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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  

  川島地域ケアプラザ   

２ 事業報告  

地域の現状と課題ついて  

・川島東部地区は、帷子川流域の平地と国道 16 号を挟んで広がる丘陵部からなる高

低差のある地区です。毎年、地域や世代を超えた交流と親睦を図る地区連合の運動会

が開催されています。地域福祉保健計画では、地域の絆とつながりを目指し、ふれあ

いウォーキングを実施しています。子どもから大人までの参加により、世代間の交流

を図り、活動の輪を広げていきたいと考えています。  
・川島原地区は区北西部に位置し、旭区と隣接しています。駅から離れているため、

住民の多くが車やバスを利用して生活しています。人口減少が進み、高齢化率は 33％
と著しく上昇しています。一人暮らし高齢者の見守りや孤立予防のために、地域役員

の方がたとの連携を深め地域住民への支援を行っています。今年度から川島原地域の

コミュニティハウスで、誰もが気軽に立ち寄れる場として「あったかサロンぬくぬく」

を開始しました。関係機関とのつながりを大切にし、安心して暮らせる町を目指して

いくための話しあいを進めていく方針です。  
・西谷地区は駅周辺の比較的平坦な土地に商店街や施設があり、地域のふれあいの場

として認知され、駅から離れた坂の多い地域の方々には、サロン等へ参加する機会が

少なくお互いの交流の場も少なくなっています。東急東横線の開業により、大幅な利

便性の向上が期待されています。15 歳以上 65 歳未満の割合は 67％と区平均より高く

なっていますが、高齢化率は徐々に上昇しています。今年度は西谷商店街のフェステ

ィバルに参加し、ケアプラザの周知と地域の方への健康についての普及啓発を行うこ

とができました。西谷地区での事業展開等、ケアプラザとして今後もできることから

具体的に活動していきたいと考えています。  
・今年度は、今までケアプラザを利用されにくい地域の方々への支援として、西谷フ

ェスティバルへの参加と川島原地域でのサロンを新規に展開することができました。  
川島地域ケアプラザの活動周知については、今後も継続した活動を行っていきたいと

思っています。地域課題に向けた地域ケア会議、多職種連携会議、川島 SOS ネットワ

ーク等、地域のネットワーク強化を図り、生活体制整備事業の推進に向けて前向きに

取り組んでいきたいと思います。  
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施設の適正な管理について  

 

 

 

ア  施設の維持管理について  

施設管理の保守メンテナンスの業務委託を行い適切に管理しました。駐車場の水栓

部分の破損がありました。地面からの立ち上げ部分を改修し、水栓部分を地中に収納

し、より安全に補修を行いました。施設内の壁の間仕切り部分の破損が複数個所見ら

れましたが、早急に修繕の対応を行いました。また、エレベーターのバッテリーの消

耗に対して迅速に対応し、緊急時にも安全なエレベーターの利用ができるように対処

しています。  
 施設点検を毎月最終金曜日に設定し、専門業者に委託し、定期的な施設点検を適正

に行っています。また職員による毎日の施設点検をチェック表に基づき行いました。 
毎月 1 回、職員による施設内外の清掃を行っています。手すりのさび取りや、高圧洗

浄によるベランダの苔の洗浄や施設周囲の草取りを行い、施設管理に対する職員の意

識を高めました。  
貸室の日常清掃については、使用後に利用団体が清掃し、職員がその後の点検を行

っています。館内は専門業者と職員が協力し毎日全館清掃を行っています。  
 

イ  効率的な運営への取組について  

運営会議を毎月開催し、サービスの向上や今後の事業に向けての検討や情報共有を

図り、事業実施についての決定を行っています。事業内容によってケアプラザの包括

支援センターと地域活動交流が協力して実施しているため、4 職種での定期的会議を

毎月行う等、ケアプラザ内での部門間の協力と連携を適宜行いながら活動に取り組ん

できました。  
 毎月のリーダー会議ではケアプラザ全体の活動方針の見直し調整と人事体制等の

検討を行い、事業所内が円滑に運営できる体制を常に話し合ってきました。業務の進

捗状況の確認と個別援助の見直し評価を行いました。必要時には全職員での援助の振

り返りや支援についての事例検討会、研修等、職員のスキルアップが図れるような研

修の機会を設け、指導を行ってきました。  
 それぞれの部門での会議を月一回設け、その中で日常業務での問題や情報交換を行

い、業務の改善につなげています。  
 全職員で毎朝ミーティングを実施し、毎日のケアプラザ業務が支障なく、また効率

よく運営できるよう、全職員で確認し調整しながら業務を行いました。  
 

ウ  苦情受付体制について  

各職員が丁寧にご利用者の意見を聞くように努め、小さな苦情でも所長に報告する

ように職員に周知しています。苦情をいただいた場合はすぐに原因を特定し、改善方

法を検討し、対応を行ってきました。そのご意見と対応内容は、館内の掲示板にある

「お客様の声コーナー」に掲示し、来館者にもわかりやすく周知しました。  
館内には相談窓口・苦情対応窓口・苦情受付責任者・公的機関苦情申し立て・第三

者委員のお知らせを掲示すると同時に、各部屋にはご意見箱を設置し、広く多くの

方々からご意見が常に頂けるようにしました。  
施設利用に関するご意見等は、快適な環境でご利用いただけるように要望を取り入

れ、子どもの自由な意見に対しては、分かりやすく規則を説明するように工夫しまし

た。  
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カ  個人情報保護の体制及び取組について  

個人情報保護研修を職員全員対象に実施しました。新任職員に対しては、個別に個

人情報保護についての説明研修を実施し、認識を徹底し業務に携わるように指導しま

した。  
 個人情報を取り扱う際には職員間でダブルチェックを行うことを必須とし、業務の

中でシステムとして定着させています。個人情報の含まれる紙面は基本的には郵送と

していますが、ファックスを使用する際はマスキングとダブルチェックを徹底してい

ます。  
 定期的な介護保険に係わる個人情報の含まれた書類の郵送については、異なる職員

の確認が３回入るよう、確認業務の流れができており、適正管理に努めています  
個人情報のファイルや資料については施錠できる棚に管理し保管しています。  

個人情報の含まれる文書について、担当者が確認後に印刷できるように、複合機のセ

キュリティを設定し利用しています。  
 

 

エ  緊急時（防犯・防災・その他）の体制及び対応について  

防犯マニュアルなどを、もしもの時にはすぐに確認し実行できるように、事務所の

わかりやすい場所に設置しています。  
 職員各自が緊急時に適切な行動がとれるように、年２回の消防・避難訓練と消火訓

練・搬送訓練・避難器具（スローダン）の実習研修等を実施しました。消防署の指導

の下、訓練を実施し、ケアプラザ職員だけでなく、地域住民の方、小学生、障害者施

設の方等、約 90 名が参加しました。今年は参加者全員に横浜防災指導車による震度 5
強を体験していただき、防災意識の向上を図りました。事業所としては特別避難場所

として、災害時の行動がより円滑にできるように、BCP 研修を全職員にて実施し、実

際の連絡方法や確認、行動、手順等を検討しました。また、帰宅訓練を行い、災害時

参集のルート等の確認を行いました。  
 地域の防災訓練に参加し、特別避難場所として地域と連携した支援ができるように

情報交換を行いました。特別避難場所開設マニュアルを作成し、区本部との連絡方法

や記録等、災害時の実践に向けた職員研修を行いました。  
 

オ  事故防止への取組について  

日々の業務の中で、ヒヤリハット・事故が発生した場合は、速やかに上長へ報告し  
軽微なものも含め、全ての事故に対して報告書を作成しています。事故発生後は職員

間で検討を行い、報告書には検討した具体的な原因と今後の対応策を必ず記載するよ

うにしています。  
 今年はバイクで地域を訪問時に普通自動車と接触する交通事故が 2 件ありました。

停車時に接触した事故と、路地から出る際に接触した事故でした。幸いにも大きな事

故ではありませんでしたが、職員には常に安全運転を行うことを指導しました。  
 感染症対策として職員全員に感染症とその取扱いに対する研修と実習を実施し、来

館者の体調不良に対して的確な対応ができるようにしました。処置対応が迅速にでき

るように、感染症対応セットをわかりやすい場所に設置し、感染予防を考慮した適切

な対応ができるようにしました。感染症を疑う体調不良等の方への対応は、ありませ

んでした。  
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キ  情報公開への取組について  

情報開示請求があった場合には、川島地域ケアプラザ情報公開規定に則り、積極的

に情報を公開し対応していきます。  
ケアプラザの情報は、毎月の広報紙や区の広報などを活用し地域住民へ情報提供し

ています。必要な内容については、地域掲示版の利用や、小学校、中学校にもチラシ

の配布協力を依頼し、事業開催の情報提供を行っています。  
 法人のホームページでは関係施設の収支決算等の公表を行っています。ホームペー

ジには新規情報をタイムリーに公表できるように、定期的な情報更新を行っていま

す。ケアプラザの活動状況がわかりやすく、見ていただいてわかるような情報提供を

目指し、担当職員で検討調整しています。  
館内での情報提供の仕方や掲示コーナーの改善と、地域の回覧や掲示板の活用と、

地域会合等での周知を行い、幅広く市民の方に情報を提供しています。  
 

ク  環境等への配慮及び取組について  

ごみの分別を徹底し、裏紙使用できるものは資料やメモ等で有効利用しています。 
オール電化のため、使用していない部屋の照明、空調はこまめに切り節電を心がけま

した。各部屋には節電協力のステッカーを貼り、施設利用者の方にも協力を促し、適

切な空調温度の設定維持に努めました。毎月省エネのチェックリストにて点検を行

い、施設内の節電管理が実施できているかを確認しました。  
 毎朝職員が、施設の玄関周りや駐車場等、施設環境を確認し、適宜清掃や除草を行

い、快適な環境維持に努めました。  
 夏の季節には窓際には瓜やキュウリ等の食物で緑のカーテンを作り、節電と環境保

全に努めました。  
  職員がご利用者様のご自宅を訪問する際には、車の使用を極力避け、電動自転車、

スクーターを使用し、二酸化炭素の排出量の抑制を心がけました。  
 敷地内の緑化については、専門業者に植栽等の手入れを依頼し、木々の配置や分量

について調整していただき、環境保全に努めています。  
 毎月 1 回、職員で施設内外の清掃を行いました。全職員が継続して施設の環境整備

に努めました。  
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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  

