
アンケート実施日　 令和4年3月11日～令和4年3月28日

アンケート方法 Googleフォームによる回答

アンケート結果 対象者1270件・・・回答数481件　回答率37.9％

問１　年代を教えてください。

（人） （％）

20代 0 0.0

30代 38 7.9

40代 187 38.9

50代 171 35.6

60代 74 15.4

70代以上 11 2.3

合計 481 100.0

（人） （％）

未経験 7 1.5

1年未満～2年 27 5.6

3年～5年 54 11.3

6年～9年 108 22.5

10年～14年 126 26.3

15年～19年 113 23.5

20年以上 45 9.4

合計 473 100.0

介護支援専門員実態調査結果および考察について

問２　介護支援専門員としての実務年数
　　（地域包括支援センターの方は介護予防ケアマネジメントの実務年数）を教えてください。

介護支援専門員の年代について、40代38.9％、50代35.6％で74.5％を占め、

次いで60代15.4％でした。70代以上は2.3％でした。

20代0％、30代7.9％となっており、年齢階層が高くなっている印象です。

20代、30代の若い世代が少ないことが気になります。

介護支援専門員の実務年数としては、10年〜14年が26.3％、15

年〜19年が23.5％、6年〜9年が22.5％で多くを占め、

1年未満〜2年5.6％、3年〜5年11.3％で20年以上が9.4％でした。

未経験は1.5％でした。
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問３お持ちの国家資格を教えてください。（複数回答可）

（回答者数466人) （人） （％）

介護福祉士 336 72.1

社会福祉士 109 23.4

看護師 51 10.9

准看護師 24 5.2

栄養士（管理栄養士含む） 11 2.4

精神保健福祉士 11 2.4

保健師 8 1.7

作業療法士 5 1.1

理学療法士 3 0.6

その他 32 6.9

合計 590

問４　所属事業所を教えてください。

（人） （％）

居宅介護支援事業所 368 77.1

地域包括支援センター 45 9.4

介護老人福祉施設 15 3.1

認知症対応型共同生活
介護

15 3.1

介護老人保健施設 9 1.9

特定施設入所者生活介
護

8 1.7

小規模多機能型居宅介
護又は看護小規模多機
能型居宅介護

6 1.3

その他 11 2.3

合計 477 100.0

その他：

ヘルパー2級, 行政書士, 訪問介護1級, 臨床検査技師, 社会福祉主事任用, 相談支援専門員, 薬剤師

幼稚園教諭2種, 幼稚園教諭,上級認知症ケア専門士, 保育士, 社会福祉主事, 歯科衛生士, 助産師,

居宅介護支援事業所
77.1%

地域包括支援センター 9.4%

介護老人福祉施設 3.1%

認知症対応型共同生活介護 3.1%

介護老人保健施設 1.9%

特定施設入所者生活介護
1.7% 小規模多機能型居宅介護又

は看護小規模多機能型居宅

介護 1.3%

その他 2.3%

その他：

介護医療院、社会福祉協議会、診療所、

地域密着型介護老人福祉施設、

通所介護と居宅との兼務訪問看護ステーション、

本部、有料老人ホーム、離職中

所持される国家資格は介護福祉士が72.1％とほとんどを占め、次いで社会福祉士23.4％、看護師10.9％、准看護師5.2％の結果でした。

所属されている事業所は居宅介護支援事業所が77.1％、次いで地域包括支援センター9.4％で在宅系が86.5％を占め、施設系は介護老人福祉施設、認知症型対

応型共同生活介護がそれぞれ3.1％、次いで介護老人保健施設1.9％特定施設入所者生活介護1.7％、小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅

介護1.3％でした。
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問５　主任介護支援専門員の資格をお持ちですか。

