
第２回横浜市港北区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会議事録 

日 時 平成 27 年３月 23 日(月) 午前 10 時から午後４時 15 分まで 

場   所 港北公会堂１号会議室 

出 席 者 和委員、田中委員、福松委員、松村委員、村野委員、 

オブザーバー 上岡氏（財務有識者） 

欠 席 者 なし 

開 催 形 態 公開（傍聴者なし）※ただし、議題２以降は非公開 

議   題 １ 面接審査 

２ 審査・選定 

決 定 事 項 次の法人を指定候補者として港北区長に報告する。 

施設名 指定候補者 

横浜市篠原地域ケアプラザ 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 

横浜市高田地域ケアプラザ 社会福祉法人 緑峰会 

横浜市下田地域ケアプラザ 社会福祉法人 横浜共生会 

横浜市大豆戸地域ケアプラザ 社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会 

横浜市樽町地域ケアプラザ 社会福祉法人 横浜共生会 

横浜市城郷小机地域ケアプラザ 社会福祉法人 秀峰会 
 

議   事 会議の公開・非公開について、第１回選定委員会で決定したとおり、面接審査は公開とす

るが、その後の審査・選定は非公開とすることを確認。 

 

１ 面接審査 

・１法人あたり、法人からのプレゼンテーション 10 分、質疑応答約 20 分で実施。 

 

（１）横浜市篠原地域ケアプラザ 

   社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 

【法人によるプレゼンテーション】 

【質疑応答】 

（委 員 等）認知症のキャラバンメイトについて、子どもたちに対して行っている取組は

あるか。 

（法 人）平成 25・26 年度と、中学校の福祉教育の場を借りて、認知症サポーター養成

講座を実施した。 

（委 員 等）他のケアプラザに対してリードする立場という話があったが、どのようなこ

とか。 

（法 人）地域包括支援センターの３職種、地域活動交流のコーディネーターなどの専

門職の各経験に応じて求められる役割を明確に示しており、その職員像と自身の

力量を照らし合わせ、不足部分を研修等で補い、力量アップを図っている。 

（委 員 等）特別避難場所であることを地域の方々に周知しているか。 

（法 人）地域の防災拠点である小学校と連携し、そちらの防災訓練に参加し周知して

いる。 

（委 員 等）シミュレーション訓練について、頻度やどのような場面で実施しているのか。



（法 人）防災訓練は年２回、併設の地区センターと協力して実施している。先日３月

12 日も訓練を実施し、地震が発生したと想定して、デイサービスや併設の地区

センターの利用者の方々にも参加してもらった。 

（委 員 等）見守り活動についての具体的な取組と、気軽に頼れる拠点をつくるための具

体的な工夫はあるか。 

（法 人）見守り活動としては、75 歳以上の一人暮らし高齢者の見守り活動を民生委員

と協力して実施している。また、地域の方に見守りの大切さを知っていただく取

組として、あるマンションの自治会から、マンションの高齢化について相談があ

ったので、その自治会の方と一緒に見守りの大切さ、今後どのような支え合いを

していったら良いかを話し合い、次年度に向けて具体的に取組をしていく準備を

している。 

気軽に頼れる拠点づくりについては、ケアプラザとしては普段から些細なこ

とでも相談してほしいということを、チラシやカードを作成して話してきたが、

ご自身のことだけでなく、地域の方のことも相談できるということをもっと周

知していかないといけないと感じている。 

（委 員 等）法人としてケアプラザの運営にあたり目安となる利益率等を作成しているか。

（法 人）法人全体としての目標数値はない。 

 

 

