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平成 29 年度 地域ケアプラザ事業報告書 

■ 施設名  

  横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザ 

■ 事業報告  

 

１ 全事業共通  

(1) 地域の現状と課題について  
【屏風ヶ浦地区】  
区内でも高齢化率が高く、一人暮らし世帯も多い地域である。さらに、山坂や狭い道

が多く、交通の便が悪い地域もあり、そこに住まう地域の関係者とより一層の連携を

強めていくことで、要援護者の早期発見、早期対応できるネットワークを構築してい

く必要がある。  
また、各自治会町内会がそれぞれの実情を踏まえ独自の取組を実施しているため、継

続して実施できるようそれぞれの実情に合わせた後方支援をしていく。  
 
【汐見台地区】  
区内では高齢化率が低く、年少人口が多い地域であるが、高齢者人口は確実に増加し

ている。地区内に病院や金融機関、幼稚園、スーパーや商店街があり、地区内での生

活がしやすい環境が整っている。その反面、集合住宅が多いことから支え合いの関係

が築きにくい状況である。近年、大型マンションの増加に伴い年少人口が増加してお

り、子育て支援の事業にも力を入れていく必要がある。  
また、連合町内会が中心となり各自治会町内会を取りまとめ、さまざまな取組を行っ

ているため、行事参加などを通じて後方支援をしていく。  
 

 
 

(2) 相談（高齢者・こども・障害者分野等の情報提供）  
横浜市型地域包括ケアシステムを推進していくために、地域ケアプラザにあるすべて

の部門が高齢、児童、障がいの分野をこえて、地域の状況を把握した上で相談にいら

した利用者に必要な社会資源を適切につなげていく役割を担っていった。地域でサー

ビスの必要なニーズの把握、地域の住民、民生委員、老人会、連合町内会、自治会町

内会が行う活動などを地域活動交流、生活支援と連携しながら把握し、活動支援を行

った。交流、生活支援と共催し事業を定期的な開催していった。介護保険のサービス

利用を円滑に行い、接近困難事例などで、居宅介護支援、通所介護と連携して地域生

活を継続できるように支援した。更に、在宅療養拠点「かけはし」、磯子区生活支援

センター、基幹型相談支援事業所「いぶき」の専門機関とは月に 1 度のカンファレン

スやケースを通じた連携、研修の開催を通じて連携の強化を図っていった。 

 

 
 

(3) 各事業の連携  
所長、地域包括支援センター３職種、地域活動交流部門、生活支援Ｃｏのみならず、

地域ケアプラザ全体で職種連携を図り、共有する場についても試行錯誤しながらも 

実施してきた。毎朝の申し送りをはじめ、各部門、全体の会議など、お互いのもつ情

報を共有する場を設けた。また必要に応じて随時、声を掛け会議を開催し情報の共有

に務めた。 今年度は生活支援サービス体制事業のサービスＢ、子ども食堂の実施へ

の支援を職員全員が関わりながら取組を行った。 
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自主企画事業や地域包括支援センターが主催する講座についても会場の設営から事

業の補助を含め多くの職員が関わり連携しながら運営することができた。申し送りの

際に事業担当の職員から全体へ呼びかけることで事業について関心をもって対応を

してもらえた 

 

 
(4) 職員体制・育成、公正・中立性の確保 

４月に主任ケアマネジャー（加配分）退職。 

７月社会福祉士（加配）配置、所長をはじめ、地域交流ＣＯ、生活支援ＣＯが新

規の配置により今年の体制が始まる。職員間の連携・協働を図りながら、個々に

外部研修やケースカンファレンス、部門会議などを職種の垣根を越えて一丸とな

って成長してきた。お互いの仕事を理解し合うための対話を可能な限り実施し、

自己の理解を深めていった。また、法人の想いや理念など各種カレッジを通して

再認識するとともに、個人面談の機会を個別に年 2 回設定。 以外にも随時個別

の面接など職員個々の想いを受け止めつつマネジメントを行ってきた。また、他

区のケアプラザとも継続的に連携を図り、情報共有に努めた。 

 

 
(5) 地域福祉保健のネットワーク構築  
29 年度において新任の地域活動交流コーディネーター、地域包括支援センター３職

種、生活支援コーディネーター及び所長が関連団体が主催する多種多様な会議や行事

等に積極的に参加することができた。その中で地域のニーズの把握や連携の強化に 

つなげられた。地域ケア会議から創出された「見守り連携シート」をより活かすため

にケアプラザとしては地域ケア会議の場などにより地域のネットワークの構築のため

に、顔の見える関係作りの支援に努めた。 

 

 
(6) 区行政との協働  

屏風ヶ浦地区の事務局として、また汐見台地区の推進委員の一員として月 1 回開かれる 

推進委員会に出席をすることで、区役所や地区社会福祉協議会との情報交換や連携をとり

ながら課題を共有し、支援や活動をともにしている。 

 

