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平成２３年度財団法人船橋市福祉サービス公社事業報告書 

 

第 １８ 期 

 

平成２３年４月１日  から  平成２４年３月３１日  まで 

 

公益財団法人への移行 

 公益法人制度改革への対応については、平成２３年９月の臨時理事会、評議員会の決議を

得て、公益法人移行認定申請を行い、平成２４年１月１３日付で千葉県公益認定等審議会か

ら認定相当との答申があり、３月１９日付で千葉県知事から認定を受け、４月１日付で公益

財団法人として設立登記を完了しました。 

 

事 業 概 要 

市内の高齢者、障害者、妊産婦や育児を行う家族等を対象とする福祉サービスの提供を、

市民の自主的な参加と協力を得て行うとともに、介護保険法による指定居宅介護支援事業者

及び指定居宅サービス事業者並びに障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者、

また、船橋市の公的福祉サービス事業の受託事業者として、総合的福祉サービスの提供を行

い、行政と一体となって事業を実施しました。 

公社が福祉サービスを提供する高齢者、障害者、そして育児の支援を必要とする市民が、

住み慣れた地域社会の中で繋がりを維持し、孤立せず不安や悩みが解消されることで、元気

で安心できる日常生活を送れるよう相談・助言・支援を実施しました。 

これらの福祉サービスの提供により培われた経験や豊富な事例の研究から蓄積された知識

を、サービスを提供する専門職等の職員に積極的に伝達しスキルアップへと活かすとともに、

講座・講習の実施を通して地域や家族を支える協力員等の人材を育成し、継続的かつ横断的

な福祉サービスの充実を図りました。 

  

実 施 事 業 

(自主事業) 

 福祉サービス公社の自主的な事業として、次の事業を実施しました。 

 

（１） さざんかホームヘルプサービス事業                         

   介護保険の給付を受けられない高齢者、身体障害者等の生活を支援するほか、妊産婦の

母体保護と育児に伴う不安や悩み及び家事の軽減を図るために、福祉サービス協力員を派

遣しました。 

①サービスの担い手                                                   
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   高齢者や身体障害者等の在宅介護に熱意を有する市民を募り、「福祉サービス協力員」

として公社に登録し活動していただきます。 

②サービスの内容等 

 （ｱ）家事援助サービス       （利用料 950円／１時間） 

   食事の世話、衣類の洗濯、住居等の掃除、生活必需品の買物等 

 （ｲ）身体介護サービス       （利用料 1,450円／１時間） 

   食事・排泄・入浴・外出の介助、身体清拭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③サービスの提供時間等                        

月曜日から土曜日の午前８時～午後６時まで（祝日は除く） 

④福祉サービス協力員に対する報酬 

利用料の金額が報酬となります。 

協力員の数     ９９名（平成２４年３月３１日現在） 

  派遣状況 

延派遣世帯数        １３７世帯    

派遣回数          ６１０回      

派遣時間数       １，０１８時間   

 (２) 身辺クリーンサービス事業 

受託事業である家族介護用品支給事業と連携を図り、毎月の支給限度を超えて介護用品を

必要としている重度要介護者を介護している家族に対して、家族介護用品支給事業で定める

価格と同価格で宅配を実施するためのコーディネートなどの調整を行い、付加サービスの提

供を図りました。 

実施状況 

延利用者数          ８１名      

件数          ６，２３３件   

(３) 聴覚障害者支援事業 

受託事業である手話通訳者・要約筆記者派遣事業と連携を図り、聴覚又は音声言語の機能

障害があるために円滑な意思の疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に対して、船橋市

が規定する派遣要件を超えて、日常生活上の社会参加を援助しました。また、聴覚障害者等

と円滑な意思の疎通を必要としている企業や団体等に対し、手話通訳者や要約筆記者を派遣

しました。 

実施状況 

派遣回数           ２５回      

延派遣人数          ５０名      

(４) 相談・指導サービス事業 

在宅介護の悩みや不安などを抱え支援を必要としている市民等からの相談に対し、介護支
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援専門員・看護師・社会福祉士・介護福祉士等の専門職が多角的な視点から助言や情報提供

