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平 成 ２４ 年 度 事 業 計 画 
 

 
１．事業活動方針 
 

 平成２４年度の事業計画の大きなポイントとして、４月施行の介護保険報酬改定の

３つの基本視点である、地域包括ケアシステムの基盤強化、医療と介護の役割分担・連

携強化、認知症にふさわしいサービスの提供のため、公社の強みである 24 時間 365 日

のサービス提供体制を活かしつつ、積極的に取り組んでまいります。そして、年々ニー

ズが高まっている障害者への居宅サービスについては、質の高いサービス提供のために

障害の特性に関する職員研修を強化するとともに、新規事業として計画相談支援事業を

実施することにより、総合的に在宅生活を支える体制を整えてまいります。 
また、今年度は一般財団法人としての一歩を踏み出した平成２３年度を経て、更なる

自立を目指す１年となります。 
そのひとつが、昨年度策定した「中期計画」に基づき、プロジェクトチームにおいて

作成したアクションプランの実践です。「人財づくり」では、人材の確保・定着と育成、

また、その土壌となる風土づくりに向けて、「仕組みづくり」では、客観的な視点に基

づく事業評価と経営診断によるＰＤＣＡサイクルの確立、また、危機管理の観点から、

お客様に安心してサービスをご利用いただくことと、公社と従業員を守るための体制の

整備などに重点を置いた、職員による職員のためのプランとなっています。 
さらに、福祉公社設立以来、市川市の外郭団体として本部事務所の無償使用を許され

てまいりましたが、今年６月に、平成１５年から約９年を過ごした東大和田の地を離れ、

新事務所となる市川駅前に拠点を移すこととなりました。 
報酬改定という社会的要因、「人財づくり」「仕組みづくり」という内的要因、さらに

は事務所移転という環境的要因と、大きな変化・改革を迎える平成２４年度ですが、本

当の意味で自立した法人として歩むための基盤固めを計画的に行い、今まで以上に収支

バランスを意識した堅実な経営を維持継続すること、そしてお客様が住み慣れた我が家

で安心して過ごせるよう、本当に必要なサービスを提案することにより、基本理念であ

る「地域の皆様の安心を第一に、信頼され、必要とされる」公社の実現に職員一同努め

てまいります。 
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２．事業内容 
 
（１） 継続事業 

 
 

① あい愛ヘルプ  
 
 介護保険法や障害者自立支援法の要件に該当しない高齢者等や支援内容で、日常に

支障のある方に対して、ホームヘルパーを派遣する。支援の内容により、生活支援サ

ービス（家事や身の回りの世話）・通院支援サービス（通院同行や薬取り）・余暇支援

サービス・ＳＯＳヘルプ（随時派遣）に分けている。 
 
（ア） 派遣時間目標    630 時間／月 （平成 23 年度見込み 454 時間／月）             
（イ） 派遣日       1 年 365 日 
（ウ） 提供時間      24 時間 

 
 

② すくすくヘルプ  
 
 産前産後の家事や沐浴等の育児の支援、親の勤務により困難な保育園の送迎、親や

子供の体調不良時や保育園・幼稚園の行事等の子供の見守りなど、ＳＯＳヘルプ（随

時派遣）も含め、ホームヘルパーを派遣する。 
 
（ア） 派遣時間目標    380 時間／月 （平成 23 年度見込み 424 時間／月）     
（イ） 派遣日       1 年 365 日 
（ウ） 提供時間      24 時間 

 
 

③ 在宅介護支援センター運営事業  
 

 地域の身近な相談機関として、地域包括支援センター・民生委員・自治会・高齢者

クラブ・地域ケアシステム等と連携を図りながら、高齢者の実態把握、地域のネット

ワーク構築、相談支援、啓発に努める。 
  
     （担当地区）  八幡・南八幡・大和田・東大和田・東菅野 
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④ ペーパーヘルパーチャレンジ講座  
 

就労支援および介護職の人材不足解消策として、「資格はあるが経験がないため不安

がある」「ブランクがある等で就職に向け一歩が踏み出せない」などの潜在する人材の

掘り起こしを目的とし、講座を開催する。また、講師については、現場で働く訪問介

護員を起用し、より実践に役立つ講座にする。 
 

   （ア）開催      年 2 回 
   （イ）定員      20 人 
   （ウ）内容      訪問介護員の基本（講義・実技）・現役ヘルパーの体験談等 
 
 

