
まく使えば紙やコストの低減になる

と思うのですが、ウチの事業所はま

だまだです。パソコンが導入され、

「事業所内の事務的なやり取りや通

達はメールでやりましょう」と決め

たまではいいのですが、メールで送

られてくる通達をそのままペーパー

に印刷して、それも同時に回されて

きたりします。「なぜ？」「紙のムダ

では？」と私たちは思ってしまうの

ですがあまりパソコンが得意でない

上司にそれとなく聞くと、「メール

ことにイライラしていたものですが、

今はそれがなくなりました。文書の

作成なども含めて、もうパソコンの

ない仕事は考えられません。

ただし、匿名の掲示板やネット上

の情報は真偽のほどがあやしいもの

も多数あるので、そこの見極めは大

切になってくると思います。

節度をもって使えば、パソコンや

ウェブはとても便利で貴重なものだ

と思っています。

パソコンならではの
失敗でした
（山口県　ニャンコ　51歳）

私にとってパソコンはなくてはな

らないもの。辞典、記録用紙、メモ

掲示板で
情報交換しています
（石川県　ヨシキ　39歳）

ウェブ上のいろいろな掲示板で、

各地のケアマネたちと情報交換をし

ています。私自身、地方在住なので

すが、パソコンが仕事に入ってきて

一番変化があったのは地方と中央の

情報格差がなくなったことだと感じ

ています。

厚労省のホームページに入れば、

介護報酬の審議の動きもわかります

し、掲示板でほかの地域の人たちと

その情報について意見を交わすこと

も今は簡単にできます。

パソコンが今ほど普及していなか

った一昔前は、地方にいると中央か

らの情報がなかなか伝わってこない

リー、ノート代わりです。書類を作

ったり、ハガキ印刷をしたりなど今

はすべてパソコンを使ってやってい

ます。

職場の男性職員がワープロソフト

の辞書登録を使って遊んでいたとき

のことです。以前は「あ」と入力す

ると、「明けまして…」と一番初め

に出てくるようにしていました。

「け」は「ケアプラン」、「に」は「ニ

ーズの把握」、「で」は「デイサービ

ス」などです。さらに、彼は「いろ

はかるた」がすぐに出てくるように

設定していたようです。その後、上

司が同じパソコンを使ったとき、

「い」と入力すると「犬も歩けば棒に

…」と出てきました。それを見た上

司は怒って「元通りにしておけ」と

言って、自分の席に戻っていきまし

た。誰がやったのか咎めたり、調べ

たりはしませんでしたが、まわりの

だけじゃ、ちゃんと回ってるかわか

らないから」と、これまたハテナ？

な返事が…。それじゃ、メールの意

味ないじゃん…　結局、ペーパーに

各自の確認印を押して戻すというア

ナログな作業が相変わらず残ってし

まっています。パソコンはともかく、

使う人の頭のなかのデジタル化が先

かもしれませんね

情報に囲まれている
子どもたちが心配です
（神奈川県　A.M 49歳）

パソコンは確かに手放せません。

仕事のうえでも、プライベートでも

使わない日はないというくらいで

す。ファックスにワープロ、携帯電

話とどんどん新しい機械が仕事場に

増えて、いつの間にかなくてはなら

ないモノという地位を占めています

が、考えてみるとちょっと怖い気も

します。そんな状況はなかなかない

でしょうが、もしパソコンも携帯電

今月からページをリニューアルしました。ネットからの応募も本格的に受けつけ、これまで以上に多くのご

意見をアツく紹介していきます。さて、今回のテーマはズバリ「パソコン」。みなさんの活用法やパソコン

利用に対するいろいろな意見を伺いました。読者ページでは、みなさんの参加をお待ちしています！

1月号の ★ 募集テーマから
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同僚は男性職員をみてクスクス笑っ

