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平成 29 年度 地域ケアプラザ事業報告書 

■ 施設名 

  横浜市藤棚地域ケアプラザ 

■ 事業報告 

以下、事業実施評価との共通部分 

１ 全事業共通 

(1) 地域の現状と課題について 

①  藤棚商店街の周辺には古くからの住宅密集地があり、急傾斜の坂道と狭あいな道路

が多く、地域によっては緊急車両の通行が困難な場所も混在しています。高齢化率

は西区では約 22.1%ですが、担当エリアは 26.6%と高く 30%を超えている地区もあ

ります。 

②地域の課題としては自治会・町内会の役員の高齢化が顕著で、後継者探しに苦労し

ている自治会もあります。 

③第三地区社会福祉協議会は、自治会とは別に勉強会も開かれるようになり３年目を

迎えました。第 3 期地域福祉保健計画「にこやかしあわせくらしのまちプラン」（通

称にこまちプラン）の達成に向けて、第 3 地区、第 4 地区の地区支援チームとして

支援してきました。 

④今年度も、区社会福祉協議会と連携して、第３地区、第４地区社会福祉協議会の支

援を積極的に行いました。 

⑤地域ケアプラザは今年度開館 20 周年を迎え、6 月 25 日に開催した「藤棚まつり」

を通して、多くの世代に足を運んでいただき、地域との関わりが深められるように

努めました。 

 

(2) 相談（高齢者・こども・障害者分野等の情報提供） 

①相談に来られた地域の方が、住み慣れた場所で安心して生活できるように、様々な

相談にそれぞれの職種が適切に対応しました。 

②高齢者に関する相談は地域包括支援センターの 3 職種（看護師、主任ケアマネジャ

ー、社会福祉士）が中心となり各関係機関と連携し、積極的にケアプラザの機能や

顔の見える関係づくりを中心に行い様々な場所に出向きました。 

③民生委員児童委員協議会、シニアクラブ、ボランティアグループの会食等に出向き

相談や出前講座・情報提供を行いました。また境之谷エリアとして、東部、西部の

民生委員や自治会町内会長と連携の機会を作りました。 

 生活支援体制整備事業について、地域に積極的に出向き、地域の現状と今後の展開

を説明しました。 

④子育てや障がいについての相談は、それぞれの関係機関につなぎ支援しました。普

段から積極的に連携の場面を作り、お互いの事業についての情報共有も役立ちまし

た。 

⑤子育て支援は、あそびの杜保育園と共催で季節感を取り入れた 0～3 歳児向けの事

業「ピーナッツクラブ」を 13 回開催（12 月まで 10 回実施）し、毎回保育園の先生

による相談タイムを設けるとともに、地域包括支援センターの看護師による怪我の

応急処置講座も取り入れ、子育て中の不安への対応を行いました。今年度は父親育

児支援講座も開催しました。 

⑥障がい児者支援として「オープンカフェ とんぼ」を毎月第 2・4 火曜日に実施し、

気軽に相談できる体制づくりを継続しました。また、夏休みには西区地域自立支援
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(3) 各事業の連携 

①地域包括支援センター3 職種と地域活動交流コーディネーター、生活支援コーディ

ネーター、所長で行う会議（5 職種会議）を毎月開催し、情報の共有を行いました。

また、地域の要望に合わせて出前講座や食事会、認知症サポーター養成講座、民生

委員の学習会、個別・ケアプラザレベル地域ケア会議等についても全員で協力し対

応しました。 

②法人の地域アセスメントシートの活用を行い、地域の実情を把握する手段となりま

した。 

③ケアプラザの事業に参加している利用者一覧を作成し、相談ケースとの付け合わせ

をすることで、情報共有ができ、フォーマル・インフォーマルサービスに結びつけ

る一助となりました。 

地域活動交流担当と包括担当で連携し、包括担当の介護予防のボランティアグルー

プに対して、ボランティアの活動範囲を広げ、さらに新たなボランティア発掘も行

いました。 

④毎月の 5 職種会議でそれぞれの情報共有と、一緒に計画する事業の打ち合わせや実

施した後の振り返りをして、次の事業につなげました。 

 

(4) 職員体制・育成、公正・中立性の確保 

①介護保険事業を含めてケアプラザとして人員配置基準を遵守して業務を行いまし

た。 

②法人内で年間研修計画を作成し、職員は可能な限り研修に参加しました。研修内容

としては、2 年目フォローアップ研修、中堅研修、管理職研修など階層別研修や職

種別研修を行い参加しました。 

③法人内で職種ごとの担当者会議を定期的に開催し、各ケアプラザで実施している事

業の紹介や課題などの情報交換を行い、担当者の専門性や質の向上を図れるよう切

磋琢磨しました。 

外部の研修も積極的に受講し、研修受講後には研修報告書を作成し、所内での伝達・

回覧を行い、情報共有に努めました。法人の人材育成ビジョンに基づいた人材育成

を行いました。 

個人情報やコンプライアンスの観点で、職員（パートを含め）全員に対し毎年情報

セキュリティ研修を行う体制作りをしています。その上で定期的に職員会議などに

おいて、事故をどのように防ぐか現状を踏まえて、認識が薄れないよう注意喚起と

共に情報共有をいたしました。法人全体としての情報セキュリティ研修が 2 月に開

催され、それぞれの職種から出席をして、職種ごとに伝達研修をしました。 

④所内、法人内の各種会議において、地域包括支援センター及びケアマネジャーの公

正中立性について確認を行いました。ケアマネジャーへのケース依頼の際には、法

人の新規依頼表を作成して状況が確認できるよう管理しました。 

⑤居宅介護支援事業所は、まずはご相談された方が自分で選べるための情報提供を心

がけました。ハートページに掲載されている内容を分かりやすく説明しました。 

 

 

 

 

協議会との共催でオープンカフェとんぼの利用者も参加できる、障がい児余暇活動

支援事業に取組み 11 月も地域の方を交えて余暇活動支援に取組みました。地域の

高齢者の参加もあり障がい理解の一歩となりました。 

⑦障がい施設と定期的に顔の見える関係づくりを行う機会を持ち、個別ケースの相談

についても障がい施設や区役所等と連携を取りながら対応しました。 
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(5) 地域福祉保健のネットワーク構築 

①ケアプラザとして、第 3・第 4 地区の地域の福祉保健活動団体と連携するために、

連合町内会・民生委員児童委員協議会・地区社会福祉協議会・ふれあい会交流会・

地域自立支援協議会等の定期的な会合や行事に参加し、日常的に情報交換等を行い

ました。 

②「第 5 回 第 3 地区ふれあい春まつり」、「防災訓練」、「第 3 地区福祉フェスタ」な

ど、事務局として地域のネットワークづくりを行いました。また、第 3 地区懇談会

の部会（第 1～第 3 部会）に事務局として入り、各部会への参加や活動を支援しま

した。第三地区社会福祉協議会の支援を区社会福祉協議会とともに積極的に行いま

した。事務局会議の参加を始め各種行事の後方支援を行いました。10 月、11 月には

一人暮らし高齢者を対象に食事会を 3 回開催し、参加者と一緒に食事前の口腔体操

や血圧測定も行いました。 

③エリア内の福祉施設で障がいと高齢についての研修も一緒に企画して参加しまし

た。障がい児者事業「オープンカフェ とんぼ」の行事として開催していた「やき

いも大会」を、障がい児者と地域の交流の場として拡大し、地区センター・単位町

内会・こども会・地域の福祉施設に呼びかけ、100 名を超える方が参加するイベン

トとなりました。 

④ケアプラザを利用する子育てサークルや地域で子育て支援を行っている団体・主任

児童委員・子育て活動拠点・区役所・連合町内会が参加して「子育てネットワーク

会議」を 2 月に開催をしました。子育ての分野での顔の見える関係づくりを進めま

した。 

⑤第 4 地区では、宮崎地域ケアプラザと協力して、地区社会福祉協議会の勉強会やみ

んなの食堂、クリスマスコンサート、みんなのまつり（3 月）に 5 職種で参加しま

した。 

 

(6) 区行政との協働 

①西区地域福祉保健計画「にこやかしあわせくらしのまちプラン」の 6 つの基本目標

に沿って地区支援チームの一員として、区役所や区社会福祉協議会とともに取組み

ました。 

＜安全が確保され安心なまち＞ 

①地域全体でサポートを必要とする人を見守るために、ミニデイサービスや自主事業

の参加者、その他ケアプラザの機能を活用して地域の中で支援のネットワークを構

築するよう、地域ケア会議などを通して働きかけを行いました。高齢者の権利擁護

や悪徳商法に対する普及啓発を様々な場面で行いました。 

＜活気にあふれ健康なまち＞ 

①健康づくりの体操教室や介護予防教室を開催しました。ミニデイサービス「赤い靴」

や地域への出前講座などで介護予防に関して、地域に対する啓発活動を行いました。 

②認知症の方を地域で守り、支えていくための啓発事業として「認知症サポーター養

成講座」をシニアクラブ、小学校、銀行で、西区のキャラバンメイトにも協力を得

ながら開催しました。 

③顔の見える関係づくりと健康づくりのために、浜松町公園で毎週土曜日にラジオ体

操を引き続き行うと同時に、参加者にも受付を手伝ってもらうなど、自主的な取組

みを継続しました。 

＜一人ひとりの個性を認め合いみんなが共存するまち＞ 

①障がい児の放課後支援事業を発展させ、障がい児者の居場所「オープンカフェ と

んぼ」として月 2 回開催しました。 

②福祉施設 8 館で「第 3 地区福祉フェスタ」を開催しました。ケアプラザ内に作業所

のお菓子を置くことで、地域の方へ作業所の行っていることも紹介できました。 

＜地域全体がつながりを持つまち＞ 

③第 5 回「第 3 地区ふれあい春まつり」を 5 月 21 日に開催しました。地域の様々な団

体からの参加をいただきました。また 6 月 25 日には、地区センターとの共催で「開
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館 20 周年藤棚まつり」を開催しました。その他西区のおまつりである「区民まつり」

にも法人内 3 事業所（戸部本町地域ケアプラザ・ケアセンターにし）協働で参加さ

せていただきました。12 月の第 4 地区の「ふれあいクリスマスコンサート」や 3 月

の「みんなのまつり」にも 5 職種で参加しました。 

「第 3 地区福祉フェスタ」で第 3 地区懇談会がスタンプラリーを行い、福祉施設と地

域との結びつきを強めました。 

＜子どもが健やかに成長できるまち＞ 

①子育て支援事業として「ピーナッツクラブ」を「ろぜっと保育園」との共催で毎月

行いました。 

 

 