（人） （％）

有 276 57.7

無 202 42.3

合計 478 100.0

問６　次回の主任介護専門員更新研修を受講する予定ですか。

（人） （％）

受講を予定している 207 75.3

受講の予定はない 68 24.7

合計 275 100.0

問７　主任介護支援専門員更新研修を受講しない主な理由を一つ教えてください。

（人） （％）
年齢的・体力的に不安が
あるため

28 42.4

主任介護支援専門員の
資格を取得していても昇
給や手当等なく評価をさ
れないため

15 22.7

主任介護支援専門員の
業務に魅力を感じないた
め

9 13.6

研修にかかる時間的負
担が大きいため

7 10.6

その他 7 10.6

合計 66 100

有
57.7%

無
42.3%

受講を予定し

ている
75.3%

受講の予定はな

い
24.7%

年齢的・体力的に

不安があるため
42.4%

主任介護支援専門員の資格を取得していて

も昇給や手当等なく評価をされないため
22.7%

主任介護支援専門員の業務

に魅力を感じないため
13.6%

研修にかかる時間的負担が

大きいため 10.6%

その他
10.6%

その他：

・事前の研修習得が難しい。

・次回更新時に他業務の可能性あり

・期間があるため業務に必要がないため期間があるため

・業務に必要がないため研修にかかる費用負担が

大きいため

・令和３年度に受講したため

・研修にかかる費用負担が大きいため

・事前の研修習得が難しい。

主任介護支援専門員更新研修は75.3％の方が受講予定とされて

いました。

主任介護支援専門員更新研修を受講しない予定の方は24.7％で、その理由として、年齢的・体力的に不安があるためが42.4％を占め、次いで主任介護支援専門

員の資格を取得しても昇給や手当等なく評価されないためが22.7％、主任介護支援専門員の業務に魅力を感じないためが13.6％、研修にかかる時間的負担が大

きいためが10.6％と続く結果でした。

主任介護支援専門員の資格取得率は57.7％でした。



問８　今後、主任介護支援専門員研修を受講する予定ですか。

（人） （％）

受講の予定はない 120 59.1

受講を予定している 83 40.9

合計 203 100.0

問９　主任介護支援専門員研修を受講しない主な理由を一つ教えてください。

（人） （％）

業務に必要がないため 32 27.4

年齢的・体力的に不安が
あるため

29 24.8

研修にかかる時間的負
担が大きいため

16 13.7

主任介護支援専門員の
資格を取得しても昇給や
手当等なく評価をされな
いため

15 12.8

主任介護支援専門員の
業務に魅力を感じないた
め

11 9.4

研修にかかる費用負担
が大きいため

3 2.6

その他 11 9.4

合計 117 100.0

受講の予定はない
59.1%

受講を予定して

いる
40.9%

業務に必要がないため
27.4%

年齢的・体力的に不安がある

ため 24.8%研修にかかる時間的

負担が大きいため
13.7%

主任介護支援専門員の

資格を取得しても昇給

や手当等なく評価をさ

れないため 12.8%

主任介護支援専門員の業務に

魅力を感じないため 9.4%

研修にかかる費用負担が大きいため 2.6% その他 9.4%

その他：

・居宅の経験がなく、施設ケアマネしかしていない

為

・兼務にて受講要件を満たせない為

・支援相談員兼務にて資格がないため

・施設ケアマネで兼務しているので受講資格があ

りません

・実務がなく受講の資格が無い為。

・主任ケアマネと名乗れる実力が伴わないと感じ

ているから。

・主任を取得することで業務負担が大きくなる

・取得したいが経験値や知識が不足の為。

・受講資格が取得できないため

・責任がおもくなるから

・非常勤の為、資格がありません。

主任介護支援専門員研修受講予定の方は40.9％にとどまり、受講を

予定されていない方が59.1％と上回りました。

主任介護支援専門員研修を受講しない理由として、業務に必要がないためが27.4％、年齢的・体力的に不安があるためが24.8％、研修にかかる時間的負担が大

きいためが13.7％、主任介護支援専門員の資格を取得しても昇給や手当等なく評価されないためが12.8％、主任介護支援専門員の業務に魅力を感じないためが

9.4％と続き多くを占める結果でした。



問１０　居宅介護支援事業所の管理者ですか。

（人） （％）

はい 161 33.8

いいえ 316 66.2

合計 477 100.0

問１１　介護支援専門員の仕事にやりがいを感じていますか。

（人） （％）

どちらかと言えば感じる 298 62.5

大いに感じる 86 18.0

あまり感じない 84 17.6

全く感じない 9 1.9

合計 477 100.0

はい
33.8%

いいえ
66.2%

どちらかと言えば

感じる 62.5%

大いに感じる
18.0%

あまり感じない
17.6%

全く感じない 1.9%

所属が居宅介護支援事業所の方のうち管理者の方は

33.8％でした。

介護支援専門員の仕事にやりがいについて、どちらかという

と感じるが62.5％、大いに感じるが18％で多くの方が仕事の

やりがいを感じておられる印象です。



問１２　介護支援専門員の仕事にやりがいを感じるときはどのようなときですか。（主要なものを5つまで選択可）

（人） （％）

361 76.3

354 74.8

294 62.2

279 59.0

199 42.1

117 24.7

105 22.2

102 21.6

69 14.6

42 8.9

29 6.1

15 3.2

15 3.2

8 1.7

1989

その他

上司に評価されたとき

書類作成がうまくいったとき

事業所内の人間関係がうまくいっているとき

給与が上がったとき

支援の難しいケースを担当しているとき

人間として成長したと感じられたとき

自身のケアマネジメント力が向上したと感じられるとき

地域とうまく連携がとれたとき

サービスの調整がうまくいったとき

利用者・家族に感謝されたとき

他職種とうまく連携がとれたとき

利用者の状態が改善されたとき

利用者・家族と信頼関係が築けたとき

合計

（回答者数473人)

その他：

・いい形で最期を迎えてもらえた時

・やりがいや楽しさを実感したことは一度もない。

・介護保険制度の要として責任感を持って活動しているとき

・実務経験はないが魅力は感じている

・様々な利用者様から様々な価値観や生き方を学ぶことができた時

・利用者家族が自己決定できた時や自信や笑顔を取り戻せた時。

・利用者の生活が維持、向上した時

仕事のやりがいを感じるときは、利用者・家族と信頼関係が築けたとき76.3％、利用者の状態が改善されたとき74.8％、多職種とうまく連携

がとれたとき62.2％、家族に感謝された時59％が高い比率という結果でした。
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問１３介護支援専門員の仕事で大変だと感じていることや苦労されていることは何ですか。（主要なものを5つまで選択可）

（人） （％）

264 55.8

232 49.0

192 40.6

185 39.1

145 30.7

119 25.2

106 22.4

78 16.5

77 16.3

70 14.8

66 14.0

57 12.1

57 12.1

53 11.2

49 10.4

42 8.9

26 5.5

24 5.1

1842

その他

他職種とうまく関りが持てない

経営者が利益を優先して中立公正がない

サービスの調整がうまくいかない

職場の人間関係にストレスを感じている

行政の協力が十分でない

利用者・家族と信頼関係が築けない

実績が評価されない

他職種に介護支援専門員の業務や役割を理解してもらえない

担当件数が多すぎて利用者と向き合えない

将来性に不安を感じている

支援が難しいケースにどう対応していいのか分からない

利用者と家族の板挟みになっている

常に利用者のことが気にかかり気が休まらない

介護支援専門員の社会的地位が低い

書類が多すぎて利用者と向き合えない

合計

（回答者数473人)

給料が業務に見合っていない

日々業務に追われて疲弊している

その他：

・抑圧的な医師とのかかわり

・要支援の方を担当すると、資料や保険証のやり取りなど包括を経由す

るのでとても手間と時間がかかる。

・個別ケア会議においては、数をクリアするためなのか、困難でも何でも

ないケースを提出するように言われ、準備に時間もかかり大変。

・単価も安いし、正直なところ要支援の担当をしたくないと感じる。

・無気力な利用者、精神面が落ちている利用者への対応がうまく行かな

い時

・信頼関係以外はほぼ当てはまるのではないでしょうか

・書類が捗らない

・主任ケアマネ研修社会資源（訪問介護事業者等）の不足で調整に不安

あり。

・施設業務中心で空いた時しかケアマネ教務ができない。

・個人責任が大きい事見合っていないことではないが、昇給が欲しい

・休みの日や時間外に電話がかかってくるので気が休まらない

・会社内に居宅支援業務を理解できるスタッフが一人もいない

・介護保険制度、介護支援専門員の制度上の扱いに不信感を持ってい

る

・介護分野にまだご理解やご協力いただくことが難しい

・介護職と兼任なので、ケアマネの時間を持ちにくい。

・家族が介護サービスに理解がない。

・サービス事業所が減っている。

・コロナの影響で事業所が休止など

・インフォーマル支援は講義や教科書のように簡単に作れない

介護支援専門員の仕事で大変だと感じていることや苦労されていることは、書類が多すぎて利用者と向き合えない55.8％、日々業務に追われて疲弊している49％、

給料が業務に見合っていない40.6％、介護支援専門員の社会的地位が低い39.1％が高い比率という結果でした。
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問１４　業務の中で負担となるものは何ですか。（主要なものを5つまで選択可）

（人） （％）

208 44.3

193 41.1

183 38.9

150 31.9

132 28.1

128 27.2

109 23.2

108 23.0

102 21.7

100 21.3

83 17.7

71 15.1

59 12.6

44 9.4

41 8.7

39 8.3

38 8.1

34 7.2

30 6.4

30 6.4

30 6.4

24 5.1

1936

その他

同グループ内の他サービス事業所の役割や責任、ク
レーム対応等担わされている

他職種との連携調整

他施設入所のための一連の代行業務

インテーク（初回面接、契約）

アセスメント

給付管理にかかる業務

関係行政機関・団体及び施設等との連携

利用者・家族へ対する制度説明

ケアプラン原案の作成

モニタリング・評価

介護支援専門員以外の業務への従事

（回答者数470人)