ていました。

メールは信用ならない？
（東京都　KY 38歳）

いつの間にかケアマネジャーの現

場もパソコンがなくては仕事が成り

立たなくなってしまいましたね。う

便利だけど…

便利だ
けど… アナログ

万歳！



ここからはネットから集まった声をご紹介します
手放せないという人が多いのは当然かも

↓↓↓

に情報の波に押し流されてしまうの

ではないでしょうか？

とはいえ、「携帯もパソコンも使

うな！」と子どもに断言するだけの

勇気もなく、ジレンマを感じる今日

この頃です。

すぐにパソコンを
壊してしまいます
（東京都　マルコ　42歳）

できることなら触れたくないと思

っている1人です。これまでに会社

のパソコンを何台か壊してしまった

経験があります。そうそう壊れるも

のじゃないと思うのですが、なぜか

私がいじると起動できなくなった

り、しょっちゅうフリーズしたりと

調子が悪くなってしまうのです。な

ぜでしょう…？？　同僚には「何か

ヘンな操作したんじゃないの」と聞

かれるのですが、そんなことはして

いません。ほかの家電を壊した覚え

がない私としては「こんなすぐに壊

れる電機製品なんか使うなぁ！」と

大声で言いたい気分です。

話も使えない状況に置かれたら、ワ

タシたちはどうなってしまうんでし

ょう？　

とくに我が家の子ども達を見てい

ると心配になります。今は必要から

パソコンも携帯も買い与えていま

す。お互いのコミュニケーションは

とれているつもりですが、目の届か

ないところでどんな使い方をしてい

るのか、実は少し心配です。世界中

の情報が机の上で引き出せるインタ

ーネットの便利さは認めますが、や

はりどこかに防波堤を置かないと経

験の浅い子どもたちはあっという間

1日も手放せません
ユーザ名：ci5ri

パソコンがまったくわから

ず、パソコン恐怖症ともいえ

る人間でしたが、ケアマネを

目指したときにパソコン操作

は必須と思い、教室に通いま

した。使いこなせたらどんな

に生活が便利になるかを知

り、毎日せっせと通ったもの

です。おかげで、我が家オリ

ジナルの家計簿が作れるまで

になりました。

今では情報収集、ショッピ

ング、資料作成、メールでの

連絡などパソコンがなくては

1日も過ごせないほどです。

仕事はもちろんのこと、映画

館や旅行の予約、苦手なトラ

ブル解決さえもネットで検索

すれば、方法がわかります。

けれども、もっともっと使い

こなせるようになりたいです。

ネットショッピングが
お得です
ユーザ名：kbym

食品から日用雑貨までネッ

トで買うことが多いです。自

宅でゆっくり画面を見ながら

選べるし、ネットのほうが安

いことも少なくありません。

うまくセールのタイミングを

選んで注文すればポイント○

倍デーなどでどんどんポイン

トもたまり、2重にお得です。

時間のあるときには不用品を

オークションへ出品し、ちょ

っとしたお小遣いになってい

ます。不用品として処分され

るはずのものが再活用される

のでエコ活動に参加した気分

にもなれます。

もっと高性能な
パソコンがほしいです
ユーザ名：163

朝1番にネットで情報収

集、AM利用者に会い、PM事

業所に戻ってから入力、各種

連絡で1日終わり…。自宅に

帰って仕事しようと思うも、

ほとんど「ボー」と頭を使わ

ないゲームをしています。

1ヵ月に何日パソコンを使

わない日があるかな～？

ツーリングに行くヒマもな

くなってきて仕事と家に閉じ

こもり。職場も家も高性能な

パソコンが欲しい！！ 重たい

よ～。

クリスマスカード作成
から早15年
ユーザ名：bbyoko

パソコンを使い始めて15

年位になります。きっかけは、

勤め先の医師達に勧められた

のがそもそもですが、最初は

年賀状・クリスマスカードの

作成から入りました。年末に

なると覚えては忘れるを繰り

返した、初心者の頃が懐かし

く思えます。

さてパソコンの是非です

が、これは無くてはならない

ところでしょうね。管理的な

面など現状の仕事のすべて

で、時間短縮になっています。

