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平成 30 年度 地域ケアプラザ事業報告書 

■ 施設名  

  能見台地域ケアプラザ  

■ 事業報告  

今年度、地域ケアプラザの管理運営をどのように行ったのか、具体的に記載してく 

  ださい。 

 

以下、地域ケアプラザ事業実施評価との共通部分  

１ 全事業共通  

地域の現状と課題について  

能見台地域ケアプラザのエリアは、４地区連合にまたがっており、広い地域となっ

ています。３０年度は、各地区でケアプラザとしての機能を十分に果たすとともに、

４地区で活動する団体、活動者をつなぐ役割をケアプラザが担い、各地区の情報交換

を促進し、地域の福祉の向上を図りました。 

 富岡西・能見台地区では、駅前商店街、住宅地、マンション群などが混在する地域

特性から、地区として全体的な動きが取りにくいという課題がありますので、個々の

地域に合ったきめの細かい支援を行いました。 

 能見台地区は、若い担い手が多く活動が活発な地域で、施設の利用も最も多い地区

であるため、地区の活力を活かして引き続き地区の皆さんの自主活動を支援しました。

将来の高齢化が課題であるため、エリア内での情報共有を促進して、来るべき高齢化

に備えることについて特に意識し、支援を行いました。 

 金沢東部地区については、地区社会福祉協議会の活動が熱心であり、ケアプラザと

してはその取り組みを他の地区に伝えることにより、相互の相乗効果を期待した支援

を行いました。ケアプラザへの距離が課題となっており、アウトリーチによる講座等

の実施により相談支援につなげるなど、ケアプラザの機能を提供しました。 

 金沢中部地区は、一部が能見台のエリアとなっており、地域活動に熱心な地域です。

泥亀ケアプラザとともに、地域支援チームの一員として支援しました。他の地区同様

に担い手の高齢化が課題となっていますが、他地区の取り組みを紹介するなど支援を

行いました。  

 

 

(1)相談（高齢者・こども・障害者分野等の情報提供）  

●高齢者、こども、障害者の多様な相談に対応できる場として機能できるよう毎月の

管理者会議、職員会議において情報の共有を図り、ケアプラザ全体で受け止めること、

関連機関に繋げ協働できる体制を整えていました。また今年度より毎月５職種会議を

開催することで、より細やかな情報交換をすることができました。 

●高齢、子育て、障害等の様々な分野における自主事業、地域の出前講座の際、ケア

プラザの機能をお伝えし身近な相談窓口であることを広報したことで、地域から様々

なニーズの声があり、介護予防講座、シニアボランティア登録講座などを実施し地域

課題の分析を行いました。 

●地域の障害者の居場所を求める相談に応えるよう、ボランティアや福祉活動団体の 

協力を得ることで、障害者事業の当事者の受け入れ枠を増やし対応いたしました。 
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(2)各事業の連携  

●地域相談、活動団体へのヒアリング、自主事業、共催・協働事業実施等の場面で得

た情報をケアプラザ内で共有し事業の運営に活かすために、地域活動交流部門、地域

包括支援センター、生活支援体制整備事業で共有して活用している『地区支援記録』

に記録を残し、各部門間の連携・共通目的を持つことにより相乗効果を図りました。 

●生活支援コーディネーターが得た保健活動推進員からのニーズに応え、包括支援セ

ンター、地域活動交流との連携にて昨年度実施したスリーＡリーダー養成講座を経て、

能見台スリーＡの会として自主化し、7 月から元気づくりステーションに移行しまし

た。 

●地域活動交流における高齢者支援事業には、包括３職種と連携し地域課題解決の方

向性など適切な情報を得て実施しました。 

●生活支援コーディネーターと地域活動交流コーディネーターとの共催にて地域の商

店や企業の協力のもと、ミルクティの入れ方講座、庭木の剪定講座、寄せ植え講座な

ど、担い手となりうる世代に向けボランティア活動への興味関心が芽生えるような事

業を展開いたしました。 

●高齢者対象のサロンや食事会などの自主事業に３部門が連携し実施しました。認知

症サポーター養成講座には、生活支援コーディネーター、地域活動交流、包括支援セ

ンター３部門で対応し、各部門の特性を生かし連携することができました。  

 

 

(3)職員体制・育成、公正・中立性の確保 

●生活支援コーディネーターは包括支援センター・地域活動交流コーディネーターと

ともに、一体として機能しケアプラザ全体で連携し業務遂行に万全をつくしました。 

●人権、コンプライアンス、個人情報保護、事故防止をテーマとした全員研修を行い、

特に個人情報の保護については定例の会議や部門ごとのミーティングなど、あらゆる

機会をとらえ適正な取り扱いを徹底いたしました。 

●職員育成の研修は、行政、社会福祉協議会と連携し、外部研修、内部研修を研修計

画に基づき効率的に組み合わせ、全体研修、専門研修、技術向上研修、階層別研修を

実施することにより、きめ細かい人材育成を行いました。 

●研修参加者は研修報告書を必ず作成しケアプラザ内で共有することで、職員が得た

学びを日頃の業務に生かしました。 

●公の施設としての自覚をもって、利用者に対して公正中立性を持った対応をするよ

うに、研修や所内会議の中で全職員に対し徹底をしていきました。  

 

 

(4)地域福祉保健のネットワーク構築  

●地域支えあい連絡会では個々の力を引き出す地域活動をテーマに話し合いを進めま

した。第１回目は地域活動をする事により健康寿命が延びるという調査報告を資料と

して配布し、参加者に地域活動の重要性を意識付けました。第２回目は連絡会メンバ

ーの他、地域活動の担い手の方にも参加いただき、地域での活動支援者による活動紹

介のほか、興味関心チェックシートを実際に記入していただき、地域で活用すること

で、個々の力を引き出すヒントとなるよう情報提供いたしました。第３回目は年度の

振り返りと次年度のテーマ「健康づくり」について検討しました。第 1 回目と３回目

は、生活支援体制構築のために包括レベルの協議体と位置づけ実施いたしました。 

●地域ケア会議では、医療・福祉関係者、民生委員、ケアマネジャー他、多職種のネ

ットワーク構築に努めました。 

●学校と施設の連絡会では富岡地域ケアプラザと共催し、関係機関の顔の見えるネッ

トワークづくりをしました。学校の職員は異動が多く、毎年顔ぶれが変わることもあ

り、毎年継続して開催してほしいというアンケート結果もいただきました。 
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●年に３回開催している子育て支援連絡会では、区役所、区社協、子育て支援拠点と

連携協力し、金沢区子育て支援の協働の指針に基づき各子育てサロンで活かしてもら

えるよう、情報提供、意見交換を進めました。また今年度初めて第２回目を、区役所

の地区別健やか子育て交流会と共同にて開催し、より多くの参加者と一緒に外遊びを

テーマに意見交換いたしました。第３回目は、３月に実施し、今年度のふりかえりと

最近の子育て事情について意見交換いたしました。 

 

 

(5)区行政との協働  

●第３期地域福祉保健計画の３年度目となり、地域に最も近い公の施設として地域支

援チームの一員としての役割を担い４連合のチーム会議、地区推進連絡会に出席し、

地域の課題を共有しました。 

●地域支えあい連絡会、子育て支援連絡会、学校と施設の連絡会等、各連絡会におい

て常に区行政と協働にて開催いたしました。 

●大学生対象のボランティア講座では、区・区社協・区内全ケアプラザとの協働にて

開催し、定着した学生ボランティアの育成につなげました。  

 

２ 地域活動交流事業 

(1)自主企画事業 

●各事業において企画段階より目的、目標を明確にし、方針を決定したうえで、職員 

会議、サブコ会議を通じケアプラザ全体で共有しました。 

●全ての事業において多くの方に参加いただけるよう様々な媒体を使い、周知広報を 

実施しました。 

●ケアプラザから距離があり、利用する機会の少ない地域へは積極的に出向きニーズ 

の収集に努めました。 

●施設内だけでなく、出前講座などを実施し積極的に地域に出向きました。 

ｱ)高齢者支援では、地域包括支援センター職員、生活支援コーディネーター、居宅介

護支援、通所介護の職員からの情報提供を適宜うけ、ニーズに的確に対応する事業

を企画・実施しました。サロン、料理等の交流と見守り、音読・麻雀・パソコンの

認知症予防の事業、健康サポート、ロコモ予防等の体操を実施しました。2 月には

健康増進を意識し腹式呼吸を使った、吹き矢体験講座を実施しました。 

ｲ)子育て支援では、ボランティア活動団体「にこにこ会」との広場を毎月実施し、7

月 12 月には拡大版の「にこにこ劇場」も開催しました。金沢区地域子育て支援拠点

「とことこ」とは親子クッキング、リトミック、ファーストブックの選び方など、

静と動を意識した様々な共催事業を実施しました。学童期の子ども対象には工作、

手芸、習字、顕微鏡を学ぶ等の事業を実施しました。２月には学校コーディネータ

ーに働きかけ、初めて、能見台小学校の学習発表のフェスタにてケアプラザの紹介

をする機会をいただきました。その他民生委員児童委員と共催し離乳食講座を実施

し、常に区や市域の施設、登録団体や街の先生などとも連携をとり様々な企画を実

現しました。 

ｳ)障害児者支援では、障害者余暇支援事業「ハッピーポップ」を金沢総合高校の学生

ボランティアとの協働にて実施しました。３月には家族会を開催し保護者との連携

をとり事業の充実を図ります。また「スマイルカフェ」では障害児養育者の心のケ

アを図り、参加者が交流・リフレッシュできる居場所を作ると共に、ボランティア

活動団体である「スマイルカフェ」の自主的な活動に向けた支援を行いました。夏

休みには区社協、区内ケアプラザと共催にてサマーフレンドを２回実施し学齢期の

障害児の余暇支援事業とし初めての外出の企画も開催しました。 
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ｴ)世代間交流事業では、地域の誰もが参加できる「手打ちそば教室」「囲碁サロン」「オ

