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令和４年度北広島市地域包括支援センター運営方針（案） 

 

Ⅰ 策定の趣旨 

 この北広島市地域包括支援センター運営方針は、北広島市地域包括支援セン

ターの業務推進の方針等を明確にするとともに、地域包括ケアの推進に向けて

取り組むべき事業の実施に係る方針について示すことを目的に策定します。 

 

Ⅱ 地域包括支援センターの意義・目的 

１ 地域包括支援センターの設置 

地域包括支援センターは、地域の高齢者の心身の健康維持及び生活の安定の 

ため、その保健医療の向上及び増進を包括的に支援することを目的に設置して

います。 

このため、地域の関係機関等とのネットワークを構築し、市民の多様なニー

ズに応えることのできる地域の拠点となることを目指しています。 

本市の第 8 期介護保険事業計画においては、市内を５つの日常生活圏域にわ

けていますが、当面は４か所に地域包括支援センターを設置し、その運営を社

会福祉法人及び医療法人に委託することとします。 

※北広島市では、地域包括支援センターを「高齢者支援センター」という名  

で呼称しています。 

 

２ 地域包括ケアシステムの構築 

高齢化が進展し、認知症高齢者や一人暮らしの高齢者が増加する中、介護を 

必要とする高齢者が可能な限り住み慣れた地域や自宅での生活を継続できるよ

う支援を充実していくことが必要です。 

具体的には、高齢者のニーズに応じて介護、予防、医療、生活支援、住まい

の５つのサービスを切れ目なく提供し、関係者が有機的に連携し、目標や情報

を共有することが求められています。 

このことから、「地域包括ケアシステム」の深化・推進に向けては、介護保険

によるサービスを含むフォーマルなサービスだけでは解消できない課題が多く

あるため、インフォーマルなサービスや、医療と介護の連携に資する地域の情

報センターとして資源の情報を集積し発信する高齢者支援センターの役割は重

要です。 
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Ⅲ 令和４年度高齢者支援センター運営の指針 

高齢者の安定した生活の維持のためには、地域に暮らす高齢者の総合相談窓 

口として、高齢者や家族の意思を尊重し、市との連携により高齢者の生活全般

を支援する必要があることから、次の事項について事業を推進します。 

また、高齢者支援センターが地域住民のニーズを的確に把握するためには、

相談窓口で待つだけではなく、地域に出て住民と関わり合うことで、住民との

信頼関係の構築が図られ、課題の把握や高齢者の生活実態の把握につながるも

のと考えています。 

 

１ 地域でのネットワークの強化 

高齢者支援センターは、地域包括ケアシステムの深化・推進のため、市、

医療機関、介護サービス事業者、民生委員児童委員などとの連携、調整の窓

口として、高齢者一人ひとりに合ったサービスを提供するため、ネットワー

クを強化します。 

感染症や災害が発生した場合でも、利用者に必要なサービスが安定的・継

続的に提供されるように、平時より市、医療機関、介護サービス事業者等と

連携しながら業務継続に向けた取組の推進を図ります。 

２ チームアプローチの実践 

保健師（または看護師）、社会福祉士、主任介護支援専門員の三職種がそ

れぞれの職種の専門性の発揮と情報を共有し、協働して問題解決を図り、包

括的に高齢者を支援します。 

３ 介護予防の推進 

高齢者が、要支援や要介護状態にならないために、フレイル予防に着目し

た取組として、市の関係課と協働して生活習慣病等の重症化予防を進めつつ、

高齢者の社会参加と参加意欲の向上を目指し、社会資源を活用した高齢者の

居場所や活動の機会をつくることで、介護予防となるようケアマネジメント

を推進します。 

４ 権利擁護の取組の強化 

高齢者の尊厳ある生活を守るため、権利擁護の重要性はますます高まって

いることから、成年後見制度の利用促進や高齢者虐待防止ネットワークの活

用の強化を図ります。 

５ 認知症高齢者への支援の強化 

認知症高齢者の増加が見込まれ、公的サービス・医療・介護だけではなく、

地域全体で認知症の高齢者や家族を支援していくことが求められています。 

認知症初期集中支援チームのチーム員の役割も担いながら、認知症になっ
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ても、地域で安心して生活できるよう、関係機関との連携を図り、地域の支

え合い体制づくりを推進します。 

 

