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平 成 ３０ 年 度 事 業 計 画 

 

１.事業活動方針 

 

平成３０年度は、「２０２５年問題」への対応の道筋を示す最後の診療報酬・介護報

酬同時改定と制度改正が行われます。介護保険制度及び障害者総合支援法の制度改正で

示されている各項目のうち、福祉公社においては、医療介護連携の一層の推進や地域共

生社会実現への取組み、リハビリ専門職等との連携を含む自立支援・重度化防止及び身

体拘束等の適正化の推進、さらに多様な人材の確保等を目指すことにより、ご利用者の

自己決定と、その能力に応じて出来ることを増やす環境作りが行えるよう支援してまい

ります。 

 

 

（１）第２期中期計画の推進 

  計画に基づき、自立化の推進として『事務局長のプロパー化』、人事・給与制度の

充実を図るための『個人のキャリア・パス』についての検討、地域で必要とされる法

人であるための『ブランドイメージの再構築』等について着手する予定としておりま

す。 

 

 

（２）重点課題 

  ①共生社会実現に向けた横断的支援 

   共生社会実現の一翼を担えるよう、福祉専門職同志の連携を強化し、横断的支援

が行えるよう事業部門の組織改編を行います。 

   また、福祉公社独自サービスである『介護サポートサービス』について、老障・

老老家庭も視野に入れよりわかりやすく、利用しやすい内容に改正いたします。 

 

  ②人材の確保及び育成 

   中期計画のキャリア・パスを視野に入れ、業務権限の委譲と提案力の向上を目指

すとともに、お互いを承認し合える人材の育成を強化してまいります。 

   また、介護を必要とする方の増大に対して担い手の不足が深刻化しているため、

既存の初任者研修等の継続の他、生活援助従事者研修の開催、新卒者、無資格者の

雇用についても検討してまいります。 

 

  ③制度改正・報酬改定への取組み 

   全体的にはプラス改定ですが、訪問介護事業の生活援助や相談支援事業の基本報

酬はマイナス改定となります。自立支援及び連携に係るそれぞれの専門職に対し、

質の高い支援を行う評価として加算の新設・見直しを受け、細かいながらも一つ一

つの加算がとれるよう、丁寧な支援及びサービスの提供に努めてまいります。 

  



 

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・要介護状態になるおそ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、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]                      （月単位） 

   ・指標       報酬単位     利用者件数 

       ・平成３０年度      ４０,７２０単位    ９４件 

                直営： ２３,５２０単位    ５４件 

委託： １７,２００単位    ４０件 

   ・平成２９年度見込  ４１,１５０単位  ９５件 

                直営： １７,５００単位    ４０件 

委託： ２３,６５０単位    ５５件 

 

 

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]                      （月単位） 

   ・指標       報酬単位     利用者件数 

       ・平成３０年度      １９,６５０単位    ４５件 

                直営：  ５,８９０単位    １３件 

委託： １３,７２０単位    ３２件 

   ・平成２９年度見込  １９,６５０単位  ４２件 

                直営：  ４,６００単位    １０件 

委託： １５,０５０単位    ３２件 

 



 

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２９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。 

 [目標値]                       

・指標              受講者数 

・平成３０年度 ２４名 

・平成２９年度見込 １０名 

 

 

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。前年度に引き続き、開催地域と開催日を増やす

ことで参加しやすい体制で実施します。 

 

 

⑦ 介護予防ケアマネジメント事業  

    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、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]                      （月単位） 

・指標              利用者件数 

・平成３０年度 １８件 

・平成２９年度見込  １４件 

 

 

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]                      （月単位） 

・指標              利用者件数 

・平成３０年度 ７件 

・平成２９年度見込 ７件 



 

⑨ 要介護認定調査事業 

平成３０年度も引き続き、担当外福祉公社契約利用者と、契約者以外の要介護

認定調査も継続的に行うことで、初見での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。また、福祉公社契約

利用者については担当との双方の確認を行うことで視点の向上に努めます。 

  [目標値]                      （月単位） 

・指標      実施件数   市川市内  他市町村 

・平成３０年度            １１件        ５件 

・平成２９年度見込           １３件         ５件 

 

 

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２９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２９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、夜間帯の１８時～翌朝８時までの間に支援員を派遣する事業

であり、平成２９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]                      （月単位） 

・指標     報酬単位      利用者件数 

・平成３０年度  ２３０,３９４単位     ４３件 

・平成２９年度見込  ２２８,１１８単位     ４３件 



 

  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、サービスの提供に努め

ます。 

[目標値]                      （月単位） 

・指標     報酬単位      利用者件数 

・平成３０年度  ５６３,２５０単位     ７５件 

・平成２９年度見込  ５３４,５６４単位     ７３件 

 

ⅲ）南部ヘルパーステーション 

ご利用者の個性を尊重し、共にできること・生活の質の向上を一緒に考え、地

域で安心して自立した生活が過ごせるようサービスを提供します。 

 [目標値]                      （月単位） 

・指標     報酬単位      利用者件数 

・平成３０年度  １３２,８０８単位     ２６件 

・平成２９年度見込  １４７,１４８単位     ２８件 

 