２ 地域活動交流事業 

(1) 自主企画事業 

①  地域に住む方々の希望やニーズを把握し、年間計画に沿って、それぞれの世代や対象

者別に参加できる場を提供しました。 

②  高齢者向けの介護予防として、「さわやか体操クラブ」、居場所づくりとしての「みん

なで唄おう」、「一の会」、「藤棚コンサート」を例年通り開催しました。 

③  子育て支援事業として「ピーナッツクラブ」、障がい児者支援事業として「オープンカ

フェとんぼ」を継続しました。また、「とんぼ」の事業として開催してきた「焼き芋大

会」や「流しそうめん」は、地域の方も参加していただけるように町内会や藤棚地区

センターとも連携して行いました。 

④  隔月発行の広報紙「夢だより」を活用し、自主事業への参加者を増やしました。 

⑤  高齢者向け自主事業は、できるだけ自主化を促していきましたが、参加者が高齢化して

いるため、引き続き後方支援を行いました。 

⑥  藤棚地区センターと合同で「開館 20 周年藤棚まつり」を 6 月 25 日に開催しました。 

⑦  サブコーディネーターが企画する自主事業として「ひなまつり」を開催しました。 

 

(2) 福祉保健活動団体等が活動する場の提供 

①  利用団体の方々が、気持ちよく利用でき、地域で活発に活動していただけるように、

貸室の手引きを活用し説明すると同時に、他施設の情報も提供しました。また施設

を利用するにあたり、年 1 回のアンケートを実施しました。受付カウンターには「な

んでもご意見箱」を設置し、ご意見・ご要望等には出来るだけ迅速な対応ができる

ように努めました。 

②  貸室の空き情報の提供や、ボランティア個人やグループの活動を支援しました。 

③  団体間の連携が図れるよう「交流会」を開催し、団体間のネットワーク構築を支援

し、それぞれの団体の活動も活発になるよう努めました。 

 

(3) ボランティアの育成及びコーディネート 

①  現在ボランティア活動をされている方が継続して活動を続けられるよう、ボランテ

ィア活動の手引きを必要に応じて更新し、相談や調整を行いました。また、65 歳

以上の方に、「よこはまシニアボランティアポイントカード」の登録を呼びかけま

した。 

②  ニーズに沿ったサービスが提供できるように、ボランティアグループの立ち上げや

既存のグループの継続を支援していきました。また、横浜市中央図書館との共催で

始まった「大人への読み語り」ボランティアグループが、自立化できるよう支援し

ました。 

③  登録団体として利用している趣味のグループが、年に 2 回以上ボランティア活動に

取り組めるように働きかけました。 
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④  「藤棚ボランティア交流会」を行い、日頃の活動を労うとともに情報交換の場とし

て、活動の広がりが得られるようにしました。 

⑤  ボランティア体験を通して小中学生に福祉の心が育つよう、活動の場を提供しまし

た。 

 

(4) 福祉保健活動等に関する情報収集及び情報提供 

①  自治会・町内会や民生委員児童委員協議会、シニアクラブ、ボランティアグループ

の会食会等に参加し、情報収集および情報提供を行いました。 

②  ホームページを随時更新し、広報紙地域版を年 6 回発行しました。 

③  ボランティア、貸室の交流会を各年 1 回実施しました。 

④  情報提供用のラックを支援別・施設別に分けるなど、来館者に分かりやすく提供で

きるよう整備しました。 

３ 生活支援体制整備事業 

(1) 事業実施体制 

①  包括からの情報提供やアンケート調査結果により、東風会マンション自治会の送迎 

バスを利用できないかとマンション理事会や管理会社、バス会社等へアプローチを

行ったが、結果利用までは至りませんでした。他の方法を模索し、障がい者施設で

ある「生活創造空間にし」の車両を活用し、「藤棚エリアにおける移動・買い物支

援プロジェクト“おでかけ 3”」を立ち上げることになりました。事前に地区懇談

会部会長向けに提案し了解を得て、10/13 に協議体の場で地域住民に向けて提案及

びプロジェクト発足について周知しました。その際に、所長を含めた 6 職種で参加

し、情報収集及び情報・提供を行いました。 

②  少年指導員 8 名（4 月）、保健活動推進員 13 名 

（6 月）、区郵便局長 10 名（7 月）、スポーツ推進委員 12 名（9 月）、精神障がい者

家族会・生活支援センターにし職員 12 名（9 月）、にしっこ会 16 名（9 月）、環境事

業推進員 12 名（10 月）等様々な団体・組織へ向けた「生活支援体制整備事業勉強

会」を実施し、事業への理解、関係性の構築に努めました。 

上記取組みについて、得られた情報等は、内部ではケアプラザの職員会議・5 職種

会議で共有し、各関係機関とは、区版生活支援体制整備推進会議や生活支援コーデ

ィネーター連絡会等で共有しました。 

 

(2) 地域アセスメント（ニーズ・資源の把握・分析） 

①地域アセスメントシートは 5 職種だけではなく、ケアマネジャーやデイサービスの

生活相談員など、ケアプラザ全体で連携し、最新情報に更新し、地域の情報を把握

することができました。 

②資源情報リストを整理し、ケアマネジャーへ情報提供を行うと同時に、地域の方へ

も出前講座などで情報提供しました。 

③昨年度から継続して実施していた東久保町での地域ケア会議を積み重ね、「認知症の

方にも優しい町づくりを目指して」をテーマに、自分の立場でできることなどにつ

いて共有しました。 

「認知症」をテーマに取り上げたところ、地域からは「認知症についてもっと知り

たい」、「認知症の予防をどのようにしたらいいのか知りたい」、「認知症の人にどの

ように接したらいいのか」など「認知症」に非常に興味を持っていることが引き出

せました。 
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④協議体（「藤棚エリアにおける移動・買い物支援プロジェクト“おでかけ 3”」）では、

以前に勉強会を行った青少年指導員など新しく関係性を築いた組織からも参加してい

ただき、地域住民や各関係機関との有意義な意見交換の場となりました。またプロジ

ェクトの進捗等に関しては、職員会議や 5 職種会議、各関係機関には、区版生活支援

体制整備推進会議及び生活支援コーディネーター連絡会等で共有しました。 

 

(3) 連携・協議の場 

①久保町サミットに定期的に参加し、久保町の情報や課題などを把握し、5 職種で共

有しています。また、区版生活支援体制整備推進会議や生活支援コーディネーター

連絡会で共有しました。 

②包括からの情報提供やアンケート調査結果により、東風会マンション自治会の送迎

バスを利用できないかとマンション理事会や管理会社、バス会社等へアプローチを

行ったが、結果利用までは至りませんでした。他の方法を模索し、第 3 地区の障が

い者施設である「生活創造空間にし」の車両を活用し、「藤棚エリアにおける移動・

買い物支援プロジェクト“おでかけ 3”」を立ち上げることになりました。 

事前に地区懇談会部会長向けに提案し了解を得て、10 月 13 日に協議体の場で地域

住民に向けて提案及びプロジェクト発足について周知しました。その際に、新たな

組織へ参加を促し、関係性を構築することができました。その後も地区懇談会など

でも周知し、12 月 1 日には、横浜市移動支援協議会副理事長である山野上氏をアド

バイザーに迎え、第 1 回勉強会を実施しました。12 月 15 日には来年の勉強会・検

討会に備えて、自治会町内会長や地区社会福祉協議会会長、藤棚商店会会長等と一

緒に、実際に地域を車で走行し、ルートの確認を行いました。 

 

(4) より広域の地域課題の解決に向けた取組 

①区全域でこの生活支援体制整備事業の普及を目的とし、区 4 ケアプラザの第 2 層生活支 

援コーディネーター、区役所の地域包括ケア推進担当係長、区社会福祉協議会の第 1 層

生活支援コーディネーターと協働し、7 月 27 日には区郵便局長を対象とした事業に関

する勉強会を実施しました。10 名の参加があり、みなとみらい地区や藤棚地区の郵便

局など地域による課題の違いなど貴重な情報が得られました。 

また 9 月 28 日には区の訪問介護事業所連絡会である「にしっこ会」会員を対象とした 

勉強会を実施し、16 名の参加がありました。「ヘルパーとして制度の中で対応できなか 

った事例」や「地域にこんなサービスがあったらいいな！」をテーマに 3 グループに分 

かれて実施し、高齢者のニーズや課題などについて共有しました。 

②区域で要支援 1･2 の介護保険利用者を対象とした「日常生活に関するアンケート調査」 

実施について提案・検討しましたが、地域性があるため、今回は藤棚エリアのみでの実 

施となりました。6 か所の居宅介護事業所に協力を得て、アンケートを実施しました。 

【84 名/98 名（回収率 85.7%）】アンケート結果では、利用している介護保険サービス 

では、ヘルパーとデイサービスを利用されている方が全体の 69%を占めており、今後介 

護予防・生活支援サービス補助事業（サービスＢ）の利用なども検討する必要があると 

いうことが分かりました。また、運動や健康づくりを行う場として、隣近所など近隣を 

希望する方が多いということも分かりました。アンケート調査結果をケアプラザ内・区 

役所・区社会福祉協議会に情報提供し共有しました。 
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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 

