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平成 29 年度 地域ケアプラザ事業報告書 

■ 施設名  

  常盤台地域ケアプラザ 

■ 事業報告  

１ 全事業共通  

(1) 地域の現状と課題について  
常盤台地域ケアプラザの４連合町内会地区（上星川地区・常盤台地区・中央東部地

区・和田･釜台地区）における共通の課題は、①更なる地域ネットワークづくり「つな

がり」の強化②子ども、高齢者、障がい者等の要援護者支援を含む住民同士の「支え

合い」の推進③災害を見据えた日頃からの「防災」活動④地域におけるボランティア

等新たな「人材の発掘」等が挙げられます。  
また、本年度も第３期地域福祉保健計画(ほっとなまちづくり)の地区別計画（５ヵ

年計画）の推進に向けて、地区支援チーム(区役所、社会福祉協議会、地域ケアプラザ)
の一員として懇談会等の様々な場を通じて計画推進の一助を担いました。  

各地域の状況としましては、常盤台地区は助け合いボランティアグループ「ありが

隊」の本格立ち上げに向けて、ケアプラザとしては事務局としてお手伝いをすること

になりました。本年度はテストケースとして１件の庭木伐採を実施しました。また、

区社会福祉協議会や子育て支援グループの協力を得て｢みんなｄｅ食堂｣を立ち上げ

て、昨今の社会問題となっている貧困や孤食の問題に取り組みました。 

上星川地区は、２年前から民生委員を中心にボランティアグループ｢上星川支え合い

の会｣が立ち上がっており、引き続き連携・支援しました。 

上星川商店街や横浜国立大学生を中心にすすめられている｢上星川活性化プロジェ

クト｣や、商業施設｢満天の湯｣と協力した介護予防事業などの新たな取組みもすすめま

した。 

和田･釜台地区は｢ほっとなまちづくり推進委員会｣を定期開催して準備し、｢ワール

ドカフェ｣を開催して幅広く住民同士の意見交換をしました。ケアプラザとしてもファ

シリテーターとして企画段階から関わらせていただきました。２９年度は①｢たまり

場｣はどんな場所に！②どんな内容の｢たまり場｣を期待するか？③｢空店舗や空家｣、

｢担い手｣を探すには！という第３期保土ケ谷区地域福祉保健計画(ほっとなまちづく

り)に直結する３つをテーマに意見交換しました。 

また、広報委員会を通じて準備した広報紙｢はーとぴあ｣準備第２号も発行しました。 

中央東部地区は健康づくりと健康寿命を延ばすための介護予防事業を重視して、｢転

倒予防体操教室｣を昨年立ち上げました。ケアプラザとして引続き自主化を支援してい

きます。また、地区全体の目標として認知症カフェの開催を目指して検討し、｢ほっと

なサロン｣の名称で平成 30 年３月に第 1 回目を開催しました。 

各地区共通の支援方針としては、出張講座等を増やして地域活動との連携を模索し

ていきます。また、福祉・保健に関するご相談が多い地域でもあるため、迅速に対応・

訪問するよう留意しました。 

本ケアプラザ担当地域は、山坂が多く、プラザに足を運びにくい方々も多くおられます。

出来るだけ現地に足を運ぶことで、地域住民に負担を掛けないように配慮しました。また、

地域ケア会議や協議体通じて、各地域住民の方々との一歩踏み込んだ話し合いを行いまし

た。今後も更に協働できる関係づくりを目指していきます。 
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(3) 各事業の連携  
○５職種会議を毎月開催し、情報共有に努めるとともに、その時間に合わせて個別課題及び

地域別の情報分析を行いました。 

○地域ケア会議や生活支援体制整備事業の協議体に出来る限り５職種が参加して、５職種

各々の立場から地域課題を検討しました。 

〇介護予防･生活支援サービス補助事業や地域活動･サービスデータベースシステム等、今年

度から開始となった市域全体の新規事業について５職種で情報共有するとともに、協力体制

を促しました。 

 

 
(4) 職員体制・育成、公正・中立性の確保 

○法人全体での感染症予防委員会を継続実施しました。 

○個人別の研修計画に沿って研修を受講し、振り返りを行いました。 

〇全体職員会議の中で、認知症サポーター養成講座や個人情報保護研修等を実施しました。 

〇特に今年度は、法人全体で個人情報漏洩事故が多発した為、コンプライアンス強化に向け

て全職員に対し｢個人情報漏洩に関しての注意喚起｣を実施しました。 

〇相談者及び利用者に事業者を紹介する際は｢ハートページ｣を活用し、複数事業者を提示し

たうえで相談者・利用者に事業者を選択していただきました。 

 
(5) 地域福祉保健のネットワーク構築  
○エリア内４連合地区の定例会及び懇談会に出席し、各地域の自治会長・民生委員他の方々

と積極的な意思疎通に努めました。 

○個別地域ケア会議及び包括エリア地域ケア会議を開催しました。本年度は、他県からの転

入ケースを取り上げて、孤立解消の問題点を検討しました。 

○多職種連携会議を開催し、医療・介護の連携に努めました。 

〇エリア別の子育て支援連絡会を通じて、情報交換が活発になりました。こども食堂の立ち

上げにもつながりました。 

〇ワークショップの活動と地区社会福祉協議会が連携して、支え合い活動の具体化に向けた

議論が進み、試験的な実施も出来ました。 

〇常盤台地区(一部中央東部地区含む)、和田･釜台地区の拠点防災訓練に車椅子操作や救急法

の講師として職員を派遣し、小中学生を含めた地域住民との交流･連携を深めました。 

〇エリア別児童虐待防止連絡会を通じて情報提供いただいた発達障がい児が、ケアプラザの

事業（音と音楽）参加につながりました。今後も当該親子の支援を検討していきます。 

 

 
 
 
 
 

(2) 相談（高齢者・こども・障害者分野等の情報提供）  
○自治会町内会や食事会・サロン等への出張回数を増やして、認知症や介護保険の説明を実

施しました。利用者から直接ご相談をいただく他、民生委員等を経由してケアプラザへ相談

するというケースも増えています。 

〇ときわカフェや毎月近隣施設で開催される認知症カフェにケアプラザ職員が入り、日常生

活での困りごとを聞き取りました。また、協力医も参加して医療相談を受ける場面もありま

した。 

〇子育てサロンや障がい児余暇支援、更に本年度より実施のこども食堂等の事業を通じて相

談を受けて地域の子育てに関するニーズを探りました。 
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(6) 区行政との協働  
○エリア内４地区それぞれにおいて第３期地域福祉保健計画（ほっとなまちづくり）地区別

計画推進に向けた懇談会を開催しました。ケアプラザとして細かな地域情報の提供を行いま

した。 

〇地域ケアプラザと地区担当･地区支援チームリーダーの情報交換会に参加して、支援チーム

内における担当４連合地区それぞれの課題共有に努めました。 

〇５職種会議等を通じて地域情報を共有・分析しました。 

〇ＳＯＳネットワークについて、区役所と協働して、参加機関の更なる拡充を図りました(郵

便局･ＪＲ駅)。 

〇ほっとフレンズ等の障がい児余暇支援事業を区役所・区社会福祉協議会・自立支援協議会

等と協働で実施しました。 

〇子育て支援連絡会を通じて、常盤台地域ケアプラザエリアの子育て支援マップの充実を図

りました。 

 

 

２ 地域活動交流事業  

(1) 自主企画事業 

〇障がい児余暇支援事業として「スカイダックに乗ろう＆オービィ横浜へ行こう」という親

子参加の外出企画を開催した結果、放課後デイサービスが主流になっている今、子どもも、

親も楽しめた企画であった事を実感できました。 

〇ハハトコ広場において、母親だけでなく父親参加を意図として、身近にあるもので子ども

と一緒に工作したり、演奏者と参加者が一体となって楽しめるコンサート開催しました。 

家庭とは違った広い空間で遊ぶという活動は、ケアプラザの多目的ホールが親子の交流の場

としての役割を果たしているのが実感できました。 

○地域及び利用者ニーズの把握として、地域ケアプラザアンケート・自主事業参加者アンケ

ートを実施しています。アンケート回答意見を参考にして事業の課題、見直し、振り返りを

行なっています。又、事業参加者や利用者との日常会話の中から感想や意見を汲み取って、

ニーズ把握に努めました。今年度は趣味的な活動の要望が多く、合築コミュニティハウスと

協議のうえ今後の検討をしていきます。 

 

 
(2) 福祉保健活動団体等が活動する場の提供  
〇自主団体グループの活動内容をＢ５サイズの冊子にして活動団体や地域の方へ配布する事

で、ケアプラザでどのような事ができるのかを更に周知する事ができました。 

 

 
(3) ボランティアの育成及びコーディネート 

〇生活支援コーディネーターと協力して、よこはまシニアボランティア活動ポイント講座を

開催した事で実際、子育て広場とデイサービスでのボランティア活動へと繋がりました。 

〇音と音楽で遊ぼうの障がい児との関わりに理解を持ってもらおうと、地域の民生員・主任

児童委員へ直接、声をかけたところ、協力してもらう事ができました。今後、事業を継続し

て行くための重要な人材確保につながったと考えております。 

〇生活支援コーディネーターと協力してボランティア感謝祭を開催した中で、ボランティア

としての喜びや、困りごとや今後の活動などが情報交換会の中で明確になってきました。そ

れらを活かして、ボランティア活動の輪を広げていく事の参考となりました。 
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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  
〇５職種で分担して各地区の定例会に参加して、ケアプラザ広報紙などで情報発信をしまし

た。併せて地域の情報も同時に収集してきています。 

〇毎月５職種会議を開催して集めた地域の情報を共有し、困り事やうまくいっている事例等

を話し合う事で地域とケアプラザとの連携をより、深めていく事ができました。 

〇地区社協の広報紙の広報委員として参加をして他地区の取り組み等やケアプラザの役割な

どを伝えていく事で、ケアプラザとして地域の仕組み作りに協力できています。 

○ケアプラザの自主グループ活動紹介の冊子「ヘルキーページ」を作成し、配布しました。

今後も地域住民が様々な活動に興味を持ち参加してみたくなるように情報発信していきま

す。 

○地域活動の担い手作りを目的として｢よこはまシニアボランティア活動ポイント講座｣を今

年度より生活支援コーディネーターと連携して企画･実施しました。 

 

