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平成 29 年度 地域ケアプラザ事業報告書 

■ 施設名  

  横浜市左近山地域ケアプラザ 

■ 事業報告  

今年度、地域ケアプラザの管理運営をどのように行ったのか、具体的に記載してくだ

さい。 

 

以下、事業実施評価との共通部分  

１ 全事業共通  

(1) 地域の現状と課題について  

担当地区である左近山地区、市沢地区は、高齢・障がい・子どもについて様々な課

題を抱えている地域である。 

高齢の分野では、左近山地区は高齢化が顕著で、独居世帯、老々介護世帯が多いこ

ともあり、見守り体制の構築が急務である。また団地では階段昇降に困難な住民が今

後も増加傾向にある。 

障がいの分野では、精神障がいのある方や知的障がいのある子と年老いた親子世帯

等、どこのサービスにもつながっていないケースが潜在している。 

子育ての分野では、虐待や貧困、養育困難といった支援が必要な家庭が多い。 

両地区とも、担い手不足の解消と不足している支援の仕組みの検討を進めている。 

 

 

 

(2) 相談（高齢者・こども・障害者分野等の情報提供）  

○高齢者、障がい、子ども等の相談については、些細なことでも気軽に相談できる体

制づくりを行い、必要に応じて適切なアドバイスのできる専門職員へ繋ぐよう努め

た。また、職員シフトを調整することで相談をいつでも受けられるような体制がとれ

た。 

     

○相談については、窓口、電話での相談はもとより、地域事業やケアプラザの自主事

業等においても、参加者の話や様子から小さな変化に気づけるよう努力し、相談を受

けることができた。また、個別に相談ができるように配慮をして、プログラム後に来

所してもらったり、自宅訪問をすることで次の支援につなげる事が出来た。 

 

○必要に応じて関係機関に迅速につなげている。特に民生委員との情報交換を密にす

る事で、早期支援に繋げる事が出来た。 

 

○高齢者食事会や老人会、親子サロンに定期的に出席し、その場で相談を受けたり、

情報提供を行うことで、ケアプラザが相談窓口である事の認知度を高める事が出来

た。又、介護予防に関する健康教室の紹介も行っており、健康意識を高めていただけ

るように働きかけが出来た。 

資 料 ２ － １  
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(3) 各事業の連携  

○地域包括支援センター３職種と地域交流コーディネーター・生活支援コーディネー

ターの各特性を生かした連携、協働を行っている。自主事業については、各職種が把

握している地域ニーズや個別の課題が反映できるよう企画し、介護保険サービス以外

で利用できるインフォーマルサービスとして積極的に繋げる事が出来た。 

 

○相互の事業計画書と報告書を回覧することで、各部署の事業への理解が深まり、広

報や受付業務にも効果があった。 

 

○自主事業の中で、地域ニーズの収集や参加者から近所の方の情報を頂く事も多く、

相談業務に早期に繋ぐ事が出来た。 

 

○自主事業やボランティア育成においては、それぞれが協働し、把握している情報を

共有できる体制が取れた。 

 

○対象者が幅広い年齢層になる事業は共催で行い、利用者の情報を共有して支援して

いる。また、各部署での事業の参加者層が重複する場合も多く、事業内容や開催の様

子などを把握するため、事業の見学や情報の共有も行った。 

 

(4) 職員体制・育成、公正・中立性の確保 

○安定した職員配置が出来た事で、５職種の連携強化が図れた。 

 

○正面玄関に各担当職員の写真、職種、氏名を掲示する事で、職種や名前と顔を一致

して覚え易くし、名前で呼んで頂ける関係が出来た。 

 

○職員育成として、法人主催の職場研修を年間計画表に基づいて実施している。 

特にサービスマナーや救命講習は年 2 回実施する事で質の高いサービスの提供という

目標に前進する事が出来た。 

 

○専門家としての自覚を高める為に、外部団体の主催する研修にも参加し専門的知識

の習得に努める事が出来た。 

 

(5) 地域福祉保健のネットワーク構築  

○貸館を利用して開催される子育て支援者会場や、ひなたぼっこの出張広場、左近山

保育園主催の事業に協力することで、各方面の関係者との情報交換を行うことが出来

た。 

 

○支えあいネットワーク等を通じ、関係機関や地域の方の定期的な話し合いに参加す

る事で、地域の状況や課題についての情報交換を行った。 

市沢地区においては、各分科会の定例会や活動に参加し、情報提供や進捗状況の確

認、専門分野での協力を行った。また、市沢ふれあい広場に出向き、子育て支援に関

わる情報交換が出来た。 

左近山地区においては、支えあいネットワークの運営委員会や実行委員会に参加し、

各方面から地域の状況を得ることが出来た。また、ほっとさこんやまで行われている

日曜ほっとに出向き、地域の子育て事情や支援に関わる情報交換や交流が出来た。 

 

○ケアプラザ登録団体やボランティア活動を行っている個人、団体の情報交換や意見

交換の場、各々の活動の理解を深める場として登録団体説明会、ボランティア交流会

を開催した。 
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○一部の自治会で検討している「すべての住民の状況把握」の話し合いが行われ、ケ

アプラザも参加した。民生委員が担当するエリアの高齢者を中心に住民すべての状況

を把握する為に訪問を行い、確認できない場合等段階を追って地域包括支援センター

職員が訪問し、状況把握に協力する体制を作った。 

 

(6) 区行政との協働  

○地域福祉保健計画では、各リーダーを中心とした支援チームで、区や区社協と地域

の状況や情報の共有を密に行い、地域の望む支援ができるよう努め、各地域が計画の

推進に取り組むことが出来た。 

 

○子育て支援事業として、区こども家庭支援課、子育て支援拠点の支援会場提供や左

近山保育園との共催で子育てに関する事業を開催し、地域の子育て情報の収集や提供

を行えた。 

 

○市沢地区では、区・区社協と協力して、各分科会の会合へ参加し、各リーダーや参

加者との対話などから収集した情報を支援チームで常時共有するよう努め、計画の推

進に繋げることが出来た。 

 

○左近山地区では、区・区社協と計画の推進方法の検討を重ね、地域が主体となって

進めることの出来る体制づくりを行った。年間計画の事業として実施している団地

祭・ウォーキング・スタンプラリーの実行委員会の運営において、事務局として協力

し、事業の推進や各委員・区・区社協との調整役を果たす事が出来た。 

又、区主導の大規模団地再生事業についても検討会に参加し意見交換をする事が出来

た。 

 

○区社協や地区社協、他団体と共に、左近山小学校の福祉講座へ参加し、地域の子ど

も達の福祉についての理解を深める事が出来た。 

２ 地域活動交流事業  

(1) 自主企画事業 

○地域の方との関わり合いの中で得た情報や、施設利用者から聴きとった声をもとに、

地域性や住民のニーズに沿った事業を企画し開催する事が出来た。 

 

○登録団体が主体となって、企画運営する事業を展開し、各世代や様々な対象者に合

わせた事業を行う事が出来た。 

 

〇子育て世代から小学生まで、各年代に合った内容の事業を企画・開催することで、

継続したケアプラザの利用に繋がるよう展開が出来た。また、多くの登録団体の方に

ボランティア活動の場を提供し、多世代間交流を持つ事が出来た。 

 

〇障害児を対象とした余暇支援事業では、社会人となった障害児のボランティア活動

の場を提供する事ができ、また新たな小学生の参加者が増え、年齢を超えた交流を持

つ事が出来た。 

 

 

○初めての方でも参加しやすい内容の単発自主事業（小学生の長期休暇余暇支援・ま

ち散歩・おおなべ大会など）を行い、新規の利用者を広げる事が出来た。また、毎年

継続して行う事により、さらなる参加者の定着を目指し、地域行事と同じ感覚で参加

してもらう事が出来た。 

 



  

 - 4 -  

○地区のジュニアボランティアを対象とした事業では、デイサービスでのレクリエー

ションや、地域の高齢者対象食事会のレクリエーションのボランティア活動に繋げる

事が出来た。また卒業生を対象とした事業では、ボランティアや担い手の目線で地域

課題を見つける目を養い、解決に向けての取り組みを考えることが出来た。 

 

○例年行っているケアプラザ祭りを開所２０周年記念のイベントとして開催した。地

域の方々へ感謝の気持ちを伝える内容で様々な催し物を企画し、自治会関係者や地域

住民の方々と、さらに強い繋がりを持つ事が出来た。 

 

(2) 福祉保健活動団体等が活動する場の提供  

○登録区分の見直しに伴い、各団体の活動の詳細を改めて聴取し把握、希望する活動

に沿えるようアドバイスや調整を行った。 

 

○地域の方や相談者に貸館利用や方法の紹介を行い、対象となる団体区分の利用方法

を詳しく説明するなど、活動の場を紹介する事が出来た。 

 

○活動しやすい状況を作れるよう、部屋の空きやキャンセルの情報を１階受付脇に掲

示し、情報提供が出来た。 

 

○相談のあった各団体の抱える課題には、可能な範囲での解決方法を提案し、団体の

代表やメンバーと共に課題解決に向けて協力しあうことが出来た。 

 

○福祉保健協力団体の福祉保健活動の機会を共に考え、場を提供し、新たな活動の機

会が出来た。 

 

(3) ボランティアの育成及びコーディネート 

○広報誌にて各種ボランティアの募集を行い、利用団体や地域の方に広くボランティ

アに関心を持っていただき、参加して頂くことが出来た。 

 

○活動についての相談を受け、対象者の都合と意向にあったボランティア活動の場の

情報を提供し、受け入れをした。また、長く続けてもらえるよう他メンバーとの繋ぎ

や、定着するまでのフォローを行った。 

 

○ケアプラザ利用者や地域の方との会話の中で聞かれた声などから、対象者にあった

ボランティア活動への参加を勧め、ボラティア発掘に繋げる事ができ、継続して活動

して頂けた。 

 

○登録団体を対象に自主事業でのボランティア募集を行い、多くの団体に活動の場を

提供することが出来、個々の意識向上と今後のボランティア活動へのきっかけにする

ことが出来た。 

 

○高齢者昼食会の第二ほのぼの会が安定した活動を継続できるよう、常時代表と情報

共有を行った。また、お食事会に参加することでの状況把握に努め、今後の活動につ

いての情報提供やアドバイスを通してコーディネートを行った。また、会の代表より

地域で活動する「移動支援プロジェクト」のボランティア団体と協働希望があり、連

携に向けてのフォローを行った。 

 

○登録団体を対象に行った説明会で、さらなる意欲の向上と今後の活動の参考となる

よう、各団体のボランティア活動の様子を紹介した。 
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(4) 福祉保健活動等に関する情報収集及び情報提供  