を実施し、公社の事業紹介等を行うことで対象者のニーズに添った対応を行いました。さら

に、必要に応じて行政機関や福祉関係事業者等と連絡、調整を図りました。 

(５) シニアピア・傾聴ボランティア事業 

高齢者の自立を支援するとともに、同世代の高齢者がお互いに向かい合い、支え合う「ふ

れあいケア」を推進するために、元気な高齢者に傾聴の技能・技法を習得してもらい、傾聴

ボランティア員として育成し、悩み、不安、寂しさを持つ高齢者の話に耳を傾け、平常心や

自立心の回復など「心のケア」を図りました。また、傾聴ボランティア員が、この活動を通

して「自己研鑽」に励み、「社会に貢献している充実感」や「新たな生きがい」を見いだし、

いつまでも元気で自立した生活を営んでいただくことを目指しています。 

  実施状況          

   派遣回数        ３，７４２回    

    ケアマネ依頼     １，１４９回    

    保健師依頼        ６１３回      

    施設         １，９８０回    

(６) 人材育成・研修事業 

要介護者等を抱える家族をはじめ市民等を対象に、在宅福祉サービスに関わる介護技術の

向上や各種講座、講習会等を開催し、人材の発掘・育成を行いました。また、公社が実施す

る介護事業や多彩な福祉サービス事業等を通して得られる豊富な事例や経験から得られた知

識をもとに実施する事例検討会や各種研修会により、職員の資質向上と人材育成に繋げまし

た。 

①シニアピア・傾聴ボランティア員養成講座 

「ピア」とは仲間、同士という意味を持っています。高齢者同士が支え合うシニアピ

ア・傾聴ボランティア事業を推進するために、傾聴の技能・技法を身に付けた傾聴ボラ

ンティア員を養成しました。 

実施状況 

養成講座           １回（４０時間）   

参加者数          ２８名   

②ホームヘルパー２級養成講座 

   市内における介護従事者の人材不足を補うためにホームヘルパー２級養成講座を開催

しました。 

   実施状況 

    養成講座           １回（１３０時間）    

    参加者数          ２８名   

③在宅介護者研修 
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要介護者を抱える家族や訪問介護員等を対象として、在宅介護技術の向上を目的とし

た「家族のための介護教室」を開催しました。開催にあたっては、市民が必要としてい

る知識及び技術を分析し、市民が求めている介護教室を企画・運営しました。 

実施状況 

講習会            ８回     

延参加者数        ２４４名   

④福祉サービス協力員（有償ボランティア）研修 

市民の方を支援する有償ボランティアとして活動している福祉サービス協力員を対象

に研修会を実施しました。 

実施状況（スキルアップ合同研修） 

回数             １回     

参加者数          ４３名    

⑤職員研修 

介護技術の向上を図るためのスキルアップ研修や接遇研修等を実施しました。 

実施状況（現任者研修） 

回数            １７回    

延参加者数        ５４７名   

⑥研修生受入      

次世代を担う学生を受入れ、人材の育成と介護技術の向上を支援しました。 

(７) 調査研究事業 

市民の多様なニーズに対応した福祉サービスの提供を確立するために、サービス提供時の

経験及び利用者からの声やアンケート等を基に、高齢者や障害者等のニーズに関する調査を

行い、福祉サービスの提供に生かしました。 

(８) 普及啓発事業 

①公社事業、市の福祉施策等の紹介 

在宅福祉サービス等に関する普及啓発を図るために、市の福祉施策に関するパンフレ

ット等を作成し、関係窓口等で広く市民に配付しました。また、公社で実施する船橋市

の福祉施策を市広報に定期的に掲載するとともに、公社ホームページにより事業の普及

啓発を図りました。 

②認知症・介護予防講座 

市民等を対象として、認知症に関する「認知症サポーター養成講座」等の講座・講演

会を実施しました。また、高齢者を対象として、認知症・介護予防に有効な生活習慣の

知識を身につける「認知症・介護予防講座」等の講座を実施し、予防から発症・周辺症

状の緩和まで一元的にサポートしました。 

実施状況（認知症サポーター） 
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講座            １３回     

延参加者数        ５５８名   

 

 

(介護保険事業） 

介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者及び指定訪問介護事業者として、居宅介護支

援事業及び訪問介護事業等を実施しました。 

 

