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平 成 ３１ 年 度 事 業 計 画 

 

１.事業活動方針 

 

平成３１年度は、年号の変更や消費税率の引き上げとそれに伴う介護職員の処遇改善

を含む報酬改定、さらに働き方改革関連法の改正が予定されており、福祉公社において

もその対応に向けた様々な準備が必要となります。法令遵守を基本とし、遅滞なく社内

整備を進めるとともに、介護分野に関する国の方針も踏まえたＩＣＴ活用、業界イメー

ジの改善、地域づくりへの貢献等も視野に入れた検討を行ってまいります。 

 

 

（１）第２期中期計画の推進 

  計画も４年目を迎え、常務理事のプロパー化やブランドイメージの再構築等につい

ては最終年度に向けて検討を継続するとともに、取り組み済の事項についてはＰＤＣ

Ａサイクルを実践いたします。 

 

 

（２）重点課題 

  ①人材の確保及び育成 

   担い手の不足の深刻さは増すばかりですが、マッチングを重視した採用の継続と、

ニーズに応じた柔軟な雇用形態を取り入れながら人材の確保に努めます。また、職

位に応じた役割の明確化と職員向けマニュアルの整備を行い、人材育成の指標を示

すことにより「公社スピリット」を浸透させるとともに、個々のキャリア・パスも

尊重し、職員が発言しやすい環境づくりを心がけます。 

 

②横断的支援体制の強化 

   昨年度からの取り組みである福祉専門職間の連携をさらに強化するため、一部組

織改編を行い、高齢者・障害それぞれの専門性の相互理解と横断的支援を継続し、

サービスの質を高めます。 

 

  ③ＩＣＴ導入及び推進 

   部門ごとに抱える事務量の多さと煩雑さの課題を整理し、既存システムの効果的

な活用と新たなツールの導入により、タイムリーかつセーフティーな情報共有、業

務改善及び生産性の向上を目指します。 

 

 

 

 

 



 

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。また、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、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３１年度      ３７,４１０単位    ８７件 

                直営： １４,６２０単位    ３４件 

委託： ２２,７９０単位    ５３件 

    平成３０年度見込  ３７,８４０単位  ８８件 

                直営： １６,３４０単位    ３８件 

委託： ２１,５００単位    ５０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３１年度      ２７,０９０単位    ６３件 

                直営：  ８,６００単位    ２０件 

委託： １８,４９０単位    ４３件 

    平成３０年度見込  ２６,６６０単位  ６２件 

                直営： １０,７５０単位    ２５件 

委託： １５,９１０単位    ３７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） 

市川市から委託を受け、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、昨年度と同様年２回実施します。 

[目標値]                       

指標              受講者数 

平成３１年度 ２４名 

平成３０年度見込 １２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。昨年度に引き続き、開催地域と開催日を広く設

定し、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・社会参加から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３１年度 ７件 

平成３０年度見込  １２．８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３１年度 ６件 

平成３０年度見込 １２．３件 



 

⑨ 要介護認定調査事業 

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、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３１年度             ６件        ６件 

平成３０年度見込       １２．８件       ３．６件 

 

 

⑩ 養育支援訪問事業 

市川市より委託を受け、養育者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します。 

 

 

⑪ あんしん電話受信センター運営事業 

市川市より委託を受け、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します。 

 

 

（２） その他事業 

 

① 居宅介護・同行援護・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３１年度 

・居宅介護      １９１,７８０単位     ４３件 

  ・同行援護       ２７,９００単位            ４件 

・重度訪問介護        廃止 

 



 

平成３０年度見込   

 ・居宅介護      １９１,７８７単位     ４３件 

  ・同行援護       ２７,９００単位            ４件 

 ・重度訪問介護        休止            

 

  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。重度訪問介護については、既存のご利用者の適切な支援の必要性が求め

られたときに、事業の再開を検討していきます。 

[目標値]                      （月単位） 

指標     報酬単位      利用者件数 

平成３１年度 

・居宅介護   ５３１，３７５単位     ７５件 

  ・同行援護          １，５３０単位          １件 

・重度訪問介護        休止           

平成３０年度見込   

・居宅介護        ５３０,６４１単位    ７５件 

  ・同行援護              ０単位          １件 

・重度訪問介護        休止             

 

