
アンケート「新処遇加算  

ヘルパー不足に役立ちますか」 
 

 9月 20日号に掲載したアンケート結果の詳細をお伝えします。 

 

●問１ 10月からの特定処遇加算は、登録ヘルパーは対象になりますか？ 

 
 

◇自由意見 

・介福資格を上級と扱い、手当新設。その他のヘルパーも時給アップ。 

・ベテランとして最高のＡグループで一時金 

・事業所負担が増えるので算定しない。 

・10年以上の介福：平均賃金の 0.3 カ月、その他１年以上 0.15 カ月。 

・登録ヘルパーには、家事援助のみ、身体介護のみ、両方の３パターンがあり、国が示す配分方

法では分配が困難であり、また加算であり、未来永劫でないため、当社では一律、特定処遇改

善手当として定額支給する。 

・自社の給付額が少ないため、ベテラン正社員のみが対象。 

・算定要件が厳しくそもそも申請できない。 

・最低賃金の見直しに伴う賃金底上げを実施予定。 

・パートタイムのデイサービスの生活相談員、訪問介護のサービス提供責任者等の社員は対象 

・登録ヘルパーは採用していないが、非常勤ヘルパー（出勤パート）を採用している。非常勤ヘ

ルパーは対象となる。ベテランは Aグループで昇給。（扶養控除は対象外） 
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●問２ 特定処遇改善加算は訪問介護事業所の追い風になりうると思いますか？ 

 
 

◇自由意見 

・第８期以降は何かしらの改正で給付の見直しも行われるので素直に喜べない。 

・時給が上がってもその分の人材がいない。事業所の乱立で、ヘルパーの獲得合戦をしている

よう！ 

・わが社のように訪問介護を 20年やってそれなりに大きくなったところは数字も大きいが、小さ

な企業にとってはどうか。めんどうな書類、どう分けていいか理解しにくい。どんな規模でも 10

年働いて 8万円アップ、年収 440万円がどんな人でも手にできる。一人ひとりが実益を感じら

れるとよい。 

・利用者が死亡するとサービスが終了し、ヘルパーにとって収入減になる。また、施設と違って、

気候（雨、風、雪）による利用者宅までの移動手段が困難、駐車場の確保等の課題もあり、人

材確保が難しくなっている。 

・他の介護サービス事業でも、待遇改善が行われるし、経験年数の長い職員が転職するきっか

けになりかねない。職員の支給対象は、創業から一定期間経っている事業所は、在籍年数を

条件に含めてもよかったと思う。 

・中小企業では年収 440万円以上あるいは月額平均 8万円昇給できる余力がない。 

・この加算はいつまで続くのか不安。報酬が下がれば加算も減るので不安。 

・ 
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●問３ 問 2のように回答した理由は何ですか？（複数回答可） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●問４-１  ＩＣＴの活用は、訪問介護の生産性向上、人材不足に役立つと思いますか？ 
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１ サービス提供責任者の確保・定着に役だつ 

２ 登録ヘルパーが集めやすくなる 

３ 収入が増えると、扶養控除のため時間調整する人が出る 

４ サ責は仕事がきつく誰もやりたがらない 

５ 登録ヘルパーが集まらない 

６ 総合事業で収入が減っていて先が見えない 

７ 働き方改革で登録ヘルパーも休みをとらなくてはならないから大変 

８ 国の政策が訪問介護に厳しく先行き不透明 

９ その他 

（人） 



●問４-2  大規模化は、訪問介護の生産性向上、人材不足に役立つと思いますか？ 

 
 

●問４-3  介護助手などの分業制は、訪問介護の生産性向上、人材不足に役立つと思います

か？ 
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●問 5 登録ヘルパーはこれからどうなると考えますか？（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇自由意見 

・主力は常勤が望ましいが、登録ヘルパーの人数が大事な収益力となる。可能な限り賃金や労

働環境がよいほうが、ヘルパーが集まりやすい。 

・それぞれの事情で働けるのも大切。わが社のヘルパーは長く働き続け、高齢になってもすごく

頑張っている。元気だし、みんな魅力的。光っている。 

・基礎報酬が低く、実質的に登録ヘルパーが経営を支えている事業所が多いというのが実情で

はないか。サービスの質や労働環境から言えば報酬を上昇させたうえで常勤化すべきだろう

が、少子高齢化や人材不足の現状を考えると、幅があった方がよいのではと思う。 

・登録ヘルパーを採用していない。理由はサービスの質の維持が困難。サ責との情報の共有や

ヘルパー同士のコミュニケーションや連携も困難。収入も不安定のため。登録ヘルパーの制度

の見直しが必要ではないか。 

・当事業所の登録ヘルパーは全員ほかに施設などに本職を持っているダブルワーク。安定した

収入を求める人は登録ヘルパーには応募してこない。女性の社会進出が進む中、登録で小

遣い稼ぎよりも、しっかり常勤で働きたいという希望が増えている。 
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●問６ 地域包括ケアに訪問介護は必要ですか。 