○広報誌に自主事業の紹介、活動団体やボランティア活動の紹介、メンバー募集を掲

載。また、地域の取り組みや情報を掲載し、多種多様なニーズに対応できる情報を発

信することが出来た。 

 

○施設内外の掲示板を利用して、自主事業の紹介を常時行えた。また、屋内に登録団

体の活動紹介を掲示し、問い合わせがあった場合の紹介に大いに活用することが出来

た。 

 

○登録団体や地域内で活動している団体の活動状況などを聴取・把握し、相談者や地

域の方のニーズにあった自主事業や活動団体の紹介を行え、各種の情報提供や仲介を

行えた。 

 

○地域の各ボランティア団体の取り組み（高齢者昼食会・小学生の余暇支援）や、子

育てサロンなどに参加し、主催者や参加者など各方面からの情報収集を行え、また、

情報の発信・提供を行えた。 

 

○地域の状況を把握し情報を収集するため、地域の事業や行事、会合の場に参加し、

情報の収集・発信に努める事が出来た。また、周辺の学校の職場体験や施設見学の受

け入れ、福祉体験教室への参加などを行うことで、各方面からの情報収集や提供を行

うことが出来た。 

３ 生活支援体制整備事業  

(1) 事業実施体制 

〇５職種で連携し、協力して事業を進めていると共に、地域の活動やイベントなどに

積極的に出向き、地域住民の方との繋がりをさらに強化することができた。又、区や

区社協等の関係機関との連携も進めており、生活支援体制整備事業を展開していくこ

とができた。 

 

(2) 地域アセスメント（ニーズ・資源の把握・分析）  

〇地域包括支援センターと協働し、左近山・市沢地区で生活ニーズやどのような方が

住まわれているのかを事前に情報提供してもらい、実際に地域包括支援センター職員

と自宅を訪問させていただいたことで、ニーズ把握に努めた。 

左近山では「左近山おでかけワゴン」の活動において、地区社協と連携をとり、運

転手や添乗員の募集に努めた。また、チラシを作成し、自治会、ＵＲ都市機構、スー

パー、コミュニティハウス、郵便局に掲示を協力依頼し、地域全体で左近山おでかけ

ワゴンの取り組みに向けて進めることができた。 

市沢では「ＣＨＣ」のチラシの作成や、会合に出向き、ボランティア等地域との信

頼関係構築にも取り組んだ。「ＣＨＣ」の活動を広げるために地域包括支援センターに

も活動の趣旨などを説明し、利用してもらえるように促した。また、区社協と協力し、

左近山と市沢それぞれボランティア講習会を実施した。ボランティアと協力し、新規

の担い手の確保も進んでいる。 

 

〇月に一度「ＫＴＳ」も引き続き行っている。 

毎回の参加者が１０名以上は確保できるようになっていることから、サービスＢに向

けての取り組みを開始した。楽しんでもらう事やお茶飲みだけではなく、自主化に繋

がるようにまずは、参加者同士の顔と名前を憶えてもらうため、名札をつけることで

仲間意識を持ってもらい、自発的な意見が出るように促した。予防体操や参加者のみ

で話をする時間も作ることや毎回の「ＫＴＳ」の参加状況、集団行動をしている中で
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リーダー格になるような方の発掘にも取り組み、サービスＢ通所型の実現に向けて進

めている。 

 

(3) 連携・協議の場 

〇「移動支援プロジェクト」は秋から試行運行をはじめることができ、地域の方が利

用し始めている。引き続き本運行を目指して月に 1 回協議を行っており、新たにボラ

ンティアの協議の場も開設した。 

自治会・民生委員・地区社協等と連携を図れている。一般社団法人おもいやりネッ

トワークがサービスＢの登録団体になったため、地域で支えるための協議体発足に向

けて代表者と意見交換し準備段階に入る事が出来た。 

 

(4) より広域の地域課題の解決に向けた取組  

○区役所・区社協・他のケアプラザ等や連絡会・研修などを通して情報を共有するこ

とで、より広域の地域課題について、担当地域の課題と関連付けて認識していった。

また、区社協の地区担当と情報交換会も実施出来た。 

 

４ 地域包括支援センター運営事業  

（１）総合相談支援業務  

①  地域におけるネットワークの構築  

○情報共有及び円滑な関係性を構築するため、定期的継続的にサービス事業者や民生

委員、自治会、老人会、診療所や薬局等に訪問し顔の見える関係作りを行うと共に、

地域包括支援センターの役割として相談の窓口であることを認識していただけるよう

努めた。 

 

○市沢地域支え合い事業で行っている、ボランティア団体のシステム構築に向け情報

を提供し協力している。 

左近山では上下階の移動困難なニーズを地域移動支援へ繋げるために既存のネット

ワークにより意見を集め、新たな資源開発に繋がる関係機関や地域との協働を行うこ

とができた。 

 

 

○既存の地域資源の把握及び新たな資源開発・発掘に向け部署間・職員間での情報共

有と協働を行うことができた。 

 

②  実態把握  

○日常の相談から近所の方でお困りの様子が見られるという情報を得て、アウトリー

チを行うことにより行政サービスやインフォーマルサービスを利用した支援に繋げる

事が出来た。 

 

〇各事業におけるアンケート集計や参加者の統計から潜在的ニーズの把握を行い、地

域のサークル活動やインフォーマルサービス等の利用に繋げることが出来た。 

 

○見守り事業の一環として自治会や民生委員と情報共有を行う機会を増やし早期に地

域から情報提供を得ている。また、地域の実態及びニーズを把握するため、自治会・
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民生委員等と協働している。 

 

○医療機関での診察時に支援が必要と思われる場合に、すぐに連絡を受けることで円

滑な支援につながっている。また、老人会、食事会、民生委員協議会、支えあいネッ

トワークに定期的に出席をすることで、インフォーマルサービス等の資源の把握をす

ると共に、お困りの様子が見られる方がいるという情報を得てその後の支援に繋がる

様にしている。 

 

○地域包括支援センター事業に参加の方との関係作りから、御家族やご近所の状況を

伺うことで個別課題・個別ニーズの把握を行うことができ、地域住民との関係作りの

効果が得られている。 

 

③  総合相談支援  

〇ケアプラザへ相談があった場合は、各資源の情報提供を行い相談者及び本人の潜在

的・顕在的ニーズの把握に努め、状況に合わせて区役所や関係機関との情報共有及び

早急な訪問により状況把握を行った。早急にサービスが必要と思われる場合は、地域

資源を活用すると共にケアマネジャーと連携して切れ目のない迅速な対応が可能にな

るよう努めた。介護保険申請の必要な方は申請を行うが、されない場合はケアプラザ

事業や地域のサークルへの参加、スポーツセンターの利用等を促し介護予防の必要性

をお伝えした。 

 

○精神障害・認知症・病識のない方等、介入や支援が困難と思われる方については認

知症初期集中支援チームに事例を挙げ、多職種と連携し対応方法を検討。より効果的

な支援が行えるよう努めた。また、民生委員、行政、病院、診療所、ケアマネジャー、

他福祉事業所との連携・協働に努め、サービスにつながらない場合は定期的な訪問や

電話確認により安否確認を行っており、柔軟で迅速な対応を行うことが出来た。 

 

○長期に渡る困難ケースでは、区役所、民生委員や地区社協の方々、地域住民も交え

て頻回に連絡を取り合い、継続的な訪問を重ねて支援に努めた。介護保険に繋がらな

いケースにおいては職員間での情報共有を行うと共に継続的な関わりを持つため一覧

としてファイリングを行っている。状況確認の際には地域包括支援センター職員が交

代で見守り当番を行い、介護サービス導入前には部屋の掃除やゴミ出しに通うことで

環境を整えケアマネジャー事業所・サービス事業所に繋ぐことで連携強化を図れた。 
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（２）権利擁護業務 

①  成年後見制度の活用促進・消費者被害の防止  

○１２月に行政書士・税理士による地域住民向けの相続・成年後見制度講演会+個別相

談会をケアプラザにて実施した。地域住民２３名が参加し、相続や成年後見制度の基

礎知識の他、エンディングノートの活用方法・基礎知識を学ぶ良い機会となった。個

別相談の時間及び個別相談ブースを設けることで、普段接することのない専門家に直

接話を聞くことのできる機会を作り、現在及び将来について考えるきっかけとなるよ

うな取り組みが行えた。 

 

○１２月に消費生活総合センターによる地域住民向けの消費者保護講演会を企画・実

施し、消費者被害の実態や手口・対応方法・クーリングオフの手続き等について学ぶ

機会を設けた。地域住民１３名が参加。寸劇や多様な事例を通し消費者被害・消費者

保護への意識を高める良い機会となった。老人会や自治会、各事業参加者に消費者保

護の普及啓発を行うと同時に相談窓口としての各機関を知ってもらうよう努めた。 

 

○ケアプラザ広報紙や地域の食事会、各事業、自宅訪問時等に成年後見制度、消費者

保護、悪徳商法についてのチラシ配布等を行い情報提供及び注意喚起が行えた。 

 

○成年後見制度の利用が必要と思われるケースについて、本人、ケアマネジャー、区

や各機関と連携を取りながら情報収集を行うと同時に、本人・親族の制度の適切な理

解に繋がるよう準備を行っている。状況によっては司法の専門家などに繋がるよう努

め、本人にとっての 善の選択ができるような支援に努めた。 

 

 
 

②  高齢者虐待への対応  

○権利侵害・虐待の予防・早期発見に向け、ケアマネジャーや区、関係機関との情報

共有を行いネットワークの形成等、適切な動きを取る事が出来た。 

 

○虐待の疑いがある相談を受けた際は、行政やサービス事業者と連携を取り情報共有

を行うと共に担当者会議を行うことで早期発見と課題の共有、そして本人にとって

善の支援の方向性が見いだせるよう努めた。 

 

○本人・家族との面談を重ねることで信頼関係を築き、解決策を導き出せるような支

援を行うことに努めた。緊急を要すると判断した場合には行政や各関係機関と連携を

図ることで、市町村権限行使の検討や迅速なショートステイ利用等に繋げる事が出来

た。 

 

 
 

③  認知症  

○認知症予防として、脳トレ教室・スクエアステップ教室・音楽療法などの教室を行

っている。参加者が継続して参加できるように関わりを持ち欠席時は電話をして様子

を伺う等関係性作りに努めている。常に職員間で情報共有を図る事が出来た。 

 

○地域の医療機関と連携を取り、診断時に認知症の疑いがある場合は本人・家族の了

解を得て地域包括支援センターに連絡を頂くことで、早期に連絡・訪問等を行って支

援につなげる事が出来た。 

認知症に関する講演会を地域の医療機関に依頼することで、地域の方々に認知症の
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正しい理解の普及啓発を行えた。 

 

