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老人福祉センター 横浜市狩場緑風荘 指定管理者事業計画書 

申請年月日 平成２５年２月２２日 

団体名 財団法人 横浜市老人クラブ連合会 

代表者名 難波一尚 設立年月日 昭和４５年 ６月１６日 

団体所在地 
〒２２１－００６３ 
神奈川県横浜市神奈川区立町２０－１ 

電話番号 (０４５)４３３－１２５６ FAX番号 (０４５)４０２－６０８２ 

現在運営している施設名 所在地 運営開始年月日 

老人福祉センター横浜市菊名寿楽荘 港北区菊名３－１０－２０ 昭和４８年２月１日 

老人福祉センター横浜市蓬莱荘 港南区港南台６－２２－３８ 平成１０年４月１日 

老人福祉センター横浜市狩場緑風荘 保土ケ谷区狩場町２９５－２ 平成１０年４月１日 

  年  月  日 

  年  月  日 

    年  月  日 

    年  月  日 

    年  月  日 

    年  月  日 

    年  月  日 

    年  月  日 

    年  月  日 

    年  月  日 

    年  月  日 

    年  月  日 
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各項目について、どのように考え、どのような運営を行っていくのか、具体的に記載してください。  

１ 老人福祉センターの管理運営の基本方針 について                （Ａ４おもて１枚 厳守） 

老人福祉センターは高齢者が健康で明るい生活を営んでいただくための支援施設とし

て、重要な役割を担っています。高齢者が増加し、高齢社会の到来で、ますますその役

割は大きくなっています。 

そのため、利用者が施設で楽しく快適に過していただくことはもとより、高齢者の生

きがいづくりにも役立つことを基本に、各種相談、健康の増進、教養の向上、レクリエ

ーション及び介護予防等の事業に自治会等の地域団体と連携しながら取り組み、センタ

ーの設置目的実現のための管理運営に一層努めてまいります。 

 

管管理理運運営営のの基基本本方方針針  

(1) 安全快適な場の提供 

 施設を常に清潔に保ち、安全で快適にくつろげる場とするため、防災等危機管

理を怠らず、館内に季節の花や絵を飾るなど安らぎと潤いのある環境づくりに努

めます。 

(2) 明るく親切で公平な対応 

 利用者が、気持ちよく過せるよう職員は、明るく親切で公平な応接に努めます。

職員接遇マナー向上のための研修も実施します。 

(3) 利用者満足度の向上(利用者の視点に立った管理運営) 

 施設をより満足して利用していただけるよう、アンケート等でニーズの把握に

努め、利用者満足度の一層の向上に努めます。 

(4) 健康相談・栄養相談への対応 

 健康を維持する上で健康管理は不可欠であり、そのためセンターで医師・栄養

士が相談に応じ、介護予防に努めます。そのほかの相談については、一次的に職

員が対応し、ケースによって適切な対応を図ります。 

(5) 趣味の教室等の開催 

 高齢者の生きがいづくり、仲間づくりや介護予防の機会となるよう「趣味の教

室」や｢自主事業｣を実施し、美術や音楽、手工芸など文化教養系から健康体操、

ダンスなどの運動系、また介護予防教室など幅広い講座を提供します。 

(6) 個人情報の適切な管理 

 利用者等の個人情報については業務執行上必要最小限とし、その利用、保管等

は法令等を遵守し、厳格に管理します。 

(7) 苦情等の対応 

 利用者の苦情や意見等については、全職員の共有化を図り、改善しサービスの

向上に努めます。 

(8) 区政運営方針の反映 

 老人福祉センターは地域の高齢者の福祉向上を目的とした区民利用施設であ

り、区民のニーズを反映した区政運営方針を踏まえ管理運営に努めます。 
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２ 区の特徴・区政運営方針等の理解と運営方針への反映について     （Ａ４おもて１枚 厳守） 

１１  区区のの特特徴徴 

 保土ケ谷区は、横浜市のほぼ中央に位置し、相鉄線が走る帷子川沿いとＪＲ東海道本線・横須

賀線が走る今井川沿いの低地とそれを取り囲む丘陵地からなっています。低地部には野村パーク

をはじめとする都市機能が集積するとともに旧東海道の保土ケ谷宿もあり歴史を偲ばせる地域

でもあります。丘陵部は、笹山団地や千丸台団地の大団地をはじめ、多くの公営住宅が建設され

ています。保土ケ谷区は、丘陵地に取り囲まれているため緑や坂道が多いことも特徴です。 

 また、保土ケ谷区の高齢化率は、平成１７年１月現在１７．８％で、横浜市の高齢化率１６．

３％を上回り市内第６位を占め、特に上菅田町をはじめ丘陵地のある地域に高齢化の進行が多く

見受けられ、これらの地域には成熟した住宅地があることから今後も高齢化が進むものと予想さ

れます。 

 

２２  区区政政運運営営方方針針のの狩狩場場緑緑風風荘荘運運営営方方針針へへのの反反映映ににつついいてて  
   狩場緑風荘運営方針には、常に区政運営方針を反映させます。 

① 自治会及び地区社会福祉協議会などに働きかけ、当センターの利用案内及び情報提供

をします。地域の人たちが当センターを利用する中で、お互いに相談等ができる仲間

へと発展させ、地域で毎日挨拶を交わし、生き生きと楽しく生活できるコミュニティ

ーの再生に寄与します。 

② Ｇ３０の取り組み 

③ 健康づくり・介護予防への取組みは、転倒骨折予防教室等を実施するとともに報提供

等について積極的に協力していきます。 

④ 地域自治会と協議して防犯活動の取組みを行うとともに、災害時には特別避難場所と

して積極的に場所の提供をしていきます。 
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３ 地域の高齢者のニーズと運営方針への反映について        （Ａ４おもて１枚 厳守） 

１１  高高齢齢者者ののニニーーズズのの把把握握ににつついいてて 

 高齢期を迎えた人々の意識や生活習慣は多種多様化しており、特に、生涯学習活

動に参加する意欲を持った健康で元気な高齢者が、老人福祉センターに対して何を

求めているか、どのようなニーズがあるかについて把握しておく必要があります。 

 多様化し、時代と共に変化している人々のニーズを的確に捉えるため、次のよう

な広聴手段を通じてニーズを把握し、老人福祉センターの事業等に反映します。 

 

① 利用者満足度調査の実施及び利用者会議の開催 

 利用者のニーズがどこにあるのか、センターに何を求めているのか等について

把握し、日常の運営や次の事業の企画に反映させていきます。 

 

② 老人福祉センター運営協議会(仮称)の開催 

 地域関係団体代表者等により構成する「老人福祉センター運営協議会(仮称)」

を設置し、広く地域や関係者からの意見・提案を取り上げ、センターの運営、自

主事業等に活かしていきます。 

 

③ 提案箱の実施 

 利用者が、日常の施設利用を通じて感じている意見、提案、苦情等を投書でき

る提案箱を設置します。投書された事柄については、改善した対応について定期

的に掲示板等に掲出し、利用者に公表するとともに、職員に周知し、よりよい施

設運営に反映させていきます。 

 

２２  ニニーーズズのの運運営営方方針針へへのの反反映映ににつついいてて  

 把握した高齢者ニーズについては、利用者に満足していただけるよう次の視点に

基づき、運営方針に反映させていきます。 

① 清潔かつ安全で、楽しく快適に過せるセンターであること。 

② 気持ちよく過せるよう明るく親切で、公平な対応であること。 

③ ｢趣味の教室｣は高齢者のニーズにあった講座であること。 

④④  利用者のニーズを的確に把握し、センター運営に反映すること。  
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４ すべての利用者への公平なサービス提供に対する考え方        （Ａ４おもて１枚 厳守） 

 

 基基本本的的なな考考ええ方方 

 老人福祉センターは、｢公の施設｣であり公共性が高く、常に｢公正･公

平｣な管理・運営が求められています。従事する職員、スタッフの一人ひ

とりが、法律、条例等で定められている設置目的、趣旨等をよく理解し、

それらを踏まえ｢管理･運営｣に携わることを基本的方針として、あたたか

みを持ってサービス提供にあたります。 

 

  職職員員・・ススタタッッフフのの具具体体的的なな対対応応  

  利用者は様々な考え方、受け止め方をします。話の仕方や、注意

の仕方一つで満足にも不満足にもなります。コミュニケーションに

も細心の注意を持って対応する必要があります。 

 具体的には、席の取り合いや大広間での舞台出演の順番の公平を

確保する等、諸般にわたり公平感は利用者にとって、最も重要な関

心事であるという視点を持って接遇にあたります。 

 