 

３ 生活支援体制整備事業 

(1) 事業実施体制 

○地域活動や会議に参加する中で得た地域の様々な情報、取り組みの進捗状況等を５職種会

議等で共有し、地域の実情に合わせた目標を立て支援しました。 

○地域の方との関わりの中であがってきた個別相談に関しては地域包括支援センターにつな

ぎ連携を図りました。 

○鎌谷町の体操教室に保健師を中心とし連携し支援しました。運動の場としてだけでなく社

会参加の場として地域での重要な居場所になってきているため、参加者の声を聞き取り今後

も自主化に向けて支援していきます。 

 

 
(2) 地域アセスメント（ニーズ・資源の把握・分析）  
○【新規】地域活動交流コーディネーターと協働で、よこはまシニアボランティアポイント

登録研修会を開催し１８名の参加がありました。ケアプラザの活動紹介も行ったことでケア

プラザのボランティアへの登録者が数名あり、イベントや子育て広場、デイサービスで活躍

しています。今後も定期的な研修会開催を検討し担い手発掘・きっかけづくりを支援します。 

○【新規】登録研修会の参加者、地域活動の参加者・担い手向けのアンケート調査や会合等

での情報収集・アセスメント結果を踏まえ、保健師と協働で新たな担い手や現在活動中の担

い手向けにレクリエーション講座を行いました。今後も参加希望、自分ができる事を行いた

いという声も多く挙がりました。担い手養成・支援のために継続性のある講座を検討します。 

○【新規】ケアプラザ事業や地域活動への参加状況等のアセスメントから、男性の参加が少

なく、参加しにくいことが課題として挙がり、コーヒーへの関心が高いことが分かりました。

連続講座きっかけとした男性の新たな担い手発掘・養成、仲間づくりをねらいとし、今後も

引き続き検討していきます。 

 

 
(3) 連携・協議の場 

○助け合いの仕組みづくりを検討している常盤台地区「ありが隊」に対して、包括支援セン

ターや区社会福祉協議会と連携し地域の情報提供、区社協と連携し、他地区２つのボランテ

ィア団体へのヒアリング調整などを行いました。本格始動に向けて今後も協議の場に参加し

支援を行っていきます。 

○たまり場検討中の和田・釜台地区においては、羽沢地区のヒアリング・現場視察調整を行

いました。今後も継続的に関わり、必要とされる時に情報提供や調整を行い支援していきま

す。 

○これまでケアプラザ職員が参加していなかった４地区の活動や会合にも積極的に参加し、

関係づくりに努めました。和田・釜台地区の活動を包括に繋いだことで、きらりシニア塾の

立ち上げとなりました。今後も地域の様々な活動へ積極的に参加し、幅広い情報収集や橋渡
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しをしていきます。 

○峰沢町･岡沢町では、「体操をする機会が欲しい」、またリハビリデイサービスの運営推進会

議で「地域貢献をしたい」という声を受け、自治会長や民生委員、包括支援センターと連携

し内容を検討し、体操教室を開催しました。今後も継続したいとの声があがっているため開

催方法の内容等支援をしていきます。 

○中央東部地区での「認知症カフェ」検討に携わりました。地域包括支援センターと連携し

て支援していきます。 

 
(4) より広域の地域課題の解決に向けた取組  
○生活支援コーディネーター会議での情報を５職種会議等で共有し、検討を重ねました。 

○保土ケ谷区内での課題共有の他に、地域からのニーズを受けて区社会福祉協議会と連携し、

隣接している羽沢地区・他区のケアプラザと情報を交換し現地視察を行いました。 

○「ありが隊」や和田・釜台地区のたまり場検討の題材になっています。今後も必要に応じ

て区内、区外を含めて課題解決の取り組みをしていきます。 

 

 

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  
○各民生委員とは事業での協力の他、個別相談でも密に連携し、迅速な対応ができました。

緊急の場合の連携、分担もスムーズで、たいへん良好な関係です。３月にはケアマネジャー

との連絡会を開催しました。個別支援では直接ケアマネジャーと民生委員をつなげるなど、

細かな配慮をしました。       

○お元気な地域の方々とは、事業を通し、また個人的な相談を受けることにより交流しまし

た。日頃から交流することにより、変化の早期発見、早期対応にも役立っています。      

○医療、福祉関係者からの情報の他、地域の商店や薬局、学校等多方面から情報提供を頂き、

支援に役立てました。     

○地域のケアマネジャーとは事例検討、養成セミナー、合同連絡会の他、事業所訪問や随時

の相談を通じ、情報の共有、解決への支援を行いました。    

○３月に多職種連携会議を開催し、益々の連携強化を図りました。    

○支援状況はデータとして、地域診断に役立てました。     

○包括職員間の情報共有の為、毎朝のカンファレンス、月 1 回の業務会議を実施しました。  

○認知症ネットワーク SOS、認知症初期支援相談などに参加し、ネットワークの拡充を図りま

した。           

○各事業の拡充を図りました。 

 ①認知症カフェ： 

  地域の方に浸透し来訪者数が増加しました。医師の参加、介護予防プログラムの実施等 

内容も充実してきています。 

 ②ピーポーワン： 

  登録者、登録地域も増え戸外でオレンジバッグを見掛けることも増えました。 

  愛犬を連れての青空サポーター養成講座も成功し、メンバーの連帯感も高まりました。 

 ③ときメイト： 

  サポーター養成講座への参加も定着し、対象者ごとに内容を調整する等、細かな準備が 

可能になりました。 

○個別地域ケア会議の開催で課題検討をし、その累積で地域課題を抽出し包括圏域地域ケア 

会議につなげ検討しました。 
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②  実態把握  
○ケアマネジャーとの連携を強化し継続的に情報共有、支援しました。 

①事例相談は毎日数件、同行訪問は月平均５件行いました。 

【新規】②包括圏域各居宅支援事業所を訪問し、地域包括ケアシステムの説明を行い、ケア 

 マネジャーに地域包括ケアを担う必要を理解し協力していただけるよう働きかけました。 

○民生委員から随時連絡を頂き、個別相談、同行訪問により、実態把握しました。 

○多職種連携会議、地域ケア会議、地区社協運営会議、SOS 協力機関、サポーター養成講座、

認知症カフェ、ピーポーワン、ときめいと連絡会、国大ワークショップ等を通して情報をい

ただきました。 

○各自治会の老人会や体操教室、出張講座等の地域活動へ参加し、地域の生の声を聴き、地

域課題を把握しました。 

○ひとり暮らし高齢者「地域で見守り推進事業」を通し、民生委員や区役所と連携して、実

態把握しました。 

○マップの情報を随時更新しました。 

 

 
③  総合相談支援  
○老人会、体操教室、出張講座等の地域活動への参加を通し、地域情報や課題を把握しまし

た。  

○民生委員、地区社協からの個別情報に迅速に対応、協働しました。            

○認知症ＳＯＳネットワークを地域に紹介し意義をご理解いただくことに努めました。 

○既存事業を継続し、個別・地域課題の把握の場としました。 

①認知症カフェ：  

地域の方の参加が増え、相談場所、憩いの場所としての機能を果たすことが出来るよう

になりました。 

 ②ピーポーワン： 

  今年度は新たな地域へも拡大し、メンバーの意識も向上しました。 

③ときメイト： 

サポーター養成講座は依頼元にあわせた講座を実施しました。         

○多職種連携会議を３月に開催しネットワークの充実に取り組みました。 

○地域のケアマネジャーと密に連携し、ケースの継続的把握に努めています。相談内容の蓄

積、分析で地域課題の抽出に役立てました。 

○民生委員とケアマネジャーの交流会を３月に実施し、連携しやすい関係作りを支援しまし

た。    

○包括圏域地域ケア会議で個人レベル地域ケア会議から抽出された共通課題を報告し、検討

しました。 

○ひとり暮らし高齢者「地域で見守り推進事業」を通し、民生委員や区役所と連携して、実

態を把握しました。 

○毎朝の包括ミーティング、毎月の包括会議開催を通して、情報の検討と共有を図っていま

す。 

 

 

（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  
【新規】○成年後見制度の理解と利用促進を目標に司法書士事務所に依頼し「お父さんの万

が一」というテーマで成年後見制度の講座を日曜日開催いたしました。休日の開催は初めて

の試みでしたが自分の為、親の為それぞれの視点でテーマを捉え、個別相談の申し込みは１

５件ありました。講座終了後も問い合わせがあります。今後も毎年繰り返し講座開催し、成

年後見制度利用を身近に感じてもらえるように企画致します。 

【新規】○消費者被害の防止に関してのミニ講座を地域の老人会・食事会などで出張講座と

して開催致しました。クリーンオフの仕方、連絡先など記入された用紙を配布し撃退方法や

実際の断り方を実践して参加者に呼びかけました。地域の皆さんの意識は高まっており、地

域の中でお互いに声かけ合い助け合っている姿があります。今後も引き続き注意喚起いたし
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ます。 

 

 
②  高齢者虐待への対応  
【新規】○横浜国立大学の職員向けの「介護離職を防ぐには・・」のテーマで講座を開催し

ました。高齢者の虐待についても事例として取り上げ、重いテーマを身近に感じていただく

ことが出来ました。 

○訪問看護連絡会に赴き「虐待防止法とは？虐待とは？」というテーマで普及啓発講座を開

催致しました。 

開催後、質疑応答で具体的な対応方法や今後の対処方法を話し合うことが出来ました。現場

で感じる「虐待かも？」をどのように繋げるか話し合うことが出来ました。 

○施設や民生委員からの虐待などの通報を受けた場合、関係機関へ聞き取り、虐待の確認、

ご本人への聞き取りなど早急に対応し、見守りを継続しています。 

 

