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令 和 ４ 年 度 事 業 計 画 

 

１.事業活動方針 

 

令和４年度は、未だ収束の目処が立たない新型コロナウイルス流行の影響を受け、引

き続き厳しい経営状況が続くことが想定されます。事業継続に不可欠な介護人材の確保

には他業種から人材流入を求める必要があり、今まで以上に柔軟で多様な受け皿を用意

しなければなりません。年齢や性別にとらわれることなく、人材に合わせた働き方の提

案をすることで担い手を増やしていくとともに、経費削減と効率化に努めることで持続

可能な経営を目指してまいります。 

 

 

（１）第３期中期計画の推進 

  計画の２年目となる令和４年度は、重点施策に沿って下記課題に取り組んでまいり

ます。 

 

（２）重点課題 

①感染症対策 

   新型コロナウイルス等の感染症流行により事業を止めることの無いよう、検証に

基づいた事業継続計画を作成します。 

 

  ②人材確保 

   今後の事業継続に必要な人材確保の取り組みとして、新たな有資格者の育成、潜

在的有資格者の発掘、教育機関等との連携による実習受け入れ及び講師派遣等を積

極的に行います。 

 

  ③ＩＣＴ化の推進 

   介護現場における生産性の向上を目指し、リモートワーク環境の整備、タブレッ

ト活用範囲の拡大、介護ロボットの導入等ＩＣＴ化を進めます。 

 

  ④新規事業への参入 

   地域包括支援センター運営事業の一環として、新たに認知症地域支援推進員を配

置し、認知症の悪化防止のための支援を行います。 

 

  ⑤不採算事業の精査 

   法人全体として限られた資源を効率よく活用し収益を得るために、不採算事業の

精査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 



２．事業計画 

 

① 居宅介護支援事業 

主任介護支援専門員３名を中心に、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。                      

指標    報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値   ２９７,８７０単位   １９０件 

令和３年度見込     ２５４,６２３単位   １５９件 

 

 

② 介護予防ケアマネジメント事業  

    要支援の認定を受けた方々に対し、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。 

指標          報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値        ６,５７０単位      １５件 

令和３年度見込         ３,９４２単位       ９件 

 

 

③ 介護予防支援事業  

要支援の認定を受けた方々に対し、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。 

指標         報酬単位      利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値        ６,５７０単位     １５件    

令和３年度見込        ６,１３２単位     １４件    

 

 

④ 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。 

指標        市川市内      他市町村 （月単位） 

令和４年度目標値        ４件          ４件 

令和３年度見込         ５件         ３件 

 

 

 

 



⑤ 訪問介護事業 

ⅰ）東部ヘルパーステーション 

必要なサービスが継続的に提供できる体制を維持すると共に、新規受入れ時等

サービス提供が迅速に進められるよう、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。 

指標    報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値     ４１８,６４４単位     ８７件 

令和３年度見込     ３９１,２１９単位    ８３件 

 

  ⅱ）西部ヘルパーステーション 

地域と密着し、「住み慣れた我が家で生活を続けたい」というご利用者のニー

ズに対応するために、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

テーションとともに、地域に選ばれる事業所を目指します。 

指標    報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値     ４８３,６８８単位   １１０件 

令和３年度見込      ４６７,４３１単位   １００件 

 

 ⅲ）南部ヘルパーステーション 

居宅介護支援事業所・関係機関との連携を強化し、ご利用者の変化やニーズに

迅速に応える対応力を持ち、ご利用者・ご家族が望む在宅生活が継続できるよ

う、また地域に根ざし選ばれる事業所となるよう努めます。 

指標    報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値     ３５０,２６２単位     ６１件 

令和３年度見込      ３１４,９９３単位     ５６件 

 

 ⅳ）北部ヘルパーステーション 

住み慣れたご自宅での生活を継続できるように、ご利用者やご家族のニーズを

汲み取り、居宅介護支援事業所や関係機関との連携を図りながら、適正なサービ

スを提供します。 

指標    報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値     ３９２,７８５単位     ８５件 

令和３年度見込      ３５７,５７０単位    ７９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 

高齢者サポートセンターや居宅介護支援事業所との連携により、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。 

指標    報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値       ５８,２８４単位     ３６件 

令和３年度見込        ５５,５１５単位    ３５件 

 

  ⅱ）西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た日常生活を続けていけるよう、高齢者

サポートセンターや居宅介護支援事業所と連携を図り、自立支援に向けたサー

ビス提供に努めます。 

指標    報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値       ４１,１１８単位     ２２件 

