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抄　録

　本研究は，質問紙調査を通して，介護福祉士養成校の学生達の介護意識を明らかにすることを目的とした。

124 名の学生から回答を得た。多くの学生は「人の役に立つ仕事がしたい」などの介護職に強い動機を持っていた。

将来の就職は，大部分の学生が介護福祉士として特別養護老人ホームなどの高齢者の分野での希望を持っていた。

ただ，一部の学生は，職場の待遇などの理由から，転職も考えており，必ずしも介護の仕事を継続する気持ちを

持っていなかった。興味ある授業では，主に「介護（技術）領域」と「高齢者の心理」があげられた。介護に配

慮する面では，主に利用者の「健康」があげられたが，「2 年制課程」の学生が「4 年制課程」の学生より「機能

回復訓練」を重視している傾向が見られた。多くの学生は，将来の介護の仕事に不安を持ちながらも，介護職に

ついて強い動機づけを持っていた。
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１　はじめに

1987 年に介護福祉士及び社会福祉士の国家資格制

度が確立された。この資格制度が確立された当初，全

国にわずか 25 校の介護福祉士養成校（以下，養成校

と呼ぶ）が設立されたが，介護福祉士に対する社会全

体の期待が高く，2002 年には 447 校に養成校の数が

増大した。このような状況に加えて，2000 年の介護

保険制度の導入により，国民の間に高齢者の介護に関

する社会的関心も高まった。しかし，その後，養成校

については，養成校の入学者数が減少し，2013 年 350
校（368 課程）に養成校が減少した 1）。また，2013 年

度の養成校の定員充足率は 69.4％であり，定員割れの

状況となった 2）。この背景には，少子化による 18 歳

人口の減少，養成校の急激な増加，介護福祉士有資格

者の待遇や職務の不確かさ，一般企業を目指す学生の

増加が指摘されている 3）。このような状況に加えて，

高齢者の孤独死や虐待の増加などの高齢者介護を取り

巻く状況や介護ニーズの変化により，認知症や在宅介

護を重視した教育カリキュラムの見直し，養成施設卒

業者への国家試験の導入の検討などの議論が生れてき

た 4-9,10)。そこで，実際に 2007 年の「社会福祉士及び

介護福祉士法」の改正により， 社会福祉関連科目の時

間数の削減と介護領域の時間数の大幅な増加により，

個人の介護支援を重視した教育カリキュラムの導入が

新たに決められた 11）。このような高齢者の介護情勢

のなかで，筆者らは，養成校の学生の介護意識を調べ，

それを介護福祉士養成教育のなかに反映する必要性を

感じた。なぜならば，現在のような不安定な介護状況

にあるからこそ，養成校で学ぶ学生の介護意識を把握

し，それを養成教育に反映させ，学生の介護意欲を高

め，質の高い介護マンパワーの養成教育の提供が必要

であると考えたからである。そこで，筆者らは，養成

校の学生に対して介護意識についてのアンケート調査

を実施した。

過去の介護福祉士に関係する調査報告は，養成校

の学生の介護意識や就職意識の調査報告が一部見ら

れ 12,13），また高齢者福祉施設で働く養成校の卒業生達

の介護意識の調査報告も行われている 14-16）。これらの

調査結果から，養成校の学生や卒業生は，高齢者介護

には強い関心や動機づけを持ちながらも，高齢者施設

の職場待遇（給与，労働など）には不安を持つ傾向が

見られた。そこで，これらの問題に関して，過去の調

査結果を再検証することを目的として調査を実施し

た。

なお，ここで介護意識とは，高齢者の日常生活（排

泄，入浴，食事，余暇など）の介護支援，家族への介

護指導や助言，関係機関との連絡・調整に対する意識

を示す。

２　研究方法

2.1 調査対象者

調査対象者は A 県，H 県，S 県，O 県の介護福祉士

養成校の学生であった。養成校の学生の介護意識を調

べるために質問紙調査を実施した。質問紙調査は各養

成校の代表を通して配布し，授業時間を利用した集団

調査を行った。なお，質問紙は無記名であること，統

計的処理を施し，個人が特定されないこと，研究以外

の目的に使用されないことなどの説明記述など，倫理

的配慮をした。

2.2 調査内容

質問紙による調査項目は，以下の内容である。(1) 
調査対象者属性（学生の年齢，性別，養成校の種類，

学年，所有している資格），(2) 介護福祉士養成校に

ついて，(3) 介護のイメージ，(4) 介護福祉士に対する

社会の評価，(5) 介護で配慮する面，（6）就職。主な

質問項目数は自由記述を含め，21 項目であった。そ

の結果，124 名の学生から回答を得た。調査期間は，

2010 年 1 月 8 日から同年 2 月 16 日の約 1 カ月間であっ

た。

2.3 分析方法

質問紙調査により回収したデータは，単純集計で全

体の状況を分析した。幾つかの調査項目では，短期大

学・専門学校（以下，「2 年制課程」と呼ぶ）と 4 年

制大学（以下，「4 年制課程」と呼ぶ）の調査対象者

の回答結果を比較した。本研究で使用した統計ソフト

は SPSS ver. 14.0 であった。

3  調査結果

以下，調査で得られた調査結果である。この調査結

果の各項目が質問紙のなかで示された質問項目であっ

た。なお，各質問項目のなかで，複数回答を記入した

ものがいたが，それらも回答結果に入れたため，回答

結果総数と対象者数が異なる場合もある。

(1) 対象者属性（表１）

124 名の学生から回答を得た。調査対象者の 7 割強

が，女性であった。年齢は，19 歳と 20 歳が全体で 7
割を超えていた。養成校の種類としては，「2 年制課

程」の学生が 7 割を超えていた。学年は 1 年生と 2 年

生が合わせて 7 割を占めていた。所有している資格は，

ヘルパーが 4 割と最も多かった。なお，「4 年制課程」

の学生には，介護福祉士の資格に加えて，社会福祉士

国家試験の受験資格を希望するものもいた。
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(2) 介護福祉士養成校について

