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（テーマ） 

     Ⅰ： 運動会 

Ⅱ： 消費税増税 

Ⅲ :  最近の介護造成 



Ⅰ 運動会 

 
中村 本日２時半から運動会行うことになっております。 

グループホーム 2F、1F 
    管理者変更かけております。1F は坂野が管理者で 2F 佐藤が管理者に

なります。 
    在職何年ですか 
坂野  ６年目です 
佐藤   今年３月で１０年です 
中村   ケアマネも大沼からの移動で武藤に変更かけております。女性らしい

極め細やかに利用者様にかわっていけたらいいね思っております 
     来月から変わりますのでよろしくお願いいたします。 
     在職の長いスタッフも居りますので適切に運営出来ると思っています。  
    戸巻七飯幼稚園園長先生も来てくださると云う事でしたが監査がある

で来られませんが、時間があれば、来れるとのことです。冬場は、ど

うしても雪あるので外出に躊躇し運動不足になりがちという事もあり

七飯の体育館をお借りして遊びながら行いたいとおもいます。運動と

いってもパン食い競争など色々ありますが、ほかどのような項目を考

えていますか 
坂野  物渡しゲームです 
中村  では、上記⒉競技をやってみましょう。 
    楽しみながら脳の活性化と体を動かして温まることが目的です。  

今回はフェニックスさんから３〜４名、匠和さんから４名参加される

そうでスタッフさんも来られるのですか 
黒石氏 スタッフさんも一緒に来ます。 
中村  匠和さんとフェニックスと鳴川グループホームと総勢で４９名だそう

ですが楽しく行っていきましょう。 
    この活動を実際見ていただきこんなこともいいね 
    色々な場面に声をかけて楽しく交流が出来れいいかなと思っています。 

おやつ代わりに２時半なのでアンパン食べれると言う事かねそういう

楽しみを持ってもらえれば月に１回くらいは定期的におこなえればい

いね今考えてはいるんです 
だんだんも鳴川も改修がかかっていますが平成１３年に行ったので今

２６年ですね。だから１３年目に入ったということで、利用者さんで長



い方だと８年の方がいらっしゃいます。利用者さんも長生きだよねと職

員からなんでもかんでもお手伝いしてしまうと出来なくなる職員の意

識を変えていかなければいけない、利用者様は出来るのに知らないうち

に取ってしまっている、やってしまった方が早いし、実際利用者が持っ

ている能力が実は出来たり出来ることまで手伝ってしまったりすると

出来ない原因になってしまうので、なんだ私こんな事もできますとそん

な思いをその時だけでもいいから持っいただき、職員事態知識を変えて

いかなければいけないですし、知らないうちに取ってしまったり、徐々

に直していかないといけないと思いますし、利用者様との突破口になれ

ばいいし、そんな思いで利用者に接して頂けるといいと感じております。 
 

Ⅱ 消費税増税 
 

中村 ４月消費税の増税で介護報酬なども消費税分上昇します。 
利用者さんの負担も１０円２０円と云う単位あがります。利用さん含め

家族の負担も大きいのでて職員もあがった分だけ努力をしなければい

けないと考えます。 
食べ物や食材など課税がかかってきますからその部分で単価が上がっ

てくる形だとおもいます、また電気、水道、ガスなどの公共料金なども

上昇することですよね。しかし、年金の減額を打ち出しています。 
又２７年 10 月には 10%になります何か黒石さんのところで考えていま

すか 
黒石氏 なにも考えていなく、今話を聞いていてそうだよなと思いました。 
    介護保険外の部分は経費として事業者側が支払うものに対して全て 
    消費税でプラス分が加算でくるので、そう云う風に考えると暖房費が

上がった時にホームで見直し掛けるとかあると思いますけど、今度は

消費税なので全体的に消費税とかいろいろ考えなければならないので

足並みは揃えていきたいと思うんですけど。 
阿部氏 消費税 8％でみているんですけど１０％になるとも一度見直し掛けな

ければいけない。もうすでに電気料がぐっと上がるとようわ、３％追

加になりますけど 
山口氏 今言われたようにガスにしても消費税別にしても上っていますよね。 
    企業側はなるべく節電で消費量減らすとか、昨年より電気の使用量が