（２）横浜市高田地域ケアプラザ 

   社会福祉法人 緑峰会 

【法人によるプレゼンテーション】 

【質疑応答】 

（委 員 等）ボランティアの育成・研修をどのように行っているか。 

（法 人）地区社会福祉協議会と一緒に新たなボランティアを確保するための研修を実

施しながら、ボランティア連絡会も実施していきたいと考えている。連絡会につ

いては、回数を決めるのではなく、いろんな方が地域に関われる機会を設けるこ

とに重点を置いている。 

（委 員 等）次世代の担い手の育成について、具体的にやっていること、来年度以降やっ

ていきたいことがあるか。 

（法 人）入口として福祉保健にこだわらず、興味関心で参加できるボランティア活動

を増やす中で、徐々に地域の福祉課題等に触れてもらい、活動の幅を広げてもら

うような工夫をしている。 

（委 員 等）事故防止について、ヒヤリハットをどのように活用しているか。事故等が発

生した際にはどのような対応をしているか。また、特別避難場所としての対応に

ついて、具体的に考えていることがあればお聞かせ願いたい。 

（法 人）事故防止については、会議の場や朝のミーティングの場を使い、原因究明と

今後の対応について協議し、マニュアルを更新している。ヒヤリハットは利用者

へのサービス向上のためであり、職員の始末書ではないという考えのもとで実施

している。 

特別避難場所の取組としては、地域の方に特別避難場所であることを理解し

てもらうため、地域に対し積極的にアピールしてきた。昨年 11 月には、地域の



方を対象に特別避難場所に関する講演会を４回行なった。また、実際に特別避

難場所になった場合にどのようなことが想定されるかを実践するため、知的障

害児を対象とした宿泊訓練を行なった。 

（委 員 等）施設の利用率はどうか。また、民生委員に対するアドバイス等は行っている

か。 

（法 人）地域に町内会館等が少ないので、多目的ホールやボランティアルームの昼間

の時間帯は約８割の利用がある。 

民生委員の定例会には毎月参加し、様々な情報交換をしている。その中で情

報提供等も行っている。利用施設がケアプラザしかなく、民生委員をはじめ地

域の方々が頻繁にケアプラザに来られるので、その場で情報交換ができている。

（委 員 等）ニーズを把握について、アウトリーチの取組はあるか。 

（法 人）出前講座のＰＲや、民生委員とは定例会以外でも、地域の気になる方のとこ

ろへ一緒に訪問するなどの連携がとれており、民生委員を通じ困難ケースになら

ないような取組を行っている。直接的なアウトリーチではないが、困難ケースに

なる前に動くことができたり、必要な介護サービスの情報を個別に伝えたりする

ことができている。 

（委 員 等）年末大掃除はいつ頃から実施しているのか。 

（法 人）もともとは頻繁に調理室を利用されている地域の方から、お手伝いをしたい

という話があった。ケアプラザがきれいになるということだけでなく、日頃顔を

合わせない団体との交流の場にもなっている。 

（委 員 等）平成 23～25 年度で事業に活動に関する収入が減少傾向にあるが、理由は何か。

（法 人）介護保険収入が少なくなっている。デイサービスの利用人数が少なくなった

ところが大きい。 

 

 