困難ケースを適切に対応が行えるよう、区担当者とは月に 1 度の定期カンファレンスを

開催する他にも、都度連絡や同行訪問を行い、連携を図っていった。また、関係機関と

も同様にカンファレンスを通じて連携を図っていっている。 
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２ 地域活動交流事業  

(1) 自主企画事業 

０歳児から高齢者まで幅広い年齢層の方々が参加出来る自主事業が展開できた。 

また、障害児･者、就労している障害者が参加の自主企画事業も無事に開催できた。 

各自主事業で、終了後に講師と振り返りをすることでさまざまな面で参加者や 

地域の方の声などを共有認識し、意見や要望を把握している。 

次年度の自主事業をアンケートの振り返りや来館時の地域の方の意見・声、講座終了

後の講師との振り返りなどをもとに考慮し計画した。 

今年度１団体が自主化し区分Ⅱの貸室利用団体として毎月貸室を利用している。 

来年度も自主企画事業から自主化できるよう支援していく。 

 

 
 

(2) 福祉保健活動団体等が活動する場の提供  
貸室空き情報を受付カウンターの横に掲示し、ホームページの貸室空き情報も毎月更

新している。空き情報の掲示の更新は２週間毎に更新。また窓口では貸室の空き情報

を利用団体に伝え、希望日に貸室が予約出来ない時などは、他に空いている日にちや

時間を伝え活動が出来るように支援をしている。２ヶ月先、３ヶ月先の貸室の利用の

希望日が他の団体と重なったときなどはなるべくご希望に添えるように団体に調整が

可能かどうか連絡をとり、両団体が貸室を利用し活動が出来るように配慮し調整をし

ている。 

 

 
 

(3) ボランティアの育成及びコーディネート 

地域の方や貸室団体のメンバーの方が、地域の施設や地域ケアプラザの施設まわりの

環境整備、自主企画事業など様々なところで積極的に活動できるよう、 

日程や時間をコーディネートし活動につなげている。ボランティア活動後に、状況 

や様子などを話し合い次のボランティア活動につなげている。事前事後には活動記 

録を作成し、意見や要望を確認している。 

今年度も２月にはボランティア交流会を開催しボランティア同士の交流や職員との交

流を図る。交流会ではシニアボランティアポイントの説明をし、シニアボランティア

ポイントカード研修会を案内した。（３月にシニアボランティアポイントカード研修会

を開催）。地域の通所型支援事業所などにも積極的にボランティアの活動の場として支

援している。 

 

 
 

(4) 福祉保健活動等に関する情報収集及び情報提供  
屏風ヶ浦地区、汐見台地区とも今年度は民生委員児童委員協議会には地域活動交流コ

ーディネーターは参加していない。（地域包括参加）。民生委員児童委員の方たち

にお知らせなどがある 

ときには参加をして情報を提供、共有をしている。 

 

地域のサロンや活動・講座などを支援、参加をしている。毎月発行の広報誌紙に活動 

の情報を記載し地域の方たちに情報を提供している。 
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３ 生活支援体制整備事業 
(1) 事業実施体制 

屏風ヶ浦地区では、各自治会町内会で行っているサロンや支え合いの会に参加し、地

域ケアプラザからの情報提供や自治会町内会の見守りや、介護予防などに関して推進

した。                                   

汐見台地区では、スイッチＯＮ磯子汐見台地区推進組織で推進している、見守りネッ

トワーク組織づくりを中心に、民生委員児童委員や福祉実行委員等と情報交換を行い

ながら地域での見守りや交流の居場所づくりに協働して取り組んだ。                   

横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業の開設に向けた支援では、地域ケアプラ

ザ多職種が役割分担を行い地域資源の創出に向けて協働した。 

 

 
(2) 地域アセスメント（ニーズ・資源の把握・分析）  
自治会町内会の集まりなどに参加し、地域住民の方々と交流する中で、個別の課題や

地域のニーズを把握し、またアンケートを実施しながら地域のアセスメントを行ない、

地域ケアプラザ内で共有した。                                    

横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業の利用に向けて、磯子区内のケアマネジ

ャーに事業の説明とアンケートの実施を行った。そこからでた具体的な意見や要望を

把握し、事業の開始や運営に活かしてきた。 

 

 
(3) 連携・協議の場 

屏風ヶ浦・汐見台地区における包括レベル地域ケア会議では、民生委員とケアマネジ

ャーとの連携に向けた情報交換を行うとともに、地域の企業や病院、郵便局なども交

え、地域の見守り活動や課題を共有することができた。           

また、昨年度からの継続として｢森町内会と障害事業所との情報交換会｣の２回目では

新設の｢もりもり広場｣も参加し情報共有したことで、｢もりもり広場｣のメール便を障

害事業所が担うというつながりが出来た。 

 
(4) より広域の地域課題の解決に向けた取組  
隣接の地域ケアプラザ（港南区）と連携し、｢よこはまシニアボランティアポイント登

録研修会｣を屏風ヶ浦地域ケアプラザで開催した。他区ではあるが、地域住民の事業の

参加やボランティア活動で共通していることもあるので、より活発な活動を促すこと

ができた。                                      

｢認知症サポーター養成講座｣の活動の参加に向けた情報交換の場として、｢屏風ヶ浦・

汐見台地区キャラバン・メイト連絡会｣を定期的に開催することで、会の活動の主体性

を築いていくことができた。次年度も定期的の開催が決定した。 
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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  
昨年度の見守りシート作成を基に気付きと繋がりの強化、ケアプラザの周知の目的で