≪職員体制≫  
 社会福祉士       １名  
 主任ケアマネジャー   １名  
 保健師         １名  
 介護支援専門員（兼務） １名  
 
 計画的に人員補充を行っており、適切な運営ができています。  
 

目標に対する取組状況  

・可能な限り自立した生活が継続できるよう、ご本人の意思を尊重し、その人らしい

生活の維持向上が図れるように支援しました。  
・ご本人の状態に合わせて介護予防プランを作成し支援しました。  
 

実費負担（徴収した場合は項目ごとに記載）  

実費負担はなし  
 

その他（特徴的な取組、ＰＲ等）  

・関係機関と連携をとりながら、適切なプラン作成を行っています。  
・必要に応じて、インフォーマルサービス、地域資源の紹介を行い、ケアプランに取

り入れた支援を行っています。  
・職員間で支援を共有し、緊急対応等が常に確実にできる体制をとっています。  
 

4 月  5 月  6 月  7 月  8 月  9 月  

129 126 129 134 137 139 

10 月  11 月  12 月  1 月  2 月  3 月  

134 135 135 133 133 136 
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◆居宅介護支援事業 

 

 

 

 

職員体制  

介護支援専門員  常勤専任   ２名 （主任介護支援専門員  １名）  
         常勤兼務   １名 （主任介護支援専門員  １名）  
         非常勤兼務  １名  
 

目標に対する取組状況  

・理解していただける説明を常に意識し、ご本人、ご家族にわかりやすく説明を行っ

てきました。充分に介護保険をご理解していただいた上で具体的な支援を行ってき

ました。  
・福祉サービスや医療サービスが総合的に提供され、ご本人の自立した生活を支援で

きるよう、公正中立な立場に立ち、居宅サービス計画を作成するとともに、サービ

ス事業者、関係機関等の連絡調整を適正に行ってきました。  
・居宅会議事業所独自のお客様アンケートを実施し、評価検討を行い、サービスの向

上に努めました。  
・地域サービス事業所情報を収集し、その都度情報をまとめ更新しました。  
 

実費負担（徴収した場合は項目ごとに記載）  

実費負担なし  

その他（特徴的な取組、ＰＲ等）  

・特定事業所加算Ⅱを算定取得しています。支援困難事例への対応や専門性の高いマ

ネジメントが提供できるように、事業所全体での研修の充実を図りました。  
・事例検討会や勉強会、伝達講習会等、毎月学習の場を設け、より良いサービスの提

供を目指しました。  
・ご利用者様に向けて、広報紙「エスポワール」を作成し、アンケートの集計結果や

介護保険サービスについての情報を配布しました。  
・施設内には川島地域ケアプラザ居宅介護支援事業の職員紹介と介護保険制度につい

てわかりやすくパネルにして紹介し、地域住民へ情報提供を行いました。  
・災害時のご利用者の安全確認の手段等について検討し、災害時利用者情報を作成し

ました。今後、災害時対応について継続的な取り組みを行っていきます。  
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利用者実績（単位：人）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 月  5 月  6 月  7 月  8 月  9 月  

93 88 92 96 93 93 

10 月  11 月  12 月  1 月  2 月  3 月  

97 92 96 97 95 93 
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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  

１．4 職種連携事業が定着化し、出張講座等、地域に出向く事業については、より意

識的に 4 職種連携に取り組んだ。地域交流、包括支援センターが地域に出向いた際

に地域住民への暮らしぶりアンケートを実施した。集計し、4 職種会議等で分析を

行っていく。 

２．昨年の地域課題から新規事業として高齢化率の高い川島原地区にて地域での集ま

りの場として「あったかサロンぬくぬく」を４職種連携し実施している。地域役員

の支援をいただきながら介護予防、閉じこもり予防を目的とし、子どもから高齢者、

認知症の方どなたでも憩いの場となるよう継続的に開催していく。 

３．4 職種会議を毎月 1 回ペースで実施。地域の課題やニーズを互いに情報共有する

場であるとともに、その課題やニーズに対し、どう支援していくか、事業を展開し

ていくか話しあいを持つことができた。4 職種連携事業として継続的に実施してい

る「川島さんぽ」「男みがき塾」「メッセンジャー事業」等に取り組むことができた。 

４．地域アンケートは内容を再検討し文化祭やフェスティバル等、多くの住民が参加

できる場で意見収集を実施できた。継続して地域の分析を行い地域ニーズに沿った

支援ができるように企画検討していく。  
 

３ 職員体制・育成  

１．今年度包括事業は新しい職員体制で活動を開始した。包括全体での情報共有と協

力体制がとれるように、毎朝のミニカンファレンスを継続実施し連携強化を意識的

に行った。 

新任職員に関しては、必要となる知識や情報の取得のために積極的に外部研修にも

参加できるようにした。 

非常勤職員も、法人内の新任就労研修に参加し、法人の理念や事業所の特色を学ん

でもらった。 

２．定期的な所内研修に関しては、年度計画を適宜調整しながら、スローガン研修や

必要研修を全職員に向けて実施した。 

３．今年は災害時の具体的な対応が的確にできるようにと、職員研修に力を入れた。

ＢＣＰ研修と災害時の本部立ち上げのツール作成等について継続的に取り組むこと

が出来た。 

４．法人内での研修は計画的に取り組み、目的と習熟度別に参加者を募り、職員対応

している。  
 

１ 総合相談（高齢者・こども・障害分野への対応）  

１．今年度も地域に出向き地域ケアプラザの事業や活動についての広報・周知を積極

的に行った。地域会合等にも継続して参加し、地域住民が気軽に相談できる体制を

とった。 

地域からの要望に対しては全て対応し、出前講座等の情報提供を行った。 

２．新規事業として暮らしの相談室を定期的に開催し、住民への具体的な権利擁護へ

の支援と身近な地域の生活相談の場を提供できた。 

３．子ども支援については、事業終了後の反省会にて講師と個々の支援の振り返りと

意見交換を行っている。個別支援を通して職員のスキルアップにもつながってい

る。多問題ケース等事例検討を行い対応を振り返りながら今後のより良い支援を検

討した。 

４．事業の中で参加者が相談しやすいよう職員からの声掛けを意識しており、気軽に

相談できる環境を作り、相談が増えてきている。 
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４ 地域福祉のネットワーク構築  

１．今年初めて西谷地区の商店街フェスティバルのブースをお借りし、ケアプラザと

して出張展開した。川島地域ケアプラザの周知と健康測定を住民対象に実施した。

若い世代の親子がたくさん参加いただき、健康普及啓発と新たな地域連携ができた。 

２．小学校・中学校とは福祉学習の提供やケアプラザ事業の出演協力等の連携をとっ

ている。子育て支援に関する地域での課題や問題の共有として、地域の会合での意

見交換や支援体制の構築等、それぞれ必要時には情報交換できる関係ができている。 

３．民政委員児童委員等の定期的な会議に参加し、個別支援の相談や地域課題の共有

を行った。また地域ケア会議への参加をいただき、地域の見守り体制を構築し支援

をいただいた。 

４．地域住民の問題に関して、地域役員の方から相談の連絡をいただくことも多くな

っている。地域見守りホットラインの理解をいただき、独居、認知症高齢者等の異

変に気づいた時にも、まずは連絡をいただくことができている。地域見守り体制が

少しずつ整理されてきたと感じる。  
 

５ 区行政との協働  

１．ほっとなまちづくり懇談会は包括職員と地域コーディネーター職員が担当し、継

続的に関わっている。エリア全体の地域福祉保健計画の進捗状況や検討内容等につ

いては職員間で情報共有した。 

川島原・川島東部・西谷地区それぞれの課題目的を明確にし、今後の具体策につな

がるよう講師の助言をいただき活動を進めることができた。打ち合わせ検討会には

必ず出席し、地域の現状と課題を講師にしっかりと伝え手法を含め行政と共に検討

した。地域課題はそれぞれではあるが、少しずつ住み良い町づくりに向けて前進で

きていると評価したい。 

２．高齢者地域見守り支援や孤立予防、虐待予防については、行政と情報を共有し、

必要な会議、検討会の開催を行った。 

子育て支援については行政と地域関係者と協力し定期的会議を開催し検討を行って

いる。虐待防止と育児支援を目的とし、地域ボランティアの方々と経過確認と今後

の方針を確認しながら個別支援を行っている。 

３．川島文化祭では２週間に亘り地域アンケートを実施し多くの意見をいただけた。

地域行事の西谷フェスティバルにも参加しアンケートを実施し、若い世代の方々に

協力いただき、地域課題の把握につながった。次年度につなげていきたい。  
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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  

1. 地域支援者からの要望に対応し 4 職種連携で地域の老人会などに出向き、手遊びや

情報提供などの後方支援を行った。地域支援者情報誌「つながるほっとページ」は

常に更新できるよう FAX で対応している。 

3 月に実施予定である「地域支援者連絡会」で情報誌での周知を地域支援者にも依

頼し、幅広く活用されるよう体制を整えていく。 

2.貸室利用団体の活動の場として 

文化祭やほっとホット茶屋では発表の場を提供し、地域住民へ活動の周知を行った。

今年度は新たに健康フェスティバルや夏休み教室、ものづくり教室など貸室利用団

体の協力を得て実施し、活動の周知を行った。これにより、貸室利用団体の増員、

活性化に繋げることができた。地域に幅広く周知をするために、館内にある貸室利

用団体の紹介掲示の他、地域に配布できるちらし作成を予定している。貸室利用団

体に目的を理解してもらうための資料を用いて、協力を求めている。ちらしの作成

方法などアドバイスをもらいながら、今年度中の作成を目指している。 

3.広報誌は月１回の発行を継続して行っている。貸室利用団体への配布も継続して実

施し、子育てサロンや子ども会などの団体には、対象事業のちらしを配布し、幅広

い年齢層の利用に繋げることができた。若年層に周知を行ったことで、ホームペー

ジの閲覧数が増加した。ホームページには、自主事業に気軽に参加できるよう、写

真とコメントを掲載した。迅速な掲載を目指したが、遅延してしまう時期もあり、

今後掲載方法を検討していく。 

 

