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第２４期（平成３１年度）事業計画書 
（平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで） 

 

当公社は、平成９年に設立して以来、市民が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりに

向けて、江別市からの受託事業、介護保険事業及び障害者総合支援事業などの各種の在宅福祉サ

ービス事業を展開し、２２年が経過しました。各種福祉制度の変遷や指定管理者としての役割な

ど公社をとりまく環境も大きく変化してきたなか、地域住民や利用者の視点に立ち、時世に即し

た事業を展開して参りました。 

平成２５年４月１日には、公益法人制度改革に基づき一般財団法人へ移行し、従来の事業

内容を継承し順調に事業が推移しており、今後も、公益目的支出計画の適正な執行に努めて参

ります。 

また、平成３１年度は、第３期の指定管理期間（平成３０年度から平成３７年度まで）８年間

の２年目となり、指定申請の事業計画に基づき管理運営して参ります。 

今後、益々進む少子高齢化や核家族化に伴う社会情勢の変化により、福祉サービスの需要はよ

り一層増大すると同時に、介護の人材不足など社会福祉を取りまく環境は一段と厳しいことが予

測されますが、この様な時代の流れと公社の役割を的確に把握し、公益的な住民福祉サービスの

増進を目指し、指定管理者として健全で安定した経営に努めて参ります。 

 

 

１ 継続事業（定款第４条第１号から第２号） 

  公益目的支出計画における継続事業として次の事業を実施します。 

事  業  名 内         容 

さわやかサービス事業 

（住民参加型在宅福祉 

 サービス提供事業） 

ボランティア精神に富んだ市民に「協力会員」として登録してもらい、

その協力のもとに、日常生活を送るうえで援助を必要とする会員「利

用会員」を対象に、相互扶助の精神に基づき低廉な料金で家事援助等

の在宅福祉サービスを提供し、ともに住み慣れた地域で暮らしていく

ことができるように支援する。また、新規の会員を発掘し、協力会員

を対象とした研修会を開催し、ボランティアの育成確保を図る。 

○利用会員       １６６世帯  

○個人協力会員     ８０人 

○グループ協力会員   ２グループ（２０人） 

○活動（利用）件数   延２，７７６件 

○活動（利用）時間数  延３，９７２時間 

 ○協力会員研修会    年３回 
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生きがいと健康づくり事業 高齢者が健康で生きがいを持って社会活動ができるように各種の講

座を開催するとともに、講座で習得した技術や作品及び福祉や健康に

関する知識等を広く一般市民に周知する催し物「いきいきライフ市民

のつどい」を開催し、公社事業の普及を図る。 

○講座種類    陶芸（２コース）、七宝焼き、押し花、ヨガ、 

健康体操（３コース） 

 ○講座回数    ５講座各１０回／前後期 １講座１２回／年 

           受講料自己負担 2,000円  

          １講座２０回／前後期 

           受講料自己負担 3,000円  

○いきいきライフ市民のつどい   年１回開催 

来場者数 約３５０人 

 

 

２ その他事業（定款第４条第３号から第５号） 

  介護保険法及び障害者総合支援制度に基づく指定事業者として、利用者との契約により次の

在宅福祉サービスの提供を行います。また、江別市等からの委託事業を実施します。 

事  業  名 内         容 

ホームヘルプサービス運営

事業 

【介護保険における訪問介護事業】 

指定訪問介護事業所として介護保険の訪問介護及び介護予防・日常生

活支援事業の第一号訪問介護を実施する。  

 ○事業所数    ２ヵ所 

 ○運営体制       いきいき ３班体制  24時間（通年）  

わかくさ ３班体制  7：00～21：00（通年） 

 ○提供時間    延２２，３４６時間  

【障害者総合支援制度における居宅介護等事業】 

指定居宅介護事業所として障害者総合支援制度の居宅介護等を実施

する。  

  ○事業所数    ２ヵ所 

  ○運営体制    介護保険に同じ。 

  ○提供時間    延９，１７１時間 

【養育支援家庭訪問事業】 

江別市からの委託事業で、出産後、育児や家事などの支援を必要とす

る家庭に対して、支援者（ヘルパー）を派遣し、養育者の精神的・肉
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体的負担を軽減し、母親の産後の生活や育児を支援する。 

○事業所数    ２ヵ所 

○訪問時間    延１２０時間 

【自由契約訪問介護事業】 

介護保険制度及び障害者総合支援制度等の利用者に対し、制度に該当

しない内容の身体介護及び生活支援等の訪問介護（ホームヘルプ）の

援助を自由契約方式で行う。 

○事業所数    ２ヵ所 

○訪問時間    延１，３３９時間 

デイサービスセンター運営

事業 

【介護保険における通所介護事業】 

指定通所介護事業所として介護保険の通所介護（あかしやは地域密着

型通所介護）及び介護予防・日常生活支援事業の第一号通所介護を実

施する。 

 ○事業所数    ３ヵ所 

 ○運営体制    通年開所 

 ○提供時間    第一号通所介護 ９：４５～１４：００ 

※あかしやは地域密着型通所介護と同様 

          通所介護（地域密着型通所介護） 

    ９：３０～１５：４５ 

 ○利用定員    いきいき３８人／日、あかしや１８人／日 

わかくさ３８人／日 

 ○利用者数    延２１，５９４人／年 

         いきいき２０人／日、あかしや１３人／日 

         わかくさ２６人／日 

居宅介護支援事業所運営事

業 

【介護保険における居宅介護支援事業】 

指定居宅介護支援事業所として介護保険の居宅介護支援サービスを

実施する。 

○事業所数     ３ヵ所 

○ケアプラン作成数 延３，６９３件（月平均３０８件） 

【要介護認定訪問調査事業】 

江別市等からの委託事業で、介護支援専門員が要介護認定に必要な訪

問調査を行う。 

 ○調査件数     延３８４件（月平均３２件） 

【介護予防ケアマネジメント事業】 

地域包括支援センターが実施する介護予防ケアマネジメントに係る
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業務を居宅介護支援事業所が受託し実施する。 

