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平成２７年度 地域ケアプラザ事業報告書 

１ 施設名  

  横浜市今井地域ケアプラザ   

２ 事業報告  

地域の現状と課題ついて  

30～40 年前、区画整理で戸建て住宅へ同時期に入居した住民が、介護保険

を一斉に利用する兆候が見えてきました。相談件数の急増に伴い、地域包括

支援センター職員の負担は大きくなってきました。そのため地域の医療・福

祉事業所、各自治会や民生委員・児童委員等と協力して対応するよう、連携

を進めました。 

 地域には福祉サービスを利用したい、というニーズは多いと思われます。

介護保険の利用だけでなく、介護予防に焦点を当て、地域活動・交流と地域

包括が共同して取り組む機会を増やし対応しました。 
 

 

施設の適正な管理について  

 

 

 

ア  施設の維持管理について  

大規模修繕はありませんでしたが、デイサービスの天井漏水、エレベーター

の異常停止等経年劣化による不具合は続きました。今後は、ボイラーや厨房冷

蔵庫等の入替えが必要になってくるため、更新が集中しないよう配慮します。 

月に 1 回は専門業者による清掃、平日・土曜は夜間帯に専従職員が日常清掃

をして、施設内美化に努めました。施設内の異常は日常清掃などを通じて把握

し、ご利用者の意見も施設管理に反映させました。  

イ  効率的な運営への取組について  

適材の配置を図るため施設内で異動を実施したほか、園児がいても就労意欲

を持つ方が働けるよう、パート職員に 2～4 時間程度の勤務形態を導入して成果

をあげました。 

各部署が主体的に運営上の問題を掴み、対応することを目指しました。部署

別ミーティングでは情報共有と課題対応を話し合い、他部署の職員も参加する

ことで部署間の壁を無くすよう心掛けました。地域活動・交流と地域包括は、

所長を含む“5 人会”と称する合同ミーティングを毎月開き、共催事業の検討

などを行いました。  

ウ  苦情受付体制について  

施設内の各所に設けた意見箱への投書や、職員に直接投げかけられたものな

どに対し、職員全体で共有するようにしました。また、第三者評価委員など苦

情を解決する体制を取り、報告が必要な場合、区役所はじめ関係機関へ速やか

に連絡しました。 
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カ  個人情報保護の体制及び取組について  

「個人情報取扱いマニュアル」に沿い業務上の過失を防ぎました。法人のケ

アプラザ職員が集まり、個人情報に関わる研修を実施し、留意点を確認した上

で誓約書に署名しました。 

個人情報を含む書類の発送や手渡しにあたっては、複数の職員が関わってチ

ェックを行いました。また、受け渡しの際に確認ができるように、可能な限り

手渡しを優先するようにしました。このほか、USB の取り扱う際には「持ち出

し簿」に使用履歴を記しました。  

 

 
 
 

エ  緊急時（防犯・防災・その他）の体制及び対応について  

自然災害に加え、施設ご利用者の体調急変、車両事故等を緊急時として想定

し、対応マニュアルを確認しました。 

職員対応が迅速に行えるよう、連絡手段の多様化を図りました。具体的には、

部署別にリーダーをつくり、災害対策室（室長は所長が兼務）の主要メンバー

としているほか、室長がその任にあたれない場合は代行する体制を構築。また、

「連絡網」では職員の自宅、携帯、携帯メールに加え、WEB メールを整備しま

した。 

災害時特別避難場所として役割が担えるよう、備蓄の確保を徹底しました。 

ケアプラザの事業参加者などの急変時は、保健師や看護師が対応し、医療機

関へとつなぎました。なお、ご利用者の急変が想定される事業は、事前にリス

クを職員間で共有しました。 

 

オ  事故防止への取組について  

施設ご利用者の大きな事故はありませんでした。デイサービスにおいては、

新規ご利用者を中心に介護員と看護師が ADＬなどを細かく把握するよう努め

ました。 

地域では一人暮らしの方で緊急対応が求められるケースが増えてきました。

自宅で倒れ、救急搬送はしたものの入院には至らず帰宅指示、身寄りがないた

めその後の対応に苦慮するといった例が増えました。 

施設ご利用者でも類似ケースはあり、日頃からケアマネジャーや区役所など

関係機関との連絡体制の強化を確認しました。  

キ  情報公開への取組について  

情報の公開請求があることを前提に、日頃から資料の整理を進めました。ま

た、必要情報は毎月発行する広報紙に情報を盛り込みました。 

業務を通じて知り得た個人情報は、福祉保健活動上で公開が求められれば（例

えば民生委員など）、行政などに相談のうえで公開するか否か決定しました。  
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ク  環境等への配慮及び取組について  

経年劣化に伴う備品類の廃棄が増えました。適切な処理がなされるよう、廃

棄にあたっては毎回、担当職員間で方法を話し合いました。 

施設でごみ処理を担当する職員（ごみゼロ推進委員）を兼務させ、ごみ出し

のルールを徹底してきました。分別廃棄が手軽にできるよう、捨てるボックス

の明確化を図りました。 

昼休憩時に事務所の電気を消すことや、車のアイドリングストップなど、職

員のちょっとした意識の違いが環境対策につながるとの認識を深めました。館

内蛍光灯の安定器交換が一巡し、消費電力の減少につながりました。  
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介護保険事業 

◆介護予防支援事業 

 

 

 

 

利用者実績（単位：人）  

 
 
 
 
 
 
 

職員体制  

保健師 1 名 

主任ケアマネジャー 1 名 

社会福祉士 1 名 

介護予防プランナー 1 名（非常勤） 
 

目標に対する取組状況  

迅速で適切な対応を心がけ、ご利用者様主体のサービス提供ができるよう、

職員間の情報共有や、他事業所サービスの情報収集を行いました。  
ご利用者様が安心して自立した日常生活を送れることを目的に、必要な介護

予防サービスやインフォーマルサービスなどを検討・活用・提案しながら支援

を行いました。  

実費負担（徴収した場合は項目ごとに記載）  

なし  

その他（特徴的な取組、ＰＲ等）  

地域包括ケアシステム構築に向け、多職種による医療介護連携会議を定期的

に開催しました。  
運営協議会を地域活動者からの課題抽出の機会として活用しています。平成

27 年度は「一人暮らし高齢者が自宅で倒れている可能性のある場合の対応」に

ついて議論を重ねました。  
部署内だけに留まらず、地域活動交流と連携し、インフォーマルサービスの

把握や情報収集に努めました。  

4 月  5 月  6 月  7 月  8 月  9 月  

207 208 210 210 210 218 

10 月  11 月  12 月  1 月  2 月  3 月  

213 211 208 205 205 208 
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◆居宅介護支援事業 

 

 

 

 

利用者実績（単位：人）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

職員体制  

常勤２名  
非常勤２名 
（常勤換算２．５７名）  
 
 
 

目標に対する取組状況  

ご利用者様とご家族の気持ちを考慮しながら、必要なサービスの提案を行いま

した。  
 

実費負担（徴収した場合は項目ごとに記載）  

なし  
 
 

その他（特徴的な取組、ＰＲ等）  

ケアプラザの特性を活かして、地域包括支援センターなどの各部署と連携をし

て業務にあたりました。  
 

4 月  5 月  6 月  7 月  8 月  9 月  

81 80 78 80 84 78 

10 月  11 月  12 月  1 月  2 月  3 月  

80 76 75 78 82 82 
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◆通所介護事業  

 

 

 

 

 

提供したサービス内容  

○介護サービス （移動や排泄の介助、見守り）・送迎・給食  
○入浴及び健康状態の確認、生活指導  
○個別機能訓練プログラム・レクリエーション 
○口腔機能向上プログラム  

実費負担（徴収した項目ごとに記載）  

○１割負担分       〇２割負担分       

（要介護１）      ７０４円        １４０７円  
（要介護２）      ８３１円        １６６２円  
（要介護３）      ９６３円        １９２６円  
（要介護４）     １０９５円        ２１８９円 
（要介護５）     １２２７円        ２４５３円 
〇入浴加算        ５４円（１日につき）  １０８円（１日につき） 
〇サービス提供加算Ⅱ    ７円          １３円    
〇処遇改善加算Ⅰ  所定単位数の４０／１０００ 所定単位数の４０／１０００  
〇食費負担       ７５０円         ７５０円  
〇個別機能訓練加算Ⅱ   ６０円（１日につき）  １２０円（１日につき） 