①介護福祉士養成校に入学した動機は何か

（複数回答）（表 2）

「福祉や介護に関心があったから」が最も多く，

次いで「人の役に立つ仕事がしたい理由があげら

れていた。

②介護福祉士養成校で特に興味ある授業は何か

（表 3-a）

全体的に「介護（技術）領域」が最も多く，次

いで「高齢者の心理」が多かった。「2 年制課程」

と「4 年制課程」の学生は，共に「介護（技術）

領域」と「高齢者の心理」に高い興味を示した（表

3-b）。

(3) 介護のイメージ

①介護の仕事を通しての自己成長（介護の仕事は，

介護者の心理的成長，自己実現をさせるか）

「思う」と回答したのは 118 名（95.1%），「思わ

ない」4 名（3.2%）であり，ほとんどの者が，介

護の仕事により，自己成長できると感じていた。

②介護は汚れる仕事か（介護は，高齢者の入浴，排

泄介助などで汚れると思うか）

「思う」55 名（44.3％），「思わない」66 名（53.2％）

とほぼ半数に分かれた。

(4) 介護福祉士に対する社会の評価

①介護福祉士の資格評価（一般の人々は，介護福祉

士の資格を評価していると思うか）

「評価していない」83 名（67.5%），「評価して

いる」33 名（26.8%）となり，6 割強が一般の人々

は介護福祉士の資格を評価していないと感じてい

た。

②介護福祉士と他職種（看護師，理学療法士）の比

較（介護福祉士の地位は，看護師や理学療法士の

地位と比べて高いと思うか）

「思わない」115 名（92.7%），「思う」3 名（2.4％）

であった。

(5) 介護で配慮する面

①介護で配慮する面（特にどのような面を配慮して

介護を行うのか）（複数回答）（表 4-a）

利用者の「健康」が最も多く，次いで「利用

者との人間関係」であった。ただ，「2 年制課程」

「4 年制課程」の回答結果の比較のなかで，「2 年

制課程」の学生が「機能回復訓練」を重視してい

ることが特徴的であった（表 4-b）。

(6) 就職について

①将来の就職希望場所（複数回答）（表 5）

「特別養護老人ホーム」が最も多く，次いで「老

人保健施設」が多く，多くの学生は，高齢者の分

野での就職を希望していることが分かった。

②転職について

「将来，高齢者施設で働いとき，待遇（給与，

労働時間など）等が悪い場合，転職を考えるか」「考

える」54 名（43.6%）で，「考えない」45 名（36.3%），

「分からない」25 名（20.2％）であり，4 割が職

表１　対象者の基本的属性

表２　介護福祉士養成校入学の動機 ( 複数回答）

表 3-a　興味ある授業

表 3-b　興味ある授業
　　　 （2 年制課程と 4 年制課程の回答結果）
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場の待遇が悪い場合，転職を考えていた。