２ 福祉保健活動団体等が活動する場の提供  

1.11 月に貸室登録相談会を 1 日実施したが、当日参加者はなかった。しかしちらしを

配布することで、地域住民に貸室利用案内の情報を提供することができた。今後は

登録につながるよう周知方法を検討していく。 

団体活動に至るまでの相談に対応し、手芸活動団体としての登録と継続的自主活動

へと繋げることができた。 

2.広報誌での貸室案内は利用条件などを掲載し、継続して行った。今後、部屋の紹介

や夜間に利用できることがわかるよう掲載内容を検討し、利用促進を行っていく。

ホームページでの貸室の案内ページは、更新方法も含め正確に情報提供できるよう、

内容を検討していく。 

 

３ 自主企画事業  

1.「川島ハーモニードレミ」や「障がい者スポーツるーぷ」は、自主事業開始前にボ

ランティアと職員との事前ミーティングの時間を設けた。職員立ち合いの下、ボラ

ンティア同士で対応方法などを話合うことで、ボランティアが職員に頼ることなく、

自主的に活動する事業へと発展させることができた。また、参加者もボランティア

の活動のサポートにあたり、個々に役割を意識して参加する自主事業となっている。 

2.継続実施しているお茶飲み場「ほっとホット茶屋」の実施により、地域住民の交流

が広がっているという効果を受けて、地域ケアプラザに足を運びにくい地域でも地

域住民の交流と介護予防を目的にお茶飲みサロン「ぬくぬく」を川島原エリアで月

1 回実施した。民生委員の理解、協力を得ることができ、気軽に参加できるお茶飲

みサロンとなっている。 

3.自主事業実施時には事業内容についての意見を伺えるようアンケートを実施した。

個々の意見収集に意識的に取り組くみ、常にニーズの把握に努めた。要望があった

事業については、必ず検討を行った。地域の福祉保健活動団体に働きかけ「ものづ

くり教室」などの実施に至り、地域住民のニーズに応えることができた。  
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４ ボランティアの育成及びコーディネート  

1.よこはまシニアボランティアポイント登録会を初めて実施し、地域住民や既存ボラ

ンティアの参加があった。登録会後の活動は積極的に行われ、ボランティア活動の

活性化に繋げることができた。また、新たにケアプラザボランティアとして登録も

あり、ボランティア活動のきっかけとしても効果があった。「川島健康つくり隊」は

昨年までの指導者としての講座内容を、今年度はレクレーションや手遊びを中心と

した講座とし、気軽に参加してもらい、ボランティア活動に繋げられるよう内容を

変更し 1 月から実施予定である。 

2.ケアプラザボランティアと地域支援者の交流の場として「地域支援者連絡会」を実

施予定である。類似した活動者のグループをつくり、密に話ができるような時間を

設け、ケアプラザボランティアの地域支援活動促進を行う。 
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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  

1. 今年度も「メッセンジャー川島」として地域への出前講座を多数実施した。今年度

は西谷地区の周知を重点に置き、西谷フェスティバルにてケアプラザとして協力参

加した。ケアプラザ周知とともに健康測定、地域アンケートを実施し、地域連携と

情報収集ができた。 

2．包括支援センター3 職種でそれぞれの専門性を高めるために研修参加や分科会での

情報交換や勉強会によりスキルアップにつなげることが出来きた。また、医療や介

護、士業の方々とのケースを通じた連携や連絡会・事業等を通じ、何かあれば相談

しあえる関係性を築き適切な相談支援につなげている。 

3．毎朝、３職種の職員の動きやケースの報告・相談を行い、方向性を話し合った。包

括職員が誰でも対応できるよう情報共有を図り住民に対し円滑な対応ができた。 

4．継続的な支援が必要なケースや困難ケースに関して所内の運営会議や事例検討会で

ケース報告や支援の方向性を協議し、情報共有することができた。 

5．「川島お便りコール」夏（7，8 月）はと冬（12 月、1 月）にも実施予定としている。

脱水予防と健康指導、生活状況把握のための継続的な声掛けにより相談しやすい関

係性を築くことができた。  
 
 

地域包括支援ネットワークの構築  

1．「川島見守りほっとライン」を多方面へ周知し、気になる方がいる場合にまずケア

プラザへ連絡していただくよう伝えることができた。継続的な連携協力のお願いと、

さらに広範囲の地域住民や商店・企業への周知活動を今後も行っていく。 

2．「川島ＳＯＳネットワーク」は今年度、地域のタクシー会社、農協、介護事業所な

ど協力依頼を実施した。徘徊者見守りの協力体制をさらに強化することができた。 

3．「川島ほっとライン」はいつでも地域を同行訪問させていただく事の周知を各エリ

アの民生委員児童委員の会合にて行った。件数としては少ないが、気になる方のお

宅へ同行し、独居高齢者の把握につながった。高齢者自身も何かあれば民生委員や

ケアプラザへ連絡するという手段が明確になり、安心感につながった。ほっとライ

ン事業以外でも民生委員の方々がいつでも気軽にケアプラザに相談できる体制を築

くことができた。 

4．地域ケア会議を継続的に開催し、地域関係者と共に課題解決に向けて検討を重ねた。

多職種連携会議を開催し、医療・介護・福祉の地域ネットワーク構築のための支援

をしている。  
 
 

実態把握  

1．エリア内の地区社会福祉協議会や民生委員児童委員の会合に毎月参加し、情報交換

を活発におこなうことができた。地域の課題や情報を話し合える関係性がさらに強

くなっている。 

2．地域情報については随時更新している。相談件数は川島町が圧倒的に多いが、約半

数が川島原地区であり、高齢者が多い実態がうかがえる。今後、実態を踏まえた事

業展開を検討していく。 

3.地域情報マップについても随時更新している。 

4．川島文化祭や西谷フェスティバル、その他「メッセンジャー川島」で地域へ出向い

た際にアンケートを実施した。集計し、今後分析し次年度へ活かしていく。 

5．民生委員との同行訪問により、地域の現状や、個別のケースの状況等を密に情報交
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換することができ地域支援につながっている。 

 

 ２ 権利擁護  

権利擁護  

1．「川島くらしの相談室」を 2 か月ごとに開催した。相談件数として多くはないが、

相談員の丁寧な対応により、相談者には大変満足していただいている。今後も生活

相談と権利擁護関連の相談が増大すると思われるため、相談会を継続、発展させて

いく。 

2．「包括だより」ではマイナンバー制度を特集し、制度の概要や詐欺に関しての情報

提供、注意喚起を行うことができた。 

3．3 月に消費生活支援センターによる振り込め詐欺や消費生活問題などに対する注意

喚起や普及啓発の講演会を実施予定。 

4．「川島くらしの相談室」でも後見制度や遺言作成など士業や行政との連携を図り支

援することができた。  
 
 

高齢者虐待  

1．虐待に関する相談件数が増えてきている。区と情報交換を行い、見守り体制を強化

することができた。 

ケアプラザでは介護保険サービス等のつながりのないケースには定期的な声掛け、

訪問を実施し、生活状況の把握に努め住民への支援を継続実施している。 

２．9 月に行政書士の方を招き、ケアマネジャー向けの講演会を実施した。法的な虐

待の定義や解釈について事例を交えて分かりやすく伝え、参加者からも好評であっ

た。 

 
 

認知症  

１．今年度は新たに小学校 6 年生を対象に認知症サポーター養成講座を実施した。地

域の体操教室・運送会社・タクシー会社などの企業にもサポーター養成講座を実施

した。 

２．1 月には民生委員・あんしん訪問員を対象に地域で講座を実施する。 

2 月には毎年行っている中学 3 年生を対象に認知症サポーター養成講座を実施し、3

月には川島地域ケアプラザでも講座を開催する予定である。 

今年度は今まで開催していなかった場所で講座を実施できた。運送会社やタクシー

会社などには同時にＳＯＳネットワークの協力機関として依頼し、川島見守りほっ

とラインの周知も行うことができた。今後も認知症サポーター養成講座など認知症

の普及啓発を進めていく。 

３．「やきいもの会」は昨年度から継続参加されている方と、新規の方も数名いる。毎

回 5 名前後の参加であるが、認知症の理解を深めたり、様々な情報を提供し、ゆっ

たりとした雰囲気の中で介護者の憩いの場となっている。 
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 ３ 介護予防マネジメント  

