ていない︒﹁２級廃止﹂

る訳ではない︒

2

30000

今じゃないでしょ
年度から一元化
た自民党が働き掛けた︒

６００時間の養成課程

２級研修だった前年度と

さ れ る こ と と し た︵ 図

だけが浸透している︒そ

雇う側の格差問題
１︶︒さらに︑たんの吸

んな見方が支配的だ︒

2014

方法を
するのを１年延期する案

要因﹂がどちらにあるか

材不足への懸念﹂だっ

る研修ではない︒切羽詰

労働力確保策を検討して

資格取得のハードルを

は４５０時間の実務者研

比べ８割も減った﹂
︒

そんな中で実務者研修

る県の研修担当者はこう

介護事業者の間では

こぼす︒

﹁資格取得のハードルを

た︒

上げ︑人材不足を招くと

研修は初任者研修に衣替

修に改編︒ヘルパー２級

に男性の受講が増えてい

判然としない︒

所要の措置を講じること

期に賛成する声が多い︒
懸念される﹁一元化﹂と

﹁県内の教室の初任者

まって職を求める人︑特

﹁一元化は今やることじ
も求める︒

延期だけではない︒

ゃないでしょ﹂として延
一方︑寝耳に水だった
は何か︒それは小泉内閣

く時の事実上の資格と認

4 4

日本介護福祉士会は﹁驚

えし︑その修了者は実務

知されていたが︑初任者
た﹂という思いを抱く養

引など医療的ケアも介護

改正社会福祉士及び介護福祉士法が成立（介
護保険法との一括改正）
→一元化を15年度からに延期

厚労省によると︑ 年

福祉士の業務に加えた︒

6

年６月の提言から大

成施設側の意向が強く反

厚労省「今後の介護人材養成の在り方に関す
る検討会」（駒村康平座長）が報告書

30

幹部は﹁一元化には最低
年はかかるだろう﹂と
漏らした︒

1

13

しかし︑当時の厚労省

映された︒

4

いた︒介護福祉士の社会
の時に方向性が打ち出さ

者研修の科目を一部免除

れからは質の向上だ﹂と

4

的地位を上げて処遇改善
れ︑ 年も漂流している︒

そんなジレンマを抱え

いうものだった︒﹁資格

２級は介護の仕事に就

につなげようと法改正し

介護福祉士は１９８７

ながら︑資格取得方法は

創設時は量の確保に譲っ

全額国費による介護職員処遇改善交付金ス
タート（11年度末まで）

−

は 年前の２００４年６

年成立の社会福祉士及び

主に①３年以上の実務経

６００時間の養成課程

10

12

当時の論調は︑﹁量は

介護福祉士法による国家

験︵筆記・実技︶を経て

︵通信教育も可︶を経た

政府が緊急雇用対策発表、介護雇用プログラ
ムを創設

04

月のことだ︒

資格だ︒﹁介護職に就く

国家試験を受け合格する

予言は的中した︒その

実務経験３年以上の人②

10

10

30

量と質 二つの使命

人を増やす動機付け﹂と

②養成施設︵２年課程以

後の検討会︑審議会では

拡充された課程を履修し

介護職員初任者研修がスタート

11
菅
ＥＰＡによるフィリピン人介護福祉士候補者
（第１陣）来日

が国家試験を受けること

4

07

年度からは①

−

4

2013

12
5

20

至誠特養ホームに勤める大村さん︵左端︶

13

一定程度確保できた︒こ

﹁専門性の担保﹂という

上の専門学校︑大学︶を

﹁量も質も大切﹂とさ

曲折を経た一元化

二つの使命を背負って誕

とした︒現
これについて︑厚労省

れ︑改正社会福祉士及び

政府、追加経済対策を発表「介護報酬プラス
３％アップ」

10

卒業する

の検討会が﹁養成施設で

10

24

生した︒
すると︑入職者が集まり

学んだ人が国家試験を受

在もこの通りだ︒

にくくなる︒そうかと言

資格取得の条件を高く

って低くすると︑他の専

介護福祉士法が 年

米国の投資銀行リーマン・ブラザーズ破たん、
日本でも雇用情勢悪化

た養成施設の卒業生

けるルートに一元化しよ

9

月

門職と対等にわたりあえ

に成立︒

ＥＰＡによるインドネシア人介護福祉士候補者
（第１陣）来日

20

−

う﹂と提言をまとめたの

8

13

−

介護従事者処遇改善法が成立

15

10

なくなる︒

7

厚労省「介護福祉士のあり方及びその養成プ
ロセスの見直し等に関する検討会」（京極高
宣座長）が報告書

※「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」報告書から抜粋

介護職員基礎研修がスタート

養成体系が複雑！

4

28

08

10

改正社会福祉士及び介護福祉士法が成立
11 →12年度から介護福祉士の資格取得方法を一
元化

初任者研修修了者
（ホームヘルパー
２級研修相当）
ホームヘルパー
２級修了者

改正介護保険法が成立
→予防を重視、地域支援事業創設

養成施設数（学科）

10

27

〇在宅・施設で働く上で必要とな
る基本的な知識・技術を修得し、
指示を受けながら、介護業務を
実践

が今年１月 日︑突如︑

2004

10

介護報酬に介護職員処遇改善加算を創設（交
付金の効果継続）
野田
介護職員実務者研修がスタート
4

2012

6

厚労省「介護福祉士試験の在り方等介護福祉
士の質の向上に関する検討会」（江草安彦座
長）が報告書
→養成施設の卒業者が受験資格を取得する方
法に統一することを検討

鳩山

介護報酬、初のプラス改定（介護福祉士の配
麻生
置を加算で評価）

2011

出来事

14

10

4

2009

社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度
の見直しに関する意見」
→「介護職員の任用資格は将来的には介護福 小泉
祉士を基本とすべき」
7

内閣
月

福田
5

2008

厚労省、福祉人材確保指針を初改定

〈実務者研修〉
ホームヘルパー
１級修了者

2005

8

2007

介護福祉士
見直し
介護職員基礎研修
修了者

図１ 今後の介護人材キャリアパス

社会保障審議会福祉部会（岩田正美座長）が
12 「介護福祉士及び社会福祉士制度の在り方に
関する意見」
安倍
6 訪問介護大手コムスンの不正発覚

認定介護福祉士
（仮称）
資格取得後の
キャリアパスに
十分な仕組みがない！

〇利用者の状態像に応じた介護や
他職種との連携等を行うための
幅広い領域の知識・技術を修得
し、的確な介護を実践
（養成施設ルート）

介護福祉士

28

〇介護技術の指導や職種間連携の
キーパーソンとなり、チームケ
アの質を改善

15

〇多様な生活障害をもつ利用者に
質の高い介護を実践

年

6

2006

【2013 年度以降】
【従来】

介護人材をめぐる主な出来事

（人）

13

考えてみます︒

漂流する介護福祉士の資格取得問題
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福祉新聞