①前年度の相談件数の日計集計表より、東久保町エリアからの、認知症に関する相談

が多いことを把握し、H28 度 2 回、H29 年度はその集大成として「認知症の方にも優

しい町づくりを目指して」をテーマに、東久保町エリアでケアプラザレベルの地域

ケア会議を 1 回実施しました。 

 また、個別レベルの地域ケア会議として、「認知症の方とご家族を支えるために」を

テーマに 2 回実施しました。 

 境之谷エリアでは、個別レベルの地域ケア会議を 2 回実施し、その中から、「一人暮

らし高齢者の見守りと支援」についての問題と課題を抽出しました。2 月に「介護

サービス利用後のサービス事業所と地域との連携について」をテーマに、ケアプラ

ザレベルの地域ケア会議を実施する予定です。 

 それぞれの会議への参加者は、区役所、区社会福祉協議会、医師、薬剤師、歯科衛

生士、病院ＭＳＷ、看護師、ＰＴ、ケアマネジャー、ヘルパー、グループホーム、

キャラバンメイト、民生委員、町内会、シニアクラブ等になります。 

 個別レベルの地域ケア会議では、地域住民と様々な事業所とのネットワークを構築

し、その後ケアマネジャーと民生委員が直接連絡を取り合うようになりました。 

②出前講座を全 30 回実施しました（参加者延べ 698 名）。 

シニアクラブ向けの出前講座として、むつみ会に出向いた時には「認知症について」

の講座を行いました。講座実施後に、認知症のご家族についての新規相談を受け、

その後継続的に支援しています。 

③現在法人独自の地域アセスメントシートを作成しています。5 職種会議で毎月議題

に挙げ、地域資源についての情報収集・共有を行っています。会議で共有したカフ

ェ・スナック「きまま」等へは包括 3 職種で訪問し、さらにインフォーマルサービ

ス聞き取り票への記入も行いました。 

 生活支援体制整備事業の地域アセスメントシートも法人独自の地域アセスメントシ

ートとともに、情報収集・共有・更新を行っています。 

 個別相談にて、デイサービスを選択する上で、参考となる資料がなく、サービス利

用者が主体的に選択することに困難を感じている方がいることを把握しました。サ

ービス利用者やケアマネジャー、包括支援センターがサービス事業所を選定する際

のツールとなるように、藤棚地域包括の主任ケアマネジャー独自で作成した、通所

サービス事業所の特徴等が記載されたリストを使用し個別相談時に、随時活用して

います。 

また、ケアマネサロンで、通所サービス事業所リストを配布しています。 

④西区地域自立支援協議会へ参加 

【個別支援会議】（奇数月個別支援会議/偶数月事務局会議/年 1 回研修企画）を継続

しています。 

個別支援会議で取り上げた障がい施設が支援困難家族と感じているケースについ

て、会議で情報共有を行い、その後包括が訪問するなど、障がい施設との連携を図

りました。 

【余暇支援部会】（年 6 回） 

障がい児・者の余暇について検討しました。会議では、ケアプラザ自主事業「オー

プンカフェとんぼ」を議題に取り上げました。当事者の声を聞き取り、障がい施設

など関係機関に協力を依頼しました。聞き取りの結果、来年度より事業内容につい

て変更することになりました。 

【防災会議】（年 3 回） 

防災見回りの実施や、通報訓練などを定期的に実施しました。 

【担当者会議】（年 3 回） 

第 2 回の担当者会議では、生活支援コーディネーターによる、「藤棚エリアにおける



  

 - 8 -  

移動・買い物支援プロジェクト“おでかけ 3”」の報告を行い区内広域に周知してい

きます。 

⑤在宅医療・介護連携会議へ参加 

 【事務局会議】（年 5 回） 

 【多職種間連携会議】（年 2 回） 

 【かかりつけ医在宅医療研修】（年 1 回） 

 横浜市認知症初期集中支援チーム会議参加 

 ケースについて支援チームに相談及び情報提供、訪問し継続的な支援を行いました。 

 

② 実態把握 

①出前講座を全 30 回実施しました（参加者延べ 698 名）。 

シニアクラブ向けの出前講座として、むつみ会に出向いたときには「認知症につい

て」の講座を行いました。講座実施後に、認知症のご家族についての新規相談を受

け、その後継続的に支援しています。 

②相談内容を集計し、日計表を作成しています。 

 そこから情報収集を行ないました。 

成年後見制度に関する相談件数が H26 年度 14 件、H27 年度 17 件、H28 年度 19 件で

した。相談件数が少ない要因として、地域住民に成年後見制度に関するニーズが少

ない、ニーズがあっても相談が出来ない、ニーズについて当事者が気付いていない、

という分析を行いました。藤棚エリア独自で、成年後見制度の普及啓発に関する講

座を４回実施しました。 

  虐待に関する相談が昨年度と比べて増加しています。（相談件数 H28 年度 延べ 

14 件・H29 年 延べ 33 件） 

 在宅男性介護者の集いを年 4 回、実施しました。 

 養護者支援が必要なケースに関しては、養護者をあけぼの会や在宅男性介護者の集

いへ繋げました。 

 地域の中で、孤立している養護者や当事者を発掘するために、ポスティングのため

の高齢者虐待防止のチラシを 4 包括で作成し、ケアプラザの窓口等で配付しました。 

 高齢者かつ独居の方に関する相談が前年度と比べて増加しています。（相談件数 

H28 年度 延べ 227 件・H29 年 延べ 393 件） 

 ケアマネジャーと地域住民との連携の必要性を感じ、包括レベル地域ケア会議やケ

アマネサロン、ケアマネぶらっとにて民生委員との交流会を実施しました。 

③成年後見制度や消費者保護の講座参加者に対して、講座終了時成年後見制度に関す

る意識調査を実施しています（全 5 回）。アンケート回収数 37 枚（11 月現在）。 

 ・成年講座参加者は、1 度参加すると終わりではなく、さらに知識を深めたいと感

じており、継続した講座参加となっている。 

 そのため、同じ内容を繰り返すのではなく、目新しいトピックスをあわせる工夫を

し、講座を実施した。 

④包括の戸別訪問時に、お客様から得た「山坂が多くて外に出るのが大変。近くのマ

ンションのバスが使えたらいいのに」という意見を生活支援コーディネーターへ情

報提供しました。さらに生活支援コーディネーターによる、アンケート調査を実施

しその結果、買い物に困難を感じている住民が約 7 割いることが把握できました。

現在、「藤棚エリアにおける移動・買い物支援プロジェクト“おでかけ 3”」の立ち

上げのための会議を重ねています。 
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③ 総合相談支援 

①相談件数は 11 月現在で、1,116 件（相談：987 件、訪問 129 件）です。【昨年度同期

対比：156.3%、 

784 件（相談：714 件、訪問：70 件）】 

 昨年度、消費者被害についての相談が増加したため身近な金融機関である郵便局・

ゆうちょ銀行と共催し「シニア世代のマネー講座」を実施しました。内容は、詐欺

の手口についての紹介や、郵便局窓口で詐欺にあう可能性のある方への対応につい

てなどです。参加者は地域住民 23 名。地域住民の講座への関心が高いとして、29

年度も引き続き「シニア世代のマネー講座」を実施しました。昨年度から継続した

講座としました。 

成年後見制度に関する相談件数が H26 年度 14 件、H27 年度 17 件、H28 年度 19 件で 

した。相談件数が少ない要因として、地域住民に成年後見制度に関するニーズが少 

ない、ニーズがあっても相談が出来ない、ニーズについて当事者が気付いていない、 

という分析を行いました。今年度より、主に藤棚エリア住民を対象とした「人生こ 

れから講座」（内容：成年後見制度について）を年 4 回実施しました。受付時に事前 

アンケートとして、住所を集計し、藤棚エリアにおける成年後見制度への関心調査 

を行いました。第 2 回目講座終了後、個別相談会を実施し 4 組の参加がありました。 

H29 年度は、成年後見制度に関する相談件数は、69 件（11 月現在）でした。 

②障がい関係機関から、障がいのある子とその高齢の親というケースの相談を受けま

した。区役所（高齢・障がい支援課）、さぽーとねくさすとカンファレンスを開催し、

支援について検討しました。 

 「障がいのある子と高齢の親」への支援の必要性について把握しました。 

③法人独自の地域アセスメントシートとともに、生活支援体制整備事業の地域アセス

メントシートを作成し、情報収集・共有・更新を行いました。 

 包括の戸別訪問時に、お客様から得た「山坂が多くて外に出るのが大変。近くのマ

ンションのバスが使えたらいいのに」という意見を生活支援コーディネーターへ情

報提供・情報共有しました。新事業を立ち上げるため、5 職種協同で検討していま

す。 

③  続的に支援する必要のあるケースを追跡するためのファイルを作成し、毎月 1 回 

地域包括会議にて支援方針について検討し、訪問しています。 

 

（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 

①出前講座の実施 

 消費者被害防止について 

・ミニデイサービス「赤い靴」にて実施。 

 ・シニアクラブ「むつみ会」にて実施。 

 ・シニアクラブ「長寿会」にて実施。 

 ・あけぼの会にて実施。 

 ・境之谷東部シニアクラブにて実施。 

 ・シニアクラブ「青葉会」にて実施。 

         全 6 回 延べ 227 人（11 月現在） 

 成年後見制度について 

 ・シニアクラブ「むつみ会」にて実施。 

 ・ミニデイサービス「赤い靴」にて実施。 

 ・シニアクラブ「長寿会」にて実施。 

 ・精神障がい者家族会及び生活支援センター西にて実施。 

 ・境之谷東部シニアクラブにて実施。 

 ・シニアクラブ「青葉会」にて実施。 
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全 6 回 延べ 137 人（11 月現在） 

②区 4 地域包括支援センター社会福祉士と共催し、行政書士による「支援者向け成年

後見制度」講座を実施しました。民生委員・ケアマネジャー等、24 名参加しました。 

③藤棚地域包括支援センター主催、主に藤棚エリア住民を対象とした、成年後見制度

に関する連続した自主事業を実施しました。 

【講師】 

第 1 回、第 2 回 司法書士 

 第 3 回 税理士・行政書士・特定社会保険労務士 

第 4 回 ラステル久保山 

（全 4 回 延べ 43 名 11 月現在） 

 第 2 回講座後、個別相談会を実施しました（4 組参加）。 

④藤棚地域包括支援センター主催、主に藤棚エリア住民を対象とした、消費者保護に

関する、自主事業を実施しました。 

【協力機関】 

・消費者研究会とともに講座実施。 

 ・郵便局・ゆうちょ銀行と共催で「シニア世代のマネー講座」実施。 

        （全 2 回 延べ 16 名 11 月現在） 

⑤高齢者権利擁護サポートネット全体会 2 回 

 高齢者権利擁護サポートネット分科会 1 回 

（全 3 回参加） 

⑥成年後見制度が必要と思われる個別ケースについて、関係機関・専門機関と相談し

ながら、情報提供及び助言等支援を行いました。 

・成年後見制度に関する相談件数 延べ 69 件（11 月現在） 

・消費者保護に関する相談件数 延べ 19 件（11 月現在） 

 

 

 

② 高齢者虐待への対応 

①虐待に関する相談件数 延べ 21 件（11 月現在） 

虐待相談票提出件数   4 件（11 月現在） 

さらに、2 件は、精査し、虐待相談票の提出にはいたりませんでした。 

相談時、状況把握を行い、区役所と情報共有しながら積極的に支援を継続しました。 

②西区高齢者虐待防止事業連絡会に参加しました。 

③区 4 地域包括支援センター社会福祉士と共催し、高齢者虐待防止について普及啓発

を行いました。 

介護保険事業所向けに地域包括支援センターによる「出張講座チラシ」を作成しま

した。西区内の事業所（デイサービス・デイケア）へ配付しました。（全 14 事業所） 

西区ふれあい会会員向けに、高齢者虐待防止についての寸劇も取り入れた、講座を

行いました。（参加者 要確認） 

孤立する養護者や家族を発掘、支援するために、ポスティング用の高齢者虐待防止

用のチラシを作成、住民へ配布しました。 

④藤棚ケアプラザ独自 

在宅男性介護者の集い 3 か月に１回実施（全 4 回）参加者延べ 13 名（11 月現在） 

 事業参加者より、成年後見制度と高齢者虐待（経済的虐待）について相談があり、

情報提供しました。他ケアプラザへの、講座実施の周知はもちろん、養護者支援が

必要なケースを抱えるケアマネジャーへは、個別に、積極的に周知し、参加してい

ただいている。あけぼの会との交流会 年 2 回実施参加者延べ 14 名（11 月現在） 
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③ 認知症 