汐見台地区、第２屏風ヶ浦地区民児協には包括職員が毎回参加、会議後に個別ケース

についての話し合いを行っている。又、森が丘地区では月に１度福祉連絡会に参加た。

また、スイッチＯＮ磯子推進会議等の地域の会議や昼食会等にも積極的に参加。ケア

プラザの周知と共に、意見交換を行った。 

自主事業や出前講座等の機会を通じて、ハートページやケアプラザニュース等を配布

し、地域ケアプラザ、地域包括支援センターの機能についての周知を続けている。ま

た、ケアプラザニュースにおいては毎月、包括職員からのお知らせを掲載。制度や介

護予防について等を掲載し地域との繋がりに役立てていった。 

月に１度、磯子区生活支援センターとのカンファレンスを開催。「いぶき」や「かけは

し」ともケースを通じたカンファレンスや同行訪問を実施、近隣病院とも同行訪問を

積極的に行い、連携を図っていった。短期集中チーム員会議、地域密着サービスの  

運営推進会議６事業所（内、今年度より２箇所追加）、磯子区自立支援協議会に参加 

「顔の見える関係作り」を更に強化するために、民生委員、ケアマネジャー、包括だ

けでなく地域の病院、企業、団体とも連携し屏風ヶ浦地区包括レベルケア会議を通じ

て意見交換を行う。同様の内容で汐見台エリアでも 3 月にケア会議を行った。 

生活支援コーディネーター、地域活動交流コーディネーターと連携し横浜市・介護予

防生活支援サービス補助事業（もりもり広場）の立ち上げに包括としても参加。ケア

マネジャーへの周知や地域への周知、実態把握等を行った。 

 

 
②  実態把握  
昨年度の見守りシート作成を基に気付きと繋がりを強化する目的で汐見台地区、第２

屏風ヶ浦地区民児協には包括職員が毎回参加、会議後に個別ケースについての話し合

いを行っている。また、森が丘地区では月に 1 度福祉連絡会に参加した。また、スイ

ッチＯＮ磯子推進会議等の地域の会議や昼食会等にも積極的に参加。ケアプラザの周

知と共に、意見交換を行っていった。 

生活支援Ｃｏ、交流Ｃｏと連携し横浜市・介護予防生活支援サービス補助事業（もり

もり広場）の立ち上げに包括としても参加。ケアマネジャーへの周知や地域への周知、

実態把握等を行った。 

 

 
③  総合相談支援  
1 年間の総合相談件数は 1,072 件であった。相談内容については「その他」は一昨年

より減って 18%となった。（昨年は 25%）相談内容を分析し、より明確に捉えることが

出来たためと考えられる。総合相談票、ファイル等の見直しによる、検索時間短縮を

目標とした書式変更による効率化を行った。（ケアプラザにデータベースで管理）民生

委員→生活支援コーディネーター→包括の流れで支援に至ったケースが３件あった。 

困難ケースについては包括、居宅ケアマネジャーが連携して訪問をし、対応した。ま

た、包括保健師とケアマネジャーで緊急対応し、往診医と連携して救急搬送に至った

ケースがあった。 

地域で活躍している人が認知症により要介護状態になったが、今までどおりの活躍が

継続できるように家族、自治会、ケアマネ、包括で連携体制をとった。 

月１回の３職種、生活支援コーディネーター、居宅ケアマネジャー、でカンファレン

スを持ち、利用者に対する連携、支援の検討を行っている。週１回、朝、５職種で申

し送りを行い、情報共有をし、適宜意見交換を行っている。民生委員より「かけはし」

の利用の仕方や「見守りサービス」などについて地域の人たちに説明するためにまず
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自分達がきちんと理解をしたいという声があがった。そのことを地域ケア会議につな

げていった。 

 

 

（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 

地域住民や事業所に向けた権利擁護講座を開催し、権利擁護事業に関わる利用、普及

啓発を行った。10 月には、プラチナ体操の参加者を対象（19 名）にミニ講座「エン

ディング・ノート書き方講座」を実施した。11 月には、いきいきシニア講座で「エ

ンディングノート」の説明を行いノートの配布をした（27 名）。7 月に東カングラン

ドマンションの住民（８名）を対象に成年後見制度・相続・遺言・葬儀についての講

座を開催した。 

成年後見制度の個別相談を行った。任意後見については訪問２件、来所２件の相談が

あった。そのうち１件が任意後見利用に結びついた。法定後見について訪問３件の相

談があった。そのうち１件が申し立て結びついた。相談に至る経緯については、ケア

マネジャーから紹介、ケアプラザニュースをみて本人が自ら来所など。６月消費者被

害、振り込め詐欺事件などを未然に防ぐため、磯子警察生活安全課を講師として招き、

ケアプラザ内で普及啓発講座を行った（参加者 11 名）。11 月には、いきいきシニア講

座で消費生活センターを講師として招き、消費者被害予防講座を開催した（参加者 20

名）。12 月には、いきいきシニア講座で相続、葬儀について説明を行った（参加者延

べ 64 名）。 

 