〇口腔機能向上加算   １６１円（月２回まで）  ３２２円（月２回まで） 

事業実施日数、提供時間  

 ○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（常勤兼務）  
生活相談員 ４名（介護福祉士等、常勤兼務） 
看護職員  ５名（非常勤兼務）  
介護職員  介護福祉士等 （常勤兼務５名 ・非常勤専従９名）  
機能訓練指導員 （看護師５名 非常勤兼務）  
調理員   非常勤４名  
運転手   非常勤８名  
 

目標に対する取組状況  

ご利用者様個々の状況、ニーズをケアプラン等に反映させ、目標が達成でき

るよう機能訓練を実施しました。また、交流の場、レクリエーションへの参加、

趣味活動への参加、ご自身でできることはしていただけるように働きかけを行

いました。 
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利用者実績（延べ人数／単位：人）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

その他（特徴的な取組、ＰＲ等）  

○散髪サービス  
○自己決定によるレクリエーション活動の充実（手芸、編み物、囲碁、将棋、

工作）  
○ボランテイアによる活動の充実（麻雀、傾聴）  
○安全で美味しい食事の提供 
○ふれあい週間（ボランティアによる楽器演奏等）  
○季節感をイメージしたイベント（夏祭り、敬労祭、クリスマス、お正月等）  
○酸素療法など医療依存度の高い方の受入  
○ホットパックなど、医療機器の積極的な活用 
○近隣幼稚園、小学生、中学生との交流  

4 月  5 月  6 月  7 月  8 月  9 月  

730 763 741 772 763 713 

10 月  11 月  12 月  1 月  2 月  3 月  

779 764 757 679 711 750 
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◆介護予防通所介護事業  

 

 

 

 

 

提供したサービス内容  

○介護サービス （移動や排泄の見守り、介助）・送迎・給食  
○入浴及び健康状態の確認、生活指導  
○運動器機能向上プログラム（利用者の選択） 
○口腔機能向上プログラム （利用者の選択） 
○アクティビティ  

実費負担（徴収した項目ごとに記載）  

○１割負担分       〇２割負担分       

（要支援１）     １７６６円        ３５３１円  
（要支援２）     ３６２１円        ７２４１円  
〇サービス提供加算Ⅱ    ７円          １３円    
（要支援１）       ２６円          ５２円  
（要支援２）       ５２円         １０３円  
〇処遇改善加算Ⅰ  所定単位数の４０／１０００ 所定単位数の４０／１０００  
〇食費負担       ７５０円         ７５０円  
〇運動器機能向上加算  ２４２円（１月につき）  ４８３円（１月につき） 

〇口腔機能向上加算   １６１円         ３２２円  

事業実施日数、提供時間  

 ○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（常勤兼務）  
生活相談員 ４名（介護福祉士等、常勤兼務） 
看護職員  ５名（非常勤兼務）  
介護職員  介護福祉士等 （常勤兼務５名 ・非常勤専従９名）  
機能訓練指導員 （看護師５名 非常勤兼務）  
調理員   非常勤４名  
運転手   非常勤８名  

目標に対する取組状況  

自立支援に向けた個々の目標が達成できるよう、運動器機能向上トレーニン

グ、口腔機能向上サービスを実施しました。  
積極的に身体を動かしたり、趣味活動、生きがい作りの支援として、アクテ

ィビティの提供、役割をもっての活動、交流の場等を支援しました。  
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利用者実績（延べ人数／単位：人）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

その他（特徴的な取組、ＰＲ等）  

○散髪サービス  
○自己決定によるレクリエーション活動の充実（手芸、編み物、囲碁、将棋、

工作）  
○ボランテイアによる活動の充実（麻雀、傾聴）  
○安全で美味しい食事の提供 
○ふれあい週間（ボランティアによる楽器演奏等）  
○季節感をイメージしたイベント（夏祭り、敬労祭、クリスマス、お正月等）  
○酸素療法など医療依存度の高い方の受入  
○ホットパックなど、医療機器の積極的な活用 
○近隣幼稚園、小学生、中学生との交流  
〇マシン４台を使用する運動器向上プログラムの提供  
〇口腔ケア、軽体操、脳活プログラム、歩行訓練など、個々のニーズに合わせ

たプログラムの提供  

4 月  5 月  6 月  7 月  8 月  9 月  

98 100 115 106 106 112 

10 月  11 月  12 月  1 月  2 月  3 月  

103 97 92 78 86 90 
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地域ケアプラザ 

 

２ 地域活動交流部門・地域包括支援センターの連携  

・今年度も所長、地域交流、包括の 5 人での会議を毎月開催し、情報交換・共有を図

りました。そこから、共催事業の実施につながりました（「女子力アップ講座」、「回

想法実践者養成講座」、「楽しく・脳トレ・スクエアステップ」）。 

・地域ケア会議では、「ひとり暮らし高齢者が倒れていた場合の対応」を取り上げ、地

域交流も参加して地域課題を検討しました。各関係機関に連絡調整等を行い、地域

住民へ情報提供を図りました。 

 

３ 職員体制・育成  

・相談件数が増加している「成年後見制度」についての研修に出席しました。また、

より実務的な内容を学ぶため司法書士を招いた研修を行ないました。 

・地域交流スタッフが相談時の対応ができるよう、包括の窓口マニュアルを作成しま

した。 

 

 

４ 地域福祉のネットワーク構築  

・地区社協の会合だけでなく、自治会の盆踊り、地域の消防訓練への参加、中学校の

福祉授業、体験学習の協力等、地域組織や教育機関とのつながりを深められるよう

努めました。 

・区内の障がい関係団体と連携し、障がい児余暇支援事業「ほっとフレンズ」を夏に

開催しました（年度内 3 月 27 日開催予定）。 

・エリア別子育て支援連絡会では、「こうえんあそび」を 3 回、「幼稚園紹介・先輩マ

マに幼稚園のことを聞いてみよう」を開催しました（年度内 1 月 22 日「こうえんあ

そび」、2 月 16 日「合同育児講座 発達と遊び」開催予定）。 

 

 

５ 区行政との協働  

・3 地区（保土ケ谷西部・新桜ヶ丘・権太坂境木）ともに、第 3 期「地域福祉保健計

画」策定に向け、地域交流・包括が協力し、4 職種で地区支援チームの運営に関わ

りました。 

・昨年度に引き続き、保土ケ谷西部と新桜ヶ丘地区社協が行う 2 カ月に 1 回の高齢者

昼食会へ参加し、交流を深めました。また、権太坂地区社協では、権太坂自治会館

で行う高齢者サロンに自主サークル団体「吹矢愛好会」を派遣し、地域住民の主体

的な活動の場、地域住民同士の交流の場を提供しました。 

 

１ 総合相談（高齢者・こども・障害分野への対応）  

・ケアプラザが相談窓口であることを周知するため、事務所前ロビーに「介護相談」

ののぼり旗を置きました。 

・事業や高齢者サロンへの出席の際には、ケアプラザの役割を説明し、身近な相談窓

口であることを訴えました。今年度は、高齢者の相談件数が増えました（前年度比

（4～9 月）339 件→575 件）。また、子ども・障がい分野では、自主事業「今井のお

やこ教室」、自主サークル団体「エンジョイ」とのつながりから、相談も寄せられ

るようになりました。 
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地域活動交流部門 

１ 福祉保健活動等に関する情報収集及び情報提供  

・広報紙に記載している「地域の人」でサークル団体メンバーを紹介し、サークル情

報を紹介しました。また、サークル団体独自のチラシを配架し、メンバー増員の後

方支援を行いました。 

・ホームページの活用について、同法人 4 ケアプラザ（鴨居・今宿西・仏向・今井）

で定期的に検討会を実施しました。各ケアプラザでアメーバブログを作成し、現行

の法人ホームページから各ケアプラザにアクセスできるよう話し合いました（平成

27 度 3 月までに発信）。 

・アンケートを参考に、「女子力アップ講座」、「ロコモ体操＆玄米ダンベル体操」を行

いました。また、「夜間帯にしか来られない方々を対象とした「認知症サポーター養

成講座」を夜間帯に開催しました。30、40 代の女性の参加がありました（参加者 11

名）。 

 

 

２ 福祉保健活動団体等が活動する場の提供  

・自主事業「親子で 3B 体操」、「切り絵の会」が自主活動サークルに移行し、地域住民

の主体的な活動が広がりました。 

・曜日や時間帯によってはご利用日に希望が重なることから、各団体が公平に予約で

きるよう、部屋予約のルールの改正を行いました（12 月 1 日から実施）。 

・ケアプラザにどんなサークル団体があるのか、またどんな活動しているのか等、よ

り多くのご利用者に知ってもらうため、全サークル団体が記載されている冊子の作

成を行います（平成 28 年度中に作成）。 

 

