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～今号は高齢者ケアハウス、相談支援事業所、居宅介護支援センター、

訪問介護ステーション、包括支援センターの５施設をご紹介します♪～





～次回は光陽荘・青雲・やまぶきをご紹介します～



「知っていますか？給与規定」クローズアップ

Ａ．扶養手当の支給は、給与規定第２２条２に明記されているので抜粋しますと、新たに職員となった者に

扶養親族がある場合は、その職員となった日から現に勤務している職員で事実が生じた場合におい

ては、その事実が生じた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属す

る日から開始又は改正します。 ただし、事実の生じた日から１５日を経過した後に届出を受理した

場合は届出を受理した日の属する月の翌日（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）

から支給になります。

なお、「他の扶養手当に相当する扶養手当を受けている」「月額１０万円を超えている」「１～１２月まで

の収入が１２０万円を超えている」のいずれか１つに該当する場合は扶養親族の対象にはなりません。

星生さんの場合でご説明させていただくと・・・

まず「扶養手当」は給与規定第２１条（１）（２）に明記されていますが、「配偶者」「１８歳未満の子女」と

なっています。 奥さんとお子さん２人は「他の扶養手当に相当する扶養手当を受けている」「月額１０万

円を超えている」「１～１２月までの収入が１２０万円を超えている」の１つにも該当しませんので、扶養

手当の支給対象になります。

息子さんは１８才を超えていますが、学生の期間は扶養親族となりますので支給対象です。

お子さんの「扶養親族異動届」は在学証明書など必要な証明書を添付して提出していますか？

扶養手当の支給金額は給与規定の別表３に明示されていますので、計算してみましょう。

扶養親族等異動届」に必要な証明書を添付して提出している場合、

「配偶者１３，５００円」＋「第１子６，０００円」＋「第２子以降の子５，０００円」＋「義務教育終了後在学

中の子１人に加算する額１人５，０００円」＝２９，５００円が扶養手当として毎月支給されます。

今回の扶養手当については給与規定の第２１条、第２２条に明記されています。

扶養手当は虚偽の申告や又は所定の届出を怠って不正に支給を受けた場合にはその金額を全額返金

となっていますのでご注意ください。

ご不明な点がある際には各施設の管理者または本部管理部 人事課・電算センターへお問合せください。

Ａ．扶養親族に進学や就職など、事実が生じた場合には「扶養親族異動届」の提出が必要になります。

まず星生さんの場合、奥さんがパートタイムからフルタイムになり収入が増えます。

扶養手当の支給対象は上記にもありますが、「他の扶養手当に相当する扶養手当を受けている」「月額１０

万円を超えている」「１～１２月までの収入が１２０万円を超えている」の１つにも該当しないことが給与規程

に明記されています。 奥さんの場合は４月から月額１８０，０００円ということですから扶養手当の受給資格

に該当しないため、扶養手当の支給は事実が発生した時点で終了となります。

注意が必要なのは給与規程第２２条５にある扶養親族として扶養手当の支給の対象となっている者が、収

入制限額（１２０万円）を超えることにより扶養親族に該当しなくなったときは、その年の１月１日に遡って扶

養手当の受給資格を喪失するものとする。 この場合においてすでに扶養手当を支給されているときは、

その者に係るその年の扶養手当支給総額を返還させる。となっています。

扶養親族に該当しなくなる事実が生じた場合には速やかに「扶養親族異動届」を提出してください。

次にお子さんの場合ですが、まず息子さんは就職で扶養手当の受給資格を喪失することになります。

扶養親族に該当しなくなった場合は扶養手当の支給が終了になりますので、事実が生じた場合には速やか