二次予防対象者把握  

1.出前講座やメッセンジャー川島として地域展開するときには、基本チェックリスト

をできる限り実施した。その中で、二次予防対象者の把握を行った。 

２．今年度はケアプラザの介護予防事業に参加したいがケアプラザまで遠くて足を運

べないという地域住民の課題に対して、北原地域と川島原地域に出向いて介護予防

事業を実施した。今後も地域課題、ニーズに即した事業展開を検討していく。 

3．前年度の二次予防対象者に対し今年もチェックリストを実施した。 

介護予防事業や地域の事業に参加することにより改善が見られた方や継続して対象

となっている方、新たに対象となった方などいるため今後も実態把握と事業案内を

継続していく。 

 
介護予防ケアマネジメント力  

1．毎月地域包括支援センターで会議を開き、予防給付に関する情報共有を行った。ま

た、総合事業に移行するにあたり、居宅介護支援事業や地域交流とも改正内容の読

み合わせを行い、制度の変化に適正に対応できるようにした。 

２．委託事業者に対しても「川島さくらんぼ」で読み合わせや意見交換を行い、12 月

に自立支援のための介護予防ケアマネジメント「どんな介護予防を目指すのか」の

勉強会を行い、地域とのつながりやインフォーマルサービスのプランへの結びつけ

かたなど、アセスメント力向上の為の支援をした。 

３．毎月業務の中で計画を立て、居宅介護支援事業所への訪問を実施できた。ケース

相談があった事業所から訪問し、ケアプランやアセスメントの指導助言を行った。

事例内容から地域協力が必要なケースについては地域ケア会議開催につなげた。  
 

 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  

１．地域の関係機関の会合に毎月参加し実態調査や情報収集を行い、課題解決に向け

て支援している。地域での新しく立ち上げたサロンや集いの場など、地域のインフ

ォーマルサービスの活性化のため後方支援を行った。地域マップを年 1 回更新し、

ケアマネジャーのプラン作成支援のため、「川島さくらんぼ」で情報提供している。 

2．地域の宅配業者やタクシー会社へ認知症サポーター養成講座を行い、「地域見守り

ほっとライン」や「川島 SOS ネットワーク」への協力要請を行い、協力を頂いてい

る。民生委員児童委員と常に相談・連絡・報告を行い「川島ホットライン」など協

力体制を強化できた。川島原地域の民生委員とあんしん訪問員、地域住民に向けて

1 月にサポーター養成講座を行う予定。 

3.地域の要請に応じ「メッセンジャー川島」を H27 年 12 月までに 19 回行った。8 月

に西谷商店街で開催されたフェスティバル in 西谷 2015 ではミニ健康測定、ケアプ

ラザの周知と地域アンケートを行い、アンケートは 150 名の協力を得た。 

敬老会や地域サロンなどで健康寿命や脳トレの講座を行い、地域の健康や認知症予

防の普及啓発を行った。地域包括支援センターの役割りを広く周知できた。 

4．7 月に個別地域ケア会議を行い、多職種との情報共有や今後の支援の方向性を検討

した。また多問題ケースの個別地域ケア会議を 1 月に開催予定である。包括レベル

地域ケア会議を 10 月に開催し、地域課題から具体的に地域活動に繋ぐことなどを話

し合うことができた。地域の力を高められるよう支援した。           

5．民生委員児童委員とケアマネジャーとの連絡会は 7 月に保土ケ谷警察より「高齢者

の徘徊について」講義を頂いた。認知症高齢者に対して地域でどんなことが出来る

のか事例検討を行い、地域力向上への認識と、顔の見える関係づくりにつなげた。 

2 月に「事例による成年後見制度の関わり」の講演会を行う予定である。 
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６．「川島包括ニュース」では 10 月に睡眠と健康についての情報を届けた。12 月は「マ

イナンバー制度について」を発行した。タイムリーで必要な情報を提供した。  

 

医療・介護の連携推進支援  

1．地域の医療機関や居宅介護事業所、介護サービス事業所を毎月戸別訪問し、より連

携が図れる関係づくりと連携強化を行った。 

2．医療相談室や、総合病院、地域の医療機関と介護事業所とのネットワークの構築支

援を行った。個別支援を通し、関係機関とその都度調整している。 

3. 12 月に多職種連携会議を開催した。保土ケ谷在宅医療相談室と連携し「事例を通

して在宅医療・介護の多職種連携を考えよう」をテーマとし意見交換を行い、介護

事業所のレベルアップを支援した。 

4．地域交流の健康講座では医療や健康に関する情報を医師より、地域住民や介護事業

者に向けて毎月継続して行っている。医療からの必要な情報提供により知識向上を

支援できている。  
 

ケアマネジャー支援  

1．居宅介護支援事業所に「川島虹色通信」や「リーベ川島」を持参し毎月訪問してい

る。その時に気になる利用者の情報や、多問題ケースの相談などを受けるなど、関

係づくりと支援を行った。 

2．「川島さくらんぼ」では、年 10 回ケアマネジャー間の顔合わせと、気軽に相談がで

きる関係づくりのためのサロンに集い、ケアマネジャーのスキルアップを図ってい

る。 

3．「川島さくらんぼ」勉強会実施、 

4 月：事例検討「糖尿病の方が認知症に」食事管理、服薬管理に問題あり。 

5 月：事例検討「服薬管理の問題点」「家族からのセクハラ行為」 

6 月：「8 月からの負担金の変更と、医療依存度の高い方への対応」 

7 月：「EV の無い団地の階段昇降」「在宅医ネット連絡会・在宅緩和ケア」 

9 月：「通所リハビリの 2 箇所同時利用について」「担当者会議のプラン交付時の確

認事項」」 

10 月：「マイナンバーの介護申請書類付記」「後見人の区長申し立てとは」 

11 月：「総合事業についての考え方」「H28 年 1 月からの総合事業」 

12 月：「介護予防支援→3 つのケアマネジメント」「どんな介護予防を目指すのか、

予防計画の立て方」等、 

4．区内包括合同での勉強会研修会 

年 8 回、保土ヶ谷区内のケアマネジャーの勉強会で質の向上、底上げを図っている。 

4 月：「生活保護受給者の介護保険制度について」 

5 月：主任ケアマネジャー連絡会 

顔合わせと「主任ケアマネジャーに求められる役割」 

6 月：事例検討会「ALS など医療依存度の高いケースへの対応」 

9 月：「高齢者虐待を考える」虐待の見極めのポイント、虐待事例について 

10 月：「ケアマネのためのリスクマネジメント」ケアマネが直面する問題と回避法・

対処法を学ぶ。 

11 月：「障がい者自立支援法を学ぼう」 

12 月：「対人援助職のセルフマネジマント」セルフモニタリングで自己解放 

2 月：区域、多職種連携会議予定 

５．新任ケアマネ研修では、新任ケアマネジャー間の育成を行い、広く知識の収集と

関係づくりを支援し実務に活かすことができたと報告あり。 

9 月：実務研修「横浜市の行政サービス」 

10 月：5 施設の施設見学実習 

11 月：個別研修「さまざまなプランについて」 



  

 - 16 -  

12 月：反町福祉機器センター見学   

  と「在宅リハビリテーション」 

６．「川島虹色通信」介護保険の最新情報をケアマネジャーに向けて年 10 回配信した。

制度の理解と地域支援事業の内容など分り易いと好評だった。 

 
多職種協働による地域包括支援ネットワーク  

1.個別地域ケア会議を 7 月に開催し、支援関係者間の情報共有と役割分担など支援体

制を強化した。 

2.包括レベル地域ケア会議を 10 月に開催し、地域課題から具体的に地域活動に繋げて

いきたいこと等今後への課題を明確にした。 

1 月に個別地域ケア会議、2 月に川島原域の地域ケア会議を予定している。 

3．12 月に多職種連携会議「事例を通して在宅医療・介護の多職種連携を考えよう」

を開催した。地域ケアシステム構築の為、関係機関との連携のため、医師・看護師・

介護事業者、ケアマネジャーなど顔の見える関係づくりが出来た。 

 

介護予防事業  

介護予防事業  

1．地域で活動する自主グループに関しては後方支援事業として今年度 11 回出向き、

支援者へのフォローや運営の状況確認を行った。後方支援で支援者との情報交換や

相談を受けることで、現在も自主グループは継続して活動できている 

また、ケアプラザの自主事業である体操教室は平成 28 年度自主化にむけ、具体的に

役員選出や体制確立に向けて動き出すことができた。 

2．「男みがき塾３」は今年度新規参加者が増え、毎回 10 名程度の参加。本年は昨年度

も好評であった史跡めぐりウォーキングをさらに距離を伸ばし実施し好評いただい

た。健康体操、球技大会や趣味活動、料理など様々な内容を行い、参加者同士の交

流の促進につながった。 

「クック G メン」「クック GG」は調理の共同作業により地域の方々と協働することの

楽しさを知り、食生活からの健康を意識することが出来た。 

「クック GG」は自主運営に向けて支援している。 

3．3 月に実施予定の地域支援者連絡会にて「ほっとページ」を更新予定。 地域の方

が広く利用できるよう周知していく 

4．1 月より全 5 回コースで「健康つくり隊」を開催予定。すでに地域で活動している

方にも参加を促し、活動継続にも役立てて頂く。また、内容を誰にでも楽しめる簡

単な内容にすることにより支援者も自信を持って活動を継続できるように配慮し

た。地域で活動を始めた後にもレクリエーションのレパートリーを増やせるように

各体操教室の講師を見学できるなど、地域力を高める為にフォローアップ事業を展

開していく予定。  
 



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

18,008 23,625 149

6,667 18,390

165 617

認定調査 617

18,008 23,790 149 6,667 19,007

12,350 20,245 16,720

2,968 2,315 371

679 597 158

2,579 686 464

1462 882 2,542

消費税 988

委託料 2,542

協力医・修繕費 138 478

戻入(協力医・修繕費） 336 404

20,038 24,725 158 2,542 17,555

-2030 -935 -9 4125 1452 0 0

※精算書をベースに作成してください。

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：川島地域ケアプラザ

科目

 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

 指定管理料等収入

収入合計（Ａ）

 人件費

支
出

支出合計（Ｂ）



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

地域住民

601名

0

地域住民

1252名

100

地域住民

140名

0

子育て中の親子

443名

0

子育て中の親子

203名

0

 身体に支障のある方と地域住民

114名

0

個別級児童

79名

100

小学生

３３名

500・200

地域住民

89名

0

地域住民

１５名

0

地域住民

185名

0

地域住民

500名

模擬店購入費

地域住民

15名

500

地域住民

50名

0

地域住民

０名

0

貸室利用相談会 0 0

ディズニー音楽コンサート 49,968 0 45,000 4,968

手芸教室(絹でつくる愛うさ
ぎ）

7,608 7,500 7,608

川島文化祭作品展 0

　川島文化祭 258,807 100,260 15,000 243,807

横浜いきいきポイント登録説
明会

0 0

0

消防署が教えてくれる
消火・避難訓練 0 0

子ども夏休み教室 24,182 24,182

室内スポーツ『るーぷ』 3,432 0

劇団ぽっぷ川島 111,370

健康講座 0

3,432

ぺこぽこ教室 133,644 0 133,644

ぴーすらんど 6,000 0 6,000

0

14,4570

川島ハーモニー　ドレミ 121,440 120,200 69,000 52,440

13,100

2,400 111,370

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

支出収入
総経費

14,457ほっとホット茶屋
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地域住民

62名

0

子育て中の親子子育て支援者

8名

250

地域住民

16名

100

障がい児・者

21名

0

障がい児・者

108名

0

地域住民

350名

0

介護支援専門員

86名

0

介護支援専門員

609名

0

介護支援専門員

62名

0

介護支援専門員

168名

500

地域住民関係機関

53名

0

民生委員介護支援専門員

83名

0

医療機関介護事業所

41名

0

65歳以上男性高齢者

68名

400

65歳以上男性高齢者

43名

0

介護者の方

49名

100

9,000クックGG 9,000

39,017

多職種連携会議
「事例を通して在宅医療・介
護の多職種連携を考えよう」

447 447

民生委員とのケアマネ連絡
会

11,053 11,053

地域ケア会議 0

500

新任・就労予定ケアマネ
ジャー研修

0

「ほどがやケアマネット」
ケアマネジャー後方支援

500

750

432 432

～介護者のつどい～
やきいもの会

34,828 3,800 34,828

クックGメン 39,017 20,000

包括合同ケアマネ連絡会 750

もうすぐクリスマス
「マリンシャトル」に乗ろう

0

川島さくらんぼ

390区内ケアプラザ合同事業
保土ケ谷区民まつりの参加

390 0

保土ケ谷区合同事業障がい
児余暇

0 0

0

ものづくり教室 1,018 1,000 1,018

こどもの食のお話＆お料理 10,398 2,000 10,398

映画上映会～シネマ川島～ 27,000 0 27,000
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地域住民関係機関