 
②  高齢者虐待への対応  
介護保険事業所（ヘルパー事業所・ケアマネ事業所等）、地域住民（隣人、タクシー運

転手）などからの虐待通報・虐待疑い（セルフネグレクトを含む）通報に応じて、区

役所、警察、民生委員等の各関係機関と連携し解決に向けた迅速な対応を行った。 

養護者（虐待者）に対して各関係機関（ケアマネジャー、民生委員、サービス事業所、

医師）と連携し継続した支援を実施している。高齢者虐待防止研修を区役所や各ケア

プラザと共催で介護保険事業所等を対象に開催した（11 月 22 日）。また、虐待防止の

普及啓発のため、高齢者虐待防止に繋げる事業として、毎月「介護者のつどい」を実

施した。リラックスできる雰囲気を作り、介護者が自分の「思い」を話しつつも相手

の「思い」も受け止める気持ちを持てるよう見守った。「介護」を卒業した元介護者に

も参加をしてもらい、現介護者の視野が広がるように体験談を話してもらっている。

「介護者のつどい」に新規の利用者（延べ７名）が参加あった。新規利用者が継続的

に参加できるように声がけや参加者同士のつながりにも配慮した。介護者の心身の癒

しになるような企画（アロマ、マッサージ、お食事会等）も取り入れた。介護者の集

いの中で移動のための福祉用具、自助具の説明、体験を行い、介護者の負担軽減とと

もに被介護者が自立できるようなツールとして紹介し、月１回の「介護者のつどい」

を開催し、参加者は年間延べ 58 名となった。 

 
 

③  認知症  
地域の小学校・中学校に対する、認知症サポーター養成講座を開催、小学校から中学

校で認知症について学ぶ機会を計画的に組み込み、継続的に体験・学習をしてもらう

機会が出来る環境づくりを行うことで、認知症の方でも安心して生活できる街づくり

を目指した。 

労働組合連合、読売新聞営業所、老人会等にて認知症サポーター養成講座を実施。読

売新聞営業所については地域ケア会議への打診や打ち合わせを通じ、認知症普及啓発

に繋がった。 

エリア内にいるキャラバンメイトと定期的な連絡会を開催（８回）認サポへの参加や
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企画、その他認知症カフェ等への意見交換が行え、来年度以降、認知症普及啓発を共

同で行えるように進めていく。 

森が丘支えあいにて認知症についての普及のため寸劇を実施。森が丘医院の院長も参

加し、地域への普及活動となった。 

徘徊高齢者あんしんネットワーク事業の普及啓発のため、エリア内のコンビニエンス

ストアへ訪問し聞き取りを行う。また、認サポを通じてあんしんネットワークの普及

啓発も行っていった。 

地域で活躍している人が認知症より要介護状態になったが、今までどおり活躍の場が

継続できるように家族、自治会、ケアマネジャー、包括で連携体制をとった。 

 

 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務  

①  地域住民、関係機関等との連携推進支援  
汐見台地区、第２屏風ヶ浦地区民児協には地域包括職員が毎回参加。会議後に個別ケ

ースについての話し合いを行っている。又、森が丘地区では月に１度福祉連絡会に参

加していった。又、スイッチＯＮ磯子推進会議等の地域会議や昼食会等にも積極的に

参加。地域ケアプラザの周知と共に、意見交換を行っていった。 

 

磯子区主任ケアマネ連絡会での合同事業として①デイサービス・デイケアシートの作

成・配布②磯子区版民生委員・ケアマネ連絡票の改定及び年２回の配布③困った時の

情報ガイドの更新を行う。 

 

初期集中チーム員会議、地域密着サービス運営推進会議、６事業所（内、今年度より

２事業所追加）、磯子区自立支援協議会に参加 

 

磯子区在宅医療連携拠点「かけはし」および「いぶき」と合同で研修を実施する。 

 

前年度開催していた「老後のあんしん設計講座」を地域の若い世代をターゲットにリ

ニューアルし「いきいきシニアセカンドライフ講座（全１０回）」へ変更。昨年と比較

し参加者増となる。 

 

 
 

②  医療・介護の連携推進支援  
・磯子区在宅医療連携拠点「かけはし」と合同で研修を実施する。 

・主任ケアマネ連絡会として、主治医ケアマネ連絡票の使用状況、周知について 

アンケートを実施する。 

・人材育成研修における「看取り」をテーマにした研修や在宅療養勉強会等への 

主任ケアマネ連絡会として参加し、テーマ・開催方法を含め検討、実施する。 

本年度の研修内容も踏まえ、来年度の新人ケアマネ研修の内容も検討する。 

 