３ 自主企画事業  

・「ロコモ体操＆玄米ダンベル体操」、「わが家の地震対策」を企画し、地域住民に講師

役を担ってもらいました。地域住民の特技を活かした場を提供しました。他にも、

料理サークルに調理をしてもらい「年末大清掃＆とん汁交流会」を開催し、サーク

ル団体同士の交流を図りました。 

・登録団体サークルの日頃の活動の成果を披露する場として、地区センターと共催で

「地区センター・ケアプラザまつり」を 4 回開催しました。 

また、地域の方々にケアプラザがどのような施設なのか、どういった活動をしてい

るのかを知ってもらうため「地域、カレーで集う」を開催。ケアプラザ活動団体（6

団体）に出店してもらい、活動 PR の場としてカレーに関する料理を提供し、後日、

団体の新規加入につながりました。 

・経済的に恵まれない子どもたち（小学生）を対象に「自分の学年の漢字をマスター

しよう」を開催しました（平成 27 年 12 月より開催中）。 

 

 

４ ボランティアの育成及びコーディネート  

・自主サークル「吹矢愛好会」を地域（権太坂コミュニティハウス、権太坂自治会館）

に派遣し、ケアプラザ以外での活動場所を紹介し、地域での活動を広げました。 

・ケアプラザで活動している方からデイサービスボランティアにつなげ、新たな活動

場所を提供しました（12 月現在 2 名派遣）。 

・初音ヶ丘地区センターの「レコードカフェ」開催にあたり、ケアプラザの「レコー

ドカフェ」運営メンバーがノウハウを伝える支援を行いました。 
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地域包括支援センター 

 １ 総合相談・支援  

総合相談  

・コミュニティハウスや地区センターと協力し、権太坂・藤塚といった遠方に出ての

相談を積極的に行いました。権太坂スクエア相談員との連携も密になり、介護保険

講座の開催にもつながりました。 

・ケアプラザが身近な相談窓口であることを知ってもらうために、30 代～40 代を対象

に、夜間の時間帯に認知症サポーター養成講座を開催しました。 

・地域に積極的に出向いた結果、前年度と比較して、本人や家族以外に地域住民から

の相談件数が大幅に増加しました（前年度（4～9 月）地域住民 15 件→70 件/民生委

員 10 件→39 件/医療機関 13 件→31 件）。 

 

地域包括支援ネットワークの構築  

・3 カ月に一度、「医療と介護の連携会議」を開催しました（内 1 回は地域ケア会議）。

前年度から 5 回開催し、参加者同士が関係作りを深めています。毎回、病院相談員

の参加があり、退院時や虐待ケース等で医療機関とのスムーズな連携に結びついて

います。 

・上記医療連携のつながりを活かし、近隣病院・区内包括・区社協・区役所と合同で

認知症家族講座を開催しました。区内初の試みでしたが、48 名の参加があり病院と

ケアプラザの役割の周知に結びつきました。 

・SOS ネットワークについては、制度開始に伴い、メイトを交えての連絡会を開催し

ます。 

 

実態把握  

・毎月の相談票を独自集計し、相談エリアと相談内容を集計しました。上半期の結果、

骨折や関節疾患が 多となりました。この結果を事業に活かしました。 

・今年度 3 件の個別地域ケア会議を開催しました。（いずれも金銭的管理が問題の一つ

となっています）。 

・運営協議会を活用し、包括域の地域ケア会議を開催しました。運協委員の問題提起

に対し、警察・消防・医療等の専門機関から意見をもらいました。独居高齢者が室

内で倒れている可能性がある場合、「警察よりも消防を優先」に対応することを確認

しました。 

 

 ２ 権利擁護  

権利擁護  

・「古典落語と介護予防」、「生活保護の基本のキ」、「成年後見の基本のキ」等の講座を

開きました。また、地域のサロンで話す際には、成年後見という制度があることを

伝えました。 

・サポートネット等に参加しました。支援者側も「成年後見制度」をより理解する必

要があると考え、司法書士を招きケアマネが実務的な相談をする時間を設けました。 

・成年後見に関する相談は、前年度と比較して増加しました（4～9 月 7 件→23 件）。

相談者は地域住民だけでなく、ケアマネジャーからの相談が多く、情報提供に努め

ました。 
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高齢者虐待  

・5 回開催している「医療と介護の連携会議」の結果、病院 MSW との顔の見える関係

が生まれ、病院からの相談が入りやすくなりました（今年度病院 MSW との連携 2 件）。 

 

 
 

認知症  

・認知症カフェでは参加者同士の交流と情報交換を主な目的として取り組みました。

当事者からの意見をもとに内容を検討して開催しています。 

・病院・区役所・区社協・区内包括が合同で認知症家族講座を開催しました。 

・「回想法実践者養成講座」に取り組みました。講座終了者と認知症予防を目的のひと

つとした企画を、今後、地域で立案していきます。 

・3 月には普及啓発活動として地域住民や関係機関を交えた「認知症を語る会」を開

催します。 

・1 月の区の徘徊ネットワーク開始と同時期にキャラバンメイトと連絡会を開催しま

す。 

 

 

 ３ 介護予防マネジメント  

二次予防対象者把握  

・ケアプラザ内や地域のグループ活動に参加し、介護予防を図る実態把握に取り組み

ました。活動の中に、ロコモ予防を重視した体操やスクエアステップの口腔体操等

を行いました。 

・２月には口腔ケアの講座を実施し、予防の拡充に努めます。 

 
介護予防ケアマネジメント力  

・ケースの抱える問題点のうち、運動機能・口腔機能低下等については運動資料（ハ

マトレ）や口腔パンフレット等を配布し、自ら介護予防に取り組めるようにしまし

た。 

 

 ４ 包括的・継続的ケアマネジメント支援  

地域住民、関係機関等との連携推進支援  

・7 月に民生委員とケアマネジャーの連絡会で社会福祉協議会の役割などを学び、3

職種がお互いに情報を交換する関係作りができました。 

・3 月の民生委員とケアマネジャーの連絡会のテーマは、今年のテーマである「孤立

した高齢者の安否確認」に係わる内容にする予定です。 

・１月に高齢者住宅の住民向けに、介護保険制度と介護予防について勉強会を開きま

す。 

・2 月には、地域の方向けに、地域の開業医による分かりやすい医療講座を開催しま

す。ケアマネジャーや民生委員をお誘いします。 
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医療・介護の連携推進支援  

・5 月 27 日「多問題ケースの事例検討」、8 月 27 日「地域資源」、11 月 27 日「成年後

見制度、経済的困窮、看取り」に、医療と介護を考える会を開催しました。次回は

2 月 29 日で、１月にテーマを決める準備ミーティングを開きます。 

・2 月 18 日に区役所との共催で、合同ケアマネ連絡会を行い、医療と多職種連携会議

を開催します。各グループに医師が入ってもらい、事例検討会を行います。 

 

ケアマネジャー支援  

・4 月に合同ケアマネ連絡会で、区の係長に講師をして頂き、生活保護について勉強

しました。参加者は初めて 100 名を越えました。 

・5 月に合同ケアマネ連絡会で、居宅の主任ケアマネジャー懇談会とグループワーク

を行い、連携を図りました。 

・6 月の合同ケアマネ連絡会では、訪問看護師を中心に ALS の事例検討会をグループ

ワークで実施しました。 

・9 月は社会福祉士と合同で、行政書士を講師に迎え、高齢者虐待についての講義を

行いました。始めに、区役所から虐待の実態の報告でした。 

・10 月は介護と福祉の専門の弁護士を招き、マイナンバーとケアマネジャーのための

リスクマネジメントの講演を開きました。 

・11 月はケアマネジャーのための障害者施策についての勉強会を開きました。講師は

区役所の職員です。 

・12 月の合同ケアマネ連絡会は「対人援助職のセルフマネジメント」、ケアマネジャ

ーのためのストレスケアをしました。 

・ほどがやケアマネットでも、5 月に「リハビリテーションとの連携」、7 月に「ケア

マネジャーの薬への関わり方」、10 月に「通所介護とケアマネジャーとの連携」に

ついて、研修会を行いました。 

・新任・就労予定ケアマネジャー研修を例年通り行いました。今回は担当 1 人で、6

月よりケアマネになった方でした。9 月に講義、10 月に施設見学、11 月は実習（同

行訪問）多職種連携会議の参加、12 月は反町福祉機器センターで見学と講義を受け

ました。 

 
多職種協働による地域包括支援ネットワーク  

・5 月に「※医療と介護の連携会議」を開きました。多問題ケースの事例検討をそれ

ぞれの立場で話し合いました。「地域ケア会議」でも同事例を取り上げました。 

・8 月には、地域資源をテーマに、各事業所の取り組み状況などを自己 PR 形式で紹介

しました（※同）。 

･11 月は、成年後見制度、経済的困窮、看取りをテーマにグループ毎に分かれ話し合

いました（※同）。 

・2 月のテーマは未定ですが、1 月の準備ミーティングで決定します（※同）。 

・12 月に「地域ケア会議」で、1 人暮らし高齢者が自宅内で倒れている可能性がある

場合の対応について話し合いました。 

 