減っているが金額的に上がるという状況はありますね。うちはある程

度電気代とかは本人使う分は本人負担で、施設で使う分はいかに効率



良く節電し企業が努力をもっとしていかなければならなく厳しでしょ

う。ただ、ケア―ハウスの場合では即値上げすることは出来ないので、

この点が厳しいのです。 
 

中村  皆様のご家庭でも電気料は上がるしかし、年金は下がるし、なかなか

うまくいきませんね。今年電話が来て料金が上がる予定ありますか？

と尋ねられ企業努力で乗り越えていきますと答えましたが、しかし料

金そのものが上るところはあるようですね。今この８%で騒ぎ立てると

どうにもならないので１０%になると同時に２７年度に介護報酬の改

定になりますので一緒にあれもこれも上りました。家族等が気の毒で

言えません。それでなくても今グループホーム、サ高住などいろんな

物が出来て選べる時代になってきた函館市もそうですけど、目いっぱ

い出来ております。函館の見学に行ってきましたがとにかく空いてい

ますね。空いているんですけど職員もいない 職員はいない建て物だ

けれども入る人もいない今の状況がほんと出てきていますね。 
 

Ⅲ 最近の介護造成 
中村  特養に申し込んでも待機２００人とか言われます。厚生院さんで話を

聞くとたとえば砂原で待機２３０人と言っているんですよね。 
函館市とか大きな市町村はでサ高住などが出来ているので介護保険と

別項ですが、森病院さんは１００床、今さんは５０床です。特養ですら

空く時代にサ高住(サービス付高齢者住宅)は低料金で募集しています。

サービスと言っても、介護保険外なので、食事サービスと一部の見守り

のみで、スタッフも殆どいません。実際は、外部介護保険事業所や介護

タクシーの使用なので、費用は殆ど変りません。しかし、この点は、民

間での告知が成されていませんので、利用料の安い方に向きがちです。 
職員はどこでも行けるというあ頭でいるんです。家にいなくてもあそこ

新しく出来るし、あそこに行こうとかね。最初高くても利用者が入らな

いとボンと給料が下がっているようですね。１７万２１万とか出ていま

すが４か月でボンと下がるようで、この業界活気がなくなりましたね。 
阿部氏 サ高住と云うも、くせものなんです。部屋代とか食事代とかしか出て

いなくて介護保険は別途もうし受けます。そこは段階に応じても違う

し金額的には出ていないのです。安いなとイメージがあるじゃないで

すか 
実際行って話を聞いて、こんなものかと追加利用金がいくらかで決ま  



る新聞等は基本料金しかでていないから 
中村  サービスはついて、つかわなくても、しかしごはんはついていれ 

ばね、これで何かあれば新聞がたたくんですよ 
    サ高住はどういう所か調べてほしい 

どんなサービスを明確に書いてほしい明確に新聞で出してほしい 
と新聞に話しましたそういう事を書いてもらわないと特養からサ高住

に行ったかたがおりますからね。特養からサ高住に行ってどうするん

だろうって思います 
大堂氏 わからないからでしょうね 
阿部氏 実際全体の料金か別料金かの違いでしょうね。保障が付くかつかない 

 か。サービス付が微妙なんですね 
大堂氏 介護 5 まで出ていますからね 
中村  それで８万とか言われれば考えますし、安いですよね。 
    たとえば大堂様が全く分からなくて８万で安いねと感じますね 
大堂氏 建物きれいだしね。 
中村  じゃここ見守りしますよ。見守りはごはん食べている時だけでね。 

