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平 成 ２７ 年 度 事 業 計 画 

 

１．事業活動方針 

 

平成２７年度は一般財団法人へ移行し５年目を迎え、公益目的支出計画の終了及び理

事・評議員の一斉改選、第一期中期計画の最終年等、節目となる一年ですが、一方では、

平成２７年４月に実施されます介護保険等報酬改正により、報酬単価の減額等、収益面

で大きな影響を受け、事業運営は益々厳しい状況が予想される年でもあります。こうい

った中、重点事業及び重点課題と真摯に向き合い、次に繋がる成果を残せるよう、全社

を挙げて努めてまいります。 

 

（1） 介護保険等報酬改正への対応 

事業運営面におきまして、毎年実施しております事業評価の結果、平成２７年度

は事業の統廃合等は行わず全ての事業を継続して実施することといたしました。そ

の中でも、平成２６年４月から事業を開始した「介護サポートサービス事業」を重

点事業と位置付け、これまで以上にお客様のニーズに対応し、選ばれる事業所とな

るよう事業内容を拡充し実施してまいります。 

さらに、加算の新設や加算要件の改正が実施され、いずれもサービスの質を問う

内容となっていることから、今年度は各事業のサービスの質の向上を重点課題とし、

職員一人ひとりのスキルアップを図るため事業所内・外の研修を充実させると共に、

人材の確保に対する様々な対策を講じてまいります。 

 

（2） 将来の福祉公社像に向けて 

平成２３年１０月に策定した第一期中期計画に基づき事業運営を行ってまいり 

ましたが、最終年となる今年度はこれまでの結果等を検証し、公社の理念である「地

域の皆様の安心を第一に信頼され必要とされる福祉サービスの提供」の実現に向け、

新たな目標の策定に取り組んでまいります。 

また、公益目的支出計画は公益的事業の見直し及び管理運営面の改善により公益

的事業の赤字が大幅に削減され、支出計画期間に変更が生じていることから、計画

期間延長の変更認可申請を実施する予定にしております。 

組織体制につきまして、昨年度は、中堅職員の育成及び組織力の向上等を目指し

積極的に取り組んでまいりました。その結果、事業運営の要である係長の増員が可

能となり、各ヘルパーステーションの事業所化も含め、今年度は３課８係へと係を

増設しました。また、課及び係間の横断的な業務連携が行える体制とするため、訪

問介護及び夜間対応型訪問介護サービスの一体的なサービス提供に資する体制を

整えました。 
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２．事業計画 

 

（１） 継続事業 

 

① 在宅介護支援センター運営事業 

平成 27年 10 月に予定されている地域包括支援センター移行までの間、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 

 

①-2 地域包括支援センター運営事業（予定） 

    平成 27 年 10 月に市川市から地域包括支援センターの指定を受けるとともに、

運営事業の委託を受けて運営いたします。 

 

担当地区 ： 八幡・南八幡 

 

また、新たに介護予防居宅支援事業所としての指定を受け、専任職員を配置し 

て介護予防ケアマネジメントに取り組みます。 

 [目標値] 

 ・指標   利用者件数 

 ・平成 27年度  １００件／月 

 

 

② 介護職員初任者研修事業（旧：２級ヘルパー養成研修事業） 

    訪問介護員の育成及び国の重点課題となっている人材の確保のため、前年度と 

同様年２回実施します。 

 

 

③ ペーパーヘルパーチャレンジ講座 

    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、平成 27 年度は年３回実施します。  
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④ 夜間対応型訪問介護事業 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業と合わせた事業展開を図るとともに、

訪問介護事業の一体的な運営を行い、サービスの質の向上に努めます。 

[目標値] 

    ・指標   利用者件数 派遣回数 

    ・平成 27 年度  １２０件／月 ４１０回／月 

    ・平成 26 年度見込 １０９件／月 ３４７回／月 

 

 

⑤ 予防給付ケアマネジメント事業 

平成 27 年度は福祉公社の居宅介護支援事業所として介護支援専門員の他、予 

防介護ケアマネジメント専任の介護支援専門員を配置し、前年度同様の目標値の

達成と質の向上に努めます。 

[目標値] 

 ・指標   利用者件数 

 ・平成 27年度  ５２件／月 

 ・平成 26年度見込 ５２件／月 

 

 

⑥ 要介護認定調査事業 

平成 27 年度は介護支援専門員を７名体制とし、目標値は前年度とほぼ同様と

します。 

[目標値] 

    ・指標     実施件数   市川市内     他市町村 

 ・平成 27年度       １３２件／年  ２４件／年 

 ・平成 26年度見込      ２１８件／年  ３９件／年 

   

 

⑦ 養育支援訪問事業 

  子育て支援に係る市の事業で、平成 26 年度に引き続き市川市より委託を受け 

 て実施します。 

 

 

⑧ 食の自立支援事業アセスメント事業 

    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、地域包括支

援センターに移行するまでの 6ヶ月間、市川市より委託を受けて実施します。 
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⑨ 家族介護支援事業 