イルリンパマッサージ」や地区センターとの協働事業の「合同祭」「合同防災講座」

の他、登録団体との共催にて地域の多世代参加の事業を実施しました。また今まで

ケアプラザと縁の薄い、平日の日中の事業に参加できない働き世代も来館できるよ

う夜間事業「体幹トレーニング」を６回シリーズにて開催しました。３月には病院

と連携し、脂質異常症をテーマとした「医療講座」を実施しました。 

ｵ)ボランティア育成・活動支援事業では区社会福祉協議会、区内ケアプラザと共催に

て「大学生対象ボランティア養成講座」を実施し延べ 15 名の学生に活動の協力をい

ただきました。また配食団体の調理や配達のボランティアに向け「食品衛生講習会」

「安全運転講習会」を実施いたしました  

 

 

(2)福祉保健活動団体等が活動する場の提供  

●日曜や夜間などの利用頻度が低い時間帯の部屋の利用促進にむけた広報と啓発を行 

い、夜間活動が可能な団体に夜間利用を促しました。 

●部屋の写真や、予約状況を毎月エントランスに掲示し、空き状況の周知をしました。 

●各地区連合、地区社協、地区民児協、金沢区子育て支援拠点との共催事業を進んで 

企画、開催し地域との協働に努めました。 

●ケアプラザホームページにて部屋の写真と利用可能人数、部屋の空き状況を表示し、 

福祉保健活動団体、地域団体が利用できる旨表記するとともに、各事業参加者にも皆 

様のための福祉活動施設であることを情報提供しました。 

●登録団体と福祉目的の事業を企画、開催し、地域の方と団体それぞれにメリットの 

ある活動の場を提供しました。 

●毎日、部屋の換気や清掃を職員が進んで行い、利用しやすい環境を整えました。 

●配食、会食団体、定期的に調理室を利用する団に、清掃箇所を割り当て調理室の年 

末大掃除の協力をお願し相互に気持ち良く利用できるようにしました。 

 

 

(3)ボランティアの育成及びコーディネート 

●新たな福祉保健活動団体（ミニデイサービス）の立ち上げに協力し、また同団体に 

区社会福祉協議会のふれあい助成金の加入をすすめ、活動が円滑に行われるよう支援 

しました。 

●包括支援センター職員や生活支援コーディネーターと共に地域に出向き地域のお祭 

りや事業などの地域活動の担い手を支援しました。 

●新たな若い担い手の育成とボランティア活動の大切さを啓発するため大学、区社協、 

区内ケアプラザと共催し出張講座にて大学生対象のボランティア育成講座を実施しま 

した。また、継続的な活動ができるよう支援しました。 

●ケアプラザを利用している配食、会食ボランティア団体や調理活動をしている障害 

者自助活動団体、地域の方を対象に食品衛生講習会、安全運転講習会を実施しました。 

●生活支援コーディネーターと連携し、地域の担い手となる方を対象にシニアボラン 

ティア登録研修会を実施するなど、ニーズに沿った活動に有益となる講座を実施しま 

した。 

●地域の施設やサロンからのボランティア派遣要請には、ケアプラザ利用ボランティ 

ア団体を紹介し地域に向けた活動の場を提供することで、双方に有益なコーディネー 

トを行いました。また、常々、区社協のボランティアセンターの情報も提供し、コー 

ディネートしました。 

●ケアプラザを利用するボランティア団体を積極的にケアプラザの自主事業への参加 

を依頼し、活動の場を提供するなどモチベーションを高めました。また新しい登録団 

体にはデイサービスでのレクリエーションの提案などをしました。 
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●事業、会議等あらゆる場面で人材の不足、担い手の高齢化を周知しボランティア活 

動への参加を促しました。また「ハマいき通信」に活動団体の紹介、ボランティア募 

集を掲載し活動者の増員に協力しました。 

●生活支援コーディネーターと協力し、新たに担い手となりうる世代がケアプラザを 

知り、ボランティア活動に興味関心がわくような事業（庭木の剪定講座、ミルクティ 

の入れ方講座、お弁当作り等）を数多く実施しました。 

●ケアプラザ内掲示板にて、登録団体の活動紹介を掲示し、地域の方の参加を促しま 

した。 

 

 

(4)福祉保健活動等に関する情報収集及び情報提供  

●地域支えあい連絡会、協議体、子育て支援連絡会を実施し地域状況の情報収集、及 

び行政、社協、ケアプラザからの情報提供をいたしました。また第２回目の子育て支 

援連絡会は、区主催の地区別健やか子育て交流会と兼ねて共同開催とし、より多くの 

子育て支援者と意見交換することができました。 

●学校コーディネーターの協力を得て２月、初めて能見台小学校の学習フェスティバ 

ルにてケアプラザブースを設けました、地域に向けケアプラザの周知、地域福祉保健 

についての発信を行いました。 

●区、区社協、近隣施設からの配架物や掲示物は分類ごとに分け見やすいように工夫 

して配架、掲示いたしました。また、ケアプラザ登録団体の活動紹介カードも積極的 

に掲示を促し、利用者に情報提供しました。 

●利用者アンケートで得たご意見ご要望で、健康づくり、体を動かす事業での希望が 

多数あった事を受け、２月に新たなインナーマッスルを鍛える事業を実施します。ま 

たアンケートでいただいたご意見は広報紙などを利用し地域に向け発信しました。 

●区、区社協からの情報、地域に出向いた際に得た情報を地域包括支援センター、生 

活支援コーディネーターと共有している「地域支援記録」のツールを使いケアプラザ 

内で共有しました。 

●ケアプラザ独自のチラシ、広報紙、ホームページ、ＳＮＳ等幅広い世代にあった情 

報を発信すると共に、区広報紙、イベントお届け便など様々な媒体も利用し区域の皆 

様に向け情報提供しました。またケアプラザから距離のある地域にも出向き事業チラ 

シを配布するなど工夫して発信しました。  

 

３ 生活支援体制整備事業 

(1)事業実施体制 

●昨年度の地域支えあい連絡会・協議体において、地域のサロン活動をテーマに高齢者の

特性に合わせた支援の工夫について意見交換をしました。その上で今年度は担い手側・

お世話を受ける側という視点を少し変え、参加者個々の力を引き出す活動について地域

の支えあいのしくみを検討するための意見交換を行いました。活動が継続・活性化され

るポイントとして個々の役割や社会参加に向けた働きかけが重要との話題があがり、横

浜市地域リハビリテーション活動支援事業を活用した研修会を実施しました。シニアの

社会参加をテーマに作業療法士より興味関心チェックシートの活用、役割のあることの

大切さについてお話いただき、活動を継続していくためのヒントを共有することができ

ました。また、地域活動支援者同士の情報交換・ネットワークづくりとして、地域支え

あい連絡会の第 2 回は地域の団体代表にも加わっていただき支援者交流会として開催

しました。ボランティア活動団体の紹介や地域活動支援者の活動紹介を実施したうえで

グループワークを行い、研修会で用いた興味関心チェックシートの活用に関する意見交

換から各地域の情報交換につながりました。 

●月 1 回定例の生活支援コーディネーター連絡会、その他諸会議への出席を通じて、区役

所、区社協、他ケアプラザとの情報共有を図りました。また、区役所・区社協と連携を

図りながらエリア参加者からの声を拾い、事業のフォローに努めました。  
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(2)地域アセスメント（ニーズ・資源の把握・分析）  

