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平成 29 年度 地域ケアプラザ事業報告書 

■ 施設名  

  横浜市宮崎地域ケアプラザ 

■ 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  

・担当地区の高齢者の割合は区平均より高めです。第一地区は新しいマンションの住  
 民把握、関係性が脆弱です。   
・第４地区は一人暮らし高齢者が多い地区です。山坂が多く、唯一の交通手段であっ

たバスがプラザの最寄停留所で停まらなくなり、ますますケアプラザに来館できな

い高齢者や支援を求める声が出せない住民がいます。  
・第４地区は、みんなの食堂など住民活動が盛んですが、地域によって差異がありま

す。活動が少ない地域に、ケアプラザからアプローチし介護予防教室等を開催しま

す。  
・担当地区に障がい者施設が無いため地域の周知の場が少ないです。        
・ボランティア等地域の担い手の高齢化、不足は毎年の課題です。まもり隊の担い手  
 も高齢化し、不足している現状を、PTA 関係者と共有します。  
・第一地区、第４地区ともに自治会館、空き家などで新しくサロンなどが立ち上がり  
 ました。課題は、継続できるように支援をすることです。 

 

 
 
 
 
 
  

(2) 相談（高齢者・こども・障害者分野等の情報提供）  

（ア） 総合相談窓口として、各福祉分野のパンフレットを常置しました。また、家族支

援のための関係機関との連携では、各福祉分野が共通課題を見出し、取り組もう

とするセンター会議に出席しました。「高齢障害の相互理解」研修では事務局とし

て活動し、顔の見える関係づくりをすすめたほか、子育て世代との連携の為にも、

ダブルケア講座（4 ケアプラザ共催）を開催し 6 名の参加がありました。 

（イ） 見守り組織を書き込んだエリアマップ上に、重篤後に相談があったケースと民生

委員から相談があったケース、民生委員以外の地域住民から相談があったケース

を色分けし表すことにより、地域課題を抽出しました。 

（ウ） みやざき広報紙には、毎号、地域包括支援センターについて掲載したほか、地域

活動の自主事業（特に高齢者関係の事業）に参加しました。また、第一地区・第 4

地区の特性に応じて、前者はやふれあい会定例会に、後者は民児協定例会に参加

することで、顔の見える関係作りの強化に努めました。 
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(3) 各事業の連携  

（ア） 5 職種・4 職種で検討すべき事業について検討するため、5・4・3 会議（5 職種・4

職種・3 職種の順番で議題を進めていく会議）を月 1 回実施しました。ケアプラザ

としての意見をまとめる場として活用出来たほか、地域行事への有効的参加のため

の調整もスムーズに行うことが出来ました。 

（イ） 会議を効率的に運ぶため、また、情報漏れがないようにするため、サーバー上に連

絡ノートを作成し活用しました。 

（ウ） 事業の連携により、地域活動交流事業の自主事業参加者から個別支援に結びつき、

地域ケア会議を開催することで、地域との結びつきも新たにうまれるなど、成果を

あげました。また、個別相談から自主事業への参加（軽度認知症で経過観察が必要）

がスムーズにはこぶよう、4 職種での連携を強化しました。 

 

(4) 職員体制・育成、公正・中立性の確保 

（ア）各事業の資格要件及び職員配置基準を満たした配置をしました。  
（イ）サブコーディネーターが事業を担当。参加者や講師の関わりも含めて状況を  
   把握することにより顔の見える関係を構築しました。  
（ウ）各職員の資質向上を目指し、研修に参加する機会を設けました。また研修受講  
   者は振り返りも含めて研修報告を作成し、施設内で伝達研修しました。  
（エ）年に１回各部署でアンケートを実施。公正・中立性の設問を実施しました。  
   校正中立については部署代表会議でも注意喚起しました。  

 

(5) 地域福祉保健のネットワーク構築  

（ア）地域と相互に情報交換し、連携した活動を行うために、民生委員児童委員の定 

   例会、ふれあい会定例会等に参加しました。 

（イ）見守りネットワークを具現化・気づきを促すためと単会の特徴に合わせた地域 

   ケア会議を企画しました。見守りネットワークの重要性に気づくことを目的に 

   地域ケア会議を開催しました。 

（ウ）通学路パトロールにおける担い手育成について、学校コーディネーター、地区 

   委員、地域交流コーディネーター、生活支援コーディネーターが中心となり地 

   域打ち合わせを３回開催。小学校・警察と連携し、担い手の高齢化などの検討 

   課題を協議し、具体策について検討しました。 

   交流会では地区毎のパトロールの担い手と PTA 地区委員と顔合わせ・協議を開 

   催しました。 

 

