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平成 29 年度 地域ケアプラザ事業報告書 

■ 施設名  

  横浜市根岸地域ケアプラザ 

■ 事業報告  

１ 全事業共通  

(1) 地域の現状と課題について  
根岸地区は新興のマンション等も建てられていますが、基本的には古くからのつな

がりを大切にする町です。地域の組織がしっかりしており、まだまだ隣近所の助け合

いや人情のある町です。 しかし、高齢化、核家族化もすすんでいる地域です。  
地域の活動は活発であり先進的ですが、一部の方が負担を担っており次世代への継

承という課題があり、ケアプラザも一緒に取り組んでいきたいと考えています。  
 また、核家族化少子化により同世代の子供や子育て世代の情報交換、また子育ての

知恵の継承がしにくい現状があり、ケアプラザの地域活動交流事業を通して多くの地

域の方等と協働し、夫々の場作りをしていきたいと考えています。  
 地勢的にはＬ字型に広がる地域であり、端に位置するケアプラザに足を運ぶことが

困難な地域もあり、川を挟んだ地域と併せて介護予防などの事業展開は地域に出向い

て行う必要があります。  
 地域福祉保健計画地区別計画にある「身近な地域の支え合いを進めよう」「地域ぐる

みの健康作りを進めよう」について、課題を地域住民と共有し、地域ケア会議等を通

して対応できる体制を構築します。  
 

 
(2) 相談（高齢者・こども・障害者分野等の情報提供）  
・地域行事やイベント等に積極的に参加し、パンフレット等を配布することでケアプ

ラザの相談機関としての役割を周知しました。また、館内掲示やＰＲラックを活用

し、施設利用者全般への周知しました。  
・新規相談はもとより、継続支援者についてのリストを作成し、それをもとに継続的

な相談支援を行いました。  
・積極的に出張相談会を実施し、身近な場所で相談ができるようにしました。  
・区や民生委員等からの情報提供をもとに支援対象者への訪問活動を行ない、情報提

供が得られるように実態把握ができるネットワーク構築をこころがけ、読売新聞と

の連絡会はより詳細な情報交換の場としました。  
・各地区民生委員ごとにケースや地域課題等に関する情報交換をする場を民生委員・

児童委員協議会（以下、「民児協」という。）の会議開始前に設定し連携強化を図り

ました。  
・相談支援の結果と状況を踏まえ、居宅介護支援、介護予防支援、総合事業等のフォ

ーマルサービスに加えて、地域資源等のインフォーマルサービスも重視し、インフ

ォーマルサービスについては継続的に情報収集を行い、情報シートとして提供でき

るように整理しています。  
・地域資源であるインフォーマルサービスについて生活支援コーディネーターが関わ

りを持ち、地域の方にとってより有意義な資源となるようアプローチするととも

に、地域包括支援センターを介して相談者へ情報提供できるようにしています。  
・障がい分野の相談は区高齢・障害支援課や専門相談機関(生活支援センター・地域活

動ホーム等)と連携を取りながら対応し、自立支援協議会にも参加しています。  
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(3) 各事業の連携  
・独居で他者とのふれあいが少ない、また一人で食事をしている方が地域に多々いる

ということから、包括支援センターと地域交流との共催で「カレー食堂」というカ

レーライスを提供する事業を開催しています。男の料理のメンバーがボランティア

として活躍。（毎月開催） 

・５職種会議を開催し情報共有、事業等の検討を行なっています。（月 1 回） 

・ロビーＤＥコンサートでは地区センターと共催し、地域で活躍するボランティアの

発表の場として活かす事ができ各種演奏、披露は生活支援コーディネーターが地域

で活躍するボランティアを発掘し、ケアプラザとのつながりやきっかけづくり、関

係形成に活かす機会とすることができました。 

・高齢者の健康維持、管理、各種相談受付、高齢者把握に関しては包括支援センター

が行いボランティア育成、発掘、場の提供、地域とのつながりづくりは生活支援ＣＯ、

地域交流が行い、特徴を活かした役割分を行い参加者、ボランティアとのつながり、

関係形成を各部門で行う事ができ、参加者に関する情報共有も行うことができまし

た。 

 