介護予防事業  

介護予防事業  

・「回想法実践者養成講座」「減塩キッチン」「運動サポーター養成講座」等、参加者が

今後は介護予防の担い手（ケアプラザ事業サポーター）として、地域で使える内容

の講座を開催しました。講座修了後は、参加者とともに新たな事業に取り組んでい

ます。①回想法養成講座の参加者が「元気脳づくり」事業内で実践し、20 名の参加

がありました。②運動サポーター養成講座の参加者が認知症カフェにて実施予定。
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③各講座参加者合同の交流会を開催予定。 

・「スクエアステップ」は毎月１回実施しています。次年度からは自主グループとして

活動してもらい、介護予防の受け皿の１つにします。 

・自主グループのリーダー連絡会とコグニサイズフォローアップ研修会を同時開催、

各自主グループでもコグニサイズを活用してもらえるよう普及啓発しました。 

・運動サポーター養成講座を行い、サポーターとしてケアプラザの他の事業に参加・

活動してもらいました。 

 

 



平成27年４月１日～平成28年３月31日

（単位：千円）

居宅介護支援 通所介護 予防通所介護

包括的支援 介護予防事業 介護予防支援

17,980 26,107 149

12,125 13,270 98,572 7,028

155 1,662

受入研修費収益 13

利用者等外給食費
収益 146 1,394

国庫補助金等特別
積立金取崩額 9 171

自動販売機販売手
数料収益

28

雑収益 56

17,980 26,107 149 12,125 13,425 100,234 7,028

9,281 20,518 10,518 50,515

1,344 1,145 1,117 10,450

424 765 145 132 5,035

6,119 1,489 602 6,850

142 596 7,338 173 1,842

利用者等外給食費 154 1,474

減価償却費 19 368

介護予防委託費 7,338

戻入額 142 596

17,310 24,513 145 7,338 12,542 74,692

670 1,594 4 4,787 883 25,542 7,028

※精算書をベースに作成してください。

 指定管理料等収入

収入合計（Ａ）

 人件費

支
出

支出合計（Ｂ）

 その他

※ 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。

※　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。

 介護保険収入

収支　（Ａ）－（Ｂ）

 事務費

収
入

 その他

 事業費

 管理費

地域包括支援センター

平成27年度　地域ケアプラザ収支報告書

地域活動交流

施設名：今井地域ケアプラザ

科目



平成27年度　自主事業収支報告書

①主な対象

事業名 ②延べ参加人数

③一人当たり参加費 指定管理料 参加費 講師謝金 材料費 その他

乳幼児

274人

0円

乳幼児

235人

300円

乳幼児

36人

100円

乳幼児

40人

0円

発達に不安のある乳幼児

87人

0円

乳幼児

43人

300円

地域

364人

200円

地域

42人

100円

高齢者

756人

200円

地域

197人

200円

その他

733人

0円

地域

267人

200円

0

ふれあい週間 10,815

リフレッシュ　夜ヨガ!! 133,644 0 49,800 0 133,644

水彩スケッチクラブ 51,251 0 37,600 40,092

0

60,295

0 0 0 10,815

0

0

レコードカフェ 46,009

11,159 0

うたごえサロン「メロディ」 167,209 0 149,400 106,914

切り絵の会 4,454 0 3,800 4,454 0

親子で３B体操！ 6,682 0 6,000 6,682

0

0

0 41,600 0 46,009

0

0

リビングひよこ組「ベビーマッ
サージ」

17,291

0 0

今井の親子教室 133,644 0 0 133,644

かるがもキッズさんと広いお
部屋で遊ぼう

0 0 0 0 0

0 3,400 15,591 1,700

7,715 0

0

0

リビングひよこ組「親子で遊
ぼうリトミック」

46,770 0 33,900 46,770 0

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

支出収入
総経費

7,715リビングひよこ組 0 0 0



平成27年度　自主事業収支報告書

①主な対象

事業名 ②延べ参加人数

③一人当たり参加費 指定管理料 参加費 講師謝金 材料費 その他

地域

18人

0円

地域

208人

0円

地域

300人

食品販売の売上

高齢者

108人

0円

高齢者

31人

0円

高齢者

114人

0円

高齢者

103人

0円

地域

32人

500円

地域

30人

0円

高齢者

237人

0円

高齢者

446人

0円

子供

11人

800円

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

総経費
収入 支出

「語りべと歩くまち」旧東海
道、保土ケ谷宿巡り

2,227 0 0 2,227

公園遊び 0 0 0 0 0

0 21,700 0 72,457

0 0

0

0

認知症＆予防みかんカフェ 0 0 0 0 0 0

第1回地域、カレーで集う 72,457

0 0

ゼロからわかる!!老人ホーム
の選び方

0 0 0 0 0

0 0 16,705 0

0

認知症サポーター養成講座 0 0 0 0

23,112

女子力アップ講座 43,434 0 16,000 43,434 0 0

スクエアステップを体験しよう 39,817

0 0

出張説明会　介護保険制度
について

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

元気脳づくりみんなで脳トレ
100連発

0 0 0 0

0

ロボットカ―作り 12,719 0 5,600 5,568 7,151 0

出張介護予防 0



平成27年度　自主事業収支報告書

①主な対象

事業名 ②延べ参加人数

③一人当たり参加費 指定管理料 参加費 講師謝金 材料費 その他

子供

12人

400円

乳幼児

49人

0円

乳幼児

49人

0円

その他

1469人

食品販売の売上

障害者

7人

0円

障害者

30人

0円

高齢者

118人

100円

地域

10人

0円

地域

29人

500円

地域

42人

1000円

地域

34人

500円

乳幼児

38人

100円

0

リビングひよこ組「ハロウィン
パーティー」

4,030 0 1,700 0 4,030 0

ビギナーエアロ 43,434 0 17,000 43,434 0

0

回想法実践者養成講座 62,366 0 6,000 62,366 0 0

三つ星☆減塩キッチン 48,736 0 14,500 35,636 13,100

0

古典落語と介護予防 0 0 0 0 0 0

楽しく・脳トレ・筋トレ　スクエ
アステップ

31,178 0 11,800 31,178 0

0

ほっとフレンズ2015夏「夏祭
り」

0 0 0 0 0 0

ほっとフレンズ2015夏ボラン
ティア研修・説明会

0 0 0 0 0

0

地区センター・ケアプラザ合
同夏祭り

6,132 0 5,200 0 6,132 0

おしえて　幼稚園のこと 0 0 0 0 0

0

リビングひよこ組「人形劇」 22,274 0 0 22,274 0 0

マグネットボード作り～夏の
思い出を貼ろう～

5,020 0 2,400 0 5,020

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

総経費
収入 支出



平成27年度　自主事業収支報告書

①主な対象

事業名 ②延べ参加人数

③一人当たり参加費 指定管理料 参加費 講師謝金 材料費 その他

乳幼児

43人

０円

高齢者

13人

0円

地域

13人

０円

地域

26人

0円

その他

4938人

食品販売の売上

地域

101人

0円

地域

73人

0円

地域

350人

0円

高齢者

54人

0円

高齢者

36人

0円

地域

7人

0円

地域

2人

0円

0

成年後見の基本のキ 0 0 0 0 0 0

生活保護の基本のキ 0 0 0 0 0

0

コグニサイズ研修会 20,000 0 0 20,000 0 0

介護予防地域ボランティアス
キルアップ研修

5,568 0 0 5,568 0

0

ほどがや区民まつり地域活
動交流ブース

390 0 0 0 390 0

介護予防　社交ダンス体験
会

0 0 0 0 0

0

運動サポーター養成講座 50,115 0 0 50,115 0 0

今井地区センター・地域ケア
プラザ合同まつり

5,933 0 5,000 0 5,933