③継続的に働くための改善点（職場でどのようなど

のような面が最も改善されたならば， 継続的に働

くことができるのか）

「給与」78 名（50.6％），「人間関係」43 名（27.9％），

「休暇が取れない問題」17 名（11.1％）「労働時間

の問題」13 名（8.5％）となり，「給与」の問題を

半数以上があげていた。

(7) 介護福祉士に関する自由記述

4 名が自由記述をしていた。その中で，「福祉は夢

のある仕事」と福祉の仕事について肯定的に考える一

方，「労働の時間と給与が適切でない。そこを改善し

ないと，働きたくても働けない」と介護現場の待遇改

善を訴える内容も見られた。

４　考察

本調査の対象者数は 124 名であり，必ずしも十分な

サンプル数ではなかった。そこで，このような問題点

を踏まえて，本調査結果の考察を行う。

介護福祉士に対する社会の評価ついては，6 割強の

学生は一般の人々が資格を評価していないと感じてい

た。そして，9 割の学生は，介護福祉士が他職種（看

護師，理学療法士）の資格と比較して高いと感じてい

なかった。それでは，何故，学生はこのような意識を

持ったのか。その背景には，一般的に介護現場では，

待遇（給与や労働時間）において，介護福祉士は看護

師や理学療法士よりも優遇されていないと言う意識が

学生にあったのではないかと思われる。介護福祉士の

職業意識の質問項目では，学生は将来の希望をあまり

持っていなかった。4 割の学生が職場の待遇が改善さ

れない場合，転職を考えていた。そして，介護の仕事

を継続的に続けるために，「給与」の改善の回答が最

も多くあげられていた。自由記述のなかでも，「労働

の時間と給与が適切でない。そこを改善しないと，働

きたくても働けない」と言う記述がみられた。これら

の調査報告は，過去の調査報告にも見られ 13,17,18)，給

与の低さは社会福祉施設全体の問題としても指摘され

ている 19,20)。そこで，養成校の教育関係者は，介護現

場の「給与」の改善について，介護福祉士養成施設協

会や学会などの組織と共に，行政に訴えて行くべきで

あろう。そして，介護現場の給与や労働時間などの待

遇改善が介護福祉士の社会的評価の向上への 1 つの要

因になるのではないかと思われる。

一部の学生は，高齢者の入浴，排泄・移動介助など

の「介護はきつい」仕事であると感じながらも，養成

校の入学動機については「福祉や介護に関心があった

から」「人の役に立つ仕事がしたい」などの強い意識

を持ち，9 割が「介護の仕事を通して自己の成長が見

られる」と回答をし，介護職について肯定的な印象を

持っていた。また，養成校の学生や卒業生が介護の現

場で働く生きがいとして，「自己の成長」をあげていた。

このような調査結果は，過去の調査報告と同様な結果

を示した 12-14,16）。すなわち，養成校の学生は，介護福

祉士資格が社会的に評価を受けていないと感じながら

も，「人の役に立つ仕事をしたい」「介護の仕事を通し

て自己の成長が見られる」などの介護職に強い動機づ

けを持ち，自己の成長を信じて学んでいるのである。

なお，養成校の卒業生達への意識調査の報告では，「給

与」などの待遇だけではなく，介護職を継続する理由

として，上司・同僚との良好な人間関係も大きな要因

として報告されている 14,16）。そこで，養成校の学生に

は，給与などの待遇問題だけでなく，職場での良好な

人間関係が介護職の継続の要因になることの指摘も必

要であると思われる。

興味のある授業では，学生は全体的に「介護（技術）

領域」と「高齢者の心理」をあげ，「2 年制課程」と

「4 年制課程」の学生の回答結果に相違が見られなかっ

た。両課程の学生は，高齢者介護のなかで，食事・入

浴・排泄などの介護技術に関心を持ち，同時に高齢者

の心理的状況・特徴に関心を持っていると思われる。

介護で配慮する面については，「2 年制課程」と

表 4-a　介護で配慮する面（複数回答）

表 4-b　介護で配慮する面
　　　 （2 年制課程と 4 年制課程の回答結果）

表５　将来の就職希望場所（複数回答）
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「4 年制課程」の回答に相違が見られた。すなわち，

「2 年制課程」の学生が「4 年制課程」の学生よりも「機

能回復訓練」に関心を持っていた。この相違には，次

のような理由が考えられる。両課程では，介護福祉士

資格取得のために，「生活支援技術」「介護の基本」な

どの「介護」を中心とした科目，最低 1800 時間の履

修が必要とされる。「2 年制課程」の学生は，2 年間

の短期間で「介護」を中心とした科目を学ぶ。一方，

「4 年制課程」の学生のなかには，介護福祉士に加え