 
 

●問７ 登録ヘルパーの高齢化は深刻です。あなたの知っている最高齢のヘルパーの年齢は？ 
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◇男性ヘルパーに関する意見 

・男性ヘルパーは施設系サービスの雇用には必要な労働力である。 

・男性ヘルパーは訪問介護サービスでは、介護難民が出た場合必要だが、トラブルが続出して

社会問題になることが予想される。ただでさえ物騒な世の中だから。利用者が男性を家の中に

入れるのが難しいだろう。 

・男性ヘルパーには生活、家族を養う賃金が出せないので雇えない。 

・男性利用者の入浴介助、体重がある利用者の移乗介助には男性ヘルパーは必要。 

・男性ヘルパーはとても重要。特に障害者支援では力仕事が多くある。 

・入浴介助などで、男性がよいという人がいる。 

・男女関係なく必要だと思うが、訪問介護に携わる事業所が少なく、利用者に十分な支援ができ

ない。 

・男性ヘルパーは簡単なＤＩＹができるから必要。抜本的に賃金の問題だと思う。もう少し高額に

なれば人集めができると思う 

・男性ヘルパーは戦力になる。資格が必須条件だが、内容によっては資格なしで行うようにした

ら 65歳以上の人も働きやすくなるのでは。 

・男性ヘルパーは、力仕事やハラスメント対策要員といった仕事を任せるのではなく、男性ヘル

パーの視点・思考を活用した、ケアマネジメントができるケアマネが増えれば、必要性は増すと

思う。 

・わが社に独身男性がケアマネでぜひやりたいと入ってきた。数年し、結婚し、子どもができ、奥さ

んが出産で仕事ができなくなったとき、辞めたいと。現在説得し、会社に残ってもらってがんば

っている。 

・男性ヘルパーは必要。それも賃金アップが必須。政治の責任。 

・男性ヘルパーは優しく、必要と考えている。しかし利用者から断られることが多くある。女性独り

暮らしの方は男性の訪問は敬遠され、男性の利用者は男性に介護されたがらない。印象で女

性を選ばれることが多い。 

・男性ヘルパーの要否が論点になること自体、残念ながら社会の男女平等意識レベルの低さを

表しているのではないかと思う。 

・男性ヘルパーは必要と考える。女性では対応できない案件が多く存在する。特にヘルパーの

高齢化が進んでいる現状ではなおさらである。 

・利用者が、男性を好まない 

・当事業所では男性ヘルパーがサービス提供責任者を務めており、他のヘルパーの支えとなっ

ている。 

・男性へルパーは、人数はそこまで多く必要とはいえないが、必須。 

・当地では男性ヘルパーは歓迎されず、今もいない。 

・男性が必要とされる場合もある。技術と信頼を得られれば男女の問題ではない。 



・男性の利用者で、身体介護を同性介護で希望される方がいる。ただ、需要は少ないので、男

性ヘルパーの多い事業所、いない事業所で住み分けをしたほうが事業所としては運営しやす

いと感じる。 

・男性ヘルパーは未だに利用者の拒否もあるが、だいぶ理解されるようになった。 

・女性ヘルパーの需要が多いが、受診時の同行は男性ヘルパーでよいと思う。 

・男性ヘルパーは活躍している。特に障害分野は同性介助なので若い男性もがんばっている。 

・男性は必要だが、介護職の女性が多く、無知な管理者の下では、能力ある人は決して続かな

い。 

・男性ヘルパーも必要なときがあるが、常時必要かとは思わない。 

・力仕事がある場合は必要だが、通常業務は女性が最適。 

・自宅生活において家の中の生活状況を男性目線でも、女性目線でも専門職としての関わり

（介入）によって本人らしく生活できる。選択肢が広がるため現場を知ってほしい。 

 