○認知症サポーター養成講座をアルツハイマーデーに合わせ開催。地域の福祉拠点を

活用して行うと同時に、寸劇や地域の認知症対応型グループホームの職員による事例

発表を行うことで、地域の福祉事業所・民生委員・ボランティアの方を含む広く地域

住民の方に親しみやすい普及啓発を行った。また、自治会における住民向けの講座 

や、地域の介護老人保健施設で業務に携わるスタッフ向けの講座をあさがお協力隊と

協働することで、受講者の認知症への理解・対応方法及び地域資源の周知を行えた。 

 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務  

①  地域住民、関係機関等との連携推進支援  

○市沢、左近山地区民生委員児童委員協議会とケアマネジャーの交流会の中で事例検

討を行い、双方で何ができるかを考える。交流会では権利擁護や消費者被害につい

て情報提供した。 

 

○ケアマネジャー連絡会を開催し、勉強会を中心に実施。ケアマネジャー同士の交流

と連携を図ることが出来た。 

 

○多職種連携会議を旭区在宅医療連携室の協力のもと開催した。 

 

○地区社協が行っている食事会に毎回参加し、社協担当者とコミュニケーションを取

ることもできた。参加者や関係者から介護相談を受けることも増えている。 

 

○常時、相談者には顔写真つきの地域包括支援センターの案内カードを配布し、地域

包括支援センターの役割と担当者を案内している。このカードがあることで、地域

包括支援センターが関わっていることがわかるようになり、その後の連絡がしやす

くなった。 

 

○左近山支えあい活動と協力して、地域の祭りで相談所を設け福祉活動のアピールを

行った。 

 

〇地域資源一覧を保健師と生活支援コーディネーターが協働で作成し、ケアマネジャ

ーの相談や認知症サポーター養成講座、介護予防教室等で社会資源を紹介する事に

使用し役立った。 

 

○配食事業者や新聞配達員から安否確認情報の通報が増え、早期発見に繋がったケー

スがあった。 

 

○民生委員からの安否確認による相談が増え、同行訪問する事で介護保険等、何らか

の制度に繋ぐ事が出来た。 

 

②  医療・介護の連携推進支援  

○多職種連携会議を旭区在宅医療連携室の協力のもと実施。内容は、担当エリア内の

医師、訪問看護、薬局、病院相談員、ケアマネジャーを対象に事例検討を行った。

又、ファシリテーターを田園調布大学の村井教授にお願いし、地域連携についての

講義とまとめを依頼した。 

 

○医療関係事業所を月に 1 度訪問し、顔つなぎを行っている。 

 

○住民向け講演会「健康に過ごす方法」を協力医に講演を依頼し実施した。 
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③  ケアマネジャー支援  

○鶴ケ峰地域包括支援センター及び白根地域包括支援センターとの合同ケアマネジャ

ー連絡会を５回実施した。 

第１回 ケアプランに活かそうセラピストの視点 参加者 52 名 

講義のポイント：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による介護に必要なリハビリ

の視点を講義したことにより、多職種連携にもつなげられた。 

第２回 生活困窮者の対応について 参加者 54 名 

講義のポイント；生活困窮者自立支援制度ついて旭区生活支援課に事例を交えて講義

してもらった。支援に必要な資源や支援の流れが理解できた。 

第３回 あなたの見立てで未来が変わる。 参加者 34 名 

講義のポイント；ICF（国際生活機能分類）を「活動」「参加」「環境」の観点から考え

る視点を講義。支援目標は関わる支援者全員で共有することが大切であることを学ん

だ。 

第４回 血液データの読み解き方 参加者 39 名 

講義のポイント；身体の作りを知っていることで、1 つの検査データからいくつもの

病気が推測できる。よって、予防が検討できる。 

第５回 精神科の関わる相談対応 参加者 28 名 

講義の目的：ケアマネジャーが困難事例を対応するためのヒントを事例を通じて考え

る。 

 

○左近山地域包括支援センター単独で「民生委員とケアマネジャーの交流会」を実施。 

内容；民生委員が関わる認知症が心配な独居高齢者に対するケースを検討する。 

 

○旭ケアマネット運営委員会には下半期に参加。１２名の主任ケアマネジャーが交代

でアドバイザー的な参加をしてきた。 

 

○ケアマネジャーによるケース相談は、スーパーバイズを行い、内容によってはカン

ファレンスや担当者会議を勧め、会議開催の支援や同行訪問をした。地域ケア会議

で取り上げる事例もあった。 

 

○新任ケアマネジャー研修は旭区内主任ケアマネジャー合同で年に２回（９月、２月）

開催した。 

 

○旭区包括主任ケアマネジャー合同で「旭区主任ケアマネジャー交流会」を６月に開

催した。他の主任ケアマネジャーと情報共有ができ、知り合うことができ、ネットワ

ーク構築の一部になった。 
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（４）多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築・地域ケア会議 

多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築・地域ケア会議  

○地域ケア会議の実施に際して、介護、医療、地域関係者に参加を促したほか、ボラ

ンティアヘルパーといった社会資源になる機関にも参加していただいた。会議の内容

は生活支援コーディネーターも把握し、情報を共有している。社会的資源の整備も続

けている。 

今年度の地域ケア会議は、検討が必要なケースがあるときに行ったため、開催回数

が少なかった。検討ケースが増えることで地域づくりへの関心は今以上に高まると考

えられる。 

 

○地域で行っている月 2 回のあいさつ運動に参加。地域福祉拠点で行っている認知症

カフェでは介護予防教室を開催した。地域包括支援センターの関わりがあることで地

域住民が安心して参加することが出来、地域福祉拠点を中心としたネットワークを作

る事も出来た。 

 

○一部の自治会で検討している「すべての住民の状況把握」の話し合いが行われ、ケ

アプラザも参加した。民生委員が担当するエリアの高齢者を中心に住民すべての状況

を把握する為に訪問を行い、確認できない場合等段階を追って地域包括支援センター

が訪問し状況把握に協力する体制を作った。 

 

○地域ケア会議から立ち上げられた、移動支援プロジェクトの協議体に参加し、地域

包括支援センターで把握している地域情報や地域ニーズを提供してきたことで、協議

体の目標がわかりやすくなり、目的意識を高めることが出来た。 

  

 

（５）介護予防ケアマネジメント（指定介護予防支援事業・第１号介護予防支援事業） 

介護予防ケアマネジメント（指定介護予防支援事業・第１号介護予防支援事業）  

○要支援者のサービス導入に当たり、ご本人の意向を伺いながら、現在の生活の維持、

向上もできるように、利用者様と話し合いながら意欲を引き出せるように、丁寧にア

セスメントを行った。地域包括支援センターから自立した体操教室への参加や家族の

支援やケアプラザで行っている地域の教室、食事会などの参加等も盛り込んでおり、

担当者と「約束したから」と頑張っている方もいる。定期訪問時においても、心身等

の状態把握・評価を行いサービス内容の検討を行っている。サービスの追加・変更時

は速やかにサービス担当者会議を開催している。症状が改善されてサービス利用がな

くなった場合は、介護保険外のサービスや介護予防教室参加を勧めている。 

 

○委託のケアマネジャー様に、介護予防ケアプランの中に盛り込んでいただけるよう

に、地域包括支援センター事業を紹介して見学や体験などをおすすめし、本人の意欲

を高められるようにした。 

 

（６）一般介護予防事業  

一般介護予防事業  

○老人会や自治会等に出向いて介護予防についてパンフレット等を用いて説明を行っ

た。中には地域の方から再度実施してほしいと希望があって出向いて啓発を行った事

も有り、地域住民の健康に対する意識が少しでも向上している事を実感出来た。 

 

○介護予防の取り組みとして今年度も８回シリーズで『元気アップＧＯ！ＧＯ！』を
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行った。理学療法士より、認知症という病気について説明を受け、予防のために今か

らできる筋力アップ体操を教えていただいた。 

歯科衛生士による口腔ケアは赤染め法や唾液成分のチェック、栄養士からはサルコ

ペニアについてや塩分についてを学習した。介護予防についての話や個別相談も実施。

２０名前後の参加があった。講義は数名ずつグル―プに分かれて机についた。顔見知

りになって会話が弾み、笑顔がみられて仲間作りも出来た。講師の方々から、グルー

プでの受講は参加型となってとてもよかったと言う意見をいただいた。終了時、参加

者には引き続き体操教室などの参加を呼びかけて、外出の機会が継続されるように働

きかけた。 

 

○地域包括支援センター事業から自立して運営している「長月会」「楽らく体操」「ミ

ュージックタウン」など虚弱な方の参加が多い教室や退会する方が出ている教室には、

職員が毎回参加して継続支援を行った。参加者増に向けて地域に出向いた時に呼びか

けたり、相談を受けた時などに紹介したりした。また、自立していたサークルでも発

足当初から参加者がほとんど入れ替わってしまった「健康吹き矢」に関しては、介護

予防の意識付けや参加者同士の仲間作り等のフォローに入った。今後は吹き矢の再指

導や外部との交流なども行えたらいいと考えている。 

 

○閉じこもり予防として高齢者を対象にした「シネマカフェ」「レコードカフェ」を継

続して行った。「シネマカフェ」は他の事業より男性の参加者が多いこと、特別枠を設

けて相談の方の参加も受けたこと、上映前に消費者被害・権利擁護・介護予防のビデ

オ上映を行って介護予防の啓蒙・啓発活動を行なった。アンケートを実施した結果、

介護予防に対して必要性を感じて興味を持った方が全員で、身体を動かしてみようと

思った方がほとんどだった。紹介した介護予防教室に参加の意思のある方に直接連絡

をして参加を促すことが出来た。  
  

 

５ その他  
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以下、地域ケアプラザ事業実施評価との相違部分  

７ 施設の適正な管理について  

 

 

 

 

(1) 施設の維持管理について  

ケアプラザは公共の施設である為、施設全体を専門性の高い業者に年間計画を提出

させ管理している。特に利用者がよく利用する自動ドアやエレベーターの安全管理、

空調設備、消防設備も同様に安全管理を行った。 

施設内では、館内はいつも不特定多数の地域の方が利用する為、使用の仕方によっ

て不具合が生じてしまうことがあり、不具合の箇所を職員やご利用者が発見した場合

は速やかに修繕することを周知徹底した。 

 

(2) 効率的な運営への取組について  

消耗品等については無駄が生じないよう日々徹底し、取り扱いに注意を払うよう指

導を行い、職員への意識付けを行った。 

また、資源に関しての節約の意識を持つよう、職員に対し朝・夕のミーティングに

て啓発を行い、来館者へも掲示や口頭、貸館利用説明会などで、節電・節水の呼びか

けを行った。 

 