 
(4) 職員体制・育成、公正・中立性の確保 

・７月から前年度の生活支援コーディネーターを包括支援センター主任ケアマネジャ

ーに、デイサービス相談員で地域でも活躍している職員を生活支援コーディネータ

ーに配置変更し、地域関係機関との連携・円滑化を図りました。職員体制が不足す

ることなく、５職種会議等を通して各部門が連携して業務に当たることができまし

た。 

・包括支援センターの介護保険サービス利用のための相談について相談者の希望を良

くお聞きし、居宅介護支援事業者の選定等を公正中立に行いました。 

・各職種の専門性にあった研修を受講するとともに、職場内研修として毎年行ってい

る人権研修では、ＤＶＤの教材を使用し、虐待の防止についてグループワークをす

る機会を持ちました。また、各個人における部門の目標に対しての自身のスキルア

ップについて管理職が評価するスパイラルアッププロジェクトを継続して行って

います。  

 
(5) 地域福祉保健のネットワーク構築  
・子育て支援連絡会参加機関と情報誌の配架、周知を相互に協力し実施できた。また、

様々な子育て拠点からの情報をもとに親子で参加できる事業等、情報提供を活用し

施設の利用方法やイベント参加方法を行うことができました。12 月滝頭地域ケアプ

ラザにて、子育てフェスタ開催。いそぴよホームぺージに子育て支援事業を掲載情

報提供を行う事ができました。 

・根岸地区社協 子育て支援事業共催として「ねぎし・のんびりんこ」を実施しまし

た。対象となる親子へ直接情報提供を行う事ができ、顔の見える関係、乳児期から

ケアプラザを利用するきっかけづくりの場となり、プログラムの一部にケアプラザ

職員（助産師）が関わり継続的に子育て支援事業へのつながりづくりができました。 

・子ども会保護者が取り組む夏休み事業の提案させていただく事ができ、共催実施が

できました。継続的な子ども会との関係づくりができました。 

・読売新聞配達店との連絡会を３ヶ月ごとに開催し、地域、年齢等を問わず、地域の

方の情報の把握に努めています。 

・根岸地区、磯子地区共に、民児協開催前の時間を利用し、民生委員との情報交換の

場を設けています。 

・「みる・きく・つなぐ」会議を磯子区福祉保健センター職員と区社会福祉協議会（以

下、「区社協」という。）職員と一緒に開催し、民生委員に協力していただき町歩き

を行うなど地域の情報収集・課題把握を行っています。 

・「よろず相談」と銘打ち、地域サロンでの出張相談の会を月に一回開催し、情報収集

と共に地域サロンとの連携を図っています。（上町、東町、西町） 
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(6) 区行政との協働  
・地域福祉保健計画の地区別取組みでは、ハッピー根岸定例会に向けた事前打ち合わ

せ、定例会共に予定通り実施できました。また、毎月連町会にて申請書、報告書、

提出書類に関する依頼を計画的に行うことができました。町の安心安全、支え合い

の取り組みについて各町からアンケート協力など円滑に取り組みができました。 

・各取り組みや事業の周知を行う際、ポスター、チラシ等必ずロゴを使用し、各事業

実施場所にはオリジナルで作成した旗を設置することが定着しました。 

・読売新聞配達店と根岸地区連合町内会との見守り協定に基づき連絡会を３ヶ月ごと

に開催し、販売店職員、区社協職員、地区民生委員会長と共に研修や情報交換を行

っています。 

・個別支援ケースや包括圏域での福祉保健に関わる打合せの場として、包括カンファ

レンスを月１回設け、区高齢障害担当のケースワーカー、保健師と情報交換をして

います。 

 

 

２ 地域活動交流事業  

(1) 自主企画事業 

・地域住民に運動習慣を身に付けていただくことを目的に「ミラクル☆ストレッチ」

やハッピー根岸の「いきいき健康づくり」の事業を実施し、色々な運動種目に参加

していただく機会を提供できました。ハッピー根岸「いきいき健康づくり」で使用

したセラバンドを自主事業でも活用しセラバンドの活用を促すことができました。

両事業に参加する方が増え身近な場所で運動習慣を身に付けていただく事ができ

ました。ハッピー根岸推進メンバー保健活動推進員も関わることで保健活動が主催

する体操にもつなげる事ができました。 

・貸し室利用団体に得意分野を活かしたボランティア活動の提案を行い、団体の強み

を活かしたボランティア活動につなげる事ができました。また、子ども会活動支援

をきっかけとして今後の継続的な関係づくりをすることができました。 

・ホヌクラブ（発達障害の相談会）では土曜日に相談日を設けた事で、ご夫婦での来

所相談につながり、家族で子どもと向き合う・考える時間をつくっていただく事が

できました。また、相談支援員から父親に説明する事で母親からの説明を補い協力

関係を築く機会となったケースもありました。 

 

 
(2) 福祉保健活動団体等が活動する場の提供  
・貸室利用のルール変更に伴い、地域交流職員全員で変更点について理解するためサ

ブコーディネーターも含め研修会に参加しました。また、貸室利用受付業務を円滑

に行うことができるよう事務所内職員へ変更点等について説明し情報共有を行い

ました。 

・貸室利用団体へは、横浜市共通の利用案内を配布し、個別に説明するとともに、貸

室内に変更についての案内を掲示したことにより混乱なく新方式へ移行する事が

できました。 

・室内環境に対するご意見をいただき、貸室を快適に利用していただくために貸室利

用の有無に関わらず空気の入れ替えを毎朝、行う事を徹底しました。 

・冬期や雨天時に衣類を収納するスペースのご要望をいただき、天候、季節により衣

類掛け、傘立てを貸室に設置する事を徹底しました。 

・全ての貸室利用団体の利用環境改善に積極的に取り組み、継続的に行うことができ

ました。 
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(3) ボランティアの育成及びコーディネート 

