
第２回横浜市青葉区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会（１）議事録 
議題 （１） 会議の公開・非公開について 

（２） 横浜市青葉区地域ケアプラザ指定管理者公募について 

ア 審査までの流れ、採点の考え方、選定方法について 
  イ 応募法人に対するヒアリングの実施について 

（３） 応募法人プレゼンテーション 

（４） 質疑応答 

（５） 指定候補者の選定 

 

日時 平成 27 年４月 15 日（水）午前９時 00 分～午後０時 15 分 
開催場所 青葉区役所 303 会議室 
出席者 横山順一委員、杉浦一夫委員、白井多美子委員、山田範子委員、相原照世委員、中野

康子委員、山田秀樹委員、山野上啓子委員 

欠席者 なし 
傍聴人 なし 
決定事項 １ 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会を横浜市荏田地域ケアプラザの指定候補

者として選定し、青葉区長に報告する。 
〔評価得点／満点（最低制限基準）：1265 点／ 1720 点（1032 点）〕 
 
２ 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会を横浜市もえぎ野地域ケアプラザの指定

候補者として選定し、青葉区長に報告する。 
〔評価得点／満点（最低制限基準）：1325 点／ 1720 点（1032 点）〕 
 
３ 社会福祉法人 みどり福祉会を横浜市さつきが丘地域ケアプラザの指定候補者

として選定し、青葉区長に報告する。 
〔評価得点／満点（最低制限基準）：1172 点／ 1720 点（1032 点）〕 
 
 

議 事 １ 開 会 

２ 議 事 

（１） 会議の公開・非公開について 

・ 「応募法人ヒアリング終了後の審議」については、非公開とすることとした。 

（２） 横浜市青葉区地域ケアプラザ指定管理者公募について 

ア 選定項目、選定方法及び選定基準について 

 ・各委員の大項目の合計点数が 60％以上で、かつ各大項目において 40％以上

の得点を得た場合のみ、選考の対象とすることを確認した。 

  イ 応募法人に対するヒアリングの実施について 

   ・各法人のプレゼンテーション・質疑応答後に、委員間で意見交換することを 

確認した。 

  ウ 法人の応募状況、及び本日の選定の進め方について、確認した。 

 

３ 応募法人のプレゼンテーション 

 （１）横浜市荏田地域ケアプラザ 

  ≪応募団体：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会≫ 

  ア 法人によるプレゼンテーション 

 

  イ 意見･質疑応答 



   （委 員）５年前と比べて、指定管理をやっていく上での課題はどう変わって

きているか。 

（法 人）この地域は、昭和５０年代に開発された地域で、当時の３０～４０

代で移り住んで来られた方が年齢を重ねてきているので、高齢化が進ん

でいるのは間違いない。町別に高齢化率を分析してみると、ある町内で

は、３０％を超えている。開発に沿った形で高齢化が進んでおり、我々

も対応していかなければ、と思っている。 

 

（委 員）「地域における地域ケアプラザの役割」の中で、「地域における居場

所づくり」とあるが、どこにどんな施設を、何か所作ってきたのか。 

（法 人）当ケアプラザのエリアのうち、国道２４６号の北側は、自治会館な

どの公的施設もなく、北側の地域の方々はケアプラザに来るのも難し

い状況である。したがって、エリアの北側に交流のできる施設を作っ

ていくことが課題と考えて、民間施設に働きかけ、地域住民の居場所

づくりに協力していただくことになった。これが現在２か所ある。単

なる人が集まる場所でなく、介護予防など様々な機能を備えた居場所

にしていきたい。 

     

（委 員）ブログに力を入れている、とあるが、高齢者が多い地区では情報格

差が多いので見る人は少なくなると思うが、その際の対策は。また、

ボランティア団体の育成についてお聞きしたい。 

（法 人）日頃から地域のイベントや会合に顔を出して、ケアプラザのチラシ

を配布したりしている。もとより広報については日頃から重視してい

るが、高齢者の場合は口コミで情報が伝わることも多い。ボランティ

ア団体については、今まで地域に無関心だった人が地域に関心を持っ

てもらうように、まず地域に目を向けてもらい、そこから何か地域の

活動に参加してもらい、何らかの団体に入ってもらって、その団体を

育成していく、というようにつなげていきたい。 

 