6名

0

６５歳以上の地域住民

560名

200

６５歳以上の地域住民

289名

0

６５歳以上の地域住民

601名

0

６５歳以上の地域住民

624名

0

６５歳以上の地域住民

523名

0

地域住民

165名

100

地域住民

42名

0

地域住民

38名

0

地域住民

291名

0

地域住民

475名

0

地域住民

210名

0

地域住民

92名

0

地域住民

37名

0

地域住民

1,336名

0

民生委員

4名

0

出前講座「川島メッセン
ジャー」

0

川島ほっとライン 0

医療☆健康☆耳より講座 0

川島さんぽ 1,452 1,452

15,400 9,532

認知症サポーター養成講座 0

地域後方支援事業 0 0

70,435

20,046 3,048

健康つくり隊 44,548 44,548

14,816

北原元気塾 23,094

あったかサロンぬくぬく 85,251 13,700

ワンツウ体操教室 211,604 211,604

ハッスル体操教室 222,741 222,741

ビギナーヨガ 61,249 61,249

138,600 127,498

川島くらしの相談室 24,000 24,000

リフレッシュ体操 127,498

健康フェスティバル 24,932

貯筋運動 0
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60歳以上の男性

87名

200

地域住民

15名

0

地域活動支援者

53名

0

地域住民

24名

0

子育て中の親子

４４３名

0

地域子育て支援連携事業 0 0

ニコニコウォーキング２ 822 822

地域支援者交流会 16,944 16,944

だまされない！
悪徳商法対策講座

0

男みがき塾３ 25,820 17,400 19,983 5,837
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事業名

事業名

事業名

目的・内容等

実施時期・回数

実施時期・回数
4月～平成28年3月
月2回（第2・4火曜
日）　計22回

4月～平成28年3月
月１回（第2木曜）
　計10回

横浜市川島地域ケアプラザ

ほっとホット茶屋

4月～平成28年3月
月2回（第2金曜・4
木曜日）　計23回

【目的】
①地域住民が気軽に楽しく集える場を提供し、参加者同士
が交流を深め、地域とのつながりを広げる。
②ボランティア活動者が地域住民へ活動を発表する機会を
設け、ボランティア活動の活性化を図る。
【内容】
地域の交流の場として、テーブルでお茶を飲みながら、一
人での参加者が孤立しないよう、話し相手のボランティア
を配置した。また、職員を1名以上配置し、自主事業の案内
や参加者からの要望などの収集できる体制をつくった。毎
月１回、誕生月にあたる参加者に全員で歌とカードのプレ
ゼントを行った。音楽活動等のボランティアも受け入れ、
地域住民とボランティアをつなげる場ともなった。午後に
は、参加者の要望を伺いながら、折り紙など趣味活動の支
援を継続的に行った。

目的・内容
【目的】
①地域住民が楽しく時間を過ごせる交流の場を提供する。
②普段唄う機会のない地域住民に気軽に参加できる内容の
音楽会とし、リフレッュしてもらう。大きな声をだすこと
によって心身の健康増進をはかる。
③季節の歌を歌うことにより普段の生活の中でも季節を感
じてもらうきっかけとする。
④心身に支障がある方や、外出の機会が少ない方が、気軽
に参加し、地域とのつながりを持つ場を提供する。
⑤地域住民が参加するだけでなく、活動の中で参加者が仲
間意識を持てる場を提供し、また地域活動への意欲を引き
出す。
【内容】
ピアノの伴奏にあわせて合唱する。毎月季節にあった曲、
愛唱曲の歌詞カードを1人1冊配布し、歌詞がわからない歌
でも歌えるようにした。参加者同士が顔見知りの関係が築
けるように、参加者同士が交流できるよう休憩時間を設け
た。参加者の意欲を高める為に、文化祭で合唱する方を募
集し、発表の場を設けた。

川島ハーモニー
　ドレミ

目的・内容 実施時期・回数

健康講座

【目的】
①地域住民に日常ありがちな病気について理解を深め、日
常生活に役立つ情報を発信し、病気の予防、健康への意識
向上を図る。
②健康についての地域住民のニーズを探り、不安や悩みの
解消をはかる。
【内容】
①毎月テーマを変えて講座を実施した。「頻尿」「糖尿」
「睡眠」「高血圧」「認知症」など毎回アンケートを実施
した。テーマが地域住民からの要望に応えるものとなるよ
う、アンケート回答をもとに内容を検討した。
②参加者ひとりずつに資料を配布し、同じ内容をスクリー
ンに写し、資料に沿って講義を行っていく。
③講義後、質疑応答の時間を設け、参加者からの意見や悩
みに講師が対応した。質疑応答の時間では発言を控えたい
方などの質問受付はアンケートで行い、次回実施日に講師
が対応した。
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事業名

事業名
4月～平成28年3月
月１回（第4水曜）
計12回

目的・内容

目的・内容

ぺこぽこ教室

【目的】
①身近な相談場所として、発達障がいを早期に発見し発達
支援を行う。
②子どもの状況に応じて発達支援を行い、生き生きとした
社会参加を実現させる。
③発達に障がいがある、または障がいの疑いがあるお子さ
んとその親の居場所づくり
④子育て支援場所での問題や悩みを共有し、子育て支援関
係者との連携を図る。
⑤区役所子ども家庭支援課への情報提供を行い、子どもの
発達障がいの早期発見に繋げる。
【内容】
①親子と先生が遊びと音楽を通してふれあいながら、お子
さんの発達の状況に応じて、お子さんの支援、親の相談対
応を行った。また、発達障がいの疑いのある子どもがいる
保育園の参加も人数調整を行いながら受け入れ、一般参加
者と保育園児が一緒に遊べる遊びで進行した。
②反省会では当日の振り返りと講師より個々へのコメント
をいただき、個別支援につなげた。

4月～平成28年3月
月１回（第2水曜）
計11回

実施時期・回数

ぴーすらんど

【目的】
①子育て中の親子が気軽に集い、友達づくりや情報交換が
できる場の提供。
②子育てに不安があったり、育児に悩む親への支援を行
う。
③子育て支援に興味を持つ地域住民のボランティア活動の
場とし、交流を図りながら、地域で子育て支援をする体制
を形成していく。
【内容】
職員、ボランティアで子どもを見守りを行いながら、親子
が一緒にリズム体操に参加できるようサポートをした。親
子が自由に時間を過ごせるフリースペースでは、参加者が
孤立せず、継続的に参加してもらえるよう、参加者同士の
交流を促し、顔のみえる関係づくりに努めた
地域や子育て支援関係機関から収集した情報を、必要とす
る親子に情報提供し、また、専門的な支援を必要としてい
る親子を関係機関に繋げた。ボランティアと親子が交流を
図れるような体制を整え、ボランティアが充実した活動が
できるようにした。

実施時期・回数



平成27年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

室内スポーツ
『るーぷ』

【目的】
①障がい者と地域住民との交流を図り、スポーツを通して
相互理解の促進、障がい者の余暇の充実、社会参加の機会
を増やすことを目的とする。
②普段、スポーツに触れる機会が少ない障がい者や身体に
支障を抱えている方を対象に無理なくスポーツを楽しんで
もらう環境つくり、心と身体のリフレッシュと健康の支援
を行う。
③障がい者と地域住民の相互理解の場となるよう、ボラン
ティアの活動の場として、活動の推進、ボランティアの育
成を行う。
 【内容】
①パランピック正式種目『ボッチャ』を当日の参加者から
要望を伺いながら、参加者にﾘｰﾀﾞｰとしてゲーム進行を担っ
てもらった。
②ボランティアにも参加してもらい、準備体操のインスト
ラクター、障がい者のサポート等を担ってもらった。
③参加者の身体の状況を把握し、サポート体制を整え、無
理なく参加できるようにした。
④参加者に目的を持ってもらう為に、日頃の成果を発揮す
る場として3月に「カワリンピック」総合大会を開催した。
⑤参加者と職員でﾁｰﾑを組み、保土ケ谷区の大会に参加し
た。

4月～平成28年3月
月１回（第4土曜）
計10回

目的・内容 実施時期・回数

劇団ぽっぷ川島

【目的】
①子どもの状況に応じて発達支援を行い、音楽を通して、
生き生きとした社会参加を実現させる。
②発達障がいを持つ子ども達が地域で安心して暮らせるよ
う地域住民の発達障がいに対する理解を促す。
③発達に障がいがある、または障がいの疑いがあるお子さ
んとその親の居場所づくり
【内容】講師が音楽を通して発達障がいを持つ子どもとふ
れあいながら、お子さんの発達の状況に応じて、歌や踊り
の指導を行った。

5月～平成28年3月
月１回（第4土曜）
計10回

目的・内容 実施時期・回数

子ども夏休み教室

【目的】
①夏休みの宿題として提出できるものづくりを行い、子ど
もたちに、ものづくりのおもしろさを知ってもらうことを
目的とする。
②子どもたちの安全で安心して過すことのできる居場所と
してケアプラザの周知を行う。
③地域の方や異学年との「交流活動」により日常において
挨拶を交わせるよう顔見知りの関係を築く。
【内容】
①作品　手作りオルゴール　＊講師　おもしろ科学たんけ
ん工房　電気をテーマに通電の仕組みなどを実験しながら
学んでもらった。オルゴールのキットを用意し、講師がサ
ポートしながら作成した。
②作品　お料理教室　＊講師　ヘルスメイト
サラダパンケーキ､オレンジババロア､ピーナッツクッキー
必ず全員が作業に関われるよう、ヘルスメイトがメニュー
のレシピを作成した。

8月6日～7日１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

消防署が教えて
くれる消火・避
難訓練

【目的】
①ケアプラザを安心して利用してもらうために避難経路を
利用者に知って頂く。
②地域住民と職員が一緒に訓練を行うことで実際の災害時
に備えた訓練にする。
【内容】
参加者に避難経路の説明を行い、参加者と職員が一緒に調
理室からの出火を想定した避難訓練を行った。 初期消火訓
練では消防署の指導により消火器の使い方を体験も交えて
学んだ。3月には横浜防災指導車での地震体験を実施した。