・アロマオイルを使用したアロマボランティア養成講座（全５回１コース）を実施し

ボランティアの基礎知識から学ぶ機会を作ると共にボランティア初心者の方に特

技を身に付けてから活動していただく事でボランティア活動につなげることがで

きました。また、ボランティア活動の場所をケアプラザ以外の地域で行うことで地

域とケアプラザの繋がりを強化できました。併せてボランティアと地域住民との繫

がり作りができました。 

・男性の地域デビューを目的としたカレー食堂は地域の憩いの場として定着し、毎月

予約が直ぐに埋まるようになったため、より多くの方に提供できるように予約方法

を見直しました。 

・朗読ボランティア養成講座では認知症サポーター養成講座を組み入れ、地域サロン

等でも活動できることになりました。 

 

 
(4) 福祉保健活動等に関する情報収集及び情報提供  
・一般利用者が利用する２Ｆ廊下設置ラックに見出しを付け整理をすることで見易く

手に取り易い環境整備を行いました。 

・ボランティア連絡会にてボランティア同士の活動情報の共有、活動紹介などを行い

ました。また、今年度新規のボランティア団体の活動紹介を行い、既存団体との関

係作りを行いました。生活支援体制整備事業の活動紹介を通して地域情報の発信を

行いました。 

・貸し室利用団体には、広報よこはま、ケアプラザ広報誌、自主事業の月間予定を積

極的に提供し、参加、利用促進につなげる事ができました。子育て支援事業参加者

には、親子で参加できる事業や近隣の催しをご案内し、子育て拠点いそぴよからの

情報提供も丁寧に行いました。根岸・滝頭地区子育て支援連絡会にて実施した子育

てフェスタのご案内も行い利用に繋げることができました。配食サービスのボラン

ティアや調理室を利用する団体へ感染症流行時期や手洗いの慣行について適宜情

報提供を行い、意識を持って活動していただける様になりました。カレー食堂、カ

フェヴィータにて手袋着用、煮沸消毒を徹底しました。 
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３ 生活支援体制整備事業 
(1) 事業実施体制 

・これまで地域ケアプラザが積み上げてきた地域との連携と信頼を大切に、実施しま

した。 

・現在活動している地域福祉団体、地縁組織の活動が円滑に行えるよう、情報提供を

行いました。 

・常に地域包括支援センターや地域活動交流と情報を共有し、協力しながら、事業を

実施しました。 

・他地域ケアプラザの生活支援コーディネーター、1 層生活支援コーディネーターと

も、情報を互いに提供したり、相談したりしながら、必要に応じて連携して実施し

ました。 

 

 

(2) 地域アセスメント（ニーズ・資源の把握・分析） 

・昨年度に引き続き、地域住民主体の活動場所や地域の行事に参加させていただき、

一緒に活動をさせていただく事で信頼関係につながり、気になる高齢者のご相談や、

地域の困りごとを伺う事ができました。地域包括センターと連携する事もできまし

た。 

・新しく始まった地域の活動や、民間企業、NPO 法人のサービスなどを地域資源リス

トに追加更新しました。 

地域資源リストについては滝頭地域ケアプラザと協働により、生活圏で使える情報

としてまとめ，小冊子にし、区域の介護支援専門員に情報提供しました。 

・包括支援センターが開催した地域ケア会議に出席し、ごみ屋敷問題について取り組

み、どの地域、どの年代性別にもかかわらず起こりうる問題であることと、地域か

らの孤立がキーワードになっていることがわかりました。 

・不動産業者やコンビニへの聞き取りアンケートでは、制度やサービスに繋がらない

狭間の人々の生活困窮の課題が見えてきました。 

 また、不動産業者の中には高齢者の独り暮らしによる危険、孤独死に対する心配な

どがあり、高齢者の入居が困難になってきていることがわかりました。 

・エリア会議の一環として、区、区社協の地区担当や、関係部署の方々と、まち歩き

をしました。地区の民生委員に案内をお願いし、地域の素晴らしい面や逆に安全面

で気になる所を教えていただいたり、地域の情報を共有する事ができました。また、

民生委員と区職員、地区社協職員が顔を合わせる機会にもなりました。 

・読売新聞販売店との見守り協定における情報交換会に出席し、高齢者のみならず地

域の状況を得る事ができました。 

 

 

(3) 連携・協議の場 

・地域包括支援センターが主催した各地域でのごみ屋敷問題を取り上げた地域ケア会

議のうち、広地地区で行ったものを協議体としました。なぜ、ゴミ屋敷になってし

まうのか、課題を抽出する事ができました。出席していただいた自治会町内会、区

社協、区職員、介護保険事業者とは情報共有、連携推進ができました。３０年度は

引き続き課題解決にむけて話し合いたいと思います。 

・地域活動交流主催のボランティア連絡会を協議体としました。「元気づくりステーシ

ョン」と「朗読ボランティア養成講座」を紹介し、健康づくり、仲間づくり生きが

いづくり、そして地域と繋がっていく事が健康長寿の秘訣である事と地域の支え合

いが大切であることを啓発し、さらに参加されたボランティアの皆さんと豊かに生

きるとはどういう事なのか、そのためにはどのような事が必要なのかを話し合う場

を持ちました。 

・自治会で持ち上がった「ちょこっとボランティア」の立ち上げについて、他地域の

情報や参考となりそうな資料を提供しました。自治会からも進捗状況などの報告が
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ありました。今後進めるうえで協議の場を持てるように支援していきます。 