0

年末大掃除＆とん汁交流会 6,319 0 0 0 6,319 0

「わが家の地震対策」勉強会
～みんなで考えよう～

0 0 0 0 0

0

ロコモ体操＆玄米ダンベル
体操

2,227 0 0 2,227 0 0

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

総経費
収入 支出

リビングひよこ組「クリスマス
パーティー」

3,240 0 0 0 3,240



平成27年度　自主事業収支報告書

①主な対象

事業名 ②延べ参加人数

③一人当たり参加費 指定管理料 参加費 講師謝金 材料費 その他

地域

0人

0円

地域

200人

0円

地域

96人

200円

地域

29人

0円

障害者

71人

0円

地域

16人

0円

地域

28人

0円

障害者

18人

0円

高齢者

27人

0円

地域

26人

0円

地域

37人

0円

0ボランティア懇親会 10,346 0 0 0 10,346

0

今井医療講座 33,411 0 0 33,441 0 0

栄養講座 16,531 0 0 13,364 3,167

0

親子でフラダンス!～みんなで
ｗａ（和）になりおどろう～

0 0 0 0 0 0

認知症トーク 0 0 0 0 0

0

ケアプラザサポーター交流会 0 0 0 0 0 0

ほっとフレンズ2016春ボラン
ティア研修・説明会

0 0 0 0 0

19,200

保土ケ谷の歴史的建造物公
開ウォーキング

0 0 0 0 0 0

合同ノルディックウォーキン
グ

19,200 0 19,200 0 0

0

ほどがや区民まつり介護予
防ブース

0 0 0 0 0 0

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

総経費
収入 支出

仏向の畑めぐりとみかん狩り 0 0 0 0 0



平成27年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

横浜市今井地域ケアプラザ

リビングひよこ
組

4～ 6月・3回
9～11月・3回

6月・2回

【目的】未就園児を持つ親子を対象に、気軽に立ち寄って
交流を図る場とする。親同士の情報交換をはじめ、ケアプ
ラザや区の情報に接する機会になる。
【内容】ボラティアルームをプレイルームとして開放し、
おもちゃや人形等を用意。ケアプラザや区をはじめ、乳幼
児向けの各種情報を提供、子育ての相談窓口としても機能
している。「かるがもキッズ」、「ももいろたんぽぽ」と
いったボランティアグループに運営協力をお願いしてい
る。

実施時期・回数

目的・内容等

実施時期・回数

実施時期・回数

毎週月曜日（第3・
祝日を除く）

【目的】乳幼児の母親に、マッサージを行う手法を学んで
もらう。また、親子のスキンシップの機会を増やし、乳幼
児の情緒の安定を図る。
【内容】マッサージを行うための注意をはじめ、その効能
について説明。実技とお母さんへのハンドマッサージを実
施。

リビングひよこ
組「親子で遊ぼ
うリトミック」

6月・1回

目的・内容

目的・内容

かるがもキッズ
さんと広いお部
屋で遊ぼう

【目的】未就園児の親子の居場所作り、母親同士の出会い
の場や交流の場を提供する。また、雨の多い季節に向け
て、室内で体を動かせる遊びを楽しむ。
【内容】「かるがもキッズ」さんの協力を得て、手遊び、
歌遊びのほか、お遊戯やダンスなど体全体を動かせるレク
リエーションを楽しむ。

目的・内容

実施時期・回数

【目的】未就園児を持つ親子が、音楽を通じて触れ合いを
持ち、地域の仲間をつくるきっかけとして実施。子育ての
ストレス解消にも役立ててもらう。
【内容】講師の指導によって、親子が一緒になってリミッ
ク（音楽療法）に取り組む。親子のスキンシップとともに
地域の人同士が交流を図る。

リビングひよこ
組「ベビーマッ
サージ」



平成27年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

横浜市今井地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

今井の親子教室

【目的】発達障がい児に対する親の関わり方を学んでもら
う。身近な地域で支援される仕組みを設定し、地域で見守
られて育つことを目的とする。
【内容】開催日は、原則毎月第4木曜日、10：00～11：30で
実施。講師は、特別支援教育士の有富正子先生。音と音楽
で関わり、こころと身体の発達を促す。

5月・1回

目的・内容 実施時期・回数

親子で３B体操！

【目的】未就園児の親子の居場所作り、母親同士の出会い
の場や交流の場を提供する。また、親子の会話や地域のふ
れあい作りにも役立ててもらう。
【内容】ボール・ベル・べルターの３つの手具を使い、音
楽に合わせて楽しく身体を動かす。

5月・1回
6月・2回

目的・内容 実施時期・回数

レコードカフェ

【目的】レコード鑑賞を通じて、地域住民が交流できる場
を提供。ケアプラザの新規利用者（特に男性）を開拓。
【内容】レコードーを用意してコーヒー、紅茶などを飲め
るレコードカフェを月に1回開催。当日作業は、運営委員会
（地域ボランティアで構成）が担当。
原則毎月第2月曜日13:30～15:30
9月10日（月）にミーティングを開催（ミーティングは不定
期）。

原則毎月第2月曜日
通年・12回
ミーティング・1回

目的・内容 実施時期・回数

切り絵の会

【目的】切り絵を通じて、地域住民の交流の場を提供。作
品でケアプラザ館内を装飾。
【内容】講師が切り絵の作り方をレクチャーする。

原則毎月第3木曜日
4～7月・4回



平成27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

横浜市今井地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

うたごえサロン
「メロディ」

【目的】大声で歌い、健康増進を図る。また、歌の楽しさ
を感じてもらい、参加者同士の交流の場とする。
【内容】アコーディオン奏者の講師に依頼し、昭和の歌や
童謡などを参加者全員で歌う。講師に対して、次回開催時
のリクエストを行うことも可能。

原則毎月第2金曜日
通年・12回

水彩スケッチク
ラブ

【目的】地域に幅広い年齢層の方に、ケアプラザを利用し
てもらう”きっかけ”事業。参加者同士が交流を深めなが
ら、他団体・サークルへの参加を促す。
【内容】水彩画に精通した講師にアドバイスをもらいなが
ら、花や果物など自由に描いてもらう。最後には参加者が
それぞれの作品を批評しあう。作品はケアプラザ館内に掲
示。

原則毎月第2土曜日
通年・12回

ふれあい週間

【目的】ケアプラザに登録して活動している自主活動団
体・サークルが、デイサービスで日頃の活動成果を披露し
てもらう。また、デイサービスご利用者と交流を図る。
【内容】年に3回、デイサービスにおいて自主活動団体・
サークルに日頃の成果を披露してもらう。5月「ふれあい週
間」、9月「敬老の日ふれあい週間」、12月「クリスマスふ
れあい週間」としてご利用者と交流を図る。

通期・21回

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数

リフレッシュ
夜ヨガ!!

【目的】ケアプラザを利用出来なかった層の来所を促進
し、新規利用者の獲得につなげる。
【内容】仕事帰りや家事の後でも参加できるように夜間帯
に実施。地域との交流と健康づくりに役立ててもらう。

通年・24回



平成27年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

横浜市今井地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

「語りべと歩く
まち」旧東海
道、保土ケ谷宿
巡り

【目的】「ほどがや語りべ集」の編集に関わった方々と一
緒に企画・運営を行い、地域住民が主体的に活動してもら
う場を提供する。
【内容】「ほどがや語りべ集」を活用し、地域の社会資源
を活用した企画を実施。
6月12日（金）9:30～13:30　「語りべと歩くまち」旧東海
道、保土ケ谷宿巡りを実施。

6月・1回

目的・内容 実施時期・回数

公園遊び

【目的】地域で安心して子育てができる環境づくりを提供
する。また、外に出て遊ぶきっかけづくりを提供する。
【内容】保土ケ谷区役所、保土ケ谷区社会福祉協議会、
こっころ、主任児童委員と連携して公園遊びを実施。全て
10:00～12:00で実施する。　5月22日（金）「しゃぼん玉で
遊ぼう!!」　7月31日（金）「色水遊びをしよう!!」
8月21日（金）「幼稚園紹介」　10月23日（金）「どんぐり
を探そう」　1月22日（金）「おもいっきり体を動かそう」
2月16日（金）「合同育児講座（おもちゃばこ）」

通年・6回

目的・内容 実施時期・回数

第1回地域、カ
レーで集う

【内容】ケアプラザ活動団体サークルのPR、新規メンバー
の獲得を目的としている。
また、地域住民にケアプラザがどのような施設なのか、ど
ういった活動をしているのか知ってもらう。
【目的】ケアプラザ活動団体（クロワッサン、そこそこ手
伝い隊、ダンディズム、さくら草、キッチン友の会、レ
コードカフェ運営委員）の6団体とケアプラザから3団体、
地区センターから1団体の計10団体が出店し、カレーに関連
する料理を提供。

