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平 成 ２５ 年 度 事 業 計 画 

 

 

１．事業活動方針 

 

市川市福祉公社を取り巻く環境は、平成 23 年 6 月に公布された「介護サービスの基

盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」によって高齢者が住み慣れた地域

で安心して暮らし続けることができるよう「地域包括ケアシステム」の構築が必要とさ

れ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の新たな制度が創設されました。市川市でも

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実施について２ヶ所の設置を計画し、平成 25 年

3 月より民間企業が南部地域で開設しております。 

公社では、公益目的支出計画期間中は大幅な事業の変更を行わないこととしておりま

すが、このような環境変化に対応し、地域のニーズに応えるため、新年度は既存事業を

見直す一方で新たな事業に取り組んでいくことといたしました。 

新年度から新たに取り組む事業及び廃止する事業は次のとおりですが、廃止事業につ

きましては、現在取り組んでいる事業評価の結果に基づき決定いたしました。 

〔新規事業〕 

 ○定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業（市が行う指定の公募に応募予定） 

〈事業説明〉地域包括ケアシステムの中核的サービスと位置付けられ、日中と

夜間、介護と看護を一体的に行う事により、特別養護老人ホームと同様なサ

ービスを在宅で行うことを目的とした事業。 

〔廃止事業〕 

 ○地域介護者育成事業 

 〈理由〉事業内容が在宅介護支援センター主催で実施する家族介護支援事業と 

    重複するため廃止とする。 

○地域福祉調査研究事業 

 〈理由〉広く地域福祉の調査研究を行う事業は福祉公社が独自で実施すべき 

事業ではないため廃止とする。 

平成２５年度は一般財団法人として自立の道を歩み出し３年目を迎えます。新年度は、

訪問介護及び居宅介護における特定事業所加算の取得申請を行い、サービスの質の向上

を図る一方、準職員制度を廃止するなど、職員の勤務条件の改善にも取り組んで参りま

す。そして、職員一人ひとりが市川市福祉公社の一員であることに喜びと誇りが持てる

よう頑張って参ります。 

 

 

 

 



２．事業計画 

 

（１） 継続事業 

 

① あい愛ヘルプ 

ア）目標値 

    ・指標   派遣時間数 

    ・平成 25 年度  ４７０時間／月 

    ・平成 24 年度見込 ４６８時間／月 

イ） 説明 

介護保険法や障害者総合支援法(現：障害者自立支援法)の要件に該当しない

高齢者や日常生活に支障のある方に対し、ホームヘルパーを派遣する自主事業

であり、事業目標は今年度並とします。 

 

② すくすくヘルプ 

ア）目標値 

・指標   派遣時間数 

・平成 25年度  ３１０時間／月 

    ・平成 24 年度見込 ２９５時間／月 

イ）説明 

     子育て支援に係る自主事業であり、市川市からの子育て支援受託事業である 

養育支援等を利用された方の利用期間満了後の受入れ等を考慮し、今年度の実 

績見込み時間に努力目標５％増を見込みます。 

 

③ 在宅介護支援センター運営事業 

ア）説明 

市川市内に１１ヶ所ある在宅介護支援センターの内１ヶ所を、今年度に引き

続き市川市より委託を受け運営します。 

担当地区 ： 八幡・南八幡・大和田・東大和田・東菅野 

 

④ 介護職員初任者研修事業（旧：２級ヘルパー養成研修事業） 

ア）説明 

     研修事業の制度改正が行われたため、新事業確認のため１年間事業を休止し

ていましたが、新年度から再開します。なお、実施回数は準備期間等を考慮し

年１回とします。 

 

⑤ ペーパーヘルパーチャレンジ講座 

ア）説明 

     就労支援及び介護職の人材不足解消策として、潜在する介護資格保有者の掘 

    り起こしを目的とした事業であり、今年度に引き続き実施します。なお、実施 

回数は今年度同様年２回を予定します。  



⑥ 福祉従事者フォローアップ研修 

ア）説明 

     事業の目的は市川市における福祉従事者の資質向上を図るものですが、現在 

の実施内容が目的に沿っていないため、新年度は休止し再検証することとしま 

す。 

 

⑦ 夜間対応型訪問介護事業 

ア）目標値 

    ・指標   利用者件数 派遣回数 

    ・平成 25 年度  １１６件／月 ２９０回／月 

    ・平成 24 年度見込 １０６件／月 ２９０回／月 

  イ）説明 

     今年度の実績の見込みに、努力目標月平均１０％増を見込みます。 

 