  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提案力を強化し、計画相談支援事業

所及び関係機関との連携を深めていくことで、選ばれる事業所を目指します。 

 [目標値]                      （月単位） 

・指標     報酬単位      利用者件数 

・平成３０年度  ３１０,１５９単位     ４３件 

・平成２９年度見込  ２９８,４９９単位     ４２件 

 

 

② 計画相談支援事業 

ご利用者の様々な課題や困難なことを共に考えながら、社会の中でご本人らし

く、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]                      （月単位） 

・指標     報酬単位      利用者件数 

・平成３０年度       ５６,５４５単位  ５.７件（年６９件） 

・平成２９年度見込     ４７,７９９単位  ４.８件（年５８件） 

     

 

 

 

 

 

 



 

③ 障害児相談支援事業 

子どもたちの成長期に合わせて、ご本人の将来を見据えたプランをご家族と共

に検討していきます。 

 [目標値]                      （月単位） 

・指標     報酬単位      利用者件数 

・平成３０年度   １１,１２３単位   １件（年１１件） 

・平成２９年度見込    ９,７９０単位   １件（年１０件） 

      

 

④ 居宅介護支援事業 

平成３０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、改正の内容を踏まえ医療連携を図りながら、ご利用者満足度の

向上と職員の雇用満足の向上を目指します。 

 [目標値]                      （月単位） 

・指標     報酬単位      利用者件数 

・平成３０年度  ３３６,６７３単位    ２１６件 

・平成２９年度見込  ３４９,１４４単位    ２２４件 

 

 

⑤ 訪問介護事業 

ⅰ）東部ヘルパーステーション 

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]                      （月単位） 

・指標     報酬単位      利用者件数 

・平成３０年度  ４２３,５４９単位     ８３件 

・平成２９年度見込  ４１３,４７１単位     ８２件 

 

  ⅱ）西部ヘルパーステーション 

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、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ことで、選

ばれる事業所を目指します。 

 [目標値]                      （月単位） 

・指標     報酬単位      利用者件数 

・平成３０年度  ５１５,１６０単位    １０６件 

・平成２９年度見込  ４９７,１６２単位    １０４件 

 

 

 



 

 ⅲ）南部ヘルパーステーション 

居宅介護支援事業所・地域関係機関との連携を密に、ご利用者やそのご家族に

対し、より良い支援を提供することで、地域に密着し信頼される事業所を目指

します。 

 [目標値]                      （月単位） 

・指標     報酬単位      利用者件数 

・平成３０年度  ４１４,８２５単位     ７６件 

・平成２９年度見込  ４１０,４１１単位     ７３件 

 

 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まいのご利用者や居宅介護支援事業所からの依

頼に迅速に応え、また状態やニーズの変化に柔軟に対応することで、信頼され

る事業所を目指します。 

 [目標値]                      （月単位） 

・指標     報酬単位      利用者件数 

・平成３０年度  ３７２,９１８単位     ７８件 

・平成２９年度見込  ３６５,２５６単位     ７７件 

 

 

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]                      （月単位） 

・指標     報酬単位      利用者件数 

・平成３０年度   ５９,７３６単位     ３８件 

・平成２９年度見込   ５８,１８７単位     ３７件 

 

  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]                      （月単位） 

・指標     報酬単位      利用者件数 

・平成３０年度   ５１,０１１単位     ２９件 

・平成２９年度見込   ４７,５１４単位     ２７件 

 

 

 

 

 



 

 ⅲ）南部ヘルパーステーション 

ご利用者が体調を維持し、住み慣れた地域でいきいきと生活して頂けるよう、

自立支援に資するサービス提供とネットワーク作りに努めます。 

 [目標値]                      （月単位） 

・指標     報酬単位      利用者件数 

・平成３０年度   ５９,７８０単位     ２８件 

・平成２９年度見込   ５９,４６１単位     ２７件 

 

 ⅳ）北部ヘルパーステーション 

住み慣れたご自宅で、より自立した生活が継続できますよう、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]                      （月単位） 

・指標     報酬単位      利用者件数 

・平成３０年度   ７４,０４０単位     ４０件 

・平成２９年度見込   ７０,３４５単位     ３８件 

 

 

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]                      （月単位） 

・指標     報酬単位      利用者件数    

・平成３０年度  ２９６,１２０単位       １２０件 

・平成２９年度見込  ２６６,１２４単位          ９７件 

 

 

⑧ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 

地域の皆様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、件数ととも

に単位数も指標として参ります。 

 [目標値]                      （月単位） 

・指標        報酬単位      利用者件数 

・平成３０年度  ２７３,８５８単位     １４件 

・平成２９年度見込  ２２６,３９３単位     １１件 

 

 

 



 

⑨ 介護サポートサービス事業 

当社ご利用者や６５歳以上等の市川市民を対象に、制度を補完するサービスと

して、適切なアセスメントのうえ通院・子育て・緊急通報などの支援を行います。 

また必要な方に必要なサービスが届けられるようマンパワーの確保に努めま

す。 

 [目標値]                      （月単位） 

・指標           活動時間     利用者件数 

・平成３０年度    ７,４９０分      ４８件 

・平成２９年度見込    ８,１１５分      ４７件 

  

 

   


