福祉のしごとって
ぶっちゃけどう?
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Interview

りんたろー。

「福祉職場で働いてみて
知った仕事の魅力」
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A.

福 祉のあれこれ 聞いてみた!

給与は他の業界と
比べてどうなの？

平均を上回っています。

厚生労働省の調査によると、20〜24歳の間の男女にお
いて医療福祉業界で働いた場合の月収は21万8千円。全
業界での平均月収は20万9千円となっており、平均を上
回っています。また、福祉の仕事では入社後に経験を積
んで資格を取得する機会が多く、キャリアアップはもち
ろん、収入の部分でもステップアップが可能です。
出典：厚生労働省「平成30年度賃金構造基本統計調査」

Q3
A.

休みはしっかり
取れるの?

有給休暇取得率は、
1日平均を上回っています。

Q2
A.

月の残業時間は
どれくらい?

月10時間未満という
調査結果です。

「福祉の仕事はなんとなく大変で、働く時間も長いので
は？」と思われている方も多いかもしれませんが、決し
てそんなことはありません。1週間の平均残業時間は1.9
時間。月にすると10時間未満となります。メリハリをつ
けて仕事に取り組んでいる方が多いことも特徴です。
出 典：公 益 財 団 法 人 介 護 労 働 安 定 セ ン タ ー
「平成30年度介護労働者の就業実態と就業意識調査」

Q4
A.

職員の育成やケアの
仕組みは整っている?

働きやすい職場づくりに取組む
法人が増えています。

厚生労働省の調べによると、福祉業界の有給休暇の取得

東京都福祉人材情報バンクシステム「ふくむすび」
（裏表

率は、52.2％となっており、他業界全体平均の51.1％を

紙参照）では、
「 TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業

上回る結果となっています。施設の利用者とのコミュニ

所」の情報を公表しており、各施設での人材育成の取組

ケーションが大切な仕事であるからこそ、現場で働く職

やメンタルヘルス対策など、求人票だけではわかない

員のワークライフバランスは優先すべきこととして考

様々な情報を調べられます。ぜひ確認してみてくださ

えられています。

い。あなたに合った職場がきっと見つかるはずです。

出典：厚生労働省
「平成30年就労条件総合調査の概況」

Q5
A.

福祉業界の
将来展望は?

今後発展の可能性がある業界です。

Q6
A.

資格がなくても
働ける職場はある?

たくさんあります。

高齢者人口や共働き世帯の増加、障害者の社会参加等に

福祉の仕事は専門性が高く、資格がないと就職できない

より、福祉業界は今後も需要が伸び続ける成長産業であ

のではと思われがちですが、例えば、高齢者福祉施設の

り、日本の将来にとってますます重要な業界となってい

主な担い手である介護職員や、障害者福祉施設の生活支

きます。そのため、最近では政府が一定の勤続年数を超

援員は、資格がなくても入職することが可能です。多く

えた介護福祉士の給与額の引き上げを実施したり、東京

の方が、実務経験を積みながら、仕事への理解と専門性

都では、介護職員の奨学金返済を補助するなど、国を挙

を深めて資格を取得し、自身のキャリアアップにつなげ

げて積極的な待遇改善に取り組んでいます。

ています。
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りんたろー。
特別インタビュー

『チャラ男 × 福祉』
何か生まれるんじゃ
ないかと思いました。

由のひとつですね。

チャラ男と福祉のコラボレーショ
ンって斬新じゃないですか？

不安を払拭してくれた手厚い研修。

僕が介護の仕事に就いたのは23歳の頃。それまで続けていたア

介護の経験がなかったので、正直なところ不安はありました。そ

ルバイトを辞めてどうしようかと考えていたときに、
家の近くに

の点、僕が勤めていた施設は研修が手厚くて助かりました。たと

デイサービスが開業するということで、
ちょうどオープニングス

えば、車椅子の押し方、トランス（ベッドから車椅子への移動な

タッフを募集していたんです。僕自身、おばあちゃん子だったこ

ど）
の仕方、
利用者の身体の支え方など。
基礎から丁寧に教わった

ともあり、
「楽しく働けるかも」と思い応募しました。あとチャラ

ことを覚えています。だから不安はすぐに払拭されましたね。特

男と福祉のコラボレーションって斬新じゃないですか？芸に活

にトランスの技術は凄くて、線の細い女性スタッフが利用者を

かせるかもしれないと思ったことも、
介護の世界に飛び込んだ理

すっと持ち上げていたんです。
「すげぇ！」
と感心しましたよ。

マニュアルがないからこそ楽しかった。
介 護の仕事に就く以前に接客のアルバイトをしていた際、マ

することが最適なのかを考えるようになりました。この考えは
今でも持っています。たとえば、相方とネタ合わせをするとき。
意見がぶつかることってよくあるんです。ヒートアップしてく