  利用者は千差万別の個性を有しており、時折何等かのトラブルが

発生し多様な訴えがあります。話し方が上手でなく、接する職員も

いらいらしがちになりますが、じっくりと親身になって聞く姿勢を

貫くよう常に心がけて対応に努めます。トラブル時においては、訴

えを優しくじっくりと聞く姿勢が大切であり、判断に当たっては公

平な対応を基本とします。 

 

  苦情等の受付は、常に、迅速･的確･丁寧に、感情的にならずに対

応することを基本としており、次のことを日頃から心がけて不満の

縮減に努めています。 

 対話を心がけ、親身になって対応する姿勢 

 サービス業であることを忘れない姿勢 

 相手の状況(身体的・精神的)に合わせた公平な対応 
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５ 公の施設あるいは一般市民が利用する施設の管理及び運営または高齢者福祉活動の実績に

ついて                              （Ａ４おもて１枚 厳守） 

１１  老老人人福福祉祉セセンンタターーのの管管理理運運営営 

横浜市老人福祉センター：３館 

 昭和 48 年の第 1 館目老人福祉センターを皮切りに、現在３館の管理運営を行って

います。 

 高齢者が健康で明るい生活を送っていただく支援施設として、常に高齢者の視点に

立ったサービスの提供と効率的な管理運営に努めてまいりました。 

２２  横横浜浜市市老老人人ククララブブ連連合合会会ににつついいてて 

 横浜市老人クラブ連合会は、１２万６千人の会員を擁する自主的団体として、また

高齢社会、地域社会を支える担い手として、主体的・組織的に「健康・友愛・奉仕」

を基本的な指針とし様々な高齢者福祉活動を実施しています。 

３３  社社会会参参加加とと友友愛愛活活動動のの推推進進 

 心の通い合う、豊かで活力ある地域社会の形成に寄与するとともに、自らの生きが

いを高めることを目的として実施。 

① 高齢者いきいき活動事業 

② 美化活動事業 

③ 友愛活動の推進 

④ ｢社会奉仕の日｣一斉活動 

⑤ 高齢者社会参加活動サポーター事業 

⑥ 高齢者の仲間づくり支援事業 

４４  ｢｢健健康康をを進進めめるる運運動動｣｣のの推推進進 

 各老人クラブを拠点として、高齢者の健康保持推進と、健やかな生活を築くことを

目的として実施。 

① 高齢者の健康づくり、介護予防等の推進 

② シニアスポーツ大会の実施 

  種目：ゲートボール、グラウンドゴルフ、ペタンク 

③ 全国健康福祉祭（ねんりんピック）への参加 

５５  教教養養学学習習活活動動 

 高齢者としての社会生活に必要な知識の習得と、社会的適応能力の向上を目的とし

て毎年開設。 

① 高齢者福祉大学講座(一般講座、特別講座、専修講座) 

② 囲碁・将棋大会、カラオケ大会 

③ 生きがい教室(シニアパソコン教室等) 

６６  広広報報活活動動  

①  機関紙の発行 

②  ホームページの開設 

７７  老老人人ククララブブ指指導導者者のの資資質質向向上上ののたためめのの研研修修会会のの開開催催 

 区老連会長研修会、老人クラブリーダー研修会、女性リーダー研修会、友愛活動推

進員チーム代表研修会、全国・関東ブロック研修会への参加 



（様式１） 

 - 8 - 

６ 職員の採用・配置計画について                            （Ａ４おもて１枚 厳守） 

１１  職職員員のの採採用用・・確確保保ににおおけけるる基基本本的的なな考考ええ方方  

①  職員は、業務の性格や実態及び運営経費等を勘案し、常勤職員と非常勤職員に

区分して採用し、配置します。 

②  常勤職員は、所長、副所長２名の計３名体制とします。 

③  常勤職員は広く人材を求める為、公募での採用を予定しています。所長につい

ては、横浜市の管理職経験者で、高齢者福祉施設の運営に意欲のある人材も含め

検討し採用します。 

④  非常勤職員は、地元在住の方をコミュニティースタッフとして採用し、できる

だけ多くの方の就業機会を確保する趣旨から、担当区分を午前・午後及び隔月勤

務の体制とします。 

２２  ココミミュュニニテティィーーススタタッッフフ採採用用ににああたたっっててのの考考ええ方方 

 直接、利用者と接することの多いコミュニティースタッフの人材資質の良し悪しが

センター運営の良否を左右すると言っても過言ではないものがあります。 

 採用に当たっては、高齢な利用者と直接接することから、明朗快活で高齢者の状況

や地域福祉にある程度の経験を有し、理解できる人生経験豊かな者を採用します。 

 募集は公募、毎年更新を原則として、原則３年間を雇用期間とします。 

３３  配配置置人人員員 

 所 長         １人 

 副所長         ２人 

 コミュニティースタッフ ５人 

  ※延２０人採用 内訳(偶数月：午前・常時は４人で火曜日は５人、午後・常時                                       

             は４人で火曜日は５人)       

                        (奇数月：午前・常時は４人で火曜日は５人、午後・常時                                       

              は４人で火曜日は５人)       

  ※開館日には、所長・副所長の内最低２人が勤務できる体制を確保します。 

４４  業業務務配配分分 

 所 長：館内事業全体の企画・指導･監督 

 副所長：庶務・経理・自主事業の企画運営・所長の補佐・その他 

 コミュニティースタッフ：センター管理・運営業務を分担 

５５  本本部部機機能能体体制制 

 センター職員の採用・確保については、市老連で責任を持って対応し、研修につい

ては、計画をたて実施するとともに、職員指導にもあたります。 
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７ 職員の研修計画について                                 （Ａ４おもて１枚 厳守） 

１１  研研修修のの考考ええ方方  

①  老人福祉センターにおける業務は、常に利用者と直接接することで行われること

で進められています。利用者との「受付」でのふれあいからはじまります。その時

の「さわやかな笑顔」の一声が利用者のセンターに対する印象を左右します。 

②  さわやかなふれあいを基本に、利用者が安全で快適かつ楽しく過せるよう、職員

やコミュニティースタッフに対する「研修」を実施します。 

 

２２  採採用用時時研研修修  

  センターでは、毎年 3分の 1ぐらいの新規スタッフを採用しています。これらのス

タッフを対象に 5日間の研修を実施します。 

〈研修内容〉 

① 市老連本部による研修 

• 高齢者の心理面や身体面を理解しながら、どのように接するかを学ぶ「接

遇研修」を全てのスタッフを対象に行います。 

• 防犯・防災や緊急時の危機管理研修、個人情報保護研修及び人権研修等を

行います。 

   ② 所属研修 

• 所長・主事からは、高齢者福祉施設としての使命、接客態度を含めた利用

者への対応のあり方を中心に、防災・防犯や緊急時の対応、苦情処理及び

個人情報保護等について研修します。 

• 業務内容の研修については、経験者から業務担当ごとに開館時の準備から

始まり、それぞれの担当部署の一日の業務を研修します。 

 

３３  随随時時研研修修  

  個々のケース等で、指導・周知が必要なときに実施します。定例的に開く午前と午

後のミーティングの機会等を活かして行います。 

  

４４  始始業業時時ミミーーテティィンンググ  

  毎日のミーティングで、繰り返し明るい挨拶や公平な対応、あるいは苦情の共有化

について徹底を図ります。  
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８ 個人情報の取扱について                                       （Ａ４おもて１枚 厳守） 

１１  取取扱扱ににああたたっっててのの基基本本的的なな考考ええ方方 

 個人情報の取扱については、これまでも適正な管理に努めていましたが、｢個人情

報保護法｣の施行を踏まえ、研修等を通じ全職員に個人情報保護の重要性を認識させ、

より徹底した「個人情報の管理｣を行います。 

 また、取扱指針を定めるとともに、個人情報の保護管理の徹底のため、責任体制を

確立します。 

２２  セセンンタターーでで取取扱扱うう個個人人情情報報 

 センターには、｢趣味の教室受講者名簿｣｢利用者の登録名簿｣など、業務に関係する

数多くの個人情報が、本人の了解のもとに収集管理されています。社会的弱者といわ

れる高齢者の情報の取扱にあたっては、個人の権利・利益が侵害されることのないよ

う、より厳正に取扱います。 

３３  具具体体的的なな保保護護体体制制  

① 何が個人情報にあたるのかを特定し、職員全員の共通認識にします。 

 職員、スタッフに対する「個人情報保護研修」を実施し、何が個人情報にあた

るのか、日常業務の中でどのような個人情報を扱っているかを特定し、全員の共

通認識にします。 

② 受付等での個人情報収集は、必要最小限のものとします。 

 収集する場合は、その利用目的を公表するなど、法を遵守して必要最小限のも

のとします。 

③ 不要になった個人情報の廃棄を徹底します。 

 趣味の教室等で収集し、その後不要となった個人情報についてはシュレッダー

にかける等適切に破棄します。 

④ 個人情報の保管管理を厳重に行います。 

 個人情報記載の書類やフロッピーディスク等は施錠できる書庫で保管し、管理

責任者(所長)を明確にするとともに、個人情報データへのアクセスはパスワード

で保護します。 

⑤ ｢趣味の教室受講者名簿｣の作成・配布は必要最小限の範囲で行います。 

⑥ 個人情報を入れたパソコンやデータの持ち出しを禁止します。 

 持ち出したパソコンやデータが盗難や紛失する事例が多発しており、施設外へ

の持ち出し禁止を徹底します。 
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９ 苦情受付体制について                                  （Ａ４おもて１枚 厳守） 