（委 員）これから高齢化が進んでいく中で、認知症対策について、地域や町

内会との関わりをはじめとして、一般住民の認知症サポーターを増や

していく、とあるが、具体的にどのような取組を考えているか。 

（法 人）ケアプラザで受けている相談を町別に分析しており、相談件数のう

ち認知症関連がこれくらいある、という提示はできる。そこから出た

統計数字で状況を理解していただき、さらにそこから認知症の重要性

を町内の各種会議に出かけて説明している。実際の取組としては、「認

知症サポーター養成講座」で認知症に対する対応などを説明してお

り、その受講生の周りに認知症の人がいた場合、どういう対応をして、

地域の人がどう受け止めていくか、専門機関だけでは対応が困難なこ

とから、理解のある人が周りにいることで、地域の見守りが出来上が

っていくと考える。 

（委 員）個人情報との関連はどうか。 

（法 人）個人情報を保護するのが大前提だが、ある人が認知症というのを隠

すとしても、必要な情報は共有して対応していかないと地域の見守り

は成り立たない。個人情報を保護しつつケースによって具体的対応を

行っていきたい。 

 



 

 （２）横浜市もえぎ野地域ケアプラザ 

  ≪応募団体：社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会≫ 

  ア 法人によるプレゼンテーション 

 

  イ 意見･質疑応答 

（委 員）「もえぎ野あったかサポートガイドブック」について、どれくらい

の事業者数があって、配布部数がどれくらいか教えてほしい。 

（法 人）日常生活のサポートなど、約２０のグループが活動している。配布

先として、今年から新たに、郵便局など地域の身近な施設にもお願い

して置かせてもらっている。他に民生委員や老人会などの協力を得て

配布している。ケアマネジャーにもインフォーマルサービスがどうな

っているかを説明する際の資料としても使用してもらっている。この

５年間で、最初に作成したのが３００部で、追加で２００部作製した。 

 

（委 員）この地域は子育て世代も多いが、介護も抱えている世代も多い。    

そういう世帯への支援はどう考えているか。 

（法 人）新たに転入してきた子育て世代は、新しい場所でなかなか友人も見

つからず、頼まれて相談に来る人も増えているので、出張ラフールの

ような活動の場が必要になる。また子育てをしながら高齢の両親の世

話をしている人もいるので、家族背景を含めた相談の援助をしていき

たい。高齢者に対しても居場所づくりは必要なので、親の介護と子育

てを一緒にやっている人が一緒に参加できるような場や、同時にリフ

レッシュできるような場の提供も考えている。また、「ユートピア青

葉」を併設しているので、高齢者と親子が一緒に交流できるような事

業を継続してやっていきたい。 

 

（委 員）第２期の指定管理期間の達成状況についてお聞きしたい。第２期の

指定管理を受けた段階で目標を掲げてやってきたと思うが、その達成

状況とその中で出てきた課題があれば聞かせてほしい。 

（法 人）第２期を振り返ると、地域包括支援センターの相談件数が多いとい

うことがある。第２期の事業計画では、地域へ出ていくということを

目標として掲げてきたが、月々２００件前後の相談がある中で、相談

業務に追われて、なかなか外に出ることができなかった。人を増やす

など相談を受ける体制を整えて、包括３職種が外に出ていけるような

体制を目指し、第３期についてはもっと外へ出ていって、こちらから

アプローチしていきたい。 

 

 

 （３）横浜市さつきが丘地域ケアプラザ 

  ≪応募団体：社会福祉法人 みどり福祉会≫ 

  ア 法人によるプレゼンテーション 

 