 
 
③  ケアマネジャー支援  
・平成 30 年 1 月現在、担当者会議への参加は 104 件。その他にも困難ケース等へは 

定期・随時同行で訪問し地域のアセスメントをおこなった内容を踏まえながら 

個別支援対応を行っている。 

・今年度、ケアマネジャーの負担軽減のためにも同様の内容を各ケアプラザでサロン

開催は行わず、共催にて実施。全ケアプラザでの共催 4 回、磯子ケアプラザとの共

催 1 回、単独開催 1 回としている。 

・地域ケア会議内にて民生委員・ケアマネジャーと地域の関係団体との意見交換の 
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場を設ける。（屏風ヶ浦第 2 地区）同様の内容を汐見台地区にて 3 月に実施している。 

・磯子区新任ケアマネ研修を 2 回実施 

・磯子区主任ケアマネ研修を実施 

・磯子区デイサービス・デイケアシートを作成配布 

・民生委員・ケアマネジャー連絡票を一部改正・配布 

・磯子区居宅ケアマネジャー空き情報の配布、集計、送付を年 6 回実施 

・磯子ケアマネ連絡会の研修委員会に主任ケアマネ連絡会として参加。人材育成研修

や在宅療養勉強会の準備・運営 

・総合事業及び横浜市補助事業（もりもり広場）のケアマネジャーへの周知の為の 

研修やインフォメーションを区・区社協・生活支援コーディネーターと共催で企画。 

・主任ケアマネ連絡会・検討班による「緩和されたサービスの実施状況アンケート」

をエリア内、居宅事業所・訪問介護事業所へ配布。 

 

 

（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 

・今年度、ケアマネジャーの負担軽減のためにも同様の内容の研修を 

各地域ケアプラザでは行わず、共催にてサロンを実施。全ケアプラザでの共催４回、

磯子ケアプラザとの共催 1 回、単独開催 1 回としている。 

・汐見台地区、第２屏風ヶ浦地区民児協には包括職員が毎回参加、会議後に 

個別ケースについての話し合いを行っている。また、森が丘地区では月に１度 

福祉連絡会に参加していった。また、スイッチＯＮ磯子推進会議等の地域の会議や

昼食会等にも積極的に参加。ケアプラザ周知と共に、個別ケースについてや 

地域課題について意見交換を行っていった。 

・ネットワーク構築のためにも初期集中支援チーム員会議、地域密着サービスの 

運営推進会議６事業所（内、今年度より２事業所追加）、磯子区自立支援協議会へ 

参加する 

 

・29 年度、個別地域ケア会議２回、包括レベルケア会議２回開催。個別では 

消費者被害にあったケースと介護保険サービスを利用されていないケースについて 

検討。両個別ケースから地域の更なる顔の見える関係作りの必要性への課題が 

あがり、民生委員、ケアマネジャー、地域ケアプラザ以外の民間企業、団体等も 

交えて会議を開催し問題解決のための顔の見える関係作りを目指した。また、 

今年度は区レベルケア会議検討会議及び、区レベルケア会議にも包括として参加。 

・区・区社協・ケアプラザで共同し横浜市補助事業を進めていき、地域包括ケアシス

テム構築を行っていった。 

 

 
 

（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）  
・地域包括支援センター３職種・生活支援コーディネーター・予防プランナーと月

１回のカンファレンスを実施。個別支援から運動する場の不足など社会資源のニーズ・ 

発掘につなげられるようにしていき、もりもり広場の開発等につながるきっかけも 

できた。また、居宅介護支援事業所とも月に１度、カンファレンスを 

実施していった。 

・円滑なケアマネジメント実施のために、担当者会議への参加や同行訪問を積極的に 

実施していった。 

・総合事業及び横浜市補助事業（もりもり広場）のケアマネジャーへの周知の為に 

研修やインフォメーションを区・区社協・生活支援コーディネーターと共催で企画。 



  

 - 9 -  

・主任ケアマネ連絡会・検討班による「緩和されたサービスの実施状況アンケート」 

をエリア内、居宅事業所・訪問介護事業所へ配布。 

 

 

（６）一般介護予防事業  

一般介護予防事業  
地域包括支援センターの自主事業として行っている体操教室（プラチナ体操、すま

いる体操クラブ）は地域の高齢者が自由に参加できるものとして継続して実施して

いる。  
元気作りステーション「すまいる会」と「水曜会」について区の地域担当保健師と

連携し、内容が充実するよう支援した。  
介護予防に関心のある町内会、及びケアプラザでロコモ予防や介護予防の講演会を

行い、地域で介護予防に取り組む必要性を説明した。 

来年度は地域アセスメントを生かして地域住民のニーズを確認しながら元気づくり

ステーション立上げを目標に介護予防教室を行っていく。 

 
 