①認知症キャラバンメイト藤棚チーム 4 名が内容についてともに検討し、藤棚エリア

のシニアクラブ「むつみ会」にて認知症サポーター養成講座を開催しました（参加

者 25 名）。 

②認知症キャラバンメイト藤棚チームは２年目の支援となりますが、年２回の定例会

を開催しました。 

 チームメンバーは６名から９名に増え、エリア内、西区内で活発に活動しました。 

 今年度から、緊急連絡方法を決め、連絡を取りやすいよう工夫しました。 

③若年性認知症の家族から介護についての相談があり、西区在宅介護者のつどい「あ

けぼの会」の代表へつなげ、会に本人、ご家族が「あけぼの会」の会員となり参加

しました。 

④認知症サポート医を中心に「認知症の方と支える家族のための多職種ミーティング」

を開催し、認知症夫婦世帯のケースを医師、ケアマネジャー、民生委員、区役所の

多職種でそれぞれの視点から今後の問題点や支援の仕方、また地域の見守りの必要

性等意見交換を行いました。後日内容を家ご族の方に伝えました。 

⑤医療や介護が必要だがつながっていない認知症の方に対し、認知症初期集中支援チ

ームに相談、連携し、チーム会議にて検討し、訪問等支援しました。 

⑥グループホーム フィニックスでの「認知症カフェ」の立ち上げについて、フィニ

ックスの管理者から相談を受け、現在ある「認知症カフェ」の情報提供や、準備計

画を検討する等、実現に向けて支援しました。 

 

（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 

①法人独自の地域アセスメントシート作成についての研修に参加し、効果的なシート

の作成方法や地域分析について学びました。それにより、エリア内のシートを充実

することができ、課題について検討することができました。5 職種で「シートの更

新」を議題に挙げ、会議で情報の共有や課題発見を行いました。 

②5 職種で「あけぼの会」、「赤い靴」、「やまの上サロン」に毎回参加し、介護予防、

高齢者の権利擁護、病気予防啓発等の出前講座を行いました（19 回）。環境事業推

進員、生活支援センターにし、スポーツ推進委員、青少年指導委員、保健活動推進

委員「生活支援体制整備事業」についての講座を行いました。むつみ会に「認知症

について」の講座を行いました。長寿会に「ケアプラザについて」の講座を行いま

した。藤寿会に「健康寿命」「ケアプラザの自主事業」についての講座を行いました。

稲穂の会に「介護予防体操」を行いました（延 845 名） 

③5 職種が第 3 地区民生委員児童委員協議会に出向き、「生活支援体制整備事業」、「ケ

アプラザの役割」、「一人暮らしの見守りについて」、「認知症予防」、ケアプラザの事

業やボランティアについての勉強会を行いました。第 4 地区民生委員児童委員協議

会の学習会では、地域ケアプラザの役割」や「介護保険制度」についての講座を行

いました。 

④ケアマネジャーのケアマネジメントを支援するため、地域の会合地域住民や関係機

関等に対し、勉強会等にて、介護保険制度やサービス、ケアマネジャーの役割など

を周知しました。 

ケアマネジャー、自治会町内会長や民生委員に参加していただき、地域防災の研修

を通して交流を図りました。 

⑤介護保険を利用している独居の方や多問題の方に対し、ケアマネジャーと民生委員、

町内会役員の方を繋ぎ、連携して支援しました（11 月現在 24 件）。 

 ケアマネジャー向けの研修会にて民生委員に出席いただき、交流会を開催（3 月予

定） 
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⑥区社会福祉協議会主催の「高齢者福祉分科会」に参加し、地域で関わりの深い関係

機関等との情報交換や、福祉に関しての情報提供などを行いました。 

居宅介護支援事業所へ訪問し、包括支援センターへの要望や連携の仕方等について

アンケートを取り、結果を反映させ、包括支援センターとケアマネジャーとの連携

を強化しました。 

 

② 医療・介護の連携推進支援 

①地域と関わりのある薬局とケアマネジャーとの交流会を企画し開催しました。グル

ープワークで意見交換を行い、顔の見える関係を作ることができました。（６薬局、

ケアマネジャー23 名） 

②日常的に医療機関、関係事業所から退院についての相談を受け、必要時には西区在

宅医療相談室と連携を図り、病院や自宅に訪問して、カンファレンスに参加する等、

対象者の状況を把握し、ケアマネジャーやサービス事業所に繋がるよう調整し、在

宅生活を支援しました（11 月現在 53 件）。 

③西区薬剤師会会長を訪問し、包括支援センターとの連携を図りました。地域ケアプ

ラザ及び認知症の方の対応方法等のパンフレットを薬局に置かせていただきまし

た。認知症の方の対応方法など薬剤師会議に参加させていただき、情報提供しまし

た。 

西区の医院を訪問し、地域ケア会議開催の相談や 

地域の方の個別の相談を行いました。 

④西区医師会の運営事務局会議に出席させていただき在宅医療相談室と連携したケー

ス等を報告しました。また包括支援センター、ケアマネジャーとの医療連携に係る

報告をしました。 

⑤地域ケア会議にて、医師、薬局、看護師、介護専門職と地域の方とグループワーク

を行い、地域包括ケアシステムに向けて、具体的に連携の必要性や連携方法などを

話し合い、役割やできること等確認しました。    

 

 

③ ケアマネジャー支援 

①ケアマネジャー同士の連携支援及びスキルアップを目標に、西区 4 包括共催で「ケ

アマネサロン」を開催しました。内容は「在宅医療薬局薬剤師に聴く」（日の出薬局

高橋洋一先生）。「デイサービスで元気になろう」、「定期巡回随時対応型訪問介護看

護について」（ﾚｺｰﾄﾞﾌﾞｯｸ管理者、なごやか西横浜管理者、秀峰会経営企画部）、「ス

ーパービジョンによる事例検討」（湘南泉病院今田義昭氏）、「がん患者さんの口腔ケ

ア」（みなと赤十字病院口腔外科部長他）、「在宅で看取る」（西区医師会吉田容子氏）、

「ケアマネジャー交流会」（4 ケアプラザ生活支援コーディネーター）、ケアマネ研

究会共催で「ケアマネサロン」を開催しました。「要援護者から見た地域防災拠点と

は」（区役所総務課長、区社会福祉協議会） 

「介護予防支援・介護予防ケアマネジメント研修」を区 4 包括・区役所共催で開催

しました。 

②包括エリア内でケアマネジメントを行っている主任ケアマネジャー・ケアマネジャ

ーを対象に、自主事業として「ケアマネぶらっと」を開催しました。今年度は「研

修を企画しよう」というテーマで、「面接技術」の研修の企画を 6 回に渡り検討し、

企画したメンバーのケアマネジャーが各自講師となり、西区で活動しているケアマ

ネジャー向けに研修を開催しました。それぞれの面接時に気を付けていることなど

を共有し、各回企画メンバーの面接技術の向上にも繋がりました。 

③④ケアマネジャーからの相談に対応し、サービス担当者会議の出席や困難事例のカ

ンファレンスを開催、個別レベル地域ケア会議の開催、退院時支援、緊急時の対応

など、より良い支援体制を作りました。相談件数 11 月現在 340 件（28 年度 323 件） 
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⑤新人ケアマネジャー支援として、新人ケアマネジャー研修を開催しました。今年度

は募集の幅を広げ、新人のみではなく西区で活動しているケアマネジャーにも参加

を促しました。内容は「施設見学」、「ケアプラザの役割について」、「保険外サービ

ス」、「障害上乗せ制度」、「生活保護申請について」、「生活困窮者自立支援制度につ

いて」、「区社会福祉協議会の役割について」、「虐待支援のポイント」、「民生委員の

役割について」、「訪問介護サービスについて」でした。 

⑥ケアマネジャーや地域包括支援センターとの医療連携を図るため、地域医療連携室

との交流会を開催しました。グループワークで連携事例をお互いに共有し、今後の

連携に役立てました。また事前に医療連携室よりアンケートを取り、ワーカーの氏

名や意見書の依頼方法、病院の特徴などをまとめ、資料としてケアマネジャーに配

布しました（協力病院：けいゆう病院、横浜市立みなと赤十字病院、横浜第一病院、

ＪＣＨＯ横浜中央病院、イムス横浜狩場脳神経外科病院、済生会神奈川県病院、亀

田病院、脳神経外科東横浜病院、横浜市大センター病院、横浜掖済会病院、佐藤病

院、聖隷横浜病院、ＪＣＨＯ横浜保土ヶ谷中央病院、市民病院）。 

⑦「介護予防支援・介護予防ケアマネジメント研修」を西区 4 包括・区役所共催で開

催しました。 

⑧ケアマネジャーや地域包括支援センターがサービス事業所を選定する際のツールと

なるように、藤棚独自に通所サービス事業所の特徴等が記載されたリストを作成し

ました。西区送迎範囲可能な 32 件の事業所から情報をいただき、冊子を作成し、4

包括と居宅介護支援事業所に配布しました。 

⑨毎月会議を開催し、ケアマネジャーからの相談の地域ニーズの課題（居場所作り、

ボランティア支援、認知症予防等）について、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、ケアマネジャーで案を出し合い課題解決に向けて検討し

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 

①民生委員、自治会町内会長、医療、ケアマネジャーとで認知症の方や一人暮らしの

方に対し円滑に支援するために個別レベルの地域ケア会議を開催しました。 

 東久保町では認知症の方を対象に地域の方と専門職との連携を図ることで、見守り

支援が実現する事を学びました。 

②前年度 2 回、今年度はその集大成として「認知症の方にも優しい町づくりを目指し

て」をテーマに、東久保町エリアでケアプラザレベルの地域ケア会議を 1 回実施し

ました。 

 見守りをテーマに開始された地域ケア会議ですが、回を追うごとに『認知症』とい

うテーマに変化してきました。さらに、地域で支え合いの濃い町というところから、

東久保町内のシニアクラブで“地域でちょこっとサービス”の提案に対し、前向き

な発言がありました。 

 また、個別レベルの地域ケア会議として、「認知症の方とご家族を支えるために」を

テーマに 2 回実施しました。 

 境之谷エリアでは、個別レベルの地域ケア会議を 2 回実施し、その中から、「一人暮

らし高齢者の見守りと支援」についての問題と課題を抽出しました。「介護サービス

利用後のサービス事業所と地域との連携について」をテーマに、ケアプラザレベル

の地域ケア会議を実施しました。 

 それぞれの会議への参加者は、区役所、区社会福祉協議会、医師、薬剤師、歯科衛

生士、病院ＭＳＷ、看護師、ＰＴ、ケアマネジャー、ヘルパー、グループホーム、

キャラバンメイト、民生委員、町内会、シニアクラブ等になります。 

 個別レベルケア会議では、地域住民と様々な事業所とのネットワークを構築し、そ

の後ケアマネジャーと民生委員が直接連絡を取り合うようになりました。 

③カンファレンス、地域ケア会議にてケアマネジャーを中心とし、個別ケース事例を

多職種で地域課題発見や課題解決について検討しました。 

④認知症の方とその家族の支援のため、「多職種ミーティング」を開催し、認知症サポ
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ート医が中心となり、地域住民や多職種間で意見交換を行いました。地域の方と専