 
③  認知症  
○認知症サポーター講座について・・今年度は「ピーポーワン」登録者対象に愛犬を連れて

公園の青空の下、認知症サポーター養成講座を開催致しました。 

○保土ケ谷中央病院の職員向けのサポーター養成講座ではときメイトの皆さんにファシリテ

ーターとしてグループワークに入ってもらい活発な意見を出してもらえました。今年度初め

ての試みで保土ケ谷区内の全てのシルバー対象「かがやきクラブ」宛てに各ケアプラザでサ

ポーター養成講座を開講いたしました。常盤台エリアでは６０名を超える申し込みがあり参

加者全員で保土ケ谷体操をするなど有意義なサポーター講座になりました。 

○今年度も引き続き「横浜国大教育人間科学部」の学生向けに１月下旬、「保土ケ谷中学３学

年」向けに２月下旬に講座を開催しました。 

○認知症高齢者見守り事業「ピーポーワン」では、今まで開催したことの無い峰沢エリアで

開催し仲間に入っていただきました。また、青空サポーター養成講座開催時に愛犬の散歩仲

間で新たに「ピーポーワン」登録をしてくださる方がいらっしゃいました。その際、オリジ

ナルキーホルダーを配布しました。今後も地域の見守りの輪が繋がっていくようにしたいと

考えています。 

○「オレンジ・ボラ」事業では夏の草取りや「オレンジカフェ」などのイベントなどに認知

症の方も活躍できるよう、今後も民生委員さんにも協力いただきながら閉じこもりがちな方

等に参加をお願いしていきたいと思います。 

○認知症カフェは４月の有料老人ホームにて「さくらカフェ」６月「あじさいカフェ」特養

ホームで７月・９月のレコードカフェ１０月「お月見カフェ」１２月「クリスマスカフェ」

と毎回テーマと開催内容に趣向を凝らし参加者が楽しめるように開催致しました。音楽療法

やコグニサイズ、保土ケ谷体操など参加型のカフェを開催できました。夏のカフェでは野菜

の収穫を取り入れた「収穫祭」など、参加できる楽しみを工夫しました。 

○ラポール三ツ沢では施設主催による認知症カフェを偶数月で開催しており、ケアプラザも

後方支援で参加いたしました。 

○認知症家族の会「ゆうづる」は隔月に開催いたしました。今年度のテーマを「介護者が元

気で居ること」として介護者同士のピアカウンセリングを中心に集うことが癒しの場になる

よう企画しました。 

○鍼灸の勉強会や施設見学や主任ケアマネジャーと協働して脱水の勉強会、後半は地域密着

型サービスや成年後見制度のミニ講座など開催しました。 
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（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  
○地域包括ケアの周知の機会を作りました。 

包括圏域の地域ケア会議、居宅介護支援事業所の出張講座で地域ケア会議の説明をし、協 

力を依頼しました。 

○地域課題を把握し、関係者と共有しました。 

①相談票の統計から地域課題を抽出、地域ケア会議の事例選択に活用しました。 

②ひとり暮らし高齢者「地域で見守り推進事業」で、民生委員と協力し情報を把握しまし 

た。 

③３月に民生委員とケアマネジャーの交流会を開催し、地域の課題解決を協働できるネッ 

トワークの構築を図りました。 

○個別地域ケア会議で抽出された地域課題を包括圏域地域ケア会議に挙げ、地域全体の課題 

として取り組みました。 

○５職種の定例会、区役所地区担当との連携を通し、情報を把握しました。 

 

 
②  医療・介護の連携推進支援  

○３月に多職種連携会議を開催し、連携の意識付け、共通の課題抽出、ネットワーク構築を

図りました。 

○医療機関からの依頼事例に迅速に対応し、情報共有しつつ支援を行いました。 

○個々のケースについて、主治医、病院地域連携室、退院調整看護師、在宅医療連携室と連

携し、迅速に対応しました。 

○ケアマネジャーの医療連携を退院カンファレンス同行、事例検討、個別相談等を通して支

援しました。 

○地域の開業医院、中核病院を訪問し、個別の支援依頼、情報交換と共に地域包括ケアにつ

いて依頼しました。 

○健康講座の共催、病院主催のフェスティバル支援などを通し地域の病院との連携強化を図

りました。 

○ケアマネ連絡会に東北大学加藤医師（認知症専門）を招き、認知症の方の支援方法を学ぶ

場を設けました。 

○ケアマネ連絡会に清水医師、清水看護師（訪問診療）を招き、在宅での看取り、グリーフ

ケアなどを学ぶ場を設けました。 

○ケアマネジャーの事例検討会に管理薬剤師、管理栄養士、アロマ療法士を招き、学びの場

とすると共に、連携構築を推進しました。 

○地域ケア会議に医療従事者を招き、医療の観点から意見を頂きました。特に横浜市障害者

支援センターとの連携構築に努め、会議にご参加いただきました。 

 

 
③  ケアマネジャー支援  
○新任ケアマネジャー研修を実施しました。 

①座学により、横浜市のサービス、他法、インフォーマルサービス、介護予防の考え方地 

域包括ケア等を学ぶ場を設けました。 

②個別に臨場体験同行しました。今年度はサロンやオレンジカフェ、地域の体操教室等社 

会資源の見学を希望される方が多く、体験の場を設定しました。 

③各種施設見学をし、差異を学ぶ場を提供しました。 

④市福祉機器センターで福祉機器、在宅リハビリテーション等を学びました。 

○アセスメントによる根拠を明確にした課題を抽出できるように学ぶ場を設けました。 

①課題整理総括票、ICF など、厚生労働省の指導する基準に沿った研修を行いました。 

②個別のケアプランについて担当ケアマネジャーと一緒に検討しました。 

○困難な事例について、自身で解決できるよう、支援しました。 

①事例検討会で困難事例の対応方法をグループワーク等を通し、学ぶ機会を作りました。 

②多職種の講師から学ぶ機会を設け、マネジメントに活かす事を促しました。 

③電話相談、面接相談、同行訪問、サービス担当者会議開催支援、地域ケア会議により 
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支援しました。 

④情報提供支援を行いました。 

⑤区役所、社協、民生委員、地域資源、医療機関、警察等多職種との仲介を支援しました。 

⑥ケアマネ連絡会を定期開催し、学びの場を提供しました。 

⑦日頃から居宅介護支援事業所を訪問、情報提供すると共に、相談しやすい環境を作りま

した。 

○主任ケアマネジャーに必要なスキルアップのための支援をしました。 

①ファシリテーションの基礎講座と演習２回を行い、実際に、ファシリテーターとして活 

躍できるよう育成しました。 

○地域包括ケアの意識付けをします。 

①各居宅介護支援事業所、主任ケアマネ連絡会、ケアマネ連絡会、事例検討会を通じ地 

域包括ケアの意識を高めました。 

②３月に民生委員と連絡会を開催しました。 

○区ケアマネジャー連絡会である「ほどがやケアマネット」の幹事として研修開催の支援 

をしました。 

 

 

（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  
○介護保険事業者の地域包括ケアに対する意識が低いことが分かった為、まず、居宅介護支

援事業所でケアマネジャーの為の出張講座を開催しました。地域の中でのケアマネジャーの

役割を確認していただくことができました。 

○地域ケア会議ではケアマネジャーからの課題提起、相談が多く、ひとつずつ個別に検討し

ました。 

○３月に多職種連携会議を開催し、医療機関等とケアマネジャーの連携の場を提供しました。 

○事例検討会のゲスト、地域ケア会議の参加者として理学療法士、訪問看護師、など多職種

の方々を招き、互いの連係構築を支援しました。 

 

 

（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）  
○事例検討会を毎月開催し、自立支援に資したケアマネジメントができるよう支援しました。 

○介護予防体操等をケアマネジャーが体験できる機会をもうけ、体力向上を踏まえたケアマ

ネジメントの重要性を知っていただきました。 

○新任ケアマネジャー対象の研修を行い、介護予防、自立支援の考え方を学ぶ場としました。 

○新任ケアマネ実習では介護予防体操教室の見学をするよう促しました。 

○ケアマネジャーからの個別相談に対し、介護予防、自立支援を踏まえたケアプラン作成支

援、困難事例支援、家族調整、他機関との調整、同行訪問、担当者会議出席などの対応を行

い支援しました。 

○２月に自立支援に沿った介護予防プランの立て方の研修を行いました。 

 

 

（６）一般介護予防事業  

一般介護予防事業  
○新しいリーダー向けに、生活支援コーディネーターと連携し、講座を開催しフォローアッ

プを行いました。また、既存グループのリーダー支援として、連絡会を実施しました。継続

支援として、体力測定、健康教育を行いました。 

○きらりシニア塾は区の担当保健師と連携をして、新たに３グループ立ち上がりました。そ

のうち 1 つは今までアプローチの難しかった和田地区に初めて立ち上がりました。 

○鎌谷町体操グループは、区の担当保健師と連携して、リハビリテーション職員派遣事業を

利用し、参加者の中から新たな担い手も発掘できました。リーダーの不安があり、自主化ま
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ではあと一歩の段階であるため、来年度自主化できるよう継続支援を行います。 

【新規】○ケアプラザから遠い地域である峰沢町岡沢町エリアで介護予防講座を４回コース

で実施しました。参加者から今後も体操や健康づくりをしたいとの声が上がったため、自治

会長、民生委員、地域のデイサービス、生活支援コーディネーターと連携し、健康教室を開

催しました。体操できる場所がほしいとの声があったため、来年度グループ立ち上げができ

るように積極的に支援を行っていきます。 

 
 

５ 施設の適正な管理について  

 

