
やらいろいろありますが、自分も

50歳を越えたら図々しくなりまし

たし、今さら行くところもないの

で、数年以上腰を落ち着かせてもら

っています。妻は収入激減に大怒

りですが、自分は今の仕事に喜びを

感じています。後に続く人材が育っ

ていないのが最大の悩みですが…。

良い社会勉強
だったと前向きに

（東京都　椿さん　64歳）

これまでに1回だけ転職しまし

た。前事業所は経営者に問題があ

りました。金銭にだらしなく、ヘ

ルパーの給料は何度も遅配。3人

いたケアマネジャーの給料は遅れ

ませんでしたが、当方の犠牲的精

神で（？）「私よりヘルパーの給料

を先に払って！」なんて、自分の

分を後回しにしていました。そん

なことが何度か続いたある日、突

然事業所を売却するというのです。

売却条件はケアマネ3人、ヘルパ

ー、ご利用者をひっくるめて300

万円というウワサでした。私は退

社の意思を告げました。経営者か

らは「約束が違う」といわれ、給料

2ヵ月分を未払いにされたまま退

社しました。

労働基準監督署に相談しました

が、経営者側が出頭に応じずその

ままです。さらに件の事業所を買

い取った先からは、「利用者を盗っ

た」と訴えられ、損害賠償を請求

されました。区役所にて弁護士を

伴って先方と話し合いをしました

が、結局私には何のお咎めもなく

終わりました。就職時、よく考え

ずに「近所だから」なんて入社した

私がバカだと後悔しましたが、在

籍した1年間の間にとても良い社

会勉強をさせていただいたと思っ

ています。

「バカヤロー」で
転職しました

（群馬県　双子の母　52歳）

独身の頃、施設の指導員をして

いたのですが、結婚して退職。子

のですが、勢いや夢を追いかける

気力・体力は以前に比べてしぼん

でいます。事業所での立場や事業

所のかかえる他サービスとの関係

や質、関係機関、利用者さんの間

で心身ともにクタクタになりつつ

も現実的には介護保険請求に結び

つかなければ評価の得られない厳

しい仕事です。そろそろ転職とい

う手段をとらなくても、誇りをも

って安心して働き続けることがで

きる生活をしたいとは思います。

今回の転職で落ち着けますように。

次の報酬改定に期待しています。

介護福祉職が安心して働ける周辺

のサポートも充実させてほしいと

思います。

そろそろ
落ち着きたいと
思いつつ…
（大阪府　気がつけば2号被保険者　41歳）

実はケアマネジャーとしてはそ

ろそろ6度目の転職を行う直前で

す。どのような形にしろ続けてい

るのは、やはりケアマネという仕

事が好きだからだと自分では思っ

ているのですが…。

介護保険制度導入前よりケアマ

ネを始め、手探りのなか駆け回っ

てきた頃。制度改正を重ね、自分

の生活、子育て、事業所内でのさ

まざまな葛藤のなか、それなりに

キャリアをつみ、一長一短ある職

場の転職で得てきた経験は大きい

妻は大激怒です
（愛知県　ふなぴい　50歳）

病院の一般職から転職して、福

祉用具の会社で幹部職をしていた

頃に、第1回目の介護支援専門員

試験にパスしました。今思えば、

介護保険創設期のドサクサ紛れで

したが、これが大きな勘違いの始

まりでした。

レンタル化の波で福祉用具業界

の大揺れをヨソに介護支援専門員

はあちこち引っ張りだこ。今はな

くなったあの大企業からも何度か

自宅に打診がありました。自分っ

て求められているの？と少々天狗

になりましたね。結局地元の民間

で中堅の介護事業者を選び、元々

営業職でフットワークが軽かった

のでしばらくは即戦力でいけたの

ですが、その事業者もスグに大手

のフランチャイズに…。私のよう

な者が上層部に意見した翌日に机

とイスがなくなり、ほんの半年で

居場所がなくなりました。

その後、ある医療系の事業所が

福祉系の介護支援専門員を求めて

いるとのことで滑り込みましたが、

「やっぱ福祉系はウチの水に合わな

い」とのことで、1年で放り出され

ました。絶望に瀕していたとき、

地元の介護施設に拾っていただき、

きつい現場経験を経て、今は居宅

介護支援事業所を仰せつかってお

ります。当初の望み通り、地元密

着で自宅も利用者宅も車で15分

以内です。

職場ですから、上司やら人間関係

今回のテーマは転職。一度も転職したこ

とがないという人から、そろそろ6回目に

挑もうという常連さんまでさまざまな声

が集まりました。事業所もピンからキリ

までありますね。ホンネと毒出しの体験

談は今まさにその真っ最中という人も参

考になりますよ。

今の事業
所、  
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践できないのではないでしょうか。

ケアマネジャーとして利用者の

人生に触れる期間はその人の生涯

を考えるとわずかなものであり、

それはとても貴重な時間の積み重

ねです。謙虚な気持ちをもち、ど

んな事態になろうとも「感謝」の念

をもって利用者家族と接する姿勢

があれば、転職などを考えるゆと

りもないのではないかと思います。

一生懸命何かに集中している人の

姿は美しいものです。

けれど、転職する人にはその人

なりのどうしようもない事態が発

生しているのだとも思います。受

け入れる側の事業所は、新たに入

ってきた人がいかに新しい環境に

なじんでもらえるか、そして力を

発揮してもらえるかを配慮してほ

しいと思います。

まずは集中して
目の前の利用者に
向かってみては？

（ピンキー　61歳）