 

１ 基基本本的的なな考考ええ方方  

 苦情の内容は、センターの運営に関するもの、設備に関するもの、利用者同士の

トラブルに関するものなどに大別できますが、いずれにしても、利用者が気持ちよ

く公平に利用できることを基本とし、以下のような体制をとります。 

 

２２  苦苦情情のの受受付付体体制制  

①  苦情の受付体制として、苦情受付責任者（センター所長）を置き、迅速・的確

に対応することとしています。 

②  しかしながら、責任者不在の場合もあり、苦情の訴えは、センターに従事する

職員、スタッフの誰に対してもありうるため、従事する職員は全員が、冷静に聞

く姿勢を持ち、誰もが受付窓口になりうる状況にしています。また、苦情対応し

たのち、速やかに上司に報告します。 

③  苦情解決責任者は、横浜市老人クラブ連合会の総務部長とします。 

 

３ 利利用用調調整整委委員員会会  

 横浜市老人クラブ連合会では、所管するセンター利用者からの苦情等に迅速・的

確に対応し、センターの適正な運営とサービス向上に資するため、第３者を委員と

した老人福祉センター利用調整委員会を設置し、対応しています。 

 

４ 苦苦情情情情報報のの共共有有化化  

 苦情に関する情報は、センター事業や運営に対する「改善への提案」であると捉

え、毎日のミーティング時に周知、確認し、その後の運営に生かすこととしていま

す。 
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１０ 防犯、防災、緊急時の対応について                            （Ａ４おもて１枚 厳守） 

利用者に安心して施設を利用していただくためには、緊急時の円滑な対応は施設運営

上、不可欠な要素の一つと考えています。防火管理者の設置や避難誘導体制を図式化し

て明確にするとともに、職員研修や日頃のミーティング時を利用して危機管理意識の徹

底を図っています。 

また、施設のバリアフリーや安全面での点検の際には、高齢者の視点にたって館内を

点検するとともに、万が一の事故の発生に対応するため「施設賠償責任保険」に加入し

ています。 

 

１１  防防犯犯対対策策ににつついいてて 

 老人福祉センター利用者は、大半が元気な高齢者ですが、なかには加齢に伴う健忘

症の進んだ利用者もいるため、日頃から、窃盗などの防犯対策として貴重品は持参し

ないように案内し、また、持参したときは注意を喚起するとともに、見回りにも注意

しています。 

 館内設備としては、鍵の管理に力点をおくとともに、夜間の対策としては、機械警

備を委託しています。警察・消防などの部署とも密度の高い連携を進めていきます。 

 

２２  防防災災対対策策ににつついいてて 

 防災対策としては、まず防災設備に遺漏のないように定期点検等を確実に行ってい

ます。一方、日常的には、毎日の業務運営の中で防災設備等の自主点検に努め、防災

日誌を作成し状況確認を実施すると共に、防災計画を策定し、年 2回の防災訓練を実

施しています。 

 また、館内は禁煙とし、喫煙室を設け防火確認を徹底しています。 

 なお、震災等の際は、横浜市の｢防災計画｣において、｢特別避難場所｣として位置づ

けられています。 

 

３３  緊緊急急時時のの対対応応ににつついいてて 

 利用者が利用中に倒れるなどの緊急事態発生時に、職員・スタッフが迅速・適切な

対応がとれるよう、研修やミーティングなどを通じて態勢を整えています。 

 設備的には、休養室の確保や、担架の準備をしていますが、原則として救急車を依

頼する等マニュアル化して対応しています。 

 また、心室細動という重症の不整脈により引き起こされる心臓突然死に対応するた

め、ＡＥＤ(自動体外除細動器)を備えたいと考えています。 



（様式１） 

 - 13 - 

１１ 利用者への情報提供について                           （Ａ４おもて１枚 厳守） 

１１  情情報報提提供供のの考考ええ方方ににつついいてて 

 施設利用者及び区民の皆様には、いろいろな機会を捉えて、様々な情報提供を行っ

ていきたいと考えています。現在の情報提供の手段は、主に広報よこはま(市版また

は区版)を通じて提供しています。今後は、現在行っている情報提供に加え、他区民

利用施設でのチラシ配布、近隣町内会・自治会を通じての提供などできるだけ多様な

手段を生かして情報提供を行っていきます。 

 

２２  具具体体的的なな情情報報提提供供  

① ｢趣味の教室｣募集のお知らせ 

 年２回の開催に合わせて、広報よこはま保土ケ谷区版の 2月号及び 8月号に、

内容・応募方法等を記載し参加者を募集するとともに開催案内パンフレットを作

成し、区民利用施設で配布していきます。 

② 利用案内リーフレット 

 リーフレットを区民利用施設に置き、センターの周知を図ります。 

③ 機関紙「市老連よこはま」への掲載 

 機関紙にセンターの事業内容を掲載し、紹介します。 

④ 市老連ホームページへの掲載 

 ホームページにセンター紹介を掲載します。 

⑤ 臨時休館のお知らせ 

 台風や積雪などの天災等で止む無く休館せざる得ないときは、保土ケ谷区役所

に連絡した上で、玄関入り口に大きく張り紙を掲出して周知します。 

 

３３  老老人人福福祉祉セセンンタターー運運営営協協議議会会((仮仮称称))をを通通じじててのの情情報報提提供供  

 区民利用施設として設置されているセンターは、常に区民のニーズを把握し、ニー

ズに沿った施設運営を図る必要があります。区民の意見を把握する一環として、関係

機関、団体等の協力を得て、それらの代表者からなる運営協議会を新たに設置します。 

 この運営協議会に参加していただく関係機関や地域組織、関係団体を通じてセンタ

ーの運営方針、各種自主事業について情報提供を行っていきます。 

 

４４  セセンンタターーだだよよりりのの発発行行  

 自主事業のお知らせやセンターの話題等を盛り込んだ｢センターだより｣を定期的

に発行します。 
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１２ 健康づくりや介護予防への取組について                        （Ａ４おもて１枚 厳守） 

１１  取取組組へへのの考考ええ方方ににつついいてて 

 老人福祉センターは、老人福祉法で定められた｢高齢者対象の福祉施設｣であり、地

域の高齢者に健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に

提供し、もって高齢者に健康で明るい生活を送ってもらうことを目的として設置され

ており、横浜市老人クラブ連合会としてもその趣旨に沿って運営しています。 

 心身の健康づくりは、まさに介護予防の最も重要なステップであると認識してお

り、今後は一層の健康づくり事業の拡充を目指します。 

 

２２  具具体体的的取取組組ににつついいてて  

① 大広間での歌やおどり、囲碁や将棋などの個人利用の場を提供します。 

② 趣味の教室を開催することにより、同好の仲間づくりの機会をつくり、教室修了

者の自主グループ活動の支援を行います。 

③ 地元の医師の協力を得て、健康相談を行います。 

④ 健康増進のための体操教室を開催します。 

⑤ 自動血圧器を設置や機能回復訓練室の充実を図り、利用者の健康管理の一助とし

ます。 

⑥ 区役所等区内の関係機関や老人クラブ等と連携して｢介護予防講座｣や｢軽スポー

ツ教室｣等を企画・実施します。 

 

３３  転転倒倒事事故故防防止止講講座座 

 家庭内・地域内の点検、安全対策の方法等について学び、啓発講座を開催し、転倒

予防を図ります。 
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１３ 高齢者に対する健康相談、生活相談、助言等の方法について       （Ａ４おもて１枚 厳守） 

 

高齢化社会の進展とともに、一人暮らし高齢者や高齢者世帯が増加し、高齢者を含む

家族の小規模化、核家族化が進み、地域の連帯感が希薄になるなど、高齢者をとりまく

社会環境が大きく変化しています。 

地域における人間関係の希薄化の進行により高齢者の孤立化が進み、高齢者が健康や

年金問題、家族関係等の悩みを、地域の中で気軽に相談できない状況が生じています。 

こうした状況を踏まえ、センターでは気軽に相談できる体制を整え、高齢者が住み慣

れた地域でいつまでも元気に暮らせるよう支援していきます。 

 