(1) 施設の維持管理について  
地域ケアプラザは地域の様々な方が利用される施設であることを踏まえて、ご利用  

者が安心・安全にご利用いただけるような施設管理に努めてまいりました。  
具体的には、空調設備、電気設備、消防設備、自動ドア、エレベーター等の保守点

検については、専門の事業者に委託して、定められた内容の点検を行い、各事業者と

の連絡調整により確実な現状把握を行いました。また建築基準法にともなう点検を実

施し、その結果を区に報告し、適切な保守・修繕の計画を行いました。  
館内の清掃は事業者により各月の休館日に行い、その他、毎日の館内点検・清掃等

は職員が行いました。植栽等は職員・ボランティアによって保全管理しました。  
 １階デイサービスフロアの清掃は休館日前日である第４日曜日に行いました。清掃

日を分けることで、各々の清掃により時間をかけることができました。  
また、植木の伐採はシルバー人材センターに依頼して手入れを行ないました。  

 

(2) 効率的な運営への取組について  
（１）ケアプラザの運営費は税金から支出される指定管理料、そして介護保険料と税

金を財源とした介護報酬および利用者からの利用料金から成り立っています。いず

れも利用者が満足を得るサービスの対価であることを、職員一同肝に銘ずる必要が

あります。そのために、利用者の満足度を引き上げる計画性をもった事業執行に努

めました。  
（２）施設利用者の満足度を上げるためには、地域・利用者のニーズに根ざした事業

展開を図る必要があるため、地域活動、地域包括、生活支援体制、居宅介護支援、

通所介護の各部門とも、適切な年間事業計画のもとでの事業遂行に努めました。  
（３）利用料金収支の健全化、運営費の適切な運用には、事業計画に基づいた適切な

職員配置によって、人件費の節約を図ることが求められます。専門的に配置されて

いる職員が、自らの職域のみに埋没することなく、ケアプラザ全体の協働意識の中

で専門性を発揮できるようにするとともに、その補佐をすることで効率的な事業執

行を進めるために、適時、非常勤職員の雇用をしました。また、施設管理や通所介

護部門においては、ボランティアの協力のもとで経費節減を図りました。  
（４）施設の省エネを実行するため、国の省エネ法に基づく「管理標準」を策定しま

した。マニュアルを定めて、しっかりと省エネ対策に取り組み、さらに取組状況を

把握することでより効率的な対策を図りました。  
（５）施設・設備管理においては、確実な保守点検による早い対処によって、長期の

経年使用ができるよう努めました。修繕については区と協議の上、適切に対応しま

した。  
（６）経費節減によって得た利用料金収入は、新たな事業計画の資金とし、また安定

した雇用を確保するための財源として有効活用しました。  
（７）地域ケアプラザの労務、経理等の事務処理に関しては、法人本部と連携して、

業務や役割の分担を図りながら全体の事務作業の効率化に努めました。  
（８）建物管理、保守等の経費を合築施設のコミュニティハウスと適切に按分負担し、 
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負担の効率化を図りました。  
 

(3) 苦情受付体制について  
本地域ケアプラザで実施している事業毎に、苦情相談窓口を設置しており、ご利用

者からのご意見、ご要望、また苦情等に対応しました（ご意見が容易にできるよう意

見箱を設置しています）。寄せられた苦情については、施設内の事故・苦情解決委員

会において施設としての対応を検討し、回答を意見箱の上に掲示しました。  
 改善できるものについては、できるだけ早く改めるように努めました。  
さらに、多様な視点からの意見に耳を傾けるため、第三者委員会を開催し、苦情解決

に向けて適切な体制を整備しました。  
 

(4) 緊急時（防犯・防災・その他）の体制及び対応について 

本ケアプラザでは、消防計画に基づいた、貸し館利用者・通所介護利用者の参加に

よる消防訓練を年２回実施しました。避難通報訓練の他、消火訓練、救命講習等を適

宜組み合わせて実施しました。  
 また、防災委員会を定期開催して防災課題の解決に努めました。  
 館内には、消火設備（消火器）位置や避難経路等を掲示して、来館者にお知らせし

ています。  
また、コミュニティハウスと共同防火管理協議会を設置して、協議のうえ適切な防

火管理を行うとともに、共同で消防訓練を実施しました。  
夜間の防犯・防火管理については、専門業者に委託して適切な管理を行っています。 
また、横浜市より特別避難場所としての指定を受けているため、災害時に地域防災

拠点では、避難生活を送ることが困難な高齢者などの避難場所として、食料、水、毛

布、紙オムツ等の備蓄を進めました。  
 防犯対策としては、職員による日々の開館・閉館時間の記録を行なっており、職員

不在時間の把握に努めました。建物警備については、閉館時間帯に異変が起きた場合

には警備会社が警備員を派遣し、地域ケアプラザ責任者に電話報告を行うよう体制を

整備しました。また、職員による日々の点検・清掃記録を実施しました。  
更に本年度は職員が警察署員による防犯研修を受講して、ケアプラザ全体の防犯意

識の向上に努めました。  
 

(5) 事故防止への取組について  

事故が発生した場合には、本ケアプラザで定めた事故予防・事故対応マニュアルに

沿った事故対応・事故報告を行いました。事故予防・事故対応マニュアルは、事務所

内に誰でも閲覧できるようにしています。  
介護事故・交通事故・個人情報漏洩(コンプライアンス)事故など、各々の事故にお

いてマニュアル及び連絡網に従い区・市役所、ご利用者ご家族、関係事業者等に連絡・

報告を行い適切に対処しました。所長不在の場合も職員が連絡・報告するよう日頃か

ら周知しました。  
また、本ケアプラザ内で発生した事故報告書を作成、回覧して周知するとともに、

ケアプラザ内の事故・苦情解決委員会において、ヒヤリ、ハットを含めたケアプラザ

内の事故・苦情について、報告及び再発防止策の検討を行いました。  
再発防止策は現場職員も含めて検討し、ミーティング等を通じて職員全体に周知し

ました。  
特に本年度、法人全体で個人情報漏洩事故が多発した事態を真摯に受け止めて、日

頃から職員に向けてコンプライアンス事故予防の啓発を継続して実施することで、組
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(6) 個人情報保護の体制及び取組について  

①横浜市個人情報保護条例、法人マニュアルをもとに年１回以上職員に対しての研修  
を行い、また職員の採用毎に研修を行って個人情報漏えい防止チェックシートを記  
入してもらうとともに、個人情報保護に関する誓約書の提出を求めました。  

②電算機に関する個人情報はパスワード設定による管理を行い、ＵＳＢメモリー等の  
電磁媒体による個人情報管理は禁止としており、ノートパソコンは鍵のかかる場所  
に保管しました。  

③コンピューターはＬＡＮ構築し、各端末機に立ち上げの際のパスワード設定を行  
い、安全管理しました。ウイルス対策等のＷＥＢ上での安全管理については、ウイ  
ルス対策ソフトを導入し、安全対策を行いました。また、インターネット接続の際  
はプロバイダーによるフィルタリングを行い、安全性を高めました。  

④個人情報の送付は郵送を原則とし、請求書等の郵便物の封入は２人以上のチェック  
にて行いました。ＦＡＸによるときはマスキングのうえ、２人以上の確認で送付し  
ました。  

⑤個人情報が記載されたファイル等の施設外持ち出しは、事前に上司の許可を得た場  
合以外は禁止しました。  

⑥法人全体で個人情報漏洩事故の連続発生を受け、理事長名で注意喚起文を発出する  
とともに、全職員に対して改めて問題意識の共有と再発防止の指導を行ないまし  
た。  
 

 

 
 
 
 
 
 

織全体で事故防止の意識を高めていくよう努力ました。  
  

(7) 情報公開への取組について  

①「個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をする」こ

とを前提に「ケアプラザの保有する情報を積極的に公開する」よう努めました。  
②本ケアプラザに関しての情報公開として、「指定管理者が扱う業務に関する基本協

定書」、「ケアプラザの管理に関する年度協定書」のほか下記のものを掲示、ファイリ

ングして公開しました。また「利用者アンケート結果」についてもファイリングして

常時掲出しました。  
 
事業報告書  事業計画書  収支予算書  
決算報告書  運営規定  契約書・重要事項説明書  
所長へのご意見  倫理規程  第三者評価結果シート  
個人情報保護に関する基本

方針  
組織図  個人情報保護の利用目的  

特別避難場所の協力に関する協

定  
  

 
③法人なでしこ会ホームページ上で法人の決算書を公開しました。  
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(8) 人権啓発への取組について  
横浜市人権施策基本方針に則り、全職員に対して倫理規定を基にした倫理・人権研

修を実施し、幅広い人権理解及び人権意識の向上を目指しました。  
 権利擁護の啓発を目的とした自主事業を開催し、地域住民に権利擁護の周知を図る

とともに、相談に対する助言も行ないました。  
館内に成年後見制度、障がい者制度、消費者被害防止などに関するポスター、チラ

シを掲示して幅広い人権の啓発に取り組みました。  
 

(9) 環境等への配慮及び取組について  

ごみゼロルート回収を実施し、市役所ごみゼロのルールに基づいた適切な分別・リ  
サイクルを職場全体で実施しました。  

また、保土ケ谷区役所と協力して施設の緑化推進に取り組みました。具体的には、

屋内外の植栽の維持管理等、環境保全にも協力するとともに、本年度はケアプラザ・

コミュニティハウス２階光庭部分のガーデニングスペースを改装 (床タイルや椅子テ

ーブル、収納等)して緑化を行いました。  
「省エネ法」に基づく「管理標準」を策定し、適切なエネルギーマネジメントを目

指しました。  
裏紙使用の推進、適正な冷暖房設定、不要な照明の消灯等、管理経費の削減ととも

に地球温暖化防止にも配慮しました。  
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【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≫  
管理者       1 名（常勤兼務）  
保健師等      1 名（常勤兼務）  
社会福祉士     1 名（常勤兼務）  
主任介護支援専門員 1 名（常勤兼務）  
介護支援専門員   1 名（常勤専従）  
  