(１) 居宅介護支援事業 

介護保険法に基づいて、介護保険利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力

に応じた日常生活を営むことができるよう、介護支援専門員によって、居宅サービス計画書

（ケアプラン）を作成するとともに、その計画に従った適切なサービスが提供されるように

訪問介護事業所等との連絡調整及び関係機関との連携を図りました。 

実施状況            

延作成件数         ７８６件   

(２) 介護認定訪問調査事業 

介護認定訪問調査を指定居宅介護支援事業者として船橋市より受託し、市と一体になって

介護認定訪問調査事業を実施しました。要介護(要支援)認定新規申請については、市町村職

員または都道府県から指定を受けた指定市町村事務受託法人が実施することが定められてお

り、船橋市内では公社のみがこの指定を受けています。 

実施状況                 

調査件数        ３，４５３件（船橋市３，４２６件 他市２７件） 

(３) 訪問介護事業 

介護保険法に基づいて、高齢者、心身障害者等が自立した日常生活を営むことができるよ

う、居宅サービス計画書に沿って入浴、排泄、食事等の身体介護のほか、日常生活に必要な

生活援助等の介護サービスを実施しました。 

また、法施行前の措置の時代から多くの困難事例に対応してきた経験を生かし、総合的な

視点から市民の方への相談業務の実施や他の介護保険事業所からの相談に対する助言を行う

ほか、認知症ケア専門士による家族への相談業務及び認知症予防に関する情報提供に努めま

した。 

実施状況 

延派遣ヘルパー数    １，５３４名     

延利用者数       ２，７７５名    

派遣回数       ２７，９０２回   

派遣時間数      ３９，４５５時間  
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(４) 巡回型訪問介護事業 

寝たきりの高齢者等について、福祉の増進と家族の負担軽減を図るため、家族の対応が困

難な早朝・夜間・深夜の時間帯に訪問介護員を派遣しました。 

実施状況（訪問介護事業再掲）            

延利用者数         １５８名      

派遣回数        ３，３５１回    

派遣時間数       １，９３０時間    

 

 

(障害者自立支援事業） 

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者として、次の各種事業を実施しま

した。 

 

(１) 障害福祉サービス事業 

障害者自立支援法に基づいて、身体障害者(児)、精神障害者、知的障害者(児)が自立した

日常生活を営むことができるように、入浴、排泄、食事等の身体介護、調理、洗濯、掃除等

の家事援助のほか、障害者との契約に基づく障害福祉サービスを提供しました。特に精神障

害者への支援については、多数の精神障害者ホームヘルパー養成研修修了者が、知識と経験

を活かした質の高いサービスの提供を行いました。 

また、法施行前の措置の時代から多くの困難事例に対応してきた経験を活かし、総合的な

視点から市民の方への相談業務の実施や他の事業所からの相談に対する助言を行いました。 

実施状況        

延派遣ヘルパー数    １，４７８名      

延利用者数       １，３８７名      

派遣回数       １３，０１５回     

派遣時間数       ２１，４４２時間   

(２) 地域生活支援事業 

障害者自立支援法に基づいて、視覚障害者(児)、精神障害者、知的障害者(児)、脳性まひ

等全身性障害者(児)が社会生活を営むうえで必要な外出や、余暇活動等の社会参加をするた

めの外出の移動介護を行うガイドヘルパーを派遣しました。 

また、身体・知的・全身性障害者(児)の日中における活動の場を確保し、障害者の家族の

就労支援及び一時的な休息を目的として、公社施設を利用した障害者(児)の日中における一

時的な見守り等を行いました。 

*法改正により「同行援護」が創設されたことにより、２３年１０月から重度視覚障害者（児）の支

援については、障害福祉サービスへ移行となっています。 
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実施状況         

  派遣回数        ６，３３６回（内、日中一時 １，８７５回） 

 

 

 (受託事業） 

船橋市からの受託事業として、次の事業を実施しました。 

 