１１  健健康康相相談談ににつついいてて  

 地域医師会の協力を得ながら、健康相談を定期的に開催します。日頃の健康に対す

る相談を受けながら、生活習慣の指導も実施し介護予防につなげていきます。 

 

２２  生生活活相相談談及及びび助助言言ににつついいてて  

 センターのスタッフが日常業務を行う中で、利用者と積極的にかかわり、会話を通

して助言するとともに、生活相談を実施します。 

 生活相談の相談日・時間については、当面週１回、２時間程度とし、ニーズに応じ

て拡充します。相談者は原則所長とし、種々相談に応じます。相談内容により速やか

に関係機関を紹介するなど対応します。 

 

３３  時時事事講講演演会会、、相相談談会会のの実実施施  

 高齢者を狙った詐欺的犯罪が増加していることを踏まえ、高齢者の日常生活に役立

つ｢防犯・防災｣や｢年金｣｢介護保険｣等をテーマにした講演会や相談会を、警察、消防、

区役所など行政機関と連携して実施していきます。 

 

４４  傾傾聴聴ボボラランンテティィアアににつついいてて  

 高齢者層には、一人暮らし世帯も多くあり、｢話を聞いて欲しい｣とのニーズが多く

あると思われることから、老人クラブなどと連携して｢傾聴ボランティア｣のようなこ

とも検討していきます。 
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１４ 高齢者の仲間づくりを推進するための配慮について                 （Ａ４おもて１枚 厳守） 

１１  仲仲間間づづくくりりににおおけけるる老老人人福福祉祉セセンンタターーのの役役割割  

 センターの設置目的の一つに、気の合う仲間づくりの場の提供があり、実際、セン

ターは仲間づくりには最適な場所であると考えています。その理由として、 

① 来所することにより、いつでも同世代の利用者にあえること。 

② ｢趣味の教室｣への参加を通して、共通の趣味を楽しみ、作品をつくれること。 

③ 話題の合う人とゆっくり会話できること。 

④ 共通の趣味活動(大広間でのカラオケや踊り、囲碁・将棋、卓球など)の利用者

がいることなどがあげられます。 

このセンターの役割を果たすため、センター職員一同が、仲間と気持ちよく楽し 

める場所の提供に努めています。 

 

２２  仲仲間間づづくくりりをを推推進進すするるたためめのの事事業業展展開開ににつついいてて  

 仲間づくりは、その人にとって、センターから離れてもなお交流ができる仲間や旅

行等にも一緒に行かれる仲間を、センターの利用が縁となって作ってもらえることが

理想です。 

 センターとして、仲間づくりの機会を少しでも増やすべく、次のような機会を企画

し、推進していきます。 

① ｢趣味の教室｣を継続実施することにより、同好の人に合う機会を設定します。 

② 教室修了者の「ＯＢ会」活動が生まれるよう支援します。 

③ 大広間での｢カラオケ｣や「だんらん」などの施設利用を通して、｢仲間づくり｣

を支援します。 

④ 趣味のグループの部屋利用を調整し、できるだけ多くのグループ利用を推進し

ます。 

⑤ センター周知のための広報活動を実施します。 
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１５ 趣味の教室の基本的な考え方                                     （Ａ４おもて１枚 厳守） 

 

１１  趣趣味味のの教教室室のの基基本本的的なな役役割割とと意意義義ににつついいてて 

 趣味の教室は、高齢者一人ひとりの学習意欲や生きがいづくりに様々な可能性を提

供するとともに、仲間づくりやボランティア活動にも資するなど、住み慣れた地域で

生き生きと暮らしてもらうことを目的に実施します。 

２２  開開催催回回数数 

 前期と後期に分け、年２回開催します。 

• 前期 ： 毎年４月１日から９月３０日までの６ヶ月 

• 後期 ： 毎年１０月１日から翌年３月３１日までの６ヶ月 

３３  科科目目 

健康体操・民謡踊・フラダンス教室・ウクレレ教室・書道・生け花・絵手紙・茶道・

水墨画・水彩画・ペン習字・陶芸・詩吟等 

※ ｢趣味の教室｣の受講者やセンターの利用者に対してアンケート調査を行い、高齢

者がどのような要望を持っているかを把握し、よりニーズに沿った内容で実施し

ます。 

４４  受受講講人人数数及及びび受受講講料料 

 科目ごとに定数を設定します。受講料は無料(教材費のみ実費)とします。 

５５  講講師師ににつついいてて 

 講師は、横浜市老人クラブ連合会の｢高齢者社会参加活動サポーター事業｣に登録さ

れているボランティアや｢保土ケ谷街の学習応援隊｣の方々を活用して実施します。 

６６  周周知知方方法法ににつついいてて 

 前期は広報よこはま区版の２月号に、後期は８月号に掲載して周知します。また、

近隣の自治会及び公共施設に協力を依頼し、募集ポスターを掲示します。 

７７  教教室室修修了了後後のの対対応応 

 受講修了者が引き続きグループを結成し、自主活動を続けていく場合には、期限を

限定し、施設の｢優先使用｣を認めて支援していきます。 
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１６ 趣味の教室以外の自主事業の基本的な考え方                       （Ａ４おもて１枚 厳守） 

 狩場緑風荘は特Ａ型館(多機能型)の指定を受けている老人福祉センターです。その指

定の名に恥じない多様な事業を展開し、高齢者が地域の中で生き生きと快適に明るく元

気良く日常生活が送れるように支援していきます。 

 

１１  栄栄養養教教室室のの拡拡充充 

 現在、月１講座(４回コース)の開催を月２講座(各４回コース)に拡充し、より多く

の高齢者に参加してもらうことにより、栄養面からの介護予防をはかります。  

２２  ｢｢栄栄養養相相談談ななんんででもも相相談談箱箱((仮仮称称))｣｣のの設設置置  

 現在、栄養教室で実施している栄養相談を、他の利用者も相談できるように「栄養

相談なんでも相談箱」を設置します。利用者は予め用意した相談用紙に質問等を記入

し投函します。相談の回答については、栄養教室の開催日に講師に依頼して作成し、

投書者にお渡しし、生活習慣の改善に役立ててもらいます。  

３３  生生きき生生きき健健康康ラランンドド事事業業  

 利用者人気一番のヘルストロン(電気健康器具)を１台増設します。現在の１日の利

用定員８０人を１００人定員とし、名称を｢生き生き健康ランド事業｣と改めます。腰

掛けているだけで気持ちよく、健康な身体づくりに親しんでもらい、高齢者が元気で

快適な日常生活を送れるよう支援します。  

４４  出出前前健健康康教教室室のの開開催催  

 加齢に伴う筋力やバランス感覚の低下、歩行能力等身体機能の低下については、日

常生活の中での運動トレーニング等によって予防することができます。区サービス課

で実施している｢出前健康教室｣をセンターに誘致し、介護予防の一助とします。 

５５  生生活活相相談談  

 生活相談を実施します。相談者は原則所長とし、種々相談に応じ、相談日・時間に

ついては予め定期的に設定して対応します。相談内容により、速やかに関係機関を紹

介するなどで対応します。  

６６  介介護護予予防防専専用用掲掲示示板板のの設設置置  

 介護予防専用掲示板を設置し、区サービス課や区内地域ケアプラザ等と連携して情

報を収集し、利用者に介護予防に関する情報を提出します。  

７７  そそのの他他自自主主事事業業  

 地域の高齢者が気軽に集える場としての｢たまり場シルバー喫茶｣(仮称)の設置や、

健康づくり教室、介護予防講座を中心に、別表に掲げた事業にも取り組んでいきます。  
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１７ 経費節減のための取組について                                （Ａ４おもて１枚 厳守） 

 利用者へのサービス提供が低下することなく、最小限の費用で最大の効果が得られる

よう運営するとともに、経営的視点にたって経費削減のための取組みを行います。 

 

１１  光光熱熱水水費費  
① 電気料 

 館内には相当数の電灯が配置されているが、全館全てが常時使用されているこ

とは少なく、定時に見回り、必要のないものは消灯するように努めています。ま

た、利用に支障のない範囲内で、蛍光灯数を削減し節電します。 

② 水道料 

 風呂の湯温管理をするとともに、湯量については、利用者にとって不満のない

程度に配意しつつ、適正な管理を行うとともに、保土ケ谷プールのオーバーフロ

ー水をトイレ用の水として活用し、水道料の節減に努めます。 

  

２２  業業者者委委託託費費  
 すべての委託業務について、委託内容を見直すとともに、委託契約方法を見直し、

経費の削減を図ります。 

※  特に、施設の夜間巡回警備のために配置していた宿直員については、保土ケ谷プ

ール管理者と協議して見直し、機械警備委託への移行を検討し、経費を削減します。 

 