Ⅳ 令和４年度事業計画 

１ ネットワークを活かした活動の展開 

（１）地域における協議体の開催 

高齢者支援センターは、担当エリアの地域特性を把握し、地域の介護事業

所、医療機関、民生委員児童委員などの関係者へ幅広く協議体への参加を呼

びかけ、生活支援サービスを中心とした地域課題についてその解決方法を模

索し、活用可能な機関、団体などの社会資源を掘り起こし、地域の支え合い

体制の構築を目指します。 

（２）生活支援サービスの充実・強化 

高齢者の生活課題は多岐にわたり、広い範囲のニーズに対応することが求

められるため、介護保険サービスでは解決できない課題は、多様な生活支援

サービスを活用していくことが必要です。 

《生活支援コーディネーター》を中心に、地域のニーズや社会資源の把握

に努め、社会福祉協議会内のボランティアセンターとも連携し、不足するサ

ービスの創出や担い手の養成など、地域づくりを進めます。 

（３）高齢者等地域見守り事業の推進 

一人暮らしなどの高齢者を見守り、安否を問うような暮らしの異変があっ

た際に、早期発見し保護できるよう、高齢者等地域見守り事業の協力機関等

と連携を図りながら、事業の周知と関係協力機関の拡大を図ります。 

（４）高齢者の実態把握と総合相談 

毎年実施している高齢者生活実態調査など、民生委員児童委員との連携の

もと、高齢者の実態把握を引き続き実施するとともに、高齢者の家族に限ら

ず、近所や自治会など地域の世話人、老人クラブなどのサークル仲間、民生

委員児童委員などからの地域の情報を収集することで、高齢者の心身の状況

や家族の状況等について実態把握を行います。 

高齢者やその家族は、遠慮して自ら支援を求めない場合や受けられること

を知らない場合があることから、相談を待っているのではなく、支援する側

からの積極的なアプローチにより、当事者に係る課題を明確にし、個別の支

援を行います。 

 

（５）高齢者支援センターの周知活動 

地域の拠点となっていくためには、まず高齢者支援センターの存在と役 
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 割を広く市民に知ってもらう必要があります。 

平成 18 年開設以降、認知度は高まってきていますが、様々な機会を捉え

て周知活動を行います。 

 

２ ケアマネジメント支援 

（１）個別相談の実施 

介護サービスの提供や処遇にあたり、三職種が多面的な視点でケアマネジ

ャーからの個別相談に応じ、自立支援・重度化防止の視点で支援をしていき

ます。 

また、支援を終結する場合は、以下のア～オに基づき、担当者個人ではな

くセンターとして組織的に終結の判断を行うよう確認体制を整えます。終結

の判断に迷う場合は、市の担当課に相談し判断します。 

ア 相談者の主訴が解決し、主訴以外の困難な問題がない場合 

イ 心身の状況や介護体制が安定していて、支援の必要性がないと判断さ 

れた場合 

ウ 他機関に引継ぎを行い、他機関による適切な支援が確認された場合 

エ 転居、転出又は死亡した場合（転居、転出の際は、必要に応じて転居、 

転出先の関係機関に引継ぎを行う。） 

オ その他、複数の職員（職種）で検討し、終結が妥当と判断した場合 

（２）困難事例への対応 

困難事例への対応にあたっては、高齢者支援センターが構築したネットワ

ークを活用し、必要に応じて地域ケア個別会議を開催するなど、地域の中で

関係者が協議、協力して、複雑で多様な問題を解決するよう努めます。 

（３）ケアマネジャーとの連携強化 

ケアマネジャーの日常的な業務の円滑な実施を支援するため、北広島市介

護サービス連絡協議会の居宅部会の活動などを通じ、積極的な関係づくりを

積み重ね、連携強化に努めます。 

また、主任介護支援専門員連絡会との共催で事例検討会等を行い、ケアマ

ネジメント能力の向上を目指した支援を行います。 

 

３ 介護予防ケアマネジメント 

（１）介護予防事業対象者の把握 

関係機関との連携や日常の高齢者の生活実態把握などの活動、総合相談を

通じて、早期に介護予防事業対象者を把握し、介護予防活動につなげていく

よう努めます。 
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（２）総合事業対象者の介護予防ケアマネジメントの実施 

総合事業対象者となった高齢者に対し、要介護状態とならないよう介護予

防ケアマネジメントを実施します。 

実施にあたっては、対象者の生活課題や能力、意欲、関心を的確に把握し

たうえで目標を定め、自立支援の視点でケアマネジメントを実施します。 

（３）予防給付にかかる介護予防ケアマネジメントの実施 

予防給付にかかる介護予防ケアマネジメントは、インフォーマルなサービ

スも含め、自立支援の視点でアプローチを行います。 

利用者が介護保険制度を理解したうえで、主体的な取組が行えるようケア

マネジメントを実施します。 

 