●地域包括支援センター・地域活動交流とともに自治会・町内会、民児協や地区社協との

連携を図り、各地区の生活課題やニーズの把握に努めました。サロン・体操教室など地

域住民が集う場に足を運び、ケアプラザの機能周知や情報提供、キーパーソンとの連携

強化とあわせ、地域の声を随時拾えるよう努めました。 

①各地域活動の場で困りごとを伺う場も多く、必要に応じて地域包括支援センターにつな

ぎました。 

②ケアプラザで開催する講座について地域活動の担い手の方々にも周知を心がけ参加い

ただき、地域に活かせるものは自治会町内会・シニアクラブ等と連携し出張講座として

実施しました。また能見台 3 丁目では地域のニーズがあり、出張講座の後 11 月より体

操教室が自主化しました。 

③能見台地区保健活動推進員よりあがったニーズと京急ストアの地域貢献したいという

ニーズを重ね、店舗における健康チェックのイベントを実施しました。 

④地域の高齢者が集う趣味活動の会に対し、活動を披露し活躍いただけるよう継続して働

きかけました。地域活動交流と連携し、ボランティアとして活躍していただきました。 

⑤区、地域包括支援センター・地域活動交流とともにフォローしていた能見台スリーＡの

会によるサロンが 4 月より立ち上がり、7 月より元気づくりステーションとしてスター

トしました。スリーＡの会には他地区からもリーダーとしての要請があり、リーダーと

して活動していただきました。 

●地区社協や自治会等住民主体の地域活動、民間業者が実施している生活支援サービス等

情報収集に努め、地域資源リストをまとめました。地域包括支援センターよりケアマネ

ジャーに必要に応じて地域情報を提供できるようつなぎました。 

●介護予防・生活支援サービス補助事業通所型サービス『げんきライフさくら茶屋』に対

し、包括支援センター職員とともに支援にあたりました。スタッフの話し合いに適宜参

加・後方支援し、担い手支援となるようケアプラザ事業の案内も行いました。 

●趣味活動を通じた健康維持増進とあわせ、地域活動への参加促進をねらい、地域活動交

流との共催事業を実施しました。『季節の寄せ植えをつくろう』では公園愛護会、『おた

のしみ弁当を作ろう』では配食ボランティアの活動者より活動紹介を行い、ボランティ

ア活動への興味関心につながるよう働きかけました。 

●男性シニア層を対象に自活を働きかけ、介護予防・社会参加の促進を図るため男の家事

力アップ講座①料理編②掃除編を実施し、他の活動にもつながるよう活動紹介を実施しま

した。  

 

(3)連携・協議の場 

●金沢東部地区社協執行委員会、同地区第 3 期福祉保健計画第 5 分科会には定期出席

し、地域で抱える課題等の共有、情報交換等を行いました。同地区社協在宅福祉サ

ービス部ではニーズの拾いあげと新たなボランティアの力を求めるため、アンケー

ト調査を検討されており、継続して支援していきます。  

●地域支えあい連絡会・協議体を通じて地域活動の情報交換・支援者同士の交流を図

り、活動の継続・発展に向けた働きかけを行いました。  

 

(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連絡会等を通じて、区役所、区社協、他ケアプラザと事

業推進のための情報共有を図りました。各研修にも積極的に参加し、地域課題の把握

や課題解決の手法について学び、話し合いの場に活かせるよう努めました。  
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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  

●地域包括ケアシステムの構築を目指し、個別地域ケア会議等で抽出した課題をケア

プラザエリア地域ケア会議、他ネットワーク会議において検討し、課題解決に努め

ます。今年度積み重ねた個別ケア会議から、高齢ドライバーや身元保証に関する問

題を今後の課題として抽出し、次年度以降取り組む予定です。 

●エリアの大型ストア、銀行、郵便局、新聞配達所、病院、薬局、支援事業者などに

出向き、地域包括支援センターの役割を周知すると共に、地域の高齢者を共に支援

する関係を築きました。近隣の薬局や京急ストアとの連携は特に密に行えるように

なり、幅広く地域包括支援センターの機能周知を図ることができました。  

 

 

 

 

 

 

②実態把握  

●民児協や地域のサロン、体操教室、町内会、自治会等に出向き、地区別のニーズを

把握し、集団、個別相談につなげることができました。 

●地域支え合い連絡会を通して地域交流部門・生活支援コーディネーターと連携し、

地区別の生活課題について把握し、今年度は「個々の力を引き出す活動」をテーマ

とし、エリア全体として取り組むべき課題として検討しました。 

●民生委員や地域住民から、支援が必要な高齢者の情報提供をいただけるよう、日頃

から顔の見える関係を築きました。 

●医療機関・福祉関係事業所に出向き、相談者の生活課題を共有、常に相談できる体

制を築き早期発見・早期対応に努めました。 

 

 

 

③総合相談支援  

●日頃より、エリアの大型ストア・銀行・郵便局・新聞配達所・病院・薬局・支援事

業者などの主要機関に出向き、地域包括支援センターの周知を図るとともに、地域

で支援が必要な方をともに支える関係を築きました。今年度は京急ストアにて「健

康チェック」を開催し、幅広い年代の方に地域ケアプラザ・地域包括支援センター

の機能について周知することができました。 

●介護保険サービスのみならず、インフォーマルサービスや見守り支援、自主事業な

ど様々な社会資源を柔軟に活用し、継続的な支援を実施しました。特に、さくら茶

屋にししばや、各地域のサロンへの後方支援を行うと共に、必要な方への情報提供・

つなぎを積極的に行いました。 

●地域のイベントやサロン、体操教室等に出向き、出張相談会を行うことで、包括支

援センターの相談機能について広く周知しました。「暖かい輪の会」（5/20）「晩晴会」

（6/5、7/3、8/7）には、エンディングノートセミナーを開催し、その後の相談に繋が

るなど包括支援センターの相談機能について広く周知することができました。  
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 （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  

●成年後見制度・遺言・相続についての個別相談会を行政書士、司法書士、弁護士と

開催（4 月 3 日、6 月 9 日、9 月 8 日、12 月 1 日、12 月 8 日、2 月 9 日）し、気軽

に相談できる場を作りました。  

●日頃より、銀行・郵便局・警察と連携し、高齢者の詐欺被害の防止に努めました。  

●地域に出向き、金沢警察、消費生活センターなどの最新の情報をお伝えすることで、

消費者被害の防止に努めます。今年度は能見台デイサービスに金沢警察署の方を招

き、オレオレ詐欺の被害の実態について利用者の方がお話を聞く機会を設けました。 

●CM・専門職・医療関係者に対しては各研修・ネットワークにて周知理解に努めま

した。  

 

 

 

 

②高齢者虐待への対応  

●介護をしている方の情報交換の場として介護者の集いを開催し、偶数月におしゃべ

りの会、奇数月に各種セミナーを行うことで、介護者の不安を取り除き、孤立を防

ぎました。今年度は、薬剤師の方をお招きし多重服薬による弊害など介護者にとっ

て有益となる情報をお伝えすることができました。 

●区内社会福祉士の勉強会を継続し、緊急性の判断や虐待のサインを見逃さず、区内

統一した対応ができるよう努めました。 

●地域包括支援センターが虐待相談窓口であることを各サロンやイベントに出向いた

際にお伝えし、関係機関や地域住民に広く周知しました。また、地域住民向け講演会

として「地域暮らすために知っておきたい法律知識」を開催し、弁護士より権利擁護

についてわかりやすく事例をもとにお伝えしました。  

●CM からの相談にはスクランブルケースとして介入しています。  

 

 

 

 

 

③認知症  

●ケアプラザ（包括、地域交流、生活支援コーディネーター）が協働で、シニアクラブを

対象に認知症サポーター養成講座を実施しました。（能見台 1.2 丁目町内会館）講座で

は、ケアプラザ職員による認知症の講話、DVD 視聴、グループワークを行いました。実

際に認知症の家族介護やボランティアで高齢者と関わる参加者が多く、相談窓口とし

て、地域包括支援センターの機能を周知しました。 

●認知症予防としてエビデンスのあるコグニサイズを包括自主事業のうきうきクラブで

も実施しました。介護予防事業としても、地域への認知症予防の普及に力を入れ、30

年度には、コグニサイズをケアプラザで 2 回、地域で１回（片吹）、スクエアステップ

講座を地域で 2 回（ビーコンヒル友愛サロン）、スリーA 講座を地域で 1 回（能見台通

白寿会）実施しました。片吹でのコグニサイズ、ビーコンヒル友愛サロンでのスクエア

ステップ講座、能見台通白寿会でのスリーA 講座は、それぞれ毎年恒例となり、地域活

動の中でも地域が主体となって継続して実施し、活動を広げています。 

●認知症に関する相談には、医療や介護などの情報提供を行い、多角的で継続的なサポー

トを行いました。また、能見台 6 丁目、能見台ふれあいの街への出前講座として、口腔

ケア講座を実施し、口腔機能の低下や歯周病が原因で認知症を発症するリスクについて

地域住民に啓発することができました。 
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●認知症の家族介護者が、互いに情報共有し、専門職による相談支援が継続して受けられ