に「扶養親族異動届」を提出してください。

娘さんは高校生になるということで、義務教育の中学から高校に進学した場合は「義務教育終了後在学中の

子１人に加算する額１人５，０００円」が該当になります。 義務教育後の進学先が決まった際には在学証明

書などの証明書を添付して速やかに「扶養親族異動届」を提出してください。

Ｑ．来年の春に息子は卒業で社会人になり、娘が高校生です。

妻もパートタイムからフルタイムで働くことになりました。

月額は１８０，０００円になる予定です。 その場合の届出は？

Ｑ．私は正規職員で妻はコンビニでパートタイムとして働いています。

妻の給与は控除されていない金額で月額約７０，０００円です。

賞与はなく、去年の年収は８４０，０００円でした。

家族は大学生の息子と中学生の娘の４人家族で世帯主は私です。

子供は２人共アルバイトなどはしていません。扶養手当の支給は？



職種別インタビュー 緑星の里には沢山の職種の方が勤務をしています。

今回は世話人・理学療法士の方をご紹介します。

Ｑ．現在、何年目ですか？

Ａ．平成２２年３月からなので８年目になります。

Ｑ．日々の仕事の内容を教えてください。

Ａ．デイケアの担当なので、午前中はデイケア利用

者の方のリハビリをしています。

休憩を挟んで午後からは入所利用者の方のリハ

ビリをしています。 会議などもありますね。

夕方からは記録などの事務作業をしています。

Ｑ．一日の仕事の流れを教えてください。

Ｑ．みなさんにひとことお願いします。

Ａ．介護・医療の制度改正などが

今後あるので、これから先に

リハビリが向かうべき方向性

の地盤をしっかりと築いてい

けるように努力していきます。

＜理学療法士＞
老人保健施設

東胆振ケアセンター

小飯田 伸次さん ４１歳
北海道千歳リハビリテーション学院卒

ちょっとひと休み♪
７月から暑さが続き、夏バテから秋バテのお疲れモード

では栄養バランスがうまく取れていませんよね。

そんな時、こんな定番の食事が嬉しい今日この頃。

「ごはん」「焼き魚」「おつゆ」この組み合わせが嬉しい！

お疲れ気味の身体にはやさしい食事ですね。

ん？？ちょっと待った！！「おつゆ？」と思った方は・・・

北海道出身じゃない方ではありませんか？

北海道ではお味噌汁のことを「おつゆ」と言うんです。

今ではお味噌汁と言う家庭も多いので、麺をつける

「つけ汁」と思った方もいるかもしれませんね。

我が家では食事の時に「おつゆ飲むかい？」と普通に

使っています。北海道弁だったんですねぇ。 Ⓢ

和食の定番

「おつゆ」

そんな「おつゆ」は健康にとてもいいんです。

お味噌は発酵食品なのでアミノ酸やビタミンＢ群などが

バランスよく、豊富に含まれています。

昔から「みそは医者いらず」と言われているように

日本の健康食品と言えるかもしれませんね。

今は生活習慣病の予防や女性には朗報、アンチエイ

ジングの効果があると言われています。

北海道弁 ＆雑学講座

ちょっと

ひと休みの

時間でした

グリーンホーム ジョージア

堀 裕子さん ６１歳

Ｑ．現在、何年目ですか？

Ａ．勤務は夜勤です。

ジョージアにお住いの男性利用者４名の方が

青雲での作業を終えて帰ってこられるので、

食事の準備や掃除などの家事をお手伝いして

います。

Ｑ．一日の仕事の流れを教えてください。
Ａ．午後４時３０分からお迎え→入浴準備→夕食の

支度→洗濯→夕食→就寝準備→施設内清掃→
記録が夜の１２時までで、早朝４時までは仮眠、

朝は朝食の準備→作業へお見送り→後片付け

が基本的な流れです。

Ｑ．みなさんにひとことお願いします。

Ａ．最初は私で大丈夫か心配で

したが、職員のみなさんに

支えられ、利用者の方とも

少しずつ距離が縮まってき

たことを嬉しく感じています。

Ａ．昨年の１０月から勤務しています。

＜世話人＞

Ｑ．このお仕事のきっかけは？

Ａ．緑星に勤務している知り合いの方から紹介され

ました。 最初はどうしようかと迷っていましたが、

家族に相談したところ、「やってみたら？」と背中