◇その他自由意見 

・地域包括ケアは高齢者にとってありがたいが、一般企業が成り立たなくなる。 

・小規模の住宅型有料老人ホームで、訪問介護は併設の有料入居者が大半の利用で、外部

訪問も社員、パート社員で提供しており、新処遇加算の恩恵にもあずかれない状態 

・処遇改善加算受給でキャリアパス（昇給、昇進の仕組み）を求めていないから、毎回報酬改定

でマイナスする矛盾はどうなのか？ 

・介護保険制度発足の頃は社会的に専業主婦が多く、登録ヘルパーという働き方が仕事として

ちょうどよかったのだと思う。経済状況が変わり、夫婦で常勤や安定した賃金を得なければなら

ない状況となり、不安定なシフト、賃金の登録ヘルパーという働き方は望んでいないと思う。ま

た、賃金の割に重労働でもあり、最賃の上昇などもあり、他の仕事でも安定したパート収入が得

られる状況で、登録ヘルパーを志す人など出るはずがない。また、なぜ訪問介護員のみが資

格を求められるのか。施設は資格なしで働くことができるのに。 

・大手施設系サービスでは外国人労働者の雇用しているところもあるが、介護事業経営者が高

齢の場合、なかなか雇用に踏み出すことができない事業所もある。ＩＣＴの活用に関しても踏み

出せないところが多そうだ。 

・小さな島での訪問介護の運営は大変である。小さな島も特養、サ高住など施設整備は優遇

（国、県、町よりの補助）あり。以前の介護福祉士受験システムにしてほしい。３年経験＋自助

努力にてチャンスを。国は地域格差を考慮していない。高額な実務者研修後でないと国家試

験が受けられない。 

・一部の事業所の抱え込みが相変わらずで減算されてもやめないようである。お互い助け合えば

利用者にメリットがあるのに、無理にスタッフを引き抜くことばかり。人材関係業者の一部とグル

となって悪行をしているところもあり、スタッフが減っている原因かも。 

・ケアマネジャーの考え方がデイや施設にという安易な考えが横行しているように思う。 



・訪問介護だけではないが、介護事務所に勤める職員の給料を一律で大幅に上げてほしい。 

・ＩＣＴ活用は多少のプラスはあるが、介護スタッフのシフトの効率化までＩＣＴは深く関われない。

人間の代わりにロボットが介護（訪問）できる日はまだ先のこと。 

・登録ヘルパーが少なくなって、正社員で対応しており、収入が減っている。正社員が働ける報

酬にしてほしい。処遇改善は介護報酬ではなく、以前のように国の交付金として確立してほし

い。 

・介護のマンパワー不足の中でも訪問は特に人が集まらない（業務の大変さと賃金）。小さい事

業所は常勤の数を増やすことも困難で、入院、入所等安定して収入を得にくい訪問では大き

な事業所しか生き残れない。在宅生活には欠かせない訪問だが、報酬も下げられており、在

宅が推進される矛盾を感じる。 

・家族力を損なう方向にあるものは改善を要する。家族ができるだけ高齢者の元へ集まれる方

向を作るべき。そうしないと大人の成長がない。介護ほど人生を学べるものも少ないと思うの

に、もったいない。 

・若い世代の人が地域の高齢者をともに支えていこうと考えられる施策が必要。若いヘルパーは

大変戦力になっている。イメージが悪いのか広がらない。主婦のスキルで支援ができる素晴ら

しい仕事とアピールしてほしい。先が見えず、真っ暗。 

・処遇改善加算より、土・日・祝日・年末年始に割増の単位数を設定してほしい。 

・登録ヘルパーは祝日、ＧＷ、年末年始の休みに関係なく仕事をしてくれている。そこも評価して

ほしい。 

・デイ、ショートの送迎などの仕事は相変わらず人手不足。朝夕の人材が必要。 

・ヘルパーの社会的地位の向上が必要だと思う。そのためにはまずサービスの質、そしてそれに

伴う対応する賃金確保が重要だと思う。 

・それぞれの地域で今後も活動していくためには事業所どうしの連携が必須だと思う。横のつな

がりを強化し、生き残るために協力していくこと。職能団体などを活用し、地域の実情を知ること

など、やらなければいけないことが本当にたくさんあると思う。 

・新加算で経営が大変だと話す事業所がある。事業所が赤字になったらヘルパーも雇用できな

いのでは。小規模事業所は大変かもしれない。 

・介護職員を準公務員として国民の職業価値を高める必要がある。介護で働いた人に老後の

介護保険料を免除にするインセンティブを構築して働きたい職業ランキング１位を目指すべき

だ。日本国民１億 2600万人がオールハッピーになる。 

・登録ヘルパーの資格を取りやすいようにすべき。費用も無償にするなど。扶養控除が 103万