４ 権利擁護の取組の強化 

（１）成年後見制度の利用支援等 

認知症高齢者が増加する中、日常生活上の金銭管理に支障をきたす場合も

少なくありません。 

個々の状況に応じて、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業や成年後見

センターと連携を図り、制度を活用しながら支援していきます。 

 

（２）高齢者虐待に関する啓発活動 

高齢者虐待を防止するための早期発見やその概念が正しく認識されるよ

うに、講話やパンフレット等を活用し、地域の方や関係者への啓発活動に取

り組みます。 

 

（３）虐待の通報、早期発見連携体制の構築 

高齢者支援センターは、地域の実態を把握し、虐待の早期発見に努め、問

題解決にあたります。 

高齢者虐待は、虐待が発見された時の初動体制が重要なことから、市への

適時報告と協議を行い、素早い対応を図ります。 

 

（４）高齢者虐待防止のための連携 

高齢者支援センターは、「北広島市高齢者虐待防止相談対応マニュアル（改

訂版）」に基づき、地域の高齢者虐待の相談窓口として、支援体制の構築に

向けたネットワークづくりを市と協働して取り組みます。 

 

（５）日常的なスキルアップ 

成年後見制度の利用支援や高齢者虐待の相談支援などは、極めて高度な 
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判断を要する事例が少なくないことから、職員は様々な事例に的確に対応で

きるよう、日常的にスキルアップに努めます。 

 

５ 認知症高齢者への支援の強化 

（１）認知症高齢者に対するケアマネジメント 

認知症高齢者の増加に伴い、課題が多様化している中で、支援が困難なケ

ースが多くなっています。 

高齢者支援センターは、ケアマネジャーや医療機関と積極的に連携を図り、

ケアマネジメントを行います。 

（２）認知症の正しい知識の普及啓発 

認知症の正しい知識の普及と接し方を理解し、介護方法を知るための認知

症サポーター養成講座などを活用し、認知症に関する正しい知識の普及啓発

に努めます。 

 

 （３）早期発見および早期対応 

認知症初期集中支援チーム（医師および医療と福祉の専門職で構成する支

援部隊）のチーム員として、認知症が疑われる方やその家族に対して、早期

に介入し、適切な支援に繋ぐよう努めます。 

 

（４）地域における見守り体制の充実 

行政や医療・介護従事者だけではなく、地域全体で認知症の方や家族を見

守り、支援していくことが求められています。 

認知症カフェ等での関係機関との連携や相談体制については、地域ごとに

検討しながら積極的に推進します。 

 

（５）SOSネットワークの周知啓発 

行方不明となる認知症高齢者等を早期に発見するためには、市民や関係機

関の協力を得ながら円滑な捜索が行えるよう、事業の周知と本人情報の登録

支援、関係協力機関の拡大を図ります。 

 

（６）地域支え合いセンターとの連携 

認知症の正しい理解を地域に啓発するとともに、地域での認知症高齢者の

見守り体制や家族を含めた地域支え合い体制づくりのため、社会福祉協議会

内にある「地域支え合いセンター」と連携して事業を進めます。 

 

６ 在宅医療・介護の連携推進 

在宅医療・介護ニーズが高い高齢者の入退院時および平時（通院等）におい
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て、医療や介護等の多職種が連携し、切れ目のない支援体制のための取組が進

められています。 

高齢者支援センターは、在宅医療・介護の関係機関や市民・家族の地域の窓

口として、在宅医療と介護の相談に対応し、支援を行います。より充実を図る

ため、相談を担う在宅医療介護連携コーディネーターを段階的に配置し、対応

します。 

 

７ 介護予防に関する事業及び介護する家族等への活動の取組 

（１）介護者への支援 

介護する家族等が、研修や情報交換を通じて、日常の介護への知識や工夫

を習得しながら、孤立することなく介護が継続できるように支援します。 

 

（２）介護予防の普及啓発 

介護予防を地域に普及するため、地域のサークルなどの活動の場を活かし、

フレイル予防等を意図した住民主体の通いの場を支援するとともに、機会を

捉えて介護予防の必要性や効果の啓発に努めます。 

 