ニュアル通りの動き方を求められていました。それに反した行

ると、途中から自分の意見を通すことが目的になるんですよね。

動を取ると注意されたり。正直「だりいな…」と思っていました

でも本来の目的は、良いネタをつくってお客さんに笑ってもら

ね（笑）。でも介護の仕事には日々の接し方にマニュアルがあり

うこと。そのためにどう相方に伝えたらベストなのか、良い意見

ません。なぜなら利用者によって性格も病状も違うし、日や時間

交換ができるのかを考えるようになりましたね。これは介護の

帯によってコンディションが変わるからです。
「昨日はこの接し

仕事を通じて学んだことだと思います。

方で良かったのに、あれ？」みたいな。戸惑いもありましたが、そ
の試行錯誤が僕は楽しかったですね。

自ら考えて表現できる、それが福祉
の仕事。

芸人として生きていくことを決めた
一言。

メージが強いかもしれませんが、僕にその意識はまったくあり

前 のコンビが解散したときのことです。僕自身も落ち込んだ

ませんでした。利用者の方とゆったり過ごして、たわいのない会

し、仲間も心配してくれました。そんな思い詰めていたときに利

話で盛り上がって、天気が良い日は外出をして、自分で考えたレ

用者の方と並木道を散歩していたんですけど、
「にいちゃん芸人

クリエーションで遊ぶ。もちろん体調面の考慮や転倒防止など

なんだろ？頑張れよ」って言ってくれたんです。利用者の方は僕

には気を配る必要はありますが、その日その日を利用者の方と

が解散したことなんて知る由もなく、ただ単にエールを送って

楽しむことが仕事だと思って続けていました。専門知識や技術

くれたんだと思うんですが、そのとき「あぁ、僕が悩んでいたこ

であったり、資格であったり、福祉の仕事はハードルが高い印象

とって、小さなコミュニティの中で起こったことに過ぎないん

を持っている方もいるかもしれませんが、チャラ男でもできた

だ」って気持ちが軽くなったんですよね。
「 上手くいかないこと

んで大丈夫！すこしでも興味があるのであれば、飛び込んでみ

はたくさんある。でも利用者の方が言う通り、僕は芸人なんだ。

ることをオススメします！

とことんやったって思えるまでやったほうがいい」。芸人として
生きていく決意が固まった瞬間でした。冗談抜きであの利用者
の一言がなかったら今の僕はないかもしれないですよ（笑）。こ
のエピソードのほかにも利用者さんのさりげない言葉で救われ
た経験はたくさんあります。

認知症を理解することで、人との関
わり方を学んだ。
利用者の中には認知症が進行している方も多かったです。ご飯
を食べたのに、またすぐに「ご飯は！？」みたいな。最初は「さっ
き食べたじゃん！」と戸惑ったんですが、次第に認知症への理解
が深まって、否定することが何の意味もないことに気づいたん
です。食事は済んだということを教えるよりも、大切なのは利用
者の方と同じ時間を楽しく過ごすこと。その目的のためにどう

世間一般のイメージだと、介護はお年寄りのお世話みたいなイ

福祉職場で活 躍する
現役職員との
スペシャル対 談

士で話し合いながらシフトを決めていくスタイルです。連休も取
得しやすいですよ。

りんたろー。介護は本当に面白くて、やりがいがあったから僕も
続けていたんだけど、ただ給与や休みの部分がネックと思ってい
たところが正直あって…。でも昔よりずいぶん改善されているこ
とを聞けて安心したよ。

今の福祉職場ってぶっちゃけ、
どう？
りんたろー。僕が当時働いていたデイサービスは、女性でベテラ
ン職員の方が多かったんだけど、杉本さんの職場はどう?