３３  消消耗耗品品費費  
 一括購入、ディスカウントショップでの購入を促進します。また、在庫管理を適正

に行い、不必要な物品購入、印刷等しないように徹底します。 

 

４４  小小破破修修繕繕等等  
 コミュニティースタッフ、職員でできる修理については、材料費で対応し経費の削

減を図ります。 

 

５５  自自主主事事業業費費  
①  健康相談は、相談者数の実績等を勘案し、適正な回数で実施し、謝金の削減に

つなげます。 

②  趣味の教室の講師謝金については、街のボランティア人材を活用することによ

り経費の削減に努めます。 

 

６６  人人件件費費  
 コミュニティースタッフが急病等で欠けたときに、常勤職員が代替応援をすること

により経費を削減します。 
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１８ 浴室の利用のあり方について                   （Ａ４おもて１枚厳守） 

お風呂の利用率は高く、利用者の楽しみの一つとなっています。利用者が安心して、

快適に入浴でき、語らいや憩いの場となるよう、次のとおり浴室の管理運営とサービス

の提供を行ない、利用者の満足度の向上に努めます。 

１１  法法令令・・通通達達・・条条例例等等のの遵遵守守  
 狩場緑風荘の浴室は、公衆浴場法第２条第１項による許可を受けています。浴室

の運営維持管理は、法令・通達・条例等を遵守して行います。 

① 公衆浴場における衛生等管理要綱(厚生労働省) 

② 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等に関する技術上の指針について(平成

１５年度厚生労働省告示第２６４号) 

２２  利利用用者者ののププラライイババシシーー保保護護とと人人権権尊尊重重及及びび利利用用者者のの制制限限  
 狩場緑風荘は公的な施設です。利用者の皆様が公平・平等に浴室の利用ができる

よう次のとおり行います。 

① 利用者のプライバシーの保護と人権の尊重 

 利用者は長年の社会生活等で身体に傷等のある方及び認知症と思われる方等

様々な方々が入浴しています。利用者の入浴を通じて当センターが知り得た個人

情報は厳守するとともに、浴室運営に支障が生じない限り、利用者の人権を尊重

し、利用者全てが公平・平等に入浴できるよう適切な対応に努めます。 

② 利用者制限 

 次の利用者には、利用者自身のため及び他の利用者に迷惑等をかけることから

利用制限をせざるを得ないと考えます。 

(ア)伝染病疾患のあるもの (イ)善良の風俗を害する恐れのあるもの 

(ウ)その他管理上支障があると認められるもの 

  ※この事例は、例えば｢お酒を飲んでいるもの｣が該当します。 

３３  浴浴室室のの衛衛生生管管理理とと維維持持 

 浴室内の衛生管理は、利用者である高齢者の皆さんを伝染病等から守ることであ

り、また利用者が清潔で安心して快適に利用できるよう保障するため最も重要であ

ると考えていますので、徹底して行います。衛生維持管理は、そのことを踏まえ次

のとおり行います。 

① 浴槽水は常に清潔さを保ち、脱衣場、浴室、桶、椅子等洗面用具は毎日１回以上

清掃します。また、使用中の浴槽の湯は、常に満たされている状態にします。 

② 粗相が発生した場合は、即使用を中止し、浴槽内の清掃及び消毒を行います。 

③ 水質検査(年１回)、レジオネラ属菌の検査(年２回)、残留塩素測定検査(１日３回)

等の検査は法令等を遵守し行います。 

４４  事事故故防防止止 

 浴室内は室温が高いため、長湯をすることで湯あたりの状態になり、貧血で倒れ

る場合もありますので、常に浴室内の利用者には注意します。 

 また、定期的に巡回してお湯の温度、カミソリ等の危険なものの排除等利用者の

状況把握に努め、浴室内の安全管理を徹底して行います。 

 なお、緊急対応の場合は、生命の尊重を第一に考え、救急車を呼び家族とも連絡

を取る等職員一丸となって適切に対応します。 



（様式２） 

平成２５年度 老人福祉センター横浜市狩場緑風荘指定管理者事業計画書 
 

【指定管理者】 公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会 

 

 

１ 老人福祉センター狩場緑風荘の管理運営の基本的な考え方 

 

（１） 管理運営の基本方針 

       狩場緑風荘は「高齢者が健康で明るい生活を営むための支援施設」としての老人福祉センター

の使命や役割を念頭におき、狩場緑風荘を利用することにより、利用者の皆様の癒しの場とな

り、満足してご利用していただける施設として、又、地域と密着した施設となることを目指して運

営してまいります。 

       

    ① 高齢者の教養、趣味、娯楽の機会の提供及び高齢者の健康増進を支援します。 

    ② 公的な施設として、公平、公正、平等及び人権を尊重した管理運営に努めます。 

    ③ 地域に根ざした福祉施設として、保土ケ谷区や地域と密接な連携をとり、地域の活性化を 

      図ります。 

    ④ 法令、条例等を遵守し、コンプライアンスの徹底を図ります。また、個人情報保護の励行

に努めると共に情報公開には、積極的に開示協力をします。 

    ⑤ 節電、節水を初め、経費節減に努めると共に、ゴミの資源化率の向上を図るなど 

エコライフの向上に努めます。   

⑥ 苦情や提案等には、事実関係等を調査し適切に対応し、明るい老人福祉センター 

の運営に努めます。 

⑦ 利用者の目線に立ったサービスに心がけ、利用者満足度の向上を目指します。 

 

２ 平成２５年度事務事業の推進について 

    

（１）「趣味の教室」「短期講座」「自主事業」の開催について（別紙「自主事業計画書」参照） 

    ＊ 高齢者利用者の生涯学習の機会と場の提供として「趣味の教室」や「短期講座」及び「自

主事業」を積極的に開催し、生きがい作りや仲間作りを支援していきます。 

    ＊ 「趣味の教室」事業は、本年度は、前期２０講座（１年間開講４講座を含む。）、後 

期２０講座を各々６ヶ月間開催します。 

    ＊ 「短期講座」は、主に短期間で集中的に開催した方が効果的と思われる講座を開催 

します。 

    ＊ 自主事業は、健康相談、高齢者困りごと相談、生活相談及び防犯教室などの「生活 

支援事業」、地域に密着した運営を行うため、地域住民にも開放する「緑風荘祭り」などの

イベント及びメリハリのある運営とするため季節毎に「イベント」を企画し開催します。また、

「介護予防講座」や防犯教室など関係機関等と連携して実施します。 

 

（２）利用者のニーズを把握するために 

    ＊ 利用者満足度アンケート調査を実施します。 

    ＊ 「趣味の教室」受講者のアンケート調査を実施します。 

    ＊ 利用者の代表者から要望を聞き地域の自治会等との連携を密にするため「利用者・地域

連絡会議」を開催します。 

    ＊ 老人クラブと連携を密にするため、横浜シニア大学の開催の支援をします。 

    ＊ 「提案箱」を初め、利用者の要望及び苦情を聞く窓口を充実させます。 

         これらの要望や苦情等は積極的に狩場緑風荘の管理運営に反映させていきます 



 （３）職員体制と人材育成について 

      利用者のサービス向上を図るため、職員の育成及び接遇等の研修を勧めていきます。 

    ＊ 職員体制は、常勤職員３人（所長１人、副所長２人） 非常勤職員（コミュニテ 

ィスタッフ）常時４人配置を維持します。 

    ＊ 常勤職員２人は副所長と位置付け補佐機能と責任体制を明確にします。 

    ＊ 職員の育成として、採用時研修、職場実務研修、始業時ミーティング、個人情報 

保護、コンプライアンス及び接遇等各種研修を行います。 

 

 （４）個人情報保護と情報公開について 

    ＊ 利用者の個人情報は、個人情報保護法の趣旨に基づき適正に取り扱います。 

    ＊ 個人情報は、業務に必要な範囲で収集し使用目的を明確にして利用します。 

    ＊ 情報の管理は厳正に行います。 

    ＊ 情報公開は、迅速・適切に対応します。 

    ＊ 情報は積極的に適正な方法で公開して行きます。 

 

 （５）緊急時の対応について 

      老人福祉センターは、高齢者が利用する区民利用施設であり、他の施設より”事故“の 

発生する可能性が高いと言われております。特に狩場緑風荘は浴室設備があり、入浴中 

の”事故“発生の危険があります。「安全は最大のサービス」との心構えで、防犯、防 

災、救急救命等に万全の配慮をすると共に年２回の防災訓練を実施します。 

    ＊ 自衛防災組織を組織し緊急時に備えます。 

    ＊ 緊急対応マニュアル（防災・急病人・風呂）を基に緊急時の対応を行います。 

 