(3) 苦情受付体制について  

サービスに対しての苦情は、適切に対応し円滑・円満に解決する為に、相談員の心

構え及び留意事項を苦情処理マニュアルに定めている。 

苦情受付担当者を明確にする為に、利用者からの苦情受付処理・苦情受付者・苦情

解決体制図を貼り出し、利用者にとって分かりやすい環境を整えた。 

また、第三者委員を設置し、早期の不満解消・苦情解決に助言をいただける様、受

けた苦情の報告を行い、迅速に解決に向けて行動できる体制をつくった。 

また、日頃より利用者から苦情を頂かない対応を心掛け、利用者との良好な関係性、

信頼性をつくるコミュニケーションや対応に努めた。 

 

(4) 緊急時（防犯・防災・その他）の体制及び対応について 

日常的な防犯については、不特定多数の出入りするケアプラザにおいて、全ての人

に挨拶を心掛け、不審者が入りづらい環境を作っている。また貴重品や個人情報ファ

イルは、利用者の目に触れないよう保管庫に収納し、扉には施錠をしている。 

防災については、ケアプラザ内で防災委員会を立ち上げ、訓練の内容を検討し実施

し、備蓄についても定期的にチェックを行い、必要と感じる備品については検討購入

をした。 

ケアプラザは要援護者の福祉避難場所となっている為、その役割を職員一人一人が

理解すると共に、災害が発生した時は行政からの要請で要援護者を受け入れる他、直

接ケアプラザに避難する人の対応等も検討している。 

防災訓練は、年に３回法人全体で無線を駆使し、訓練を実施した。無線を利用する

事で、各施設の状況把握ができ、各施設同士が助け合う環境となっている。訓練はケ

アプラザ利用者も含め、全員参加を基本とし行った。 
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(6) 個人情報保護の体制及び取組について  

職員は、日々業務の中で多くの個人情報を取り扱っている。職員の感覚が麻痺し、

個人情報の取り扱いをおろそかにすることなく、横浜市個人情報の保護に関する条例

の重要性を理解した上で、職員は行政への個人情報保護の誓約書も提出している。 

その他法人の取扱い要綱を遵守し、適正な取り扱いに努めている。 

ケアプラザ内では適正な管理を行うよう個人情報保護マニュアルを整備し、職員へ

の周知徹底を行った。 

また、ケアプラザ所長会で個人情報流出による記者発表の報告がなされると、ケア

プラザの朝礼で報告し、同じことを起こさないよう繰り返し周知している。更に、法

人内研修において、実際に起こった事例（旭区徘徊 SOS ネットワーク登録票の紛失）

を通じての研修を実施している。 

研修会を通じて、個人情報保護やプライバシー保護についての共通認識を高めてい

る。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(5) 事故防止への取組について  

事故防止については、職員一人一人が事故防止マニュアルを熟知し、事故を起こさ

ない対応、事故を未然に防ぐ事が出来た。 

法人内、他施設で事故が起こった場合、事故防止委員会主催による研修を、職員全

員を対象として開催し、情報の共有、再発防止に努めている。万が一事故が発生した

場合は、災害発生レベルと同等の扱いとし、事故対応マニュアルに沿って迅速な対応

を心掛けている。 

又、事故報告についても迅速に関係機関へ報告が出来た。 

 

(7) 情報公開への取組について  

法人全事業所の事業計画・事業報告をケアプラザ情報コーナーに配置し、ホームペ

ージからも確認できるようにし、常に更新している。 

また、毎月発行する広報紙にて各種イベントや活動案内等を掲載して、関係機関、

自治会・町内会掲示板、回覧板を通じ情報の公開を行った。 

老人会や高齢者食事会等、地域住民が集まる場所に積極的に出向くことにより、 

消費者被害防止等の地域住民に有益な情報を定期的に情報発信した。 

 

(8) 人権啓発への取組について  

『人は生まれながらにして平等の人権を有し、互いに人権を尊重する』事をモット

ーとして、全職員対象とした『サービスマナー』の研修において、人権啓発を内容に

取り入れ、考えるきっかけ・行動するきっかけにしている。 

特に、地域で活動する地域活動交流事業や地域包括支援センター運営事業・生活支

援体制整備事業の職員では、言葉や態度・対応に差別的な事がないかを管理者が定期

的にチェックを行った。 
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(9) 環境等への配慮及び取組について  

ヨコハマ３Ｒ夢（スリム）プランについて、職員は分別表に従い厳格に分けてゴミ

類を処分し、特にプラスチック容器は、汚れたまま燃えるごみに捨てるのではなく、

洗ってプラスチック容器として出す様心掛け、ゴミを燃やして発生する温室効果ガス

を増やさないよう努めた。また、出来るだけ使い捨ての物を使わない様、職員一人一

人が日常的に心掛けている。施設利用者に対しても、ゴミの分別の徹底や持ち帰りを

していただくよう掲示や声かけを行っている。 

市内中小企業優先発注については、出来る限り地元の企業を優先的に声かけするよ

う心掛け、障害者就労施設からは、出来る限りケアプラザの自主事業で使用する必要

物品等を購入するようにした。 

 



- 16 -

【介護保険事業】

●指定介護予防支援事業・第１号介護予防支援事業

≪職員体制≫

 看護師 1 名、社会福祉士 2 名、主任ケアマネジャー 1 名（以上、地域包括支

援センターとの兼務） 

介護予防支援専門員 1 名 

≪目標に対する成果等≫

それぞれの専門性を活かしながら、地域包括支援センター３職種と介護予防支援

専門員が連携して介護予防支援業務に取り組んだ。また、要支援者のみならず、要

支援・要介護の非該当者までの連続的で一貫したケアマネジメントを実施した。 

≪実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）≫ 

●なし

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫

≪利用者実績≫

【単位：人】

                          

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

１８６ １８９ １９３ １９２ １９７ ２０２ 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

２０６ ２０７ ２０４ ２０４ ２００ ２００ 
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●居宅介護支援事業 

≪職員体制≫  
 ・管理者     １名（常勤兼務） 

 ・介護支援専門員 ４名（常勤専従２名 常勤兼務１名 非常勤専従１名） 

 

 

 

 

 

 

≪目標に対する成果等≫  
 

 ・心身の状況に応じて複数のサービスを提案し、利用者の選択、自立支援、在宅生 

 活が継続して行けるような支援が出来た。 

 ・複数の事業所の特徴等を説明し、公正中立な立場で支援が出来た。 

 ・運営基準に従い関係機関と連携を取り、住み慣れた地域で安心して生活が出来る 

 よう支援が出来た。 

 

 

 

≪実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）≫  
 ●実費負担徴収なし 

  

  

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
 

 ・地域包括支援センターが併設されているため、地域に根ざした居宅介護支援を継 

 続的に行い、区行政との連携も密に図れた。 

 

 

 

 

 

≪利用者実績≫  
              【単位：人】  

   
              
 
                                 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

１００ １１３ １２０ １２２ １１７ １２３ 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

１２５ １１９ １２１ １１８ １１９ １０７ 
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● 通所介護  

≪提供するサービス内容≫  
 ●入浴 

 ●食事 

 ●個別機能訓練 

 

≪実費負担（徴収する項目ごとに記載）≫  
● １割負担分              ２割負担分 

（要介護１）    ６７４円       １，３４８円 

（要介護２）    ７９６円       １，５９２円 

（要介護３）    ９２１円       １，８４２円 

  （要介護４）  １，０４８円       ２，０９６円 

  （要介護５）  １，１７４円       ２，３４８円 

● 食費負担     ９００円 

●入浴        ５４円 （１割負担）  １０８円（2 割負担） 

●個別機能訓練Ⅱ   ６０円 （１割負担）  １２０円（2 割負担） 

●サービス提供体制加算 ７円 

 

≪事業実施日数≫ 週 ７日 

 

≪提供時間≫   9：30～16：35 

 

≪職員体制≫  
  ・管理者      1 名 

  ・相談員      3 名（専従 1 名・兼務 2 名） 

  ・介護員     １５名 

  ・看護師      ４名 

  ・運転手      ４名 

  ・機能訓練指導員  ４名（専従 1 名・兼務 3 名） 

 
≪目標に対する成果等≫  
  介護保険などの関係法令に従い、利用者に対し可能な限り居宅において 

 その有する能力に応じて、自立した日常生活を営む事が出来る様に通所介護 

 サービスを提供した。 

 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
  個別機能訓練の他に、在宅生活を継続して頂くために生活支援プログラムを 

 実施している。 

 

≪利用者実績（延べ人数）≫  
               【単位：人】  

   
 
 
 
 
 
 
 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

881 898 894 888 832 827 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

874 888 901 844 852 907 
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● 介護予防通所介護・第１号通所事業  

≪提供するサービス内容≫  
 ●入浴 

 ●食事 

 ●個別機能訓練 

 

≪実費負担（徴収する項目ごとに記載）≫  
● １割負担分                 ２割負担分 

（事業対象者）   対象者なし 

（要支援１）     1,766 円          3,532 円 

（要支援２）     3,621 円          7,242 円 

 ●食費負担          900 円 

 ●運動器機能向上    242 円（１割負担分）  484 円（２割負担分） 

  ●サービス提供体制（要支援１）２６円     （要支援１） ５２円 

          （要支援２）５２円     （要支援２）１０４円 

 

  

≪事業実施日数≫ 週 ７日 

 

≪提供時間≫   9：30～16：35 

 

≪職員体制≫  
  ・管理者      1 名 

  ・相談員      3 名（専従 1 名・兼務 2 名） 

  ・介護員      15 名 

  ・看護師      4 名 

  ・運転手      4 名 

  ・機能訓練指導員  4 名（専従 1 名・兼務 3 名） 

 

≪目標に対する成果等≫  
  介護保険などの関係法令に従い、利用者に対し可能な限り居宅において 

 その有する能力に応じて、自立した日常生活を営む事が出来る様に通所介護 

 サービスを提供した。 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
  個別機能訓練の他に、在宅生活を継続して頂くために生活支援プログラムを 

 実施している。 

 

≪利用者実績（契約者数）≫  
               【単位：人】  

 
 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

106 120 135 149 142 142 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

146 149 134 120 113 138 

 