介護の仕事に向いているのは、
ズバリ
こんな人！
りんたろー。僕が思うのは、利用者と適度な距離を保てる人。真
面目で一生懸命に取り組むことも大切だけど、考えれば考えるほ

杉本さん 私の職場は女性の方はもちろん、男性職員も多く、幅広

ど、思い詰めてしまって出口が見えなくなってしまうこともある

い年齢の方が活躍しています。頼りがいがあるので、ついつい甘

からね。完璧にこなそうとするのではなく、肩の力を抜いて利用

えてしまいますね（笑）。

者と接することが重要なんじゃないかな。

りんたろー。そうだよね。福祉の職場って雰囲気があったかいよ

杉本さん 私が向いていると思うのは、まず利用者である高齢者

ね。僕の施設もチャラさが伝染してかなりフランクだったよ

の方が好きな人です。性格としては思いやりがあったり、優しい

（笑）。もちろん仕事は真面目だったけど。お笑いも応援してくれ

人であれば、間違いなく仕事に活かせると思います。資格がない、

て、急な仕事が入ったらシフト変わってくれたりして、みんな優

経験がないということで介護を避けているのであれば、研修がと

しかった。ところで給与とかお休みってどんな感じ？

ても多い業界だと思うので、問題はありません。

杉本さん 給与は役職によって上がっていく感じですね。新しい

りんたろー。そうだよね。僕も未経験からはじめたけど、丁寧に

仕事にチャレンジしたい場合は声をあげると任せてもらえるし、

教えてくれたから不安を感じることはなかった。知識がなくても

役割が増えることでしっかり評価していただけるので不満はな

飛び込める業界なんで、ぜひ就職活動で介護の仕事を選択肢に入

いです。お休みに関しては年間休日が122日あって、スタッフ同

れてほしいですね。

EXIT

Cross Talk

りんたろー。

社会福祉法人奉優会
「優っくりグループホーム高輪台」

介護福祉士

杉本りなさん
2015年入職

Service

令和2年度 福祉職場における助成金付インターンシップ事業

福祉のしごとを探すサービス一覧!

東京都福祉人材情報バンクシステムくふくむすび＞
あなたと福祉職場をつなぎます
「福祉職場に興味のある方」
と
「人材を求める福祉職場」
をつなぐことを目的として、
東
京都が開設したサイトです。福祉業界で「働きやすい職場を探したい」
「職場体験をし
てみたい」
「ボランティアをしてみたい」
「研修やイベントに参加し
たい」
「福祉の仕事について知りたい」
という方向けに様々な情報を
発信しています。また、サイト上で「マイページ」の登録をすること
で、
自分の希望に沿った情報をメールマガジン等で受け取ることも
できます。

TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業
あなたに合った職場がきっと見つかる
東京都では、働きやすい職場づくりに取り組む福祉分野の事業所について、求人票で
はわからない「働きやすさ」に関する詳細情報を上記のサイト〈ふくむすび〉で公表し
ています。事業所の情報は、様々な条件で検索可能です。人材育成
にカを入れる職場、頑張りに応じてキャリアアップできる職場、仕
事と育児・介護の両立を応援する職場など、あなたに合った働きや
すい職場がきっと見つかるはずです。ぜひアクセスしてみてくだ
さい。

東京都福祉人材センター
福祉の仕事のあらゆる相談に対応します
社会福祉法人東京都社会福祉協議会が運営する「東京都福祉人材センター」では、福
祉の仕事を希望する人のために、無料での職業紹介や、就職活動・資格取得に関する
相談を行っています。また、インターンシップや新卒者向けの大規
模な合同就職説明会、地元で仕事を探す人を対象とした面接会な
どのイベントも開催しています。ホームページやtwitterで情報を
発信していますので、ぜひご覧ください。

「福祉のしごとの魅力」に関する情報を
多数掲載中
詳細はこちら ⇒ http://www.fukushi-intern.jp/

インターンシッププロジェクト

検索

主催：社会福祉法人 東京都社会福祉協議会
運営事務局：株式会社 学情
TEL：03-3545-7316

〒104-0061

東京都中央区銀座6-18-2

野村不動産銀座ビル15階

MAIL：fukushi-internship@gakujo.ne.jp

本事業は、東京都が社会福祉法人東京都社会福祉協議会に委託して実施しています。