○ケアプラン作成数 延４３２件（月平均３６件） 

日 中 一 時 支 援 事 業 

 

【障害者総合支援制度地域生活支援事業における日中一時支援事業】 

障がい児等の日中における活動の場を提供し、見守り等の支援を行う

とともに、障がい児等の家族への就労と一時的な休息支援を行う。 

 ○事業所数   １ヵ所 

 ○運営体制   月～土曜日（日曜日は要相談。ただし、１２月２

９日から１月３日を除く） 

 ○提供時間   小中学校登校期間の平日 

 １４：００～１８：００ 

         小中学校夏・冬・春休み期間、土・日・祝日 

 ８：３０～１８：００ 

○利用定員    １０人／日 

○利用者数   延１，５１８人 

地域包括支援センター運営

事業 

 

【地域包括支援センター運営事業（江別第一地域包括支援センター）】 

江別市からの委託事業で、地域の高齢者の心身の健康の維持、保健福

祉医療の向上のために、介護予防ケアマネジメント業務、地域づくり

や虐待等の総合的な相談支援業務及び権利擁護業務、包括的継続的ケ

アマネジメント業務等を行う。 

【介護予防事業】 

江別市からの委託事業で、介護予防教室、介護予防出前講話等を行う。 

【生活支援体制整備事業】 

江別市からの委託事業で、地域フォーラム業務、基本コーディネート

業務等を行う。 

【介護保険における介護予防支援事業】 

介護保険法に基づき、予防給付のマネジメントを実施する。 

 ○介護予防プラン作成数 延４，１９７件（月平均３５０件） 

障がい者支援センター事業 【障がい者相談支援事業】 

江別市からの委託事業で、障がい者やその家族からの相談を総合的に

受け、社会自立に向けた相談支援を行う。 

【障害者総合支援制度における障害者相談支援事業所】 

障害者総合支援制度に基づき、障害者一般相談支援事業所及び障害者

特定相談支援事業所としてサービス利用計画等を作成する。 

 ○ケアプラン作成数  延５７件 
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○モニタリング数   延４１８件 

○地域移行支援数   延１件 

【障害支援区分認定訪問調査事業】 

江別市等からの委託事業で、障害支援区分認定調査員が認定に必要な

訪問調査を行う。 

 ○調査件数      延９０件  

江別市ファミリー・サポー

ト・センター運営事業 

江別市からの委託事業で、子育ての援助を行う提供会員と援助を求め

る依頼会員を組織化し、地域における子育て家庭を支援する相互援助

活動を行うとともに、新規の会員を発掘する。 

○提供会員      １３５人 

○依頼会員      ３８８人 

○活動（利用）回数  延１，４１０回 

高齢者世話付住宅生活援助

員派遣事業 

江別市からの委託事業で、高齢者世話付住宅(サンゴールドヴィラ)に

生活援助員を派遣して、生活相談、安否確認、緊急時の対応等在宅生

活の支援を行う。 

 ○対象世帯数     ６０世帯 

○対応回数      延２０，０００回 

母子家庭等日常生活支援事

業 

江別市からの委託事業で、母子家庭等の世帯に対して、家庭生活支援

員（協力会員）を派遣し、一時的な生活援助を行う。 

○訪問時間      延１２時間 

指定管理者としての施設管

理運営・貸館事業 

江別市いきいきセンターさわまち、江別市いきいきセンターわかく

さ、江別市デイサービスセンターあかしや、保健センター、あかしや

保育園の５館の施設管理を指定管理者として行う。 

また、いきいきセンターさわまちは、地域の交流拠点としての機能を

持ち、各種教育・福祉関係団体や個人に対し、会議室等の貸館を行う。 

○いきいきセンターさわまち入館者   延１４,０００人 

 

 

３ その他 

広報誌の発行 

 

公社だより「いきいき」を発行し、自治会、会員、関係機関等に送

付することにより、公社の活動をＰＲするとともに、在宅支援に関

する広報及び啓発を図る。 

○発行            年１回（約５，２００部） 
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ホームページの掲載 

 

ホームページに公社の概要、各種事業内容等を掲載し、市民や関係

機関、団体にその活動を幅広くＰＲするとともに情報の公開を行

う。 

 ＵＲＬ  https://www.ebetsu-fukushi.org/ 

苦情解決委員会の開催 提供するサービスに関する不満、意見、要望等に迅速かつ適切に対応

するために、第三者委員による会議を開催し、サービスの質の向上を

図る。 

実習生等の受け入れ 市内外の学校及び介護支援専門員実務研修等に協力し、実習生を受け

入れ、福祉の人材を育成するとともに施設を地域に開放する。 

職員研修の実施 

 

各種職員研修を行い、専門職としての知識及び技術の向上を図るとと

もに、職場組織における立場及び役割についての認識を深める。 

 