門職との連携の重要性を理解していただきました。 

⑤青葉会、むつみ会、長寿会、藤寿会、東寿会、稲穂の会、境之谷シニアクラブ、第

3 地区・第 4 地区民生委員児童委員協議会に積極的に出前講座を行いました（11 月

現在 16 件） 

⑥介護保険サービスを利用しながらも、地域とのつながりが継続できるよう、個別相

談、個別事例検討会や地域ケア会議等にて、ケアマネジャーなどサービス事業者と

地域（自治会・町内会、民生委員児童委員協議会、シニアクラブ等）の方に連携の

必要性を説明しネットワークづくりを進めました。 

 

 

（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） 

①相談者に対しては、内容を聞いた上で、介護保険の申請を行うか否かだけではなく、

事業対象者として一般介護予防事業なのか、横浜市訪問型短期指導なのかをアセス

メントして提案しました。 

介護予防計画書については、全計画書に介護予防管理者が目を通し、介護予防の視

点で書かれているか確認しました。目標が『○○サービスを導入する』などの書き

方の場合には具体的な目標を入れてもらえるように個別に説明しました。事業所に

理解をしてもらえる様に、複数で担当者会議に参加するなど、工夫しながら説明し

ました。 

②目的志向型プラン作成が困難な状態であるため、一つの手段として、委託ケアマネ

ジャーに対し、横浜市訪問型短期指導を取り入れた方の委託を依頼し、インフォー

マルサービスに目を向けてもらえるよう説明しました。 

生活援助サービスについても意識的に利用を検討し、事業所に受け入れの打診をし

ました。 

③ケアプラザで主催している事業一覧を高齢者に配 

布し参加を促しました。残存機能が高い方には、さらに生きがいづくりのボランテ

ィア活動につなげました。 

例えば、身体症状があり、医療機関・近隣住民への訴えが頻回なため、地域住民か

ら相談があがったケースも、専門医による診断で問題がないと確認した上でボラン

ティアに繋げたところ、症状も落ち着き、ボランティア活動も継続となりました。

他に、周囲から高齢者と見られたことにより、気持ちが滅入った方に、栄養相談や

体操教室を勧めるなど状況に応じた提案をしご本人が前向きに参加することができ

るようになりました。 

ボランティアグループの活動場所の確保のために、シニアクラブ、区役所などに声

かけをし、活動につなげました。 

④介護予防・日常生活支援総合事業となり、1 次予防・2 次予防に関わらず、講座の参 

加有無、各地域活動の参加状況などから継続的に声かけします。 

 

（６）一般介護予防事業  

一般介護予防事業 

①介護予防・日常生活支援総合事業が開始されたことにより、事業全体で介護予防の

意識が高まり、5 職種連携事業として『墓ウォーキング』を区役所の事業と共催で

行いました。同内容で 2 日間のうち 1 回は雨天で墓ウォーキングは実施できません

でしたが、好評だったため、来年度も計画する予定です。 

また、地域の特徴を活かした事業でもあるため、地域との連携を図る目的で、自治

会町内会長には久保山墓地の歴史や墓地内の道案内役、会館の提供など主要部の協
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力をいただくことができました。 

介護予防普及啓発事業「けんこう講座」は定員 20 名のところ 40 名の参加があり好

評でした。継続参加者が主ですが、新規も 4～5 名参加したため、ボランティアをす

すめ、活動につながっている人もいました。 

区主催事業や講師派遣事業に応募し、「コグニサイズ」「ロボット」普及事業には、

『山の上サロン』『声をだそう会』、「リハビリ職」普及事業には『元久保東ことぶき

会』、「転ばんよ体操・富士山体操ＤＶＤ」普及事業には『墓ウォーキング』と共催

しました。 

②委託事業ＯＢ会「にこにこ会」は来年度より後方支援事業から自主事業になること

が決定しました。 

「キラキラ会」も後方支援を継続いたしました。 

「藤棚ハイツ体操クラブ」は世話役 3 名の運営を後方支援しました。藤棚 2 丁目西部

の体操教室という認識が定着してきましたが、講師との関わりがあるため後方支援

を継続します。 

③浜松町エリアは地域活動が困難のため、地域の活性化目的で、平成 25 年から浜松町

公園でケアプラザ主催のラジオ体操を始めました。昨年度より元気づくりステーシ

ョンとしてお世話係の選定、お世話係への説明など支援を開始し、さらに今年度は

区役所の保健師とともに、毎回職員派遣の継続、職員によるお世話係への声かけな

ど自立に向けての支援を行い、参加者も 3 倍に増え地域の自治会町内会長からも地

域の事業として活動ができていることを喜ばれました。 

④介護保険を利用すると、地域住民も声をかけにくくなり地域活動に参加しなくなっ

てしまうことが多くみられることから、民生委員児童委員勉強会、シニアクラブ等

に対して、介護保険を利用しても地域活動参加への声かけの必要性について説明を

随時行いました。 

また、地域ケア会議の個別レベル・ケアプラザレベルにケアマネジャー、各サービ

ス事業所担当者と地域活動グループ担当者等に参加していたただき、グループ分け、

テーマ選定など活発な意見を出してもらうように工夫しました。 

生活支援コーディネーターが「要支援者等を対象とした日常生活に関するアンケー

ト調査」をケアマネジャーに依頼して実施し、地域に目を向けるきっかけ作りとな

りました。 

ケアマネジャーに対し、個別レベル地域ケア会議開催に向け、利用者の地域とのつ 

ながりや、ケアマネジャーの地域での立ち位置を確認し、ネットワーク化に向けて 

考察しました。 

 

５ その他 
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以下、地域ケアプラザ事業実施評価との相違部分 

７ 施設の適正な管理について 

 

 

 

 

(1) 施設の維持管理について 

①建物、空調設備、消防設備等の保守点検を定期的に行い、また日常清掃や消耗品の

補充等における日常の管理を通して、ご利用者が安心して、また安全に利用いただ

けるよう努めました。 

②感染予防のために毎日トイレ、手摺、ドアノブ等の殺菌消毒を行いました。 

(2) 効率的な運営への取組について 

①労務、経理等の事務処理に関しては、法人本部と連携して、業務や役割の分担を図

りながら事務の効率化に努めました。また送迎車両リース等の委託業者の選定にあ

たっては、電子入札を実施し経費削減を図りました。 

②建物管理や保守に関しては、藤棚地区センターと複合施設のため共同委託すること

で、効率よく施設管理を行いました。 

 

 

 

(3) 苦情受付体制について 

①法人で苦情解決規則を定めており、それに基づき地域ケアプラザにおいても苦情受

付担当者、苦情解決責任者を設置して、お客様からのご意見・ご要望、苦情等に対

応しました。また法人では公正・中立の立場から斡旋、調整を行う第三者委員制度

を設けており、適切な苦情解決に向けての体制を整備し解決に取り組みました。 

②受付カウンターに「なんでもご意見箱」を設置し、地域の方々から気軽にご意見等

をいただけるよう工夫しました。 

 

 

(4) 緊急時（防犯・防災・その他）の体制及び対応について 

①緊急時に落ち着いた行動が取れるよう、年に 2 回デイサービスのお客様や貸室利用

者を含めた避難、消火訓練を行いました。藤棚地区センターと共催で 5 月 28 日に

防災フェスタを行い、地域の方々と防災意識を高めました。 

②地域に要援護者の特別避難施設であることをＰＲするとともに、日頃から災害応急

備蓄物資や防災対策マニュアルや土砂災害対策マニュアルを整備し、職員の意識を

向上して災害緊急時に備えました。 

③地域ケアプラザに配置されている、第 3 地区の防災無線の操作について、防災訓練

等の中で確認していました。あわせて、特別避難施設としての開設手順等の確認を

していました。 

④地震等の大規模災害発生時に、サービスを必要とするお客様に可能な限り対応する

ため、事業継続計画（ＢＣＰ）を整備しました。また、訓練を実施するとともに適

宜見直しを行いました。 
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(6) 個人情報保護の体制及び取組について 

①法人では個人情報保護規程を定め、地域ケアプラザでは個人情報の管理に関する担

当者、責任者を定め、個人情報保護、情報セキュリティ研修を年 1 回行い、意識の

啓発に努めました。 

②実際の個人情報の取扱いとして、契約書・記録類は施錠できるキャビネットなどに

保管します。ＵＳＢは紛失の恐れがあるため、個人情報のデータは、所内サーバー

を利用しました。 

③個人情報は外部へ持ち出し厳禁にしていますが、どうしても携帯が必要な場合に 

は、紛失や情報漏えいのないよう、法人オリジナルの個人情報保護用バッグに、必 

要最小限の情報のみを携帯するようにしました。また、ファックス誤送信や郵便誤 

送付が起こらないよう、取扱い手順を決めて日常業務を行いました。 

④デイサービスのお客様の記録書等の取扱いについては、誤返却防止のために、看護

師、生活相談員、介護スタッフで 3 段階チェックを行いました。 

⑤研修では『お客様の個人情報を大切に扱うことは「人を大切にする」ことと同義で

あり、サービスの基本である』ということを職員・パート職員で共有し、チェック

シートの活用により業務の振り返りを行いました。 

 

 

 

 

  

(5) 事故防止への取組について 

①デイサービスなど介護サービス提供中に、ヒヤリハットしたことを、朝のミーティ 

ングで報告し、職場内で注意喚起しながら事故の防止に努めました。また所内での 

会議においても、他事業所の事故事例の共有や、事業所内の事故防止マニュアルを 

活用するなど、事故防止に関する研修を組み入れ、職場における危機管理の意識を 

高めました。月に一度の安全衛生委員会では、産業医に事故報告等を行い、事故防 

止への取組についても話し合いました。 

 

 

(7) 情報公開への取組について 

①情報公開の請求があった場合には、法人で定めた情報公開規程に則り、積極的に情

報を公開することに努めました。 

②ホームページを活用して、各種事業に関する情報などを幅広く市民の方に提供しま

した。 

 

 

 