合計

主治医との連携・情報共有

研修受講のための業務調整

支援困難事例への対応

改正毎の制度理解

時間外の電話対応

サービス担当者会議の開催

研修の参加費用負担

クレームへの対応

命に関わる責任

利用者の家族代わりの付き添いや同行

その他：

・コロナでサービスが止まった時（代替えがないとき）

・市役所への不必要な書類提出（ゴミ出し等）

・モニタリングや経過記録等の作成書類の作成の量

・会社全体の運営の仕事等諸々記録 記録が多すぎる。

・現場の他職種への応援（自分の業務以外の仕事に時間を取られる。）

・更新研修の資料作成

・更新研修受講後のテストでテストの問題も回収され、間違いの確認も出

来ない。このようなテストが必要なのか疑問がある。また、不合格者のレ

ポートも必要なのか疑問。

・行政が居宅支援事業所に対して冷たく対応する

・初期の認知機能低下がある方の支援（本人が困っていない）

・書類が多く作成に追われる。

・本来必要と思われるサービスが充分でなく、調整困難な事例がある。

・書類作成、書類整理、書類が多すぎる書類作成や提出書類の多さ、準

備書類の多さが一番負担です。また報酬にならない業務の多さも負担で

す。

・書類整理や記録の事務作業身寄りがない方の支援など

・進展のない地域ケア会議（ノルマで開催している雰囲気）

・調査票やアンケートなど同月に一斉に送られてくること、ケアプラン点検

など

・転院先への情報提供、住宅改修のみの申請、申請代行や申請取り下げ、

料金の計算(入所･食事)と説明、独居の方の対応などケアマネジメント外

のことが多い

・同じような書類を何枚も書く為に割く時間

・日常的には事務処理全般。

・一番の負担は更新研修そのもの。

・包括主任ケアマネは、総合相談が多すぎて担当利用者に手が回らない。

・担当していることが申し訳ないと感じているが主任ケアマネ更新には担

当を持たないわけにはいかない

・毎月の書類整理

業務の中で負担となるものは、時間外の電話対応44.3％、改正ごとの制度理解41.1％、支援困難事例への対応38.9％、研修受講のための業務調整31.9％、主

治医との連携・情報共有28.1％が高い比率という結果でした。
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問１５.今後、介護支援専門員を魅力ある職業としていくためには何が必要だと考えますか。(自由記載)

担当の負担軽減、給与のアップ

確かな地位の確定、将来性の保証、業務に見合った給与

報酬の評価、介護保険以外の業務の改善

ご本人の望む暮らしの実現をスタッフ間で協力が必要

ケアマネの地位向上

専門性と協働

やる気

時間外勤務なし

介護支援専門員という職業を世の中に周知してもらうこと。介護支援専門員の給与の安定と精神面での

フォロー。医療従事者からの蔑んだ態度をなくし、同等な立ち位置で利用者様の支援が行えること。と

にかく、今のままでは介護支援専門員の確保は難しくなるだけだと思います。辞めたくても、代わりが

見つからなくて辞めさせて貰えない。

制度をもっとシンプルにして利用者、家族が理解できるものにしていくこと、本来業務であるケアマネ

ジメントに専念できる制度環境を整えることが必要

業務負担の軽減。書類や研修の見直しなど。

５年ごとの更新を緩和して、担当件数や文書類を少なくする

国家資格

介護支援専門員は何屋にならなければいけない事が多くサービス事業所に関しても事業所内で片付ける

ような事案であっても居宅の介入を依頼され時間を取られているケースも多々ある。その時々ではある

が介護支援専門員としての業務範囲外で時間を割く事も多い。介護支援専門員としての立場への理解

（業務も含む）が確立できればもっと魅力ある業種をなるのではないかと感じる。

給与アップ 国家資格への変更

社会的な理解と人任せにしないケアマネの努力

基礎職の違いにおける区別は、致し方ないが、差別は、悲しい。

チームを作っていくこと

資格の継続が厳しい

介護支援専門員としての評価、仕事の内容についての理解など

実際、介護業務にあたっておられる方が介護支援専門員を取得しても、夜勤手当や処遇改善手当が無く

なると困るので業務にあたれないと言われることが多々あります。せっかく難しい試験を通過し、研修

も経てのことなので、ぜひ業務にあたっていただきたいと思いますが、生活を維持することももちろん

重要です。社会的に、報酬がもう少し認められれば、業務にあたっていただける方も増えるのではない

かと感じます。

①資格を維持するための研修等の見直し ②書類の簡素化 ③処遇改善

介護支援専門員の処遇改善でしょうか。一般の方からも大変なお仕事ねーと言われる職業のため、魅力

発信はかなり厳しいと危惧される。

介護保険制度の理解と仕事に対しての自信が必要と考える

介護職のみ処遇改善など評価され、介護支援専門員時間を問わず電話対応などなるが、国からの評価は

ない。同じような評価がなされなければ…と思います。

給料面のアップ

処遇改善、地位向上
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給料を上げることだと思う。ケアマネから介護職に戻る人が多すぎる。ケアマネは募集をかけても面接

どころか問い合わせすら一件もない。

地位向上

社会に認めてもらう事

報酬面での処遇改善と国家資格化

賃金とケアマネの業務に対する周りの理解

処遇改善

制度上の業務外への、評価

社会的地位の確保

更新の研修が負担となっている。

①仕事量に見合った賃金制度。  ②更新研修の廃止。③必要書類の削減。

居宅のケアマネなので自分の仕事の割り振りがきちんとできていれば、用事に合わせて休みを取りやす

いことが魅力。ただ、介護職員に対する処遇改善のおかげで現場の介護職員として従事していた方が、

給料が上がっていたかもしれないと感じる。そのため今のこの現状で介護支援専門員を目指そうと考え

る介護職員は周りにはいない。「書類が多くて大変そう」というのをよく言われる。書類を減らしたり

簡略化する動きもあるが、制度改正ごとに何かしらの書類作成を迫られている。一向に書類が減らず、

負担が大きい。ケアマネには処遇改善がつかないことや書類をどんどん増やす事でなり手を減らし、最

終的にケアマネ不要でも成り立つように仕向けられているような気さえしている。

介護・福祉業界全体の給与アップ、自分の子どもを介護・福祉の業界に入れたいと思える環境にならな

ければならないと考える。

とにかくケアマネに対する処遇の改善が必要。シャドウワークが多く、その部分は評価されていない現

状がある。煩雑な業務の内容に対して対価が見合っていないので仕事を続けられるか不安。ケアマネが

⾧く仕事を続けるには報酬を上げるしかない。

書類の量をもう少し削減してほしい

負担になっている部分の改善と評価。困難事例や業務について相談できるなどの行政などのサポート。

業務負担の軽減

業務に見合った賃金、処遇改善加算が必要

介護職員ばかりではなく介護支援専門員への報酬を付けるべきだと思う。

１人利用者のマネジメントにかかる業務負担の軽減。社会的地位の確立。業務に見合った給与。すべて

の責任を介護支援専門員に押し付けるような国の方向性の見直し。介護支援専門員の資質ばかりを問

い、他の職種に対する資質を問わない国の考え方の見直し。

質の向上と社会的地位の向上

業務・責務に見合った給与が保障されれば、なり手が増えていくと思われる。

給与UP

一昔前は介護福祉士等介護員のステップアップに位置する職業だったと思う。現在は、給料的にも介護

員とあまり変わりなく（夜勤がない分低いかもしれない）、責任も重くなるため人気がないように感じ

る。給与面での底上げは重要かと思います。

責任に見合った地位の向上と見合った賃金

給与の是正
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正直、わかりません。私は十分魅力的で、自分の天職だと思っていますが、多くの人にとっては魅力あ