５ その他  

災害対応  
災害発生時には横浜市や磯子区、各防災拠点との連携・協力を重視し、福祉避難場所

としての要援護者受入協力要請に対応できるようマニュアルの整備をおこなった。  
また福祉避難場所、自家発電装置や避難経路、備蓄物の保管場所について職員に対し

て研修を実施した。  
 

 

６ 施設の適正な管理について  

(1) 施設の維持管理について  
施設をいつまでも快適にご利用いただくために、施設・設備の異常を早期に発見し、

対処することが重要と考えている。毎朝８時半から８時５０分までを環境整備の時間

とし、出勤している全職員でお迎えの準備をするとともに、割り当てられた環境整備

担当場所において不具合がないか確認した。不具合が発見された場合には直ちに応急

処置を施し、必要に応じて業者への修理依頼を行うなど適切に対応した。  
また、各設備の保守点検は外部の専門業者に委託し、定期的に実施することで快適で

安全な施設を維持してきた。  
また、環境整備は法人として大事な心得として法人内全職員に配布される「品質方針

書」にも掲載し、職員会議などを通じて全職員に周知をおこなった  
 

 
 

(2) 効率的な運営への取組について  
環境整備を徹底して実施することで、職員の「気づき」の力を養った。  
そのことにより、業務改善、経費削減などを促進させるとともに、職員にとっても働

きやすい環境を推進した。また部門連携会議や職員会議を通じて業務改善を検討し、

更なる効率的な運営へと取り組んだ。実績としては地域包括支援センターの  
相談表の１部をデータ管理することで業務の流れを改善することができた。 
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(3) 苦情受付体制について  
利用者からのご要望や苦情などは次の方法にて受け付けている。  
①口頭での受付 ②電話での受付 ③書面での受付（提案箱及び運営法人理事長への

手紙 BOX の設置）  
受け付けたご要望や苦情に対しては速やかに関係職員と協議し、対応するとともに 

職員会議や朝礼において職員に周知を行った。また匿名でいただいたご要望や苦情に

ついても、ファイルにて「見える化」することでその対応状況の記録を残した。  
また、29 年度に寄せられた苦情に関しては施設内にて解決でき、法人本部や関係 

機関、第三者委員と連携した案件はなかった。 

 

 

(4) 緊急時（防犯・防災・その他）の体制及び対応について 

火災・事故等の緊急時に速やかに対応できるよう所内体制について明示している。  
防犯対策として、退館時のチェックリストにより戸締りや機械警備作動の確認をする

とともに、17 時半以降の勤務者は２名体制にて不測の事態にも対応できるよう備えて

いる。昨年末からは職員通用門を常時施錠し、不審者の侵入を防止する取組を今年度

も継続して取り組み防犯強化に努めた。  
消防避難訓練は９月と３月に実施。火災等発生しないようコンセント、ガス栓等の確

認及び調理室を使用する方々への注意喚起を適宜行った。 

 

 
(5) 事故防止への取組について  
法人統一書式による「ヒヤリハット報告書」「事故報告書」を活用して、事故の可能

性を把握し、予防を行った。「ヒヤリハット報告書」は職員が記入しやすいように簡

略化し、報告数増加を狙ったが 28 年度に比べて 29 年度も増加はしなかった。  
３０年度はヒヤリハットに職員が気付けるように他の事業所で起こった事故の情報

共有などをすることで事故の防止に役立てていく。  
また、環境整備を徹底することで不良個所の早期発見・対応することでも事故防止に

努めていく。  
 

 
(6) 個人情報保護の体制及び取組について  
個人情報保護に関する研修は年度初めの４月に全職員に対して実施した。年度途中に

て新たに配属された職員にはその初日に研修を行った。  
FAX や郵送など個人情報を外部に発信する際には、必ず２人以上で手順を確認し、そ

の際、指さし確認及び声を出して確認を行った。29 年度の個人情報の誤送付はなかっ

た。 

また、個人情報保護に関する倫理規定を法人として定め、全職員に毎年配布される「品

質方針書」にも記載し周知を図るとともに、漏洩事故が発生しないよう注意喚起をし

ている。  
書類の個人情報の管理に関しても保管場所を最終退館者はチェックリストを基に、施

錠状況の確認を行い管理を徹底した。 

来年度は宣誓書を掲げ、より一層個人情報の取り扱いを徹底する。 

 

 
(7) 情報公開への取組について  
毎月発行されるケアプラザニュースやホームページなどで自主企画事業内容や、講座

の情報をお知らせするとともに、貸室の空き状況などもホームページから確認できる

よう随時更新を行った。また、昨年更新した情報開示マニュアルに則り、情報開示申

請があった場合にも適切に対応できるように備えた。  
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(8) 人権啓発への取組について  
毎年全職員に配布される「品質方針書」に記載されている倫理規程の内、以下の項目

については人権研修として社内研修を実施した。  
①他者の権利・財産について、侵害しない  
②身体拘束の禁止  
③児童・高齢者虐待の禁止  
④守秘義務・個人情報保護  
⑤セクシャルハラスメントの禁止  
⑥パワーハラスメントの禁止  
 