（３）横浜市大豆戸地域ケアプラザ 

   社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会 

【法人によるプレゼンテーション】 

【質疑応答】 

（委 員 等）防災対策について、具体的にどのような取組をされているか、またはこれか

らやろうとしているか。また、総合相談支援について、地域住民を含めたボラン

ティアの方々との連携、総合支援ではどのようことをされているのか。 

（法 人）大規模災害の発生に備え、法人としてＢＣＰの作成に取り組んでいる。法人

全体のものと事業所向けのものとでバージョンを変えて作成している。どのよう

なハードルがあり、どうクリアすれば業務が継続できるかについて、地域の特性

も踏まえて話し合っている。 

毎月４つの民生委員の定例会に必ず４職種の誰かが参加するようにしてお

り、常に民生委員と連携がとれるような顔の見える関係を作っている。顔が見

えることで地域のことがよく分かり、良い連携が取れている。 

（委 員 等）所在不明時等の緊急連絡のため、ちゅーりっぷホルダーを配布されていると

のことだが、それが活用された事例はあるか。また、環境整備について、中途障

害者地域活動センターから高次脳機能障害の方が園芸ボランティアとして活躍



されているとのことだが、どのような連携をしているのか。 

（法 人）ちゅーりっぷホルダーの事例については、出かける際にご自身の杖に付けて

いき、お店でその杖を忘れたが、ホルダーに記載してある連絡先から、ケアプラ

ザにつながり、ご本人に戻すという事例があった。 

緑化については、以前は個別のボランティアが整備してくれていたが、高次

脳機能障害のグループから話しがあったので、現在は週３日１時間くらい敷地

内を整備してもらっている。 

（委 員 等）ボランティアとの連携はしているのか。 

（法 人）ボランティアグループができており、そのグループの中でいろいろなボラン

ティアが活動しながら月に１回話し合いをするようにしている。大豆戸地域ケア

プラザだけでなく地域に出るボランティアとも話し合いをしている。 

（委 員 等）過去３か年、事業活動収支額・利益率が減少傾向にあり、経常収支も下がっ

ているようである。法人として原因があるようであればお聞かせ願いたい。 

（法 人）収入自体が減っている訳ではないが、人件費の支出がそれを上回っている。 

（委 員 等）施設の利用はどうなっているか。 

（法 人）多目的ホールは稼働率が高く、ほぼ毎日埋まっている。以前は休日・夜間の

利用が少なかったが、最近は休日・夜間ともに利用が多くなった。 

（委 員 等）地域の特性として若年層が多い地域ということだが、若年層の課題と、それ

に対して取り組んでいること、これからしようとしていることがあればお聞かせ

願いたい。 

（法 人）転居されてきてご近所との関わりが少ない、また小さいお子さんがいるが情

報が入らず孤立してしまうという話があり、エリア内にある地域子育て支援拠点

と連携を図り、ケアプラザでも若い母親層に向けて事業を行っている。障害につ

いては、放課後の余暇支援を積極的に行い、少しでも多くの方に利用してもらえ

るようにしている。デイサービスも地域の障害の方の定期的な活動の場として受

け入れをしている。 

 

 

（４）横浜市下田地域ケアプラザ 

   社会福祉法人 横浜共生会 

【法人によるプレゼンテーション】 

【質疑応答】 

（委 員 等）ボランティアの次世代育成が課題だということだったが、具体的に取り組ん

でいることと、今後取り組みたいことがあれば説明してほしい。 

（法 人）今までやってきたことの継続と発展になるが、広報などでボランティアニー

ズについて周知している。問い合わせをいただいた方々に対しては、何かしらの

活動につなげることができている。コーディネートが確実にできるよう、求める

技能や活動内容を具体的に絞って示す工夫を行っている。また、地区社会福祉協

議会のボランティア部会につなげられるかの模索も引き続き行っていきたい。 

（委 員 等）団塊の世代の方々をターゲットとした取組があればお聞かせ願いたい。 

（法 人）男性の料理教室やそば打ち教室などを実施しており、団塊世代の方が興味を

もちそうな内容の事業を今後もやっていきたい。退職されて２～３年経った方々



に対してどういうアプローチしてくかが大事だと思う。ただボランティアという

ことではなく、地区社会福祉協議会ともタイアップし、技能を提供してもらえる

ような取組をこれからもやっていきたい。 

（委 員 等）職員配置について、基準を超えている部分はどこか。 

（法 人）主に通所介護の部分である。通所介護は基準を超えて職員を配置している。

現在もこの体制で、次期も同じ体制でやっていけると思う。 

（委 員 等）総合相談支援と権利擁護について、どのような相談があって権利擁護につな

げたか、具体的な事例があれば教えてほしい。 

（法 人）祖母と引きこもりの孫がいる世帯で、祖母が施設に入所となった際、成年後

見人をつけた。孫と後見人を含め月に１回カンファレンスを実施し、関係も落ち

着いていった。今もカンファレンスを続けている。 

（委 員 等）もしその方が自宅に戻られる場合、地域ケア会議をどう活用しながら展開し

ていくか、考えがあればお聞かせ願いたい。 

（法 人）今年度、個別ケースの地域ケア会議を４回実施した。地域で見守りの体制を

作るため、初年度で試行錯誤ではあったが、ケースごとにチームをつくった。先

ほどの事例でも、地域に戻ってくることになれば、地域ケア会議で検討していく

と思う。 

（委 員 等）急病時の対応について、具体的な例はあるか。 

（法 人）急病時の対応としては、法人で所有している訓練用の人形等を使用し、年１

回の訓練を行っている。災害時の連絡体制としては、職員全員に安否確認のメー

ルが流せるようになっており、シミュレーションも行っている。 

 

