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平 成 ２９ 年 度 事 業 計 画 

 

１．事業活動方針 

 

 平成２９年度は平成２７年４月に施行された介護予防・日常生活支援総合事業の事

業開始猶予期間の最終年となります。市川市では同事業を平成２８年３月に開始し、

福祉公社でも事業開始当初から事業所指定を受け実施しております。その他の基準を

緩和した訪問型サービスにつきましても、市より開始の通知がありましたら、速やか

に対応できるよう検討を進めております。 

さらに、昨年度に策定した第二期中期計画に基づき、様々な仕組みの再検討を進め

ており、平成２９年度は次のとおり事業運営を進めてまいります。 

組織体制は、キャリアパスの一環として「専門スタッフ」の配置をするほか、人材

確保の新たな雇用形態として「常勤訪問介護員」の導入をいたします。 

「専門スタッフ」は一定以上の役職を担った職員に対し、基準を設け本人の希望に

より組織のラインではなく、これまでのスキルを活かした専門のスタッフとして、各

種業務を横断的に担当していくもので、中期計画の企画・開発部門の設置につきまし

ても、新たな課や係を設置せず、専門スタッフの中に担当を置くことを想定しており

ます。 

 次に、重点課題として防災計画・事業継続計画の見直しをいたします。 

具体的な取り組みとしまして、すでに作成されている事業継続計画（ＢＣＰ）を実

際の業務内容やお客様の状況等も含め、より実情に即した実効性のある計画に見直す

こと及び初動体制の整備、また、地震災害発生時に市川市内全域で活動する全職員の

安否を迅速に確認することができる「安否確認システム」の導入検討を、それぞれの

プロジェクトにおいて取り組んでまいります。 

また、重点事業としまして高齢者・障害者・児童等に対するホームヘルプサービス

の提供に係る各事業を位置付け、ニーズが高まってきている医療的ケアの積極的な受

け入れを実施してまいります。さらに、国が示している地域共生社会の考えに沿い、

さまざまな支援が必要な方々が住み慣れた地域の中で安心して生活していただける

よう、制度による縦割りではなく、柔軟に総合的なサービス提供の実現に向け、地域

包括支援センターや基幹相談支援センター等との連携強化に努めてまいります。 

最後に、平成２９年度は平成３０年４月に実施される大幅な制度改正及び報酬改定

に対応できるよう、一つ一つの業務等に真摯に向き合い、職員同士のコミュニケーシ

ョンを密に図りチーム力を高めてまいります。 

  



 

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、地域に根付いた総合窓口として、高齢者等が、「自分

らしい暮らし」を安心して、健康的に営めるよう必要な援助を行います。そし

て、地区特性を生かした生活支援・介護予防・社会参加の支援体制作りを行い、

市川市の地域包括ケアシステムの実現を目指していきます。 

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） 

要支援・要介護状態になる恐れのある担当地区高齢者に対し、訪問型及び通所

型サービス、平成２９年３月新設の基準緩和型通所サービスや地域資源等を活

用して、生活機能の維持向上を目指したケアマネジメントを行います。 

 [目標値] 

   ・指標   利用者件数 

       ・平成２９年度        ９２件／月 

                  （直営：４０件/月・委託：５２件/月） 

   ・平成２８年度見込    ５４件／月 

                  （直営：２５件/月・委託：２９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、効果的かつ効率的な生活支援・介護予防・

社会参加につながる介護予防サービス計画を作成し、状態悪化を防ぐ支援を行

います。また委託先の居宅介護支援事業所との連携を図り、悪化時の対応も可

能とした支援を行います。 

[目標値] 

   ・指標   利用者件数 

       ・平成２９年度        ４２件／月 

                  （直営：１０件/月・委託：３２件/月） 

   ・平成２８年度見込    ７９件／月 

                  （直営：２５件/月・委託：５４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２８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） 

 

 

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 

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。昨年に引き続き、今年度も開催場所を変えて３回実施

いたします。 
  

 

⑦ 介護予防ケアマネジメント事業  

    平成２９年度は、市川市における日常生活支援総合事業開始２年目を迎え、サ

ービス種別も追加されます。高齢者サポートセンターとの連携を図りながら、ご

利用者を中心に、生活支援・介護予防・社会参加につながるケアマネジメントを

行います。 

[目標値] 