て，社会福祉士の「ダブルライセンス」を希望する学

生もいる。社会福祉士の「ダブルライセンス」を希望

する場合，社会福祉士国家受験資格のために「社会福

祉援助技術」関係科目の履修も必要となる。すなわち，

「2 年制課程」の学生は「4 年制課程」の学生に比較し

て，短期間で集中して「介護」を中心とした科目を学

ぶなかで，「機能回復訓練」を強く関心を持つように

なったのではないかと考えられる。

以上の様な養成校の学生の介護意識を配慮しなが

ら，養成校の教育関係者は学生の教育指導を行うべき

であろう。具体的には，一人ひとりの学生が抱える問

題に目を向け，学生が満足できるような教育的な指導

を行うべきであろう。就職指導のなかで，一般企業と

介護現場などの進路に迷っているときなどに，最終的

には本人が納得いくような学生の自己決定を尊重する

べきであろう。特に，現在，介護施設の劣悪な労働条

件や複雑な人間関係や介護者不足が指摘される状況に

おいて，本調査のなかで純粋に介護福祉士を志す学生

の思いや気持ちを大切にし，養成校の教育関係者は将

来の介護の仕事に希望を持てるような教育指導を行う

べきであろう。

最後に本調査の今後の課題について触れる。本調

査においては，調査対象者数が少ないため，一般的傾

向を述べることができなかった。そこで，今後は，調

査対象者数を増やすこと，その際，「2 年制課程」と

「4 年制課程」にサンプル数に大きな差が見られない

ように配慮が必要とされよう。そして，調査項目を作

成する際，両課程の教育カリキュラムの相違や目標，

介護福祉士養成教育の具体的な改善策，ヘルパーなど

の資格の有無と介護意識の関係などを考慮した調査項

目の作成が今後の調査課題として挙げられる。
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Abstract

The study was intended to clarify the consciousness of the care for the elderly of students in professional schools for 
care workers through a questionnaire. There were 124 students responding to the questionnaire. Most students had a strong 
motivation to become care workers, such as "I would like to help the elderly."  About the work, many students had a hope to 
work in the fi eld of the elderly, such as in a nursing home as a care worker. 

However some of the students, for reasons such as the conditions (working time, salary) in the workplace, will change 
jobs and did not have the inclination to continue to work in care for the elderly.

Most students responded that they were interested in the classes "Method of Care for the Elderly" and "Psychology of the 
Elderly." Most students thought that health is very important in care for the elderly, but students of two-year programs were 
more likely than students of four-year programs to stress rehabilitation. Most students had a strong motivation for the care 
for the elderly, though they have anxiety about the work of caring for the elderly in the future.

Key words: professional school for care workers, students, consciousness of care, questionnaire
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