⑤ 地域介護者育成  
 
地域人材の活用を目的とし、地域の介護者の育成及び資質の向上を図るために交流

会等を実施し、情報の共有・交換等を行う。 
 
  （ア）開催     年１回   

 
          

⑥ 福祉従事者フォローアップ研修  
 
 高齢者や障害者が求めるサービスの質を受け止め、市川市における福祉従事者が、

利用者の多様なニーズに応えることができるよう、資質の向上を図ることを目的に研

修会を開催する。 
 
（ア）開催      年２回 

 （イ）定員      各 30 人 
 （ウ）内容      介護実技研修 
            障害者の心理と対応について 
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⑦ 広報誌「あい愛エール」発行  
 
 ご利用者やその家族、関係機関・事業者等に対し、福祉に関する専門誌として介護

知識や技術、福祉公社の事業内容等、地域の方々のニーズに沿い生活に役立つような

情報を取り上げ、広い世代の方に親しんでいただけるよう工夫し発信していく。 
   （ア）発行      年 2 回（6 月・1 月） 
   （イ）内容      各制度の変更点や改善点・事業紹介・事業報告 
              福祉・子育てに関する情報の提供 
 
 

⑧ 地域福祉調査研究  
 
 地域の多様なニーズに柔軟に対応できるよう、介護・福祉・子育て等の情報の収集

を実施し、住み慣れたまちで安心して暮らすために必要なサービスの充実を目的とし

て研究を行う。 
 
 （ア）内容      アンケートの実施、いちかわ子育てガイドブックへの掲載、 
            ホームページの更新、各種行事への参加、 

市民講座等への講師派遣 等 
 
 

⑨ 夜間対応型訪問介護事業  
 
 要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、住み慣れた我が家

で安心して暮らせるよう、医療との連携を図りながら下記のサービスを行う。 
・オペレーションセンター  

24 時間 365 日常時オペレーターを配置し、各契約者宅に置かれた専用端末機から

転倒や体調悪化などの通報を受け、ヘルパー訪問の要否や救急車要請等を判断し

手配する。 
・定期訪問  

夕方 6 時から翌朝 8 時までヘルパーが定時に巡回して身体介護を行う。 
・随時訪問  

転倒や体調悪化等の緊急時にヘルパーが訪問する。 
 
 
 



 5 

    利用人数目標     130 人／月 
               （平成 23 年度見込み 104 人／月） 
    派遣回数       350 回／月（定期訪問・随時訪問） 
               （平成 23 年度見込み 326 回／月） 

 
 

⑩ 予防給付ケアマネジメント事業  
 
 介護予防の基本理念である「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」

ことができるよう、地域包括支援センターと連携を図りながら、介護予防支援計画の

作成を行う。 
 
    利用者数   45 件／月 

 
 

⑪ 要介護認定調査事業  
 
 市川市及び他市町村から要介護認定調査を受託し、委託契約に基づき、被保険者の

介護認定や更新に係る調査を行う。 
 
    市川市内        240 件／年 
    他市町村（協力依頼分） 24 件／年 

 
 

⑫ 養育支援訪問事業  
 
 児童の療育について積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭、

中学校３年生までの児童のいるひとり親の家庭及び出産後の家事や育児について家族

からの支援が受けられない家庭に対し、育児に係る過重な負担がかかる前に、当該家

庭を訪問して育児に関する支援をし、安定した児童の療育を実現していく。 
 
 

⑬ 通所型介護予防事業  
 
 市で把握している二次予防事業対象者の中から、閉じこもり予防の教室に参加を希

望する者へ、送迎サービスおよび介護予防に資するプログラムを実施する。 
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  （ア）利用者数   １クール 15 名程度・年間 4 クール 
  （イ）開催日時   毎週木曜日  13 時 30 分～15 時 30 分 （1 クール 12 回） 

（ウ）内容 健康チェック・ＮＨＫラジオ体操・健康講座・レクリエーシ

ョン・作品作り 
 
 

