
はないでしょうか。

仙台市のタクシー業界は、利用者

の数に対してタクシーの台数が多す

ぎて採算がとれなくなっているので

すが、同じことが起きると思います。

いくら報酬を増やしても件数が少な

くなれば赤字から脱却できません。

ただ報酬額を議論するのでなく現

場で何が起きているのか行政や国は

もっと把握して、データを分析する

べきです。仕事内容も給料も専門職

に見合ったものになってほしいで

す。

件数の減少が
深刻です
（宮城県　格差と不平等　32歳）

給料は変わりませんでした。昇給

率は1％程度。ケアマネは30件担

当しても、年収で400万円程度に

抑え込まなければ必要経費など考え

たら、事業所は赤字になると思いま

す。しかも現在はケアマネの数も増

えているのに依頼は増えず、1人当

たりの担当ケース数も30件を割り

込んでいます。このままケアマネの

数を自治体が調整しなかったら、担

当件数はもっと低下して、ほとんど

の事業所が常に赤字経営になるので

自分の給料も
返上です
（千葉県　ヨシツネ　42歳）

それまで勤めていた事業所を辞

め、4年前に独立型の事業所を開設

しました。3人のケアマネジャーを

雇っていますが、今回の報酬改定で

給料を上げることはできませんでし

た。それどころか自分の給料は返上

して人件費をひねりだしているよう

な状況が続いています。痛手だった

のは2006年の法改正で予防給付

がつくられたことです。ケース数が

減って大幅に事業所収入が減りまし

た。大手の事業所は、「予防ケース

8月号の
★募集テーマ

から

は報酬が安くて引き受けられない」

なんていいますが、少しでも収入を

増やすため受託しています。さらに

保険者から認定調査を月に3～5件

程度受託しています。これもわずか

な受託料ですが。スタッフのケアマ

ネにはなるべく自分の担当ケースに

集中してほしいと思い、予防ケース

や認定調査は私がやっています。さ

らに毎月、請求の締切前は深夜まで

事務所でパソコンとにらみ合い…。

独立当時は「利用者一人一人と向

き合って、きめ細かなプランを…」

といろいろな夢もありましたが、毎

日の仕事で精いっぱいの日々です。

保育士に負けました
（神奈川県　PK 34歳）

「プラス改定？ なにそれ？」って

くらい私たちの給料には何の変化も

ありませんでした。先日、友人たち

との飲みの席で給料の話をしてい

て、安さでは人に負けない自信があ

ったのですが、保育士をしている友

人にあっさり負けました。「なるほ

ど、下には下がいるものだ」と妙に

感心しつつ、「介護にしろ保育にし

ろ社会的にはとても重要な仕事なの

にこんなに給料が安いってどういう

こと？！」とその友人と盛り上がり

ました。商社に勤める別の友人に

「あなたたち、好きでその仕事に就

いてるんだから安くてもいいでし

報酬改定で

給料こう変
わりました

せっかくのプラス改定も、ケアマネ事業所は単体では赤字。特定事業所加算のおかげで収入はアップしたも

のの、これまでの赤字回収分にまわって、給料アップにはつながらないというのがおおかたのようです。で

も、昨年秋のリーマンショック以降の不況下、3％アップというのは、構造不況の真っ只中にある出版業界

からはうらやましいんですけど…。

ょ。私はやりたくもない仕事を毎日

して給料稼いでるんだから」と言わ

れれば、確かにそうなんですが、限

度ってものがあるでしょう。このま

ま結婚できず、一人で老後を迎える

という可能性もなきにしもあらず、

多少の蓄えをしておきたくてもでき

ないのが現状です。

25％収入増でも…
（奈良県　ドグマチール　47歳）

収入は変わりません。居宅介護支

援事業所で管理者をしています。先

ごろ、特定事業所加算2を取得し

ました。そこで7月の

介護給付の介護報酬

について昨年同月と比

較してみたところ（件

数はほぼ同数です）、

各種加算が加わったこ

とで約25％の収入増

という結果になってい

ました。ということは

給与増！ と考えがち

ですが、先々を考える

とそうもいきません。

過去を振り返ると、

制度改正で報酬が下

がった際でも、給与を

下げられたことはあり

ません。また、予防給

付が登場したことで介

護給付のケースが大幅

に減ったこともありましたが、その

ときも給与に影響はありませんでし

た。結局、今のところ報酬改定がプ

ラスだろうとマイナスだろうと給料

の増減はありません。

しかし、モチベーションを上げる

ためにも組織の利益に貢献した人に

は何らかの評価が必要ではないかと

考えています。たとえば、主任ケア

マネを取得した私の給料アップとか

（笑）。新規利用者を獲得したケア

マネについて1件○○円払うとか。

トップは給与アップに前向きであ

り、私も管理者として運営データや

情報は常に提示しています。
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の給与体系です。なので、介

護報酬が改定されても全く関

係なし。まぁ、もともと大赤

字の居宅介護支援事業所です

から、はじめから望めません

が。新しい時代にそぐわない

社会福祉法人の「年功序列給

与体系」の古さにも矛盾を感

じています。

ユーザ名：bran

居宅介護支援事業と訪問介

護事業を経営しています。小

規模事業所なので今回の報酬

改定で職員の給与アップはと

てもできませんでした。少額

ですが、手当を増やした程度

です。今回の改定内容で処遇

改善を図り、就業希望者の増

加が図れるとは思えません。

ユーザ名：hanshinfan

事業所（特養）は今までも

毎年、定期昇給があり、その

昇給率に変化はありませんで

した。ただし、報酬がアップ

したことと、不景気で福祉業

界に人手が集まりやすくなっ