また、法人として利用者の人権を尊重し侵害しないための取組として各事業所で目標

を設定し「宣誓書」を掲げる活動を 3 月から開始した。  
職員会議の席や全職員が参加する職員カレッジにおいても人権について考える時間

を設けた。  
 

 
(9) 環境等への配慮及び取組について  
「ヨコハマ 3R 夢プラン（リデュース、リユース、リサイクル）」についても、全職員

に対し研修を行うことはできなかったが、施設内における分別の徹底は行えた。  
次年度は研修の機会を設けて、改めて全職員に対して再周知をおこなう。  
消耗品については基準在庫数を定め、必要以上に購入しない取り組みを継続して行

う。  
また、「管理標準」に定められた内容に従って、エネルギーの節約や設備機器の管理

を行い、環境にやさしい運営に取り組めた。  
さらに、「クールシェアスポット」「ウォームシェアスポット」として、地域の方が立

ち寄りやすい雰囲気と環境を整え、一人でも多くの方にご利用いただけるよう全職員

で対応した。  
毎朝の環境整備においても敷地に隣接する道路を清掃の対象とし、地域の方と挨拶を

交わしながら道路の環境維持にも努めることができた。  
30 年度も継続して取り組んでいきたい。  
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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（主任ケアマネジャー兼務）      1 名  
保健師                   1 名  
主任ケアマネジャー             1 名  
社会福祉士                 1 名(年度途中で 1 名退職) 
介護支援専門員               2 名  

 

 

≪目標に対する成果等≫  
 
利用者が安心して、その人らしく継続して、それぞれの地域で暮らしていけるよう支

援を行っていった。また、地域包括ケアシステムの構築を目指すなかで、介護保険サ

ービス以外のインフォーマルサービスを活用していくためにも、生活支援コーディネ

ーター・包括支援センター等多職種と連携しながら地域に密着したケアプランの作成

に努めた。 

 

 

 

≪実費負担≫  
  

 ●なし 

  

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
 

担当している利用者に対する支援の内容にについて月に一度包括職員や居宅介護

支援事業職員とカンファレンスを実施し、検討を重ねていった。  
 
 カンファレンス以外にも包括支援センター職員とも密に連携をとりながら、支援困

難なケースにも積極的に対応をしていった。  
 

 

 

≪利用者実績≫  
               【単位：人】  

   
              
 
                                 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

247 285 283 286 286 308 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

311 310 301 292 290 289 
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●居宅介護支援事業  

≪職員体制≫  
  

常勤 ２名（1 名管理者兼務） 

 

 

≪目標に対する成果等≫ 

包括支援センターとの連携強化を目標とし、地域ケア会議への参加を重点的に行っ

た。また、介護保険の改正に伴う制度変更を次年度にスムーズに移行できるよう説明

会への参加及び情報収集に努めた。 

ケアマネの外部研修参加も積極的に行い、専門性の向上に努めた。 

常勤 2 名のケアマネが主任介護支援専門員の資格取得をした。 

 

 

 

≪実費負担≫  

 なし 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫ 

 

毎月、地域包括支援センターとのカンファレンスを開催し、連携を高めている。 

そのため、困難事例の受け入れも比較的スムーズに行えており、包括職員と協働する

機会が多い。 

 法人内のケアマネ勉強会を毎月企画運営しており、専門性の向上に努めている。 

 

 

 

 

 

≪利用者実績≫  
               【単位：人】  

   
              
 
                                 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

74.5 92 96 95.5 90.5 87.5 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

79.5 76 73.5 71.5 66.5 65.5 
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● 通所介護  

≪提供するサービス内容≫  
 ●利用者個々に合わせた個別性と季節感を重視したアクティビティを企画するとと

もに、様々な場面においてご利用者が選択できるサービスを提供する。  
 ●機能訓練においては、ご利用者が在宅生活を継続していけるよう個々の生活環境

に合わせて、「キネシスマシーン」を使った運動プログラムや実際の場面に即した

運動プログラムなどを提供していく。  
 ●月に一度、曜日を変えて提供される「レストラン・デイ」では、家庭的な食事で

はなく、まるでレストランで食事しているかのような雰囲気を感じてもらえるよ

う趣向をこらしていく。  
 
≪実費負担（徴収する項目ごとに記載）≫  

● １割負担分 ※（  ）内は 2 割分  
【要介護１】       704 円（1,407 円）  
【要介護２】       831 円（1,662 円）  
【要介護３】       963 円（1,926 円）  