る仕事ではないのかもしれませんね。

職種の理解と自立支援を考えたケアマネジメント。サービスありきのケアプランでは、ケアマネジャー

が不要となりそうです。

社会的地位の向上、賃金や待遇アップ。また、ケアマネの質にばらつきがあると言われるので、介護度

改善加算など成果を上げるケアマネへの報酬制度などが必要

現状、介護従事者全般に離職や介護に対しての魅力を感じないイメージがあり、今後も介護支援専門員

としての職能団体としての訴えを強め、業務負担軽減や職能団体としての訴えを国等に伝えていく事が

必要と思われる。

社会的地位の向上

制度がきびしずぎる。ケアマネだけがしめつけられている

処遇改善等の検討。書類作成の簡素化等。

介護支援専門員の資格を国家資格とし、社会的地位の確立が必要。

利用者やその家族及び関係機関の方がケアマネ業務を正しく理解する。

まだまだ、認知度が低いと感じています。介護支援専門員の仕事内容を理解してもらう必要があると思

います。

賃金向上

定期的な昇給

書類負担の軽減

支援困難事例が解決できなくても自己責任と感じないで済む協力体制

何が必要かは難しいが、個々がケアマネとしてやりがいを感じて仕事をすると、周りからは魅力ある職

業だと思えるのではないでしょうか。

時間問わず対応を必要とする場合もある。勤務時間以上に就労しているにも関わらず、給与や評価に反

映されていない。

仕事内容に見合った給与があること。

医療職（特に医師）からの理解

まずは給料 休み

なんでもケアマネにふってくるところ。

介護支援専門員の役割や仕事の大変さなどを理解してもらい、書類を少なくしてもらいたい。必要な仕

事ではあるのだろうが、自分のメンタルが壊れてしまう。

書類が多く記録で時間を取られ、ゆっくりと担当者や家族への対応の取れないことがある。書類など簡

略化して頂き、時間や気持ちにゆとりある対応が出来る様になればと思う。

時間外労働を減らす。労働にあった賃金。担当件数の見直し。業務の削減。更新研修の廃止。

業務に見合った報酬

賃金のアップ

国家資格への位置づけ

業務分担をし、専門性に特化する。

5年毎の更新研修に時間と費用をかけ参加しているが、具体的なアドバイスが得られず達成感がない。悩

んでいる問題解決に繋がらない。資格の更新研修があることにより、ケアマネ業務につく人が少ないた

め、見直して欲しい。
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求められている「ケアマネの質の向上」を具体化すれば目標となり魅力につながるのではないでしょう

か？

業務に見合った給与

包括に勤務するケアマネと居宅支援事業所のケアマネの立ち位置が異なっているため、予防プランと介

護プランと分けられてしまっており、今や居宅のケアマネは利用者。家族をどのように支援していけば

いいのかわからなくなってしまっていると思います。包括に困難事例を相談しても、「そんな提案すで

に実施済み。だから相談しているのじゃないですか」地域ケア会議にも声はかかりません。「要介護

５」の利用者を在宅で看ている家族に包括が自立支援プランを立てられる訳がないと思うからです。魅

力ある職業になるにはこの線引きをなくし、共に利用者を支援していく体制を整えない限り、現行の居

宅ケアマネジャーは止めていく人が多くなり、ケアマネ不足になるのは見えています。

給与アップ

御用聞きケアマネにならないように各自の専門性を高めて、介護支援専門員の社会的地位を上げないと

いけない。専門性を上げて、それに見合った報酬が得られるように介護支援専門員自身の学びが必要。

給与の増幅、更新研修の縮小、国家資格化

業務量の削減

書類作成などの事務作業が減ってほしい

業務量の削減

資格の更新制度の見直しを検討して、継続して仕事が続けられることが必要だと思います。介護支援専

門員が地域でいきいき働けるような環境を整えることも大切だと思います。（業務理解、連携のとりや

すさ、仕事の認知度等）

「達成感」法人所属のケアマネは、法人の売り上げも求められ、頭にあります。「利用者の方がお元気

になり、利用するサービスが減っていく」ことで「達成感」が得られ、魅力につながるのかもしれな

い。

社会の中で介護支援専門員の職業を知ってもらう事。

国家資格になるなど社会的評価と報酬アップ

業務内容と給与のバランス、ケアマネの保険単価をあげてほしい。(書類作成等の加算の種類を増やして

ほしい。)

担当件数を減らして時間がほしい

魅力について発信し、介護支援専門員として従事する人数の増加

見合った給与

業務の棲み分け。何でもケアマネに振りすぎ。更新にお金かかりすぎ。研修多すぎ。

困った時に相談ができるよう、他職種の方達とのネットワークを作ることでしょうか。

仕事と余暇の両立ができること。疲弊することのない業務の軽減

もっと給与アップするべきだと思います。

行政に手順通りに行かない事もある事を理解して欲しい

必要書類の簡素化

待遇改善

業務量と給与の均衡

社会的評価
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書類が多すぎて、利用者様宅を訪問する時間が思うようにとれない。減算や実地指導など書類のことば

