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平 成 ２８ 年 度 事 業 計 画 

 

１．事業活動方針 

 

 一般財団法人へ移行した５年間は、市川市の外郭団体から一般企業と肩を並べる事

業者となり、自立した事業運営が続けられるよう、組織の基盤づくりや事業の在り方

等の検討と改革を進めてまいりました。６年目となる平成２８年度は、新たに策定し

た第２期中期計画の初年度となり、さらなる自立の一歩を踏み出す一年となりますた

め、職員の定着に向けた処遇の見直し及び人材育成に取り組んでまいります。 

次に、事業の取り組みにつきまして、平成２７年４月の介護保険等報酬改正内で示

された「介護予防・日常生活支援総合事業（通称：総合事業）」が市川市において平

成２８年３月から開始されました。 

この総合事業は、これまで進められてきた介護の専門職からボランティアを主体と

する地域の支え合いを目指すものへと考え方が変化しており、また、そのサービス内

容は福祉公社の地域包括をはじめ、訪問介護及び居宅介護支援等と多岐にわたるため、

平成２８年度の重点事業と位置付け、各担当課において滞りなく対応できるよう努め

てまいります。 

また、総合事業の実施に伴い、「地域包括ケアシステム」の充実がうたわれており、

事業者として、これまで以上に積極的な取り組みを求められることが考えられます。 

福祉公社では、昨年６月に本部事務所の他に市内３ヶ所に設置しているヘルパース

テーションが、それぞれ指定を受け独立した事業所となりました。また、１０月には、

市川市から地域包括支援センター運営事業の委託を受け、南八幡にて高齢者サポート

センター八幡を開設いたしました。さらに、住まい・医療・介護・予防・生活支援が

一体的に提供される地域包括ケアシステムにおいて、在宅サービスの要ともいわれる

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業」を平成２５年１２月に開始し、少しずつ

定着が図られているところです。平成２８年度は、これらの取り組みをさらに地域に

密着したものとするため、重点課題と捉え積極的に進めてまいります。 

最後に、平成２８年度は福祉公社の職員から事務局次長を配置し、管理職が負う経

営等における責任もさらに重くなることから、これまで以上に職員間の連携を強化す

るとともに、職員一人ひとりが役割や責任を認識し、専門職としての質の確保及び向

上に最善を尽くしてまいります。 
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２．事業計画 

 

（１） 継続事業 

 

① 地域包括支援センター運営事業 〔事業所名：高齢者サポートセンター八幡〕 

    市川市から委託を受け、担当地区にお住まいの方々の心身の健康保持、及び生 

活の安定のために必要な援助を行い、その保険医療の向上及び福祉の増進を包括 

的に支援します。 

担当地区 ： 八幡・南八幡 

 

 

② 介護予防ケアマネジメント事業 （地域包括支援センター 包括的支援事業） 

平成 28年 3 月から開始された「介護予防・日常生活支援総合事業」対象者の 

方々が、住み慣れた地域で地域資源等を活用しながら自立した生活が送れるよう

生活機能の低下等の自覚を促すとともに、介護予防に取組む意欲を引き出せるよう

支援します。 

 [目標値] 

   ・指標   利用者件数 

       ・平成 28年度       ５５ 件／月 

                  （直営：８.５件/月・委託：４６.５件/月） 

   ・平成 27 年度見込み   １２０件／月 

                  （直営：２８件/月・委託：９２件/月） 

 

 

③ 介護予防支援事業 （地域包括支援センター 指定介護予防支援事業） 

    要支援の認定を受けた方々に対し、委託先の居宅介護支援事業所と連携及び必 

要な援助を行い要介護状態にならないように総合的な課題の把握に努めます。 

     [目標値] 

     ・指標          利用者件数 

     ・平成 28 年度      ７０件/月 

（直営：１３.５件/月・委託：５６.５件/月） 

 

 

④ 家族介護支援事業  （地域包括支援センター その他事業） 

 地域包括支援センター運営事業の一環として行われる事業として、平成２７年 

度から引き続き市川市より委託を受けて実施します。 

[目標値] 

    ・年３回（予定） 
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⑤ 介護職員初任者研修事業 （旧：２級ヘルパー養成研修事業） 

    訪問介護員の不足は国の重点課題にもなっており、福祉公社においても年々深

刻な問題となっていることから、訪問介護員の人材確保のため、東部ヘルパース

テーションの多目的ルームにおいて前年度と同様年２回実施します。 

 

 

⑥ ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業 

   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す。今年度は地域の人材育成をめざし、地域を変えて３回

実施します。 
  

 

⑦ 予防給付ケアマネジメント事業 （包括支援センターからの委託） 

    平成 28年度は市川市における介護予防・日常生活支援総合事業が開始され、

制度移行の一年となります。現在の担当者を中心に、サービス利用することで自

立支援につながるケアマネジメントを行います。 

 

ⅰ）介護予防支援事業 

  [目標値] 