たためか、人員を補充しよう

と経営陣が考えてくれており、

実際に職員が増えています。

給与自体は変わりなくても、

仕事の負担が減った分ありが

たく思っています

ユーザ名：michalu520

何にも変わってません。1

円も上がらなかったし、当然、

ボーナスなんてありません。

結局、今回の報酬改定は、事

業所の赤字補填で終わってし

まいそう。大体、次の改定で、

このまま維持されるかわから

ないし、下げられたからから

といって、給料減らすわけに

もいかないだろうから、結局

は、今のままでいるしかない

んだろうなあ。

ユーザ名：544538

居宅のケアマネですが特定

事業所加算2、独居加算、認

知症加算等で加算を算定した

分、事業所として収入はアッ

プしたのに、給料は据え置き

です。以前に比べて上層部は

「赤字、赤字！」と大声で、言

わなくなりましたが…。

ユーザ名：xwa95978

事務処理は大幅に増え、事

業所の収入もかなりアップし

ましたが、世間一般の不景気

を口実にされ、私の収入は7

月より月額1,000円のアッ

プのみ。職場を移り早一年。

以前の事業所より増える予定

だった年収は契約時より大幅

にカット、残業手当もしっか

り削られ、施設長の顔や給料

明細を見るのも嫌になってき

ます。

ユーザ名：tokatoka

まったく変わりませんし、

変わる予定もありません。今

回の改定は、一部の事業所が

収入増になるだけで、利用者

さんには負担増でしかないと

思います。処遇改善交付金と

か、一時しのぎじゃなくて、

介護保険制度が破綻しないよ

う、もっと長期的な目線で策

を立ててもらえないのでしょ

うか…。

ユーザ名：19640920

ケアマネ1年生です。報酬

改定がどうこうとかあまりわ

かりませんが、確かに数年前

と比べるとケアマネの給料は、

下がっています。どうしてか

なと不思議に思うこともあり

ますが、やりがいのあるこの

仕事に就けただけでも今は、

ありがたいと思っています。

ユーザ名：hiroasis

何も変わらないです。特養

併設の小さな事業所なので…。

毎年赤字ですが、利用者の皆

さんのために頑張って働いて

います。ですが、事業を継続

できないような収支では職員

の給料アップどころか廃業す

るしかない小規模事業所が増

えるばかりです。

ユーザ名：manekibuta

「一体なんだったの？」とい

うくらい、まったく変わりま

せん。それなのに、一部の利

用者さんからは「あなたたち

の給料分、利用料が高くなっ

た！」と文句を言われ……。

加算ばかり複雑になって業務

量は増えるしで、良いとこな

しです。利用者さんの「また

来てね」の笑顔がなかったら、

やってられません。

ユーザ名：mokamama

定期昇給以外、まったく変

わっていません。私たちケア

マネには報酬改定の恩恵はな

さそうです……。

ユーザ名：2872000746

給料は何一つ変化なく、仕

事では孤立しています。この

先も、収入アップなんかない

と思っています。
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ースを増やせばいいと考えていた当

時は、やはり異常な状況だったと思

います。

今回の総選挙では政権交代が確定

的と言われていますが、民主党のマ

ニフェストには「介護職員の給料を

月4万円上げます」と書いてありま

す。経緯は知りませんが、4万円の

根拠ってどこにあるんでしょうか？

給料額を論じる前に、介護職の仕

事の中身や、個々の能力、どこがど

んなふうに大変なのかといったこと

をみんなで考えるのが先だと思うの

ですが…。

↓↓↓

報酬改定で

給料こう変
わりました

8月号の
★ 募集テーマ

から

ユーザ名：nagamomo

報酬改定後、 基本給は

1,000円くらい上がりました

が、夏のボーナスがかなり下

がりました。赤字部門の縮小

で2ヵ所ある居宅支援事業所

を統合。人員整理するという

ので退職することに。居宅の

収支を事業所のみで判断して

いるので、大変困りました。

これから就職活動予定ですが、

介護業界からの撤退を検討中

です。

ユーザ名：halhal

常勤の報酬はまったく変わ

らない！　4月にいつもどお

り3,000～3,500円の賃金

アップがあっただけです。そ

のわりには、法人で地域密着

型サービスを今年2つ、来年

新たに1つ作ります。さらに

本部の特養が老朽化したため

大規模改修するとか…。これ

ってどういうこと？！

ユーザ名：xiaoyu

給料なんて、まったく変わ

りません。しょせん、現場を

知らない人間が作る法律です

から、そもそも期待してませ

んが。福祉業界はボランティ

アですか！？　生活ギリギリ、

仕事はハードで、休日だって

呼び出される可能性大で、遠

出もできません。この現状で

は、自分が年老いたときが不

安です。

ユーザ名：ja1dim

所属している社会福祉法人

は、介護保険事業の他に措置

施設（養護老人ホームや障害

者施設）もあり、法人で同一

アマネの適正な給料額っていくらな

んだろう？　と考えてしまいます。

今のように担当件数の上限が制限さ

れる前、100件以上のケースを担

当して月50万以上の給料をもらっ

ていたケアマネもざらにいたはずで

す。個人の能力にもよりますが、1

人ひとりのニーズをとらえたケアプ

ランを作ることができていたか疑問

です。収入を増やしたければ担当ケ

ケアマネの
適正収入って？
（栃木県　カオル　40歳）

今のところ、とくに給料は変わっ

ていません。今後はどうなんだろ

う？　あまり期待できないと思いま

す。

給料が上がるに越したことはない

のですが、そんなことは社会人であ

れば誰だって一緒です。それではケ