  （６）“安全･清潔”な施設運営のため 

      施設の清掃が隅々まで行き届き、衛生面での配慮がなされていることは、利用者が 

快適にセンターを利用してもらうための第一歩であります。 

    ＊ スタッフや専門業者による「日常清掃」は毎日きめ細かく行います。 

    ＊ 「害虫駆除」など専門業者による定期作業もタイムリーな時期に定期的に実施します。 

    ＊ お風呂の衛生管理は、浴場の毎日清掃、レジオネラ菌検査、塩素系消毒薬投与などを行

い、浴室の清潔さを保全します。 

       

  （７）健康や福祉などの相談体制の充実 

 高齢者がいつまでも元気で「生活の質」を高め、維持して行けるよう相談体制を充 

実させ、支援することは、寝たきりの予防及び介護予防の観点からも重要です。 

＊ 看護師による「健康相談」、所長による「生活相談」、栄養士による「栄養（食生活）相談」

などの事業を利用者の健康維持の立場からの内容の充実を図ります。 

 

  （８）サービスの向上と効率的な事業執行について 

       指定管理者制度の移行に伴い、利用者へのサービスの向上と効率的な事業の推進が 

求められています。この２つの目標を達成するには、今まで以上の「改善」と「改革」が必要と

なります 

    ＊ 「サービスの向上」は基本方針や運営方針をベースにして、利用者の目線及び満 

足度に着目して、「運営方法」や「事務作業」の見直しを進めていきます。 

    ＊ 「効率的な事業執行」は利用者へのサービスの低下を招くことなく、「最小限の費用で最大

の効果」があげられるよう経営的な視点に立って行っていきます。 
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平成２５年度

　 狩場緑風荘

①募集対象

事業名 ②募集人数

③一人当たり参加費 委託料 参加費 講師謝金 材料費 その他

ナツメロ体操 ６０歳以上の市民

1 20人 133,632 133632 0 133632 0 0

(月2回・全24回） 無料

民謡踊 ６０歳以上の市民

2 15人 200,448 200,448 0 200,448 0 0

(月3回・全36回） 無料

フラダンス教室 ６０歳以上の市民

3 10人 200,448 200,448 0 200,448 0 0

(月3回・全36回） 無料

編み物 ６０歳以上の市民

4 15人 200,448 200,448 0 200,448 0 0

(月3回・全36回） 無料

絵手紙 ６０歳以上の市民

5 15人 200,448 200,448 200,448 0

(月3回・全36回） ５００円／１回

６０歳以上の市民

6 折り紙 15人 200,448 200,448 200,448 0

(月3回・全36回） 無料

ハーモニカ ６０歳以上の市民

7 １５人 133,632 133,632 0 133,632 0 0

(月2回・全24回) 無料

囲碁入門 ６０歳以上の市民

8 １５人 200,448 200,448 0 200,448 0 0

(月3回・全36回） 無料

ペン習字 ６０歳以上の市民

9 15人 200,448 200,448 0 200,448 0 0

(月3回・全36回) 無料

陶芸 ６０歳以上の市民

10 15人 481,056 481,056 0 481,056 0 0

(月3回・全36回) 無料

詩吟 ６０歳以上の市民

11 15人 200,448 200,448 0 200,448 0 0
(月3回・全36回) 無料

パソコン教室 ６０歳以上の市民

12 20人 561,240 561,240 0 561,240 0 0

(月3回×２日・全７２回) 無料

2,779,512 2,913,144 0 2,913,144 0 0

事業ごとに別紙に記載してください。 1

小計

自　主　事　業　計　画　書

自　　主　　事　　業　　予　　算　　額　

総経費
収入 支出

【　趣味の教室　】　①
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平成２５年度

団体名 狩場緑風荘

①募集対象

事業名 ②募集人数

③一人当たり参加費 委託料 参加費 講師謝金 材料費 その他

俳句 ６０歳以上の市民

13 15人 200,448 200,448 0 200,448 0 0

(月3回・全36回) 無料

民謡（唄） ６０歳以上の市民

14 １５人 133,632 133,632 0 133,632

(月2回・全24回) 無料

水彩画 ６０歳以上の市民

15 15人 267,288 267,288 0 267,288

(月2回・全24回) 無料

水墨画 ６０歳以上の市民

16 15人 200,448 200,448 0 200,448 0 0

(月3回・全36回） 無料

史跡めぐりウオーキング ６０歳以上の市民

17 １５人 187,080 187,080 0 187,080 0 0

(月２回・全２４回） 無料

デジカメ入門 ６０歳以上の市民

18 １５人 133,632 133,632 0 133,632 0 0

(月2回・全24回） 無料

19

1,122,528 1,122,528 0 1,122,528 0 0

3,902,040 4,035,672 0 4,035,672 0 0
事業ごとに別紙に記載してください。

2

小計

①、②の総計

自　主　事　業　計　画　書

自　　主　　事　　業　　予　　算　　額　

総経費
収入 支出

【　趣味の教室　】　②
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平成２５年度

団体名 狩場緑風荘

その他の自主事業

①募集対象

事業名 ②募集人数

③一人当たり参加費 委託料 参加費 講師謝金 材料費 その他

健康相談 ６０歳以上の市民

1 （看護師） 自由参加 160,368 160,368 0 160,368 0 0

(月2回・全24回)) 無料

栄養教室 ６０歳以上の市民

2 （栄養士） ８0人 942,240 462,240 768,000 421,920 768,000 40320

(月１回ｘ４コース全48回） ８，０００円／１年

狩場緑風荘祭 横浜市民

3 作品展示会・発表会 自由参加 213,810 213,810 0 213,810 0 0

(年2回） 無料

映画鑑賞会 ６０歳以上の市民

4 50人／1回 33,408 33,408 0 33,408 0 0

（月1回・12カ月・全１２回） 無料

６０歳以上の市民

5 自由参加 16,704 16,704 0 16,704 0 0

(各年1回） 無料

菖蒲湯 ６０歳以上の市民

6 自由参加 0 0 0 0 0 0

（年1回　端午の節句） 無料

柚子湯 ６０歳以上の市民

7 自由参加 0 0 0 0 0 0

（年1回　冬至） 無料

「花と緑に囲まれた ６０歳以上の市民

8 快適な環境づくり」 自由参加 0 0 0 0 0 0

（月1回・全12回） 無料

1,366,530 886,530 768,000 846,210 768,000 40,320

事業ごとに別紙に記載してください。 3

自　主　事　業　計　画　書

自　　主　　事　　業　　予　　算　　額　

支出収入
総経費

【　通年および自由参加の自主事業　】

小計

七夕まつり、クリスマス
音楽会、新春のつどい



（様式３）
平成２５年度

団体名 狩場緑風荘

①募集対象

事業名 ②募集人数

③一人当たり参加費 委託料 参加費 講師謝金 材料費 その他

脳力トレーニング ６０歳以上の市民

1 「短期講座」 ２０人 33,408 33,408 0 33,408 0 0

(月４回・全６回） 無料

卓球入門 ６０歳以上の市民

2 「短期講座」 ２０人 80,184 80,184 0 80,184 0 0

(月４回・６カ月・全６回） 無料

手話ダンス ６０歳以上の市民

3 「短期講座」 １５人 16,704 16,704 16,704 0 0

(全３回） 無料

アロマセラピー ６０歳以上の市民

4 「短期講座」 １５人 18,636 11,136 7500 11,136 7500 0

(全２回） ５００円

３Ｂ体操 ６０歳以上の市民

5 「短期講座」 １５人 22,272 22,272 0 22,272 0 0

(月２回・２カ月・全４回） 無料

万華鏡を作ろう ６０歳以上の市民

6 「短期講座」 ２０人 35,590 15,590 20000 15,590 20000 0

(前期、後期各１回・全２回） ５００円

ちぎり絵 ６０歳以上の市民

7 「短期講座」 １５人 18,636 11,136 7500 11,136 7500 0

(月２回・全２回） ５００円

竹笛をつくろう ６０歳以上の市民

8 「短期講座」 １５人 28,635 23,385 5250 23,385 5250 0

(全3回） ５００円

手作り布草履 ６０歳以上の市民

9 「短期講座」 １２人 13,536 11,136 2400 11,136 2400 0

（全2回） ２００円

マカロン形ストラップ作り ６０歳以上の市民

10 「短期講座」 １２人 9168 5,568 3600 5,568 3,600

（全１回） ３００円

携帯電話講習会シリーズ ６０歳以上の市民

11 （NPO法人竹箒の会） 20人 0 0 0 0 0 0

(全5回・10月～2月午後開催） 無料

267,601 230,519 46,250 230,519 46,250 0

事業ごとに別紙に記載してください。 4

小計

自　主　事　業　計　画　書

自　　主　　事　　業　　予　　算　　額　

総経費
収入 支出

【　短期講座の自主事業　】



（様式３）
平成２５年度

団体名 狩場緑風荘

①募集対象

事業名 ②募集人数

③一人当たり参加費 委託料 参加費 講師謝金 材料費 その他

世代間交流 ６０歳以上の市民

1 福祉体験実習生受入 自由参加 0 0 0 0 0 0

年２回 無料

世代間交流 ６０歳以上の市民

2職業体験実習生(中学校）受入 自由参加 0 0 0 0 0 0

年１回 無料

ギャラリー展覧会 横浜市民

3 自由参加 0 0 0 0 0 0

無料

0 0 0 0 0 0

5770746 5175096 595650 5134776 595650 40320
事業ごとに別紙に記載してください。 5

小計

自主事業総予算額

自　主　事　業　計　画　書 【　世代間交流、他の自主事業　】

自　　主　　事　　業　　予　　算　　額　

総経費
収入 支出

その他の自主事業　（世代間交流）



（様式４）

事業名

ナツメロ体操

事業名

民謡踊

事業名

フラダンス教室

事業名

編み物 (目的)