収入の部 （税込、単位：円）

当初予算額（A） 補正額（B） 予算現額（C=A+B） 決算額（D） 差引（C-D） 説明

14,604,000 △ 380,999 14,223,001 14,223,001 0 横浜市より

0 0

0 0 348,850 △ 348,850

0 0 この列は入力しない

0 0 0 7,336 △ 7,336

印刷代 0 0 7,336 △ 7,336

自動販売機手数料 0 0 0 0

駐車場利用料収入 0 0 0 0

その他（指定管理充当分） 0 0 0 0

3,990,000 3,990,000 3,990,000 0

0 0 0 0

18,594,000 △ 380,999 18,213,001 18,569,187 △ 356,186

支出の部

当初予算額

（A）

補正額

（B）

予算現額

（C=A+B）

決算額

（D）

差引

（C-D）
説明

9,250,000 0 9,250,000 8,472,472 777,528

6,235,724 6,235,724 5,737,684 498,040

690,241 690,241 632,250 57,991

2,146,888 2,146,888 1,961,261 185,627

70,064 70,064 59,377 10,687

0 0 0 ハマふれんど

107,083 107,083 81,900 25,183

0 0 0

1,946,000 0 1,946,000 1,619,208 326,792

27,076 27,076 23,640 3,436

911,012 911,012 832,962 78,050

0 0 0

285,026 285,026 210,303 74,723

331,631 331,631 250,342 81,289

0 0 0 4,200 △ 4,200

横浜市への支払分 0 0 4,200 △ 4,200

その他 0 0 0 0

0 197,676 △ 197,676

0 0 0

70,632 70,632 56,500 14,132

0 0 0

17,664 17,664 0 17,664

33,011 33,011 0 33,011

0 12,960 △ 12,960

0 0 0

269,948 269,948 30,625 239,323

222,000 0 222,000 614,305 △ 392,305

42,000 42,000 7,984 34,016 予算：指定額

180,000 180,000 606,321 △ 426,321

6,436,000 0 6,436,000 5,223,162 1,212,838

0 0 0 0 予算：指定額

3,871,273 0 3,871,273 3,606,755 264,518

電気料金 998,374 998,374 942,839 55,535

ガス料金 1,102,059 1,102,059 1,073,891 28,168

水道料金 1,770,840 1,770,840 1,590,025 180,815

596,486 596,486 443,015 153,471

474,000 0 474,000 93,001 380,999 予算：指定額

148,585 148,585 106,071 42,514

1,039,550 0 1,039,550 742,106 297,444

空調衛生設備保守 337,732 337,732 241,097 96,635

消防設備保守 55,553 55,553 39,658 15,895

電気設備保守 436,105 436,105 311,323 124,782

害虫駆除清掃保守 9,371 9,371 6,690 2,681

駐車場設備保全費 0 0 0

その他保全費 200,789 200,789 143,338 57,451

125,647 125,647 99,124 26,523

180,459 180,459 133,090 47,369

740,000 0 740,000 677,797 62,203

0 0 この列は入力しない

740,000 740,000 677,797 62,203

0 0 この列は入力しない

0 0 この列は入力しない

0 0 0 0 0 この列は入力しない

0 0 この列は入力しない

0 0 この列は入力しない

0 0 この列は入力しない

18,594,000 0 18,594,000 16,606,944 1,987,056

0 △ 380,999 △ 380,999 1,962,243 △ 2,343,242

180,000 180,000 348,850 △ 168,850 予算：指定管理料に含む

180,000 180,000 606,321 △ 426,321

0 0 0 △ 257,471 257,471 ⇒自主事業（指定管理料充当の自主事業）費

0 0 0 0 駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入

0 0 4,200 △ 4,200 使用料（横浜市への支払等）・駐車場設備保全費

0 0 △ 4,200 4,200

自主事業収支

管理許可・目的外使用許可収入

管理許可・目的外使用許可支出

管理許可・目的外使用許可収支

当該施設分

ニーズ対応費

支出合計

差引

自主事業費収入

自主事業費支出

事業所税

消費税

印紙税

その他（　　　　　）

事務経費　（計算根拠を説明欄に記載）

本部分

その他

公租公課

共益費

機械警備費

設備保全費

清掃費

修繕費

光熱水費

管理費

建築物・建築設備点検

事業費

運営協議会経費

指定管理料充当　事業

地域協力費

その他

振込手数料

リース料

手数料

施設賠償責任保険

職員等研修費

通信費

使用料及び賃借料

備品購入費

図書購入費

会議賄い費

印刷製本費

旅費

消耗品費

その他

事務費

人件費

本俸

社会保険料

勤労者福祉共済掛金

退職給付引当金繰入額

手当計

健康診断費

収入合計

その他（施設使用料相当額　法人負担分）

その他（提案時控除     法人負担分）

科目

利用料金収入

指定管理料充当　事業

自主事業収入

雑入

平成29年度　「左近山地域ケアプラザ」

収支予算書及び報告書（一般会計）<地域活動>

科目

指定管理料



収入の部 （税込、単位：円）

当初予算額

（A）

補正額

（B）

予算現額

（C=A+B）

決算額

（D）

差引

（C-D）
説明

28,819,000 △ 668,281 28,150,719 28,150,719 0 横浜市より

145,000 145,000 145,000 0 横浜市より

5,789,000 △ 1,381,148 4,407,852 4,407,852 0 横浜市より

0 0 この列は入力しない

0 0 307,400 △ 307,400

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 この列は入力しない

0 0 0 3,144 △ 3,144

印刷代 0 0 3,144 △ 3,144

自動販売機手数料 0 0 0 0

駐車場利用料収入 0 0 0 0

その他（指定管理充当分） 0 0 0 0

0 0 0 0

34,753,000 △ 2,049,429 32,703,571 33,014,115 △ 310,544

支出の部

当初予算額

（A）

補正額

（B）

予算現額

（C=A+B）

決算額

（D）

差引

（C-D）
説明

31,103,000 0 31,103,000 33,835,563 △ 2,732,563

16,802,885 16,802,885 17,478,149 △ 675,264

3,612,123 3,612,123 4,006,542 △ 394,419

9,933,203 9,933,203 11,614,899 △ 1,681,696

280,720 280,720 255,013 25,707

0 0 0 ハマふれんど

474,069 474,069 480,960 △ 6,891

0 0 0

775,000 0 775,000 685,642 89,358

33,939 33,939 23,634 10,305

218,192 218,192 229,682 △ 11,490

0 0 0

89,854 89,854 106,844 △ 16,990

228,005 228,005 194,985 33,020

0 0 0 4,200 △ 4,200

横浜市への支払分 0 4,200 △ 4,200

その他 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

68,886 68,886 0 68,886

13,603 13,603 0 13,603

58,947 58,947 0 58,947

0 24,688 △ 24,688

0 0 0

63,574 63,574 101,609 △ 38,035

1,164,000 0 1,164,000 591,116 572,884

630,000 630,000 63,000 567,000 予算：指定額

80,000 80,000 347,970 △ 267,970

145,000 145,000 156,726 △ 11,726 予算：指定額

309,000 309,000 23,420 285,580 予算：指定額

1,711,000 0 1,711,000 1,388,419 322,581

0 0 0 0 予算：指定額

1,029,196 0 1,029,196 958,757 70,439

電気料金 265,426 265,426 250,628 14,798

ガス料金 292,986 292,986 285,465 7,521

水道料金 470,784 470,784 422,664 48,120

158,571 158,571 117,758 40,813

126,000 126,000 24,719 101,281 予算：指定額

39,500 39,500 28,195 11,305

276,354 0 276,354 197,261 79,093

空調衛生設備保守 89,781 89,781 64,086 25,695

消防設備保守 14,767 14,767 10,541 4,226

電気設備保守 115,936 115,936 82,754 33,182

害虫駆除清掃保守 2,490 2,490 1,778 712

駐車場設備保全費 0 0 0

その他保全費 53,380 53,380 38,102 15,278

33,404 33,404 26,351 7,053

47,975 47,975 35,378 12,597

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

34,753,000 0 34,753,000 36,500,740 △ 1,747,740

0 △ 2,049,429 △ 2,049,429 △ 3,486,625 1,437,196

534,000 307,400 予算：指定管理料に含む

534,000 528,116

0 △ 220,716 ⇒自主事業（指定管理料充当の自主事業）費

0 0 駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人
収入

0 4,200 使用料（横浜市への支払等）・駐車場設備保全費

0 △ 4,200

管理許可・目的外使用許可支出

管理許可・目的外使用許可収支

支出合計

差引

自主事業費収入

自主事業費支出

自主事業収支

管理許可・目的外使用許可収入

公租公課

事業所税

この列は入力しない

消費税

印紙税

その他（　　　　　）

事務経費　（計算根拠を説明欄に記

本部分

当該施設分

ニーズ対応費

共益費

その他

機械警備費

設備保全費

清掃費

修繕費

光熱水費

管理費

建築物・建築設備点検

指定管理料充当自主事業（包括）

指定管理料充当事業（介護予防）

指定管理料充当自主事業（生活支援）

その他

事業費

協力医

リース料

手数料

地域協力費

備品購入費

図書購入費

施設賠償責任保険

職員等研修費

振込手数料

使用料及び賃借料

印刷製本費

通信費

その他

事務費

会議賄い費

健康診断費

勤労者福祉共済掛金

手当計

退職給付引当金繰入額

旅費

消耗品費

科目

人件費

収入合計

指定管理料充当事業（生活支援）

自主事業収入

雑入

その他（提案時控除     法人負担分）

本俸

社会保険料

指定管理料充当事業（包括）

指定管理料充当事業（介護予防）

指定管理料（介護予防）

指定管理料（生活支援）

利用料金収入

科目

指定管理料（包括）

平成29年度　「左近山地域ケアプラザ」

　収支予算書及び報告書（特別会計）<包括・介護予防・生活支援体制整備>



平成29年４月１日～平成30年３月31日

（単位：千円）

介護予防支援 居宅介護支援 通所介護
予防通所介護・
第１号通所介護

8782 22837 113667 9321

0 3 1253 0

介護予防ケアマネジメント
費

事業・負担金収入

受入研修費収入 204

利用者等外給食費収入 947

雑収入 3 102

8782 22840 114920 9321

24861 64215 5266

108 4139 339

1529 11629 954