携帯電話はなくても生活でき

ますが、パソコンは飯のタネ

とも言えるかな？

字がうまければ
いいのですが
ユーザ名：mokamama

字が上手ければ問題ないの

ですが、字に関してはコンプ

レックスの塊。できれば意見

書もすべてにかんしてパソコ

ンを使いたい。幸いなことに

ネット上で公式文書の雛形が

あるので使っています。

しかも、わからないことは

怖い先輩に聞かなくてもネッ

トで聞ける（即答が聞けない

のは残念ですが）。パソコン

がなかったらケアマネはして

いません！

ネットオークションに
ハマってます
ユーザ名：evviemma

ネットオークションに参加

しています。

お買い得な商品もゲットで

きるし、自分の家で不用な物

をオークションに出してま

す。捨てればただのゴミです

が、オークションに出せばち

ょっとしたお小遣いになるこ

とも。

エコロジーです(^-^)V

パソコンの前で
寝てました
ユーザ名：a.tommy

以前はパソコンをあまり使

わない現場職だったこともあ

り、中学生の息子と小学生の

娘を育てている立場からも、

どちらかといえばパソコンに

は否定的でした。

さりとて、社会に出て子供

達が困らないように、自宅に

パソコンを購入。リビングに

設置してはみたものの、長時

間やらせたくなくて、私がパ

ソコンの前で寝て、見張って

いました。7年たった今では

笑い話ですが。

手書きは効率の悪化です
ユーザ名：toudou1296

ケアマネという仕事は書類

作業が大変多いので、すべて

手書きとなると効率の悪化に

なり、残業時間がさらに増え

るのは間違いありません。た

だでさえ、サービス残業が多

いのに…

確かに便利ですが…
ユーザ名：sachiko

個人的趣味やヒマつぶしに

パソコンを使うのは便利だ

し、楽しいのでよいのですが、

業務（ケアマネとしての支援

経過入力、計画書・利用票・

提供票作成など）をこなすの

にパソコンがなくてはならな

い状況なのは、つらいです。

訪問や会議など、出先で行う

仕事が多いのに、パソコンは

事務所の机。効率が悪くて、

入力がいつも後回しです。パ

ソコンに頼らなくていい生活

をしたい…。

なんでパソコンじゃ
なきゃいけない？
ユーザ名：manekibuta

今だパソコンに踊らされて

いるケアマネとして、本当は

パソコンなんか見たくも触り

たくもないのですが、現状は

使わざるをえない毎日です。

アセスメントから居宅計

画、利用票に提供票，はたま

た認定調査にいたるまでなぜ

にパソコンで行わなければな

らないのでしょうか？ どん

なに字が汚くても手書きでや

りたいおばさんもいるので

す。経過記録だってその場で

すぐ書くには手書きが一番！

ウチの二十歳の娘はネット

オークションでうまく小銭を

稼いでいます。それを横目に

見ながら今年もサービス残業

で入力の日々です。

アナログ万歳！！

ここだけの話です
ユーザ名：sunsun

実は、もともとシステムエ

ンジニアでした。本当はパソ

コンはお手のモノなのです

が、余計な仕事が増えるので

黙っています。

慣れない操作で
大失敗
ユーザ名：wanisan

毎日が忙しく、お歳暮を買

いに行く時間もつくれないほ

どだったのでパソコン初心者

にもかかわらずネットで上司

にギフトカードを贈ろうと挑

戦しました。いろいろ書き込

んで注文し簡単だったので安

心していたところ、なんと着

払いで届いてしまったので

す。お歳暮の着払いとは…。
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1月号の ★ 募集テーマから

さらに多くの、いろいろな世代のみなさんに参加していただきたいと思い、今月から読者ページはケアマネ

ジャー向けの情報サイト、「ケアマネジメントオンライン」と連動しました。

サイト内の特設ページから簡単に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ポイントも！

誌面からの投稿に合わせてぜひ、ご利用ください。

アナログ
万歳！