る場として、介護者の会を月 1 回開催しました。隔月で、おしゃべりの会、隔月で健康

や介護に関するセミナーを実施しました。 

●エリアのさくら茶屋にししばによる認知症カフェ（さくらカフェオレンジデー）に毎月

（区、生活支援コーディネーターと協働で）参加し、介護者や対象者の相談対応をし、

ボランティアの後方支援を行いました。 

●認知症初期集中支援チームと連携し、これまで包 括支援センターだけの対応では受診

につなぐことが難しかったケースに対し医療と連携し迅速に対応することができまし

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  

●ケアプラザ・包括支援センターの役割・周知のために、地域住民を対象とした出張

講演会・相談会等、情報提供を行い、地域住民の意識向上に努めました。講演会を

開催し、地域包括支援センターと地域住民が対話でき、在宅での生活がイメージで

きる会を開催しました。 

●４地区の民児協に参加し、随時情報提供を行い、連携が取りやすい関係を構築しま

した。 

●地域の課題を踏まえ、民生委員・地域ボランティア団体と福祉専門職のエリアネッ

トワーク会議を開催し、連携が取りやすいネットワーク体制を構築・発展させまし

た。本年度は在宅医療テーマの重要課題である「在宅で看取るという事」について

講義・情報共有・意見交換を行いました。 

●エリア内の地域密着型サービスと地域住民が相互理解を図り、お互いが地域で生活

していく視点が持ちやすいように支援を行いました。運営推進会議によると地域密

着型施設が地域のサロンや催し物に前向きに参加する機会が増えており、地域から

の案内・声掛けも多くなっています。 

●様々な地域の情報収集・整理を行い、地域で生活する視点のプランを立てられるよ

うケアマネジャーに情報提供しました。ケアプランへの反映が見られます。  

 

 

②医療・介護の連携推進支援  

●区内包括共催で区内・近隣の総合病院のＭＳＷとの連絡会を開催し、相談者・ケア

マネジャーへの支援が円滑に行う事のできる体制を継続・発展させました。相互理

解によりケース対応が早期対応かつスムーズにできています。 

●地域の開業医・薬局からの提案や相談を把握し、連携が取りやすい体制を作ってい

ます。 

●新任 CM 研修・個別ケア会議の実施に当たり、医師会医療相談室の協力を得ることが

できました。 

●北部ブロックの訪問診療医・MSW・訪問看護師・薬剤師とケアマネジャー・包括の「北

部医療ネットワーク」会議を中核とし、医療課題の抽出・検討を行いました。本年

度は「服薬に関する連携」「認知症の方の意思決定支援」について検討を行いました。 

 「服薬」に関してはさらに課題を深める為「薬剤師とケアマネジャーの情報交換会」

にて区内居宅・薬局対象に研修・検討をしています。 

●薬局とケアマネジャー、地域包括の連携ツールを作成し活用促進を行いました。エ

リア内薬局には配布済みです。  

 

 

③ケアマネジャー支援  
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●区内地域包括支援センター主任ケアマネジャーとの共催で、新任ケアマネジャー研

修（3 回）を実施しました。 

●区内事業所の主任ケアマネジャーの支援・質の向上、事業所間連携を目指し、「主任

ケアマネジャーネットワーク」を開催、「OJT を基本としたケース検討の手法」の研

修を行いました。 

●北部ブロック主任ケアマネジャーの共催で、ケアマネジャーのフリーな相談場所と

して「ケアマネカフェ」を開催。本年度は「緊急時に役立つ備品」「制度改正」につ

いて情報提供を行いました。 

●北部ブロック主任ケアマネジャー共催で事例検討会（2 回）を開催、アセスメント・

対応方法を参加者全員で検討。実務への反映・スーパーバイズができるように努め

ました。 

●ケアマネジャーのケアマネジメントの実践力を高める為、個別地域ケア会議を 3 回

開催しました。併せて様々な関係者のネットワーク構築につなげました。 

●個別相談・ケアプランの立て方に関しては随時対応しました。中堅以上のケアマネ

ジャーにはコーチングを中心に相談を行いました。 

●処遇困難ケースに関しては専門機関と連携を行い、課題解決に向けてケアマネジャ

ー及び事業所に対して継続的支援を行いました。 

●北部ブロックを中心とした居宅介護支援事業所を訪問し、随時情報提供・研修案内・

相談を受け付けました。また、ケアマネジャーが抱える課題を抽出し、次年度の研

修を企画します。様々な課題は各ネットワーク会議で検討しました。  

●エリアケア会議・各ネットワークのファシリテーターを区内居宅主任ケアマネジャ

ーに依頼し、実践の場を提供しました。  

 

（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  

 

●エリアの開業医、薬局、交番、銀行、郵便局、コンビニ、新聞配達所、スーパーに

出向き、気になる高齢者について情報提供いただけるよう、包括の案内と機能につ

いて周知しました。 

●個別地域ケア会議は地域課題に即したケースを 3 回（難病ターミナル・認知症・8050

ケース）開催。区社協、区役所等、ケースに関連する様々な専門職種に参加を依頼

し、ネットワーク構築に努めました。 

●個別地域ケア会議から抽出した課題を、該当するネットワーク会議にて検討しまし

た。必要課題に応じて、次年度研修に繋げます。 

●エリアネットワーク会議は在宅医療の課題である「在宅で看取るという事」につい

て、最新のターミナルケアに取り組む医療関係者・施設関係者の講義及び支援者側

の振り返りを促しました。日頃様々なネットワークに参加している関係者に講義を

依頼する事により、より具体的な現状・情報を提供する事ができました。 

 

 

 （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）  

●高齢者一人ひとりのできる力に着目し、実現可能で目標志向型のケアプランを作成

しました。介護保険サービス、総合事業サービス、エリア内で立ち上げたサービス B

（げんきライフさくら茶屋）、介護予防事業、ケアプラザの事業、その他地域の活動拠

点への参加につなぎ、生活支援として、様々な社会資源の情報提供を行いました。委

託 先のケアマネジャーが必要な社会資源を把握し、 個々の利用者へのケアマネジメ

ントに充分反映できるよう、サービス B など新たな制度について情報提供し、担当の

利用者の参加につながるよう、適宜訪問に同行、または利用者に直接電話で説明しま

した。ケアプランは ICF の理念を研修や個別で委託先ケアマネジャーやプランナーに
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指導し、よりよいケアプランが立てられるよう助言しました。  

 

 

（６）一般介護予防事業  

一般介護予防事業  

●高齢者の健康づくり、社会参加の場として、月３回の体操教室を開催しました。参

加者のその日の人数や個々の体調や体力などを鑑みてプログラム構成を変えるな

ど、講師と相談しながら調整しました。認知症予防に効果のあるコグニサイズも実

施し、個人差があっても周囲を気にせず楽しく取り組めるよう、個別や集団への声

かけをしながら支援していきます。また、冒頭の挨拶の後で、包括看護職によるミ

ニ講話や保健指導を実施しました。 

●地域のサロン、体操教室に出向き、地域型の介護予防教室やコミュニティの後方支

援を行い、介護予防の普及強化を行いました。 

●各町内会、自治会のキーパーソンと連携し、地域の課題に合わせた介護予防事業の

開催や、地域の食事会やサロンでの介護予防講話などを積極的に実施しました。  

 

 

５ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、地域ケアプラザ事業実施評価との相違部分  

施設の適正な管理について  

 

(1) 施設の維持管理について  

竣工から 18 年目になり、老朽化がいっそう進み、専門家による 12 条点検において、

さまざまな修理箇所が指摘されています。修繕・補修にあたっては事前に区と協議し、

優先順位を決めて、順次実行しました。 

 地区センターとの共用部分については、引き続き地区センターと協力して、照明の

LED 化に取り組むなど、施設の不具合を点検して、施設の安全管理、省エネ・長寿命

化を図りました。  
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(2) 効率的な運営への取組について  

済生会コンプライアンスに基づいて、社会福祉法人として高い倫理性をもって、効

率的運営を行いました。特に済生会の強みである組織のスケールメリットを生かし

て、パソコンのウイルス対策ソフトの共同購入、リース車両の法人一括入札によるコ

ストダウン等を実施しました。また、法人内に同種の施設が複数あることから、定期

的な会議や研修会で効率的な運営について情報交換や共有を行い、施設運営に活かし

ました。  

 

 

 

 

 

(3) 苦情受付体制について  

苦情処理体制として、所長が苦情解決責任者、各部門管理者責任者が苦情受付担当

者となっています。 

苦情を受け付けた場合は誠意をもって解決にあたり、改善すべき点は改善したうえ

で、法人委嘱の苦情解決のための第三者委員に報告し、助言をいただくなど、迅速か

つ適正な苦情解決に取り組みました。また苦情等の情報を朝礼や所内会議において共

有し、利用者の立場に立った運営を行いました。  

 

 

 

 

 

 

 

(4) 緊急時（防犯・防災・その他）の体制及び対応について  

地区センターと共同で、合同消防訓練を年２回実施しました。30 年度は、通常の避

難誘導訓練に加えて、消防署と協議して、ＡＥＤの取り扱い訓練、煙体験訓練、搬送

訓練を実施し、より実地に即した訓練としました。 

 なお、防犯カメラ４台を有効に活用した防犯対策も引き続き実施しました。  
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(6) 個人情報保護の体制及び取組について  

個人情報保護については、個人情報保護規程 

により、所長が統括責任者、各部門管理者責任者が委員となり、毎月コンプライア

ンス委員会の中で個人情報保護について検討する体制をつくっています。その中で事

例検討などを行い、徹底を図りました。 

6 月に実施した全員研修において一人一人に徹底するとともに、人権尊重が個人情

報保護の基調にあることから、同時に人権研修を行い、理解の深度を高めていきまし

た。また、朝礼や定例の所内会議で常に注意喚起を行いました。 

なお、済生会本部や支部の主催するコンプライアンス研修に参加し、組織全体で個

人情報保護を含め、人権尊重、事故防止、法令遵守の組織風土構築に努力しました。 

 