(１) 母子等ホームヘルプサービス事業 

母子・父子及び寡婦家庭が疾病等その他の理由により、一時的に日常生活において支援を

必要とする場合に、サービス利用計画書を作成し、利用者の状況や支援内容に即した訪問介

護員を選任し派遣しました。 

実施状況  

派遣回数            ５回     

派遣世帯数            １世帯    

派遣時間数          ７．５時間   

 (２) ひとり暮らし高齢者軽度生活援助事業 

在宅でひとり暮らし等の高齢者が日常生活を営むのに必要な軽易な援助を行うために、利

用者の状況や支援内容に適した協力員を派遣しました。そのために在宅福祉に関する研修計

画を作成し、研修等の実施により、市民の参加による協力員の人材育成を図りました。 

実施状況          

延派遣世帯数      １０，１８６世帯   

派遣時間数       １１，２０９時間   

(３) 二次予防事業対象者把握事業 

船橋市が実施する介護予防の基本チェックリストの未回答者で、健康状態が把握できない

高齢者世帯に対して、訪問介護員等が個別訪問によりチェックリストを回収するとともに、

生活状況や健康状態の把握を行い、介護予防につなげました。 

実施状況 

調査件数        ２，０００件   

(４) 一次予防事業対象者認知症予防事業 

一般高齢者を対象として、認知症予防等の知識を有した職員が市民ボランティアの参加及

び協力を得て、認知症予防に有効な生活習慣の知識を提供し、それを身につけていただくこ

とで、認知症の予防または発症を遅らせることを目的とした各種療法（口腔・軽体操・回想・

読み書き等）の講座を開催しました。 

実施状況   

回数             ２０回    
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延参加者数         ３５４名   

(５) 家族介護用品支給事業 

在宅で要介護者を介護している家族の負担軽減と市内共通のサービス提供を図ることを目

的として、介護用品の正しい選び方や使用方法を理解する講習会の開催や、紙おむつ等介護

用品の支給を行うために、介護用品事業者と高齢者やその家族及び船橋市との間を結ぶ相談

や調整を行いました。 

実施状況   

延利用者数      １２，７７３名   

件数         ６９，０１２件   

(６) やすらぎ支援員訪問事業 

認知症のある高齢者を在宅で介護している家族等の休息時間の提供等を行うために、利用

者及び家族の状況や支援内容に適した「やすらぎ支援員」を派遣し、介護者の代わりに高齢

者の話し相手、見守り等を行いました。 

実施状況   

   利用登録世帯数        ４５世帯    

   派遣回数          ３０９回    

   派遣時間数         ５５１時間   

(７) 高齢者等食の自立支援配食サービス事業 

在宅で身体機能の低下や疾病等により食事の準備が困難な高齢者や身体障害者に対して、

体調の変化の把握、適切な食事への誘導、安否確認の実施とともに栄養・衛生管理された食

事の提供を行うために、宅配事業者と高齢者や身体障害者の家族及び船橋市との間を結ぶ相

談や調整を行いました。また、定期的に管理栄養士が訪問し、疾病状態や食事内容を伺い、

個々の状態に最も適した食事プランの提案などを行う「栄養管理サービス」を実施し、高齢

者等の食生活の改善及び健康維持を図りました。 

実施状況   

延利用者数       １，３４５名   

配食数        ２２，９５８食  

訪問回数          ７４３回      

(８) 在宅重度要介護者訪問理美容サービス事業  

心身の障害等により、理容店・美容院へ出向くことが困難な高齢者に対して、在宅で理美

容の訪問サービスが受けられるように、理美容事業者と高齢者やその家族との間を結ぶ相談

や調整を行いました。 

実施状況    

延利用者数          ２９名    

(９) 手話通訳者派遣事業 
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聴覚または音声・言語の機能障害があるため、手話によって意思の疎通を確保している聴

覚障害者やその家族等に対して、適切な手話通訳者とのコーディネート及び派遣により、聴

覚障害者の社会参加を援助しました。 

実施状況 

延派遣人数       １，１８５名   

 (10) 要約筆記者派遣事業 

聴覚または音声・言語の機能障害があるため、文字によって意思の疎通を確保している聴

覚障害者やその家族等に対して、適切な要約筆記者とのコーディネート及び派遣により、聴

覚障害者の社会参加を援助しました。 

  実施状況 

延派遣人数         ５９２名   

(11) 手話通訳者設置事業 

聴覚または音声・言語の機能障害があるため、手話によって意思の疎通を確保している聴

覚障害者の社会参加を支援するために、手話通訳者を配置し、聴覚障害者やその家族等から

の相談業務や情報提供、手話通訳者等の派遣に関するコーディネート及び関係機関との仲介

や調整を行いました。 

実施状況 

相談回数        ３，８４２回   

(12) 手話通訳者養成事業 

聴覚または音声・言語の機能障害があるため、手話によって意思の疎通を確保している聴

覚障害者に、手話通訳者を派遣する体制を構築するために、身体障害者福祉の概要や手話通

訳の役割・責務等について理解と認識を深め、手話通訳技術等を習得するための基本課程の

講座を開催し、手話通訳者の養成を図りました。 

（２３・２４年度継続事業） 

実施状況 

養成講座            １回    

参加者数           ２０名    

(13) 手話奉仕員養成事業 

手話通訳者養成講座を受講するための準備講座として、また、聴覚障害者との手話による

コミュニケーション能力を習得するための入門課程となる講座を開催しました。 

（２３・２４年度継続事業） 

実施状況 

養成講座            １回    

参加者数           １８名   

(14) 要約筆記者養成事業 
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手話の技術が習得されていない中途失聴者・難聴者に、文字による通訳で仲介する要約筆