・包括ミーティング、包括カンファレンスに参加し、地域や個人の相談事項の情報を

共有、連携しました。 

 

 

(4) より広域の地域課題の解決に向けた取組 

圏域がまたがる地域でのアセスメントのために滝頭地域ケアプラザの生活支援コー

ディネーターに紹介していただき、地域活動の場に参加させていただきました。 

・他地域の事例を知るために、また、法的な知識や制度などの知識を得るために研修

や勉強会、見学会に積極的に参加しました。 

・磯子地域ケアプラザと圏域がまたがる、浜マーケットでの居場所づくりを希望する

方の相談があり、１層コーディネーターと話を伺い、制度などに関する情報を提供

しました。 

・人口減少や高齢化が進む中での地域包括ケアシステムの構築は高齢者に特化したこ

とだけでは解決できなくなっていると思われます。子供の貧困や子育て世代の保護

者の支援等子どもを安心して子どもを育てられる地域づくりとも関連付けて考えて

いく必要があると思います。２９年度は小学校で地域包括支援センターが開催した

認知症サポーター養成講座に参加しました。また、子どもの状況を聞き取りに行き

ました。今後地域活動交流と連携しながら課題分析解決に取り組みたいと思います。 

・地域資源にとどまらず、民間企業などの見守りサービスや生活支援のサービスの情

報収集を行い、地域包括支援センターと情報共有しました。郵便局の見守りサービ

スについては、地域包括主催の介護予防セミナーで取り上げ、郵便局の職員に説明

をお願いしました。 
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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  
・地域行事や連合町内会、民生委員児童委員協議会など地域の会議へ積極的に参加し

ネットワーク構築を実施しました。  
・地域ケア会議には、医療機関、警察、金融機関、商店、消費生活センター、生活支

援センター、介護、障害サービス事業所など、多様な方に出席をお願いし、ネットワ

ーク作りを行いました。  
・磯子区及び区内の地域包括支援センターや事業者とも連携し、安心ネットワークや 

虐待防止ネットワークなどを構築、強化して誰もが安心して生活することができる地

域づくりを進めました。  
 

 
②  実態把握  
・出張相談や老人会、地域行事の場から支援の必要な方を把握するよう努めました。  
・根岸地区ボランティアによる配食サービスからの情報や民生委員や自治会町内会役

員による訪問活動からの情報を元に実態把握を行いました。  
・各地区民生委員とケース等に関する情報交換の場を設け実態把握を行いました。  
・新聞販売店との見守り協定に基づき、連絡会を定期開催し、実態把握を行いました。 
・一人暮らし高齢者の見守り推進事業や、区から寄せられた情報を元に訪問し実態把

握に取り組みました。  
・区、社協、ケアプラザとの連携会議「みる・きく・つなぐ会議」にて地域アセスメ

ントを行い、各地区としての実態把握を図りました。  
・みる・きく・つなぐでは、実際に地域を歩き、実態把握を図りました。  
 

 
③  総合相談支援  
・民児協、連合町内会、地域の集会。老人会の集まり等に積極的に参加し、ケアプラ

ザの相談機関としての役割を周知しました。  
・継続支援者についてのリストを作成し、継続的な相談支援を行なっています。  
・積極的に出張相談会「よろず相談」を実施し、身近な場所で相談ができるようにし

ています。  
・区や民生委員等からの情報提供をもとに支援対象者への訪問活動を行ない、実態把

握ができるネットワーク構築とネットワークの拡大にも努めました。  
・相談支援の結果と状況を踏まえ、居宅支援、介護予防支援、総合事業等のフォーマ

ルサービスに加えて、「愛のお弁当」など地域資源等のインフォーマルサービス利用も

勧めています。  
・インフォーマルサービスは、スーパーの宅配、有償ヘルパーなどの資料を用意し、

すぐに情報提供できるようにしています。  
 

 

（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  
・家族信託の説明会を実施し、あわせて成年後見制度の説明も行ない制度の周知を図

りました。  
・後見申立て用の診断書が書ける医療機関の一覧を作成、更新し迅速な相談対応がで

きるようにしました。  
・どなたでも成年後見の申し立て書類がかけるよう、独自のマニュアルを作成しまし

た。  
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・権利擁護の一環としてエンディングノートの説明講座を地区センターで開催しまし

た。  
 

 
②  高齢者虐待への対応  
・高齢者虐待の対応フローチャートに従い、早期に発見し迅速に一時対応を行い、関

係機関とのネットワークにつなげるよう努めました。  
・高齢者虐待の啓発に関して、区役所と共催して虐待防止ネットワーク研修を開催し

包括エリア連絡会「ラ・フランスの会」の中でもサービス事業所向けの虐待防止ネッ

トワーク研修を開催しました。  
 

 
③  認知症  
・根岸小学校での認知症サポーター養成講座を継続して開催いたしました。  
・認知症の方と接する接客業の方などに、認知症の方の、より具体的な対応を学ぶ講