・指標  利用者件数 

・平成２９年度 ７件／月 

・平成２８年度見込  ６件／月 

 

 

⑧ 介護予防支援事業  

ご利用者を中心に、高齢者サポートセンターとの連携を図りながら、介護予防

の視点でのケアマネジメントを行い、サービスを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。 

[目標値] 

・指標  利用者件数 

・平成２９年度 １８件／月 

・平成２８年度見込 ２３件／月 

 



⑨ 要介護認定調査事業 

平成２９年度も引き続き、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２９年度        ９６件／年   ６０件／年 

・平成２８年度見込       ２０９件／年 ４０件／年 

 

 

⑩ 養育支援訪問事業 

子育て支援に係る市の事業であり、お母様の体調不良等により育児や家事を行

うことが困難な時にヘルパーが訪問し、安心した育児生活ができるよう支援す

るため、平成２８年度に引き続き市川市より委託を受けて実施します。 

 

 

⑪ 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２８年度に引き続き市川市より委託を受

け実施します。 

 

 

⑫ 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、契約を締結したご利用者から通報

があった場合に支援員を派遣する事業であり、平成２８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 

ご利用者のニーズ等に適切に応え、生活全般にわたる支援が出来るよう、計画

相談支援事業所等との連携を積極的に強化してサービスを提供します。 

[目標値] 

・指標     報酬単位 

・平成２９年度  ２１５，４２９単位／月 

・平成２８年度見込    １７８，９３２単位／月 



 

 

  ⅱ）西部ヘルパーステーション 

ご利用者が２４時間安心してご自宅で過ごせるよう、夜間担当の巡回ステーシ

ョンと共に計画相談支援事業所等との連携を密に図り、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２９年度  ６０１，２４１単位／月 

・平成２８年度見込    ４９０，７１４単位／月 

 

ⅲ）南部ヘルパーステーション 

障害者への理解や対応のスキルを向上させ、自立支援に資するサービスを提供

し、ご利用者・計画相談支援事業所より満足を得られるよう努めます。 

[目標値] 

・指標     報酬単位 

・平成２９年度  １７５，５６８単位／月 

・平成２８年度見込    １３１，６１９単位／月 

 

  ⅳ）北部ヘルパーステーション 

自立支援に資するサービスを提供するため、計画相談支援事業所及び関係機関

との連携を強化していくことで、選ばれる事業所を目指します。 

[目標値] 

・指標     報酬単位 

・平成２９年度  ３９４，３４４単位／月 

・平成２８年度見込    ３４８，２３５単位／月 

 

 

② 計画相談支援事業 

ご利用者が生活する中で遭遇する様々な課題や困難なことを共に考えながら、

安心して暮らしていけるようなプランを作成していきます。 

[目標値] 

・指標         利用者件数     報酬件数 

・平成２９年度      ６１件／年    ３４４回／年 

・平成２８年度見込 ５１件／年    ２９３回／年 

      

 

 

 



 

③ 障害児相談支援事業 

子どもたちの成長過程に伴う変化を踏まえ、将来を見据えたプランをご利用者

やご家族と共に検討していきます。 

[目標値] 

・指標         利用者件数     報酬件数 

・平成２９年度     １１件／年     ８８回／年 

・平成２８年度見込      ８件／年     ６６回／年 

      

 

④ 居宅介護支援事業 

平成２９年度は、主任介護支援専門員３名を含む８名体制とし、人材育成およ

び専門職チームとして係内連携体制を維持していくことで、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と同程度の目標値を目指します。 
[目標値] 

・指標   利用者件数 

・平成２９年度   ２１８件／月 

・平成２８年度見込    ２２０件／月 

 

 

⑤ 訪問介護事業 

ⅰ）東部ヘルパーステーション 

医療的ケアを積極的に受け入れ、チームケアを徹底するため、居宅介護支援事業

所と密なる連携の下、自立支援の基本理念を踏まえたサービスを提供し選ばれる事

業所を目指します。 
[目標値] 

・指標     報酬単位 

・平成２９年度  ４１１，０２０単位／月 

・平成２８年度見込    ３９１，４６８単位／月 

 