 

 

(5) 事故防止への取組について  

過去の個人情報漏えい事故を教訓に、マニュアルの見直しを行うとともに、職員研

修をさらに充実させて個人情報保護を徹底しました。 

 事故防止マニュアルにより、介護事故 送迎事故 感染症事故 情報漏えい事故な

どを防止する体制を取って対処しました。また、朝礼で事故防止を常時注意喚起し、

日常的に事故防止の意識向上を図るとともに、さまざまな会議でヒヤリハット事例を

題材とした事故防止策を講じました。 

 なお、リスクマネジメント研修に参加するなど外部研修の情報も収集し、職員間で

共有しました。  

 

 

 

 

 

 

 

(7) 情報公開への取組について  

能見台地域ケアプラザのホームページなどにおいて、情報を公開しました。 

また、情報ラウンジでの開架で、ケアプラザの事業および責任者の氏名を掲示する

とともに、苦情解決のための責任者、受付担当者の氏名を掲示しました。さらに苦情

解決のための第三者委員の制度について、資料を開架し周知しました。 

その他、法人の理事会議事録、区への事業実績報告、事業評価、第三者評価などを開

架しました。  
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(8) 人権啓発への取組について  

6 月に実施した全職員参加の全体研修において、横浜市人権啓発基本計画等をテキ

ストとして使用し、人権に根差した職務執行をすることを徹底しました。 

個人情報保護や人権尊重については、窓口対応だけでなく、ケアプラザのあらゆる

活動において遵守するとともに、地域に対しても啓発を行いました。  

 

 

 

 

 

 

 

(9) 環境等への配慮及び取組について  

公共施設として良好な環境を維持するため、職員による毎日の清掃のほか、委託に

よる毎月１回の定期清掃、トイレ・廊下は委託により毎日清掃を行いました。 

 外周や植栽の維持についても、職員による毎日の清掃に加えて、年３回の植栽の剪

定や除草を行いました。  
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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≫  

管理者兼看護師（常勤）   １人 

社会福祉士（常勤）     ２人 

主任ケアマネジャー（常勤） １人 

ケアマネジャー（非常勤）  １人（介護予防プランナー） 

  

≪目標に対する成果等≫  

・高齢者が住み慣れた地域でできる限り自分らしく過ごせるように、個別、集団への

保健指導を行い、介護予防の普及強化に努めました。 

・高齢者ひとりひとりのできる力に着目し、実現可能で目標指向型のケアプランを作

成しました。 

・利用者が日常生活圏域で利用できる様々な社会資源について情報提供し、必要な社

会資源を発掘し、介護予防、生活支援を充実させたケアプランを提案しました。  

 

 

≪実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）≫  

 

なし 

 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  

・インフォーマルサービスとして、包括自主事業の体操教室（うきうきクラブ）を月

３回開催しました。  

 

 

 

 

≪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  

282 278 281 288 285 271 

10 月  11 月  12 月  １月  ２月  ３月  

 

269 

 

275 

 

282 

 

282 

 

284 

 

288 
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● 居宅介護支援事業  

≪職員体制≫  

管理者兼主任ケアマネジャー（常勤） １人 

主任ケアマネジャー（常勤）     ２人 

ケアマネジャー（常勤１、非常勤２） ３人 

 

 

 

 

≪目標に対する成果等≫  

 

・利用者が住み慣れた場所で自分らしく自立した生活、質の高い暮らしが出来る様     

 に支援を行っていきました。 

・利用者本意のサービスが提供出来る様に公正中立を守り、保健、医療、福祉サービ

スとの連携を図り、サービスの質の向上と利用者の意向が十分に反映されたプラン

作りを心がけていきました。今後も継続したアセスメントを行い、生活の質を高め

られるよう努めていきます。 

・利用者や家族へ継続的に情報提供を行っていき、有意義にサービスの利用を行うこ

とができました。 

 

 

 

 

≪実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）≫  

 

 なし。 

 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  

・介護支援専門員を育成するため、さまざまな研修に参加し、質の向上に努めます 

・利用者を取り巻く関連の情報を発信することで、今後の生活支援につなげます。 

・利用者、家族に、寄り添う支援を心がけます。 

・認知症の方も安心して暮らせるよう、地域に働きかけます。 

・24 時間対応に努めています。 

 

 

 

 

 

 

≪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  

１３０  １２８  

 

１３１  

 

１３２  １２１  

 

１２３  

 

10 月  11 月  12 月  １月  ２月  ３月  

 

１３３  

 

１３６  

 

１３６  

 

１２９  

 

1３６  

 

135 
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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≫  

 ●入浴 

 ●送迎 

 ●食事 

 

≪実費負担（徴収する項目ごとに記載）≫  

１割負担分   ２割負担分    ３割負担分 

（要介護 1）  691 円     1,382 円     2,074 円 

（要介護 2）  815 円     1,630 円     2,447 円 

（要介護 3）  946 円     1,892 円     2,839 円 

  （要介護 4） 1,075 円      2,150 円     3,225 円 

（要介護 5） 1,204 円     2,408 円     3,614 円 

                  １割負担    2 割負担   3 割負担 

●入浴               54 円/回   107 円/回  160 円/回 

●サービス提供体制強化加算（Ⅰイ ） 19 円/回   38 円/回  57 円/回 

●介護職員処遇改善加算（Ⅱ）    月額総単位の 4.3％ 

● 食費負担         750 円 

  

≪事業実施日数≫ 週 ７ 日 

 

≪提供時間≫  9：30 ～ 16：35 

 

≪職員体制≫  

 

・生活相談員（常勤）  3 名    

・介護職（非常勤）   17 名   ・看護職     6 名 

・調理員        5 名   ・ドライバー   8 名 

 勤務体制はシフト制とします。 

 

 

≪目標に対する成果等≫  

利用者の意欲・能力を維持・向上させ、その人らしく活き活きと生活していけるこ

とを支援するサービスを提供しました。 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  

・利用者の生きがい、楽しみとなる趣味活動、レクリエーションを提供します。 

・理学療法士、栄養士の資格を有する職員による、身近で健康維持に役立つ講話を定

期的に開催しました。 

 

≪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  

640 661 678 666 709 679 

10 月  11 月  12 月  １月  ２月  ３月  

747 689 641 616 596 712 
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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≫  

 ●入浴、送迎、食事 

 ●運動器機能向上 

 

 

≪実費負担（徴収する項目ごとに記載）≫  

●           １割負担 2 割負担  3 割負担  サービス提供体制強化加算 

（要支援１）週 1 回利用 1,766 円 3,531 円 5,296 円    Ⅰ 11    77 円/回    

（要支援２）週Ⅰ回利用 1,766 円 3,531 円 5,296 円    Ⅰ/212   77 円/回 

      週２回利用 3,620 円 7,240 円 10,860 円   Ⅰ 12   154 円/回 

●介護職員処遇改善加算（Ⅱ）   月額総単位の 4.3％ 

 ●食費負担         750 円 

  

  

≪事業実施日数≫  週 7 日 

 

 

≪提供時間≫ 9：30 ～ 16：35 

 

     

≪職員体制≫  

・生活相談員（常勤）  3 名    

・介護職（非常勤）   17 名   ・看護職     6 名 

・調理員        5 名   ・ドライバー   8 名 

 勤務体制はシフト制とします。 

 

 

≪目標に対する成果等≫  

利用者の意欲・能力を維持・向上させ、その人らしく活き活きと生活していけるこ

とを支援するようにサービスを提供しました。 

 

 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  

・利用者の生きがい、楽しみとなる趣味活動、レクリエーションを提供します。 

・理学療法士、栄養士の資格を有する職員による、身近で健康維持に役立つ講話を定

期的に開催しました。 

 

≪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  

23 24 24 25 23 24 

10 月  11 月  12 月  １月  ２月  ３月  

21 22 22 22 23 20 

 



平成30年度　自主事業収支報告書

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

高齢者 地活 ¥4,146 ¥22,050 ¥0 ¥0 ¥26,196 ¥0

489人 包括 ¥4,145 ¥22,050 ¥0 ¥0 ¥26,195 ¥0

100円/茶・菓子 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

高齢者 地活 ¥8,255 ¥15,767 ¥0 ¥0 ¥24,022 ¥0

128人 包括 ¥8,256 ¥15,766 ¥0 ¥0 ¥24,022 ¥0

500円 生活 ¥8,255 ¥15,767 ¥0 ¥0 ¥24,022 ¥0

高齢者 地活 ¥27,401 ¥25,000 ¥0 ¥30,000 ¥22,401 ¥0

33人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

食材費実費 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

高齢者 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

177人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

高齢者 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

450人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

金沢スポーツセンターが徴収 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

高齢者 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

395人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

高齢者 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

67人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

高齢者 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

599人 包括 ¥-40 ¥215,600 ¥0 ¥201,000 ¥0 ¥14,560

1000円 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

高齢者 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

34人 包括 ¥3,800 ¥0 ¥0 ¥0 ¥3,800 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