6月・1回

目的・内容 実施時期・回数

認知症＆予防み
かんカフェ

【内容】認知症と介護する家族、並びに本人が地域で当事
者同士で交流する場を設定する。同時に認知症に関心のあ
る地域住民にも参加を呼び掛け、認知症について学ぶ機会
とする。
【目的】プログラムをあまり作らずに、お茶を飲みなが
ら、認知症の方の介護する人同士の交流。
認知症当事者は麻雀をすることも可能。

通年・12回



平成27年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

横浜市今井地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

ゼロからわか
る!!老人ホーム
の選び方

【内容】高齢者が今後の生活を考えるために、住居につい
て考えるきっかけを作る。多数ある、住居の内容・金額・
入居条件などを知る。
【目的】特別養護老人ホーム、老人保健施設。グループ
ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き
有料老人ホームなどの内容や金額を説明。
6月　1日（月）　会場：今井地域ケアプラザ　9人
6月11日（木）　会場：権太坂コミュニティハウス　22人

6月・2回

目的・内容 実施時期・回数

認知症サポー
ター養成講座

【目的】地域住民に認知症を正しく理解してもらい、認知
症に人が暮らしやすい地域を作る。
【内容】5月　9日　脳活サークル　8人
サークル内への講座
6月29日　初音ヶ丘地区センター　29人
キャラバンメイトと一緒に地域住民を対象
11月11日　今井地域ケアプラザ事業として　11人
12月19日　藤塚小防災拠点委員会　57名
1月26日　デイサービス虹

通年・5回

目的・内容 実施時期・回数

スクエアステッ
プを体験しよう

【目的】スクエアステップを用いて、コミュニケーション
を図りながら、楽しく筋力アップを図る。
【内容】スクエアステップの講師を招いて実施。
4/27　25名、 5/25　23名、6/22　20名、7/6 21名、8/24
14名

通年・5回

目的・内容 実施時期・回数

女子力アップ講
座

【目的】各自の健康維持・増進、介護予防のために、体を
動かすことを意識してもらう。エアロビクスなどを取り入
れて、若い方たちの集客を行い、今後の担い手を発掘す
る。
【内容】運動指導士による体操の指導。エアロビクス、シ
ナプソロジー、ストレッチなどを用いておこなう。特に女
子力と言う点で、尿失禁予防や二の腕、ウエストのシェイ
プなどのストレッチ、小顔ストレッチなども行う。

4～ 6月・3回



平成27年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

横浜市今井地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

出張説明会　介
護保険制度につ
いて

【目的】地域住民に対して、介護保険制度を知ってもら
う。地域包括支援センターの役割や福祉の相談窓口である
なども周知する。
【内容】地域の老人会、集会、婦人会などの集まりに参加
し、介護保険の制度や、包括の周知を行う。5/16　グリー
ンタウン自治会館　21名
1/29　権太坂スクエア　9名

5月・1回
1月・1回

目的・内容 実施時期・回数

元気脳づくりみ
んなで脳トレ100
連発

【目的】各自の認知症予防と閉じこもり予防が目的。ま
た、地域で活動しているグループに対する情報提供の場。
【内容】認知症予防のためメニューを今井ケアプラザや参
加者同士で話し会い、持ち寄りながら行なう。4/20　25
名、5/18　19名、6/15　23名　,7/27 18名、8/17 19名、
9/28 20名、10/26　43名　11/16　21名　12/21　20名
1/25、14名　2/15、15人

通年・11回

目的・内容 実施時期・回数

出張介護予防

【目的】地域の集会や老人会を訪問し、CPを利用しずらい
方達と、交流する機会をつくることを目的とする。
【内容】自治会、老人会、婦人会、町内会、ミニデイな
ど、地域の集会を訪問し、健康や生活に関するミニ情報を
提供。「はまちゃん体操」の指導、脳トレ遊び等を行う。
またCPの主催事業の紹介の実施。

通年・26回

目的・内容 実施時期・回数

ロボットカ―作
り

【目的】男性ボランティアの活動の場と、地域の男性と小
学生の交流の場を設定。
【内容】そこそこ手伝い隊（CP貸室利用団体）によるロ
ボットカー作り。
8月8日（土）9:00～12:00に実施。

8月・1回



平成27年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

横浜市今井地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

マグネットボー
ド作り～夏の思
い出を貼ろう～

【目的】地域ボランティアの活動の場と、地域住民と小学
生の交流の場を設定。
【内容】きつつき仲間（ＣＰ貸室利用団体）によるマグ
ネットボード作り。
7月26日（日）10:00～12:00に実施。

7月・1回

目的・内容 実施時期・回数

リビングひよこ
組「人形劇」

【目的】乳幼児の親子を対象に人形劇を見てもらい、母親
の読み聞かせなどへ興味を持ってもらう。
【内容】はなますサークル（ＣＰ貸室利用団体）による人
形劇・手遊び・エプロンシアターを披露してもらう。

9月・1回

目的・内容 実施時期・回数

おしえて　幼稚
園のこと

【目的】未就園児の母親を対象に幼稚園紹介を行い、幼稚
園を選ぶ際の参考にしてもらう。
【内容】実際に通園している母親に講師役を務めてもら
い、幼稚園紹介をしてもらった。
上の原幼稚園から3名、境木幼稚園から2名、初音ケ丘幼稚
園から2名、立正幼稚園から2名の方々に来てもらった。
8月21日（金）10:00～11:20に実施。

8月・1回

目的・内容 実施時期・回数

地区センター・
ケアプラザ合同
夏祭り

【目的】地区センターと合同で夏まつりを開催し、地域の
誰もが利用できることをアピールする。
また、ＣＰ貸室利用団体の活動発表の場を設定する。
【内容】7/19（日）、21日（月）の2回開催。
ＣＰ貸室利用団体によるウインナーパン、マドレーヌ、綿
菓子、ポップコーンの飲食販売。
恵和によるポップコーンと作品販売。
Ｎゲージコーナー、おもちゃコーナー、吹き矢・ダーツ・
カーリング体験コーナーの実施。
地区センター体育館でサークル発表。

7月・2回



平成27年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

横浜市今井地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

ほっとフレンズ
2015夏ボラン
ティア研修・説
明会

【目的】① 普段は、学校と家庭の往復になりがちな障がい児に、「新たな出会
いの場」「生活経験を拡大できる場」「充実したひと時を過ごせる活動の場」を
提供する。
② 障がい児を抱えた家族のレスパイトを図る。
③ 障がいに理解のある地域のボランティア・学生ボランティアの育成を図る。
④ 関係諸学校及び団体との協力関係を深め、区内の地域ケアプラザが、障がい
児の支援における地域ネットワークの一員となるように継続的に努める。
【内容】区内障がい児者関係機関と連携し、ほっとフレンズ実行委員会で余暇プ
ログラムを企画。実行委員会のメンバーで、総務、会計、プログラム、ボラン
ティアと4つのグループに分かれ当日まで役割を担った。室内プログラムで、参
加者とボランティアがペアになり、夏祭りとダンスイベント、和太鼓演奏の鑑賞
を楽しむ企画をたて、地域へ広報したほか近隣の高校、大学などにボランティア
を募集。16名の応募があり、うち7名が説明会に参加。希望の家の職員による、
ボランティアのいろは、注意事項の説明を行い、障がいの理解に努めた。

7月・1回

目的・内容 実施時期・回数

ほっとフレンズ
2015夏「夏祭
り」

【目的】① 普段は、学校と家庭の往復になりがちな障がい児に、「新たな出会
いの場」「生活経験を拡大できる場」「充実したひと時を過ごせる活動の場」を
提供する。
② 障がい児を抱えた家族のレスパイトを図る。
③ 障がいに理解のある地域のボランティア・学生ボランティアの育成を図る。
④ 関係諸学校及び団体との協力関係を深め、区内の地域ケアプラザが、障がい
児の支援における地域ネットワークの一員となるように継続的に努める。
【内容】区内障がい児者関係機関と連携し、ほっとフレンズ実行委員会で余暇プ
ログラムを企画。実行委員会のメンバーが分担され、総務、会計、プログラム、
ボランティアと4つのグループに分かれ当日まで役割を担い実施した。
企画内容は、室内プログラムの「夏祭り＆イベント体験」を実施し、参加者とボ
ランティアがペアになり、夏祭りとダンス演技、和太鼓演奏の鑑賞を楽しんだ。
経費については、仏向地域ケアプラザが取りまとめを行い、総額85114円でし
た。
そのうち、保土ケ谷区学齢障害児フレンドサポート事業の補助金（92000円）及
び参加費（＠1000円×14人）を差し引き 残った20886円は区へ戻入しました