座を開催しました。  
・すでに認知症サポーター養成講座を受けた方を対象にステップアップ講座を開催し、

より認知症を理解していただくと共に、オレンジボランティアへの登録をお願いし

ました。  
・磯子区徘徊高齢者あんしんネットワークについて普及啓発を行い、徘徊の不安があ

る方には早期の登録をお願いしています。  
・地域住民を対象とした認知症予防講座「オレンジクラブ」を１２回開催しました。

脳トレーニングや参加者が共同で行う手作業を通して、心身の活性化を図りまし

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  
・地域ケア会議に同席して協議していただくことで、各地域団体（自治会町内会・地

区社協・民生委員児童委員協議会・ボランティアグループ等）と地域住民、介護保険

事業者の連携推進を図りました。  
・民生委員児童委員や地域福祉保健計画の定例会に出席し、連携協働ができる体制を

作りました。  
・民生委員・児童委員とケアマネジャーの連絡表の活用などで、ケアマネジャーをは

じめとした福祉関係者が、地域ネットワークを活用できるようにしています。  
・地域で仕事をしている、不動産会社や配達を仕事としている事業所と連携推進を図

りました。  
 

 
②  医療・介護の連携推進支援  
・「ラ・フランスの会」において、かけはしの紹介、看取りとグリーフケアの研修を行

いました。入退院や在宅療養時の医療機関との連携の重要性、看取りの時期の訪問

看護について知識を深めました。 

・行政や他エリアの包括支援センターと協働し、在宅療養勉強会や人材育成研修にお

いて、区内事業所の質の向上に資する講座を共催しました。 

 

 
③  ケアマネジャー支援  
・地域の利用者を担当する介護支援専門員の質の向上を目的として「ラ・フランスの

会」を隣接圏域の包括支援センターと協働し開催しました。 

・区内包括支援センターと新人介護支援専門員を対象とした研修を実施しました。 
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・区内包括支援センターと協働し「ケアマネサロン」を実施し、障害や認知症予防、

低栄養等について知識を深めました。今年度は同一内容を２つのエリアで開催する

事で、参加者の利便を図りました。 

・区内包括支援センターと協働し、居宅介護事業所の主任介護支援専門員向けのスキ

ルアップ研修を開催しました。 

・「磯子区ディサービス・ディケア情報シート」作成し、居宅介護事業所に提供しまし

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  
・「ゴミ屋敷問題」を共通テーマとして個別ケース地域ケア会議と包括レベルの地域ケ

ア会議を開催し、一貫性のある会議としました。  
・担当地域の自治会館などで地域ケア会議を出張開催し、地域包括支援ネットワーク

の構築に努めました。 

 
 

（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）  
・ケアプラザ事業に誘い顔の見える関係つくりをし、介護保険利用まではいかないが、

見守りの必要な方を把握し、事業参加時に積極的に声賭けを行いました。 

・目標志向型のケアプランが立てられているか、確認し、指導助言に努めました。 

・地域のインフォーマルサービスを把握し、必要に応じて、対象者に情報提供してき

ました。 

 

 

（６）一般介護予防事業  

一般介護予防事業  
・認知症予防講演会「笑って防ごう認知症」を開催、多くの方々に認知症予防に関し

て、楽しく学んでいただけました。  
・昨年介護予防教室を開催した西町会館で、続けていきたいという声があがり、今年

度から、体操教室を継続開催しました。  
・今年度から、北磯子団地集会所、広地町会館で介護予防教室を開催。昨年度から継

続している禅馬会館での体操教室をあわせ、４会館で体操教室を開催。チラシ作りを

ケアプラザで担い、回覧や掲示板での啓発は老人会や自治会長、民生委員など地域の

方々にお願いし行うことができました。  
・月 1 回健康の向き合う日とし、健康チェックデーを開催、今年度は、栄養士さんの

協力を得て、高齢期の栄養や病気予防の話を栄養の面から、講義していただくことが

できました。  
・ロコモ予防を目的としたポスチュアウォーキングを今年度も開催することができま

した。毎回参加されているかたは新規に参加された方に比べ、姿勢や歩行に違いが出

るなど、違いが明確に現れる教室となりました。  
・二つの元気づくりステーションはそれぞれの活動の後方支援を図りました。  
 

 

５ その他  
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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  
職員による日常の清掃と併せて専門業者による週１回の清掃及び月１回の定期清

掃を業務委託し衛生を保ちました。  
 また、併設する地区センターとも十分に協議しながら設備総合巡視点検をはじめ消

防設備、電気設備、空調設備、情報通信等各事業者とメンテナンス契約を結び不具合

を事前に発見するように努め、発生時も迅速に対応できる体制を整えています。  
 開設 20 年余りを経て設備や建物の老朽化が顕著になっています。  
 30 年度は空調設備等の修繕を検討します。  
 