 

（５）横浜市樽町地域ケアプラザ 

   社会福祉法人 横浜共生会 

【法人によるプレゼンテーション】 

【質疑応答】 

（委 員 等）多くの地区を担当されているが、苦労されているところはあるか。 

（法 人）距離が遠いということで、地域の方に迷惑をかけているところがある。遠い

ところだと、2.3 ㎞先になってしまう。その方たちにいかに来ていただくか、我々

がいかにして行くかを常に考えている。 

（委 員 等）距離が遠いことに対して具体的にしていることはあるか。 

（法 人）地域の会館等を借りて事業を行っている。 

（委 員 等）防災・災害の際の準備はどうしているか。 

（法 人）特別避難場所として位置づけられているので、災害が起きた時には要援護者

を受け入れる準備をしている。また、実践に即した消防訓練ということで、疑似

的に煙を発生させて訓練を行なったり、どこに食糧が置いてあり、どう調理すれ

ばいいかについて、職員で確認したりしている。 

（委 員 等）地域の方々と日頃どのような連携を心掛けているか。 

（法 人）地域に日頃から出て行って、お互い顔の見える関係をつくることが大事だと

考えている。それでも４地区あるので、それぞれで活動している方に対してでき

ることを確認し合いながら、会議などに参加している。 



（委 員 等）いろいろな会議に頻回に出席されているようだが、その中でのエピソードや

苦労等があればお聞かせ願いたい。 

（法 人）地域交流コーディネーター、地域包括支援センター３職種の４人で連携しな

がら参加している。特に力を入れているのは民生委員の会議である。民生委員の

エリア分けでは５地区となるが、必ず出席するようにしている。日頃から困難な

ケースや困っている方の支援について対応できることはそこで話し合いをして

いる。その結果もあると思うが、相談件数も年々増えており、民生委員を介して

ケアプラザに入ってくる相談も非常に増えている。あるいは個人の方でも、ご近

所の民生委員からケアプラザのことを聞いて連絡したというケースもある。 

（委 員 等）収支予算書の地域ケアプラザ運営費の人件費予算の算出根拠はどうなってい

るか。 

（法 人）ここ数年の予算額を計上している。 

（委 員 等）地域特性でマンションが多い地域でもあるようだが、マンションの方々との

交流について工夫している点があるか。また、新たな担い手づくりに対するアプ

ローチについてお聞かせ願いたい。 

（法 人）マンションの方々は町会に入ってもらうことが難しいという課題がある。し

かし、地域でお祭りなどをやると来てくださる方が多い。イベントに来ていただ

き、地域では福祉活動もやっているということを知ってもらうことがまず大切だ

と思っている。民生委員も一人暮らし高齢者の見守り事業で難しいのは、マンシ

ョンの方々に声をかけることと聞いている。そのような状況でいかにしてつなが

っていくかについては、我々だけではなく、地域の方々と一緒に考えていきたい

と思っている。 

担い手の育成をどうするかも、地域の方との話し合いだと思うが、やはり福

祉活動を地域でも活発にやっているということを知ってもらうことが必要であ

る。いろいろな事業の中でつながりをもち、地域での福祉活動を知ってもらい、

興味を持たれた方をボランティアに誘うといった活動をしていければと思って

いる。 

 

 