令和３年度見込        ２８,４８３単位     １８件 

 

 ⅲ）南部ヘルパーステーション 

ご利用者自身が主体的に、自分らしい生活が継続できるよう協働し、自立支

援・重度化防止を目標にサービス提供いたします。ご利用者の変化や事業移行に

関しても、安心して頂けるよう関係機関と連携して対応します。 

指標    報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値       ５３,３１０単位     ３０件 

令和３年度見込        ４３,５１０単位     ２５件 

 

 ⅳ）北部ヘルパーステーション 

高齢者サポートセンターや居宅介護支援事業所と連携を密にとり、ご利用者

のニーズに寄り添ったサービス提供を目指します。 

指標    報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値       ４１,６３４単位     ２７件 

令和３年度見込        ３９,２７５単位      ２６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時間安心して在宅生活

が継続できるよう、定時及び緊急時の訪問や連絡・相談を受け、迅速で適切なサ

ービスを提供します。特に日中の緊急訪問は、西部ヘルパーステーションと連携

を図り、利用者のニーズに迅速に応えられるよう努めます。 

指標    報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値     ３０６,９７１単位       １００件 

令和３年度見込     ２１９,８９３単位        ８６件 



⑧ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 

住み慣れた地域で生活が送れるように、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。夜間対応型訪問介護同様、特に日中の緊急訪問は、西部ヘルパーステー

ションと連携を図り、利用者のニーズに迅速に応えられるよう努めます。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

も指標としていきます。 

指標    報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値     ２８９,０１４単位 (4.4)   １０件 

令和３年度見込     １６１,４６６単位 (4.5)     ６件 

 

 

⑨ 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。 

 

 

⑩ 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時までの間に訪問介護員を派遣しま

す。 

 

 

⑪ 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

プランを作成していきます。また、「特定事業所加算Ⅲ」取得事業所として、関

係機関と連携をとりながら困難事例に対応していきます。 

指標         報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値       ７４,３０４単位    ４８件 

令和３年度見込        ８３,５９２単位   ５４件 

 

 

⑫ 障害児相談支援事業 

児童が地域の中で健やかに成長できるよう、抱えている課題を整理し、ご利用

者及びご家族と共に将来を見据え、必要な支援を受けられるプランを作成して

いきます。 

指標         報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値       ６,６３６単位     ４件 

令和３年度見込         ９,９５４単位    ６件 



⑬ 居宅介護・同行援護事業 

ⅰ）東部ヘルパーステーション 

個々の障害の特性の理解やご利用者のニーズ等に適切に応え、他ヘルパーステ

ーションと連携を図り、必要なサービスが継続的に提供できるよう体制の維持

に努めます。また、計画相談支援事業所等との情報連携等を密に行い質の高いサ

ービス提供となるよう努めます 

指標         報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値 

・居宅介護        ２１８,４７０単位     ３５件 

・同行援護          ５,２６０単位           ２件 

令和３年度見込   

・居宅介護        １７４,７１５単位     ２９件 

・同行援護          ５,０７８単位           ２件 

 

  ⅱ）西部ヘルパーステーション 

ご利用者が地域で日常生活全般を安心して過ごせるよう、夜間担当の巡回ヘル

パー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。また、同行援護については、今年度も休止とし、既存のご利

用者への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。 

指標         報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値 

・居宅介護        ４０６,６７２単位       ６３件 

・同行援護                 休止 

令和３年度見込   

・居宅介護        ４２０,６２３単位     ６０件 

・同行援護                 休止 

 

ⅲ）南部ヘルパーステーション 

個々の生活状況やニーズを把握し、ご利用者が主体的に自立した生活や就労が

継続できるよう困難な部分のサービスを支援します。居宅介護同様、地域的に依

頼の多い同行援護も積極的に受け入れられるよう人員体制を整え、計画相談支

援事業所や関係機関との連携を強化します。 

指標         報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値   

・居宅介護        １７１,８１０単位      ３０件 

・同行援護         ３１,４１０単位       ６件 

令和３年度見込 

・居宅介護        １７８,４６５単位     ３５件 

・同行援護         ２８,６６３単位           ５件 

 



  ⅳ）北部ヘルパーステーション 

ご利用者がご自宅で生活が継続できるよう、相談支援事業所と連携を図りなが

ら、ご利用者やご家族のニーズ等に対応できるよう積極的に提案し、関係機関と

連携して自立支援に資するサービスを提供します。同行援護につきましては現

在ご利用がありませんが、柔軟に単発依頼のご希望に対応していきます。 

指標         報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値   

・居宅介護        ２８８,１１６単位      ３８件 

・同行援護               ０単位         ０件 

令和３年度見込   

・居宅介護        ２５２,５１２単位      ３６件 

・同行援護              ０単位         ０件 

 