  【要介護４】       1,095 円（2,189 円）  
  【要介護５】       1,227 円（2,453 円）  

●  食費負担           650 円  
●  お茶・お菓子代     150 円  
●その他加算関係（該当者のみ）  

  
≪事業実施日数≫ 週 ５ 日  
 
≪提供時間≫   ９ :30 ～  16:30 
 
≪職員体制≫       生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員  

歯科衛生士、調理補助員、運転職員（介護補助員）  
 
≪目標≫  
 社会資源の一つとして、より多くの方々に利用していただけるように地域の方々に

周知していくとともに、施設に閉じこもらないよう積極的に地域行事に参加してい

く。またいつまでも元気に過ごしていただけるよう介護度が進行しないよう介護予

防への取り組みを重点的に行っていく。  
 
≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
 専属の運動指導士による運動プログラムを提供し、その成果を実感してもらえる  

ような工夫を行っていく。  
 
≪利用者目標（延べ人数）≫  

               【単位：人】  
 

   
 
 
 
 
 
 
 

４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  

773 791 781 788 759 757 

10 月  11 月  12 月  １月  ２月  ３月  
 
  763 

 
  716 

 
  750 

 
  654 

 
  691 

 
  768 
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● 介護予防通所介護・第１号通所事業  

≪提供するサービス内容≫  
 ●利用者個々に合わせた個別性と季節感を重視したアクティビティを企画するとと

もに、様々な場面においてご利用者が選択できるサービスを提供する。  
 ●機能訓練においては、ご利用者が在宅生活を継続していけるよう個々の生活環境

に合わせて、「キネシスマシーン」を使った運動プログラムや実際の場面に即した

運動プログラムなどを提供していく。  
 ●月に一度、曜日を変えて提供される「レストラン・デイ」では、家庭的な食事で

はなく、まるでレストランで食事しているかのような雰囲気を感じてもらえるよ

う趣向をこらしていく。  
 
≪実費負担（徴収する項目ごとに記載）≫  

● １割負担分 ※（  ）内は２割分  
【要支援１】       1,766 円（3,531 円）  
【要支援２】       3,621 円（7,241 円）  
●  食費負担           650 円  
●  お茶・お菓子代     150 円  

 
  
≪事業実施日数≫ 週 2 日  
 
≪提供時間≫   【日曜日】10:00 ～  13:00 
         【水曜日】10:00 ～  13:00 
              13:10 ～  16:10 
 
≪職員体制≫       生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員  

歯科衛生士、調理補助員、運転職員（介護補助員）  
 
≪目標≫  
 社会資源の一つとして、より多くの方々に利用していただけるように地域の方々に

周知していくとともに、施設に閉じこもらないよう積極的に地域行事に参加してい

く。またいつまでも元気に過ごしていただけるよう介護度が進行しないよう介護予

防への取り組みを重点的に行っていく。  
 
≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
 専属の運動指導士による運動プログラムを提供し、その成果を実感してもらえる  

ような工夫を行っていく。  
 
≪利用者目標（契約者数）≫  
               【単位：人】  

 
 
 ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  

41 40 40 40 40 40 

10 月  11 月  12 月  １月  ２月  ３月  
 
  38 

 
  38 

 
  37 

 
  36 

 
  40 

 
  39 
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● 認知症対応型通所介護事業  

≪提供するサービス内容≫  
 ●利用者個々に合わせた個別性と季節感を重視したアクティビティを企画するとと

もに、様々な場面においてご利用者が選択できるサービスを提供する。  
 ●機能訓練においては、ご利用者が在宅生活を継続していけるよう個々の生活環境

に合わせて、「キネシスマシーン」を使った運動プログラムや実際の場面に即した

運動プログラムなどを提供していく。  
 ●月に一度、曜日を変えて提供される「レストラン・デイ」では、家庭的な食事で

はなく、まるでレストランで食事しているかのような雰囲気を感じてもらえるよ

う趣向をこらしていく。  
 
≪実費負担（徴収する項目ごとに記載）≫  

● １割負担分 ※（  ）内は 2 割分  
【要介護１】         942 円（1,882 円）  
【要介護２】       1,043 円（2,085 円）  
【要介護３】       1,143 円（2,285 円）  

  【要介護４】       1,244 円（2,487 円）  
  【要介護５】       1,345 円（2,690 円）  

●  食費負担           650 円  
●  お茶・お菓子代     150 円  
●その他加算関係（該当者のみ）  

  
≪事業実施日数≫ 週 2 日  
 
≪提供時間≫   【日曜日】14:00 ～  20:00 

【水曜日】  9:30 ～  16:30 
 
≪職員体制≫       生活相談員、介護職員、機能訓練指導員  

歯科衛生士、調理補助員、運転職員（介護補助員）  
 
≪目標≫  
 社会資源の一つとして、より多くの方々に利用していただけるように地域の方々に

周知していくとともに、施設に閉じこもらないよう積極的に地域行事に参加してい

く。またいつまでも元気に過ごしていただけるよう介護度が進行しないよう介護予

防への取り組みを重点的に行っていく。  
 
≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
 定員 8 名という小規模であることの利点を生かし、和やかな家庭的な雰囲気を  

重視していく。  
 
≪利用者目標（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  

11 17 13 10 11 10 

１０月  １１月  １２月  １月  ２月  ３月  
 

7 
 
  2 

   
  6 

 
  4 

 
  5 

 
  6 
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