かりでケアマネとして何が大事なのかわからなくなってくることがある。もう少し書類を減らしてほし

い。

研修の見直し

業務量は多いが処遇改善手当など、ケアマネは蚊帳の外の状況です。休みのときなども、緊急で連絡

あったり、精神的な負担も多いのを国にもきちんと把握してもらい、べーすあっ

給料を上げる事。

まずは、対人援助が上手く出来ないと先に進み辛い。人間関係が一番難しいと他のCMの事例を聞きよく

感じることです。やはり笑顔がないとCMの魅力とは言えないと自分は思います。聞く、頷く、笑顔！が

必要だと思います。

賃金アップと担当件数削減のみ。 手取り１５・６万で７０件とかやってられません。

介護支援専門員は必要とされているにもかかわらず、社会的地位や給料は見合っていないと感じます。

他職種の介護支援専門員に対する理解も不十分と感じています。

処遇に差があるため安定した収入が確保できることは重要だと思います。ケアマネジャーのやりがいは

とても大きく、本当に素晴らしい仕事です。なりたい職業として輝けるには、自分の仕事を誇りに思う

ことが一番大切だと思います。

給料が介護職と変わらずケアマネになりてが少ない．

給料を上げる。

単純事務作業の削減

福祉、医療の分野の知識も十分に持つ事

事務処理の削減

知名度を上げていく必要がある。

研修内容の質の向上、介護支援専門員の人材育成、書類の簡素化

業務内容の周知

中立な立場で、事業所からの縛りを受けないために報酬を上げてほしい

ケアマネとしての仕事は好きであるが、書類作成や主任ケアマネアが本当に必要なものか疑問に思う。

一人ケアマネ事業所が閉鎖したり、ケアマネを辞める人もいる。何が負担になっているのか、もっと考

えてほしい。

ケアプランの廃止

業務内容、量に見合う処遇改善が早急に必要

介護支援専門員のアセスメント力

報酬アップ、件数制限の緩和

賃金が業務内容とつりあわない。わざわざ賃金が下がるケアマネになりたい人はいないと思う

ケアマネの基礎資格で給与が評価され、ケアマネ歴が⾧くても一年足らずの人の方が給与が高い。なの

に受け持ち件数は経験者が多い。あくまでもケアマネはケアマネとして評価してほしい。

社会的地位の向上

給料が上がる

あまり、はまりすぎず、ほどほどで業務遂行できること。

介護支援専門員の国家資格化、地位の向上

社会的地位の向上や処遇改善

業務の簡素化
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給与面の処遇改善。作成書類の軽減。社会的地位。

介護支援専門員の業務内容の明確化、業務外対応の有償化の検討。介護支援専門員の業務内容の分析、

評価を行う。基礎研修内容の充実を図り、技能の標準化に取り組む。処遇改善制度を導入するなど、

キャリアアップができる体制・制度を作る。

介護支援専門員の給料の安さに驚いております。昨年まで看護師をしておりましたが、給付管理など国

のお金に関わる仕事をしているのに安すぎると思います。子育て世代の方も就労できるよう、看護師の

ように資格手当てなど有れば、モチベーションも上がり、魅力ある職業になるのではないでしょうか❓

介護支援専門員がいないと制度が成り立たないように、価値のある仕事であればいい。介護職より給料

が改善されるといい。

労働に対しての対価の拡充

地位向上

手当の充実や給与改定。

介護報酬の単価を上げること。

国家資格化

ケアマネジャーの地位の向上と基礎資格の見直し。介護上がりでは責任感が甘い

研修時間や書類を簡素化、職務の評価

なんでも屋では無いこと。家族が出来ない事に対しての代行屋では無いことを広める必要がある。本人

の思いを代弁する者、道筋を立てる専門職として、もっと他職種に理解してもらうことが必要。

給料、手当の改善をしっかりしてほしい。

ケアマネの資質向上。研修制度、研修制度の資質向上。

書類の簡素化、処遇改善

専門職としての地位 給料アップ

書類の簡素化

業務内容の削減（市で賄えることは行てほしい）

社会的地位の向上と大幅な賃金アップが必要。

施設ケアマネと話す際、地域の情報や制度・改正など知らないケアマネさんがいます。更新研修のみの

参加で普段の研修に全く参加できていないのが要因と思われます。定期的に研修参加できる体制作りを

行い個々の能力アップが図れれば給与等にも結びつくと共に、個々の自信にも繋がっていくのではと

思っています。

収入と社会的地位アップ

業務の簡素化

施設⾧が介護支援専門員に対する理解

待遇面、評価面、人間関係、妥当な持ち件数のあり方が必要と思います

行政から指示されるばかりの力のなさ、訪問看護の2時間稼働分もない、利用者1名1ヶ月の給付費、よっ

て給与が低い。本来の仕事範囲ではない、お金にならない雑務が多い。介護支援の中心の連絡調整役と

言うより、いわゆる便利屋さん的な立場で喜ばれるけど、プライドがもてない。この様に魅力がなく

なってる職業だから誰も目指さなくなりケアマネは数が減ってるのでは。

更新が5年毎にあり、その上修了時にテストもあるので、テストはなくして頂いても良いのでは

処遇改善

業務量の多さに見合った報酬や社会的地位



7/13

職業としてのやりがいの発信。介護従事者や学生への職業紹介の場を持つ。ケアマネージャーの研究大

会、事例発表などの場を持つ。給料の昇給。仕事内容に見合った給料が必要だと思います。介護職時代

より給料が下がるとはあり得ないと思います。

今勤務している方は、やる気、耐え抜く精神力…ケアマネとして働いているものとしての気持ちのみで

皆さん頑張っているのではないでしょうか。若い人がケアマネにわざわざ苦労を分かってなりたいとい

う方は減っているのではと思います。悪い面だけでなく、魅力を発信し続けることでしょうか。

介護職員と同様に処遇改善手当てがつけばいいと思う。つけてほしい。

給料が高くなるとやりがいがあり、魅力もあるようになる。

利用者のアセスメントが大事になってくると思います

給与が上がること。国家資格にする。更新制度をなくす。責任が重く、業務量が多く、それに見合った

対価が必要。

介護支援専門員としての立ち位置

率直な意見として大きい施設ではいいと思いますが、小さいグループホームなどのケアマネは研修の案

内が来ても、職員が少なくいけない。介護業界全体の人員不足が解決しないと難しいと思います。

自分が欲しいわけではないが魅力ある職業というのであれば、高い給与。どんなにキレイごとを言って

も世の中の評価はお金で行なわれている

やりがいや魅力を伝える

給料（賃金アップ）

専門性と社会的地位の向上

国家資格としての認知と給料の安定

書類整備の簡素化、給料の見直し、介護支援専門員の仕事内容の紹介など

協会が現場の業務をきちんと理解すること

書類の簡素化

給料

書類の削減 利用者の為に動くことに対しては労は惜しまない。頑張れる。

職種理解

事務作業量と給与のアップが必要だと思います。

給料のアップ

業務に見合った報酬・給与・地位

よく判りませんが、サービスを利用していない方にも支援を行った場合なども含め、見合った報酬制度

ができることではないでしょうか？

更新研修の負担を減らす。

社会的に認められること。施設ケアマネの立場では、他職種からみて、現場の職員が不足しており、応

援することも多いため、いてもいなくても支障ないと思われているような気がする。

日々居宅介護支援を行い、うまくいったケースを他の事業所の介護員にも伝え、ケアマネの仕事に興味

を持たせる。

役割の明確化

処遇改善（特に給与面）、電話を持つ等の拘束時間削減

処遇改善

余裕ある環境
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記録、計画書の文言など、人生において最後に関わる人として、その人を支えたいと思うので、もっと