(6) 区行政との協働  

（ア） 地区支援チームに毎回参加しました。その中で、介護予防講座や地域ケア会議など、

職種特性を活かしながら地域に働きかけました。 

（イ） ケアプラザとして活動する中で得られた情報をメールや支援チームの会議の場で

共有しました。 

（ウ） まもり隊の事務局として活動、ケアプラザやケアプラザから遠い地域の自治会館や

銭湯の場で介護予防講座を実施、障がい児と地域のボランティアが交流することを

目的とした余暇活動の実施、見守りネットワーク構築を目的とした地域ケア会議の

実施、みやざき広報紙や法人ホームページを活かした情報発信など、にこまちプラ

ンの目標に沿って事業を実施しました。 
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２ 地域活動交流事業  

(1) 自主企画事業 

（ア） 自主事業は地域の皆様へ生活の活力を得る場所として取り組みました。 

「ワンコイン音楽サロン」歌を歌う事や発声、ストレッチの大切さを伝えまし

た。また提供するお菓子は季節を楽しめるよう、ボランティアと企画しました。 

「新大人の学校」（月 2 回）脳を活性化させるストループテストやパズルなどを

実施、トレーニングの大切さを話し、認知症、介護予防や改善を目指しました。

参加者増への取り組みとして、毎週開催する大人の学校の体操レクにてストル

ープテストを行い事業の説明をしたほか、地域包括支援センターの事業にてチ

ラシを配布しました。 

「大人の学校」学習会開催内にとどまらず、早く来館した参加者の見守りも強

化しました。また振り返り会で、より深い認知症症状の個人の理解について話

し合いました。レクは脳トレや体力維持の為に福祉保健協力団体と共に歌や体

操を取り入れ、分かり易い説明と共に行いました。 

「しあわせサロン宮崎」サブコーディネーターと随時、高齢者にあった食材を

検討し食事会を開催しています。レクリエーションは福祉保健協力団体の演奏

や合唱、近隣の国際幼稚園と多世代ならではの遊びの伝承を行いました。また、

包括と連携して会全体の交流を見守り個別相談につなげました。 

「天使のほっぺ」は子育て団体などに声掛けし登録者以外の参加者を増やしま

した。1～2 月はスマイルポートのママ育講座と共催を決めました。また「ぽっ

ぽっぽみやざキッズ」を案内し双方の参加を促し両親での参加も増やしました。 

「マージャンクラブ」は月１参加の枠を作り、キャンセル待ちを解消しました。 

「男性の為の料理教室」計量する、混ぜる、焼く等シンプルな料理など家で一

人でも作れるレシピを検討しました。 

「小学生の自由研究」科学実験、工作はご家庭への事前連絡時にプログラムを

説明し、ケアプラザを PR しました。パン作りは参加希望数が定員を大幅に超え

ましたが、保護者の子育ての大変さ等のニーズを聴き取った為、安全を確保し

た上で、希望者すべてを受け入れました。物作りのプロセスグループワークの

大切さを学習に取り入れました。子ども向け企画を充実させることで、子育て

世代にケアプラザの周知をすることが出来ました。 

「障がい児・者の余暇活動支援」マンツーマンにての見守りをし、障がいのあ

る児童、ない児童、地域のボランティア参加者全体で交流をしました。他障が

い施設と夏余暇以外でのプラザ利用について触れ展開を図りました。 

「宮崎アフタヌーンカフェ」認知症・介護予防が出来、音楽を楽しめるプラザ

として参加を呼びかけ続けました。年間 2 回開催で 80 名が参加しました。 

「宮崎まつり」は 400 名の参加者でした。生活支援と連携してプラザの役割な

どを周知し、地域の支援につなげるよう企画をしました。 

「多世代交流会」は近隣の小学校 2 クラスと多世代交流を行いました。共に総

合授業での関わりとして個別級はデイサービスへフラダンス交流、6 学年クラ

スはスポーツ交流で大人の学校に参加しました。今後継続して行います。 

宮崎地域ケアプラザで登録ボランティアの交流会は 27 名が参加。自己紹介と共

に各事業でのボランティア情報を共有しました。 

第 4 地区社協が主催する「みんなのまつり」では開会式で「にこまちこども応

えん団」として小学校の子供たちを集め、にこまちのうたを手話で歌いました。 

他地域ケアプラザ共催の企画として旭区／西区の施設として高齢者を募り「横

浜歴史ウォーキング」を開催し地域を越えた仲間づくりを促進しました。 

また、宮崎包括主催の西区歴史街歩きではサポートをすると共に地域住民と交

流をしました。 

今年は野毛山荘と共催で「シニアボランティアポイント研修を行ない、14 名の

登録を確保しました。 
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(2) 福祉保健活動団体等が活動する場の提供  