 
≪目標に対する成果等≫  

要介護認定で「要支援１」「要支援２」と認定された方々への介護予防プランを作

成します。また、引き続き自立支援が図れるような目標設定をして介護予防プランの

作成を行います。本年度は段階的に介護予防ケアマネジメントに利用者が移行された

為、利用者数は減少しました。  
 
 
≪実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）≫  
 ●自己負担なし（全額保険給付）  
 
≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  

サービス対象地域：鎌谷町・峰沢町・岡沢町・常盤台・和田１～２丁目・  
峰岡３丁目・上星川１～３丁目・釜台町  

 介護予防の相談は、保健師を中心として、主任介護支援専門員、社会福祉士が  
介護認定申請受付から認定後のサービスのケアプラン作成委託までをワンスト  
ップの窓口として機能します。  
 介護認定に移行された場合のケアマネ同行訪問をできるだけ行う等、居宅介護支援

事業者とのスムースな連携に努めています。  
 
 
≪利用者実績≫  

※ 単位は省略してください。               【単位：人】  
 

   
              
 
                                 

４月  ５月  
 

６月  
 

７月  ８月  ９月  

24 24 22 22 23 24 

10 月  11 月  12 月  １月  ２月  ３月  
 
  22 

 
  20 

 
  19 

 
  20 

 
  19 

 
  20 
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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   3 名（常勤専従）  
  
 
≪目標に対する成果等≫  
居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境

等に応じて、ご利用者様が自立した日常生活を営むことができることを目標としま

す。  
本年度は地域包括支援センターと連携し、新規ケース等について迅速な対応に努めま

した。  
 
 
≪実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）≫  
 ●自己負担なし（全額保険給付）  
 
≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  

主任ケアマネジャーを配置し、特定事業所加算Ⅲを取得しています。  
 毎週居宅介護支援会議を行い、担当ケースについての情報共有を図るとともに、研

修も行って各ケアマネジャーのスキルアップに努めています。  
男性２名、女性１名のベテランケアマネジャーを配置し、利用者・ご家族の希望によ

り男女の選択ができるようにしています。  
 地域包括支援センターと連携して、独居・虐待等のいわゆる困難ケースの対応にも

力を入れています。  
 
 
 
≪利用者実績≫  
※ 単位は省略してください。               【単位：人】  
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
              
 
                                 

４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  

103 103 106 107 108 106 

10 月  11 月  12 月  １月  ２月  ３月  
 
  106 

 
  101 

 
  101 

 
   97 

 
   96 

 
   96 
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● 通所介護・認知症対応型通所介護         デイサービス対象外  

≪提供するサービス内容≫  
 ● 

 ● 

 ● 

 

≪実費負担（徴収する項目ごとに記載）≫  
● １割負担分 

（要介護１）         円 

（要介護２）         円 

（要介護３）         円 

  （要介護４）         円 

  （要介護５）         円 

● 食費負担              円 

● 

● 

 ※ その他、実費相当を徴収するものについては、各施設で項目を増やして記載を

してください。 

 

≪事業実施日数≫ 週  日 

 

≪提供時間≫     ：   ～   ：  （半角で入力 例 9：00～15:：00） 

 

≪職員体制≫  
 

 

 

 

 

≪目標に対する成果等≫  
 

 

 

 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
 

 

 

≪利用者実績（延べ人数）≫  
※ 単位は省略してください。               【単位：人】  

   
 
 
 
 
 
 
 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

      

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 
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● 介護予防通所介護・第１号通所事業・介護予防認知症対応型通所介護  

≪提供するサービス内容≫  
 ● 

 ● 

 ● 

 

≪実費負担（徴収する項目ごとに記載）≫  
● １割負担分 

（事業対象者）        円 

（要支援１）         円 

（要支援２）         円 

 ●食費負担               円 

 ●  

  ●  

 ※ その他、実費相当を徴収するものについては、各施設で項目を増やして記載を

してください。 

  

≪事業実施日数≫ 週  日 

 

≪提供時間≫     ：   ～   ：  （半角で入力 例 9：00～15:：00） 

 

≪職員体制≫  
 

 

 

 

 

 

≪目標に対する成果等≫  
 

 

 

 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
 

 

 

≪利用者実績（契約者数）≫  
※ 単位は省略してください。               【単位：人】  

 
 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

      

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

      

 



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

15,252,487  572,017 14,680,470 14,680,470 0 横浜市より

0 0
0 0 517,858  517,858

0 0 この列は入力しない

0 0 0 37,496  37,496
印刷代 0 0 0 0
自動販売機手数料 0 0 34,421  34,421
駐車場利用料収入 0 0 0 0
その他（指定管理充当分） 0 0 3,075  3,075

0 0 0 0
0 0 0 0

15,252,487  572,017 14,680,470 15,235,824  555,354

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

10,030,000 0 10,030,000 9,811,891 218,109
6,657,000 6,657,000 6,664,612  7,612

910,000 910,000 888,300 21,700
2,300,000 2,300,000 2,099,661 200,339

40,000 40,000 39,875 125
5,000 5,000 4,950 50 ハマふれんど

110,000 110,000 106,530 3,470
8,000 8,000 7,963 37

1,645,715 0 1,645,715 1,682,208  36,493
15,000 15,000 13,803 1,197

350,000 350,000 340,645 9,355
0 0 0 0

130,000 130,000 118,463 11,537
260,000 260,000 254,181 5,819

0 0 0 9,600  9,600
横浜市への支払分 0 0 9,600  9,600
その他 0 0 0 0

109,315 109,315 714,075  604,760
0 0 0 0

56,000 56,000 0 56,000
10,000 10,000 3,720 6,280
65,000 65,000 58,559 6,441
10,000 10,000 4,536 5,464

0 0 0 0
0 0 0 0

640,400 640,400 164,626 475,774
556,286 0 556,286 944,667  388,381

42,000 42,000 27,485 14,515 予算：指定額

514,286 514,286 917,182  402,896
2,218,086 0 2,218,086 1,748,537 469,549

229,000 229,000 51,192 177,808 予算：指定額

710,086 0 710,086 770,025  59,939
電気料金 461,556 461,556 500,297  38,741
ガス料金 186,753 186,753 67,536 119,217
水道料金 61,777 61,777 202,192  140,415

330,000 330,000 331,059  1,059
474,000 0 474,000 79,791 394,209 予算：指定額

80,000 80,000 82,235  2,235
340,000 0 340,000 380,586  40,586

空調衛生設備保守 131,000 131,000 130,531 469
消防設備保守 28,000 28,000 27,412 588
電気設備保守 0 0 0 0
害虫駆除清掃保守 17,000 17,000 17,058  58
駐車場設備保全費 0 0 0 0
その他保全費 164,000 164,000 205,585  41,585

0 0 0 0
55,000 55,000 53,649 1,351

802,400 0 802,400 784,951 17,449
0 0 この列は入力しない

802,400 802,400 784,951 17,449
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

15,252,487 0 15,252,487 14,972,254 280,233
0  572,017  572,017 263,570  835,587

514,286 514,286 0 514,286 予算：指定管理料に含む

514,286 514,286 917,182  402,896
0 0 0  917,182 917,182 ⇒自主事業（指定管理料充当の自主事業）費

0 0 34,421  34,421 駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入

0 0 9,600  9,600 使用料（横浜市への支払等）・駐車場設備保全費

0 0 24,821  24,821

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　「横浜市常盤台地域ケアプラザ」

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

27,199,030  593,185 26,605,845 26,605,845 0 横浜市より
147,160 147,160 147,160 0 横浜市より

5,789,000  1,925,925 3,863,075 3,863,075 0 横浜市より
0 0 この列は入力しない

0 0 25,250  25,250
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 この列は入力しない

0 0 0 6,631  6,631
印刷代 0 0 0 0
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 6,631  6,631

0 0 0 0
33,135,190  2,519,110 30,616,080 30,647,961  31,881

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

29,917,000 0 29,917,000 25,202,520 4,714,480
18,970,320 18,970,320 14,126,113 4,844,207

3,100,200 3,100,200 3,014,077 86,123
7,566,480 7,566,480 7,550,573 15,907

35,000 35,000 33,125 1,875
0 0 18,750  18,750 ハマふれんど

245,000 245,000 440,419  195,419
0 0 19,463  19,463

1,337,143 0 1,337,143 2,901,192  1,564,049
25,000 25,000 33,858  8,858
80,000 80,000 115,010  35,010

0 0 0 0
100,000 100,000 150,391  50,391
217,143 217,143 404,915  187,772

0 0 0 0 0
横浜市への支払分 0 0 0 0
その他 0 0 0 0

0 0 95,319  95,319
0 0 0 0

9,000 9,000 0 9,000
65,000 65,000 182,770  117,770
72,000 72,000 56,076 15,924

274,000 274,000 4,536 269,464
400,000 400,000 0 400,000

0 0 0 0
95,000 95,000 1,858,317  1,763,317

1,291,875 0 1,291,875 495,103 796,772
630,000 630,000 189,000 441,000 予算：指定額

205,715 205,715 32,259 173,456
147,160 147,160 148,401  1,241 予算：指定額

309,000 309,000 125,443 183,557 予算：指定額

528,172 0 528,172 464,789 63,383
61,000 61,000 13,608 47,392 予算：指定額

162,000 0 162,000 204,690  42,690
電気料金 110,000 110,000 132,990  22,990
ガス料金 20,000 20,000 17,953 2,047
水道料金 32,000 32,000 53,747  21,747

80,000 80,000 88,001  8,001
126,000 126,000 21,207 104,793 予算：指定額

22,000 22,000 21,859 141
77,172 0 77,172 101,164  23,992

空調衛生設備保守 35,000 35,000 34,697 303
消防設備保守 7,000 7,000 7,286  286
電気設備保守 0 0 0 0
害虫駆除清掃保守 4,000 4,000 4,534  534
駐車場設備保全費 0 0 0 0
その他保全費 31,172 31,172 54,647  23,475

0 0 0 0
0 0 14,260  14,260
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

33,074,190 0 33,074,190 29,063,604 4,010,586
61,000  2,519,110  2,458,110 1,584,357  4,042,467

661,875 25,250 予算：指定管理料に含む

661,875 306,103
0  280,853 ⇒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 0 使用料（横浜市への支払等）・駐車場設備保全費