  ⅱ）西部ヘルパーステーション 

ご利用者の「住み慣れた我が家で生活を続けたい」というニーズに対応するため、

安心して２４時間過ごしていただけるよう、夜間対応型訪問介護事業を実施してい

る巡回ステーションと連携し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２９年度  ５９８，５９３単位／月 

・平成２８年度見込    ５１６，８７７単位／月 

 



 

 

 ⅲ）南部ヘルパーステーション 

居宅介護支援事業所からの依頼に迅速に対応し、土日・夜間等も積極的に受け入

れることで、選ばれる事業所を目指します。 
[目標値] 

・指標     報酬単位 

・平成２９年度  ４２３，１３７単位／月 

・平成２８年度見込    ３８９，９５０単位／月 

 

 ⅳ）北部ヘルパーステーション 

広範囲に渡る担当地域にお住いのご利用者や居宅介護支援事業所からの依頼に、

機動力を発揮し迅速に応えることで、信頼される事業所を目指します。 
 [目標値] 

・指標     報酬単位 

・平成２９年度  ４３３，７０４単位／月 

・平成２８年度見込    ３９２，５８７単位／月 

 

 

⑥ 介護予防訪問型サービス（総合事業） 

ⅰ）東部ヘルパーステーション 

地域包括支援センターとの連携により、ご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の提供を目指します。 
[目標値] 

・指標     報酬単位 

・平成２９年度  ７３，２１３単位／月 

・平成２８年度見込    ７２，２８３単位／月 

 

  ⅱ）西部ヘルパーステーション 

ご利用者が自立した生活を過ごせるように、地域包括支援センターとの連携によ

り地域に密着したサービスを目指します。 
[目標値] 

・指標     報酬単位 

・平成２９年度  ５４，１１２単位／月 

・平成２８年度見込    １６，３１６単位／月 

 

 

 

 



 ⅲ）南部ヘルパーステーション 

ご利用者が住み慣れた地域で、安心して自立した生活が過ごせるよう、地域包括

支援センター等と連携を図り、より地域に密着したサービス提供に努めます。 
[目標値] 

・指標     報酬単位 

・平成２９年度  ６５，５３６単位／月 

・平成２８年度見込    ２３，１９７単位／月 

 

 ⅳ）北部ヘルパーステーション 

住み慣れたご自宅で安心していきいきとした生活が継続できるよう、ご利用者の

多様な生活ニーズに寄り添う適切なサービスの提供を目指します。 
[目標値] 

・指標     報酬単位 

・平成２９年度  ６９，６８２単位／月 

・平成２８年度見込    ６４，９７４単位／月 

 

 

⑦ 夜間対応型訪問介護事業 

市内の夜の安心をサポートしている事業所として、２４時間安心できる在宅生

活を支えるために、いざという時に連絡・相談が出来る場として随時派遣を中心

に迅速で適切なサービス提供に努めます。 

[目標値] 

・指標   利用者件数    派遣回数 

・平成２９年度    １００件／月   ２８０回／月 

・平成２８年度見込     ９４件／月   ３０４回／月 

 

 

⑧ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 

近隣の住民や商店等の協力を頂きながら「自分らしい生活」の実現のため、日

中は生活リズムに沿ったサポートを行い、夜は安心して休んで頂けるように個々

の状況に合わせたサービス提供に努めます。 

目標値については単位数が月単位で介護度毎の設定となっており、今年度より

件数とともに単位数も指標として参ります。 

[目標値] 

・指標     利用者件数   目標単位数 

・平成２９年度    １１件／月   １７３，２５５単位／月 

・平成２８年度見込     ８件／月    

 

 



⑨ サービス付高齢者向け住宅事業 

 管理会社の都合により、平成２８年１２月末で事業廃止となる。 

 

 

⑩ 介護サポートサービス事業 

適切なアセスメントにより、通院に係るサービス・子育て・緊急通報等の制度

外の多様なニーズに応えられるサービス提供を目指します。 

[目標値] 

・指標（ふくふく）      活動時間 

・平成２９年度   ７，２００分／月 

・平成２８年度見込     ７，０１６分／月 

 

 

 

   