 
(2) 効率的な運営への取組について  

連合町内会、民生委員、保健活動推進員、地区ボランティア、読売会との見守り協

定等、地域関係機関との地域ネットワークから情報を得ることで地域のニーズに即し

た活動を行いました。  
 ケアプラザ各部門が共同で自主事業の企画運営を行い、対象者へのアナウンス及び

運営面での効率化を図りました。  
 また近隣ケアプラザや併設する地区センター等との連携を図り、共催イベント等の

開催により運営の効率化と幅広い対象者へのサービス提供を行いました。  
 また、介護予防講座や講演会などに、より多くの方が参加できるよう自治会町内会

に出向いての広報活動を強化しました。  
 地域福祉保健計画地区別計画に沿った取組も行いました。  
 

 
(3) 苦情受付体制について  

利用者は、居宅介護計画や在宅・施設系サービスに苦情がある場合は当該事業者、

市町村また国民健康保険団体連合会に対し、苦情を申し立てることができることを、

当施設と契約を結ぶ際に必ず説明をしており今後も徹底していきました。  
そして、当施設では苦情対応の窓口責任者およびその連絡先を明らかにするととも

に、苦情の申立あるいは相談があった場合に迅速かつ誠実に必要な対応を行なう体制

と苦情相談マニュアルを作っています。これらを必要に応じてバージョンアップを行

い、より実情にあった仕組みづくりに努めました。さらに部門を越えたメンバーによ

る苦情対策委員会を設け利用者等からの希望、要望を実現できるよう調整し、苦情発

生につながらない取組を行いました。  
 
なお、当施設の提供するサービスを含め、利用者が苦情申立等を行ったことを理由

として、何らの不利益な取扱いは一切受けないことも明言し、苦情を伝え、表現しや

すい環境づくりにも取り組んできました。  
 
※契約書に苦情相談の窓口と連絡先を記載してあります。  
※法人として第三者委員を定めています。  
 
貸館等の指定管理業務での苦情については苦情相談マニュアルに沿って対応する

とともに、解決に至らないときには行政機関の介入の依頼や第三者委員の紹介により

解決を図っています。  
 

 

(4) 緊急時（防犯・防災・その他）の体制及び対応について 

防災については消防計画に則り専門業者による防災機器のメンテナンスと防火管

理責任者による施設の定期点検、初期消火訓練：年２回、通報訓練：年２回、避難誘

導訓練：年６回、防災講話：年２回、併設館合同防災訓練：年２回を実施するととも
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に防災意識を向上するため普段より職員の啓発を行い災害の予防を図りました。  
 また、災害に備えて自衛消防団が組織されており、防災訓練を通して機能、連携を

強化しました。  
 防災委員会では特別避難場所開設のための手順書作りや応急備蓄品の管理、法人内

施設との連携を行っています。  
 夜間の施設管理は業者による機械警備を依頼するとともに、非常時のマニュアルを

整備し利用者、職員の安全を図っています。  
 災害時においては、市・区の協力要請に応じた体制を可能な限り構築し、市・区と

連携しながら状況に応じた対応に努めました。 

 

 
(5) 事故防止への取組について  

事故を未然に防ぐことを目的に個人情報の取扱方法を含めた業務マニュアルを整

備するとともに「危険予知シート」の活用や「危険予知訓練」の実施によりマニュア

ルの見直しを随時行い事故の起こりにくい環境を作りました。併せて職員研修を実施

し意識の向上を図りました。  
事故発生時には初動対応を正確に迅速に行えるようマニュアルの整備と職員研修

により、報告、連絡の手順を明確にしました。併せて、その後の再発防止に向け「事

故報告書」を速やかに作成し関係機関に送付するとともに職員会議にて対策を検討す

ることにより、被害の拡大を防止しました。  
事故防止委員会を設置し、マニュアルの改訂の必要性や施設の改善について速やか

な検討・改善を行いました。  
所長不在時の事故発生については現場職員及び課長が初動対応の後、携帯電話等を

通じて所長に報告をして指示をあおぎ、所長は関係機関への連絡とともに迅速に職場

に向かうこととしています。  
 

 
(6) 個人情報保護の体制及び取組について  

介護保険事業及び包括支援センターでは利用者や相談者に関わる多くの書類を管

理しており、また地域活動交流部門においてもボランティアや講座等の講師を務めて

くださった方の情報など、根岸地域ケアプラザとして多くの個人情報を取り扱ってい

ます。  
 その内、支援記録の書かれたファイル等、紙を媒体とする物はそれぞれの部署で棚

卸しをし、そのひとつひとつについて保管場所や取扱方法、管理責任者が定められて

います。  
 また、個人情報の管理マニュアルの改訂については事故防止委員会が組織されてお

り必要に応じて各部門に改定の指示が出される仕組みとなっています。  
 個人情報の開示、修正、苦情申し立てについて手続きが定められており、それぞれ

の部門担当者が窓口となり、関係機関とも協議の上対応しています。  
コンピュータによる電磁媒体により管理されているデータはネットワークサーバ

ー及びネットワークハードディスクでの一括管理を行っています。よって、パソコン

本体だけを持ち出したとしても個人情報が漏洩することはありません。また、パソコ

ン本体、サーバー及びネットワークハードディスク間のログインはパスワード管理を

行っているため、ネットワークサーバー及びネットワークハードディスク単体では中

のデータを見ることはできません。また、部外者がデータを閲覧することもコピーす

ることもできない仕組みとなっています。  
併せて初任者研修や職員研修において個人の尊厳、個人情報保護の理念、守秘義務

について職員教育を行なうとともに事故事例を共有し手順の見直しを随時行ってい

ます。  
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(7) 情報公開への取組について  
運営協議会や支えあいネットワーク、地域での集会等での活動紹介、情報提供のコ