８ 市との連携強化 

（１）市との定例会議への参加 

地域の高齢者の様々な課題を解決するため、高齢者支援センター職員は市

との定例会議に参加し、活動報告、重要事項の伝達、業務の相談などを行い

ます。 

 

（２）市の関係部署との連携 

高齢者支援センター業務は多岐にわたるため、高齢者に対するより円滑な

支援を行えるように、行政の関係部署と連携を図ります。 

また、地域のニーズに対して、市と連携し必要な社会資源の開発や関係機

関同士の連携などの働きかけを行います。 

なお、高齢者支援センターの業務に支障のある事項が生じた場合には、速

やかに市と協議し解決に努めます。 

 

（３）高齢者支援センター全体のスキルアップ 

高齢者支援センターは、高齢者の総合相談窓口であるとともに、地域に 

おける権利擁護やケアマネジャー支援の拠点でもあります。 

相談やケアマネジメント技術の向上を図るため、市が定める研修計画（別

紙参照）に基づき、各種研修会や講演会に積極的に参加し、各職員が学んだ

知識・技術について、全職員へ伝達し、高齢者支援センター全体のスキルア
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ップを図ります。 

 

（４）高齢者支援センター間の連携 

高齢者支援センターの専門職が果たすべき役割を明確にし、専門職種ご 

との会議や高齢者支援センター間での会議を適宜開催し、その検討結果を高

齢者支援センターの活動にフィードバックし、円滑な運営や活動体制、市と

の連携を図ります。 

 

（５）地域包括支援センター運営協議会 

高齢者支援センターの運営を、地域の関係者全体で協議、評価する場とし

て、地域包括支援センター運営協議会が設置されています。 

高齢者支援センターの運営にあたっては、地域包括支援センター運営協議

会の意見を反映し、円滑で適正な運営を進めます。 

 

９ 公正・中立性の確保 

市からの委託を受け、高齢者支援センター業務を行うことから、行政の一翼 

を担っており、その運営費用は介護保険料や国・道・市の公費で賄われている

ことを十分認識し、業務にあたっては公正・中立性の立場を保持します。 

 特に、介護予防ケアプラン作成を再委託する場合は、特定の事業所に集中す

ることがないよう、同一の居宅介護支援事業所への占有率を 50％以下とします。 

 

10 個人情報の取扱い 

高齢者支援センターの運営上、多くの個人情報を取り扱うため、高齢者支援 

センターにおける各事業の実施にあたり、予め本人から個人情報を目的の範囲

内で利用する旨の了解を得るとともに、個人情報の取り扱いについては、関係

法令を遵守し、厳重に取り扱うこととし、その保護に遺漏のないよう努めます。 

 

11 苦情対応 

 高齢者支援センターに対する苦情を受けた場合、迅速かつ適切に対応し、そ

の内容及び対応等を記録し、職員間で共有し改善に向けた取組を検討するほか、

必要に応じて速やかに市に報告し協力して解決します。 

 

12 感染症対策 

 新型コロナウイルス感染症等の拡大を防ぐため、市民・関係者への感染防止

策及び職員への感染防止策等の必要な措置を講じます。 

平時より新型コロナウイルス感染症だけでなく、その他の感染症対策の最新

情報や感染症の動向を把握するほか、国・道・市および関係団体等の通知や各



９ 

 

種マニュアル等の情報収集に努めます。 

 

 高齢者支援センター内で感染症が発生した場合は、可能な限り電話等で相談

が受けられる体制を取り、業務の緊急性、優先順位を検討、業務内容の調整を

行い、高齢者支援センターでの対応が困難な場合は、市や他の高齢者支援セン

ターと協力し、利用者に不利益がないよう対応します。 

感染症の拡大期においては、対面での地域活動が制限される場面も想定され

ますが、その場合においても、電話や文書、オンライン会議等を通じて随時、

状況の把握や課題整理、情報提供等に努め、可能な限り取組が継続されるよう

柔軟に対応します。 

 

13 非常災害発生時に備えた連絡体制の整備 

 非常災害時における対応については、市と高齢者支援センター、高齢者支援

センター職員同士の連絡体制を整備し、情報共有を図ります。 

 また、平時より支援が必要な高齢者の把握を行い、非常災害時には市および

関係機関と連携を図り支援します。



 

 

 

                                      別紙 
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令和４年度 北広島市高齢者支援センター職員研修計画 

 