転職は考えたことがありません。

私はこの町で、この家で「死」を迎

えると心に決めています。制度や

身内に世話になりながら最期を迎

えます。だから、もっともっとこの

町の医療や福祉を充実させたいと

願って、毎日、身体や心を砕き、頭

を使いながらいかに「その人らし

く暮らしていけるか」を考えてい

ます。そのためにも「介護支援専門

員」という専門職のスキルを向上さ

せなければ、チームアプローチ（医

療・保健・福祉・行政・地域等）が実

護支援事業所に転職しました。

想像はしていたつもりなのです

が、居宅の現場は厳しいですね。

とくに転職先は独立系のケアマネ

事業所なので、法人などの後ろ盾

がまったくありません。公正中立

性の大切さを利用者にアピールし

ても「あんたのところはなんだか

心細いねえ」と不安がられる始末。

しかも法人にいたときより給料が

若干下がったこともあり、あまり

良くないことなのでしょうが、本

業のほかにいろんなアルバイトを

しながら、家族の生活を支えてい

ます。

いろいろ大変なことはあります

が、転職したことは後悔していま

せん。何より、自分の裁量で仕事

ができるようになったことが良か

ったと思っています。

育てが終わり、この業界に戻って

きたのは43歳になってからです。

現場で働きながら介護福祉士とケ

アマネの資格をとりました。

最初に働いていた施設は家族経

営で、しかもその経営者一族が地

元ではあまり尊敬されていません

でした。在介職員として地域をま

わる私の足まで引っ張るような民

生委員や市役所スタッフがいて、

かなり辛い思いをしたものです。

市役所の介護高齢課の職員で、

ワガママで自分勝手で態度が悪い

人（Aさん）がいたのですが、日に

よって、気分が変わり、顔色をみ

ながらの対応をしていたある日の

ことです。Aさんから在介にいた

私に電話がかかってきたらしいの

ですが、たまたま私は不在で訪看

の看護師が代わりに電話を取って

くれました。しかし、彼女は「間

違えた」と思ったらしく、Aさんの

話も聞かずに受話器を置いてしま

ったとのこと。その後、私が帰っ

てきた頃を見計らい、Aさんより

電話があり、受話器を取るなり

「バカヤロー！！！」と。

後で市役所に行くと、「あの電話

のお相手はあなただったの？」と

同情してくれる課長さんがおりま

したが、私はこの件をきっかけに

事業所を変えました。

ちなみにAさんは40歳を超えて

いますが独身で今は建設課に移っ

たようです。同情してくれた課長

さんは早期退職をされました…。

思いやりの
気持ちが大切です

（石川県　ドレッシング　49歳）

今の事業所が1つ目で満5年経

ちました。事業所を選ぶときは自

宅から近いところ、生活できる給

与、家事と両立できることを条件

としました。転職を考えたことは

未だありません。

5年経ってもこの介護保険、わ

からないことが満載で常に新人の

気分です。忙しいときは体調が崩

れます。そんなときは正直に同僚

に伝えて休みをとります。お互い

リフレッシュは自主的に行うよう

にして、不在時の伝達は必要なと

きに遠慮なく携帯で伝え、負担の

ないようにします。長く働くには

思いやりの気持ちが大切ではない

でしょうか。

冒険の季節は
過ぎました

（岡山県　めいっぱい　61歳）

地方公務員です。人事異動によ

り行政から病院に配置転換となり、

ソーシャルワーカーとしての仕事

が始まった年、第1回目の介護支

援専門員試験がありました。院内

から医師・薬剤師・OT・PT・看
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護師とともに10数名が受験し、

私をふくめ大半の人が合格。多く

の有資格者が誕生しました。

しかし、介護保険スタートの際、

そのなかで誰が介護支援専門員の

業務を担当すべきかについて戸惑

いました。ソーシャルワーカー以

外のスタッフは、各職種における

人員の配置基準から本来の業務を

続ける必要があり、結果的に私1

人が介護支援専門員の業務を担当

することになり、以来1人ケアマ

ネで何とかやっています。転職＝

公務員を辞めることになり、年齢

的にもそこまでの冒険は考えられ

ず、今の職場であと数年間は頑張

ろうと思っています。

施設と居宅の
現場は大違いです

（東京都　PKさん　41歳）

ケアマネジャーの資格をもちな

がら施設の介護職として5年ほど

勤めたのですが、どうしても居宅

のケアマネジャーの仕事がやって

みたいという思いがありました。

法人内には居宅介護支援事業所も

あったのですが、何度異動願いを

出しても通らず、法人からは「施

設のケアマネとしてなら異動させ

てもいい」という申し出もあった

のですが、思い切って法人を退職

し、同じ地域にあった他の居宅介

ケアマネジャーのための情報サイト

『ケアマネジメントオンライン』からも
投稿できるようになりました

投稿受け付け窓口拡大！　あなたは雑誌から投稿する？　ネットから投稿する？

いつもたくさんのご意見、ありがとうございます。

『井戸端会議』はみなさんの投稿でつくられるページです。

今回、さらに多くの方々に参加いただきたいと思い、投稿できる窓口を拡大しました。

ケアマネジャーのための情報サイト、『ケアマネジメントオンライン』との連動で

サイト内の特設ページからも意見が投稿できます。（会員登録が必要です）

しかも、ネット投稿だけのお得な特典も…。

あなたからのアツイ投稿をお待ちしています！