 ・指標   利用者件数 

 ・平成 28年度  １８件／月 

 ・平成 27年度見込 ５０件／月 

 

ⅱ）介護予防ケアマネジメント事業 

  [目標値] 

 ・指標   利用者件数 

 ・平成 28年度  １２件／月 

 

 

⑧ 要介護認定調査事業 

平成 28 年度は、福祉公社契約利用者だけでなく、契約者以外の要介護認定調

査も継続的に行うことで、限られた時間内で対象者の持つ様々な側面を的確にア

セスメントする技術を高めていきます。 

[目標値] 

    ・指標     実施件数   市川市内     他市町村 

 ・平成 28年度       １５６件／年  ３６件／年 

 ・平成 27年度見込      １６０件／年  ３０件／年 
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⑨ 養育支援訪問事業 

  子育て支援に係る市の事業で、平成 27 年度に引き続き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 27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 27 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 

ⅰ）東部ヘルパーステーション 

相談支援専門員からの新規の依頼が増えてきています。利用者のニーズ等に適

切に応え、計画相談支援事業所との連携を積極的に強化することで、満足度を得

られる事業所となるよう努めます。 

 [目標値] 

 ・指標   報酬単位 

 ・平成 28年度  １４５，９２８単位／月 

 ・平成 27年度見込   １４１，９８０単位／月 

 

  ⅱ）西部ヘルパーステーション 

担当エリアには、病院や計画相談支援事業所が多くあることから、連携を密に

図り、また、利用者のニーズにもチームとして素早く対応していくことで、求め

るサービスをタイムリーに支援できるよう取り組みます。 

[目標値] 

 ・指標   報酬単位 

 ・平成 28年度  ４０９，６０３単位／月 

 ・平成 27年度見込   ３８７，１８３単位／月 
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ⅲ）南部ヘルパーステーション 

計画相談支援事業所及び障害者支援課との連携を密に、障害者への理解や対応

のスキルを向上させ、自立支援を目標とした効果的なサービスが提供できるよう

努めます。 

  [目標値] 

 ・指標   報酬単位 

 ・平成 28年度  １１８，７５０単位／月 

 ・平成 27年度見込     １１４，０００単位／月 

 

  ⅳ）北部ヘルパーステーション 

多岐にわたる利用者のニーズに的確に応えるために、チームケアを担う事業所

として、計画相談支援事業所及び関係機関と積極的に連携を図る事で、よりきめ

細やかなサービスの提供をめざします。 

  [目標値] 

 ・指標   報酬単位 

 ・平成 28年度  ３６２，２０８単位／月 

 ・平成 27年度見込     ３５３，６０９単位／月 

 

 

②�  計画相談支援事業 

住み慣れた地域の中で、安心して暮らしていけるようなプランを利用者と共に

考え、作成していきます。なお、目標値は利用者によりモニタリング等期間が違

う為、平成 28 年度より利用者件数に報酬件数を追加しました。 

 [目標値] 

 ・指標      利用者件数  報酬件数 

 ・平成 28年度  ５４件／年  ２７２回／年 

 ・平成 27年度見込 ４３件／年      

      

 

③�  障害児相談支援事業 

子どもたちを地域の中で健やかに育てていくことができるような支援を、ご家

族と共に考え、プランを作成します。なお、目標値は利用者によりモニタリング

等期間が違う為、平成 28 年度より利用者件数に報酬件数を追加しました。 

 [目標値] 

 ・指標      利用者件数  報酬件数 

 ・平成 28年度  ６件／年   ６６回／年 

 ・平成 27年度見込 ５件／年 
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④�  居宅介護支援事業 

平成 28 年度は主任介護支援専門員 2名を含む 8名体制とし、各々の技術向上の

みならず、専門職チームとしての支援体制を更に強化実践していくことで、居宅支

援係全体の効率化を進め、利用者満足の向上と前年度を上回る目標値をめざします。 
[目標値] 

 ・指標   利用者件数 

 ・平成 28年度  ２２６件／月 

 ・平成 27年度見込 ２１５件／月 

 

 

⑤�  訪問介護事業 

ⅰ）東部ヘルパーステーション 

同ヘルパーステーション内にて介護職員初任者研修を実施しており、また他ヘル

パーステーションに比べ所属の訪問介護員が多いことから、利用者ごとのケース会

議を多く取り入れサービスの質の向上に努めます。 
 [目標値] 

 ・指標   報酬単位 

 ・平成 28年度  ４０５，９９２単位／月 

 ・平成 27年度見込 ４００，７０８単位／月 

 

  ⅱ）西部ヘルパーステーション 

利用者が 24 時間安心してご自宅で過ごしていただけるように、同じ事務所内

の夜間対応型訪問介護事業等を実施している巡回ステーションと共に、よりよい

サービスの検討と提供に努めます。 

[目標値] 