(内容)

1

平成２５年度自主事業別計画書【趣味の教室】
目的・内容等

(目的) 前期（4月～9月）

実施時期・回数

目的・内容等

曲に合わせて歌を歌いながら体を動かして、健康でいきいき
とした暮らしを送っていただきます。

(内容)

月２回：金曜日

(目的)

実施時期・回数

実施時期・回数

(目的) 前期（4月～9月）

自分の体力、体調に合わせゆっくりと行います。昭和の時代
の唱歌や童謡、だれでも知っているナツメロを口ずさみなが
ら、はじめての方にでもできる楽しい体操です。心身ともに
リラックスし健康寿命をのばします。

月3回：水曜日

後期（10月～3月)

楽しく体を動かして、いきいきとした暮らしを送っていただ
きます。 後期（10月～3月)

(内容)

みんなで歌って踊って、ひとつの輪になれる民謡踊です。

音楽に合わせ体を動かして、はつらつとした暮らしを送りま
しょう。

後期（10月～3月)

目的・内容等

前期（4月～9月）

月3回：火曜日

ハワイの名曲に合わせて無理のない動きで心と身体の健康を
保ちます。

(内容)

棒針やかぎ針で色々な作品を作り上げていくことは、楽しみ
と同時に脳の活性化にもつながるといわれています。

後期（10月～3月)

実施時期・回数目的・内容等

前期（4月～9月）

月3回：水曜日

各人が持っている毛糸を使用してそれぞれ違った作品を作り
上げます。



事業名

絵手紙

事業名

折り紙

事業名

ハーモニカ

事業名

囲碁入門

2

平成２５年度自主事業別計画書【趣味の教室】
実施時期・回数

(目的) 前期（4月～9月）

目的・内容等

「描いて、見る」楽しさを体験していただきます。

月3回：木曜日

後期（10月～3月)

(内容)

絵手紙のキャッチフレーズは「ヘタでいい、ヘタがいい」
心を込めて一生懸命に描いたものは、相手の心を打ちま
す。仲間と一緒に安らぐ気持と「一期一会」の感動を一枚
の絵にしてみます。

目的・内容等 実施時期・回数

前期（4月～9月）(目的)

月3回：火曜日

指先を動かして日々の生活を豊かに楽しんでいただきま
す。 後期（10月～3月)

(内容)

伝承の折り紙や、新しく考案されたおり方を楽しみながら
作品を折っていきます。

実施時期・回数

 一度は吹いたことがある楽器をリズムに合わせて合奏す
る喜びを感じていただきます。

後期（10月～3月)

(目的)

目的・内容等

前期（4月～9月）

月2回・月曜日

誰もが知っている曲を、楽しみながらみんなで演奏したり
聞いたります。

(内容)

実施時期・回数目的・内容等

(目的) 前期（4月～9月）

月3回：土曜日

(内容)

高齢者の生きがいと生涯学習の一環として開講します。 後期（10月～3月）

囲碁を始めて学ぶ方を対象に囲碁のルール・死活・置碁・
基本定石・互失などを学び、対局が出来るようになること
を目指します



事業名

ペン習字

事業名

陶芸

事業名

詩吟

事業名

パソコン教室

3

平成２５年度自主事業別計画書【趣味の教室】
目的・内容等 実施時期・回数

(目的) 前期（4月～9月）

パソコンが主流になったとはいえ、美しい文字の価値は永
遠に不滅。日常生活のあらゆるシーンできれいな字が書け
れば、あなたの知性や教養まで高く評価されること間違い
ナシです。

(内容)

月3回：金曜日

あなたのお名前とご住所から勉強します。最も書くことが
多いからこそ上達が一目でわかります。

後期（10月～3月)

目的・内容等 実施時期・回数

後期（10月～3月)

月3回：水曜日

(目的) 前期（4月～9月）

オリジナルの陶器で生活を彩ります。土の匂いに触れなが
ら｢和｣を感じていただきます。

(内容)

「土練り3年、ろくろ10年」などと言われますが、個人で楽
しむレベルであれば、そこまで時間はかかりません。自分
で作った湯のみでお茶をいただく贅沢を味わっていただき
ます。

目的・内容等 実施時期・回数

詩吟の魅力の一つに健康に良いことが上げられます。練習
をしていると自然に循環機能が向上し、ストレス解消につ
ながります。

前期（4月～9月）(目的)

後期（10月～3月)

月3回：月曜日

(内容)

漢詩を通していろいろなことが学べ、その時代の背景を感
じながら朗読する楽しみを味わいます。

目的・内容等

(目的)

実施時期・回数

パソコンって、何をするもの？
そんな疑問が、この講習会で解決します。

前期（4月～9月）

(内容)

後期（10月～3月)

月3回：月曜日

月3回：火曜日

パソコンの基本操作、文書の作成を学びます。



事業名

俳句

事業名

民謡（唄）

事業名

水彩画

事業名

水墨画

4

平成２５年度自主事業別計画書【趣味の教室】
目的・内容等 実施時期・回数

後期（10月～3月)

(目的)

学ぶ楽しさと同時に俳句の世界の奥行きの深さを感じてい
ただきます。

月3回：月曜日

(目的)

基礎知識を学び、楽しく自由に俳句をつくります。

(内容)

目的・内容等 実施時期・回数

前期（4月～9月）

大きな声を出すことは、健康を保つことにつながります。
後期（10月～3月)

(内容)

月2回・木曜日

民謡は、生活に根付いた労働歌です。心のふるさととして
唄いつないでいっていただきます。

目的・内容等

(目的)

実施時期・回数

前期（4月～9月）

後期（10月～3月)うまい下手を通り越して、表現することの楽しさ、喜び、
そして感動を大切に透明水彩画を学びます。

月2回・金曜日

(内容)

絵具、用具、筆の扱い方から始まり、鉛筆の使い方、色の
基礎などを学びながら、静物画、人物画、風景画などを描
きます。

後期（10月～3月)

前期（4月～9月）

目的・内容等 実施時期・回数

筆1本で描いて学ぶ楽しさを知り、新たな自分を見つけま
しょう。

(目的)

月3回：水曜日

(内容)

基礎知識・技術を学び、テーマにそって楽しく描きましょ
う。



事業名

事業名

デジカメ入門

事業名

事業名

5

平成２５年度

前期（4月～9月）

自主事業別計画書【趣味の教室】
実施時期・回数

(目的)

月2回・火曜日

目的・内容等

高齢者の生きがいや健康増進及び生涯学習の一環として開
講します。

史跡めぐり
ウォーク 後期（10月～3月)

(内容)

歴史と自然をめぐり、狩場緑風荘周辺の保土ケ谷区、戸塚
区、南区等の歴史散策を行ないます。　毎月のテーマに従
い、座学と散策を行ないます。第一回は「江戸時代の旗本
と東戸塚駅の設置」の予定です。

前期（4月～9月）

後期（10月～3月)

目的・内容等 実施時期・回数

高齢者の生きがいと生涯学習の一環として開講します。

(目的)

月2回　水曜日

段階的にデジタルカメラの基本的な操作方法、有効的な活用を
学びます。　毎回、講師から撮影テーマの宿題を出し、次回開
催までに参加者にテーマに応じた写真撮影をしてもらう。　講
座終了後、作品展を開催します。

実施時期・回数目的・内容等

実施時期・回数目的・内容等

(内容)



自主事業別計画書【通年および自由参加の自主事業】
事業名

健康相談

事業名

栄養教室 (目的)

(内容)

事業名

狩場緑風荘祭 (目的)

(内容)

事業名

映画鑑賞会 (目的)

(内容)

6

平成２５年度

月2回：全24回

(目的)