円以上にするなどの工夫が必要。 

・処遇改善については実務が増えるばかりであり、もっと単位を上げて分かりやすくしてほしいのが

いちばん。小さな事業所で訪問事業は登録ヘルパーを今後どうやって雇っていくべきなのか。

登録ヘルパーの短い時間と利用者の短い訪問時間をつなぐ仕事は必要だと思うのに、大きな



事業所に当てはめるようなことを打ち出す。小さな事業所はついていけない。つぶす方向で進

んでいるのか。 

・ヘルパーの高齢化、人員不足に直面している。求人広告ではなかなか集まらず、昨年度より初

任者研修を主催している。研修後採用しても即戦力とはならず、悩んでいる。 

・訪問介護事業所も正職員で事業が成り立つようになればと思う。 

・サ責業務の簡易化（ＩＣＴ）をすると業務が効率的になる。 

・未経験の人を引き込む必要がある。ヘルパー資格を保持している人はやりたがらない。 

・介護のイメージが給料の割に大変な仕事になっているので、それを払拭したい。自治体が初任

者研修費用を全額出してくれることになった。 

・新処遇加算で収入が増えるのはありがたいが、登録ヘルパーや介護職員の人材不足が解消

されることとは全く関係ない。ヘルパーの高齢化、スマホさえ使えない人も多々いるなか、ＩＣＴ

化は、どう？教える時間もない。 

・訪問介護に限らず介護職の賃金アップは加算ではなく報酬を上げることで対応してほしい。要

件のクリアか計画の策定報告などの事務作業の時間がとられる。 

・超高齢社会で認知症、一人暮らし、老々介護が増えていく中で訪問介護は絶対に必要。日々

の生活を食事（買い物、調理）、清掃、入浴など、誰が支えていくというのだろうか。高齢者住

宅や施設に全員が入れるわけではない。現状では、お腹を空かせ、あかだらけ、ごみだらけで

野たれ死んでしまう人が増えそうな暗澹たる状況である。もっと訪問介護に光を当てて欲しい。 

・施設介護を８年経験し、ヘルパー（兼サービス提供者）として働き３年が経つ。在宅介護の要で

あるヘルパーだと感じており、忙しいながらもやりがいを感じている。ただ、ヘルパーの高齢化率

も高く、求められるサービス（ターミナルなど）も十分に対応できていないのも現状である。処遇

改善を活用し、ヘルパーの常勤化、若返りも課題だと感じる。 

・ちまたでは介護職員初任者研修に人が集まらない。そもそも資格を取り就職しても、パートしか

仕事がなく、収入が悪ければ人は集まらない。入口、将来ともに生活ができる収入を保障しな

ければ。 

・今後も介護が必要となる人が増えていくが、介助するヘルパーが不足している。国、自治体が

率先して事業所へ紹介するシステム（無料）が早急に必要だと思われる。 

・処遇加算すべての職員が８万円増えるわけでなく、現場の不公平感は強い。またこれからずっ

と賃金が上がるという保障もない。働く人も利用する人も安心できるように大幅な報酬アップと

財源として税の投入を実行してほしい。 

・将来的に生活援助は介護保険ではなく市の有償ボランティアに頼らざるを得ない。ヘルパーの

資格がなくても生活援助なら何とかできるかと思う。登録さんも 70 代が多くなって高齢化が進

んでいる。 

・利用者が死亡するとサービスが終了し、ヘルパーにとって収入減になる等の理由により、現在

の制度である訪問介護を全て「定期巡回随時対応の訪問介護」として、サービス内容・時間

等を緩和すべき。 



・自社の魅力を高めることでヘルパー採用はかなり改善すると思う。自助努力は必須。そのうえ

で国や自治体には求職者との接点を持てる機会を多く設けてもらいたい。人材紹介や求人の

会社などに介護業界はいいようにされている気がする。 

・ヘルパー不足について、国が目を向けてもらえたことを、まず歓迎したい。その対策が、ＩＣＴ・大

規模化では当面、職員の高齢化・減少は進むと思う。大規模法人事業所なら、離職率が低い

というわけでなく、給与が高い・研修体制で定着率が上がっているようにも見えない。職員が定

着している事業所を評価し、その取り組みを奨励する仕組みが必要である。ヘルパーのメンタ

ルケアを考えてもらいたい。在宅の看取り支援を増やしていくなら、対応する職員のケアは必要

なことだと思う。ヘルパーに余裕がなくなってきている中に、時間が削減された点がある。事業

者側は、どうにかヘルパーとして活用する考えが必要。同業他社と協力して、支援体制が組め

るよう、連携も大切になってくると思う。ケアマネは、２人対応や複数事業者で訪問することを思