話せる時間、関われる時間が必要なので、記録を簡素化、計画書の簡素化が必要だと思う。

資格を国家資格とすること

資格更新研修の廃止

実際の活動はしておりませんが、在宅の方には相談や解決の糸口を一緒になって考えてくれる大切な存

在だと思います。それには介護支援専門員お室力アップの機会と時間の確保、連携が大事だと思いま

す。

専門職としての知識はもちろん必要不可欠で、それに伴う給与面や待遇の良さ確立した地位が魅力に繋

がるのではないでしょうか。

とにかく、給与が少ない。介護福祉士より、はるかに少ない。給与のかくほ。

居宅のケアマネだけではなく、施設のケアマネの質向上は必須。

利用者様と向き合って支援することに関しては魅力があると思いますが,その他の業務（書類面など）が

多すぎて時間に追われて業務をこなしているところがあるので、そういうのが少しでも軽減できれば本

当にいい職業と思います

賃金アップ

現在、私自身はケアマネージャー業務に従事していませんが、包括のメンバーとして他のケアマネを客

観的に見ている立場です。ケアプランの作成と担当者会議までの書類の作成に苦慮してるのが分かりま

す。特に事例がいっぺんに増えたときが頭を抱えているみたい で,書類の簡潔化が出来ないものか？と考

えます。個人の特性は別記欄を儲けてその人らしい対応策とサービスが一目で判るように出来れば、

チェックする主任ケアマネ業務楽なのではと考えられます。

給与面

書類作成の業務が簡略化される事。

日々勉強、各事業所との連携

各個人の資格やレベルに合わせた内容で、グループワークばかりではなく、協会自身でのレベルアップ

が図れる研修を都度実施して欲しい。

相談援助の専門職として社会一般的に理解してもらいたいと思う 大変な割に給与も低い気がします

介護職よりも低いのが現状ではないでしょうか

国家資格か

書類の簡素化

介護保険制度においての業務、役割を理解してもらうこと。処遇改善。

評価を高め、報酬や給与をあげていくことが必要と感じます

書類のスリム化。

今後も介護保険制度に於いて必要だと認識されること

書類の簡素化

業務の簡素化

介護支援専門員という職種の認知度を高めること。もっと利用者と関わる時間が持てるよう、業務内容

を改善すること。（事務作業や書類作成などの業務が多すぎるため）

社会的地位の向上、業務内容に見合った給与

多忙の割には給料が安いと思います。それに更新もかなり負担になってます。

業務内容に見合った待遇改善

書類が簡素化できるようになると、利用者との関わりが多くなると思う。
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地位と報酬

更新研修をなくす一択です。時間も費用もかかりすぎ。それが理由で閉鎖を検討している事業所があ

る。田舎では破綻します。

仕事内容に見合う評価・報酬。

居宅のケアマネはとても難しいですが、とてもやり甲斐のある仕事だと思います。しかし、社会的にも

法人内でもヒエラルキーの低さを実感しています。業務時間内外に関わらず地域や他の専門職から家族

の様な役割を求められ、問題が発生したらまず責められます。虐待事例の通報元はケアマネが多いにも

関わらず、処遇改善にも該当しない。質の向上の為に毎月沢山の研修に参加していますが、疲れてきま

した。ケアマネの質の統一化の為に様々な改正が行われていますが、健全なケアマネも居なくなるので

はと思っています。

社会的地位の向上、給与の向上

社会的な地位の確立

役割の認識が周囲もケアマネもできれば。

更新研修の見直しが必要。介護支援専門員の位置づけが弱く若い方が魅力を感じていない

社会に必要な職業であることを理解してもらうよう様々な行動をとることが必要と思います。

介護職より高い給料

社会的地位の獲得、業務に見合った給与

給与面

待遇の改善、書類の削減

介護支援専門員の地位や待遇改善

国からの補助金が介護職だけになっていますがケアマネも介護職だと思います。

社会からの認知度

国家資格にする。研修費や研修時間に負担がありすぎる。質の向上はわかるが、ケアマネみたいにこれ

だけ費やす資格はないでしょう。介護職も賃金の面で改善されてきていますし、現場の方が多く給料も

もらっている。質の向上ばかり言って賃金が伴わない。何の魅力がある資格でしょうか？ただお金集め

に研修をしているのでしょうか？協会にそんなお金必要ですか？今の状況では成り手は少なくなって、

居宅は潰れて行くばかり。ともかく、研修の見直しと賃金を上げないと成り手はいなくなるでしょう。

ケアマネの質を高める、差をなくすこと。ケアマネの基本給を作ってほしい。看護師のケアマネや介護

福祉士の方が給料が高いことに幻滅する。

国家資格になること

業務に見合った報酬

適切な評価、専門職としての意識づけ

地位向上

地位向上（国家資格）、給与アップ

業務量を少なくする。何もかもケアマネに負担させている。独居の方の受診付き添い、入院の世話な

ど。

 賃金の引上げ

処遇改善ケアマネにも。国家資格化も賛成です。更新研修もケアマネばかりしているような感じがしま

す。

国家資格に位置付け、給与体系
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国家資格であることが判明した今、職位、社会的価値を上げる取り組みをしっかりと行う。日本協の国

との折衝力を上げる必要がある。医師会と連携する。

主任になってからケアマネを引退する方が多いと感じている。ケアマネの育成よりも個別のケア、利用

者さんとの関わりを重点に仕事をしていきたいケアマネもいることを理解してほしい。会社に所属して

いるときは件数は多く持たされ、給付管理も行い、他の業務も押し付けられ、実務研修も担い、ｽｰﾊﾟｰﾊﾞ

ｲｻﾞｰの役目も…仕事が増えるたび利用者さんと関わる時間が減り、休みなく働き…悪循環でした。給与

の低さも問題です。

介護職員とどうように、給与水準の改善が必要

1人で悩まずに事業所や地域へ相談できる

社会的な地位をあげること。

介護支援専門員の必要価値認識が高くなること

書類作成業務の軽減

国家資格にして欲しい、業務に見合った報酬が必要‼ 

現在の仕事量に見合った賃金の改定、処遇改善等検討して欲しい。

向上心、技術や知識、給与面などの待遇

業務に見合った対価

介護職員の年収が440万を超えるように行政が考えているのなら介護支援専門員は500万にならなければ

目指せないと思います。または、公務員の平均年収に並べるなど。

事務作業が多すぎて時間がとられること、訪問頻度は利用者や家族の状態により違うことなどで時間が

取られてしまい、常に業務に追われている状態を感じて仕事をしていること。

介護支援専門員の業務を国民の皆様が理解して頂く事

業務内容にあった給与体制の確保。

介護支援のみの業務（何でも屋の節あり）

社会的地位向上

介護職員と同等以上の給与保障

高齢者・障碍者分野だけではなく、児童福祉分野まで業務範囲を拡大する。その為にも国家資格にし

て、更新研修を実施を見直す。を

賃金の向上・評価

給与アップ、国家資格として認められる。

アススメント

共感力

書類の簡素化、給与のアップ

介護の仕事自体を公務員扱いにすると若い人が増えて行くのではないでしょうか?難しい問題だと思いま

すが介護業界も高齢化していますので大きな改革が必要だと思います。

書類作成の削減、業務簡素化。

給与の大幅アップが無ければ、社会的地位の向上も無く、魅力を感じず、誰もなりたがらないと思う

し、勧めたくもない。

一人一台タブレットによる時間の余裕作り

ケアマネの社会的地位の向上、更新研修の改善など

書類の負担の軽減
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介護支援専門員が安心してサービスを紹介できるようにしてほしい。介護支援専門員だけいてもサービ