ーナーを利用し、当事業所の現状をありのままに報告しています。  
今後も上記の内容を継続実施していきます。  
また、情報公表制度や第三者評価を積極的に活用し、あわせて業務の改善を図るき

っかけとしています。  
インターネットの法人独自のホームページと「かながわ福祉情報コミュニティ」の

活用や事業所広報誌「こんち新聞」の地域配布を通じてケアプラザの広報に努めてい

ます。また、見学や社会福祉協議会の「サマーボランティア」や他ボランティアの受

け入れ、学生の実習の受け入れなど風通しの良い環境をつくることが情報公開のひと

つになると考えております。また、広報誌での案内を通してデイサービス利用者のご

家族や地域の方々によるスポット見学を随時受け付けると共に、作品展やイベントを

催し多くの方にケアプラザに来ていただけるよう工夫をしています。  
 

 
(8) 人権啓発への取組について  
・すべての職員を対象に事業所内研修として人権研修(基本的人権の理解と施設内虐待

について)を行ないました。  
・虐待の自己点検シートを全職員に定期的に実施させ、自己覚知を促しています。  
 

 
(9) 環境等への配慮及び取組について  

現在、事務処理は一人一台のパソコンを配置し電子情報化することでペーパーレス

に心がけていますが、どうしても紙で管理しなければいけないドキュメントもまだま

だ膨大に存在します。そうしたドキュメントで個人情報など機密性のあるものはシュ

レッダー裁断により速やかに消滅させますが、それ以外のリサイクル可能な古い、あ

るいは出力に失敗したドキュメントはリサイクル可能として、「裏紙」として再利用

しています。そのために「裏紙」保管と使用しやすいように、ストッカーを設けてい

ます。  
また、片面印刷された原紙をコピーする際には業務上不都合がない限り両面コピー

を行うよう徹底しています。  
さらに、日常発生するほかの事業ごみは事業所として行える範囲で、たとえば地域

交流事業のイベントやデイサービス事業のプログラムでペットボトルを花瓶に加工

するなど自主事業や通所介護事業においてもリサイクルを意識して行うとともに資

源ごみの分別を徹底し資源化に積極的に取り組みました。  
また朝礼時に資源保護や環境保護、ごみの分別回収への取組について所長が中心とな

って職員の意識啓発を行っています。  
 また、全職員が節電への意識を持ち不要な電力を使用しないよう心がけています。 
 併せて省電力化のための施設の改善にも取組んでいます。  
 ＦＡＸ機器の更新により受診したＦＡＸの内、不要なものは印刷しないこととし、

ＰＣネットワークの活用によりさらにペーパーレスに取り組んでいます。  
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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   常勤１名（看護師）（包括支援センターを兼務）  
 プランナー 常勤２名（主任ケアマネジャー）（包括支援センターを兼務）  
           （社会福祉士）（包括支援センターを兼務）  
            居宅介護支援のケアマネジャー３名がバックアップ  
 

≪目標に対する成果等≫  
 

・ケアプラザ事業に誘い顔の見える関係つくりをし、介護保険利用まではいかないが、

見守りの必要な方を把握し、事業参加時に積極的に声賭けをおこないました。 

・目標志向型のケアプランが立てられているか、確認し、指導助言に努めました。 

地域のインフォーマルサービスを把握し、必要に応じて、対象者に情報提供しました。 

 

 

 

 

 

 

 

≪実費負担≫  
 ●交通費等（徴収実績なし）  
 
≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  

●居宅介護支援と連携することにより、要支援認定・要介護認定の変更に柔軟に対

応、ケアマネジャーの頻繁な交代を防ぎ継続的なプラン作成及び支援を行うこと

により制度の複雑な面に対するフォローを行っています。  
●外出の機会創出や、他者とのコミュニケーションの機会を持つなど、介護予防を

積極的に行っていただく為に毎月、ケアプラザ広報誌及びケアプラザ内で行われ

る自主事業の催し等の情報を全ての介護予防支援サービス利用者に提供していま

す  
 
 

≪利用者実績≫  
               【単位：人】  

   
              
 
                                 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

120 120 133 139 144 143 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

144 149 145 145 147 140 
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●居宅介護支援事業  

≪職員体制≫  
 管理者     １名  
 介護支援専門員 常勤３名（うち主任介護支援専門員２名）  
 月曜日から土曜日までを交代で勤務し相談等に応えられる体制をとっています。  
 特定事業所体制加算Ⅱの基準により営業時間外の緊急連絡にも対応しています。  
 