(8) 人権啓発への取組について 

法人が開催する人権研修等に参加し、各職員には会議等の中で伝達研修を行い、一人

一人が人権に関して考える機会を設け、人権啓発に努めました。 
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(9) 環境等への配慮及び取組について 

①節電・節水、コピー用紙の裏面活用・ごみの減量化を励行し、経費削減に取り組み

ました。「横浜市ごみゼロルート回収」のルールに従い、資源ごみの分別収集を行

いました。ご利用者の方々には、ごみの持ち帰りや館内での禁煙について、ご理解・

ご協力いただいております。職員・パート職員も自らのプラスチックごみの持ち帰

りを継続して行ってきました。また、使用していない部屋の照明をこまめに消し、

暖房・冷房の季節には適切な室温を維持するなど、節電への取り組みを行いました。 

②2 ヶ月に 1 回、空気環境測定を行い、室内環境の適正な維持に努めました。外構の 

環境整備については、地域作業所の活動の場として清掃作業を委託しました。 
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定介護予防支援事業・第１号介護予防支援事業 

  

≪職員体制≫ 

①地域包括支援センター（看護師・主任ケアマネジャー・社会福祉士）３名 

②プランナー１名（非常勤） 

 

≪目標に対する成果等≫ 

①相談者に対しては、内容を聞いた上で、介護保険の申請を行うか否かだけではなく、

事業対象者として一般介護予防事業なのか、横浜市訪問型短期指導なのかをアセス

メントして提案しました。 

介護予防計画書については、全計画書に介護予防管理者が目を通し、介護予防の視

点で書かれているか確認しました。目標が『○○サービスを導入する』などの書き

方の場合には具体的な目標を入れてもらえるように個別に説明しました。事業所に

理解をしてもらえる様に、複数で担当者会議に参加するなど、工夫しながら説明し

ました。 

②目的志向型プラン作成が困難な状態であるため、一つの手段として、委託ケアマネ

ジャーに対し、横浜市訪問型短期指導を取り入れた方の委託を依頼し、インフォー

マルサービスに目を向けてもらえるよう説明しました。 

生活援助サービスについても意識的に利用を検討し、事業所に受け入れの打診をし

ました。 

③ケアプラザで主催している事業一覧を高齢者に配 

布し参加を促しました。残存機能が高い方には、さらに生きがいづくりのボランテ

ィア活動につなげました。 

例えば、身体症状があり、医療機関・近隣住民への訴えが頻回なため、地域住民か

ら相談があがったケースも、専門医による診断で問題がないと確認した上でボラン

ティアに繋げたところ、症状も落ち着き、ボランティア活動も継続となりました。

他に、周囲から高齢者と見られたことにより、気持ちが滅入った方に、栄養相談や

体操教室を勧めるなど状況に応じた提案をし、ご本人が前向きに参加することがで

きるようになりました。 

ボランティアグループの活動場所の確保のために、シニアクラブ、区役所などに声

かけをし、活動につなげました。 

④介護予防・日常生活支援総合事業となり、1 次予防・2 次予防に関わらず、講座の 

参加有無、各地域活動の参加状況などから一般介護予防事業に参加できるか声掛け

をして目を向けてもらえるようにしました。 

 

 

≪実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）≫ 

 原則、お客様の負担金はありません。 

 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫ 

①お客様の心身能力、生活能力、意欲などを総合的にアセスメントし、意欲を引き

出せるよう工夫しました。その際、人から必要とされ生きがいの持てる生活が送

れることを目的として、お客様と一緒にケアプランを作成しました。 

②居宅介護支援事業所に委託する場合も、自立支援につながるようケアマネジャー

への支援を行いました。 

 

 

≪利用者実績≫ 
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※ 単位は省略してください。               【単位：人】 

 

≪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 

１２２ １２１ １２２ １２５ １２６ １２６ 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

１３１ １２５ １３１ １３１ １２６ １２２ 
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●居宅介護支援事業 

≪職員体制≫ 

 介護支援専門員 常勤専任  ２名  

         常勤兼務  １名 

非常勤兼務 １名 

 

≪目標≫ 

①適正な保健・医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から、総合的か

つ効率的に提供されるように、公正・中立な立場に立ち、居宅サービス計画を作

成するとともに、サービス事業所等の連絡調整を行いました。 

 

 ②事業の実施にあたっては、行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス事業者、

ボランティア団体等との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努め

ました。 

 

③居宅サービス計画の作成にあたっては、お客様の心身の状況、その置かれている

環境等に応じて、お客様が自立した日常生活を営むことができることを目標とし

ました。 

 

≪実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）≫  

 ①お客様からいただく負担金は、償還払いの場合を除き無料です。 

 

 ②通常のサービス提供地域を超える地域に、訪問・出張する必要がある場合には、

公共交通機関を用いて要した額を明細書等に基づいて徴収します。費用について

は、お客様とそのご家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する

旨文書に署名（記名押印）を受けます。 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫ 

地域ケアプラザは福祉・保健の活動拠点として、自治会・町内会、地区社会福祉協

議会、民生委員児童委員協議会、ボランティア団体など、地域の様々な団体が日頃

から利用していただけるように努めました。また、地域の身近な相談窓口として、

誰もが気軽に立ち寄れて相談できるよう努めました。平成 29 年度より特定事業所

として「介護支援専門員実務研修における実習の受入れ」を行い、今年度は実習生 

 １名を受入れました。 

 

≪利用者目標≫ 

※ 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 

１２０ １２２ １１７ １１６ １２０ １１３ 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

１１３ １１３ １０９ １１３ １１３ １１１ 
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● 通所介護 

≪提供するサービス内容≫ 

 ●お客様が自立した日常生活を営むことおよび、お客様のご家族の負担を軽減させ

ていただくことを目標に、お客様の心身の特性を踏まえ、お体の状況に応じて、

入浴・排泄・食事等の介護等を行うとともに、体操、レクリエーションを実施し、

希望者には個別機能訓練、口腔機能訓練等を行いました。 

 ●事業の実施にあたり、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス、ボラン

ティア団体等と連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努めました。 

  

≪実費負担（徴収する項目ごとに記載）≫ 

● １割負担分 

（要介護１）     ７０４ 円 

（要介護２）     ８３１ 円 

（要介護３）     ９６３ 円 

  （要介護４）    １０９５ 円 

  （要介護５）    １２２７ 円 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ７ 円  

・個別機能訓練         ６０ 円 

・口腔機能訓練向上加算    １６１ 円 

・入浴介助           ５４ 円  

 ・同一建物減算       －１０１ 円 

・送迎減算（片道）      －５１ 円 

● ２割負担分 

（要介護１）        １４０７ 円 

（要介護２）        １６６２ 円 

（要介護３）        １９２６ 円 

  （要介護４）        ２１８９ 円 

  （要介護５）        ２４５３ 円 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ）１３ 円  

・個別機能訓練        １２０ 円 

・口腔機能訓練向上加算    ３２２ 円 

・入浴介助          １０８ 円   

・同一建物減算       －２０２ 円 

・送迎減算（片道）     －１０１ 円 

 

●介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  

・１ヶ月のご利用単位合計数の 1000 分の 40 相当の単位数の料金を加算。 

 

● 食費負担               ６５０ 円   

 

 ・通常のサービス提供の範囲を超える費用・選択サービスメニューは全額負担。 

 ・前日の営業時間終了までにご連絡がない場合、キャンセル料(食材料費４５０円)

をいただきました。 

  

≪事業実施日数≫ 週 ７ 日 

 

≪提供時間≫  8:45 ～ 17:00 (うち７時間)  

 

≪職員体制≫ 

管理者    ・・・常勤兼務      １名 

        生活相談員  ・・・常勤兼務      ４名 
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     看護職員   ・・・非常勤兼務     ７名 

        介護職員   ・・・常勤専任      ３名 

常勤兼務     ４名 

非常勤専任   １３名          

        機能訓練指導員・・・非常勤兼務     ７名 

調理員    ・・・非常勤専任     ７名 

        運転手    ・・・非常勤専任     ６名 

        事務員    ・・・常勤兼務     １名 

                                   非常勤専従     １名 

 

≪実施内容≫ 

①お客様が自立した日常生活を営むことを目標に、お客様の心身の特性を踏まえ、

その有する能力に応じて通所介護サービスを提供しました。 

②通所介護計画書の作成にあたっては、個別ニーズを把握し、お客様の意思を尊重

し、心身状況、環境等に応じて、お客様が自立した日常生活を営むことができる

ことを目標としました。 

③お客様に心地よく過ごしていただくため、職員の資質向上を図る研修を定期的に

実施しました。 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫ 

①ご本人やご家族が見学を希望される場合には随時対応し、実際に見ていただいて

不安を解消した上でご利用につながるようにお声掛けをしました。 

②厨房で調理した温かくおいしい家庭料理を毎回提供し、季節感のある行事食メニ

ューを楽しんでいただきました。 

③おやつは季節感のある嗜好品を凝らして楽しんでいただくことを目標とし、お客

様と一緒に作ることもしました。 

④８：４５～１７：００のうち７時間のご利用をしていただきました。到着した方

から順次サービスを開始させていただき、充実したサービス提供を行いました。 

 

≪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 

761 788 758 739 716 701 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

745 713 669 613 584 685 
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● 介護予防通所介護 

≪提供するサービス内容≫ 

 ●「介護予防通所介護（第一号通所サービス（横浜市通所介護相当サービス））計画」

等に沿って、送迎・入浴および食事の提供、生活等に関する相談・助言、健康状

態の確認やその他お客様に必要な日常生活上の支援並びに機能訓練（日常動作訓

練）を行いました。 

 ●サービス提供にあたっては、「介護予防通所介護（第一号通所サービス（横浜市通

所介護相当サービス））計画」等に沿って、お客様ができることはご自身で行いな

がら、社会的交流を持つことで、潤いを持った生活を楽しんでいただけるよう努

めました。 

 ●事業の実施にあたり、行政機関・地域の保健・医療・福祉サービス事業者、ボラ

ンティア団体等との連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努めました。 

 

 

≪実費負担（徴収する項目ごとに記載）≫ 

● １割負担分 

（事業対象者 要支援１、要支援２ 週１回程度）     １７６６  円 

サービス提供体制強化加算                  ２６ 円 

（事業対象者 要支援２ 週２回程度）          ３６２１  円 

 サービス提供体制強化加算                          ５２ 円 

 

・運動器機能向上加算                          ２４２  円 

 ・口腔機能向上加算                              １６１  円 

・同一建物減算 

（事業対象者 要支援１、要支援２ 週１回程度）     －４０３ 円 

・同一建物減算 

（事業対象者 要支援２ 週２回程度）          －８０７ 円 

● 2 割負担分 

（事業対象者 要支援１、要支援２ 週１回程度）     ３５３１  円 

サービス提供体制強化加算                 ５２ 円 

（事業対象者 要支援２ 週２回程度）          ７２４１  円 

 サービス提供体制強化加算                        １０３ 円 

 