１ 目 的 

 地域包括支援センター（以下、高齢者支援センターという。）は、地域住民の心身の健

康の保持及び生活の安定のために必要な支援を行うことにより、地域住民の保健医療の向

上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的としている。また、介護予防支援事業所

としての機能も有している。 

高齢者支援センターが、地域において求められる機能を十分に発揮するために、その役

割に応じた各種研修会等に積極的に参加することで、地域包括支援センターの職員として

必要な資質の向上を図る。 

 

２ 目 標 

 ３に示す各種研修会等に、職員は年２回以上参加する。 

 

３ 研修内容及び時期（回数）   

（１）石狩管内地域包括支援センター連絡会議の研修（主催：石狩振興局）年 2回 

（２）委託先相談機関交流会（主催：市）               年 1回 

（３）高齢者虐待防止研修会（主催：市）               年 1回 

（４）生活習慣病研修会（主催：市）                 年 1回 

（５）保健指導学習会（主催：市）                  年 3～4回 

（６）在宅医療介護連携推進協議会主催の専門職研修          年 1～2回 

（７）北広島市介護サービス連絡協議会、居宅・地域部会主催の研修会  年 4～5回 

（８）主任介護支援専門員連絡会主催の研修会や事例検討会       年 2回 

（９）その他、業務に関連し、各職種の資質向上に資すると判断される研修会で、市お 

よび関係団体から案内のあったもの                随時 

 （10）自立支援ケア会議の事例提供（主催：市）            年 11回 

 

４ 対象者   

高齢者支援センターに属する三職種とプランナー 

 



《介護予防ケアマネジメントの再委託分》

再委託料（居宅介護事業所への支払い）

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 備　　　　　　　　　　　考

286,560 7,380円×5件、4,380円×52件

当期資金収支差額 1,300,000

合　　　　　　　計 31,339,000

そ
の
他

再委託料（居宅介護事業所への支払い） 923,000
4,380円×183件、7,380円×11件、委託連携加算3,000円×
10件　振込手数料10,280円

雑支出他 20,000 　雑支出(業)、雑支出(務)

　車両ガソリン等

電話料金（固定加入電話） 132,000 　固定電話、ファックス等

保険料（施設分） 14,000 施設賠償責任保険

支援センター協議会会費

諸
経
費

事務所賃貸料 480,000

光熱水費 502,000 　燃料重油、電気料

そ
の
他
活
動
費

車両賃借料（保険料含む） 648,000 　車輌賃借料

燃料費 185,000

電話料金（携帯電話） 160,000 　携帯電話、切手

消耗品費（コピー機使用料含む） 580,000
　電気保安協会保守、複合機保守・賃借料、印刷製本費、
消耗品等

30,000 　市介護連絡協議会会費、社会福祉協議会会費等

保険料（活動） 9,000 レクレーション傷害保険

研
修
費

職員市外研修旅費 8,000

会議・研修負担金 20,000

その他

合　　　　　　　計 31,339,000

《支出》

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 備　　　　　　　　　　　考

人件費 26,328,000
　三職種（3人）、ケアプラン専任者（2人）・生活支援コーディ
ネーター0.5人工　退職支出引資産支出532,000円、福利厚
生費58,000円

住宅改修理由書作成料 20,000 2,000円×10件

《収入》

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 内　訳

委託料 23,096,000

令和４年度    きた高齢者支援センター 予算

介護予防支援費 8,223,000 7,380円×30件、4,380円×1,820件、委託連携加算：3,000円×10件
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《介護予防ケアマネジメントの再委託分》

再委託料（居宅介護事業所への支払い）

令和４年度　　みなみ高齢者支援センター 予算

《収入》

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 内　訳

委託料 38,429,000

介護予防支援費 14,491,200
@4,380円×3,140件/年・@7,380×100件/年
(内再委託料　2,003,400円(@4,380×410件・@7,380×20件・@3,000×20件))

住宅改修理由書作成料 60,000 2,000円×30件

その他 5,000 預金利息他

合　　　　　　　計 52,985,200

《支出》

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 備　　　　　　　　　　　考

人件費 46,601,000

三職種（4人）、ケアプラン専任者（4人）、
在宅医療介護連携コーディネーター（1人）
生活支援コーディネーター（1人）、
健康診断料、共済会掛金、共済会出資金

研
修
費

職員市外研修旅費 200,000

会議・研修負担金 20,000

そ
の
他
活
動
費

車両賃借料（保険料含む） 900,000 車輌リース料、保険料、駐車料金、車検整備費

燃料費 150,000 ガソリン代

電話料金（固定加入電話） 550,000

電話料金（携帯電話）・通信費 350,000 切手、はがき代　100,000円

消耗品費（コピー機使用料含む） 978,000 備品等購入

支援センター協議会会費他 30,000

諸
経
費

事務所賃貸料 784,800

光熱水費 240,000

保険料 45,000 介護保険社会福祉事業者総合保険、業務災害保険

その他

そ
の
他

再委託料（居宅介護事業所への支払い） 2,036,400
再委託料　2,003,400円(@4,380×410件・@7,380×20件・@3,000×20件)
振込手数料　33,000円