（ア）レクリエーション活動の場として学習サロン（月 1～2 回）食事会（月 1 回約半

年間）、カフェサロン（年 2 回開催すべて）、デイサービス（随時）、宮崎まつり

(年 1 回 12 団体)への呼びかけを行いました。 

（イ）夜間貸室の稼働率をあげる為にも、福祉保健協力団体に、レクリエーション活

動をするための練習の場として活用していただきました。 

 

(3) ボランティアの育成及びコーディネート 

（ア）各自主事業へボランティアの育成を行いました。学習ボランティアはサロンで

継続参加が定着しており、顔をよく知る関係で見守りを強化したほか、認知症

サポーター養成講座へもつなげました。マージャンクラブのボランティアは、

キャンセル待ち人員のゲームのサポートと見守りを依頼しました。福祉保健協

力団体や自主化した団体へは、デイサービスレク参加の呼びかけをしたり、歌

詞カード等の材料準備をしたりすることで、活動しやすい環境をつくりました。

また、ボランティア記録書式を作り、部署の職員と振返り情報を共有しました。

その他ケアプラザの草取り水やり、貸室で使用する雑巾作りなどの活動を提案

しました。 

（イ）自主事業である「アフタヌーンカフェ」の出演に、音楽活動に関係した福祉保

健協力団体へ声掛けし参加を促しました。全員が集まる貸室利用時に、活躍で

きそうなボランティア活動を提案、各団体と打合せをして、実際に活動につな

がりました。 

（ウ）にこまちこども応えん団で区社協、区内ケアプラザと連携し合唱練習やバルー

ンアートのボランティアを募集し、育成に努めました。また、ボランティアネ

ットワーク構築の為、3 月にボランティア交流会を予定しています。 

 

(4) 福祉保健活動等に関する情報収集及び情報提供  

（ア）子育て事業でスマイルポート、ろぜっと保育園の講師から子育てに関する情報

を提供しました。またボランティアのお話会やリトミックの講師から地域の活

動の場を教えていただき、ファミリー層に情報を提供しました。 

（イ）広報紙『みやざき』へ事業の案内を載せて全戸回覧したほか、広報紙を法人の

ホームページにも掲載、更新していきました。また、地域活動交流が窓口とな

って、地域交流の自主事業だけでなく、他部署事業のチラシを集約し、法人ホ

ームページに月ごとに掲載しました。 

（ウ）参加者増を目的に、福祉保健団体の活動紹介やメンバー募集の掲示を館内に掲

示しました。また、福祉保健活動をスムーズに実施できるよう、団体の発表の

場となるレクリエーションボランティアの予約状況表を月次単位で館内に掲示

しました。 
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３ 生活支援体制整備事業 

(1) 事業実施体制 

（ア）第一地区では居場所づくりに向けた協議体の開催を隔月で計 3 回開催しました。

会議の中では、エリアマップを提示し、具体的な居場所の候補地についてメン

バー間で情報を共有しました。また、住民自らが自分の事として考えられるよ

う、サポートしました。 

第４地区では町内会単位でのサロン、「羽沢東部ワイワイサロン」と「みんなの

サロン」の２カ所が立ち上がりました。生活支援コーディネーターとして、社

会参加・生活支援・介護予防や多世代交流を目的としたそれぞれのサロン運営

を支援しました。サロン参加者を地域包括支援センターの個別相談に繋げるな

ど、他職種とも連携することで、サロン運営を充実させました。 

また、両地区での事業を推進するために、隔月でケアプラザ版推進会議（区役

所・区社協が参加）を開催するとともに、５職種会議を毎月開催し、関係機関

と５職種間の連携・補完を進めてきました。 

（イ）横須賀市や神奈川区の居場所・サロンを見学したり、文献を調べたりして、行

事例の資料をまとめ、第一地区協議体メンバーに提示しました。提示した資料

や、居場所・サロンの有用性や効果について共有することで、地域住民の気付

きを促し、具体的な議論を展開することが出来ました。また、1 月発行の広報

みやざきで、生活支援体制整備事業についてわかりやすく説明し、全戸回覧し

ました。 

 