通院はこれだけのお金がかりそうです。いうふうに言っていくと１６

万１７万とかかっているんですよ。そんなにするんだらサービスいり

ませんとサ高住も今困っていますよ。逆に施設側とトータルの契約に

なるか、それとも介護サービスは介護保険は国保ですから個人個人の

契約になるので、朝昼晩ごはんだけ食べて、よっこらよっこらしてい

るから転がったり、病院連れていくんでない、何するんでもない、な

ど後できずいてサービスしてくれると云ったじゃないですか。と云う

話になります。七飯町にもサ高住が出来る予定なんですよね。49 か 39
ですよね 

阿部氏 道の意図で出来るので土をならしたりの開発業務から入りますからね。

総２階でしょうね 
中村  赤松さんが行って一気に満床になりましたから 
阿部氏 家族の方々が契約書を見て十分サービス内容を確認して契約する前に 

しっかり聞かないとダメですと云ことですね 
中村氏 最初は困っているからとかしか言いませんよね。そこが盲点なんです

よね。 
運動会と余談話でしたがそうした中でそれだけの金額をいただいてい

るのだから、また問われてくるのでサービスについて上げていかない

とこれだけのお金を払っていて前はとにかく困るので看て頂戴と話さ

れるが、実際他と比べると安いところが出てきたわけで、安いところ



のサービスの質が分からないのでどっちでもいいんじゃないのと云う

ことがあり得るしそれだけのサービスの提供して病院受診や立て替え

も行っているので１４万１５万までいきます。家族様の負担が大きい

のもあります。介護が高くなればなるほど介護度も上れば上がるほど

医療費もプラスαになってきますからそういう意味で少しでも長生き

していけるようにと考えているんですけど、正直やったはいいですけ

どきついですよね。GH 満床状態になっているので待機もボチボチ出て

来たので確保しても一人くらいしかおりませんから二人いなくなると

アウトですね。また一生懸命どっか行って徘徊してこなければならな

いあっちこっち行ってこなければならないですよ。プラカラプラカラ

徘徊ですよ。 
阿部氏 元気で長生きして頂かないと・・ですね 
中村  元気で長生きですね。元気で長生きしてもらいたいですが、待機を 

探すだけでも大変です。探すが用意じゃないんですがね。 
大堂氏 ディサービスで介護認定を受けたかたが通ってるので声をかける事は

可能じゃないですか。 
中村～ 私もそう思ったんですよ。居宅行ってるしディサービス行ってるし 
    と思いましたけど・・先立つ物がね・・お金ですね 
阿部氏 国民年金の方もいらっしゃるじゃないですか。月額いくらもらえるか

ですよね。そうすると入れない人が出た来ますね 
大堂氏 年金だけで入れる人もいますしね 
阿部氏 厚生年金とはいえどもランクがありますね 
中村  七飯町の場合は生活困窮の方は生活保護の対象になりますから。 

函館、北斗はかなり厳しいですよ。七飯町は保険事務所が無いので自

分の所で申請が行えるし、渡島振興局が行います。最終決定は道です

が七飯町がこうこうで申請書を持っていくとしょうがないねと話され、

函館は息子さんに働いてもらってといわれるそうですよ 
阿部氏 自分で稼げるの稼いで無い人がいるからでしょいうね 
中村  厳しい世の中になりましたから、ばあちゃんじいちゃんこれから長 

生きしていただけるように医療が必要でグループホームで生活してい

かなければならないのかは疑問ですけど。そこらへんは家族と相談で

すね。ターミナルだ注射だ点滴だグループホームでそうことが正しい

のか、いろいろと考えさせられますね 
利用者様にサービスが出来ない、いろんな問題があり色々と活性化し

ていけるといいのかなと思います。期待できないですね行政も 
２７年度介護報酬の改定も国の法律に乗って行うんでしょうがいきな



り、はい、あなたがたやりなさいと言われてもなにがなんだかさっぱ

りわからないケアマネの指導とか勉強会とか行っていたりしたんです

けど、３年に一回ですし指導にはいらなくては行かない中味がどんど

んかわっていますから別に指摘するために行くんじゃないですけど、

そう云うこともやらなくてはいけない指定更新もやらなければいけな

い、おそらく手が回らない、事業所がしっかりしないと無理じゃない

ですか 
阿部氏 体制を変えていかないとですね 
中村  今の福祉じゃ回らなくなりますよ 
阿部氏 福祉事務所が七飯の場合無いので市になると福祉事務所ができてくる

んですよね振興局に再度提出の手間が無く市町村独自の判断で行って

いける。だから逆に云うと市町村は判断が厳しい所もある 
中村  同じサービスなんですけど考え方が市町村によって違いがある 
    設置の仕方も違うしこんなに変わってきたのだなと感じる 

もともと国がねスロウガン 
黒石氏 待機の方がいるんですけど電話で連絡するともう少し家で頑張ります

と話されるあとは金銭的な問題もあります目途がつかないのでと振ら

れてしまう。今あちこち歩いてる最中です難しいです 
中村  特養に行ったりしますからね 
山口氏 ケアハウス待機いません。亡くなる方はこちらで予期していない方が

亡くなる。全く元気な方が亡くなると 
阿部氏 85 歳以上になると可能性ありますね 
山口氏 今日の運動会の件でですけどフェニックスに案内きたんですけど１か

月前だと行事が決まっており出来ればうちが今後参加させていただけ

るのなら早めに日程だけお知らせ頂ければ。今日も行事入っていたの

で・・・ 
中村  どれくらい前ですか、と尋ねないとダメですね 
山口氏 １か月前にはある程度決まってますからそうするとそれに合わして出

席できます職員とかも合わせて体制できるのでよろしく行事が無かっ

たらフェニックスなのでたくさん出れたと思います。元気な方おられ

ますのでパン食い競争あると喜んで来られるじゃないかと思います 
坂野～ 匠和さんも一か月前の方がよろしいですか 
黒石氏 １０日前くらいでも大丈夫です。対応できると思いますが、人数つれ

ていけないのでフェニックスと人数が違いますからね 
黒石氏 まだ競争心がある方がおられる二人くらい連れてきたいんですけど 
    ゲームしてももえる人がいるんです。競争心をあおって刺激になれば



いいのかなと思います 
 
中村  まず、スポーツセンターに行ってもらてこんなこと行うんだと観ても

らってください 
 
 
 

 

◎ 感想 

阿部様～パン食い競争難しいね 

黒石様～楽しかったです、準備等お手伝して行きましょうか 

大堂様～いんじゃないですか（脳の活性化） 

 
 
 
 
     