  イ 意見・質疑応答 

（委 員）事業計画に「青葉台連合における地域包括ケアシステムの構築」と

あるが、「地域包括ケアシステム」を具現化するのにどの施策の役割

がいちばん大きいか。 



（法 人）一番核になるのは、地域ケア会議の開催ということになる。その中

で地域の課題を共有化していくということで、自治会・事業所・民生

委員と会議を開催していくということが重要で、その積み重ねがポイ

ントだと考えている。 

 

（委 員）「区行政との協働」の部分について、再度説明をお願いしたい。 

（法 人）地域福祉保健計画を推進する中で、ケアプラザとしても区と協働し

て活動している。 

（委 員）計画書では、「地域福祉保健ネットワークの構築」にある記載内容

と同じであり、「区行政との協働」に関する取組の考え方が具体的に

見えてこない。 

 

（委 員）地域ケア会議について、報告書の中に「地域の課題を抽出し、施策

提言につながるような会議」とあるが、具体的にどんな施策につなが

るような話が出たのか。 

（法 人）今年度の個別ケースの地域ケア会議で、エリア会議を２回開催した。   

個別ケースでは、認知症でかつ単身・独居であったり、また元々患っ

ていた精神疾患が最近悪化してきていたりして、在宅で過ごすことが

難しくなっている、というケースを中心に行ってきた。地域住民の方

からは認知症の理解が大切という話や、防災・防犯という点について

も課題があるのではないかという話があり、３月に行ったエリア会議

では、地域住民向けに認知症の理解を進めるということと、精神疾患

の人についても地域・家族への理解を進めよう、ということが話し合

われた。また、地域の見守りをやっている団体との横のつながりを作

っていくということも確認した。今後も引き続きこの課題をどう実践

していくか、ということを地域住民と連携してやっていきたい。 

 

 

４ 審議（指定候補者の選定） 

  審査の結果、指定候補者及び次点候補者について、全員一致で決定し、青葉区長

に対し、報告することとする。結果は以下のとおり。 

（１）横浜市荏田地域ケアプラザ 

ア 指定候補者 

     社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 

〔評価得点／満点：1,265点／1,720点〕 

    

イ 次点候補者 

     応募法人が、１法人のため、該当なし。 

     

ウ 講評 

  応募法人について、選定委員の評価が高かったのは、次のとおり。 

 「法人の状況」、「事業」等 

 

エ 付帯意見 

なし 

 

 



（２）横浜市もえぎ野地域ケアプラザ 

ア 指定候補者 

     社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 

〔評価得点／満点：1,325点／1,720点〕 

    

イ 次点候補者 

     応募法人が、１法人のため、該当なし。 

    

   ウ 講評 

  応募法人について、選定委員の評価が高かったのは、次のとおり。 

 「地域における地域ケアプラザの役割」、「職員配置・育成」等 

 

エ 付帯意見 

なし 

 

（３）横浜市さつきが丘地域ケアプラザ 

ア 指定候補者 

     社会福祉法人 みどり福祉会 

〔評価得点／満点：1,172点／1,720点〕 

    

イ 次点候補者 

     応募法人が、１法人のため、該当なし。 

     

   ウ 講評 

応募法人について、選定委員の評価が高かったのは、次のとおり。 

 「施設の管理運営」、「収支計画及び指定管理料」等 

  また、事業計画書や法人のプレゼンテーションの中で、一部記載内容に基

づく具体的な考え方が得られなかったとの意見があり、第３期期間中の事業

実施にあたっては、明確な目標のもとに着実な事業実施を要望することとし

た。 

 

ウ 付帯意見 

 なし 

 

５ 閉会 

 
 
資 料 

 

・横浜市青葉区地域ケアプラザ指定管理者応募法人に対するヒアリングの実施方

法について 

・横浜市青葉区地域ケアプラザ指定管理者の選定方法 

・横浜市青葉区地域ケアプラザの指定管理者の候補者の選定等に関する要綱 

・横浜市青葉区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会運営要綱 

・地域ケアプラザの第２期指定管理期間中の主な不祥事（事故等） 

・応募法人の財務状況評価資料 

 

 