（６）横浜市城郷小机地域ケアプラザ 

   社会福祉法人 秀峰会 

【法人によるプレゼンテーション】 

【質疑応答】 

（委 員 等）新たなボランティアの担い手づくりについて、具体的にどのような工夫、取

組をされているか。 

（法 人）近くの小学校と中学校の児童生徒にケアプラザ、地区センターの活動を紹介

したり、加わってもらったりしている。また、地域の方々にも協力いただき、小

学校５・６年生に対し、地域での見守り活動についてプレゼンテーションを行な

った。中学校では、職業インタビューの先としてケアプラザ、地区センターを積

極的に使ってもらっている。職業体験も含めて、生徒にケアプラザの活動を見て

もらい、気の長い話になるが担い手の種を蒔く作業になっている。また、子育て

支援事業に参加する 30 代・40 代の働き盛りの保護者に、ケアプラザに掲示して



ある様々な活動のポスターを見たり、子育て支援事業を支えているのは地域の人

たちであること等を知ってもらい、少しでも活動に興味をもってもらえるような

取組を行っている。 

（委 員 等）団塊の世代の方々へのアプローチについて、取り組まれていること、今後や

ってみたいことがあればお聞かせ願いたい。 

（法 人）団塊の世代については、まずはご自身がケアプラザで興味をもって楽しめる

ようなプログラムにつながってもらい、そこから実はこんなこともやっていると

いうことを案内していくような取組を行っている。 

（委 員 等）過去３か年分の決算をみると、経常的な利益は減少傾向にあると思うが、そ

の理由は何か。 

（法 人）主に人件費率が上がっていることが利益の幅を圧縮している。人員配置につ

いて、法律で決められた基準は上回っているが、実際に十二分なサービスを提供

するためにはより多くの人が必要という現実がある。 

（委 員 等）収支予算書の積算はどのように行ったのか。 

（法 人）コストダウンを検討したが、なかなか難しく、現状の追認となっている。設

備にかかる費用を減らしていきたいと思っているが、建物が 10 年経過し、今後

修繕費がかさむと見込まれる。サービス提供の関係上、今の設備を維持すること

に費用をかけざるを得ない。 

（委 員 等）「社会参加」については、閉じこもりの対応も含まれると思う。これは身近な

ところで取り組むのは難しいのではないかと思うが、非常に参加してみたくなる

ような事業内容である。高齢者や認知症ももちろん大事だが、この辺りを身近な

ところでもっとできたらいいと思う。 

（委 員 等）自主企画事業で精神疾患やうつ、発達障害の方への啓発講座を展開する予定

とのことだが、啓発活動以外で考えていることや、取り組まれていることがあれ

ばお聞かせ願いたい。 

（法 人）包括支援センターとつながりがあるご本人と自閉症のお子さんがおり、ご本

人が入院したり施設に入ったりすることでお子さんが一人で家にいるようにな

ってしまった。そこから権利擁護や後見人のことで直接お子さんにアプローチす

るようになったという事例がある。こういう人たちがもっといるのではないか、

その人たちをどう地域で支えていくのかということで、大きな取組ではなく、ひ

とつひとつのケースに対して何らかの支援ができればと考えている。地域ケア会

議などを通じて地域の方に実情を理解してもらい地域で支えることにつなげて

いければいいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 審査・選定 

  事務局より財務状況評価及び資格審査結果について報告。 

 

【審査結果】 

施設名 応募法人名 得点 

横浜市篠原地域ケアプラザ 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 850点／1,000点

横浜市高田地域ケアプラザ 社会福祉法人 緑峰会 838点／1,000点

横浜市下田地域ケアプラザ 社会福祉法人 横浜共生会 757点／1,000点

横浜市大豆戸地域ケアプラザ 社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会 812点／1,000点

横浜市樽町地域ケアプラザ 社会福祉法人 横浜共生会 813点／1,000点

横浜市城郷小机地域ケアプラザ 社会福祉法人 秀峰会 872点／1,000点

 

審査の結果、すべて最低制限基準の総合計の６割を満たしているため、それぞれの応募法

人を指定候補者に選定することを全員一致で決定。 

 

【講評】 

 申請資料及びプレゼンテーションについて、これまでの５年間の評価や成果をしっかり示

した上で、次期の５年間についてのビジョンや具体的な取組を示せた法人もあれば、うまく

説明できなかった法人もあった。 

しかし、どの法人も地域の方々に支えられて活動をしているということをしっかりと自覚

されており、その中で、ケアプラザとしてどのような支援ができるかについて真摯に検討さ

れており、評価できるものであった。 

 

 