0 0

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　「横浜市常盤台地域ケアプラザ」

　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

1648856 20408177

3414611 805176 0 0

介護予防ケアマネジメント
費 3414611 414636

事業・負担金収入 0 0

受託収入 0 390540

その他

5063467 21213353 0 0

4074131 17847772

332670 944706

0 0

0 1135872

500000 0 0 0

利用者負担軽減額

消費税

介護予防プラン委託料

車輌購入費積立金 500000

その他

4906801 19928350 0 0

156666 1285003 0 0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　地域ケアプラザ収支報告書<介護保険事業分>

施設名：横浜市常盤台地域ケアプラザ

収
入

科目

 介護保険収入

 その他

収入合計（Ａ）



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

乳幼児と親 41,377 地活 9,500 29,387 4,170 7,820

241名 包括

100円（親と子で） 生活

高齢者 73,293 地活 44,600 66,820 6,473

242名 包括

200円 生活

地域 105,294 地活 48,000 93,534 11,760

181名 包括

300円 生活

地域 53,792 地活 21,600 33,410 16,617 3,765

50名 包括

500円・700円 生活

地域 55,728 地活 68,100 40,092 9,747 5,889

693名 包括

100円 生活

小・中学生・地域 地活

565名 5,386 包括 0 5,386

0円 生活

介護者・地域 地活

39名 包括 0

0円 生活

地域 26,912 地活 25,450 15,912 11,000

586名 包括

50円 生活

地域 地活

646名 9,222 包括 25,250 5,685 3,537

50円 生活

成人・高齢者 地活

209名 10,640 包括 0 10,640

0円 生活

地域 48,994 地活 19,800 48,994

123名 包括

200円 生活

地域 40,086 地活 12,600 40,086

77名 包括

200円 生活

地域 16,692 地活 0 13,830 2,862

100名 包括

0円 生活

障害児 140,534 地活 0 133,644 6,890

131名 包括

0円 生活

地域 地活

8名 78 包括 0 78

0円 生活

地域 地活

98名 343 包括 0 343

0円 生活

地域 地活

25名 包括 0

0円 生活

0

ときわカフェ

スポーツ吹き矢

貯筋運動

留学生から学ぶ
初級韓国講座B

園芸ボランティア活動

ときわの森音と音楽で遊ぼ
う

黒田先生の健康相談

健康講座

ときメイト連絡会 0

留学生から学ぶ
初級韓国講座Ａ

ときわの森子育て広場

ときわの森らくらくストレッチ
体操教室

ときわの森ステップエアロ

ときわの森
和菓子＆パン教室

歌声サロン

認知症サポーター養成講座

介護者のつどい
「ゆうづる」

常盤台地域ケアプラザ

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

常盤台地域ケアプラザ

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

総経費
収入 支出

指定管理料

地域 地活

152名 包括

0円 5,495 生活 0 627 4,868

地域 33,683 地活 0 25,222 8,461

400名 包括

0円 生活

乳幼児と親 16,806 地活 0 4,616 12,190

77名 包括

0円 生活

乳幼児と親 4,209 地活 600 3,000 1,209

46名 包括

100円 生活

障害児と親 0 地活 0

9名 包括

0円 生活

高齢者 地活

19名 包括

0円 402 生活 0 402

地域 地活

59名 893 包括 0 349 544

0円 生活

地域 地活

14名 包括 0

0円 生活

高齢者 地活

90名 40,958 包括 0 37,273 1,184 2,501

0円 生活

障害児・障害者 地活 0

58名 包括

0円 生活

地域 地活

32名 包括

0円 977 生活 0 328 649

高齢者 地活

15名 包括

0円 3,599 生活 0 3,599

高齢者 地活

37名 39,513 包括 0 37,273 2,240

0円 生活

地域 地活

17名 9,469 包括 0 8,909 560

0円 生活

地域 66,240 地活 53,575 66,240

450名 包括

物販として 生活

地域 825 地活 0 825

18名 包括

0円 生活

地域 地活

35名 包括 0

0円 生活

区内病院認知症講座 0

楽しいウォーキング講座

「よこはまシニアボランティ
アポイント」登録研修会

終活講座

介護情報交換会 0

きらきら長寿ときめき塾

ほっとフレンズ2017夏
ボランティア研修・説明会・

夏祭り
0

レクの先生から楽しく学ぼ
う♪

みんなでお手玉をつくろう

きらきら長寿ときめき塾ｉｎ
新峰沢町岡沢町自治会館

スクエアステップリーダ連
絡会

ヘルキー秋フェスタ＆利用者
発表会

スカイダックに乗ろう＆横浜
オビィへ行こう！

ワークショップ

ときわの森七夕コンサート

ときわの森子育て広場
プール

ときわの森子育てハハトコ
広場



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

常盤台地域ケアプラザ

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

総経費
収入 支出

指定管理料

乳幼児・親 7,398 地活 1,600 5,568 1,830

35名 包括

100円 生活

高齢者 地活

25名 1,325 包括 0 765 560

0円 生活

地域 28,589 地活 0 6,000 19,589 3,000

34名 包括

0円 生活

地域 9,694 地活 2,000 6,682 2,010 1,002

4名 包括

500円 生活

地域 1,194 地活 0 1,194

150名 包括

0円 生活

地域 地活

73名 4,372 包括 0 4,372

0円 生活

高齢者 地活

37名 包括

0円 26,122 生活 0 3,000 1,462 21,660

高齢者 地活

12名 包括

0円 3,065 生活 0 1,000 1,505 560

高齢者 地活

13名 包括

0円 生活 0 4,147

地域 1,828 地活 0 428 1,400

65名 包括

0円 生活

地域 74,666 地活 73,600 73,600 1,066

80名 包括

3,200円 生活

地域 地活

25名 9,646 包括 0 8,909 737

0円 生活

高齢者 地活

32名 9,558 包括 0 8,909 649

0円 生活

高齢者 地活

25名 7,331 包括 0 6,682 649

0円 生活

高齢者 地活

22名 7,330 包括 0 6,682 648

0円 生活

高齢者 地活

25名 17,354 包括 0 16,705 649

0円 生活

高齢者 地活

27名 7,242 包括 0 6,682 560

0円 生活

地域活動グループリーダー
連絡会

きらきら長寿ときめき塾（単発）
～延ばそう！健康寿命～

あったかほどがやみんな
ｄｅ食堂ヘルキーカフェ

ときわの森赤十字救急法
基礎講習＆養成講習

歯医者さんから学ぼう！
～オーラルフレイルってなに???～

みんなでｄｅヨガ体操

健康づくりのいろは

みんなでトライ♪あたまの
エクササイズ

4,147

ときわの森親子で楽しむクリス
マス人形劇

いつまでも元気で歩こう
in鎌谷町

第4回ボランティア感謝祭

ときわの森　正月用おもて
なし料理＆調理室大掃除

ほどがや区民まつりの参加

骨の健康チェックｉｎ満天の
湯

コーヒーのおいしい淹れ方講
座

コーヒーのおいしい淹れ方講
座

（実践編）

やってみよう！脳トレ



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

常盤台地域ケアプラザ

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

総経費
収入 支出

指定管理料

地域 998 地活 400 998

15名 包括

100円 生活

中学生・高校生 1,581 地活 0 676 905

6名 包括

0円 生活

障害児・障害者 地活 0

59名 包括

0円 生活

地域 56,009 地活 132,933 56,009

700名 包括

物販として 生活

地域 10,760 地活 3,500 6,682 3,518 560

5組 包括

700円 生活

事業ごとに別紙に記載してください。

第９回桜まつり

ときわの森　親子で作る和菓
子＆パン教室

ときわの森幼児のための短期
救急法

中・高校生のためのボランティ
ア講座

ほっとフレンズ２０１８春
ボランティア研修・説明会・

運動会
0



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

ときわの森
和菓子＆パン教
室

目的：比較的若い世代の方々に気軽に参加してもらうこと
を目的とした料理教室。ケアプラザにおける調理ボラン
ティアの発掘にもつなげる。
内容：隔月で開催　種類を変えて、パン（ベーグル・プレ
チェン・シュトーレン）や和菓子（桜もち・いもようか
ん・あんみつ）など初めての方中心で作りやすいメニュー
を講師と一緒に作成し試食する。

平成29年４月６月
10月12月平成30年
２月･原則偶数月１
回　計５回

実施時期・回数

ときわの森
ステップエアロ

目的：中高年、子育て中の母親などを対象として日頃の運
動不足解消を図る。
内容：ステップ台を使用して行うエアロビクスとストレッ
チ体操。

平成29年４月～平
成30年３月毎月２
回原則第1･3水曜日
計21回

横浜市常盤台地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

ときわの森
子育て広場

目的：親子のふれあい及び親同士・子同士の交流の場を目
的とする。
内容：下記に内容で開催。

（４月・２月パラバルーン遊び、５月・10月・１月音とリ
ズム遊びとおやつ試食会、６月・11月緑川先生と親子体
操、９月お話会とミニ運動会）

平成29年４月～平
成30年３月
毎月１回原則第４
木曜日　計８回

目的・内容 実施時期・回数

ときわの森
らくらくスト
レッチ体操教室

目的：成人・高齢者を対象とした健康維持・増進を目的と
した体操教室。
内容：椅子を使用して無理なくストレッチと体操をする。

平成29年４月～平
成30年３月　毎月
１回　計10回

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

４月６月７月９月
平成30年２月２回
３月２回　計９回

目的・内容 実施時期・回数

介護者のつどい
「ゆうづる」

目的：介護されている方々の心のケアと情報交換などを行
う交流会。
内容:：鍼灸医学について、瀬説見学、脱水についての勉強
会やアロマテラピー講座を開催

平成28年５月７月
９月11月平成29年
１月
計４回

目的：地域住民が皆で歌う事で交流を図り声を出すことで
脳の活性化につながる。又、歌を通じて集うことで引きこ
もりを予防する。
内容：ピアノの伴奏にあわせて、なつかしい歌をみんなで
歌う。11月の利用者発表会で披露する。