8月・1回

目的・内容 実施時期・回数

楽しく・脳ト
レ・筋トレ　ス
クエアステップ

【目的】スクエアステップを用いて、コミュニケーション
を図りながら、楽しく筋力アップを図る。
自主グループ活動となり、健康維持・認知症予防を、継続
できるようにする。
【内容】スクエアステップの講師を招いて実施。
9/7　26名 、 10/5　17名、11/2　18名、　12/7　17名
H28　1/11　9名、2/1　16名、3/7　15名

7～9月・1回
10～12月・3回
1～3月・3回

目的・内容 実施時期・回数

古典落語と介護
予防

【目的】落語を聞きに来た参加者に介護予防、ケアプラ
ザ、成年後見について伝える。
【内容】古典落語を聞く前に、介護保険、ケアプラザの役
割、成年後見についてを伝える時間を設けた。

7月・1回



平成27年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

横浜市今井地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

三つ星☆減塩
キッチン

【目的】・減塩を学んで健康になる。　・参加者同士の交
流。　・習った料理を活用する。の3つを目的に開催する。
【内容】管理栄養士から減塩メニューを学び、調理後は全
員で食べる。
第1回　8月28日9人参加　「麺料理」
第2回　10月30日9人参加　「煮物」
第3回　12月25日4人参加　「おせち」
第4回　H28.2月26日7人参加　「スープ」

7～3月・4回

目的・内容 実施時期・回数

回想法実践者養
成講座

【目的】回想法を学び、地域で実践できる活動者を育成す
る。参加者が自分の活動場所で実践できることを目指す。
【内容】第1回回想法体験18人　　第2回個人回想法4人
第3回個人回想法5人　　第4回グループ回想法4人
第5回グループ回想法実践5人　　第6回実践・まとめ6人

7～12月・6回

目的・内容 実施時期・回数

ビギナーエアロ

【目的】各自の健康維持・増進、介護予防のために、体を
動かすことを意識してもらう。エアロビクスなどを取り入
れて、若い方たちの集客を行い、今後の担い手を発掘す
る。夜に実施することにより、いつもと違ったメンバーの
参加を期待する。
【内容】講師に来てもらい、エアロビクスの指導を受け
る。  全３回　7/14 13名、 7/21　13名、 8/4　11名

7～8月・3回

目的・内容 実施時期・回数

リビングひよこ
組「ハロウィン
パーティー」

【目的】親子で仮装を楽しみ、デイサービス高齢者と触れ
合う機会を持つ。また、ホットケーキ作りを参加者で行
い、母親同士の交流を深める。
【内容】集合写真、親子写真の撮影。
デイサービス高齢者に仮装を披露し、お菓子を貰い交流す
る。　ボランティアグループによる読み聞かせとホット
ケーキ作りの交流会。

10月・1回



平成27年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

横浜市今井地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

リビングひよこ
組「クリスマス
パーティー」

【目的】親子でクリスマス会を楽しむ交流の場を提供。ま
た、地域住民にボランティアとして参加してもらい、異世
代交流を図る。
【内容】男性ボランティアによるサンタが登場し、持ち
寄ったプレゼントを参加者同士で交換し合う。最後に、ボ
ランティアグループによる読み聞かせをを実施。

12月・1回

目的・内容 実施時期・回数

ロコモ体操＆玄
米ダンベル体操

【目的】親子でクリスマス会を楽しむ交流の場を提供。ま
た、地域住民にボランティアとして参加してもらい、異世
代交流を図る。
【内容】男性ボランティアによるサンタが登場し、持ち
寄ったプレゼントを参加者同士で交換し合う。最後に、ボ
ランティアグループによる読み聞かせをを実施。

11月・1回

目的・内容 実施時期・回数

「わが家の地震
対策」勉強会～
みんなで考えよ
う～

【目的】災害時への備えや対策、基本的な知識を身に付け
てもらい、地域住民の防災力アップにつなげる。また、講
師役を、講師役を地域住民にしてもらい、活躍の場を設
定。
【内容】全戸配布されている「わが家の耐震対策」を教本
として、災害に向けての備え（備蓄用品）や避難場所につ
いての説明。また、災害時におけるCPの機能を説明。

12月・1回

目的・内容 実施時期・回数

年末大掃除＆と
ん汁交流会

【目的】ケアプラザを利用している地域住民の交流の場を
提供。また調理をCP貸室団体に依頼し、地域住民の活躍の
場を設定。
【内容】館内の清掃を行い、とん汁交流会を実施。CP貸室
団体「ダンディズム」に調理を依頼。

12月・1回



平成27年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

横浜市今井地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

今井地区セン
ター・地域ケア
プラザ合同まつ
り

【目的】地域の誰もが利用できることをPRするため、地区
センターと合同でお祭りを開催。またCP貸室団体の活動発
表の場を設定。
【内容】11/7、11/8の2回開催。CP貸室団体によるカレーラ
イスやパン、木工工作の販売。ケアプラザとして、健康
チェックコーナーやコーヒー販売を実施。

11月・2回

目的・内容 実施時期・回数

運動サポーター
養成講座

【目的】地域における介護予防のための、運動普及員とし
て、専門の運動講師たちから、介護予防のための運動メ
ニューを学ぶ。
【内容】10/6、15、26、11/４，26、12/14 の全７回コー
ス。5回は山口恵美子先生による講座。2回はコグニサイズ
の講座でYMCAから講師を依頼。また、講座期間中に他の
サークルに参加し、運動指導の実習を実施。
・追加講座として、2/22地域で介護予防などの活動してい
るリーダーと合同で、インフォーマル情報や体操などの勉
強会をおこなう。

10～1月・8回

目的・内容 実施時期・回数

介護予防　社交
ダンス体験会

【目的】社交ダンスをきっかけに、ロコモ予防・認知症予
防・閉じこもり予防につなげる。
また、地域で活用できるよう、メニューの紹介を行う。
【内容】社交ダンスの講師を招き、楽しくステップを踏
む。他にも脳トレの効果などについての講義を行い、権太
坂コミュニテイハウスや権太カフェにて2回実施。参加者23
名・28名
きずな福祉の会にて11/26日　22名参加。きずな福祉の会で
は、今後月１回定期的に行う予定。

10～12月・3回

目的・内容 実施時期・回数

ほどがや区民ま
つり地域活動交
流ブース

【目的】区民が多数来場する「区民まつり」に区内全てのケアプラザの担当職員
が参加することで、顔の見える関係づくりを図る。
そして、ケアプラザが地域住民にとって身近で気軽に相談・活動できる施設であ
ることを理解していただき今後の福祉保健活動へとつなげる。
【内容】福祉保健センター１区分を使用し、ケアプラザの周知を行った。
来場者に声をかけ、前回の内容を更に工夫し、自分のエリアのマップにお薦めの
場所だけでなく、危険な場所なども記入してもらった。吹き出しの付箋を使用す
る事で地図上わかりやすくなるようにし、又区全体のマップを前方目立つように
置いて来場者の興味がわくようにした。各ケアプラザの職員が自分のエリアのも
のを作成し、当日もマップのそばで案内することで、来場者と該当エリアにある
ケアプラザの職員が直接コミュニケーションを図れるよう工夫した。
その他、該当エリアにあるケアプラザのチラシを配布したり、景品を渡したりし
た。

10月・1回



平成27年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

横浜市今井地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

介護予防地域ボ
ランティアスキ
ルアップ研修

【目的】地域で介護予防の取り組みをしているボランティ
アの健康維持と活動時の活動メニューの提供。
【内容】8/26に地域ミニデイよつば会で活動しているボラ
ンティアに対し、スクエアステップとロコモ予防の体操等
を実施。2/22運動サポーターと合同で、インフォーマル情
報や体操などをおこなう。

8月・1回
2月・1回

目的・内容 実施時期・回数

コグニサイズ研
修会

【目的】介護予防メニューの1つとして、コグニサイズの普
及と、地域で活動しているグループで、実施指導できるよ
うにコグニサイズを学ぶ。
【内容】8/31に横浜YMCAの講師を招き、地域の活動グルー
プ10団体（36名）が参加。

8月・1回

目的・内容 実施時期・回数

生活保護の基本
のキ

【目的】民生委員、ヘルパー、ケアマネを始め、関心のあ
る地域住民に生活保護について学ぶ機会を設ける。
【内容】司法書士を招いて生活保護に関しての講義を行な
い、その後質疑応答の時間を設けた。