その他 100,000 慶弔費他

合　　　　　　　計 52,985,200

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 備　　　　　　　　　　　考

1,330,200 4,380円×280件・7,380円×10件・3,000円×10件
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《介護予防ケアマネジメントの再委託分》

再委託料（居宅介護事業所への支払い）

令和４年度    にし高齢者支援センター 予算

《収入》

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 内　訳

委託料 22,705,000

介護予防支援費 8,012,460
7,390円x20件+4,390円x858件+7,380円x32件+4,380円×875件+4,310円
x2件+10,380円x2件

住宅改修理由書作成料

その他 84,000 受取利息、実習費、認知症初期集中支援ﾁｰﾑ員謝礼金

合　　　　　　　計 30,801,460

《支出》

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 備　　　　　　　　　　　考

人件費 24,000,000
保健師（1人）、主任介護支援専門員（1人）、社会福祉士（1
人）、介護支援専門員(2人)　生活支援コーディネーター（0.5人）

研
修
費

職員市外研修旅費 12,000

会議・研修負担金 12,000

ケママネ研修費

そ
の
他
活
動
費

車両賃借料（保険料含む） 1,200,000 車両リース2台、保険料

燃料費 600,000 ガソリン代

電話料金（固定加入電話） 370,000 固定電話

電話料金（携帯電話）・通信費 60,000 携帯電話代、郵便代、切手代

消耗品費（コピー機使用料含む） 507,000

支援センター協議会会費他 47,000

器機賃借料 240,000 コピー機リース料

諸
経
費

事務所賃貸料 1,098,000 事務所家賃

光熱水費 420,000 水道料、電気料、ガス料金、灯油代

保険料（施設分） 144,000

除雪費 60,000

そ
の
他

再委託料（居宅介護事業所への支払い） 1,551,460

その他 480,000
定期代　200,000円　新聞代　65,000円　マット代　35,000円
予定納税10,000円　減価償却費70,000円　雑費　100,000円

繰り越し

合　　　　　　　計 30,801,460

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 備　　　　　　　　　　　考

653,520
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《介護予防ケアマネジメントの再委託分》

再委託料（居宅介護事業所への支払い）

令和４年度　ひがし高齢者支援センター 予算

《収入》

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 内　訳

委託料 20,472,000

介護予防支援費 6,572,880 新規36件×7,380円＝265,680円　継続1,440件×4,380円＝6,307,200円

住宅改修理由書作成料 12,000 10件×2,000円

その他 90,000 実習生謝金

合　　　　　　　計 27,146,880

《支出》

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 備　　　　　　　　　　　考

人件費 23,362,529
三職種３人、ケアプラン専任者１人、生活支援コ－ディネ－タ1
人

研
修
費

職員市外研修旅費 24,000

会議・研修負担金 30,000

ケママネジャー研修費 30,000 介護支援専門員専門研修

そ
の
他
活
動
費

車両賃借料（保険料含む） 714,520 車両保険料

燃料費 240,000 車両ガソリン代

電話料金（固定加入電話） 240,000

電話料金（携帯電話）・通信費 216,000 携帯電話・切手代他

消耗品費（コピー機使用料含む） 444,000 事務用消耗品、備品消耗品、コピ－使用料

支援センター協議会会費他 42,000 社会福祉協議会会費他

ボランティア保険 24,000 ボランティア行事保険

諸
経
費

事務所賃貸料 0

光熱水費 240,000 灯油代

職員交通費 480,000

印刷外注費 12,000 名刺、封筒印刷代

その他経費 180,000 交際費、福利厚生費、租税公課、産業廃棄物代、図書費、雑費

そ
の
他

再委託料（居宅介護事業所への支払い） 420,480 年間96件

繰越 447,351

合　　　　　　　計 27,146,880

費　　　　　　　　　目 積算額（円） 備　　　　　　　　　　　考

525,600 継続120件×4,380円
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