考の中に入れてほしいと思うし、ハラスメント対策はケアマネの理解なしには実現しない。 

・制度改定の度に訪問介護のサービス提供時間が短くなり、もともと効率が悪い働き方で収入が

少ない業態であったが、ますます非効率な職場になっている。介護職非常勤ヘルパーの待遇

改善をたびたび行い、時給は非常に高くしたが、非効率な働き方になったため月収はそれほど

上がらず、人材確保が難しい。 

・総合事業での介護ヘルパーに掃除ばかりじゃ、テンション下がる。根本的な課題が解決されず

あやふやだから、処遇改善加算なんて大手にしか広まらない、何一つ加算をとっていない事業

所もある。結局女性の職場は何も変わらない。保育士も同じ、少子化も、子育ても。 

・介護報酬の抜本的な見直し。事業所の経営状態は改善できなくて、処遇改善では本末転倒。 

・行政は短期長期両面から人員確保について施策してほしい。短期的には、現役から高齢の方

にかけて気軽に訪問介護業務に関われる仕組みとして資格の無償あるいは定額取得、ボラン

ティアとして訪問介護に関われる制度など。長期的には地域社会、特に子供の養育環境に介

護がこれまで以上に関わる仕組みが重要。現状の介護報酬は、従業者が未来へ向けて活動

することを想定しているとは言いがたい。介護が、地域生活の中で模範的生活者としていつでも

目に触れる場所にあり、相応の尊敬を得られる状況を目指すべきではないか。 

・公務員の退職者が特養・老健で奉仕する。対価を発生させ公務員に義務化する事で不足を

補える。 

・人材紹介（利用者・ヘルパーともに）の規制をすべき。 

・どうせなら介護職の税金を免除してほしい。 

・福祉に関しての派遣・紹介事業を行政に移行することで派遣料金を下げ、事業所の負担を軽

減し実質的な給料の担保を行う。 

・若年者が入浴のみできる施設がない。ICTは導入したいけれど、対費用効果が薄い。初期投

資かかり過ぎ。 

・事業所にて「働きやすい職場作り」を推進しており、家庭の都合に合わせた勤務組みができる

よう、対応している。 



・外国人ヘルパーをもっと増やすべき、日本での活躍のハードルを下げるためのマニュアル化な

ど必須。 

・単純に、介護報酬の単価を上げるべき。そのうえで、競争原理で質などの向上を目指すべき。

加算などの複雑化はかえって迷惑。 

・給付単位の大幅な引き上げが必要。元来、訪問系のサービスは事業所目線での施策だったと

認識している。働きやすい事業所であるよう配慮・指導すべき。 

・長期的に見て、大規模化により地方や過疎地でのサービス提供が、不足どころか置き去りにさ

れると思う。地域に密着した事業所こそ不可欠。目先の処遇改善金より、地域事業所の経営

安定施策（サービス料の値上げ等）こそ雇用拡大にもつながると思う。 

・地域で官民協力で考える必要がある。 

・実働部隊のヘルパーの地位向上と報酬のアップのために、行政が環境整備を強力に推し進め

る必要がある。 

・処遇改善加算は計画と実績報告で手間がかかりすぎる。現行と特定加算で手間が倍になっ

た。常勤の多い事業所の加算を高くしてほしい。 

・登録ヘルパーも定期的に研修し、その分は手当を出すなど、雇用する側も大事に育てていく必

要があると思う。それがヘルパー自身のやりがいにもつながるのではないか。 

・企業の利益になるようなことも考えてもらいたい。人件費のみではロボットやＩＣＴなどに投資がで

きない。 

・自助努力は必要。正直、不必要なサービスがある。自治体は総合事業を民間ではなく社協な

どにすべて移行して運営すべき。 

・介護人材だけではなく、国全体で人手不足で奪い合いの現状があるのに、扶養控除という働か

ない人を作る制度はすぐにでも廃止してほしい。 

・管理者は社会福祉士の勉強も必須としていかなければ、介護福祉士のみでは低レベルのまま。 

・性別や国籍等は一切問わず、介護に対して志を持った人を採用するべき。介護はチームで行

う仕事なので処遇改善は特定の職種に限定するべきではない。 

・ヘルパー求人は常に出している。うちの事業所に限らず訪問事業所は人手が足りない。現場の

声も聞かずに時間をただ減らしたり、単位数を上げたり減らしたり。そのたびに書類を取り直す

必要が出てくる。人もいなければ管理者も常に訪問に出なければ回らない。大手の事業所とは

違うため事務もすべて行う。書類をなくす方向で動いている国の考えには矛盾もある。 

・ヘルパー不足の解決はもはや自助努力では無理。また、訪問介護は制約が多すぎ、フレキシ

ブルな対応ができない。このままではサービスそのものが消滅しかねない。 

 