高齢者 地活 ¥840 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥840

36人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

高齢者 地活 ¥2,500 ¥0 ¥0 ¥2,500 ¥0 ¥0

20人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥2,500 ¥0 ¥0 ¥2,500 ¥0 ¥0

高齢者 地活 ¥2,824 ¥0 ¥0 ¥2,500 ¥0 ¥324

19人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥2,824 ¥0 ¥0 ¥2,500 ¥0 ¥324

高齢者 地活 ¥2,780 ¥0 ¥0 ¥2,500 ¥0 ¥280

27人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥2,780 ¥0 ¥0 ¥2,500 ¥0 ¥280

高齢者 地活 ¥3,370 ¥0 ¥0 ¥2,500 ¥870 ¥0

17人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥3,370 ¥0 ¥0 ¥2,500 ¥870 ¥0

高齢者 地活 ¥280 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥280

10人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥280 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥280

高齢者 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

7人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

高齢者 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

29人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

¥420,566 ¥88,566 ¥332,000 ¥0 ¥251,000 ¥152,398 ¥17,168

¥52,391

¥72,066

¥52,401

　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜市能見台地域ケアプラザ     　　　　　　　　         高齢者支援事業

自主事業決算額　

総経費
収入 支出

指定管理料

気ままサロン「あおぞ
ら」

にぎやか亭

男の料理教室

¥0

¥0

¥0

パソコンクラブ

健康サポート
教室

雀の学校

音読サロン

うきうきクラブ

介護者の集い

¥840

¥5,000

¥5,648

ロコモ予防体操

寄せ植えを作ろう

おいしいミルクティの
入れ方講座

庭木の剪定講座

おたのしみ弁当を作ろ
う

¥0

¥215,560

¥3,800

¥5,560

¥6,740

¥560

¥0

¥0

スポーツ吹き矢体験

シニアボランティア登
録研修

認知症サポーター養成
講座



平成30年度年度　自主事業収支報告書

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 地活 ¥20,705 ¥9,400 ¥0 ¥0 ¥21,635 ¥8,470

263人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

100円 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

乳幼児 地活 ¥12,240 ¥0 ¥0 ¥10,000 ¥0 ¥2,240

80人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

子育て中の親子 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

38人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

小学生と保護者 地活 ¥560 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥560

25人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

団体が徴収 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

小学生と保護者 地活 ¥560 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥560

23人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

団体が徴収 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

子育て中の親子 地活 ¥560 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥560

23人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域が徴収 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

子育て中の親子 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

49人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

子育て中の親子 地活 ¥3,853 ¥3,000 ¥0 ¥5,000 ¥453 ¥1,400

64人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

子育て中の親子 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

36人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

子育て中の親子 地活 ¥840 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥840

25人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

小学生 地活 ¥1,500 ¥0 ¥0 ¥0 ¥1,500 ¥0

15人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

障害のある小・中学生 地活 ¥3,660 ¥0 ¥0 ¥0 ¥3,660 ¥0

62人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 （区内ケアプラザに
て分担） ¥0

1000円 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

障害のある18歳以上の方 地活 ¥575 ¥35,300 ¥0 ¥0 ¥29,715 ¥6,160

238人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

3000円/年 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

障害児の養育者 地活 ¥15,443 ¥43,000 ¥0 ¥0 ¥52,283 ¥6,160

207人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

300円（ﾊﾟﾝとｺｰﾋｰ代） 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地活

包括

生活

地活

包括

生活

¥151,196 ¥60,496 ¥90,700 ¥0 ¥15,000 ¥109,246 ¥26,950

にこにこ広場

¥30,105

にこにこ劇場

¥12,240

おもちゃ病院

¥0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜市能見台地域ケアプラザ　　　　　　子育て・障がい児者支援事業

自主事業決算額　

総経費
収入 支出

指定管理料

ファーストブックの選
び方

¥0

歯ピカ教室

¥0

親子クッキング ¥840

親子リトミック体操

¥6,853

親子モビール
切り絵教室

¥560

親子科学工作教室

¥560

離乳食講座

¥560

区内ケアプラザ
合同サマーフレンド

¥3,660

ハッピーポップ ¥35,875

スマイルカフェ ¥58,443

書初めの練習講座 ¥1,500



平成30年度　自主事業収支報告書

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

地域・ボランティア 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

23人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域・ボランティア 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

18人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

大学生 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

34人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

3600人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

28人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥2,400 ¥16,500 ¥0 ¥5,000 ¥13,200 ¥700

23人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

1000円 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

122人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

154人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

手芸ボランティア 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

103人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

87人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

154人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥-2,880 ¥34,000 ¥0 ¥30,000 ¥0 ¥1,120

85人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

2000円 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

41人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

24人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地活

包括

生活

¥50,020 ¥-480 ¥50,500 ¥0 ¥35,000 ¥13,200 ¥1,820

食品衛生講習会 ¥0

安全運転講習会 ¥0

大学生対象ボランティ
ア活動入門講座

¥0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜市能見台地域ケアプラザ　　一般・ボランティア支援事業・各種連絡会

自主事業決算額　

総経費
収入 支出

指定管理料

¥0

¥0

よつば会 ¥0

合同祭 ¥0

医療講座 ¥0

手打ちそば教室 ¥18,900

合同防災訓練

囲碁サロン

顕微鏡を学ぼう・作ろ
う・ミクロ体験を楽し

もう
¥0

オイルリンパマッサー
ジ

¥0

富岡西能見台保活コン
サート

¥0

富中OBチャリティコン
サート

¥0

体幹トレーニング ¥31,120



平成30年度　自主事業収支報告書

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

地域・ボランティア 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

23人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域・ボランティア 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

18人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

大学生 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

34人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

3600人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

28人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥2,400 ¥16,500 ¥0 ¥5,000 ¥13,200 ¥700

23人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

1000円 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

122人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

154人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

手芸ボランティア 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

103人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

87人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

154人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥-2,880 ¥34,000 ¥0 ¥30,000 ¥0 ¥1,120

85人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

2000円 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

41人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地域 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

24人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地活

包括

生活

¥50,020 ¥-480 ¥50,500 ¥0 ¥35,000 ¥13,200 ¥1,820

食品衛生講習会 ¥0

安全運転講習会 ¥0

大学生対象ボランティ
ア活動入門講座

¥0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜市能見台地域ケアプラザ　　一般・ボランティア支援事業・各種連絡会

自主事業決算額　

総経費
収入 支出

指定管理料

合同防災訓練 ¥0

囲碁サロン ¥0

よつば会 ¥0

合同祭 ¥0

医療講座 ¥0

手打ちそば教室 ¥18,900

顕微鏡を学ぼう・作ろ
う・ミクロ体験を楽し

もう
¥0

オイルリンパマッサー
ジ

¥0

富岡西能見台保活コン
サート

¥0

富中OBチャリティコン
サート

¥0

体幹トレーニング ¥31,120



平成30年度　自主事業収支報告書

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

エリアの福祉関係者 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

60人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

エリアの福祉関係者 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

49人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

エリアの福祉関係者 地活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥2,654 ¥0

29人 包括 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

0 生活 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

地活

包括

生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

支えあい連絡会 ¥0

子育て支援
連絡会

¥0

学校と施設の
連絡会

¥2,654

横浜市能見台地域ケアプラザ

自主事業決算額　

総経費
収入 支出

指定管理料



横浜市能見台地域ケアプラザ 高齢者支援事業

事業名

にぎやか
亭

高齢者を対象とした会食会。料理は、「男の料理教室」に
参加している、男性ボランティアが担当。
協力：能見台地区連合町内会、富岡西能見台地区民生委員
児童委員協議会、のど越しの会

6月・11月　第3土
全2回

目的・内容等 実施時期・回数
気ままサ
ロン「あ
おぞら」

高齢者の居場所づくりを目的とした、音楽サロン。
音楽の演奏は、ケアプラザを利用している自主団体を始め
とした有志のグループ・団体。

毎月第2土
全10回

男の料理
教室

男性の地域活動（ボランティア活動）へのきっかけ。
会食会での料理提供、献立・調理の実習等。

5,7,9,10,12,2月
第3土
全6回

パソコン
クラブ

参加者同士による相互学習。生きがい・居場所づくり。
パソコンやタブレットなどを持ちより、それぞれ好きな事
を行いながら時間を過ごす。

毎月第2・第4木
全23回

介護者の
集い

介護者を対象とした情報交換、ピア・カウンセリングの
場。必要に応じ専門家を招き、介護者が必要な情報を提
供。

毎月
第4木
全7回

健康サ
ポート
教室

金沢スポーツセンターと共催。
金沢スポーツセンターからの講師による、転倒骨折予防体
操を実施。

毎月第2･4月
祝祭日休
全19回

雀の学校 認知症予防を目的とした健康麻雀。
地域の方同士、顔見知りの関係へのきっかけ。 毎月第2・第4水

全24回

音読サロ
ン

独居の方を主な対象として、健康維持・介護予防を目的に
それぞれ持ち寄った作品を音読（声に出して読む）する。

毎月第1火
祝祭日休
全11回

うきうき
クラブ

運動量に合わせて、自分にあった体操を選んで、無理なく
運動することが出来る、介護予防体操を行う。

毎月第2・第3・第4月
祝祭日休
全26回

寄せ植え
を作ろう

地域の店舗に講師を依頼し、寄せ植えを楽しむためのヒン
トの講話と寄せ植えづくりの実践。公園愛護会の紹介パネ
ルを展示し、愛護会員・金沢土木事務所より活動紹介。地
域活動への参加による心身の健康維持増進の啓発。