9月25日・3月25日
2回

目的・内容 実施時期・回数

横浜いきいきポ
イント登録説明
会

【目的】
①ボランティア活動を始めるきっかけづくり
②自主事業等の協力者の発掘
【内容】
いきいきポイント制度を利用するために必要な説明会を身
近な場所で行った。また、ケアプラザの活動の周知を行
い、ボランティアとしての協力を促した。

7月7日　１回

目的・内容 実施時期・回数

川島文化祭作品展

【目的】
①芸術に興味を持つ方に足を運んでもらい、ケアプラザを
拠点とした新たなコミュニケーションを形成する機会をつ
くる。
②地域住民の活動を展示することで、地域の魅力として地
域を盛り上げ、一体感をつくる。
③地域住民の作品を紹介すると共に地域資源の発掘を行う
【内容】
地域住民の作品を募集し、10日間展示を行い、開館時間内
に常時拝観できるようにした。出展者には、必ず展示会場
案内係りをボランティアとして担ってもらい地域住民との
交流を図ってもらった。また地域ケアプラザの事業案内も
展示し、活動の周知を行った。地域のニーズを捉える為、
来館者へのアンケートの実施した。

11月2日～12日
１回

目的・内容 実施時期・回数

川島文化祭

【目的】
①ケアプラザの貸室利用団体の活動の場を提供し、活動周
知を地域住民に行う。
②芸術に興味を持つ方に足を運んでもらい、ケアプラザを
拠点とした新たなコミュニケーションを形成する機会をつ
くる。
③地域住民の作品や活動を紹介すると共に地域資源の発掘
を行う。
【内容】
模擬店、地域コンサート等を実施した。エリア内の小学校
中学校の生徒、貸室団体の活動の周知の場としてコンサー
トを行い、地域住民に楽しんで頂いた。子ども向けにも趣
向を凝らし、ワークショップ、バルーンアートやマジック
ショーなどを設けた。

11月15日　１回
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事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

手芸教室(絹でつ
くる愛うさぎ）

【目的】
①ものづくりを通して、地域住民の交流の場を提供する。
②ものづくりを通した交流が継続して行われるよう、自主
グループ結成を促進する。
③趣味を持つことの楽しさを伝え、地域住民の生活に豊か
さを加えることを目的とする。
【内容】
事前に個別にキットを作成し用意した。講師のレシピを参
考に講師が説明しながらものづくりを行った。参加者には
ものづくりの自主活動を呼びかけ、貸室団体の登録を促し
た。

5月20日　1回

目的・内容 実施時期・回数

ディズニー音楽
コンサート

【目的】
①地域の身近な施設で、多世代の方々に生の演奏を気軽に
楽しめる場を提供する。
②川島地域ケアプラザの活動の周知・PRの場とする。
③音楽を楽しんで頂くと共に文化祭に出展された作品を観
て頂く機会とする。地域アンケートへの参加も促し、アン
ケートの参加者を増やす。
【内容】
フルート、ピアノ等の楽器と歌で映像と共にディズニーの
曲を楽しんでもらうコンサート。子どもから大人まで、楽
しんでもらうえるよう選曲を行った。

11月3日　1回

目的・内容 実施時期・回数

貸室利用相談会

【目的】
①貸室利用促進と周知
②地域の支援団体に広く周知を行い活動の場を提供する。
【内容】
貸室について個別相談の時間を設け、その方にあった貸室
利用の説明を行う予定であった。

11月5日　1回

目的・内容 実施時期・回数

映画上映会
～シネマ川島～

【目的】
①地域の身近な施設で映画を気軽に楽しめる場を提供する
②ケアプラザの活動の周知
【内容】
スクリーンとイスを設置し映画館の雰囲気を作った。
「わが母の記」を上映、上映前には、ケアプラザの周知を
行った。

11月10日　1回

目的・内容 実施時期・回数

こどもの食の
お話＆お料理

【目的】
①子育て中の親が子どもの発育にあったよりよい環境づく
りについて考える機会をつくる。育児の不安や悩みの解消
を図る。
②子育て中の親や子育て支援者が発達障がいの知識を持
ち、子どもの社会参加を支える体制づくりを行う。
【内容】
①子どもの発育、発達障がいについての講義を子育て中の
親子を対象した内容で行った。
②質疑応答、個別相談を行い、子育て中の親が抱えている
不安や悩みに対応した。
③ケアプラザの子育て支援事業に気軽に参加してもらうた
めに、ちらしを配布し、案内を行う。
④子育て中の親に集中して聴いてもらうために、ボラン
ティアを募集し、一時保育を行った。

12月3日　1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

ものづくり教室

【目的】
①ものづくりを通して、地域住民の交流の場を提供する。
②地域住民に地域のボランティア活動を知ってもらう。
【内容】
ほどがや元気村のスタッフに指導してもらいながら、わら
細工づくり(亀)を行った。また、ほどがや元気村の活動に
ついての話をしてもらい、地域活動の周知を行った。

12月7日　1回

目的・内容 実施時期・回数

もうすぐクリス
マス「マリン
シャトル」に乗
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親子で安心して外出できる活動場所を地域の資源を利用
して開催することで合同事業の拡充を図る。
【内容】
①横浜中華街で昼食を取り、参加者の交流を行った。
②マリーンシャトルに乗船し横浜港見学を親子で楽しんで
もらった。

12月19日　1回

目的・内容 実施時期・回数

区内ケアプラザ
合同事業
保土ケ谷区民ま
つりの参加

【目的】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
①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。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、自分のエリアのマップにお薦
めの場所などを記入してもらった。マップは、各ケアプラ
ザの職員が自分のエリアのものを作成した。

10月15日　1回

目的・内容 実施時期・回数

保土ケ谷区合同
事業障がい児余
暇

【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】
保土ケ谷区内在学・在住の小学生～高校生の障害児を対象
に長期休暇期間中の余暇支援を実施。回毎に昼食づくりや
室内でのレクレーションを行う。岩崎地域ケアプラザ・川
島地域ケアプラザで実施。室内で模擬店を実施し、夏祭り
の雰囲気を体験してもらう。岩崎地域ケアプラザでの実施
時の午後はダンスの練習を行い、デイサービスの利用者の
前で発表を行った。また川島地域ケアプラザでの実施時の
午後は腹話術とバルーンアートの鑑賞と体験を行った。

8月3日・
平成28年3月30日
2回
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事業名

事業名

事業名

【目的】
①高齢者への支援の充実と、それを支える地域の整備を進
める。
【内容】
①医療や介護の多職種が協働して、個別課題の解決を図る
とともに、ケアマネジャーのアセスメント力を高める。
②ケアマネジャーからの個別課題から、地域の共通した課
題を明確にし、共有した地域課題の解決に向けて、必要な
社会資源の発掘や地域づくりにつなげる。
③個別ケース会議　3回個別会議：各機関との情報共有や地
域の見守り体制強化、介護サービスの見直しなど、各機関
の役割を確認した。
④包括レベル会議　1回：徘徊のある方への見守り体制やご
み出し等の地域資源の確認など課題の共有と、具体的に地
域活動に繋くなどを話し合った。

3か月に1回
　年４回
（10月：包括エリ
ア地域ケア会議）

目的・内容 実施時期・回数

民生委員とのケ
アマネ連絡会

【目的】
①地域の高齢者の見守り体制の推進のため関係機関との連
携できる関係づくり
②民生委員、ケアマネジャーにむけて、地域ネットワーク
の必要性につての講演会
【内容】
・民生委員とケアマネジャーとの連絡会　　年2回
　保土ヶ谷警察　三浦係長による「地域高齢者の徘徊につ
　いて」講演　7月
　髙橋行政書士による「身近な成年後見制度」講演　2月
・民生委員児童委員とケアマネジャーとの顔の見える関係
づくりと、問題のある方への地域の見守りなど直接話し合
い連携できるように支援した。
・地域の課題でもある徘徊のある方への対応や、SOSネット
ワークの情報などの情報や、成年後見制度を分かりやすく
伝えることができた。

年2回開催
7月30日
2月29日

目的・内容 実施時期・回数

川島さくらんぼ

【目的】
①ケアマネジャーとの関係づくりや現状把握を行う。ケア
マネジャーとの情報交換、相談、支援の場を定期的に設け
る。
【内容】
・「川島さくらんぼ」は定期的に川島地域ケアプラザにケ
アマネジャーが集い、情報交換、近況報告、悩みについて
など気軽に話し合える場を提供している。ミニ勉強会も毎
回おこなった。
・新任ケアマネジャーの困りごとを皆で話し合い、経験談
や対応策など相談に乗っり、問題が解決できるよう支援し
ている。
・ケアマネジャーが知りたい情報（介護保険最新情報）な
どを皆で共有し合い、仲間づくりと業務の意識や意欲の向
上を図った。

年10回

目的・内容 実施時期・回数

地域ケア会議
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事業名

事業名

事業名

クックGメン

【目的】
①男性を対象とした介護予防事業として、調理実習するこ
とで食材や栄養について学び、意識して健康的な生活を営
むことが出来る。
②調理実習にて簡単な調理が出来る様になり、調理するこ
との楽しみを味わうことが出来る。
健康メニュー（減塩食・高脂血症予防食・糖尿病予防食）
を調理する。
③男性高齢者の地域活動への参加の機会を設け、地域での
仲間づくりを促す。
【内容】
①毎回の栄養管理した食事を自分たちで調理し、包丁など
器具の使い方を取得した。
②準備された食材の洗い方。切り方、煮炊きや片付けまで
を学ぶことができた。
③ヘルスメイトの指導を受け参加者が協力しながら調理し
た。
④衛生のため時計や指輪は外す。手洗いなど調理に必要な
衛生管理を学べた。