・運動器機能向上加算                          ４８３  円 

 ・口腔機能向上加算                            ３２２  円 

 ・同一建物減算 

（事業対象者 要支援１、要支援２ 週１回程度）     －８０６ 円 

・同一建物減算 

（事業対象者 要支援２ 週２回程度）        －１６１３  円 

 

 ●介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  

・１ヶ月のご利用単位合計数の 1000 分の 40 相当の単位数の料金を加算。 

 

●食費負担      ６５０円 

 

・通常のサービス提供の範囲を超える費用・選択サービスメニューは全額負担。 

・前日の営業時間終了までにご連絡がない場合、キャンセル料(食材料費４５０円)

をいただきました。 

 ・月の途中からご利用の場合は、サービス契約日からの日割り計算としました。 

   

≪事業実施日数≫ 週 ７ 日 
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≪提供時間≫ 8:45  ～ 17:00 （うち７時間） 

 

≪職員体制≫ 

管理者    ・・・常勤兼務     １名 

        生活相談員  ・・・常勤兼務     ４名 

     看護職員   ・・・非常勤兼務    ７名 

        介護職員   ・・・常勤専任     ３名 

常勤兼務    ４名 

非常勤専任  １３名           

        機能訓練指導員・・・非常勤兼務    ７名 

調理員    ・・・非常勤専任    ７名 

        運転手    ・・・非常勤専任    ６名 

        事務員    ・・・常勤兼務     １名 

                                   非常勤専従     １名 

≪実施内容≫ 

可能な限り居宅において、要支援状態の維持、もしくは改善を図り、自立した日常

生活を営むことができるよう、お客様の意欲を喚起しながら支援しました。そのた

めに、居宅サービス計画に基づいて「介護予防通所介護（第一号通所サービス（横

浜市通所介護相当サービス））計画」等を作成し、サービスの提供を計画的に行いま

した。 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫ 

①運動機能向上訓練をお客様個々のレベルに合わせて目標設定し、筋力の維持向上

に努めました。 

②通所介護事業と一体的に実施する中で、お客様相互の助け合いや学び合い、役割

を持つ活動の中から意欲や楽しみを見つけていただけるように、お客様同士の交

流に力を入れて事業を実施しました。 

 

≪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 

16 17 19 19 19 20 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

20 18 18 18 18 19 

 



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

17,205,000  181,894 17,023,106 17,023,106 0 横浜市より

0 0

0 0 246,800  246,800

0 0 この列は入力しない

0 0 0 75,431  75,431

印刷代 0 0 53,580  53,580

⾃動販売機⼿数料 0 0 13,110  13,110

駐⾞場利⽤料収⼊ 0 0 0 0

その他（指定管理充当分） 0 0 8,741  8,741

0 0 0 0

4,051,262 4,051,262 4,051,262 0

21,256,262  181,894 21,074,368 21,396,599  322,231

⽀出の部
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

11,985,428 0 11,985,428 13,087,176  1,101,748

8,703,462 8,703,462 8,703,462 0

1,179,457 1,179,457 1,179,457 0

1,868,154 1,868,154 2,969,902  1,101,748

37,474 37,474 37,474 0

0 0 0 0 ハマふれんど

183,563 183,563 183,563 0

13,318 13,318 13,318 0

1,213,200 0 1,213,200 1,910,795  697,595

13,000 13,000 12,260 740

230,000 230,000 214,093 15,907

0 0 0 0

150,000 150,000 143,082 6,918

230,000 230,000 230,087  87

0 0 0 0 0

横浜市への⽀払分 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

0 0 661,294  661,294

0 0 0 0

17,298 17,298 17,298 0

0 0 0 0

50,000 50,000 49,507 493

150,904 150,904 150,904 0

1,000 1,000 250 750

14,500 14,500 14,500 0

356,498 356,498 417,520  61,022

2,198,800 0 2,198,800 690,820 1,507,980

42,000 42,000 16,874 25,126 予算：指定額

2,156,800 2,156,800 673,946 1,482,854

4,900,000 65,360 4,965,360 4,603,667 361,693

0 0 0 0 予算：指定額

2,818,357 0 2,818,357 2,818,357 0 内訳２管理費から　電気料金ガス料金水道料金　合算

電気料⾦ 2,818,357 2,818,357 2,818,357 0

ガス料⾦ 0 0

⽔道料⾦ 0 0

742,951 742,951 742,951 0

474,000 65,360 539,360 292,106 247,254 予算：指定額

166,273 166,273 166,273 0

459,267 0 459,267 459,267 0

空調衛⽣設備保守 208,455 208,455 208,455 0

消防設備保守 48,664 48,664 48,664 0

電気設備保守 20,815 20,815 20,815 0

害⾍駆除清掃保守 19,599 19,599 19,599 0

駐⾞場設備保全費 0 0 0 0

その他保全費 161,734 161,734 161,734 0

0 0 0 0

239,152 239,152 124,713 114,439

958,834 0 958,834 1,046,974  88,140

0 0 この列は入力しない

958,834 958,834 1,046,974  88,140

0 0 この列は入力しない

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 この列は入力しない

0 0 この列は入力しない

0 0 この列は入力しない

21,256,262 65,360 21,321,622 21,339,432  17,810

0  247,254  247,254 57,167  304,421

2,156,800 2,156,800 0 2,156,800 予算：指定管理料に含む

2,156,800 2,156,800 673,946 1,482,854

0 0 0  673,946 673,946 ⇒自主事業（指定管理料充当の自主事業）費

0 0 13,110  13,110 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）・駐車場設備保全費

0 0 13,110  13,110

平成29年度　「横浜市藤棚地域ケアプラザ」

収支予算書及び報告書（一般会計）<地域活動>

科⽬
指定管理料
利⽤料⾦収⼊
指定管理料充当 事業
⾃主事業収⼊
雑⼊

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）

科⽬

⼈件費
本俸
社会保険料

勤労者福祉共済掛⾦
退職給付引当⾦繰⼊額

⼿当計
健康診断費

旅費
消耗品費

その他
事務費

会議賄い費
印刷製本費
通信費
使⽤料及び賃借料

備品購⼊費
図書購⼊費

振込⼿数料
リース料
⼿数料

施設賠償責任保険
職員等研修費

地域協⼒費
その他

建築物・建築設備点検

事業費
運営協議会経費
指定管理料充当 事業

光熱⽔費

管理費

機械警備費
設備保全費

清掃費
修繕費

公租公課

共益費

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）
本部分

その他

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



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

23,646,000  233,732 23,412,268 23,412,268 0 横浜市より
151,000 151,000 151,000 0 横浜市より

5,789,000 1,759,108 7,548,108 7,548,108 0 横浜市より
0 0 この列は入力しない

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 4,000  4,000

0 0 この列は入力しない

0 0 0 70,000  70,000

印刷代 0 0 0 0

⾃動販売機⼿数料 0 0 0 0

駐⾞場利⽤料収⼊ 0 0 0 0

その他（指定管理充当分） 0 0 70,000  70,000

2,288,293 2,288,293 2,288,293 0

31,874,293 1,525,376 33,399,669 33,473,669  74,000

⽀出の部
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

27,476,293 0 27,476,293 29,262,523  1,786,230

16,448,735 16,448,735 16,448,735 0

3,746,587 3,746,587 3,746,587 0

6,541,573 6,541,573 8,367,803  1,826,230

48,766 48,766 48,766 0

0 0 0 0 ハマふれんど

617,438 617,438 617,438 0

73,194 73,194 33,194 40,000

562,240 0 562,240 976,470  414,230

30,000 30,000 32,011  2,011

50,000 50,000 76,984  26,984

0 0 0 0

70,000 70,000 71,029  1,029

150,000 150,000 187,678  37,678

0 0 0 0 0

横浜市への⽀払分 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

17,298 17,298 17,298 0

0 0 0 0

0 0 0 0

105,268 105,268 105,268 0

20,000 20,000 29,131  9,131

20,000 20,000 22,300  2,300

99,674 99,674 434,771  335,097

2,535,760 0 2,535,760 795,494 1,740,266

630,000 630,000 462,000 168,000 予算：指定額

1,445,760 1,445,760 17,108 1,428,652

151,000 151,000 151,707  707 予算：指定額

309,000 309,000 164,679 144,321 予算：指定額

1,300,000 0 1,300,000 1,206,368 93,632

0 0 0 0 予算：指定額

749,183 0 749,183 749,183 0 内訳２管理費から　電気料金ガス料金水道料金
合算電気料⾦ 749,183 749,183 749,183 0