⑭ 食の自立支援事業アセスメント事業  
 

 「食」の自立の観点から、ひとり暮らしの高齢者又は栄養改善が必要な高齢者に対

し、計画的に食関連サービスの提供をすることを目的として、在宅介護支援センター

相談員が、担当地区の新規申請者・継続利用者等に対し、訪問によるアセスメントを

実施する。 
 
 

⑮ 家族介護支援事業  
 

 要介護高齢者の状態の維持・改善のための適切な介護知識及び技術の普及を図り、

介護者同士の交流と地域・家庭の介護力を高める目的で、年４回、在宅介護支援セン

ター担当地区において、認知症介護等をテーマに介護教室を開催する。 
 
 

⑯ あんしん電話受信センター運営事業  
 
 あんしん電話が設置されている、65 歳以上の独居または高齢世帯および障害者から

通報があった際、通報内容に応じ救急車の要請・支援員派遣の連絡・その他多岐にわ

たる相談業務を消防局・各地区民生委員・在宅介護支援センター等と連携を図りなが

ら実施する。また、緊急時支援員派遣申請をした方に対し、コーディネーターが訪問

しアセスメントを実施する。 
 

登録者数   2,030 人 
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⑰ 緊急時支援員派遣制度事業  
 

市川市緊急時支援員利用補助金交付要綱に基づいた登録事業者として、介護保険認

定の自立（非該当）または要支援１・２の方であんしん電話を設置している高齢者お

よび障害者を対象に、あらかじめ契約を締結し、夕方 6 時から翌朝 8 時までの間にあ

んしん電話受信センターに車椅子からの転落など、日常生活上の緊急時に、支援員派

遣希望の通報があった場合に支援員を派遣する。 
      

 契約者数    210 名 
 
 
（２）その他事業 

 
 

① 居宅介護等事業  
 
 障害者（児）の心身等の状況や置かれている環境に応じて、居宅介護等計画の作成

とモニタリングを実施し、自宅での介護や通院、視覚障害者の外出時の援護等、より

良いサービスの提供を行う。また、生活等に関する相談助言を行い関係機関との連携

を図り生活全般にわたる支援ができるように取り組んでいく。 
 

    利用時間目標      2,400 時間／月   
（平成 23 年度見込み   2,203 時間／月） 

 
 

② 移動支援事業  
 
 障害者（児）に対する移動支援計画の作成とモニタリングを実施し、余暇活動や社

会参加ができるよう援助を行う。また、相談助言を行い関係機関との連携を図り、安

全安心な支援ができるように取り組んでいく。 
 

      利用時間目標       30 時間／月   
（平成 23 年度見込み  79 時間／月） 
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③ 計画相談支援事業  
 
 障害者自立支援法等の改正法の一部施行にともない、平成 24 年度より新規事業とし

て実施する。障害者（児）の相談に応じ、その生活に必要な情報提供や助言、サービ

スの利用支援を行う。また、各関係機関との連絡調整、緊急時の支援等により、地域

での生活が定着できるよう取り組んでいく。 
 
 

④ 居宅介護支援事業  
 
 医療との連携を強化し、中重度の利用者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、

居宅サービス計画（ケアプラン）を作成する。また、特定事業所として質の高いケア

マネジメントの実施に取り組んでいく。 
 
   利用人数目標      200 人／月 （平成 23 年度月見込み 257 人／月） 

 
 

⑤ 訪問介護事業  
 
 居宅介護計画に基づき、自立支援の基本理念を踏まえた利用者個別の訪問介護計画

を作成し、適切なアセスメントに基づき効率的かつ質の高いサービス提供に取り組ん

でいく。 
 
   利用時間目標      6,600 時間／月   

（平成 23 年度見込み  6,228 時間／月） 
 
 

⑥ 予防訪問介護事業  
 
 介護予防支援計画に基づき、利用者の生きがいや自己実現をふまえた適切な介護予

防訪問介護計画を作成し、自立支援に資するサービスを提供できるように取り組んで

いく。 
 
   利用時間目標      1,100 時間／月  
                （平成 23 年度見込み 1,007 時間／月） 
 