 

⑭ 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。 

ⅰ）産後家庭 

指標            利用時間数 （月単位） 

令和４年度目標値           ４６時間 

令和３年度見込             ４５時間 

 

ⅱ）産後家庭 

指標            利用時間数 （月単位） 

令和４年度目標値           ４６時間 

令和３年度見込            ４５時間 

 

 

⑮ 介護サポートサービス事業 

生活の困りごとを補完するサービスとして、公社ご利用者や６５歳以上等の市

川市民が地域で安心して生活できるよう、通院・子育て・緊急通報対応などの支

援を行います。 

（ふくふく）                      

指標            活動時間     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値        ６,４８０分       ７２件 

令和３年度見込         ６,００７分      ３８件 

 

    （いきいき-制度相当）                      

指標            活動時間      利用回数 （月単位） 

令和４年度目標値           ２４０分       ４回 

令和３年度見込             ０分       ０回 



    （いきいき-非該当）                      

指標            活動時間      利用回数 （月単位） 

令和４年度目標値           ２４０分       ４回 

令和３年度見込            ０分       ０回 

 

    （プラスワン）                      

指標                      利用回数 （月単位） 

令和４年度目標値                         ４回 

令和３年度見込                       ４回 

 

（ぴよぴよ）                      

指標            活動時間     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値           １２０分       ２件 

令和３年度見込           ６０５分       ４件 

 

（りんりん）                      

指標                        利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値                         １件 

令和３年度見込                       ０件 

 

 

⑯ 地域包括支援事業 高齢者サポートセンター八幡（委託事業） 

ⅰ-ａ）地域包括支援センター運営事業  

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 

 

ⅰ-ｂ）家族介護支援事業   

前年度同様、新型コロナウイルス感染状況を勘案し、感染者数減少や緊急事態

宣言、まん延防止等重点措置がない期間を絞り、少人数制で感染予防対策をし、

権利擁護イベントや介護者教室・介護者相互の交流会等介護方法の周知、状態の

維持・改善を目的とした教室を地域と共生しながら実施します。又、市川警察生

活安全課や保健所、薬局等との関係を継続交流していきます。 

指標              開催回数 

令和４年度目標値          年４回 

 

 

 

 



ⅰ-ｃ）介護予防ケアマネジメント事業 （包括的支援事業） 

委託先の居宅介護支援事業所との連携を図りながら、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。 

指標         報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値  ３０,６６０単位   ７０件 

                直営：  ８,７６０単位   ２０件 

委託： ２１,９００単位   ５０件 

令和３年度見込        ２５,８４２単位   ５９件 

                直営：  ５,２５６単位   １２件 

委託： ２０,５８６単位   ４７件 

 

ⅱ）介護予防支援事業 （指定介護予防支援事業） 

委託先の居宅介護支援事業所との連携を図りながら、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。 

指標         報酬単位     利用者件数 （月単位） 

令和４年度目標値  ４５,９９０単位  １０５件 

                直営：  ８,７６０単位   ２０件 

委託： ３７,２３０単位   ８５件 

令和３年度見込        ４０,７３４単位   ９３件 

                直営：  ３,０６６単位    ７件 

委託： ３７,６８８単位   ８６件 

 

ⅲ）認知症地域支援推進員 

新規事業として、市及び関係機関との連携を行いながら、同事業を実施される

高齢者サポートセンターとの情報共有や協力をし、認知症カフェの企画・運営、

社会的理解を深められるような普及啓発活動を各地域の特性を生かしながら、

地域の障害事業所等と共生し、認知症の悪化防止のための支援を実施します。 

指標              開催回数 

令和４年度目標値          年６回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑰ 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、年３回実施します。 

指標              受講者数 

令和４年度目標値          ３６名 

令和３年度見込           １３名 

 

 

⑱ 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、社会情勢に合わせて開催地

域と開催日を設定し、参加しやすい体制で実施します。 

指標              開催回数 

令和４年度目標値           年９回 

令和３年度見込            年４回 

 

 

⑲ 入門的研修事業 

  市川市より委託を受け、介護未経験者に対し、介護に関する基本的な知識や技

術を学んでもらい、終了後に介護分野への参入のきっかけつくりとし、介護業務

に対し多様な人材の参入促進を図ります。 

     指標              開催回数 

令和４年度目標値            年２回 

令和３年度見込             年２回 

 

 