7721 633

0 0 0 0

利用者負担軽減額

消費税

介護予防プラン委託料

その他

0 26498 87704 7192

8782 -3658 27216 2129

平成　29年度　地域ケアプラザ収支報告書<介護保険事業分>

施設名：左近山地域ケアプラザ

収
入

科目

 介護保険収入

 その他

収入合計（Ａ）

収支　（Ａ）－（Ｂ）

※　介護予防プランを他事業者へ委託する場合の取扱は、介護報酬を一旦全額収入に計上した後、他事業者へ委託料
として支払う分を支出に計上してください。

※ 上記以外の事業（認知症対応型通所介護等他の事業)を実施している場合は、事業ごとに列を増やして同じように記
載をしてください。

支
出

 人件費

 事務費

 事業費

 管理費

 その他

支出合計（Ｂ）



平成29年度　自主事業収支報告書

施設名

①主な対象者

事業名 ②参加人数

③一人当たり参加費 参加費 その他 講師謝金 材料費 その他

地域 地活

283人 包括 0 215,000 0 0 185,760 29,240

2,500 生活

地域 地活

87人 包括 3,532 0 0 0 0 3,532

0 生活

地域 地活 975 0 0 0 0 975

86人 包括 9,067 30,200 0 0 0 39,267

200～400 生活

地域 地活

121人 包括 0 0 0 0 0 0

0 生活

地域 地活

294人 包括 225 43,600 0 0 0 43,825

200 生活

地域 地活

97人 包括 0 0 0 0 0 0

0 生活

地域 地活

136人 包括 0 0 0 0 0 0

0 生活

地域 地活

71人 包括 10,640 0 0 0 0 10,640

0 生活

地域 地活

189人 包括 0 0 0 0 0 0

0 生活

ケアマネジャー 地活

240人 包括 0 0 0 0 0 0

0 生活

地域 地活

91人 包括 3,901 0 0 3,341 0 560

0 生活

地域 地活

123人 包括 11,137 0 0 11,137 0 0

0 生活

事業ごとに別紙に記載してください。

215,000脳トレ教室

指定管理料

収入

資料４－１

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

支出
総経費

横浜市左近山地域ケアプラザ

11,137健康吹き矢

10,640

実になる体操

0

0

楽らく体操

3,532

40,242

0

43,825

0

笑顔の会

てっぱん
（精神障害者地域交流

促進プログラム）

ミュージックタウン

レコードカフェ

認知症予防トレーニング

ケアーズカフェ／あいさ
つ運動

ほっと体操

ケアマネ連絡会

3,901

0



平成29年度　自主事業収支報告書

施設名

①主な対象者

事業名 ②参加人数

③一人当たり参加費 参加費 その他 講師謝金 材料費 その他

地域 地活

26人 包括 2,313 0 0 0 0 2,313

0 生活

地域 地活

210人 包括 0 0 0 0 0 0

0 生活

地域 地活

93人 包括 6,621 18,600 0 0 0 25,221

200 生活

ケアマネジャー・民生委員 地活

32人 包括 0 0 0 0 0 0

0 生活

ケアマネジャー・医療関係者 地活

30人 包括 7,525 0 0 0 0 7,525
0 生活

地域 地活

20人 包括 0 0 0 0 0 0

0 生活

地域 地活

13人 包括 95 0 0 0 0 95

0 生活

地域 地活

40人 包括 0 0 0 0 0 0

0 生活

地域 地活 361 36,200 0 0 36,561 0

181人 包括

200円 生活

未就園児親子 地活 21,452 24,800 0 40,092 0 6,160

279人 包括

200円 生活

園児親子 地活 26,094 13,800 0 33,410 0 6,484

163人 包括

200円 生活

子育て世代 地活 35,460 42,000 0 66,820 0 10,640

269人 包括

300円 生活

障害児小中高生親子 地活 2,922 11,900 0 0 14,262 560

57人 包括

500円／その他 生活

地域 地活 25,894 19,200 0 40,094 0 5,000

64人 包括

300円 生活

地域 地活 4,618 13,200 0 17,818 0 0

65人 包括

200円 生活

未就園児親子 地活 648 0 0 0 648 0

92人 包括

無料 生活

地域 地活 19,977 37,800 0 54,567 1,786 1,424

135人 包括

300円 生活

事業ごとに別紙に記載してください。

親子で体操　すてっぷ 46,252

親子でリズム
１・２☆ジャンプ

39,894

初めての俳句 57,777

ママ改造計画
SASA☆GAGAスクール

77,460

障害児余暇支援
親子できしゃぽっぽ

14,822

左近山ふれあい寄席 45,094

ギターの調べ 17,818

わくわく座 648

　　消費者被害防止講演
会

95

認知症サポーター養成
講座

0

喫茶みっかぼーず 36,561

ケアマネ・
民生委員交流会

0

地域包括支援連絡会 7,525

　 認知症講演会 0

シネマファンカフェ 2,313

市沢スクエアステップ 0

シネマカフェ 25,221

横浜市左近山地域ケアプラザ

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

総経費
収入 支出

指定管理料



平成29年度　自主事業収支報告書

施設名

①主な対象者

事業名 ②参加人数

③一人当たり参加費 参加費 その他 講師謝金 材料費 その他

地域 地活 11,235 7,400 0 11,135 0 7,500

37人 包括

200円 生活

地域 地活 7,700 3,750 0 0 9,390 2,060

約100人 包括

50円 生活

地域 地活 52,715 111,450 0 33,411 128,134 2,620

約250人 包括

実費 生活

地域 地活 2,490 5,000 0 3,341 4,149 0

10人 包括

500円 生活

未就園児・園児親子 地活 1,914 4,200 0 0 5,554 560

45人 包括

200円 生活

未就園児親子 地活 0 0 0 0 0 0

31人 包括

無料 生活

未就園児親子 地活 0 0 0 0 0 0

24人 包括

無料 生活

幼児・園児・小学生 地活 11,632 0 7,100 3,341 15,391 0

約100人 包括

無料・一部実費 生活

園児・小学生 地活 5,929 2,100 0 3,341 4,688 0

7人 包括

300円 生活

小学生 地活 0 0 0 0 0 0

13人 包括

無料 生活

小学生 地活 0 0 0 0 0 0

26人 包括

無料 生活

地域 地活 0 0 0 0 0 0

7人 包括

（500円） 生活

小学生 地活 0 0 0 0 0 0

15人 包括

無料 生活

登録団体 地活 0 0 0 0 0 0

57人 包括

― 生活

ボランティアの方 地活 14,810 0 0 0 14,810 0

25人 包括

― 生活

登録団体 地活 1,793 0 0 0 1,233 560

57人 包括

― 生活

ジュニアボランティア 地活 77 2,600 0 0 2,677 0

19人 包括

200円 生活

事業ごとに別紙に記載してください。

横浜市左近山地域ケアプラザ

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

総経費
収入 支出

指定管理料

まち散歩 18,636

おおなべ大会 11,450

ケアプラザ祭り 164,165

つまみ細工で作る♪
お花ブローチ

7,490

ハロウィン
パーティーツアー

6,114

保育士とあそぼう 0

親子でからだを
つかってあそぼう

0

小学生ケアプラザ☆
もっと知って事業

夏休み　こども☆フェ
ス！

18,732

ボランティア交流会 14,810

ボランティア
年末大掃除

1,793

ジュニアボランティア
夏休み体験教室

2,677

登録団体説明会 0

小学生ケアプラザ☆
もっと知って事業

色遊び工房
そらいろくらぶ 春

8,029

小学生ケアプラザ☆
もっと知って事業
小学生囲碁教室

0

小学生ケアプラザ☆
もっと知って事業

小学生書初め教室
0

手作りネックレス教室 0

初心者大人の囲碁教室 0



平成29年度　自主事業収支報告書

施設名

①主な対象者

事業名 ②参加人数

③一人当たり参加費 参加費 その他 講師謝金 材料費 その他

左近山地区ジュニアボランティア 地活 0 0 0 0 0 0

7人 包括

― 生活

ジュニアボランティア 地活 1,144 0 0 0 1,144 0

5人 包括

― 生活

地域 地活 0 0 0 0 0 0

463人 包括

500円 生活

地域 地活 0 0 0 0 0 0

282人 包括

無料 生活

地域 地活 130 0 6,350 0 6,480 0

127人 包括

50円 生活

地域 地活 950 0 0 0 950 0

142人 包括

無料 生活

地域 地活 1,802 0 0 0 682 1,120

8人 包括

無料 生活

地域 地活 2,773 0 0 0 0 2,773

約100人 包括

無料 生活

地域・小学生 地活 1,975 0 0 0 1,415 560

87人 包括

無料 生活

地域 地活

47人 包括 0 0 0 0 0 0

0 生活

事業ごとに別紙に記載してください。

協力医講演会
『健康に過ごす方法』

0

左近山地区地域
支えあいネットワーク
左近山ウォーキング

1,802

左近山地区地域
支えあいネットワーク

左近山団地祭
2,773

左近山地区地域
支えあいネットワーク

スタンプラリー
1,975

旭ふれあい区民まつり
行政・PR出展事業

0

くじらまつり 6,480

市沢まつり 950

読み聞かせ交流会 0

ジュニボラ同窓会 1,144

合同歌声喫茶 0

横浜市左近山地域ケアプラザ

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

総経費
収入 支出

指定管理料



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

てっぱん
（精神障害者地
域交流促進プロ

グラム）

目的・内容

笑顔の会

実施時期・回数

毎週火曜日
46回/通年
全48回

精神障害をお持ちの方が居場所のひとつとして、地域ケア
プラザを利用できるようにする。サロン形式で、ふれあい
を持てる環境づくりを行い、自宅での閉じこもりを防ぐ。
食事会、レクリエーション等を実施。

学習療法を用いた認知症予防教室。くもんが作成した1週間
分の読み書き計算ドリルを週に1回、学習サポーターからの
支援を受けながら、教室で実施する。残り6日間分は受講生
が自宅で行う。

ミュージック
タウン

音楽療法を通して、認知症予防や介護ストレスの軽減を図
るように努める。

実施時期・回数

横浜市左近山地域ケアプラザ

外出しながらおしゃべりをして、日頃の介護の相談やスト
レス発散を目的に開催。介護をしている家族、将来の介護
を不安に思う方、ただ楽しみたくて参加できる場所を探し
ている方等、対象者を限定せず普段の悩み事や不安を解消
できる場を作っている。

目的・内容等

実施時期・回数

実施時期・回数

第4金曜日
全11回

目的・内容

目的・内容

脳トレ教室

3か月に1回
第2水曜日
（4，10，1月）
全４回

第2木曜日
（8月休み）
全１１回



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

ケアーズカフェ
／あいさつ運動

認知症を持つ地域住民の集いの場づくり／あいさつ運動は
地域の有志が住みやすい街作りを行っている。買い物など
で通りがかる住民にあいさつをし、あいさつ運動の目的を
書いたビラを配布した。

全１７回

横浜市左近山地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

レコードカフェ

レコードとオーディオセットをボランティアが持参し、ケ
アプラザで開催。昔懐かしい曲をレコードで聞くことがで
きるため、その音を求めて参加される方が多くおり、男性
も参加される。介護予防としてひきこもり防止の目的で開
催。

第４木曜日
全11回

目的・内容 実施時期・回数

楽らく体操
転倒予防及び認知症予防として身体を動かして閉じこもり
予防として、外に出る機会を作る。

第2、第4火曜日
全18回

目的・内容 実施時期・回数

認知症予防ト
レーニング

地域で開催されているオープンカフェの一部の時間を利用
して、認知症予防に関わる教室を行い、認知症予防を身近
なものに感じ、地域で開催できるようにする。

第2，4土曜日
全9回



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

ケアマネ連絡会

鶴ヶ峰地域ケアプラザ、白根地域ケアプラザの地域包括支
援センターとの合同で3包括の担当地域で活動するケアマネ
ジャーを対象に連絡会を開催して情報共有とお互いの研鑽
を深める。

