
平成 21 年度事業計画 
平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで 

 
１基本方針 
特定非営利活動法人いわての保健福祉支援研究会は、事業開始して４年目を迎えます。 
この間、当法人は、評価・調査機関としての役割と専門性を発揮し、介護サービス情報公表及

び地域密着サービス外部評価に係る評価・調査事業のほか、調査研究事業等に積極的に取り組み、

平成 20年度においては、介護サービス情報公表の調査 677事業所、地域密着サービス外部評価、

67 事業所について評価・調査を行うとともに、地域包括支援センターに関する調査研究等に取

り組んできました。 
介護保険制度は、平成 12 年４月施行し、10 年目を迎えようとするなか、国は介護保険制度の

より信頼感を高め、持続可能な介護保険制度の構築を図るため、法令等遵守の徹底、介護給付の

適正化、療養病床の転換推進、介護予防重視、地域包括支援センターの適切な運営、介護員養成

研修の充実、認知症対策の推進、地域密着型サービスの推進、要介護認定制度の見直し、介護報

酬の改定見直し等に取り組んでいる。 
具体的には、介護サービス情報の公表制度では、平成 21 年 4 月 1 日より小規模多機能型居宅

介護等の 15 サービス（細分ベース）が新たに調査対象として追加され、全体で 52 サービスと

なり、平成 21 年度から本格的に施行することとしている。 
また、昨年 11 月の全国会議において国は 21 年度からの調査方法等について制度施行 3 年の

経過を踏まえ運用面での見直しを行うとしていたが、それが訪問調査体制の効率化及び調査方法

の簡素化などを明らかにするとともに、国は、調査手数料及び公表手数料の見直しついても求め

ており、それを受けて県は調査手数料などの見直しを行うものと考えられ大幅な減額が想定され

ることから法人運営にとって厳しい状況になるものと考えられる。 
なお、平成 20 年度の事業計画として福祉サービス第三者評価事業について掲げていたが、評

価を行うための岩手県福祉サービス第三者評価機関の認証の遅れなどのため評価実績が挙げら

れなかったが、平成 21 年 3 月 5 日付認証番号第 3 号で認証となったことから平成 21 年度から

積極的に取り組むこととしている。 
平成 21 年度における当法人の事業運営は厳しい環境にあるが、法人の特長である有用な人材

を活かした調査研究を積極的に展開し、また、県や長寿財団、関係機関等との連携・協働を図り

ながら介護保険制度の基本理念である利用者本位、利用者の選択の実現など、県民の高齢者福祉

の向上の支援のために積極的な取組みを行うものとする。 
２ 基本目標 
  平成 21 年度も引き続き次の事項を基本目標として取り組むものとする。 
（１）評価・調査機関としての役割と専門性等について信頼のある法人運営。 
（２）事業運営の安定基盤の早期確立。 
（３）調査員の質の向上と人材の養成等。 
（４）県、関係機関・団体等との連携、協働。 