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３１年度 

・居宅介護  １６８，３００単位     ３３件 

・同行援護       ２９，２３２単位      ４件 

・重度訪問介護        廃止  

平成３０年度見込   

・居宅介護      １５７，６４２単位     ３１件 

  ・同行援護       ２９，２３２単位            ４件 

・重度訪問介護        休止             

 

  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３１年度   

・居宅介護      ２９４，７２０単位     ４０件 

 ・同行援護        ３,０６０単位            ２件 

・重度訪問介護        休止           

平成３０年度見込   

・居宅介護      ２４８,０２６単位     ３９件 

   ・同行援護        ３,０６０単位            ２件 

・重度訪問介護        休止             

 

 

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、抱えている日常生活全般

に関する課題を整理し、ご利用者及び家族と共に必要な支援を受けられるよう

プランを検討していきます、 

[目標値]                      （月単位） 

指標     報酬単位      利用者件数 

平成３１年度       ２１，５４２単位  ５．４件（年６５件） 

平成３０年度見込     ４９，８１０単位  ５．２件（年６３件） 

 

 

③ 障害児相談支援事業 

地域の中で健やかに成長できるよう、かかえている日常生活全般に関する課題

を整理し、ご利用者及びご家族と共に必要な支援を受けられるプランを検討し

ていきます。 

[目標値]                      （月単位） 

指標     報酬単位      利用者件数 

平成３１年度   ３，５４６単位    １件（年１０件） 

平成３０年度見込   ８，６９２単位    １件（年１０件） 

 

 

④ 居宅介護支援事業 

主任介護支援専門員２名を含む６名体制とし、専門職チームとして社内及び関

係機関との連携体制を維持していくことで、質の向上及び業務の効率化を目指

します。 

[目標値]                      （月単位） 

指標     報酬単位      利用者件数 

平成３１年度  ２３２,１２５単位    １５０件 

平成３０年度見込  ３１６,８０７単位    ２００件 



 

⑤ 訪問介護事業 

ⅰ）東部ヘルパーステーション 

基盤整備を強化し、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３１年度  ４１９,０９４単位     ８１件 

平成３０年度見込  ４２９,４４２単位     ８３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ヘルパー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３１年度  ４７３,４４５単位    １０５件 

平成３０年度見込  ４６４,４２７単位    １０３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し、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３１年度  ４４１,９８０単位     ７７件 

平成３０年度見込  ４３０,５５６単位     ７５件 

 

 ⅳ）北部ヘルパーステーション 

ご利用者やご家族の生活の質の向上と安心できる生活の実現のために、居宅介

護支援事業所・関係機関との連携を図りながら、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３１年度  ４０４,６２５単位     ７５件 

平成３０年度見込  ３６７,３５９単位     ７３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３１年度   ６９,８２３単位     ４１件 

平成３０年度見込   ７３,２２９単位     ４３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３１年度   ４８,２４０単位     ２４件 

平成３０年度見込   ６０,３００単位     ３０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３１年度   ６８,２５０単位     ３０件 

平成３０年度見込   ６５,９８９単位     ２９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]                      （月単位） 

指標     報酬単位      利用者件数 

平成３１年度   ７９,６３６単位     ４３件 

平成３０年度見込   ７５,９４１単位     ４１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、緊急時に連絡・相談が出来る場として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３１年度  ２８１，８２８単位       １００件 

平成３０年度見込  ２５８，３８９単位          ９５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    平均介護度  利用者件数 

平成３１年度  ３７８，６９９単位 （3.5）   １７件 

平成３０年度見込  ２９４，１５６単位 （3.6）   １５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] 

（ふくふく）                     （月単位） 

指標           活動時間     利用者件数 

平成３１年度    ６,４８０分      １６件 

平成３０年度見込    ６,５７０分      １８件 

  

    （いきいき-制度相当）                      

指標               活動時間     利用者件数 

平成３１年度     ８４０分       １件 

平成３０年度見込     ８４８分       １件 

  

    （いきいき-非該当）                      

指標               活動時間     利用者件数 

平成３１年度     ２４０分       ２件 

平成３０年度見込       ０分       ０件 

 

 



 

    （プラスワン）                      

指標                         利用回数 

平成３１年度                ８回 

平成３０年度見込                ７回 

 

（ぴよぴよ）                      

指標               活動時間     利用者件数 

平成３１年度     １２０分       ２件 

平成３０年度見込     １６４分       ０件 

 

（りんりん）                      

指標                        利用者件数 

平成３１年度                ３件 

平成３０年度見込                １件 

 