1回
4月26日

ロコモ予
防体操

高齢者の介護予防、健康増進、ロコモティブシンドローム
を予防する体操指導 1回

2月21日

おいしい
ミルク
ティの入
れ方講座

地域の店舗に講師を依頼し、ミルクティーをテーマに学
び、楽しみ方等共有しながら交流できる場づくり。 1回

5月31日

庭木の剪
定講座

地域の造園技能士に講師を依頼し、庭木の剪定に関する知
識を得て皆で共有する。庭木の手入れを楽しみ、心身の健
康維持につなげる。

1回
9月18日

おたのし
み弁当を
作ろう

金沢東部地区配食サービス部の協力の下、実際のレシピか
らお弁当を作成。あわせて配食サービスの活動を紹介しボ
ランティア活動参加も呼びかけた。

1回
11月29日



スポーツ
吹き矢体

験

スポーツ吹き矢の健康的効果について地域に発信すること
で興味関心を引き出し、外出・社会参加の促進につなげ介
護予防についての働きかけを行う。

1回
2月2日

シニアボ
ランティ
ア登録研

修会

よこはまシニアボランティアポイントの制度、ボランティ
ア活動の内容や留意点について。
（今回はサービスB「げんきライフさくら茶屋」への対象拡
大実施に伴い、さくらカフェにて実施）

1回
12月20日

認知症サ
ポーター
養成講座

認知症サポーター養成講座を地域包括支援センター、地域
活動交流、生活支援コーディネーター3部門で出張開催し、
地域の方に認知症だけでなく介護保険や包括支援センター
の相談窓口について普及する。

1回
6月30日



横浜市能見台地域ケアプラザ 子育て支援事業

事業名

障害児者支援事業
事業名

にこにこ
劇場

子育て中の親子の広場。（妊婦、0歳～未就園児）
情報交換・ストレス軽減、交流の場づくり。
ボランティアのにこにこ会による、手遊びパネルシアターを実
施

7・12月第1金
全2回

目的・内容等 実施時期・回数
にこにこ

広場
子育て中の親子の広場。（妊婦、0歳～未就園児）
情報交換・ストレス軽減、交流の場づくり。
ボランティアのにこにこ会による、手遊びや工作などを実施。

毎月第3金
全12回

おもちゃ
病院

地域のボランティアの協力を得て、子どものおもちゃの修理を受
け付けることで、モノを大切にすることを身につけるための場。 毎月第3金

全12回

親子モ
ビール
切り絵教

親子のふれあい支援、ボランティアとの多世代交流の場。
地域活動交流事業のモビール講座から、自主活動化した団体の協
力を得て、親子で切り絵作成を行う。

1回
8月3日

親子科学
工作教室

小学生の親子のふれあい支援、養育者同士の交流、ボランティア
団体との多世代交流の場。ケアプラザ登録団体、おもしろ科学金
沢の協力によりおもちゃの制作教室を実施。

1回
8月7日

離乳食講
座

富岡西能見台地区民児協と共催し、離乳食幼児食講座を実施。
子育て世代をターゲットに、地域活動とケアプラザの活動を紹介
するきっかけとして開催。

1回
11月4日

スマイル
カフェ

障がいがある子どもの養育者の、くつろぎの場。同じ立場
の子育てが落ち着いた世代のボランティアによる情報の交
換と交流。本格ドリップ珈琲の提供。

毎月第4火
全11回

目的・内容 実施時期・回数

区内ケアプラザ
合同

サマーフレンド

区内９ケアプラザ合同にて実施する、障害児余暇支援・居場所づ
くり事業。ボランティアの協力を得て、レクリエーションをした
り外出したりする。

2回
7月30日、8月10日

ハッピー
ポップ

フリーティードを卒業した年代を対象とした、障害者余暇支援・
居場所づくり事業。ボランティアの協力を得て、お菓子づくりな
どの交流をする。

毎月原則第3土
全12回

書初めの
練習講座

地域の小学生を対象に冬休みの課題となる書初めを街の先
生の指導のもと仕上げる。地域の交流の場づくり、養育者
の負担軽減

1回
12月27日

ファース
トブック
の選び方

最近の子育て世代で話題に上がる情報提供と、身近な相談窓口で
あるケアプラザの紹介を行った後、金沢図書館の司書による初め
ての絵本遊びのお話と手遊びや読み聞かせから絵本の楽しさを伝
える

1回
11月13日

親子リト
ミック体

操

音楽遊びを通して親子でふれあい楽しく過ごす。子育て世
代の交流。

2回
10月29日・2月28日

親子クッ
キング

金沢区地域子育て支援拠点とことこよYMACマナ保育園との
共催による親子のクッキング。親子のふれあいの場

1回
9月11日

歯ピカ教
室

歯科医師・歯科衛生士・区健康づくり係の職員による幼児
と保護者の口腔指導

1回
8月31日



横浜市能見台地域ケアプラザ 一般・ボランティア支援・連絡会等

事業名

各種連絡会

安全運転
講習会

配食サービスや送迎ボランティアなど、車の運転に関わる
方や、地域の方を対象にした安全運転講習会。金沢警察交
通課協力。

1回
8月2日

目的・内容等 実施時期・回数

食品衛生
講習会

配食サービスに関わるボランティア、送迎ボランティア、
地域の方を対象にした食品衛生講習会。金沢区生活衛生課
協力。

1回
7月18日

大学生対象
ボランティ
ア養成講座

区内9ケアプラザ、区社協、区、横浜市立大学共催のボラン
ティア育成講座。

2回
4月24日・6月11日

合同祭
能見台地区センターとの共催事業。ケアプラザの周知・理
解と、利用される方々の交流のきっかけ。

1回
10月13日

医療講座
エリア内の循環器呼吸器病センターの協力を得て、地域の
皆さんの参考になる講座を実施。

1回
3月7日

手打ちそ
ば教室

そば打ちを通した参加者同士の関係づくりと多世代交流。
ケアプラザと係わりの少ない世代へのケアプラザ周知。

1回
12月2日

合同防災
訓練

防災訓練を兼ねて実施。講師を招いて開催する講話とAED演
習や煙体験。地区センターと共催。区、消防署協力。

2回
10月3日、2月13日

囲碁サロン 囲碁をきっかけとした、参加者同士の繋がりづくり。
毎月第1･第3土

全22回

顕微鏡を学ぼ
う・作ろう・ミ
クロ体験を楽し

もう

街の先生によるミニ体験講座。野口英世についての講話と
手作り顕微鏡の作成。ミクロ体験

1回
10月28日

オイルリン
パマッサー

ジ

街の先生によるミニ体験講座。女性対象のオイルを使った
リンパマッサージとストレッチ健康体操。

1回
11月1日

学校と施
設の

連絡会

ケアプラザと、近隣の福祉施設・学校との連絡会。
社会実習や福祉教育を円滑に進めるために顔の見える関係
づくりや情報共有を行う。（富岡地域ケアプラザと共催）

1回
6月7日

支えあい
連絡会

地域の方々の、支え合いの関係づくりに向けた連絡会。情
報交換、啓発のための講座実施。

3回
6月29日、10月2日、

2月5日

子育て支
援

連絡会

能見台地域ケアプラザエリアの子育て広場等の関係者や主
任児童委員、ケアプラザの子育て広場のボランティア等と
の情報・意見交換会。地域の子育て中の親子の情報共有・
支援。