⑧ 予防給付ケアマネジメント事業 

ア）目標値 

 ・指標   利用者件数 

 ・平成 25年度  ４８件／月 

 ・平成 24年度見込 ３８件／月 

  イ）説明 

     新年度は介護支援専門員を２名増員し、体制を強化することから、件数の増 

    を見込みます。 

 

⑨ 要介護認定調査事業 

ア）目標値 

    ・指標   実施件数・市川市内 他市町村 

 ・平成 25年度  １８６件／年  ３５件／年 

 ・平成 24年度見込 １８１件／年  ２０件／年 

  イ）説明 

     新年度は介護支援専門員を２名増員し、体制を強化することから、件数の増 

    を見込みます。 

 

⑩ 養育支援訪問事業 

ア）説明 

   子育て支援に係る市の事業で、今年度に引き続き市川市より委託を受けて 

実施します。 

 

 



⑪ 通所型介護予防事業 

ア）説明 

   二次予防事業対象者に対し、介護予防プログラムの提供と送迎サービスを提

供するもので、今年度に引き続き市川市より委託を受け実施する予定です。 

 

⑫ 食の自立支援事業アセスメント事業 

ア）説明 

   在宅介護支援センター運営事業の一環として行われる事業であり、今年度に 

引き続き市川市より委託を受け実施します。 

 

⑬ 家族介護支援事業 

ア）説明 

   在宅介護支援センター運営事業の一環として行われる事業であり、今年度に 

引き続き市川市より委託を受け実施します。 

 

⑭ あんしん電話受信センター運営事業 

ア）説明 

     65 歳以上の独居、高齢者世帯または障害者に対しあんしん電話を設置し、 

利用者からの通報内容に応じ救急車の要請、支援員の派遣、その他多岐にわた

る相談業務を実施する事業であり、今年度に引き続き市川市より委託を受け実

施します。 

 

⑮ 緊急時支援員派遣制度事業 

ア）説明 

     あんしん電話利用者から通報があった場合に支援員を派遣する事業であり、 

今年度に引き続き事業を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２） その他事業 

 

① 居宅介護・重度訪問介護事業 

ア）目標値 

 ・指標   報酬単位 

 ・平成 25年度  ８４４，８４４単位／月 

 ・平成 24年度見込 ８０４，６１３単位／月 

イ）説明 

     平成 24 年 4月の報酬改正に伴い、目標となる指標を派遣時間から報酬単位 

    へ改めたうえで、今年度の実績の見込み単位に努力目標５％増を見込みます。 

 

② 移動支援事業 

ア）目標値 

 ・指標   派遣時間数   

 ・平成 25年度  ３５時間／月 

 ・平成 24年度見込 ３７時間／月 

イ）説明 

   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 

  動や社会参加のための外出時の援助をする事業であり、不定期な依頼が多い 

  ことから事業目標は今年度並とします。 

 

③ 計画相談支援事業 

ア）目標値 

 ・指標      利用者件数 

 ・平成 25年度  １６件／月 

 ・平成 24年度見込 ３件／月      

イ）説明 

   平成 24年 10 月から障害者(児)を対象に開始した事業であり、新年度は相談

支援専門員を増員し利用者件数の増を見込みます。 

 

④ 居宅介護支援事業 

ア）目標値 

 ・指標   利用者件数 

 ・平成 25年度  ２４５件／月 

 ・平成 24年度見込 ２０５件／月 

イ）説明 

     新年度は介護支援専門員を２名増員し、体制を強化することから、件数の増  

    を見込みます。 



⑤ 訪問介護事業 

ア）目標値 

 ・指標   報酬単位 

 ・平成 25年度  ２，１００，０００単位／月 

 ・平成 24年度見込 ２，００３，４５９単位／月 

イ）説明 

     平成 24 年 4 月の報酬改正に伴い、目標となる指標を派遣時間から報酬単位

へ改めたうえで、今年度の実績の見込み単位に努力目標５％増を見込みます。 

 

⑥ 介護予防訪問介護事業 

ア）目標値 

 ・指標   派遣時間数 

 ・平成 25年度  ８２５時間／月 

 ・平成 24年度見込 ７８７時間／月 

イ）説明 

   今年度の実績の見込み時間に努力目標５％増を見込みます。 

 

⑦ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 

ア）目標値 

 ・指標   利用者件数 

 ・平成 25年度  ３件／月 

  イ）説明 

  新規参入予定の事業。初年度は準備期間を設け職員教育や関係機関との連携 

    に努めるとともに、広報活動に力をいれます。 