３ 重点事項 
（１）信頼と安心感のある評価・調査の実施 

引き続き介護サービス情報公表及び地域密着型サービス外部評価の評価・調査業務を担う

ほか、新たに福祉サービス第三者評価について取り組み調査機関及び評価機関として信頼と

安心感のある評価・調査の実施を行う。  
（２）施策等に活かす調査研究の実施 

当法人の大きな事業目標である調査研究に積極的に取り組み、様々の諸問題・課題の把握

を行い、課題解決に向けた方向性の提案等を行う調査研究を引き続き実施する。 
（３） 開かれた事業活動の展開 

当法人が行う活動業務は、事業者及び利用者・家族等に影響を及ぼすことから、その対応

には誤解を招かないよう取り組むと共に、関係者からの理解・評価を受ける姿勢で望み、対

応は公平に、結果は透明性をもって対応するものとする。 
４ 事業実施計画 
（１） 介護サービス情報の公表に係る調査事業（継続）     

岩手県から介護サービス情報公表に係る調査の指定調査機関として指定を受け、利用者・

家族が介護サービス事業所の選択に資することができるよう中立公正、かつ客観的に調査を

行い、その結果を指定情報公表センターに報告する。 
 ア 調査方法等の変更 

国の見直しを踏まえ、従来、調査は一律に「調査員 2 名以上」で実施していたものを、

これを「調査員 1 名以上」とし、訪問調査体制の効率化を図ったこと、また、マニュアル

や規程の確認作業の省力化を導入し調査方法の簡素化を図ることとしたこと 
 イ 調査事業 

○調査見込み件数   740 件程度（平成 20 年度 677 件） 
○調査に要する調査手数料は岩手県手数料条例で定められているが、県は国の見直しの指

導を踏まえて見直しを行うこととしている。 
     現行調査手数料     ３７，３００円   

見直しによる調査手数料 ２６，０００円（▲11,300 円 減額率 30.3％） 
 ウ 調査員の養成 
（ア） 現任研修の実施（継続） 

介護サービス情報の公表調査の調査員へのフォローアップ研修を行う。 
研修対象人員   ４２人 

 （イ）新任養成研修の実施 
今後ますます重要性を増す介護サービス情報の公表の調査業務に対応するため、また、

調査員の交替等に対応するため、毎年一定の経験豊富な、又看護師、保健師、社会福祉士、

ケアマネ、ホームヘルパーなど、資格を有する者の確保を図り研修を行う。 
（２）グループホーム等外部評価事業（継続）     

小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護（介護予防を含む）（以下「外部評



価対象サービス」という。）については、平成 21 年度から介護サービス情報の公表制度の

対象サービスとして追加されるとともに、外部評価も引き続き実施することとなった。 
これを踏まえて、当法人は平成 21 年度も引き続き外部評価の評価機関として選定を受け、

小規模多機能型居宅介護等の外部評価を行い、事業者が行うサービスの質の評価の客観性

を高め、サービスの質の図るとともに、利用者・家族のサービス提供事業者の選択に資す

る情報を提供することとした。 
なお、介護サービス情報の公表制度の対象サービスとして追加となったことに伴い、外

部評価制度においても、情報提供票の見直し、自己評価項目及び外部評価項目の見直し、

訪問調査方法の工夫、評価手数料の縮減、外部評価の頻度の見直しなど、様々の見直しや

改善が図られることとなった。 
以上のことを踏まえて、平成 21 年度における外部評価を次のとおり実施する。 

 ア 評価調査見込み件数 
 （ア）認知症対応型共同生活介護 
    調査対象事業所数 55 件（20 年度 51 件） 
 （イ）小規模多機能型居宅介護 
    調査対象事業所数 15 件（20 年度 16 件） 

イ 評価手数料の見直し 
外部評価に係る評価手数料の見直しは、平成 19 年度及び平成 20 年度も行ったが、今回

の、介護サービス情報の公表制度の調査対象サービスとなり、かつ評価項目の削減、評価調

査時間の縮減等から、平成 21 年度においても見直しを行い、次表のとおり評価手数料の改

定を行うものである。 
区  分 平成 20 年度 平成 21 年度 

登録定員 12 人以下 80,000 円 

登録定員 13～19 人 90,000 円 小規模多機能型 

登録定員 20～25 人 100,000 円 

同一日に実施した場合 75,000 円      

 

上記以外の場合 79,000 円  

1 ユニット 110,000 円 同一日に実施した場合 80,000 円    
認知症対応型 

２ユニット以上 120,000 円 上記以外に実施した場合 85,000 円    

 【注】上記の評価手数料には、消費税が含まれている。 
ウ 調査員の養成 
（ア）現任研修の実施（継続） 

地域密着型サービス外部評価に係る評価調査員へのフォローアップ研修を行う。 
    研修対象人員 ２６人程度 

（イ）新任養成研修の実施 
平成 20 年度において一定の新規の調査員を確保したので動向を見ながら新任の養成研

修の実施を検討する。 
 エ 様々の見直しに伴う対応 
   平成 21 年度から情報提供票の見直し、自己評価項目及び外部評価項目の見直し、訪問査



方法の工夫、評価手数料の縮減、外部評価の頻度の見直しなど、様々の見直しが行われたこ

とにより戸惑いを感じている調査員がいることも考えられるので対応方法のマニュアル等

を作成し配布するものとする。 
   特に、平成 21 年度は介護サービス情報公表に係る公表システム開発の遅れから介護サー

ビス情報公表に係る調査の開始時期の大幅の遅れが想定され、これが外部評価調査に大きな

影響を及ぼすことが予想されることから、円滑な外部評価の実施のため介護サービス情報公

表調査の開示時期までの暫定措置を講ずるよう県に要請するものとする。 
（３）福祉サービス第三者評価事業（新規）           

福祉サービス第三者評価の評価機関として平成 21 年 3 月 5 日付認証番号第 3 号の認証を受

けたことから、県内の社会福祉事業を行っている事業者に対し第三者評価の利用について積極

的にＰＲを行うとともに、福祉サービスの質の向上及び利用者の適切な福祉サービスの選択に

資する情報を提供し、第三者評価の効果が発揮でき活かされるよう取り組むものとする。 
   ○現在の登録調査員数 8 名 

○平成 21 年度における新任調査員養成 4 名程度 
   ○ 福祉サービス第三者評価事業のモデル調査実施   1 箇所程度 
   ○ 福祉サービス第三者評価事業の評価件数      3 箇所程度     
（２） 調査研究事業（継続）                  