（5月、7月、9月、
11月、1月、3月開

催）
全6回

横浜市左近山地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

ほっと体操

元気づくりステーションでもあるほっとさこんやまでの体
操教室。体操が収録されたDVDを見ながら、参加者全員で体
操を行う。開催前後にはほっと左近山の1階の喫茶でお茶を
楽しむこともできるため、買い物等のついでに気軽に参加
できコミュニケーションを深めることができる機会にな
る。

22回

目的・内容 実施時期・回数

健康吹き矢

腹式呼吸を使う吹き矢は健康によく、参加者が楽しみ健康
のことを考えられる事業である。的を狙い点数を競うこと
で競争心があおられ、チーム同士でのコミュニケーション
の機会や仲間意識ができる。

全14回

目的・内容 実施時期・回数

実になる体操
元気アップGOGO！終了により開始した自主企画。転倒予防
や認知症予防として身体と脳を鍛えて動きやすい身体を作
りながら仲間も作っていく。

全6回



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

市沢スクエア
ステップ

転倒予防や認知症予防として身体と脳を鍛えて動きやすい
身体を作りながら仲間も作っていく。

全22回

横浜市左近山地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

シネマファンカ
フェ

映画好きな地域高齢者とサロン形式で映画について語らい
楽しむ。当日は介護予防や介護保険についての説明、事業
目的を伝える。話に盛り上がった映画をシネマカフェで上
映する。

6，12月開催
全2回

目的・内容 実施時期・回数

ケアマネ・
民生委員交流会

民生委員と左近山、市沢を担当するケアマネージャーの顔
合わせの機会を設ける。

2月16日開催
全1回

目的・内容 実施時期・回数

シネマカフェ

日頃閉じこもりがちの方が外出できる機会を作る。懐かし
い映画を観て元気になっていただく。終了後のサロンでは
映画について等地域の方々とコミュニケーションをとり、
顔見知りになって次の外出に繋げていく。

9月・2月開催
全２回



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

認知症講演会

認知症予防のための講演会を地域を支える協力医に依頼。
地域住民に近い目線から日常生活の改善のために必要な講
演をいただき、普及啓発を行う。認知症の気付きやどのよ
うにしたら認知症を予防できるのかを症状をふまえながら
説明をして頂く。

2月4日開催
全1回

横浜市左近山地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

地域包括
支援連絡会

担当地区近隣の居宅介護支援事業所のケアマネジャー同士
の情報交換や、地域の医療関係者との連携を取り、ネット
ワーク構築を図る。

2月20日開催
全1回

目的・内容 実施時期・回数

認知症
サポーター
養成講座

左近山、市沢住民に認知症の啓蒙を行う。キャラバンメイ
トの地域包括支援センター職員とひまわりの会・介護老人
福祉施設・介護老人保健施設職員の協力を得て講習会を実
施。

8, 9，11月開催
全4回

目的・内容 実施時期・回数

消費者被害
防止講演会

消費者被害予防DVDを使用し、地域包括支援センター社会福
祉士が住民向けに講演を実施。注意喚起を行った。

12月15日開催
全1回



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

親子で体操
すてっぷ

親子の居場所づくり・仲間づくり、楽しみながら団体行動
のルールを学ぶ。子育てや成長過程についての情報交換の
場。
音楽に合わせリズム体操や、様々な用具を用いバランス感
覚や基本動作を養う運動を行った。親子で触れ合い、遊び
感覚で運動を楽しんだ。

第４木曜日
全１２回

横浜市左近山地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

喫茶
みっかぼーず

引きこもり防止・居場所づくりにより地域で顔の見える関
係を作る。ケアプラザを知り、利用して頂くきっかけづく
り。
季節に合わせたお茶菓子（ボランティアの手作りの回もあ
り）を食べ、お茶を飲みながらの歓談や、職員による参加
型レクリエーション・外部のボランティアに依頼しレクリ
エーションを楽しんだ。

第１日曜日
（8・1月休み）

全１０回

目的・内容 実施時期・回数

ママ改造計画
SASA☆GAGA
スクール

子育て世代の母親を対象とし、健康づくり、健康意識の改
善と体形補正や維持を目的として行う。講師指導の下、本
格的なエクササイズや筋トレ、音楽に合わせてのシンプル
エアロビを中心に、月２回の運動を楽しんだ。子ども同伴
での参加が可能で、その時の子どもの状況により同室での
見守りや別室でのボランティアの見守りが選べ、子どもの
遊びの場としてや育児についての情報交換や気分転換の場
として行った。

第１・３木曜日
（５・１月１回）

全２０回

目的・内容 実施時期・回数

親子でリズム
１・２☆
ジャンプ

園児を対象とし、子どもと子育て世代のケアプラザ利用を
促進する。楽しみながら団体行動のルールを学び、居場所
づくり・仲間づくりを行う。親子で触れ合う運動や、お母
さんのストレッチや筋トレ指導も取り入れ、リフレッシュ
タイムを実施。音楽に合わせたリズム運動レクリエーショ
ンを親子で共有することを楽しんだ。

第１金曜日
（４月休み）

全１０回
（８月講師体調不
良のため中止）



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

左近山
ふれあい寄席

ケアプラザを知り、利用して頂くきっかけづくり。引きこ
もりの防止や楽しみを持つことでの生きがいづくり。前半
はギター伴奏に合わせ懐かしの昭和の歌をうたい、後半は
落語で楽しむ２部構成で行った。

２回／年
（７・１月）

全２回

目的・内容等 実施時期・回数

障害児余暇支援
親子で

きしゃぽっぽ

障がいのある小学生・中学生の家族で参加する余暇支援。
親子や兄弟・姉妹で参加する事で居場所づくり・仲間づく
り・情報交換の場として活動する。
その都度、近隣学校へ広報し申込みを受け実施。調理や季
節イベントなどを行う室内レクや外出レクなど実施した。

第３日曜日
（５・７・９

１２・３月実施）
全５回

（９月悪天候の
ため中止）

横浜市左近山地域ケアプラザ

目的・内容 実施時期・回数

わくわく座

親子の居場所づくり、仲間づくり、親子のスキンシップの
場。季節感のあるテーマにより季節や風習を学ぶ。
ボランティアグループ（わくわく座）による、パネルシア
ターや手遊び、紙芝居、簡単な工作を行った。

第１金曜日
（４・７・９・
１２・３月）

全５回

目的・内容 実施時期・回数

ギターの調べ

ケアプラザを知り、利用して頂くきっかけづくり。引きこ
もりの防止や楽しみを持つことでの生きがいづくり。前半
はクラシックから歌謡曲まで様々なジャンルのギター演奏
を聴き、後半は童謡や懐かしの歌謡曲などをギター伴奏に
合わせて歌を楽しむ２部構成で行った。

２回／年
（９・３月）

全２回



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

おおなべ大会

ケアプラザを知って頂くためのきっかけづくり。地域の方
の多世代間交流の場、ケアプラザ事業で結成されたボラン
ティアグループの活動の場として実施。今回はフランスの
ポトフを提供。調理や販売をボランティアグループを中心
に行った。小さい子どもから高齢者の方々まで、地域の方
が同室にて飲食を共にし、時間を共有することで会話が生
まれ、世代間交流を楽しんだ。

１月３１日
全１日

目的・内容 実施時期・回数

ケアプラザ祭り

ケアプラザを地域へPRし、利用のきっかけづくりを目的に
実施。登録団体、ボランティア団体の活動・活躍の場、世
代間交流の場として行う。今回は開所２０周年を記念する
目玉企画として職員による食品屋台、大道芸人の演目、大
抽選会の実施を通して、日頃の感謝を伝えるイベント内容
を中心に行った。その他、子ども向けジャンケンラリーや
制作コーナー、プレイルームの設置、臨時の喫茶みっか
ぼーずを行った。販売や各ブースの手伝い、場内整理など
をジュニアボランティアや地域の方に協力していただき、
地域の皆さんに支えられ、盛大に開催することができた。

１１月５日
全１日

横浜市左近山地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

初めての俳句

地域ケアプラザを知って頂くためのきっかけづくり。俳句
を通じての仲間づくり。趣味を持つことで、外出の機会が
増え健康づくりに役立てる。
課題に合わせた句を持ち寄り、講師を含めた句会で批評を
行った。４月には子ども自然公園での吟行を行い、仲間と
の外出も楽しんだ。

第３木曜日
全１２回

目的・内容 実施時期・回数

まち散歩

引きこもりの防止・仲間づくり・健康づくりを目的とす
る。
旭ガイドボランティアによる、各名所由来ガイドつき
ウォーキングを実施。本牧三渓園や三ツ池公園など、公共
機関を使い少々遠方まで足を伸ばし、ウォーキングをしな
がら歴史的建造物の見学や自然散策などを楽しんだ。

２回／年
（１１・３月）

全２回



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

保育士と
あそぼう

左近山保育園主催事業。子育て世代親子の交流の場、仲間
づくりの場。保育士と交流することで、子育てについての
情報提供や相談を行う。ケアプラザを知ってもらい、活用
してもらうことを目的に実施。親子で楽しむ歌遊びゲーム
やお母さん方が工作した、牛乳パックを利用した手作りお
もちゃで遊び楽しんだ。工作の待ち時間に子供たちが保育
士と一緒に遊ぶなど、それぞれの時間を楽しんだ。

７月４日
全１日

目的・内容 実施時期・回数

親子で
からだをつかっ

てあそぼう

左近山保育園主催事業。横浜市体育協会地区担当者が講師
協力。子育て世代親子の交流の場、仲間づくりの場、子ど
もの体力づくりの場。子どもの体の成長についての知識を
学び、保育士や講師と交流することで、子育てについての
情報提供や相談を行う。ケアプラザを知ってもらい、活用
してもらうことを目的に実施。親子で触れ合いながら行う
遊びや、身近なものを使った運動などを楽しんだ。

１１月７日
全１日

横浜市左近山地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

つまみ細工で
作る♪

お花ブローチ

地域ケアプラザを知って頂くためのきっかけづくり。引き
こもり予防、仲間づくりの場。新しい趣味を見つけ生きが
いを持つきっかけづくりの場。講師を招き、つまみ細工の
技法を使って花びらを作り、重ね付けしながら花の形を
作っていく。好みの色や柄の組み合わせを考え、作品を作
る楽しさと、参加者同士の交流を楽しんだ。

２月２７日
全１日

目的・内容 実施時期・回数

ハロウィン
パーティー

ツアー

未就園児・園児親子にケアプラザを知ってもらい、活用し
てもらうことを目的に実施。参加者同士の交流の場・情報
交換の場。午前を未就園児親子、午後を園児親子対象にて
開催。バッグを親子で工作し、ハロウィン仕様に装飾した
ワゴン車に乗車。地域内の商店街へ出掛け仮装行列をしな
がらお菓子をもらいに歩く。参加者同士や協力店舗の店
員、地域の方々との交流を楽しんだ。