(2) 地域アセスメント（ニーズ・資源の把握・分析）  

（ア）地域でのふれあい会お食事会、ケアプラザ貸室利用団体、地域交流事業、包括

事業、元気づくりステーション参加者を対象としたインタビュー調査（生活支

援・居場所に対する意識調査）を計８回実施しました。調査結果を活動につな

げていくために、二つの自治会町内会からの 40 人分の回答を基にして、居場

所・サロン開催に向けた地域打合せ（協議体）を開始しました。今後も、各地

域の活動に活かしていきます。計画していた一層コーディネーターとの資料作

成は、区の方針に沿って活動中（ソフト）です。ケアプラザで作成した地域資

源リスト（地域アセスメントシート）は地域包括支援センター職員を通じて、

ケアマネジャーに情報提供しました。 

（イ）担当エリアの地区社協・民児協定例会への出席や、地域行事・イベントへの参

加を通じ、地域情報の収集と把握を行い、把握した地域情報を５職種間で共有

しました。 

 

(3) 連携・協議の場 

（ア） 第一地区高齢支援部会で居場所づくりに向けた協議体を全４回開催しました。

地域住民自らが居場所の実現に向けて協議を継続できるよう、協議内容の検討

や会議の場の設定、資料作成（（1）の（イ）含む）を行いました。協議体を開

催する中で、自治会館を活用した多世代交流サロン「桜木カフェ」（コミュニテ

ィカフェ）がオープンし、地域の居場所としての運営が始まりました。生活支

援コーディネーターとして、運営や担い手発掘などについて他部会との連携に

も携わりながら、支援しました。 

まもり隊ふれあい情報通信を活動者へ毎月発送する他、まもり隊の高齢化に伴

う、活動支援策の具体化に向けて、学校コーディネーター、地区委員、地域交

流コーディネーターと「まもり隊地域打合せ会議」を３回開催しました。１２

月に開催された給食交流会の場を活用して、まもり隊活動者と地区委員、学校

関係者の第１回意見交換会を行いました。まもり隊隊員の普段の活動の中での

気づきを中心に意見交換を行いましたが、今後も支援策の具現化に向けて協議
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を継続していきます。 

 

（イ）協議の場への参加を検討している自治会（ふれあい会）に対して、生活支援体

制整備事業の情報を提供しました。その結果、第４地区において、自治会館を

活用したサロン立上げに向けた伊勢町サロン第１回地域打合せ（協議体）を開

催することが出来ました。今後も、伊勢町町内会館を活用した介護予防体操サ

ロンや、居場所づくりに向けた協議を継続していきます。 

 

(4) より広域の地域課題の解決に向けた取組  

（ア）他の地域ケアプラザと情報を共有し、担当圏域を超えて西区郵便局局長会への

働きかけを行い、生活支援体制整備事業説明会を開催し、11 名の参加がありま

した。説明会では、見守りの必要性について意見交換を行いました。 

（イ）西区の生活支援コーディネーターと協働し、にしっこ会で、高齢者の見守りシ

ステムのニーズについて意見交換会を開催しました。意見交換会の中で、ケア

マネジャーを通じて生活支援サービスの情報を提供してほしいなどの意見が挙

げられました。今後、地域包括支援センターやケアマネジャーへ情報を提供し

連携を強化していきます。 

 

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  

（ア） 地域の社会資源は各職種で把握したことを 5 職種で共有しています。また、情報を

一本化するため、生活支援コーディネーターは 5 職種それぞれが把握しているデー

タを再収集しています。 

（イ） みやざき広報紙での周知をはじめ、毎月一度以上は地域行事に参加し、顔の見える

関係づくりをすすめて相談しやすい環境作りに努めました。今年度は新たに、これ

まで参加したことのない自治会の食事会へも出向き、地域包括支援センターの周知

を行いました。 

（ウ） 第一地区・第 4 地区の地区支援チームに参加し、地区単位での行事にはすべて、地

域ケアプラザから一名以上は参加しました。また、ネットワーク構築のため、第一

地区は地区全体へ、第 4 地区は自治会ごとへなど、地域特性に応じたアプローチ（見

守りセットワーク構築・強化を目的とした地域ケア会議やふれあい会定例会への参

加）をしてきました。 

 