実施時期・回数

通年

健康などに対する不安を看護師に相談することで軽減させ
ます。

(内容)

血圧測定、体力測定、生活習慣改善の指導など

食事のとり方や栄養面から介護予防を図ります。

月1回ｘ4コース

目的・内容等 実施時期・回数

通年

全48回

作品展示・発表会

目的・内容等

目的・内容等

栄養士が月１回ｘ４コース（男性２コース、女性２コー
ス）の教室のカリキュラムを組み実施。
栄養相談にも対応します。

実施時期・回数

「趣味の教室」や研究会、クラブ活動の学習成果を発表す
る機会を提供するとともに、地域住民に施設について知っ
てもらい、利用者と地域とのふれあいの場の機会としま
す。

懐かしの映画、今注目されてきた名作などを上映します。

目的・内容等 実施時期・回数

前期：9月20日頃
の2日間

後期：3月20日頃
の2日間

館内ロビー、廊下、教室に作品を展示します。　また、大
広間で詩吟、民謡、ハーモニカ、フラダンス、踊り、カラ
オケなどの発表会を開催し、囲碁大会も行います。

通年

利用者の若かった時代の思い出を懐かしみ、その当時にタ
イムスリップして社会や生活を振り返ることが出来ます。

月1回：12回



事業名

(目的)

（内容） 12時～12時50分

菖蒲湯 (目的)

(内容)

事業名

柚子湯」 (目的)

(内容)

事業名

「花と緑に囲ま (目的)

れた快適な環境

づくり」
(内容)

7

平成２５年度自主事業別計画書【通年および自由参加の自主事業】

七夕まつり、
クリスマス音楽
会、新春の集い

実施時期・回数

七夕（7月7日）

24日）、

クリスマス（12月

お正月（1月5日）

年1回（5月5日）

年1回（冬至）

柚子湯につかって一年の疲れを取り、温まっていただき
ます。

冬至の日に、緑風荘の庭で育てた柚子を入れたお風呂を
楽しんでいただきます。

端午の節句の日には、緑風荘の庭で育てた菖蒲を入れた
お風呂を楽しんでいただきます。

邪気を払うといわれる菖蒲湯につかって、くつろいでい
ただきます。

実施時期・回数

目的・内容等

季節に相応しい音楽会を開催し、利用者が一体となって
愉しむ機会を提供します。

フラダンス、踊りなどの趣味の教室の生徒や「街の学習
応援隊」（楽器演奏など）のボランテイアの方に演じて
いただきます。玄関に笹と短冊、ロビーにクリスマスツ
リ－などの飾り付けをします。

目的・内容等

目的・内容等 実施時期・回数

毎月１回のボランテ
イア活動程度

市民農業大学講座修了者から成るボランテイア団体「狩
場緑風荘緑化推進有志の会」に、毎月２回、温室での育
苗、花壇の管理、ロビーの観葉植物の管理などを行なっ
て頂き、緑風荘を訪れる方に楽しんでいただいていま
す。

利用者に緑と花に囲まれた快適な環境を提供します。



事業名

脳力トレーニング

「短期講座」

事業名

卓球入門

「短期講座」

事業名

手話ダンス

「短期講座」

事業名

アロマセラピー

「短期講座」

8

平成２５年度

高齢者の生きがいと健康のために開講します。　試験
的に短期講座を開催し、受講者の反応を見て好評であ
れば、半年の教室を開催することにします。

日常生活で使われる簡単な手話を覚え、みんなが知っ
ている曲に合わせて、手話表現を楽しむことができま
す

実施時期・回数

前期（4月～9月）

実施時期・回数

の間に3回開催

後期(10月～3月）

3か月(12回)ずつ

高齢者の生きがいと健康のために開講します。　試験
的に短期講座を開催し、受講者の反応を見て好評であ
れば、毎年開催することにします。

後期（10月～3月)(目的)

する

目的・内容等

目的・内容等

(目的)

(目的)

卓球の初心者を対象に卓球の技術、ルール、マナーを
学び、卓球のゲームを楽しむことが出来るレベルまで
学びます。

(目的) 前期（4月～9月）

の間に2回開催

目的・内容等 実施時期・回数

(内容)

自主事業別計画書【短期講座の自主事業】

3か月間に6回

開催する

(内容)

この講座は簡単な計算、書き取り、クイズ・ゲームな
どを通して楽しみながら頭の体操をします。

考えたり、手を動かすことで楽しみながら高齢者の脳
機能の低下を防止するといわれています。
昨年度好評であり要望が多かったので今年度も開催し
ます

(内容)

前期（4月～9月）

目的・内容等 実施時期・回数

開催する

する

(内容)

植物の香りを使い、心を癒し体を健康にします、

高齢者の生きがいと健康のために開講します。試験的
に短期講座を開催し、受講者の反応を見て好評であれ
ば、毎年開催することにします。



事業名

３Ｂ体操

「短期講座」

事業名

万華鏡を作ろう 　 　　

「短期講座」

事業名

ちぎり絵

「短期講座」

事業名

竹笛を作ろう

「短期講座」
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平成２５年度

目的・内容等 実施時期・回数

前期（4月～9月)(目的)

高齢者の生きがいと健康のために開講します。昨年度好評
であり、要望も多く、また、東日本大震災復興支援のチャ
リティーを目的とするものでもあります。

後期(10月～3月）

篠竹を使ってふえを作ります。出来上がったら音を出して
みましょう。

高齢者の生きがいと健康のために開講します。 に3回開催する

高齢者の生きがいと健康のために開講します。試験的に短
期講座を開催し、受講者の反応を見て好評であれば、半年
の教室を開催することにします。

(目的)

目的・内容等 実施時期・回数

(目的) 後期（10月～3月)

実施時期・回数

高齢者の生きがいと健康のために開講します。

目的・内容等

手具などを使い音楽に合わせて、楽しく体操や手遊びをし
ます。

実施時期・回数

の2か月間に4回

開催する

の各期に1回ずつ

紙筒やアルミの板、糊、などを使って万華鏡を手作りしま
す。

(目的)

開催する

(内容)

後期（10月～3月)

開催する

自主事業別計画書【その他の自主事業　短期講座】

前期（4月～9月）

目的・内容等

(内容)

(内容)

の間に2回

和紙などの紙を手でちぎって台紙に張り、花や風景、動物
などを描いてみましょう

(内容)



平成２５年度

事業名

手作り布草履

「短期講座」

事業名

　マカロン形スト　　

事業名

携帯電話講習会

シリーズ
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目的・内容等 実施時期・回数

(目的) 10月～2月

(内容)

自分の居場所を知らせる電話、写真を送ったり、近況
を
メールしたり基本操作を教えてもらいます。

(内容)

目的・内容等 実施時期・回数

高齢者の生きがいと健康のために開講します。針仕事
は、脳の活性化にも有効です。

便利さや安心が得られる携帯電話を使って見ていただ
きます。

月1回：5回

実施時期・回数

(目的)

目的・内容等

前期（4月～9月）

(目的)

講師の指導のもと、浴衣などの古布を裂いて、自分の
足にあった草履を仕上げます。素足に履くと足の裏や
指が刺激され、健康にもよいそうです。

(内容)

夏前に２日間開催する高齢者の生きがいと健康のために開講します。毎年好
評を博している講座です。

自主事業別計画書【短期講座の自主事業　】

ラップを作ろう

前期（4月～9月）

間に1回開催する

針と糸、ファスナー、端布などを使い、500円玉が入
るほどの小さくてかわいいストラップを作ります。



事業名

(目的)

世代間交流 年２回（秋、冬）

（受入学校）

「福祉体験」 ・神奈川県立

実習生受入 (内容) 　横浜看護学校

・横浜市立秋葉中

事業名

世代間交流

「職業体験」

実習生受入

事業名

ギャラリー展覧会

事業名
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自主事業別計画書【世代間交流、他の自主事業】

通年

平成２５年度

目的・内容等

展示してある作品を鑑賞したり、自ら制作して展示す
ることを楽しんでいただきます。

趣味の教室や大広間の高齢者と実習生が生き方・人生
感などの話をして交流を図り、高齢者の生きがいの支
援をします。

仕事の体験やを通して、老人福祉センターの役割や高
齢者との交流を図ります。

目的・内容等

(目的）

目的・内容等 実施時期・回数

看護専門学校実習生を受け入れ、高齢者との交流を図
ります

近隣中学校からの実習生を受け入れ、高齢者との交流
を図ります

実施時期・回数

（内容）

絵画、写真、手工芸品などの作品を近隣の市民、学校
の児童・生徒、などどなたでも出展できます。

実施時期・回数目的・内容等

（受入学校）

・横浜市立秋葉

（内容） 中学校

(目的）

実施時期・回数

年1回(後期）

・他
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