ス事業所がないと意味がない。魅力ある職業より前に制度自体が危ういと感じている。

賃金アップ。介護職員のみが優遇されている。

多職種の中でケアマネが何でも屋的な存在になっていることも多い。ケアマネ自身や事業所の考え方、

制度の狭間の問題もあると思うが、社会的にケアマネの役割を明確にしてほしい。私自身ケアマネの実

務は10年を超えているが、途中ケアマネをやっていない期間があり、年齢的なものもあるが、制度改正

や介護保険外の様々な制度に関する理解が難しく、ケアマネ業務に限界を感じることも多い。事業所内

のOJTを強化する必要性もあるが、地域の中でケアマネを育てるシステムを作ることが必要である。それ

には保険者の協力は欠かせないと思っている。

仕事内容や役割に見合った評価があること。書類を簡素化して負担軽減すること。介護報酬外で担って

いる業務にも評価や報酬があること。(地域支援事業等の申請に係る業務など)

社会的地位の確保、業務に見合った給料改善（勤務年数が同じ介護職の方が給料が高い）必要書類の見

直し（ケアマネジメントの公正中立に関する選択証明書半年に１回説明、必要でしょうか？）

ケアマネの質の向上は必要だと思います。

記録やモニタリングなど業務量の多さを改善。

負担に見合った給与体制、業務負担の軽減（書類作成や研修の回数等）、国家資格

報酬面での評価

介護支援専門員にも、処遇改善手当を支給希望

介護支援専門員の地位向上 研修制度の見直し（短期間で学習効率の良いカリキュラムへの変更）

国家資格にし社会的信用を上げていくこと

賃金アップ

給与の改善

書類よりも、今目の前にいる利用者、家族に十分向き合える時間が持てる余裕

国で政策を決める方達がケアマネや現場の状態を理解してくれなければ難しいと思います。

社会的地位と報酬

連絡協議会に入ると色々な情報を知りえますがの会費が高いと思います。(会員にならないと知りえない

保険者情報が多い）自身のスキルアップの為、時間外で受ける研修は負担に感じませんが、更新研修な

どの強制的に受ける必要がある研修会は非常勤で働いている身としては負担が大きいです。離職にも繋

がる可能性があると思います。特に研修後のテストは試験を受けてケアマネになったのに、かなり負担

を感じます。

何でも頼むとしてくれるという部分が減り、給与が介護職員より高くなると魅力ある職業と思います。

負担の大きさに対しての評価が低すぎる。ケアマネよりも現場に従事している方が給与が高い現状では

ケアマネを目指す魅力が軽減すると思う。ケアマネ業務を正当に評価してもらう事が必要だと思う。

事務処理の簡素化

法改正の度に、⾧文である法律の解釈の仕方が難しく、理解し噛み砕いて利用者様や家族様へ説明する

事が大変な時間を要している為、分かり易く整備して頂きたいと思います。それに伴い書類の多さも整

備して欲しい。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、月1回のモニタリング訪問についても毎月1回が必

要なのかも今後検討して頂ければと思います。こうした事を整理して頂く事で、介護支援専門員一人一

人が魅力ある職業として業務に就いていけるかと思われます。
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処遇改善

介護支援専門員の地位向上と賃金のベースアップ

業務に見合う給料と業務負担の軽減

給料のアップ。更新研修をなくす

まずは給与の改善が必要と思います。

給料が上がること

更新研修のテストをなくす

多職種との連携、顔が見えるネットワーク

認定資格にも関わらず更新があり、金銭面や研修にかかる時間日数が負担になる

仕事量に合う給与

答えにはなっていませんが、国家資格として認めてほしい。

記録の簡素化

現在７２歳です。これまで２０年あまり居宅アマネを続けて来られたことに感謝しています。これから

も必要とされる間はと思っています。私が続けて来られた理由として一番に揚げたいのは、この仕事は

すべて人との繋がり、信頼関係で成り立っていると思います。

報酬の向上

ケアマネ作業の簡略化、更新研修等の簡略化

給与にみあっていない。

当然、給料を上げる！最低手取り２５万円以上、主任ケアマネには４０万円以上は必要。

書類の簡素化、業務の簡素化すること。他は魅力的です。

知識・技術・人間力の向上とそれに伴う待遇

更新研修の頻度と費用負担

介護支援専門員に求められるものの幅が広すぎる。利用者本人、その家族、地域、社会資源など、支援

を求められる内容が多岐であり、負担が大きい。また、記録物も多く、時間を取られてしまう。もっ

と、1人1人の利用者本人と向き合う時間がとれる体制が整うと良いと思う。

業務内容について、書類などの煩雑さ量の多さが負担が大きいため、利用者・家族と向き合う時間が削

がれて行く現状です。また更新研修に対して、時間や内容も納得出来ないので、今回で更新しない予定

です。更新研修を継続されるのであれば、もっと効率的に身になる研修をお願いしたいと思います。続

けたくても、魅力が褪せていく気がしています。

訪問介護事業所を増やしてほしい

介護支援専門員の社会的地位向上

介護支援専門員の仕事の内容を広く、医療職や一般市民にも理解をして頂く。

私はやりがいは感じています。しかし傍から見れば、時間外に動くこともあり、忙しそうにしていると

見られています。仕事としては魅力はあると思いますが、給料が安いのが職業として人気がないのでは

と思います。

処遇改善

処遇の改善と書類量の軽減

多職種との連携

介護支援専門員更新後のテストなど研修時間の多さと研修後のテストなど負担になることが多い。離島

の方は宿泊数も多く身体的負担も多い為、もう少し負担軽減になってほしい。

自分自身の向上や他職種との連携
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やりがいがあり毎日が楽しく魅力を感じている為、特に問題ありません。