記者を派遣する体制を構築するために、身体障害者福祉の概要や要約筆記者の役割、中途失

聴者・難聴者の心理などについて理解と認識を深め、要約筆記通訳技術等を習得するための

講座を開催し、要約筆記者の養成を図りました。 

 （２３・２４年度継続事業） 

実施状況 

養成講座            １回    

参加者数           １３名    

(15) 中途失聴者・難聴者手話講習事業 

加齢等による聴力低下が見られる中途失聴者・難聴者や家族に対して、手話講習会を実施

し、コミュニケーションの確保と社会参加・交流促進を図りました。 

実施状況 

   講習会             １回    

   参加者数           １９名   

(16) ファミリー・サポート・センター事業（介護） 

市民の参加及び協力を得て、在宅福祉に関する研修、交流会の実施により相互援助を担う

人材育成を図り、高齢者を介護している家族の代わりに、または高齢者本人からの要望によ

り居宅に協力員を派遣し、介護に関する相互援助活動を実施するためのコーディネーター、

アドバイザー業務を行いました。 

実施状況      

会員数           ６６０名    

協力会員         ２１６名    

利用会員         １５０名    

遠隔地会員        １９９名    

両方会員           ７名       

本人会員          ８８名     

利用回数           ３，８９５回    

(17) ファミリー・サポート・センター事業（育児） 

市民の参加及び協力を得て、在宅福祉に関する研修、交流会等の実施により相互援助を担

う人材育成を図り、子育てに関する支援を必要としている家族の代わりに協力員を派遣し、

育児に関する相互援助活動を実施するためのコーディネーター、アドバイザー業務を行いま

した。また、子育て中の親向けに、子育てに自信がもてるような講座を開催しました。 

実施状況      

会員数         １，９１０名   

協力会員         ５３６名     
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利用会員       １，２７９名   

両方会員          ９５名     

利用回数        ５，４３８回   

(18) 緊急一時支援事業 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯における、急な体調変化やけがなどの緊急時に支援

員を派遣し、一時的な生活援助等の支援を行いました。 

また、利用後は、必要に応じて軽度生活援助や介護保険等の各サービスに繋げる相談及び

助言を行いました。 

実施状況   

   派遣回数           ２３回    

   派遣時間数        ３６．５時間    

(19) 生活・介護支援サポーター事業 

元気な高齢者等への生きがいづくりの場の提供と地域や介護現場における人材不足の解消

を側面から支援することを目的として、市民の参加及び協力を得て、在宅福祉に関する養成

研修により人材育成を図り、高齢者宅や介護施設等に派遣して、生活援助等のサービスや施

設における介護従事者の補助等を実施しました。 

実施状況          

養成講座            ２回（３０時間/回）  

参加者数           ７２名     

派遣回数        １，７９８回    

    一般世帯         ７３８回    

    施設         １，０６０回    

                      

（指定管理者） 

(１) 東老人福祉センター事業 

船橋市東老人福祉センターの指定管理者として、地域の高齢者を対象に「健康の維持」、

「仲間づくり」、「生きがい創造」、「余暇活動」などのサービスを提供しました。 

また、高齢者の地域での孤立感・孤独感の防止を図るために、生活相談や健康相談などの

各種相談事業や利用者参加型の講座、行事の充実を図り、生活習慣の改善・閉じこもり防止

に努めました。さらに、高齢者の生きがいづくりや健康を維持する場として、介護予防に効

果のある取り組みであるレクリエーション（一般講座）、脳トレ（教養講座）、軽スポーツ

（健康体操）や各種行事などの企画・開催を行い、これらの社会参加・交流促進の場を提供

することにより「新たな生きがいづくりの発信地」となるように努めました。 

  実施状況 

   延利用者数      ９４，９２４名   
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   講座            １１９回        

   延参加者数       ３，１９８名    

 

 

 