年9回開催
（4月8月1月以外）

目的・内容 実施時期・回数

クックGG

【目的】
①クックGメンの卒業者が　今後の自主化に向けて活動でき
るようにする。
②調理実習で自分達でメニューを考えたり、作業分担し、
積極的な実習が出来るようになる。
③男性高齢者の社会参加の機会を設け、地域での仲間づく
りを促す。
【内容】
・メニューを自分達で考え、ケアプラザの栄養士により献
立表を作成。買い物は参加者が交代で行い自主化に向けて
積極的に作業する。指導は栄養士が行う。
・配膳下膳・掃除など作業は自分達で考え分担・協力しな
がら行う。
・仲間同士の活発な交流ができ、他の活動にも積極的に参
加することにつながった。

年10回開催
（8月1月以外）

目的・内容 実施時期・回数

多職種連携会議
「事例を通して
在宅医療・介護
の多職種連携を
考えよう」

【目的】
①地域ケアシステム構築のため関係機関との連携づくり。
②地域の事例を通して医療・介護の多職種連携を考える。
【内容】
・事例を通して多職種連携の必要性を検討し合う。
・事例を通して医療管理が必要な方へ各職種の立場から
各々何が出来るのか、連携するために何が必要か話し合っ
た。今後も多職種で連携を取り合い協力体制をつくる重要
性を理解した。
・事例の課題について医療的な立場で、意見をいただき、
今後の支援の方向性の確認ができた。地域医療の問題や認
知症の疾患への理解を参加者に促し、地域医療との連携を
図ることができた。

12月9日
年1回

目的・内容 実施時期・回数
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事業名

事業名

事業名

ワンツウ体操教
室

【目的】
① 全身の筋力の維持、柔軟性を高め転倒予防を図る
② 体を動かすことや声を出すことで脳を活性化させ、認知
症予防を図る
③ 地域の方々が交流できる場の提供
【内容】
① 座位・立位によるストレッチ
② 体操棒やストレッチボールを用いてレクリエーション、
筋力トレーニング
③ マット上でのストレッチ、足裏マッサージ
★運動レベルは軽度、足腰の悪い方や軽度の認知症がある
方での参加可能なやさしめコース
・教室の準備・後片付け当番が浸透し、開始30分以上前か
ら集合し準備を始め、終了後は声をかけなくとも率先して
片付け・清掃を行う姿が見られた。
→H28年4月より自主化

毎月第２・４ 月曜
実施回数：19回
講師：健康運動指
導士　新木 いづみ
氏

目的・内容 実施時期・回数

ビギナーヨガ

【目的】
① はじめて運動を始める方への事業として、全身の筋肉維
持や関節を柔軟にし、健康づくりや介護予防を図る
② 心と体のコリをほぐし、メンタルのバランスを整える
③ 地域の方々が交流できる場の提供
【内容】
① 座位にて呼吸法、上肢の筋肉を鍛えるポーズ
② 立位にてバランスや柔軟性を高めるポーズ
③ 仰臥位にて瞑想、リラックスポーズ
★運動レベルは軽度、はじめてヨガを始められる方を対象
としたやさしめのコース
・くぬぎ台など遠方からも参加される方もおり、ヨガでは
心と体のリフレッシュができる事を楽しみに参加される方
も多かった。
→H28年4月より「スマイルヨガ」と名称を変更し自主化。

毎月第３ 金曜
実施回数：11回
 講師：ヨガインス
トラクター 中野
真理子氏

目的・内容 実施時期・回数

ハッスル体操教
室

【目的】
①全身の筋力の維持、柔軟性を高め転倒予防を図る
②体を動かすことや声を出すことで脳を活性化させ認知症
予防を図る
③地域の方々が交流できる場の提供
【内容】
① 脳の体操（手指、足先を動かしながら声も出すという２
つの動作を同時に行う）
② 座位によるストレッチ
③ ストレッチボールやセラバンドを用いて筋力トレーニン
グ
★運動レベルは軽度、足腰の悪い方や軽度の認知症がある
方でも参加可能なやさしめコース
・講師より体操だけでなく、日常生活にて活用できる知識
も提供され、参加者は相槌を打ちながら聞き入っていた。
体操中は笑いが絶えず毎回楽しみに参加されていた。

毎月第1・3火曜日
実施回数：19回
講師：健康運動指
導士　山口 恵美子
氏

目的・内容 実施時期・回数
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事業名

事業名

事業名

貯筋運動

【目的】
①下半身の筋力の維持、柔軟性を高め転倒予防を図る
②身体を動かすことや声を出すことで脳を活性化させ、認
知症予防を図る
③地域の方々が交流できる場の提供
【内容】
① DVDを見ながら座位・立位によるストレッチ
② DVDをみながらストレッチボールを用いて筋力トレーニ
ング
③ DVDをみながら歌に合わせて体操
・予約なしで都合の良い時のみ参加出来る利点があり、新
規参加者も毎月みられ多い時は21名参加されることもあっ
た。　　　　　　→H２８年４月より自主化。

毎週金曜日
実施回数：46回

目的・内容 実施時期・回数

北原元気塾

【目的】
①介護予防に関する知識の習得
②参加者自ら介護予防に取り組むためのきっかけづくり
③生活機能の維持改善が必要な二次予防事業対象者の把握
【内容】
１日目：体力測定
２日目：健康運動　講師-体育協会　新木いづみ氏
３日目：高齢者の運動について
　　　　　　　　講師-りぼんの会　秋山　芳子氏
４日目：脳トレ・サロン
・介護予防必要な新規住民を取り入れたいという地域住民
のニーズに応え開催した。
１日目の体力測定は自分の現状を知りたいという新規参加
者いたが、２日目以降にはつながらず。４日目の脳トレで
は新規参加者がおり、他の参加者と交流し楽しんでいた。

平成27年10月5・
8・15・22日

目的・内容 実施時期・回数

リフレッシュ
体操

【目的】
① 座位での上半身のスチレッチと、脳トレ要素のふくんだ
ストレッチ（腕組み換え等）
② 立位で椅子を使った下半身のストレッチ
③ マットを利用した整理ストレッチ
【内容】
① 大きな動きはないが手先から肩・体側の上半身ストレッ
チや、足首から骨盤までの下半身ストレッチを毎回通しで
行う。
② 脳トレのためのストレッチ
③ 自分達で声を出して数をカウントしながら　整理体操。
手先、手首足首の小さな関節から股関節、体側など大きな
関節や筋肉を使う流れでの運動
★立位での体操が多く、運動強度は強め。しっかり体操し
たい方のコース
　・運動習慣が身についている参加者が多く、健康の保
持・増進の為に参加される方が多かった。運動強度がやや
強めであるも出席率が高く、参加費徴収や教室の準備・後
片付けも当番制で担当しており、自主化の体制づくりがで
きてきた。次年度は自主化できるよう支援していく。

毎月第1・3水曜
実施回数：22回
講師：スポーツプ
ログラマー　阿部
直美氏

目的・内容 実施時期・回数
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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

川島
健康つくり隊

【目的】
① 地域の方々が健康で生きがいのある活動的な生活を送る
ことができるように健康づくりや介護予防に取り組むグル
ープを支援する。
② 地域グループ活動等をサポートできる人材の育成
【内容】
・住民が地域で体操などを指導できるよう養成する。内容
は手遊びなどのレクリエーション座位・立位の全身ストレ
ッチや筋トレを学んだ。
・ボランティア体験の機会を設け、複数名で参加すること
ができた。お互いにフォローし合いながら実践されてい
た。

平成28年１月29日
2月12日・26日
3月11日+ボラン
ティア体験１日
計5日
講師:新木いづみ氏

健康フェスティ
バル

【目的】
①地域住民の自己の健康状態を確認すると共に健康に対す
る意識、関心を持ってもらう機会とする
②川島地域ケアプラザの周知と地域住民との交流を目的と
する。地域住民との協働体制で開催することにより連携を
深め、地域コミュニティーの活性化を図る。
【内容】
・子どもから高齢者まで体験でき、健康測定では、骨密度
や肺活量やﾛｺﾓﾃｽﾄと新たな2ステップテストなどを行った。
・ミニ健康講座・体操、さわやかスポーツ、ボッチャ体験
など盛りだくさんの内容で実施。
・ヘルスメイトコーナーでは栄養管理について地域住民に
意識を高めてもらうための案内を行っていただいた。
・体操を実施している貸室団体の協力を得ることができ、
今後の活動の活性につなげることができた。

6月27日(年1回開
催)

目的・内容 実施時期・回数

あったかサロン
ぬくぬく

【目的】
①ケアプラザまで足を運べない方々が身近な場所で交流で
きる場の提供
②体を動かすことや声を出すことで脳を活性化させ、認知
症・介護予防を図る
【内容】
お茶飲み・歓談、体操・ストレッチ、レクリエーション、
歌等
・ケアプラザまで足を運べない人たちが集える場所の提供
を目的にくぬぎ台コミュニティハウスを利用しお茶飲み会
を9月より開始。
・毎回１５名前後の参加者と４～５名のボランティアのご
協力があった。

毎月第４月曜（祝
日は変則開催）
実施回数：７回

目的・内容 実施時期・回数

地域後方支援
事業

【目的】
①地域の方々が健康づくり・介護予防のため継続して活動
していけるように支援（情報提供や実技指導など）を行う
②地域の活動状況の把握（体操教室、茶話会、食事会、老
人会など）
【内容】
①地域内で活動している場に訪問し、基本チェックリスト
の実施や体組成計の健康器具による健康チェックを行う。
②地域の方々が継続して活動していけるように後方支援
（情報提供や実技指導など）を行う。

実施回数：16回

目的・内容 実施時期・回数
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事業名

事業名

事業名 目的・内容 実施時期・回数

ニコニコウォー
キング２

【目的】
川島東部保健活動推進員との共催事業
①地域住民に正しい歩き方を学んでいただき、日常生活に
活かして健康増進・介護予防とする。
②年代を限定せずに広く地域住民の方々に参加していただ
き、交流の場を設ける。
③住み慣れた地域をまわり、日頃気づかない地域の名所や
季節の草花に触れ、リフレッシュする機会となる。
④「川島さんぽ」に比べ距離を伸ばし、より運動負荷をか
けたウォーキングを地域の方々に提供する。
【内容】
・川島地域ケアプラザ～たちばなの丘公園の往復コース。
季節の草花、公園内の名所や休憩時のクイズなど参加者に
地域をより知っていただくとともに参加者同士の交流を促
進につながった。