10月・1回

目的・内容 実施時期・回数

成年後見の基本
のキ

【目的】民生委員、ヘルパー、ケアマネを始め、関心のあ
る地域住民に生活保護について学ぶ機会を設ける。
【内容】司法書士を招いて成年後見に関しての講義を行な
い、その後質疑応答の時間を設けた。

11月・1回



平成27年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

横浜市今井地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

仏向の畑めぐり
とみかん狩り

【目的】この事業は、「ほどがや語りべ集」の編集に関
わった方々と一緒に、企画から運営をおこないます。語り
べ集に載っているポイントを中心に、ウォーキングをしな
がらまちの魅力を再発見するとともに、地域の方々との交
流を図ります。
【内容】平成25年度、区政推進課が中心となり「ほどがや
語り部集」を編集。この企画に仏向CPと今井CPが参加。こ
こで一緒に活動した方々に事業の主旨を説明し企画から考
えて下さる方を募集し講座を実施しました。
12月11日（金）実施予定であったが、雨天の為中止にし
た。

12月・0回
(雨天中止）

目的・内容 実施時期・回数

ほどがや区民ま
つり介護予防
ブース

【目的】区民まつりにて介護予防ブースに、保土ヶ谷区役所高齢
障害支援課の保健師と包括支援センター保健師職が合同で行い、
地域住民へ介護予防の普及啓発を行う。
ロコモティブシンドロームのチェックを行う。
地域包括支援センターのパネルを設置し、知ってもらうきっかけ
を作る。各ケアプラザの自主事業のチラシを配布し、介護予防の
活動を促す。
【内容】平成24年度～区高齢障害支援課保健師の介護予防ブース
に地域包括支援センターも合同で行い、包括支援センターの周知
を行うこととなった。参加者にロコモティブシンドロームの
チェックを行い、結果説明の上、保健指導を実施した。

10月・1回
(雨天中止）

目的・内容 実施時期・回数

合同ノルディッ
クウォーキング

【目的】区内でノルディックウォーキングの活動をする愛
好者たちの交流およびノルディックウォーキングの普及啓
発を行う。
【内容】区内包括支援センター合同事業としてノルディッ
クウォーキングを実施した。各ケアプラザで活動している
参加者を対象に、保土ケ谷公園をウォーキングした。

10月・1回

目的・内容 実施時期・回数

保土ケ谷の歴史
的建造物公開
ウォーキング

【目的】この事業は、「ほどがや語りべ集」の編集に関
わった方々と一緒に、企画から運営をおこないます。語り
べ集に載っているポイントを中心に、ウォーキングをしな
がらまちの魅力を再発見するとともに、地域の方々との交
流を図ります。
【内容】区政推進課の企画である「オープンヘリテイジ」
開催に合わせ、洋館付き住宅や教会を見学するウォーキン
グ講座を実施。
１２月１１日（金）　企画会議
２月２７日（土）　「保土ケ谷の歴史的建造物公開ウォー
キングツアー」実施

2月・1回



平成27年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

横浜市今井地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

ほっとフレンズ
2016春ボラン
ティア研修・説
明会

【目的】① 普段は、学校と家庭の往復になりがちな障がい児に、「新たな出会いの場」「生活経験を拡大で
きる場」「充実したひと時を過ごせる活動の場」を提供する。② 障がい児を抱えた家族のレスパイトを図
る。③ 障がいに理解のある地域のボランティア・学生ボランティアの育成を図る。④ 関係諸学校及び団体と
の協力関係を深め、区内の地域ケアプラザが、障がい児の支援における地域ネットワークの一員となるように
継続的に努める。　　　　　　　　【内容】　区内障がい児者関係機関と連携し、ほっとフレンズ実行委員会
で余暇プログラムを企画。実行委員会のメンバーで、総務、会計、プログラム、ボランティアと4つのグルー
プに分かれ当日まで役割を担った。室内プログラムで、参加者とボランティアがペアになり、模擬店と腹話術
の鑑賞とバルーンアートの体験を楽しむ企画をたて、地域へ広報した。ボランティア募集は近隣の高校、大学
などに案内を郵送し、説明会を企画し、高校へ出向いた。高校生を中心とした25名のボランティアが参加し
た。またケアプラザのボランティア10名が調理やレクレーション補助として参加した。実施日前にボランティ
ア説明会を実施し、すみれ園の職員による、ボランティアのいろは、注意事項の説明を行い、障がいの理解に
努めた。
参加人数の内訳①ボランティア説明会　22名　②2016春　参加者15名　ボランティア24名　ケアプラザボラン
ティア10名
経費については、岩崎地域ケアプラザが取りまとめを行い、総額88,715円でした。
　そのうち、保土ケ谷区学齢障害児フレンドサポート事業の補助金（92,000円）及び参加
費（＠500円×15人）を差し引き、残った10,785円は区へ戻入しました。

3月・2回

目的・内容 実施時期・回数

ケアプラザサ
ポーター交流会

【目的】平成27年度にケアプラザ主催で「運動ｻﾎﾟｰﾀｰ養成
講座」「回想法実践者養成講座」「三ツ星☆減塩キッチ
ン」を開催した。いずれもケアプラザサポーターとして地
域で活動できる人を育成することが目的となっている。講
座を受講したメンバーが一同に集まって交流し、地域の活
動を活性化することを目的とする。
【内容】それぞれの講座の参加者が習った、運動・回想
法・減塩料理をそれぞれ披露し、参加者同士で体験しあっ
た。

2月・1回

目的・内容 実施時期・回数

認知症トーク

【目的】認知症について学び、認知症当事者の話しを聞
き、参加者が認知症について考えるきっかけを作ることを
目的とする。
【内容】①高齢化、認知症など日本の現状を学ぶ。
②認知症当事者とその家族の話しを聞く。
③参加者同士で「自分の回りでの認知症について」をテー
マに対話をする。

3月・1回

目的・内容 実施時期・回数

親子でフラダン
ス!～みんなでｗ
ａ（和）になり
おどろう～

【目的】① 普段は、学校と家庭の往復になりがちな障がい児に、新たな出会い
の場、生活経験を拡大できる場、充実したひと時を過ごせる活動の場を提供す
る。
② 関係諸学校及び関係諸団体の協力関係を深め、障がい児の支援における地域
ネットワークの一員となれるように継続的に努める。
③ 本事業の周知や報告、及び地域のボランティアを募集する事で、障がい福祉
に対する理解をより深めてもらう一つの機会とする。
【内容】ケアプラザの貸室団体、プアメリアの協力を得て、親子でフラダンスを
楽しむ機会を提供した。
　車いすの参加者が半数、全員男子であったが、講師の指導を熱心に見つめ、母
親と一緒にフラダンスを楽しんでいた。3歳児の兄弟児には、おもちゃスペース
をつくり、スタッフが対応。またプアメリアの小学生女子も一緒におもちゃス
ペースで。布おもちゃや積み木などを楽しんでいた。
　ダンスのあとは、お茶会で交流。保護者同士がメールアドレスを交換したり、
講師の活動について問い合わせをするなど、積極的な交流ができていた。

2月・1回
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目的・内容等 実施時期・回数

栄養講座

【目的】高齢者のなり易い低栄養を事前に防止する知識を
学び、介護予防に役立てる。
【内容】3月26日、リボンの会の管理栄養士にきてもらい、
栄養バランスや栄養のとりかた、食事づきりの工夫をまな
ぶ。簡単な調理法を実演。体験する。

3月・1回

目的・内容 実施時期・回数

今井医療講座

【目的】地域の開業医の先生により、生活に関わる感染症
や認知症、医薬の話により、自分の健康生活、介護予防に
もに感心を持つ第一歩とする。
【内容】2/19 地域の開業医川村先生を招き、今後の診療報
酬改定、ジェネリック薬品、感染症や、身近な病気、薬の
豆知識をざっくばらんに話をして頂いた。特に認知症に関
わる話では、新しい薬の説明には、特に高齢者の参加者に
は、身近な内容として、質問もあがっていた。参加者に
とって、分かりやすい内容であり、生活に役立つかと思わ
れる。

2月・1回

目的・内容 実施時期・回数

ボランティア懇
親会

【目的】ケアプラザで活動しているボランティアに感謝の
気持ちを伝えるとともに、参加者同士の交流を図る。
【内容】前半は、会に参加しているボランティアの自己紹
介とサークルの紹介を行う。後半は、音楽サークル（３
チーム）による音楽演奏会を行う。又、お茶会では、料理
サークル（1チーム）が作ってくれたアンパンを他のサーク
ルへふるまう。

3月・1回
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