１０月３１日
全１日



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

小学生ケアプラ
ザ☆もっと知っ
て事業　小学生

囲碁教室

登録団体「囲碁サークル 水曜会」主催の福祉保健活動事業
として、企画・準備・当日の運営を団体が行う。ケアプラ
ザは後方支援として協力。地域の小学生にケアプラザを
もっと知ってもらい利用につなげる事や、囲碁の楽しさを
知ってもらう事を目的に実施。団体メンバーが講師となっ
て、子ども達に囲碁のやり方を教え、対局を行った。地域
の子どもと関わるボランティア活動の経験を通して、多世
代間交流の楽しさと必要性を知ってもらい、地域での活動
に繋げる。

７月２７日
８月  ３日
　　１０日
　　２４日
全４回

目的・内容 実施時期・回数

小学生ケアプラ
ザ☆もっと知っ
て事業　小学生

書初め教室

登録団体「みやび 書道教室」主催の福祉保健活動事業とし
て、企画・準備・当日の運営を団体が行う。ケアプラザは
後方支援として協力。地域の小学生にケアプラザをもっと
知ってもらい利用につなげる事や長期休暇余暇支援、書道
の基本作法などを学ぶことを目的とし開催。学校から持ち
帰っている冬休みの課題を団体メンバーが講師となり、子
ども達に書き方やアドバイスをもらい書いた。地域の子ど
もと関わるボランティア活動の経験を通して、多世代間交
流の楽しさと必要性を知ってもらい、地域での活動に繋げ
る。

１２月２５日
全１日

横浜市左近山地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

小学生ケアプラ
ザ☆もっと知っ
て事業　夏休み
こども☆フェ

ス！

小学生にケアプラザをもっと知ってもらう事を目的に実
施。登録団体や地域にお住いの方協力のもと、長期休暇の
余暇支援として実施。スタンプカードを用い、各ブースを
自由に回り参加する。各ブースを団体参加者が企画・準
備、当日の係を担当し、多世代間交流をしながら子どもた
ちはゲームや工作、制作などを楽しんだ。また、高齢者昼
食会のボランティア団体とジュニアボランティアに協力を
仰ぎ、軽食の調理・販売を行った。

８月２５日
全１日

目的・内容 実施時期・回数

小学生ケアプラ
ザ☆もっと知っ
て事業　色遊び
工房そらいろく

らぶ春

小学生にケアプラザをもっと知ってもらう事を目的に実
施。地域にお住いの講師の協力のもと、長期休暇の余暇支
援として実施。思い思いの絵を色鉛筆で描いたプラ板キー
ホルダーを制作。オイルパステルを使い、床一面の黒模造
紙に思い切り宇宙の絵を描くアクションペイントで、色遊
びを楽しんだ。

３月２９日
全１日



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

登録団体説明会

団体の活動目的を再認識して頂き、ケアプラザ利用方法を
再確認する目的、団体同士の交流の場として実施。貸館利
用のルールや、手続きの流れを説明し再確認した。福祉保
健活動協力団体においては、活動報告の方法を説明し、各
団体の年間に行った福祉保健活動の様子を紹介を行った。

１２月１０日
全１日

目的・内容 実施時期・回数

ボランティア
交流会

ケアプラザ自主事業や、デイサービスでボランティア活動
をしている方々の交流の場、活動紹介の場、意見交換の
場、さらなるボランティアの活動範囲を広めることを目的
として実施。軽食やデザート、飲み物等を食しながら歓談
を楽しみ、職員が準備したレクリエーションのボランティ
アクイズで楽しみながら知識を深めた。

３月２３日
全１日

横浜市左近山地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

手作りネックレ
ス教室

登録団体「手芸サークル パンプキン」主催の福祉保健活動
事業として、企画・準備・当日の運営を団体が行う。ケア
プラザは後方支援として協力。地域住民にケアプラザを
もっと知ってもらい、利用につなげることや、新しい趣味
を見つけ生きがいを持つきっかけづくりの場を目的に実
施。団体メンバーが講師となって教え、アクセサリー制作
を楽しんだ。ボランティア活動の経験を通して、地域住民
との交流の楽しさと必要性を知ってもらい、地域での活動
に繋げる。

６月２７日
全１日

目的・内容 実施時期・回数

初心者大人の囲
碁教室

登録団体「囲碁サークル 六星会」主催の福祉保健活動事業
として、企画・準備・当日の運営を団体が行う。ケアプラ
ザは後方支援として協力。地域住民にケアプラザをもっと
知ってもらい利用につなげる事や、囲碁の楽しさを知って
もらい新しい趣味を見つけ生きがいを持つきっかけづくり
の場を目的に実施。団体メンバーが講師となって、囲碁の
やり方を教え対局を行った。るボランティア活動の経験を
通して、地域住民との交流の楽しさと必要性を知ってもら
い、地域での活動に繋げる。

１０月７日
　　１４日
　　２１日
　　２８日
全４回
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事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

読み聞かせ
交流会

左近山のジュニアボランティアの小学生を対象とし、ボラ
ンティア活動を学び、実践につなげることを目的として実
施。地域の独居高齢者を対象とした昼食会ボランティア
「第二ほのぼの会」主催の昼食会にて高齢者に向けレクリ
エーションを実施する為、地域でボランティア活動をして
いる「読み聞かせグループももいろタンポポ」に協力を仰
ぎ、紙芝居の読み方などを学んだ。後日、地域での福祉保
健活動に触れ、ボランティア活動を体験した。

１２月１１日
全１日

目的・内容 実施時期・回数

ジュニボラ
同窓会

左近山・市沢のジュニアボランティアの卒業生を対象にボ
ランティア育成を目的とした交流の場。支えあいマップ
ゲームを行い、地域の担い手やボランティアの観点から地
域を見るきっかけを学び、ジュニアボランティアの経験を
活かし、地域課題解決に向けて自分たちにできることなど
を考え意見交換を行った。お茶を飲みながらの歓談でジュ
ニアボランティアと民生委員会長や主任児童委員、地域ケ
アプラザ職員と交流を楽しんだ。

３月２０日
全１日

横浜市左近山地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

ボランティア
年末大掃除

貸館利用団体の施設清掃ボランティア活動の場。施設利用
方法を見直す場。他団体との交流・情報共有の場として実
施。各団体より数名が参加し、３階フロアや施設周辺屋外
の清掃を自主的に行って頂いた。清掃終了後、お茶と少々
のお菓子を提供し参加者同士の交流を楽しんだ。

１２月２６日
全１日

目的・内容 実施時期・回数

ジュニアボラン
ティア

夏休み体験教室

左近山・市沢のジュニアボランティアの小学生の交流の
場。福祉関係の知識を学び、体験する場として実施。
午前中は車いす体験と風ぐるま制作を行い、午後のデイ
サービス利用者と行う風ぐるま制作の材料準備も行った。
お昼のデザート（きらきらゼリー）作りで親睦を図り、デ
イサービスでのレクリエーションボランティアを通して高
齢者との交流・福祉体験を行った。

８月８日
全１日
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事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

くじらまつり
ケアプラザを知って頂くきっかけづくり。近隣施設利用者
との交流を行う。当てくじを実施し、障がいの子供達やご
家族、地域の方々とのふれあいを行った。

７月１５日
全１回

目的・内容 実施時期・回数

市沢まつり

ケアプラザを知って頂くきっかけづくり。地域貢献活動を
目的とし、地域住民との交流を行う。地域の子どもを対象
に、無料の輪投げゲームを行い参加賞を提供。地域の親子
や高齢者の方と交流をし、ケアプラザの利用に繋がった。

８月５日
全１日

横浜市左近山地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

合同歌声喫茶

歌を通じての仲間づくり、健康づくりの場の提供。旭公会
堂を会場にして、童謡・唱歌を参加者４６３名全員で歌っ
た。ケアプラザの紹介や被災地訪問の様子の紹介を実施。
地域の作業所の販売を行った。

５月３１日
全１回

目的・内容 実施時期・回数

旭ふれあい
区民まつり

行政・ＰＲ出展
事業

旭区各地区の地域福祉保健計画の紹介とケアプラザの紹
介。小学生以下の子ども向け割り箸でっぽうの射的ゲーム
を実施。保護者、大人を対象に大切にしていることのアン
ケートから、向いている活動を紹介。地域福祉保健計画に
ついての紹介と各地区の計画を説明し、知っていただく
きっかけの場となった。コーヒーボランティアによるコー
ヒーの提供を行い、参加者の方に実際に地域で活動するボ
ランティアの活動の様子に触れていただいた。

１０月１５日
全１日
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事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

左近山地区
地域支えあい
ネットワーク

左近山
スタンプラリー

左近山地区地域支えあいネットワーク主催イベント。地域
住民の多世代間交流、健康促進、地域活性化を目的に実
施。地域に住む小学生の余暇支援として行った。支えあい
ネットワークで制作した「公園マップ」を用い、左近山内
２箇所の地点よりスタートし、地域内の公園に設置された
６箇所のポイントを回り、ゲームを行いチェックを集める
内容で実施。各ポイントの進行を老人会メンバーに協力し
て頂き、多世代間交流を楽しんだ。

３月２７日
全１日

目的・内容 実施時期・回数

協力医講演会
『健康に過ごす

方法』

左近山地域ケアプラザ協力医の大塚医師により、健康に気
を付けながら自分らしい生活を送る、また病気があっても
上手く付き合いながら、健康的な生活を送るためにはどん
なことに気を付けたらいいのかなど、これからの生活の送
り方についてのお話し。

３月４日
全１回

横浜市左近山地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

左近山地区
地域支えあい
ネットワーク

左近山
ウォーキング

左近山地区地域支えあいネットワーク主催イベント。地域
住民の交流、健康意識向上、健康促進、地域活性化を目的
に実施。全国都市緑化フェア開催の周知を行う。左近山か
らよこはま動物園ズーラシアまでウォーキングを行った。
参加者各々昼食を取ったり、会場を散策するなど、里山
ガーデン開催を楽しみ、また自治会関係者、支えあいネッ
トワークメンバーや参加者同士、交流を楽しんだ。

５月２０日
１０月１７日

全１日
（１０月悪天候の

為中止）

目的・内容 実施時期・回数

左近山地区
地域支えあい
ネットワーク
左近山団地祭

左近山地区地域支えあいネットワーク主催イベント。支え
あいネットワークの活動を知ってもらい、イベントへの参
加や協力をするきっかけづくりの場として開催。活動内容
や地域のボランティア活動情報、周辺施設紹介などを掲
示。福祉相談所や健康チェックコーナーを設置。子ども向
けの輪投げコーナー・公園マップクイズも開催し、各世代
に楽しんで頂いた。

３月２８日
全１日

（天候悪化に伴い
予定時刻より早く

終了）
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