平成29年４月～平
成30年３月

毎月１回･原則第１
火曜日　計12回

目的・内容 実施時期・回数

ときわカフェ

目的：多目的ホールを活用し、ケアプラザ・コミュニティ
ハウスに気軽に立ち寄れる憩いの場所を提供し、地域住民
同士のつながりを築く事を目的とする。
内容：民生委員とボランティアが協力して、手作りケーキ
付きでコーヒーやお茶を１００円で提供する。障がい者施
設による手作りパンの販売も行う。

平成29年４月～平
成30年３月　毎月
１回　原則第４金
曜日　計12回

目的・内容 実施時期・回数

スポーツ吹き矢

目的：年齢を問わず誰でもでき、参加者同士でコミュニ
ケーションをとりながら集中力、精神力を高め血行促進に
もつながる健康講座。
内容：専用の矢を使用してボランティアとして講師を招い
てい的に向かって点数を競うスポーツ吹き矢。

平成29年４月～平
成30年原則第２・
４水曜日　計29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：認知症を正しく理解する事で、認知症の方々への温
かい目で見守ることのできるサポーターを増やす。
内容：各地域の自治会・ケアプラザの参加者・地域住民に
向けて認知症の理解を深める講座を開催する。

目的・内容 実施時期・回数

歌声サロン



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

園芸ボランティ
ア活動

目的：ケアプラザ・コミュニテイハウスの共用部分の庭な
どの整備をボランティア中心で活動し、交流を深めてい
く。
内容：季節の花植え・野菜の栽培などを定期的に行っても
らう。イベント時は寄せ植えをして販売する。

平成29年４月～平
成30年３月　毎月
１回原則第３月曜
日　計12回

留学生から学ぶ
初級韓国語講座
Ａ

目的：横浜国立大学の留学生と地域住民と語学を通じた交
流を図る。
内容：基本的な単語・文法・会話などを楽しく学ぶ。韓国
語中級コースの講座。

平成29年４月～平
成30年３月原則毎
月第１・３火曜
計21回

目的・内容 実施時期・回数

留学生から学ぶ
初級韓国語講座
Ｂ

目的：横浜国立大学の留学生と地域住民と語学を通じた交
流を図る。
内容：基本的な単語・文法・会話などを楽しく学ぶ。韓国
語初級コースの講座。

平成29年４月～平
成30年３月毎月第
１・３火曜
計15回

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数

貯筋運動

目的：転倒予防、寝たきり予防を目的とした運動教室。
内容：専用コーチの指導にならって足腰を毎日動かす事で
筋肉を鍛えられ、貯めていく運動。

平成28年４月～平
成29年３月
原則第２木曜日
計14回

目的・内容 実施時期・回数



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数

健康講座

目的：地域住民に向けて、気軽に相談できる病院が身近に
ある事を理解していただくために開催する。
内容：5月と10月に「心臓と血圧のお話し」として、心臓疾
患・血圧について専門の医師を招いての講座。

平成29年10月
計1回

目的・内容 実施時期・回数

ときメイト連絡
会

目的：認知症について正しく理解してもらい、認知症の方
や家族を見守る事ができる方を増やす事を目的としする。
内容：認知症サポーター養成講座を開催するにあたって、
キャラバンメイトとして定期的に連絡会を開催し情報交換
を行う。

平成29年６月９月
12月平成30年２月
計４回

ときわの森音と
音楽で遊ぼう

目的：障害児の余暇支援として放課後に親子で参加しても
らい専門的な講師の指導で音楽通じて、発達の調整を図る
内容：打楽器やピアノ等、楽器を使って身体を動かしなが
ら交流し、発達のかたよりのの調整を行う。

平成29年４月～平
成30年３月　毎月
１回第１水曜日
計12回

目的・内容 実施時期・回数

黒田先生の健康
相談

目的：地域住民がケアプラザを身近に感じ気軽に相談でき
る環境作りのための健康相談会。
内容：協力医の黒田先生にきていただき事前予約による健
康相談会。

平成29年12月
計1回

目的・内容



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

目的・内容 実施時期・回数

ときわの森ハハ
トコ広場

目的：地域の親子の交流の場として、土曜日に開催するで
父親も参加しやすくなることも意図とする。
内容：9月は地域で活動しているボランティア団体「ママ音
楽ユニットショコラティ」によるミニコンサートを開催
11月は「親子で工夫して遊ぼう」として、父親さんかで
ビーニル袋や紙などでおもちゃと作成して一緒に遊ぶ。

平成29年９月11月
計２回

目的：常盤台地区における老後も住み続けられるまちづく
りに向けた地域住民主体のワークショップ。今年度「空き
家・空き室の活用」をテーマに議論し活用について考え
る。
内容：横浜国立大学建築計画研究室の学生によるテーマの
投げかけにより、地域住民と学生が話し合い具体的な内容
の検討をし理解を深める。今年度のテーマは「空き家・空
き部屋の活用について考えよう」として、大学生と高齢者
が共に住みやすい町づくりを研究する。

ときわの森
七夕コンサート

目的：近隣の大学と地域住民と音楽を通じて交流する。
内容：常盤台小学校及び横浜国立大学吹奏楽団による吹奏
楽コンサートを開催。

平成29年７月
計１回

目的・内容等 実施時期・回数

ときわの森
子育て広場
プール

目的：水遊びを通じて親子同士の交流を図る。
内容：デイサールームに面した庭でビニールプールで水遊
びを学生ボランティアと一緒に遊ぶ。

平成29年７月１回
８月２回
計３回

目的・内容 実施時期・回数

平成29年６月９月
10月12月平成30年
２月　計５回

ワークショップ



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

平成29年９月計１
回

「よこはまシニ
アボランティア
ポイント」登録
研修会

目的・内容

目的・内容 実施時期・回数

介護情報交換会

目的：介護について理解しご家族が介護のため離職せず、
ご本人が日常生活を安心して暮らしていかれるためにはど
のように良いかを学ぶ。
内容：いつか直面してくるその時に仕事と介護を両立する
ｔめには？をテーマに介護現状や介護保険制度についての
講話を横浜国立大学へ出張講座として行う。

平成29年９月計１
回

実施時期・回数

目的：ボランティアの受入施設として、ボランティアに気
軽に参加できるきっかけづくり、新たな担い手の発掘育成
をするために開催する。またボランティア活動を通して高
齢者の社会参加、いきがいづくりも目的とする。
内容：ケアプラザの職員が講師として、よこはまシニアボ
ランティアポイントの登録会を常盤台地域ケアプラザの多
目的ホールで開催する。

平成29年９月
年1回

目的・内容 実施時期・回数

終活講座

目的：相続・介護・成年後見をテーマにして講座を行い地
域住民への権利擁護の意識を高め自己実現が図れることを
目的とする。
内容：司法書士を招いての無料セミナー「家族で考えるお
父さんの万が一」をテーマでお金と家の名義に関する講話
と個人の無料相談会も開催。

目的・内容 実施時期・回数

スカイダックに
乗ろう＆横浜オ
ビィへ行こう！

目的：障がいを持っていても、充実したひと時を過ごせ、
親子で安心して外出できる場を提供する余暇支援活動。
内容：保土ケ区学齢障がい児フレンドサポート助成金を活
用してみなとみらい周辺へ外出企画。横浜水陸両用バス
「スカイダック」に乗船して、大自然エンタメミュージュ
アムオビィ横浜を見学し親子同士で交流しながら一日を楽
しむ。

平成29年８月24日
年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

平成29年10月
年1回

目的・内容 実施時期・回数

みんなでお手玉
をつくろう

目的：高齢者が得意なことで気軽にボランティアとして活
躍できる場、高齢者の社会参加の場、生きがいづくり、ま
た新たな担い手の発掘育成として開催する。
内容：今後ケアプラザ事業等で地域住民が使用するお手玉
作りをする。

平成29年11月12月
計２回

目的・内容 実施時期・回数

ほっとフレンズ
2017夏ボラン
ティア研修・説
明会・夏祭り

目的：障がいを持っている子どもたちを対象とした余暇支
援。同時にボランティアに障がいに関して理解を深めても
らう機会とする。
内容：区内ケアプラザ合同で開催レクリエーションとし
て、夏まつりを企画して模擬店などを中心に開催する。開
催前にボランティア事前研修、説明会を行う。

平成29年７月２回
（説明会含む）

目的・内容 実施時期・回数

きらきら長寿
ときめき塾

目的：高齢者が身近な地域で、いつでも元気で活動的な生
活が送れるよう、一人ひとりが自らの生活習慣の改善に取
り組むことが出来る機会を提供する。
内容：介護予防のための運動・口腔・運動・認知症予防講
座４コースを受講していただき、自ら継続的に参加できる
よう支援していく。

平成29年９月２回
10月２回計４回

目的・内容 実施時期・回数

レクの先生から
楽しく学ぼう♪

目的：高齢者を対象とした地域活動を新たに始めようと
思っている方向けに開催し、担い手発掘、今後活躍できる
方を養成する目的として開催する。体操やレクリエーショ
ン等を学ぶことで、活動の内容充実や高齢者の健康づく
り・体力づくりを広めることを目指す。
内容：神奈川県のレクリエーション協会「レクリエーショ
ン指導派遣事業」により講師を迎え、地域活動に取り入れ
られるような体操やレクリエーションを学ぶ。またリー
ダーとしての声掛け方法等実践に結び付けられるような内
容を学ぶ。



平成29年度　自主事業報告書

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

区内病院認知症
講座

目的：病院を訪れる方々やその家族を対象として認知症講
座を開くことで認知症に関しての知識をもってもらい、ケ
アプラザに関するこ周知活動を行う。
内容：11月育生会病院で開催。11月保土ケ谷中央病院で開
催。

平成29年10月11月
２回

ヘルキー秋フェ
スタ＆利用者発
表会

目的：ケアプラザとコミュニティハウスと共催でイベント
を開催することでボランティアの活躍の場を設け地域住民
とのつながりを深める。
内容：水道局、ねんりんピック、障がい者授産施設ブー
ス、各種食品販売、園芸ボランティア寄せ植え販売、など
と同時に利用者発表会及び作品展示を開催。