を押され、頑張ってみようと思いました。

Ｑ．日々の仕事の内容を教えてください。

Ａ．利用者の方それぞれに合った運動機能の向上・

維持を目指したリハビリを実施しています。

また、デイケア（通所リハビリ）の方の住宅改修・

介護者であるご家族へのアドバイスなどもして

います。

その他に地域貢献活動や法人内研修の講師

なども担当することがあります。



ご意見・ご要望を

お聞かせください。

ＴＥＬ ５１―８２００

ＦＡＸ ５８―２０３０

ＭＡＩＬ jinji-roumu@ryokusei.or.jp
＜発行先＞

苫小牧市字植苗１２１番地７

社会福祉法人 緑星の里

本部管理部 人事課

ニュースレターVol.3いかがでしたか？

今回の取材日は暑さとの戦いでした・・・。とにかく暑いのが

苦手な私。施設にお邪魔した際には文明のチカラに感謝し

ながら密かに涼んでおりました(^_^;)
やっと涼しくなりましたが、みなさんお身体ご自愛ください

＜平成２９年９月予定表＞ ＜平成２９年１０月予定表＞

１０月第１週目の日曜日に開催されます「緑星まつり」は今年で第４７回となりました！

毎年、沢山の方にご来場いただき、大盛況の「しいたけ狩り」や「もぎたて野菜」「焼きたてパン」の直売、

職員やボランティアの方による「焼き鳥」「から揚げ」などの模擬店も多数出店します。

また、ステージではダンスやライブなど今年もパフォーマンス満載です！

気になる今年のテーマは・・・

～第４６回 緑星まつり風景～

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 1 2 3 4 5 6 7

　H29ﾁｭ ﾀー 2ー者面接 　H29ﾁｭ ﾀー 3ー者面接 　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会 　13：00～17：00

　　虐待防止対策研修

　9：30～16：30

　　課長ﾁｰﾑｺ ﾁーﾝｸﾞ研修

3 4 5 6 7 8 9 8 9　体育の日 10 11 12 13 14
　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会 　13：00～16：00 　10：00～12：00 　　Let's KAIZEN委員会

　　ﾒﾝﾀﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ｾﾙﾌｹｱ研修 　　資格取得（精神福祉士）講座

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
　9：30～16：30 　10：00～12：00 　9：30～11：30 　13：30～15：30 　13：30～15：30 　13：30～16：30

　　施設長ﾁｰﾑｺｰﾁﾝｸﾞ研修 　　管理職研修 　　ﾏﾅー 塾③ 　　基礎介護技術研修（北栄地区） 　　ごっくん研修（北栄地区） 　　新任ﾌｫﾛ ｱーｯﾌﾟ研修

　13：00～17：00

　　虐待防止対策研修

17 18　敬老の日 19 20 21 22 23　秋分の日 22 23 24 25 26 27 28
　9：30～12：30 　10：00～12：00 　13：00～17：00 　10：00～17：00 　9：30～11：30
　　基礎介護技術（上級）研修 　　資格取得（精神福祉士）講座 　　虐待防止対策研修 　　新人ｽﾀ ﾄーｱｯﾌﾟ研修 　　ﾏﾅー 塾④

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
　9：30～12：30 　13：30～15：30 　H29年度ﾁｭｰﾀｰ3者面接 　14：00～17：00 　9：30～12：30 　10：00～12：00

　　ごっくん（１年～）研修 　　内部監査員研修 　　ｴｸｾﾙで表ﾁｬﾚﾝｼﾞ 　　ハラスメントの防止（中級） 　　H29年度ﾁｭｰﾀｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

第４７回
緑星まつり