 

≪目標に対する成果等≫  
介護保険サービス事業者や地域関係機関との連携により、要介護状態になってもそ

の人らしくいきいきと地域で生活できることを目標とし以下のことを実施しました。 
・ 地域資源を活用したケアマネジメントの実施の為に地域サロンの見学をしまし

た。  
・ 地域包括支援センターとの連携の強化のため同行訪問等により情報共有に努めま

した。  
・ 制度変更等に的確に対応できるよう各種研修、連絡会へ参加した。特にターミナ

ル期のケアや連携について研修しモニタリングに活用しました。  
 

≪実費負担≫  
  ●通常実施地域以外への移動の場合交通費を請求することがあります。  
  
 
≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
・ 在宅生活が困難な方にもその方の希望に沿い、出来る限り在宅での生活が維持で

きるように取り組んでいます。また、その際には地域の方にもケア会議に参加し

ていただき、地域の課題等についても話し合っています。  
 

 

≪利用者実績≫  
               【単位：人】  

   
              
 
                                 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

78 82 83 77 76 78 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

79 81 84 78 74 75 
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● 通所介護・認知症対応型通所介護  

≪提供するサービス内容≫  
 ● 送迎  

● 健康チェック及び助言  
● 入浴及び入浴・洗体介助  
● 給食及び食事介助  
● 個別レクリエーション：仲間作り支援  
● 集団レクリエーション  
● 口腔ケア  
● 機能訓練  
● 嚥下体操  
● 転倒骨折予防体操  

 

≪実費負担≫  
● １割負担分 

（要介護１）      ６１４円  
（要介護２）      ７２５円  
（要介護３）      ８３７円  

  （要介護４）      ９４８円  
  （要介護５）     １０６０円  

● 食費負担         ７００円 

●  サービス提供体制強化加算  ７円  
●  入浴介助加算      ５４円  
●  処遇改善加算  (総単位数)×４％  
●  食費負担         ７００円  
●その他：手芸等の個人的な作品作りの際に実費負担をお願いすることがありま

す。  
 

≪事業実施日数≫ 週 ６ 日 

 

≪提供時間≫   10：00～16：00 

 

≪職員体制≫  
管理者１名 生活相談員３名（常勤）、看護師３名、  
介助員１０名（非常勤）調理員（４名）運転士（５名）  

 

≪目標に対する成果等≫  
 認知症予防のプログラムが定着し、楽しみながら取組めるようになっています。 
 入浴、給食もプロジェクトチームを組み、入浴剤の導入やＢＧＭなど改善に取組

んでいます。  
≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  

非常勤職員や看護師を含めたデイ･スタッフ全員で毎月利用者の ADL や嗜好、生

活暦を確認し介助方法やかかわり方について共通理解するための会議を実施しま

す。  
 おいしい食事を提供するために給食会議を月 1 回開催し利用者アンケートやメニ

ュー検討を行います。  
 オリジナルのビデオを作成して食事、おやつ前に嚥下体操を実施しています。  

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
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≪利用者実績（延べ人数）≫  
               【単位：人】  

   
 
 
 
 
 
 
 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

60 58 60 60 60 61 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

62 58 61 60 63 61 
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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≫  
 ● 送迎  

● 健康チェック及び助言  
● 入浴及び入浴・洗体介助  
● 給食及び食事介助  
● 個別レクリエーション：仲間作り支援  
● 集団レクリエーション  
● 嚥下体操  
● 転倒骨折予防体操  

 

≪実費負担≫  
（要支援１）       １７６６円  
  ●  サービス提供体制強化加算 ２６円  
  ●  処遇改善加算  (総単位数)×４％  
  
（要支援２）       ３６２１円  
  ●  サービス提供体制強化加算 ５２円  
  ●  処遇改善加算  (総単位数)×４％  
 
  ● 食費負担              ７００円  
  ●   その他  

個別の手芸等の作品作りの際に実費負担をお願いすることもあります。  
 

  

≪事業実施日数≫ 週 ６ 日 

 

≪提供時間≫   10：00～16：00   

≪職員体制≫  
管理者１名 生活相談員３名（常勤）、看護師４名、  
介助員 10 名（非常勤）、調理員４名、運転士３名  

 

≪目標に対する成果等≫  
認知症予防のプログラムが定着し、楽しみながら取組めるようになっています。  

 入浴、給食もプロジェクトチームを組み、入浴剤の導入やＢＧＭなど改善に取組

んでいます。  
 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
非常勤職員や看護師を含めたデイ･スタッフ全員で毎月利用者の ADL や嗜好、生活

暦を確認し介助方法やかかわり方について共通理解するための会議を実施しまし

た。  
 おいしい食事を提供するために給食会議を設け利用者アンケートやメニュー検討

を行いました。  
 オリジナルのビデオを作成して食事、おやつ前に嚥下胎動を実施しました。  

≪利用者実績（契約者数）≫  
               【単位：人】  
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

9 9 10 10 10 9 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

9 10 10 10 9 10 

 