3回
7月10日、11月20日

3月29日

よつば会
手芸が得意な方が集まって、布作品を作ることで地域に貢
献する。得意を生かしたボランティア活動の場。

毎月第2・第4水
全18回

富西能見台
保活ｺﾝｻｰﾄ

富岡西能見台地区保活との共催。音楽を通じた心のケアと
健康を目的とした、地域の交流の場

1回
4月22日

富中OBチャ
リティコン

サート

震災で親を亡くした子供たちへの支援を目的としたチャリ
ティコンサート。地域へのケアプラザの周知紹介。交流

2回
8月26日・12月9日

体幹トレー
ニング

金沢スポーツセンターの講師による体幹を意識したトレー
ニング。日中ケアプラザに来館できない世代に向けて夜間
開催

10月～12月金
全6回



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

13,476,000 0 13,476,000 16,786,772 △ 3,310,772 横浜市より

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 0 0

印刷代 0 0 0

自動販売機手数料 0 0 0 この列は入力しない

駐車場利用料収入 0 0 0 この列は入力しない

その他（指定管理充当分） 0 0 0

3,990,000 3,990,000 3,990,000

998,400 998,400 998,400

18,464,400 0 18,464,400 16,786,772 1,677,628

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

10,305,000 10,305,000 10,086,918 218,082

7,506,000 7,506,000 7,309,954 196,046

708,000 708,000 766,727 △ 58,727

1,800,000 1,800,000 1,748,746 51,254

20,000 20,000 6,825 13,175

0 0 0 0 ハマふれんど

151,000 151,000 96,198 54,802

120,000 120,000 158,468 △ 38,468

841,000 841,000 1,096,495 △ 255,495

10,000 10,000 14,440 △ 4,440

150,000 150,000 207,074 △ 57,074

16,000 16,000 20,396 △ 4,396

150,000 150,000 119,705 30,295

150,000 150,000 158,980 △ 8,980

0 0 0 0

横浜市への支払分 0 0 0

その他 0 0 0

80,000 80,000 0 80,000

0 0 0 0

30,000 30,000 20,000 10,000

10,000 10,000 0 10,000

35,000 35,000 72,132 △ 37,132

210,000 210,000 233,806 △ 23,806

0 0 90,280 △ 90,280

0 0 0 0

0 0 159,682 △ 159,682

432,000 432,000 126,632 274,978

42,000 42,000 11,610 30,390 予算：指定額

390,000 390,000 115,022 274,978

6,062,000 6,062,000 4,669,774 841,896

0 0 0 0 予算：指定額

3,600,000 3,600,000 3,049,670 0

電気料金 0

ガス料金 0

水道料金 0

800,000 800,000 683,176 116,824

474,000 474,000 146,607 327,393 予算：指定額

130,000 130,000 123,845 6,155

828,000 828,000 574,451 253,549

空調衛生設備保守 376,000 376,000 303,694 72,306

消防設備保守 50,000 50,000 38,989 11,011

電気設備保守 32,000 32,000 25,977 6,023

害虫駆除清掃保守 30,000 30,000 23,050 6,950

駐車場設備保全費 90,000 90,000 46,717 43,283

その他保全費 250,000 250,000 136,024 113,976

0 0 0 0

230,000 230,000 92,025 137,975

824,400 0 824,400 806,953 17,447

0 0 この列は入力しない

824,400 824,400 806,953 17,447

0 この列は入力しない

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 この列は入力しない

0 この列は入力しない

0 この列は入力しない

18,464,400 0 18,464,400 16,786,772 1,096,908

0 0 0 0 580,720

100,000 100,000 204,017 △ 104,017

490,000 490,000 319,039 170,961

△ 390,000 0 △ 390,000 △ 115,022 △ 274,978 ⇒自主事業（指定管理料充当の自主事業）費

0 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 0 0 使用料（横浜市への支払等）

0 0 0 0

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

清掃費

修繕費

この列は入力しない

光熱水費

管理費

建築物・建築設備点検

本部分

その他

公租公課

共益費

機械警備費

設備保全費

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）

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

事業費

運営協議会経費

勤労者福祉共済掛金

退職給付引当金繰入額

会議賄い費

印刷製本費

旅費

その他

事務費

施設賠償責任保険

職員等研修費

備品購入費

図書購入費

消耗品費

通信費

使用料及び賃借料

社会保険料

科目

人件費

手当計

健康診断費

本俸

支出の部

平成30年度　「横浜市能見台地域ケアプラザ（施設名）」

収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動＞

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）

自主事業収入

雑入

科目

指定管理料

利用料金収入

指定管理料充当　事業



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

28,563,000 28,563,000 28,389,283 173,717 横浜市より

151,000 151,000 152,047 △ 1,047 横浜市より

5,789,000 5,789,000 4,555,752 1,233,248 横浜市より

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

印刷代 0 0 0

自動販売機手数料 0 0 0

駐車場利用料収入 0 0 0

その他（指定管理充当分） 0 0 0

0 0 0

34,503,000 0 34,503,000 33,097,082 1,405,918

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

30,610,000 0 30,610,000 28,799,529 1,810,471

20,100,000 20,100,000 17,049,237 3,050,763

3,355,000 3,355,000 3,538,260 △ 183,260

6,300,000 6,300,000 7,060,004 △ 760,004

100,000 100,000 34,124 65,876

0 0 0 0 ハマふれんど

550,000 550,000 447,582 102,418

205,000 205,000 670,322 △ 465,322

1,057,000 0 1,057,000 2,023,359 △ 966,359

50,000 50,000 32,392 17,608

80,000 80,000 246,055 △ 166,055

7,000 7,000 26,323 △ 19,323

100,000 100,000 110,115 △ 10,115

120,000 120,000 160,862 △ 40,862

0 0 0 0 0

横浜市への支払分 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

100,000 100,000 0 100,000

0 0 0 0

60,000 60,000 58,660 1,340

40,000 40,000 714 39,286

100,000 100,000 148,275 △ 48,275

400,000 400,000 730,060 △ 330,060

0 0 109,720 △ 109,720

0 0 0 0

0 0 400,183 △ 400,183

1,224,000 0 1,224,000 1,032,883 191,117

630,000 630,000 504,000 126,000 予算：指定額

134,000 134,000 48,776 85,224

151,000 151,000 152,047 △ 1,047

309,000 309,000 328,060 △ 19,060 予算：指定額

1,612,000 0 1,612,000 1,241,311 370,689

0 0 0 予算：指定額

1,029,000 0 1,029,000 810,671 218,329

電気料金 0 0

ガス料金 0 0

水道料金 0 0

200,000 200,000 181,602 18,398

126,000 126,000 38,960 87,040 予算：指定額

40,000 40,000 32,920 7,080

187,000 0 187,000 152,697 34,303

空調衛生設備保守 90,000 90,000 80,728 9,272

消防設備保守 10,000 10,000 10,363 △ 363

電気設備保守 10,000 10,000 6,905 3,095

害虫駆除清掃保守 7,000 7,000 6,126 874

駐車場設備保全費 30,000 30,000 12,418 17,582

その他保全費 40,000 40,000 36,157 3,843

0 0 0 0

30,000 30,000 24,461 5,539

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

34,503,000 0 34,503,000 33,097,082 1,405,918

0 0 0 0 0

0 0 ⇒自主事業（指定管理料充当の自主事業）費

0 駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人
収入使用料（横浜市への支払等）、駐車場設備保全費

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

当該施設分

公租公課

事業所税

消費税

印紙税

その他（　　　　　）

ニーズ対応費

清掃費

修繕費

機械警備費

設備保全費

共益費

その他

事務経費　（計算根拠を説明欄に記

本部分

建築物・建築設備点検

振込手数料

リース料

手数料

地域協力費

その他

事業費

協力医

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）

管理費

光熱水費

健康診断費

勤労者福祉共済掛金

手当計

その他

事務費

備品購入費

図書購入費

施設賠償責任保険

職員等研修費

退職給付引当金繰入額

旅費

消耗品費

会議賄い費

印刷製本費

通信費

使用料及び賃借料

指定管理料（包括）

平成30年度　「横浜市能見台地域ケアプラザ（施設名）」

　収支予算書及び報告書（特別会計）

科目

指定管理料（介護予防）

指定管理料（生活支援）

社会保険料

支出の部

利用料金収入

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）

収入合計

科目

人件費

本俸



平成30年４月１日～平成31年３月31日

（単位：千円）

予算 決算 差引 予算 決算 差引 予算 決算 差引 予算 決算 差引

5737 7078 -1341 28878 26345 2533 75968 62208 13760 8792 8632 160

9466 9384 82 1079 1307 -228 10720 11042 -322 8100 7460 640

介護予防ケアマネジメント
費

9466 9384 82 496 821 -325 0 0 0 0 0 0

事業・負担金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

利用者負担金収入 0 0 0 0 0 0 8065 8960 -895 8100 7460 640

雑収入他 0 0 0 0 0 0 2055 2082 -27 0 0 0

受託収入 0 0 0 583 486 97 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 600 0 600 0 0 0

15203 16462 -1259 29957 27652 2305 86688 73250 13438 16892 16092 800

1000 1523 -523 21048 21163 -115 72856 71678 1178 8432 9946 -1514

437 154 283 1250 1223 27 2893 3152 -259 335 437 -102

0 0 0 1143 894 249 13453 12089 1364 1557 1678 -121

0 0 0 1128 695 433 6304 5817 487 730 807 -77

9911 11153 -1242 160 181 -21 4041 4090 -49 0 0 0

利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消費税 0 0 0 160 181 -21 51 100 -49 0

介護予防プラン委託料 9911 11153 -1242 0 0 0 0 0 0

施設利用料相当分 0 0 3990 3990 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

11348 12830 -1482 24729 24156 573 99547 96826 2721 11054 12868 -1814

3855 3632 223 5228 3496 1732 -12859 -23576 10717 5838 3224 2614

支
出

 人件費

 事務費

 事業費

 管理費

 その他

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。

支出合計（Ｂ）

居宅介護支援 通所介護 予防通所介護・第１号通所介護

平成　３０年度　地域ケアプラザ収支予算書及び報告書＜介護保険事業分＞

施設名：横浜市能見台地域ケアプラザ

収
入

科目

 介護保険収入

 その他

収入合計（Ａ）

介護予防支援
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