平成 21 年度における調査研究のテーマを設定をしていないが、平成 21 年度も引き続き実

施する方向で検討する。 
    

（３） 事業受託事業 
   ケアマネ支援セター運営事業（継続）          

平成 21 年度も引き続き介護支援専門員の業務に係わる相談に応じるため、相談窓口を設

置するとともに、介護支援専門員等の活動を支援する。 
（４） 介護保険を考えるつどい事業             

介護保険制度も 10 年目を迎える中で、今後、ますます「医療と福祉・介護の連携」が重

要なポイントであるという認識から、1000 人規模のイベント事業を展開するものとする。 
 
（５） 研修事業                     

法律や通知等に基づく研修が多く行われているが、より介護従事者にとって身近で実践的

で現場重視型の研修、あるいは、よりクリエイテイブな研修などを実施する。 
    研 修 例 地域密着クリエイテイブ・セッション等 
    研修概要  講師料及び資料、会場料等について有料研修とする。  

参加定員  20～30 人程度 
（６）普及啓発事業 

ア 評価調査等の理解と普及 
○岩手県認知症高齢者グループホーム協会との連携 



○評価調査結果等に関するアンケート調査の実施 
イ フォーラム又はシンポジウム開催 

調査研究結果を踏まえた普及啓発事業の実施 
ウ ホームページの充実・利用促進 

グループホーム等の外部評価結果のワムネット掲載以外の詳細情報の掲載を計画する。 
（７） 人材養成 

介護サービス情報公表制度及び外部評価対象サービス、福祉サービス第三者評価の評価・

調査を行う現任調査員の資質の向上や、新規の調査員養成は非常に重要なことから、それぞ

れの事業の中で引き続き実施する。   



（単位：円）
科　　　　　　　　　　　目 本年度予算 前年度予算 増　　　減 備        考

Ⅰ
1

（１） 正会員会費収入 75,000 65,000 10,000

（２） 賛助会員入会金収入 1,000 1,000 0

（３） 賛助会員会費収入 1,000 1,000 0

2
(1) ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ外部評価事業収入 5,525,000 4,010,000 1,515,000

(2) 介護ｻｰﾋﾞｽ情報調査事業収入 19,240,000 23,499,000 ▲4,259,000

(3) 福祉サービス第三者評価事業収入 585,000 1,050,000 ▲465,000

(4) 研修受講料収入 500,000 500,000 0

3
(1) 補助金収入 1,000 0 1,000

(2) 受託事業収入 3,000,000 3,000,000 0 ケアマネ支援センター事業3,000,000円

(3) 助成金事業 1,400,000 1,601,000 ▲201,000 長寿財団助成事業

4
(1) 　寄付金収入 1,000 1,000 0

5
(1) 雑収入 1,000 1,000 0

当期経常収入合計　（Ａ） 30,330,000 33,729,000 ▲3,399,000

前期繰越収支差額　（Ｂ） 1,000,000 2,422,000 ▲1,422,000

収    入   合    計   （Ｃ）＝（Ａ）+（Ｂ） 31,330,000 36,151,000 ▲4,821,000

Ⅱ
1

(1) ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ評価調査事業 5,225,000 3,800,000 1,425,000 人件費　　　　　　　　　11,438,000円
(2) 介護ｻｰﾋﾞｽ情報調査事業 19,019,000 23,200,000 ▲4,181,000 共済費　　　　　　　　　　1,589,000円
(3) 福祉サービス第三者評価事業 585,000 1,050,000 ▲465,000 需用費　　　　　　  　　　3,139,000円
(4) ケアマネ支援センター事業 3,000,000 3,000,000 0 役務費　　　　　　　　　　1,451,000円
(5) 研修事業 500,000 500,000 0 報償費　　　　　　　　　　4,916,000円
(6) 調査研究事業 100,000 1,651,000 ▲1,551,000 旅費　　　　 　　　　　　　4,819,000円
(7) 介護保険を考えるつどい推進事業 1,400,000 0 1,400,000 公課費　　　　　　  　　　1,200,000円
（8） 受託事業 1,000 1,000 0 使用料及び賃借料　 　1,256,000円

委託料　　　　　　　  　　　192,000円
2 負担金　　　　　　 　　　　　30,000円

(1) 管理費 200,000 300,000 ▲100,000

経常支出合計　　　　　（Ｄ） 30,030,000 33,502,000 ▲3,472,000

Ⅲ
1

(1) 電話加入権購入支出

(2) 備品購入支出 200,000 200,000 0

2
(1) 予備費 100,000 200,000 ▲100,000

その他資金支出合計（E） 300,000 400,000 ▲100,000

当期支出合計  （F）＝ [Ｄ]＋(E) 30,330,000 33,902,000 ▲3,572,000

当期収支差額   (G)＝(A)-(F) 0 ▲173,000 173,000

次期繰越差額  (H)＝（Ｃ）-(F) 1,000,000 2,249,000 ▲1,249,000

（注）　１　一時借入金限度額　　　5，０００，０００円
　　　　２　債務負担額　　　　　　　　　　　　　　　　０円
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平成21年度特定非営利活動に係る収支予算

平成21年４月１日～平成22年３月３１日

　経常収入の部
会費・入会金収入