ガス料⾦ 0 0

⽔道料⾦ 0 0

197,491 197,491 197,491 0

126,000 126,000 60,268 65,732 予算：指定額

44,198 44,198 44,198 0

122,078 0 122,078 122,078 0

空調衛⽣設備保守 55,410 55,410 55,410 0

消防設備保守 12,936 12,936 12,936 0

電気設備保守 5,533 5,533 5,533 0

害⾍駆除清掃保守 5,209 5,209 5,209 0

駐⾞場設備保全費 0 0 0 0

その他保全費 42,990 42,990 42,990 0

0 0 0 0

61,050 61,050 33,150 27,900

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

31,874,293 0 31,874,293 32,240,855  366,562

0 1,525,376 1,525,376 1,232,814 292,562

1,905,760 4,000 予算：指定管理料に含む

1,905,760 333,494

0  329,494 ⇒自主事業（指定管理料充当の自主事業）費

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 使用料（横浜市への支払等）・駐車場設備保全費

0 0

指定管理料（包括）

平成29年度　「横浜市藤棚地域ケアプラザ」

　収支予算書及び報告書（特別会計）<包括・介護予防・生活支援体制整備>

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（介護予防）
指定管理料（⽣活⽀援）
利⽤料⾦収⼊

科⽬

収⼊合計

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）

本俸
社会保険料

科⽬

⼈件費

健康診断費
勤労者福祉共済掛⾦

⼿当計

退職給付引当⾦繰⼊額

旅費
消耗品費

その他
事務費

会議賄い費
印刷製本費
通信費
使⽤料及び賃借料

備品購⼊費
図書購⼊費
施設賠償責任保険
職員等研修費
振込⼿数料

その他
事業費

協⼒医

リース料
⼿数料
地域協⼒費

建築物・建築設備点検

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）

光熱⽔費

管理費

機械警備費
設備保全費

清掃費
修繕費

その他

この列は入力しない

消費税
印紙税
その他（     ）

事務経費 （計算根拠を説明欄に記載）
本部分
当該施設分

ニーズ対応費

共益費

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

公租公課
事業所税



平成29年４月１日～平成30年３月31日

（単位：千円）

介護予防支援 居宅介護支援 通所介護
予防通所介護・
第１号通所介護

0 0 0 0

介護予防ケアマネジメント
費

事業・負担金収入

その他

0 0 0 0

0 0 0 0

利用者負担軽減額

消費税

介護予防プラン委託料

その他

0 0 0 0

0 0 0 0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

 人件費

 事務費

 事業費

 管理費

 その他

支出合計（Ｂ）

平成　29年度　地域ケアプラザ収支報告書<介護保険事業分>

施設名：横浜市藤棚地域ケアプラザ

収
入

科目

 介護保険収入

 その他

収入合計（Ａ）



平成29年度　自主事業収支報告書

施設名

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

在宅で介護をされている方 4997 地活 4997 0 0 4997

延べ４０人 包括

０円 生活

地域の方どなたでも 0 地活 0

１２人 包括

０円 生活

地域の方どなたでも 2658 地活 2658 0 0 2658

延べ６２人 包括

０円 生活

障がい児・者 38,712 地活 21,612 17,100 25,832 12,880

171人 包括

１００円 生活

地域住民 0 地活 0

４人 包括

無料 生活

地域住民 30,856 地活 22,456 8,400 756 30,100

84名 包括

１００円 生活

地域住民 63,564 地活 18,064 45,500 46,764 16,800

455人 包括

１００円 生活

地域住民 101,100 地活 67,500 33,600 88,220 12,880

336名 包括

１００円 生活

未就園児の親子 19,776 地活 8,976 10,800 5,568 1,928 12,280

108組 包括

１００円 生活

地域の男性 6,720 地活 6,720 6,720

81名 包括

１，０００円 生活

地域住民 48,816 地活 26,016 22,800 42,096 6,720

114名 包括

２００円 生活

地域住民 0 地活 0

１，０００人 包括

実費 生活

地域住民 1,000 地活 1,000 1,000

１，０００人 包括

実費 生活

地域住民 5,840 地活 5,840 5,840

23人 包括

無料 生活

地域住民 10,292 地活 92 10,200 9,732 560

102人 包括

１００円 生活

地域住民 5,040 地活 5,040 0 5,040

４００人 包括

実費 生活

貸室登録団体 8,009 地活 8,009 0 2,883 5,126

29人 包括

無料 生活

第３地区ふれあい春まつり

藤棚コンサート

焼きいも大会

第３地区福祉フェスタ

貸室懇談会

シニア世代のマネー講座

人生これから講座

障がい児・者余暇支援
「オープンカフェとんぼ」

情報アドバイザー
「ｅネットにし探検隊」

山のうえサロン

みんなで唄おう

さわやか体操クラブ

ピーナッツクラブ

作味会

一の会

藤棚まつり

介護者支援

指定管理料

収入

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

支出
総経費

横浜市藤棚地域ケアプラザ
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ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 13,793 地活 13,793 0 11,755 2,038

28人 包括

無料 生活

地域住民 0 地活 0

包括

無料 生活

高齢者 0 地活 0

411人 包括

４００円 生活

高齢者 6,720 地活 6,720 0 6,720

218人 包括

２００円 生活

地域住民 0 地活 0

包括

無料 生活

地域住民 0 地活 0

包括

無料 生活

地域住民 0 地活 0

1人 包括

無料 生活

地域住民 1,680 地活 1,680 1,680

人 包括

無料 生活

地域住民 1,100 地活 400 700 540 560

7人 包括

無料 生活

西区サブコーディネーター 0 地活 0

人 包括

無料 生活

地域住民 0 地活 0

257人 包括

無料 生活

地域住民 0 地活 0

287人 包括

無料 生活

地域住民 0 地活 0

包括

無料 生活

地域住民 0 地活 0

2人 包括

無料 生活

ケアマネジャー 0 地活 0

延べ７８人 包括

無料 生活

事業ごとに別紙に記載してください。

地域版広報「ふじだな夢だより」

ケアぷらっと歩こう　１万歩

ハッピー子育て講座

げんきいっぱい！パパと遊ぼう

西区サブコーディネーター研修会

藤棚ボランティア交流会

チューリップ体操ＩＮ地区センター

赤い靴

藤棚茶房

子育て支援ネットワーク会議

ケアマネぶらっと

藤棚ぷらっとギャラリー

にこにこ会

藤棚ハイツ体操クラブ

キラキラ会
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事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

西区社会福祉士
共催事業

権利擁護・ダブルケア・虐待等について、地域住民を対象
とした研修及び普及啓発を行いました。

３回

目的・内容 実施時期・回数

シニア世代のマ
ネー講座

郵便局へ講師依頼し、地域の方へ向けて詐欺防止について
普及啓発をしました。

１回

キラキラ会

目的・内容

藤棚ハイツ
体操クラブ

実施時期・回数

毎月第1・3火曜日
計23回

ケアプラザで行う事業の運営補助などを通じ、高齢者でも
役割りをもっていただき、いきがいづくりの場になりまし
た。

・地域高齢者の外出場所となります。
・介護予防啓発事業として、体操・うた・朗読・計算ドリ
ルなどおこない、心身共に活性化を図り、高齢による機能
低下を防ぎました。

介護者支援
在宅で介護をする方と交流の機会を設けました。
「あけぼの会との交流会」「在宅男性介護者の集い」

実施時期・回数

横浜市藤棚地域ケアプラザ

・藤棚地域ケアプラザを含む、藤棚二丁目自治会の高齢者
の活性化を図りました。
・体操教室で健康増進を図るとともに、世話係やチーム
リーダーを任せることにより、個人の役割をもてることが
でき、生きがいのある生活を送るできました。

目的・内容等

実施時期・回数

実施時期・回数

年６回

目的・内容

目的・内容

にこにこ会

毎週金曜日
計36回

・月１回定例会
・他随時
計46回
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事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

人生これから講
座

成年後見制度の普及啓発のため、藤棚ケアプラザ独自で講
座を開催しました。

４回

目的・内容 実施時期・回数

情報アドバイ
ザー
「ｅネットにし
探検隊」

誰でも必要な情報を入手・発信できるようになることを目
的に、ボランティアの方がパソコン操作を解りやすく丁寧
に教えて下さいます。

毎週水曜日
計48回

目的・内容等 実施時期・回数

障がい児・者余
暇支援
オープンカフェ
「とんぼ」

障がい児（中学生以上）・者余暇支援事業
学校帰りや作業所の帰りにほっと一息できる場所として、
おやつづくりやティータイムを楽しみます。

毎月第２・４
火曜日
計23回

目的・内容 実施時期・回数

みんなで唄おう 高齢者の外出支援。大きな声で唄って健康づくり。
毎月第２土曜日
計12回

目的・内容 実施時期・回数

山のうえサロン

介護予防、外出支援が目的。山のうえの町内会館に出向
き、ケアプラザに来られない高齢者に情報提供・情報交換
を行います。体操と、脳トレを中心にして、お茶とおしゃ
べりを楽しんでます。

毎月第２木曜日
計12回

目的・内容 実施時期・回数

さわやか体操
クラブ

転倒骨折・閉じこもり予防のお手伝いをします。仲間づく
りができる体操教室です。

毎月第２・４
日曜日
計23回
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事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

ピーナッツ
クラブ

親子支援。毎月違う内容の行事を行い、家族同士の関係づ
くりをお手伝いします。

毎月第３木曜日
（８月は、変動あ
り）
計13回

目的・内容 実施時期・回数

一の会
心を静め書に向かう書道教室です。仲間づくりのお手伝い
を行います。

毎月第４月曜日
計12回

目的・内容等 実施時期・回数

作味会 男性料理教室です。居場所づくりと仲間づくりの場です。
毎月第２木曜日
計12回

目的・内容等 実施時期・回数

第３地区ふれあ
い春まつり

地域支援。事務局として運営全般に参加します。また、健
康チェックコーナーを受け持ちます。

年１回

目的・内容等 実施時期・回数

開館２０周年
藤棚まつり

地域の方に地区センターとケアプラザを知ってもらえる様
に、藤棚地区センターと合同で毎年お祭りを行います。
今年度は開館２０周年として、まつりと合わせて記念式典
も開催します。

年１回

目的・内容 実施時期・回数

藤棚コンサート
高齢者の外出支援。ボランティアのコーラスグループと一
緒に音楽を楽しみます。

年1回
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事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

焼いも大会
障がい児者・地域支援。とんぼの利用者とボランティアを
中心に町内会と一緒に焼き芋大会を行います。

年１回

目的・内容 実施時期・回数

貸室懇談会
貸室登録団体の方に貸室の使い方の説明を行います。ま
た、団体同士の関係づくりに努めます。

年１回

目的・内容 実施時期・回数

第３地区
福祉フェスタ

地域の方に福祉施設の理解をしてもらうと共に、施設間の
連携を図ります。

年１回

目的・内容 実施時期・回数

チューリップ体
操ＩＮ地区セン
ター

健康づくりを目的に、地区センターのラジオ体操時に出向
き、チューリップ体操を行います。

毎週月・金曜日
計104回

目的・内容 実施時期・回数

藤棚ボランティ
ア交流会

ボランティア・講師に日頃の活動に感謝し労います。ま
た、交流を行い活動の場に活かせていただきます。

年１回

目的・内容 実施時期・回数

赤い靴
高齢者支援。ボランティアグループ支援。月１回高齢者向
けのミニデイサービスと夕食の配食を行います。

毎月第４土曜日
計12回
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事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

藤棚茶房
高齢者支援。ボランティアグループ支援。月１回高齢者を
対象としたサロンを開催します。

毎月第１金曜日
計12回

目的・内容 実施時期・回数

地域版広報
「ふじだな夢だ
より」

情報発信を行います。 年６回

目的・内容 実施時期・回数

子育て支援
ネットワーク会
議

ケアプラザで登録している子育てグループや地域で開催さ
れているサロン・支援者のネットワーク会議です。

年１回

目的・内容 実施時期・回数

ハッピー子育て
講座

子育て家庭を支援し、男性を巻き込んだ地域の繋がりの場
をつくるキッカケ作り

年３回

目的・内容 実施時期・回数

ケアぷらっと
歩こう１万歩

西区のケアプラザ４館と主要な施設を巡るウォークラリー
を行います。

随時

目的・内容 実施時期・回数

西区サブコー
ディネーター研
修会

サブコーディネーターのスキルアップと西区のケアプラザ
４館合同開催によるケアプラザ間の連携と交流

年１回

目的・内容等 実施時期・回数

げんきいっぱ
い！
パパと遊ぼう

小さい子どもを持つ子育て中の父親を対象に、育児参加の
楽しさを知っていただくことや父親同士の交流・仲間作り
を図ることを目的とする。

年１回
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