    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、地域包括支

援センターに移行するまでの 6ヶ月間、市川市より委託を受けて実施します。 

 

 

⑩ あんしん電話受信センター運営事業 

    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、 

設置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、平成 26年度に引き続き市川市より委託を受け 

実施します。 

 

 

⑪ 緊急時支援員派遣制度事業 

    あんしん電話の設置者の中で要件を満たし、契約を締結した利用者から通報が 

あった場合に支援員を派遣する事業であり、平成 26 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 

特定事業所加算(Ⅱ)を平成 25 年 10 月より取得、平成 27 年 6 月から３ヶ所の

ヘルパーステーションを新たな事業所として申請し、さらに地域に密着したサー

ビス提供ができる体制を整えます。今年度は準備期間等を設けるため目標値は前

年度とほぼ同様とします。 

 [目標値] 

 ・指標   報酬単位 

 ・平成 27年度  ９７４，１２８単位／月 

   〔内訳〕 東部 １２１，２８９単位／月 

     西部 ３１４，１８９単位／月 

     南部 １１２，４０４単位／月 

     北部 ４２６，２４６単位／月 

 ・平成 26年度見込 １，０６８，００４単位／月 
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② 計画相談支援事業 

サービスの特性上、契約を締結した利用者であっても、市区町村が決定した 

期間においてモニタリング等を実施した場合にのみ報酬請求をおこなう事業の

ため、目標値の指標設定を年単位とし、平成 27 年度は専任の相談支援専門員を

１名配置し利用者件数の増を見込みます。 

[目標値] 

 ・指標      利用者件数 

 ・平成 27年度  ８５件／年 

 ・平成 26年度見込 ６４件／年      

 

 

③ 障害児相談支援事業 

平成 26 年度末から新たに兼務職員を配置しサービス提供を開始、報酬請求は

計画相談支援事業と同様なため、目標値の指標設定を年単位とし、継続したサー

ビス提供を実施します。 

[目標値] 

 ・指標      利用者件数 

 ・平成 27年度  ３件／年 

 ・平成 26年度見込 ０件／年 

 

 

④ 居宅介護支援事業 

平成 27 年度は介護支援専門員を７名体制とし質の向上を図るため、要介護者

に特化したケアマネジメントを実施し、目標値は前年度とほぼ同様とします。 

[目標値] 

 ・指標   利用者件数 

 ・平成 27年度  ２１０件／月 

 ・平成 26年度見込 ２１９件／月 
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⑤ 訪問介護事業 

特定事業所加算(Ⅱ)を平成 25 年 10 月より取得、平成 27 年 6 月から３ヶ所の

ヘルパーステーションを新たな事業所として申請し、さらに地域に密着したサー

ビス提供ができる体制を整えます。今年度は準備期間等を設けるため目標値は前

年度とほぼ同様とします。 

[目標値] 

 ・指標   報酬単位 

 ・平成 27年度  １，９０７，９４７単位／月 

   〔内訳〕 東部 ４２９，２８７単位／月 

     西部 ５３９，９４８単位／月 

     南部 ４０８，３０１単位／月 

     北部 ５３０，４１１単位／月 

 ・平成 26年度見込 １，８９３，２９２単位／月 

 

 

⑥ 介護予防訪問介護事業 

訪問介護事業と同様に平成 27 年 6 月から３ヶ所のヘルパーステーションを新

たな事業所として申請し、さらに地域に密着したサービス提供ができる体制を整

えます。今年度は準備期間等を設けるため目標値は前年度とほぼ同様とします。 

また、報酬改正における地域支援事業への移行について、市川市は平成 27 年

度中の移行は行わない方針です。 

[目標値] 

 ・指標   報酬単位 

 ・平成 27年度  ２１２，８８３単位／月 

   〔内訳〕 東部 ４９，３８９単位／月 

     西部 ５８，１１７単位／月 

     南部 ４６，１９６単位／月 

     北部 ５９，１８１単位／月 

 ・平成 26年度見込 ２２６，１４６単位／月 

 

 

⑦ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 

平成 27 年度は夜間対応型訪問介護事業と合わせた事業展開を図るとともに、

訪問介護事業の一体的な運営を行い、サービスの質の向上に努めます。 

 [目標値] 

 ・指標   利用者件数 

 ・平成 27年度  １４件／月 

 ・平成 26年度見込  ７件／月 
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⑧ サービス付高齢者向け住宅事業 

 サービス付高齢者向け住宅『ラポールケア市川・平田』の管理会社と委託契約

を締結し、居住者に対し安否確認や生活健康相談サービス等を３６５日提供しま

す。 

 

 

⑨ 介護サポートサービス事業 

平成 26年 4 月から事業を開始し、介護保険法等の制度を補完するサービスとし

て実施しておりました。平成 27 年度は要介護認定の非該当の方に対するサービス

や産後家庭訪問支援事業を補完するサービスを追加するとともに、新たにオプシ

ョンサービスを新設し選ばれる事業所となるようサービス提供に努めます。 

 