平成29年11月１回

目的・内容 実施時期・回数

楽しいウォーキ
ング教室

目的：ウォーキングの基礎を含めた運動のコツを学びなが
ら地域住民同士の交流を図る。
内容：横浜市体育協会の講師と地域の保健活動推進委員の
もと、近隣の広場でウォーキングのコツを学ぶ。

平成29年10月１回

目的・内容 実施時期・回数

スクエアステッ
プリーダー連絡
会

目的：地域住民が健康作りのため、スクエアステップを広
めていくための、地域ボランティアとして活動してくれて
いる支援者のフォローアップ。
内容：普段の実施方法の見直し、今のグループ内で困って
いることなどを講師にレクチャーを受け、今後の活動につ
なげる。

平成29年12月
１回

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数

きらきら長寿と
きめき塾in新峰
沢町岡沢町自治
会館

目的：高齢者が身近な地域で、いつでも元気で活動的な生
活が送れるよう、一人一人が自らの生活習慣の改善に取り
込む事を目的とする。
内容：介護予防のための運動、口腔、栄養、認知症予防講
座4コースを新峰沢町岡沢町自治会開館で受講して頂き、自
ら継続的に参加でいるきるよう支援して行く。

平成29年10月３回
11月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

事業名

実施時期・回数

目的：調理室の大掃除をかねたボランティア活動。日頃か
ら利用して頂いているボランティアの継続的な活動と育
成。
内容：お正月料理２品を楽しみながら調理し試食後に参加
者と職員で調理室の掃除を行う。

平成29年12月１回

目的・内容

目的・内容 実施時期・回数

ときわの森正月
用おもてなし料
理＆調理室大掃
除

実施時期・回数

ほどがや区民ま
つりの参加

目的：区民が多数来場する「保土ケ谷区民まつり」の区内
全ケアプラザ担当職員参加する事で、地域住民にとってケ
アプラザが身近で気軽に立ち寄れる場所である事を周知す
るための参加。
内容：YOUは何しにＣＰへをタイトルにフローチャートを用
いて自分に合った活動分野を分析した。インタビュー形式
来場者に声掛けをしてコミュニケーンを図れるよう工夫し
た。

平成29年10月１回

目的・内容 実施時期・回数

ときわの森親子
で楽しむクリス
マス人形劇

目的：休日に親子や家族で楽しんでもらいながら、子育て
中の親子同士の交流を図る。
内容：ときわの森子育て広場の中でクリスマス人形劇を開
催ボランティアと一緒に作成した手作りクッキーをサンタ
クロースからプレゼントしてもらう。

平成29年12月１回

目的・内容 実施時期・回数

第4回ボランティ
ア感謝祭

目的：活動団体の交流の場を設ける事でお互の活動内容も
把握でき、継続的にボランティア活動ができる場所として
ケアプラザが支援していく。
内容：ケアプラザでボランティア活動されている団体と個
人を招き地域ボランティアグループのコカリナ演奏で楽し
んでもらう。食事会、自己紹介、意見交換会を行う。

平成29年10月１回

いつまでも元気
に歩こういin鎌
谷町

目的：地域住民の健康づくりを行う。介護予防の普及・啓
発を行う体操教室の後方支援。
内容：理学療法士の先生に参加者の足を評価してもらい体
操教室の内容についてアドバイスをいただく。

平成29年７月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

実施時期・回数

実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数

平成30年１月１回
２月２回
計３回

目的・内容

コーヒーのおい
しい淹れ方講座
（実践編）

やってみよう！
脳トレ

コーヒーのおい
しい淹れ方講座

目的：地域向けにコーヒーを提供する機会をつくる事で、
達成感や楽しさを味わい継続して活動をしていくきっかけ
づくりをねらいとする。男性、特にシニア層が活躍できる
活動の一歩として参加しやすい企画として開催。
内容：３回の連続講座で学んだ「ドリップコーヒーの淹れ
方」を活かし、地域向けにコーヒーの提供を行う。今回
は、実践編として開催する。

目的：担い手の負担が大きくならないよう、今後取り組み
やすい活動内容の提案等を行い、地域にとって重要となっ
ている自主活動、交流居場所、通いの場の継続支援を行
う。
内容：歌や脳トレ等、参加者が主体的に行える活動内容の
提案や、取り組み方について意見交換を行う。

目的：これまであまり事業や講座に参加しない男性、特に
シニア層の関心が高いコーヒーにテーマを絞り、趣味特技
を活かしたボランティアの発掘・育成をする。連続講座に
することで、参加者同士のつながりづくりや今後ボラン
ティアとして地域で活躍する動機づけもねらいとする。
内容：ドリップコーヒーの淹れ方・豆の種類や歴史を学
ぶ。講師の実技を見て学び、自身も体験することにより淹
れられるように技術を身に着ける。

平成30年３月
計１回

平成30年３月
計２回

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容

骨の健康チェッ
クin満天の湯

目的：骨密度測定会通じて地域住民への健康づくりの意識
付け、普及啓発を行う。
内容：(株)明治の協力で近隣にある施設、満天の湯で場所
を借りて骨密度チャック行う。地域資源の紹介や健康相談
も行う。

平成29年11月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

ときわの森赤十
字救急法基礎講
習＆養成講習

目的：赤十字救急法を学びいざという時の対処を身につけ
る。
内容：三日間で心肺蘇生法・ＡＥＤの使用方法・傷の手当
て・三角布の使用方法・救急搬送・担架搬送などを学ぶ。

平成30年１月３回

目的・内容 実施時期・回数

歯医者さんから
学ぼう！～オー
ラルフレイルっ
てなに???～

みんなdeヨガ体
操

目的：口腔内の健康と口腔虚弱について学んでいただき、
介護予防の一助とする。
内容：歯科医師よりオーラルフレイルについての講義を行
う。

平成30年２月１回

目的・内容 実施時期・回数

平成30年２月１回目的：食材の無駄を無くすため、地域の企業と連携をして
地域高齢者や子ども達が孤食にならないためケアプラザに
一緒に集まって食事をし交流を図る。
内容：当日廃棄となる食材を取り寄せ、メニューに応じて
調理工夫して限定50食を提供する。食器類は持参してもら
う。
※参加費は共催者が処理しています。

目的：地域住民の健康作り。
内容：講師より座ってできる体操や自宅でできる体操の指
導を受ける。

平成30年３月１回

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数

あったかほどが
やみんなｄｅ食
堂ヘルキーカ
フェ



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

健康づくりの
いろは

目的：地域グループリーダーに研修を行い、地域住民がサ
ロンで脳トレーニングを取り組めるように支援していく。
内容：講師よりリーダーが地域実践できるように脳トレー
ニングを指導してもらう。

平成30年３月１回

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容

目的・内容 実施時期・回数

きらきら長寿と
きめき塾（単
発）～延ばそ
う！健康寿命～

目的：高齢者が身近な地域で、いつでも元気で活動的な生
活が送れるよう、ロコモ予防について学ば一人一人が自ら
の生活習慣改善に取り組む事が出来る機会を提供する。
内容：自宅でもできるロコモ予防体操やストレッチを講師
に指導してもらう。

平成30年３月１回

みんなでトライ
♪あたまのエク
ササイズ

目的：認知症予防を目的とする。
内容：講師より脳トレーニングを指導してもらう。

平成30年２月１回

目的・内容 実施時期・回数

地域活動グルー
プリーダー連絡
会

目的：地域サロン・きらりシニア塾などでの中心として活
躍されているボランティアリーダ向けのフォローアップ研
修。
内容：地域包括研究会検討班で作ったテキストを用いて、
健康運動指導士よりシナプソロジー・アドバンス教育ト
レーナー講師指導のもと効果的な活用方法について教えて
もらい地域での活動時のポイントについて実践を交え体験
してもらう。

平成30年１月３月
２回

実施時期・回数



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

ときわの森親子
で作る和菓子＆
パン教室

目的：比較的若い世代の方々や親子で参加してもらうこと
を目的とする。
内容：あんみつ＆スコーン親子で作成してもらい試食す
る。

平成29年７月1回

第９回桜まつり

目的：ケアプラザとコミュニティハウスとの協働共催での
イベント。ケアプラザ・コミュニティハウスの周知と地域
住民の交流の場を目的とする。
内容：・地域の方々の協力を得て衣類・小物・雑貨を持ち
寄りバザーを開催。
・子どもたちによるフリーマーケットの開催。
・ボランティアと職員との作成による、ちらし寿司・桜も
ち・パウンドケーキ販売。
・園芸ボランティアによる花の販売。
・障害者支援として地域の作業所の手作り品・食品の販
売

平成30年３月１回

ほっとフレンズ
2018春　ボラン
ティア研修・説
明会・運動会

ときわの森幼児
のための短期救
急法

中・高校生のた
めのボランティ
ア講座

平成30年２月１回

目的・内容 実施時期・回数

目的：障がいを持っている子どもたちを対象とした余暇支
援。同時にボランティアに障がいに関して理解を深めても
らう機会とする。
内容：区内ケアプラザ合同で開催。保土ケ谷スポーツセン
ターを会場にボランティアと一緒に午前中は運動会を開催
し、午後はダンスの講師を招いて、ダンスの練習をした後
に参加者の家族にダンスを披露した。

平成30年３月１回

目的・内容 実施時期・回数

目的：子育て中の親や家族に向けて幼児安全法を知識を習
得する事でいざという時に役立てもらう。
内容：日本赤十字幼児暗線法指導員にいざという時の病気
とけがについて学ぶ。

平成30年３月１回

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数

目的：ケアプラザでのボランティア活動を通じて将来の担
い手を作る。
内容：自己紹介、ケアプラザの役割、ボランティアについ
ての説明後、デイサービスのレクリエーションに参加して
高齢者と交流する。

目的・内容 実施時期・回数
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