 ・指標   報酬単位 

 ・平成 28年度  ５１３，４６８単位／月 

 ・平成 27年度見込 ５０８，４７４単位／月 

 

 ⅲ）南部ヘルパーステーション 

居宅支援事業所との関係づくりに努め、サービス提供責任者およびヘルパーの

研修を積極的に取り組むことで、サービスの質の向上を図り、選ばれる事業所を

めざします。 
[目標値] 

 ・指標   報酬単位 

 ・平成 28年度  ４５８，３２５単位／月 

 ・平成 27年度見込 ４５３，６２６単位／月 
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 ⅳ）北部ヘルパーステーション 

担当するエリアは起伏の多い地域ですが、緊急時はもちろん関係機関からの依

頼にもタイムリーに応えられるよう、機動力を駆使して対応していくことで選ば

れる事業所をめざします。 
[目標値] 

 ・指標   報酬単位 

 ・平成 28年度  ３７２，７７２単位／月 

 ・平成 27年度見込 ３６８，２５３単位／月 

 

 

⑥�  介護予防訪問介護事業 

平成 28 年 3 月から介護予防・日常生活支援総合事業へ移行する一年となるこ

とから、利用者にご不便等をかけずに滞りなく移行が図れるよう、わかりやすい

説明を心がけサービス提供に努めます。今年度の目標値は年度内で移行すること

を考慮し、前年度のほぼ半分を見込みます。 

 

ⅰ）東部ヘルパーステーション 

  [目標値] 

 ・指標   報酬単位 

 ・平成 28年度  ２６，４８２単位／月 

 ・平成 27年度見込 ５２，９９０単位／月 

 

ⅱ）西部ヘルパーステーション 

[目標値] 

 ・指標   報酬単位 

 ・平成 28年度  ３４，１４６単位／月 

 ・平成 27年度見込 ６６，７９６単位／月 

   

ⅲ）南部ヘルパーステーション 

[目標値] 

 ・指標   報酬単位 

 ・平成 28年度  ２０，３７８単位／月 

 ・平成 27年度見込 ４０，７６５単位／月 

   

ⅳ）北部ヘルパーステーション 

  [目標値] 

 ・指標   報酬単位 

 ・平成 28年度  ２９，０５３単位／月 

 ・平成 27年度見込 ５８，１２６単位／月 
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⑦�  介護予防訪問型サービス事業 

介護予防給付における介護予防訪問介護事業と同様に、利用者の個性や状態等

を踏まえた自立支援に資するサービス提供に努めると共に、より地域に密着した

事業所となるよう、地域包括支援センター等との連携を密に図ります。今年度の

目標値は年度内で移行することを考慮し、介護予防訪問介護事業の前年度のほぼ

半分を見込みます。 

 

ⅰ）東部ヘルパーステーション 

  [目標値] 

  ・指標  報酬単位 

  ・平成 28 年度  ２６，４８２単位／月 

 

ⅱ）西部ヘルパーステーション  

[目標値] 

  ・指標  報酬単位 

・平成 28年度 ３４，１４６単位／月 

   

 ⅲ）南部ヘルパーステーション  

[目標値] 

  ・指標  報酬単位 

  ・平成 28 年度  ２０，３７８単位／月 

    

ⅳ）北部ヘルパーステーション  

[目標値] 

  ・指標  報酬単位 

  ・平成 28 年度  ２９，０５３単位／月 

 

 

⑧�  夜間対応型訪問介護事業 

市川市内で唯一夜の安心をサポートしている事業所として、個別のニーズに合

わせたサービスの提案を行い、24時間安心して在宅生活を送る事が出来るように、

迅速で適切なサービスの提供に努めます。 

[目標値] 

    ・指標   利用者件数 派遣回数 

  ・平成 28 年度  １００件／月 ３３０回／月 

  ・平成 27 年度見込 ９７件／月 ３０４回／月 
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⑨�  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 

『在宅で生活したい』との拡大するニーズに対応するため、市川市内の訪問介護

事業所と連携し、地域力を活用したサービスの展開ができるよう検討を進めます。 

[目標値]  

 ・指標   利用者件数 

 ・平成 28年度  １２件／月 

 ・平成 27年度見込 １２件／月 

 

 

⑩�  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。また、提供サービスは「あい愛ヘルプ」から「介護サポートサービス」へ変

更となります。 

 

 

⑪�  介護サポートサービス事業 

制度を補完する通院に係るサービス等に加え、プラスワンサービスの柔軟な対

応で、利用者のニーズに応えられるようサービスの提供に努めます。 

[目標値] 

 ・指標   活動時間 

 ・平成 28年度  ５，７４０分／月 

  〔内訳〕 東部ヘルパーステーション １，３５０分／月 

    西部ヘルパーステーション １，８２０分／月 

   南部ヘルパーステーション １，３５０分／月 

   北部ヘルパーステーション １，２２０分／月 

・平成 27年度見込 ６，４７８分／月 

   