処遇改善加算を対象にしてほしい。

研修時間の短縮

事務処理の簡素化

自身の立ち振る舞い、周りに伝えるための啓蒙活動

更新研修が非常に負担である。5年ではなく10年くらいにならないものか見直してほしい。

現任CMが主任取っても何も変わらないと言っている現状を変えたい。

介護支援専門員の業務内容が他職種に理解されにく、それ故に他職種と兼務されやすいので、特に施設

ケアマネは、そういう状況になりやすいと思います

処遇改善をしないと仕事量が多く魅力はないと思います。

事務処理が多く業務に見合った対価が支払われていないこと。 また介護支援専門員の社会的地位が低

い。

処遇改善加算等による給料アップ、研修受講などの条件緩和が必要である。

社会に必要性を認識され、相談援助業務としての評価を適切になされること。

介護保険制度において必要な職種ですが、給料が見合ってないです。介護職の時の方が給料が良い。

基本給が夜勤をされている介護職の方より低いという現状があるため周りの方々は介護支援専門員の受

験を辞めてしまう人たちが多く感じるので給与面や待遇面の向上が必要かと感じています。

仕事としてかかわる相手(利用者、家族、連携する他職種の方)への感謝と敬意を持つことだと思います。

業務にあった対価

処遇改善手当など地位の向上

テレワークが普及し、時間外業務の負担が減る事

介護支援専門員の仕事を明確化する、色々求め過ぎ。何でも利用者を理解しているからと災害も虐待も

介護離職に関してもと行政がするべき部分も曖昧になっていると思う、まずは行政か率先して欲しい。

ケアマネの心身の状態が安定すること

要介護状態になっても社会の、家族の一員として生活でき、笑顔で最期を向かえるためのお手伝いをす

る一員

報酬増。給与増。

社会の理解

介護支援専門員を国家資格にする。・研修制度早急な見直し（短くする）。

介護保険制度や介護支援専門員の業務や意義等について介護支援専門員や一部の専門職等のみならず、

さらにもっと幅広く関係職員や地域に理解してもらえるようにしていく必要がある。

国家資格としての位置付け。更新研修の日数や頻度を減らす。

業務に見合った給与

業務に見合うだけの給与

やりがいある独占業務をもてる事。施設ケアマネ

給料アップ

専門職としての社会の評価

国家資格にして欲しい

処遇改善 業務内容の明確化



〈　給与アップ（150）　〉

給与アップ（45） 〈　CM業務の理解（81）　〉 〈　業務負担の軽減（17）　〉

業務に見合った給与（28） 業務の理解（13） 業務負担の軽減（17）

報酬の評価（6） 社会的理解・評価（9）
給与面、処遇改善（71） 周知（5） 〈　書類・事務処理負担の軽減（64）　〉

業務内容の明確化（9） 書類負担の軽減（25）
〈　地位向上（37）　〉 国がケアマネや現場をもっと理解して欲しい（2） 事務処理の削減（3）
処遇・待遇改善（12） ケアマネに対する一般的な評価を高める（41） 書類等業務簡略化（36）
地位向上（25） 介護保険外業務の改善・評価（2）

〈　魅力発信（8）　〉
やりがい・魅力発信（8）

〈　CMのスキルアップ（24）　〉 〈　モチベーションアップ（2）　〉
〈　更新制度の見直し（33）　〉 〈　国家資格化（27）　〉 自身の努力・質の向上（9） 仕事への自信（1）
更新研修・制度の廃止（6） 国家資格化（10） 専門性向上（3） やる気（1）
更新研修の緩和（7） ケアマネを国家資格へ（17） ケアマネのレベルアップ（8）
更新研修費用の見直し（1） 施設ケアマネの理解度が低い（2）
更新研修の改善、簡略、見直し（17） 対人援助技術（1）
更新時のテストをなくす（2） 相手への敬意（1）

〈　CMを取り巻く環境整備（13）　〉
CMへのサポート（2） 〈　介護支援専門員協会への提案（3）　〉
人間関係（1） 協会の理解（1）
ケアマネジメントに専念できる環境（1） 連絡協会の会費が高い（1） 〈　CMの体調安定（1）　〉
キャリアアップ制度の創設（1） 国への発信（1） ケアマネの心身の安定（1）

相談できる体制の整備（1） 〈　行政への提言（3）　〉
人員不足（1） 現場の理解（1） 〈　その他（7）　〉
将来性（1） 政策の見直し（2） 主任ケアマネの必要性が疑問（1）
人とのつながりが大事（2） 改正による法解釈が難しい（1）
人材育成（1） ケアプランの廃止（1）
〈　事業所環境の改善（8）　〉 その他（感想）（3）
時間外労働の削減・評価（4） 介護保険制度の理解（1） 　

休日（1）
時間の確保（2）
リモートワークの普及（1）

問15　項目別集計

介護支援専門員に対する処遇改善・地位向上 39%
介護支援専門員の職種への理解・業務内容の明確化 19%
介護支援専門員の業務負担の軽減と書類簡略化 17%
介護支援専門員資格更新制度の見直し 7%
介護支援専門員資格を国家資格化へ 6%
介護支援専門員のスキルアップ 5%
介護支援専門員の労働環境の改善 4%
その他 3%

【　その他　3％ （14）/（478）　】
　【　介護支援専門員の
　　　労働環境の改善　4％ （21）/（478）　】

ヘルパー人員不足等の問題が多く、安心して事業所を選択
できることを望む（2）（サービス提供事業所の安定）

【　介護支援専門員に対する
　　処遇の改善・地位向上　39％ （187）/（478）　】 【　介護支援専門員の職種への

　　理解・業務内容の明確化　19％ （89）/（478）　】
【　介護支援専門員の
　　業務負担の軽減と書類簡略化　17％ （81）/（478）　】

【　介護支援専門員資格を
　　国家資格化へ　　6％ （27）/（478）　】

【　介護支援専門員の
　　スキルアップ　　5％ （26）/（478）　】【　介護支援専門員資格

　　更新制度の見直し　　7％ （33）/（478）　】
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問15 項目別集計

介護支援専門員に対する処遇改善・

地位向上
介護支援専門員の職種への理解・業

務内容の明確化
介護支援専門員の業務負担の軽減と

書類簡略化
介護支援専門員資格更新制度の見直

し
介護支援専門員資格を国家資格化へ

介護支援専門員のスキルアップ

介護支援専門員の労働環境の改善

その他

調査の結果につきましては、介護支援専門員の魅力や社会的地位の向上、見合う対価の獲得、処

遇改善、現場視点に立った制度・施策構築の実現につなげていくことができるべく、行政や監督

機関等に伝える一つの提言資料としても活用できればと考えております。

このたびは業務多忙の中、「介護支援専門員実態調査」にご協力頂き、誠にありがとうござい

ました。
一般社団法人長崎県介護支援専門員協会

制度研究部会

今後、介護支援専門員を魅力ある職業にしていくために何が必要だと考えますかの回答には、大きく整理をすると、①報酬のアップ、
②介護支援専門員業務の社会的理解、③書類負担の軽減や事務処理の削減等業務負担の軽減、④介護支援専門員の地位向上・処遇改善、
⑤更新制度の見直し、⑥介護支援専門員の国家資格化、⑦介護支援専門員の質の向上、⑧労働環境の改善・介護支援専門員へのサポー
トといった意見が多く寄せられました。