１１月２７日
（金）9:30～12:00

認知症サポー
ター養成講座

【目的】
①認知症についての正しい知識を学び，身近にいる認知症
の人や家族の良き理解者として支える認知症サポーターを
養成する。
【内容】
認知症の基礎知識（認知症とは、認知症の症状とは）早期
診断・治療の重要性、認知症の人への対応，家族の支援，
サポーターとしてできること等
・例年通り、小中学校・タクシー会社への実施に加え、運
送業者や民生委員を対象にした出張のサポーター養成講座
を開催した。
・毎年出張講座をメインとして行っていたが、今年度は川
島ケアプラザでも開催。サービス事業所からも参加を得ら
れ、充実した時間だったとの声も聞かれた。

　
平成27年6月19日
平成27年6月24日
平成27年9月8・9日
平成27年12月4日
平成28年１月20日
平成28年2月17日
平成28年2月18日

参加延べ人数：475
名

目的・内容 実施時期・回数

「川島さんぽ」

【目的】
①歩くことで下肢の筋肉を刺激、脳の活性化させ、健康づ
くりに役立ててもらう。
②参加者同士の交流の場を設ける。
③景色をみながら会話や身体を動かすことで精神的にリフ
レッシュを図る。
【内容】
・川島東部保健活動推進委員会との共催事業
・川島ケアプラザエリア周辺を約1時間半～2時間のコース
でウォーキング実施。
・参加者はいずれの回も景観や草花を楽しみながら自分の
ペースでウォーキングできた。
・紙芝居のボランティア「えかたり～べ」のご協力いただ
き保土ケ谷の民話を披露していただいたり、川島小学校の
はまっこの子どもたちと一緒に歩くなど他機関との交流を
もった。

年３回実施

・５月１８日　帷
子川親水緑道公園
・１０月１９日
陣が下渓谷公園
・３月２９日　川
島町ガーベラ園

目的・内容 実施時期・回数



平成27年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

出前講座
川島
メッセンジャー

【目的】
①地域の会合や集会に要望に応じて出向き、地域ケアプラ
ザの概要や役割、地域交流・地域包括支援センターについ
ての情報提供を行う
②ケアプラザを身近に感じてもらい、何かあればいつでも
相談していただけるよう広報を行う
【内容】
・直接地域の会館や会合に出向き、ミニ講座を実施する。
生活に役立つ情報（健康、介護、権利擁護関係、子育て、
障害関係）をわかりやすく提供することができた。
・初めて伺う地域のサロンで介護予防運動や脳トレを実施
したり、川島原の民児協では民生委員のフォローアップの
ため事例検討を実施した。多様な出前講座を実施すること
ができた。

年29回実施

目的・内容 実施時期・回数

介護者のつどい
～やきいもの会

【目的】
①介護している方、もしくは介護を卒業された方が集い、
介護者同士の情報交換の場を提供し、今後の生活の活力に
してもらう。
【内容】
毎回、違ったテーマで介護に関する情報提供や勉強会を行
うとともに、介護者同士が気軽に話せるような交流会、懇
話会を実施。
・ゆったりとした落ち着いた雰囲気の会となり、介護者の
リラクゼーションにつながった。

第3火曜日13：30～
15：00（年８回）

目的・内容 実施時期・回数

「医療☆健康☆
耳より講座」

【目的
①地域住民に向けた医療・健康に関する情報を提供し、生
活の中で活かしてもらう。
②認知症サポーター養成講座を実施し、認知症の理解を深
め、自身の予防と地域の見守り役となってもらう。
③川島東部地区保健活動推進員会と共催とし、連携体制を
深める。
【内容】
第一部　「お医者さんへの上手なかかり方」
　　講師：横浜市健康福祉局医療安全課　野崎氏、鏑木氏
第二部　「認知症サポーター養成講座川島地域ケアプラザ
・川島東部保健活動推進員との共催事業
・地域住民へ向け関心の高いタイムリーな情報を提供につ
ながった。

平成28年2月17日
（水）13：30～
15：30

目的・内容 実施時期・回数

川島くらしの相
談室

【目的】
①地域住民や介護従事者など高齢者を支援する専門職の方
が気軽に権利擁護関連の相談ができる場を提供する。
②コスモス成年後見サポートセンターの協力を受け、連携
体制を強化する。
【内容】
・コスモスサポートセンターに所属する行政書士の方がケ
アプラザの一室で待機していただき、権利擁護関連（遺
言、相続、成年後見制度など）の相談対応していただい
た。・包括職員も同席し、生活・介護の視点からも相談対
応し、連携体制を築くことにつながった。

H27年5月13日
7月8日、9月9日、
11月9日
H28年1月13日、
3月9日
　
計6回

目的・内容 実施時期・回数
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事業名

事業名

　　
事業名

事業名

男みがき塾３

【目的】
①「外出が少なく、家にばかりいて、人との交流が少な
い」おおよそ60歳以上の男性を対象により健康で魅力的な
男性になるための心構えや指導、実技・演習を行う。
②男性同士の交流を深める機会とし、仲間づくりのきっか
けとしてもらう。
【内容】
計10回コースで体操、スポーツ大会、ウォ―キング、もの
づくりを通し、参加者同士の交流を図る。またケアプラザ
の自主事業や地域の支援活動を紹介し、地域との関わりを
より持てるよう支援を行った。

毎月第２木曜
（年10回実施）

目的・内容 実施時期・回数

地域支援者交流
会

【目的】
①エリア内の自主活動グループやケアプラザで活動するボ
ランティアがお互いの親睦を図り、今後の活動に活かすこ
とができる情報交換を行う場の提供
②地域活動支援者にケアプラザの機能・支援について知っ
てもらう。
【内容】
・活動内容が類似している支援者同士でグループに分け席
を設けた。歓談の時間を設けて、自由に情報交換ができる
ようにグループをつくり、グループ内での交流が円滑に図
れるよう努めた。
・グループ同士の交流が図れるようグループ対抗のゲーム
を行った。
・参加者には事前に活動内容を情報提供してもらい、情報
をまとめて冊子「ほっとページ」を内容更新し、参加者へ
他の地域の活動を周知することができた。

平成28年3月16日
14:00～15:30

目的・内容 実施時期・回数

川島ほっとライ
ン

【目的】
①民生委員の方と同行し、地域を歩くことで地形や地域
性、住民性などを理解し、役員と今後も相談しやすい関係
をつくる。
②地域住民に包括支援センターの役割を伝え、顔の見える
関係を築き、いつでも相談できる機関だと理解していただ
く。

【内容】
・民生委員のあんしん訪問に必要に応じて包括支援セン
ターが同行し、独居高齢者の状態を把握する。把握した高
齢者は包括で台帳管理し、必要があれば、定期的な声掛け
を行っていく。
・年2回の実施だったが、地域を一緒に歩き、地域の特性や
歴史を見て聞いて理解することができた。

年１2回

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数

だまされない！
悪徳商法対策講
座

【目的】
①訪問販売や架空請求、投資勧誘など消費生活総合セン
ターが取扱う悪徳商法の実態や手口を地域住民に周知し、
対策方法と実際に契約してしまった際の対処法について理
解していただく。
【内容】
横浜市消費生活総合センター相談員　巽美由記氏による消
費生活問題、悪徳商法の実態と対策についての講話
・常套な手口から「マイナンバー」や「電力自由化」など
新しい制度に付随した最新の手口などをわかりやすく伝え
ていただいた。

日時：平成２８年
３月２２日（火）
14:00～15:30
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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

地域子育て
支援連携事業

【目的】
①保育園児と未就学児の地域交流の場の提供
②保育事業の一環として園児が広いスースでのびのびと活
動する場の提供
③地域の子育て支援者にケアプラザの活動を知ってもら
い、また情報提供をしてもらうことで、地域全体で子育て
支援を行える関係づくりを行う。
【内容】
①リズム体操を保育園児と地域の未就学児とが一緒に行う
②未就学児がリズム体操を好まない場合など、親子が一緒
に遊べるスペースを設け、無理なく参加できる環境をつく
る。
③地域の子育て支援活動の案内として参加者へ保育園の活
動などの情報提供を行う。

4月～平成28年3月
月１回（第2水曜）
計11回

目的・内容 実施時期・回数

新任・就労予定
ケアマネジャー
研修

【目的】
①新任・就労予定ケアマネジャーへ必要な研修を行い育成
とスキルアップを図る。
②ケアマネジャー間の交流を図り、関係作りをする。
【内容】
・保土ヶ谷区内の包括支援センター　主任ケアマネジャー
合同で行政サービスの相談先や利用者へ必要な情報を学
び、適切に対応できるよう支援した。
・施設見学では特性の違う施設を見学し、実際に生活する
利用者の生活を把握し、理解を深めた。在宅リハビリ事業
や住環境整備事業など反町機器センターで学び、見聞を広
めた。

4回コース
9月行政サービス講座
10月施設見学会
11月個別研修
12月反町機器セン
ター

包括合同ケアマ
ネ連絡会

【目的】
①区内包括合同でテーマに沿った講演会・勉強会を開催
し、ケアマネジャーの資質向上を図る。
【内容】
・年8回　開催。
・講演会や事例検討会などの勉強会を開催し、ケアプラン
作成に活かす。
・介護保険情報だけでなく、医療、障害、虐待、リスクマ
ネジメントなど多岐にわたる内容で実施。研修後のアン
ケート等で意向を確認しながら、ケアマネジャーに必要な
研修を開催し、ケアプラン作成に生かすことが出来た。

7月8月1月3月以外
で開催

目的・内容 実施時期・回数
「ほどがやケア
マネット」　ケ
アマネジャー後
方支援

【目的】
①区内の介護支援専門員の任意団体「ほどがやケアマネッ
ト」の活動の後方支援。  ケアマネジャーの資質向上や情
報交換、交流を行う。
【内容】
・年4回の研修会の実施。（制度改正・服薬管理・事故から
のリスクマネジメント）
・ほどがやケアマネットの後方支援を行い、自主的な運営
のため助言や提案を行い、研修の開催を定期的に支援を実
施。
・27年度は通所介護施設と連携し、法改正後の制度につい
てや、事業所ごとの取り組み、通所介護での事故対応など
安全なサービス利用などについて勉強した。また服薬の副
作用や服薬管理の状況、ケアマネと薬のかかわりなど、ケ
アマネジャーが知りたい内容の研修開催支援した。

年4回
（5月7月10月3月）
の活動支援
（4月6月9月2月）
役員会への出席

目的・内容 実施時期・回数
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