②  実態把握  

（ア） 担当圏域の新規相談件数について、平成 28 年度からの連続した資料としてまとめ

ました。 

（イ） 見守り組織を書き込んだエリアマップ上に、重篤後に相談があったケースと民生委

員から相談があったケース、民生委員以外の地域住民から相談があったケースを色

分けして把握しました。これにより、見守り組織の有無と相談の有無の相関が明ら

かとなりました。 

（ウ） 気軽に相談できる出張相談（アウトリーチ）を目的に、月 1 回以上、地域の食事会

やサロンに参加しました。地域の場で相談を受けることもあったほか、食事会など

での活動内容用の記録用紙を作成し、ミーティングの場などで振り返りを行いまし

た。 
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③   総合相談支援  

（ア） 初回相談での主訴が介護保険に関することであっても、非該当・要支援レベルの方

には、介護予防講座を案内したり、重篤な場合は医療相談室を案内したり出来るよ

う、活用すべき資料は一冊にまとめています。また、新たな資料は、回覧し職種間

で共有しました。 

（イ） 各自受けた相談内容を都度回覧、捺印して情報共有するほかに、週 1 回程度のミー

ティングで、専門職それぞれの観点でさらに検討しました。医療的な見立て、成年

後見人制度必要性の有無など、3 職種の特性を活かして支援しました。 

（ウ） 継続的な支援が必要な対象者のケースファイルを作成し、3 職種が必ず把握するよ

うにしました。また、多問題や他機関との連携が必要なケースは、2 職種以上で訪

問するようにしました。 

（エ） 相談記録から、相談者をエリアマップ上にマーキングし、コーディネーターと共有

しました。地域特性が浮き彫りになり、ケアプラザレベル地域ケア会議に活かしま

した。 

 

（２）権利擁護業務 

①  成年後見制度の活用促進・消費者被害の防止  

（ア） 区長申立ての可能性のあるケースは、支援開始時から区役所へ情報提供し、申立て

のタイミングが支援過程のどの時期になりそうかなど認識を統一するようにしま

した。また、親族申立て支援として 1 件行いました。 

（イ） 相談において、成年後見人制度が必要と認められたケースでは制度の案内をしたほ

か、継続的支援対象者の中で成年後見人制度が必要と考えられるケースでは、その

旨をケアマネジャーに伝え、同行訪問から支援を開始しました。 

（ウ） ケアプラザ発行の広報誌に成年後見人制度について掲載し、全戸回覧しました。ま

た、単発で開催した地域住民向けの講座では 10 名の参加がありました。無料相談

会も同時開催し、相談者のうち 1 名は実際に申立てにつながりました。 

（エ） 消費者被害防止の取り組みとして、地域包括支援センターの案内をエリア内郵便局

に配架依頼しました。また、地域の食事会において、消費者被害防止の普及（戸部

警察からのパンフレット）を行いました。 

 

②  高齢者虐待への対応  

（ア） 虐待防止をひろく周知することを目的に、区役所や区社会福祉協議会にご協力いた

だいて、4 ケアプラザ共催で、ふれあい会向けの虐待防止講座を開催、55 人の参加

がありました。また、虐待防止の講座に申込みがない地域住民（まだ興味関心がな

い）に対しての取り組みとして、4 ケアプラザ共催で、戸別配布用のチラシを作成

し、ポスティングしました。 

（イ） 四半期ごとに、西区内の通所介護事業所宛てに出張講座の案内を FAX しました。申

し込みはありませんでしたが、来年度も継続していきます。 

（ウ） 高齢者虐待の疑いについて、通所介護を通じてケアマネジャーから相談がありまし

た。区役所に報告をしてカンファレンスを開催、支援方針を協議し役割分担をしま

した。 

（エ） 今年度に入ってからの分離はありませんでしたが、以前分離したケースについて

は、残された知的障害と思われる家族の住環境や経済状況について、障害関係事業

所と連携して支援しました。 
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③  認知症  

（ア） エリア内からキャラバンメイトを 1 名推薦し、メイトになっていただきました。 

（イ） 地域の見守りの目を増やしていくという目的で、野毛山荘と共催し、「元気高齢者」

向けの認知症サポーター養成講座を開催、15 名の参加がありました。また、散歩

を日課にしている人向けの講座も開催し 8 名の参加がありました。 

（ウ） 区役所で行われる認知症キャラバンメイト交流会には毎回参加しました。また、小

学校の認知症サポーター養成講座に参加し、エリア内のメイトさんにもご活躍いた

だきました。 

（エ） 地域活動交流の高齢者事業との連携では、4 職種会議にて個別の情報を共有し継続

支援しました。そのうち 1 名について、個別レベル地域ケア会議を開催し、地域活

動交流事業への継続参加と地域住民とのつながりについて協議しました。 

（オ） 医療につながっていないケースや精神症状と認知症状の見立てが必要なケースな

ど、総合相談のなかから 3 件、認知症初期集中支援チームにつなげ、連携支援しま

した。そのうち 1 名は、個別レベル地域ケア会議（多職種ミーティング）も開催し、

地域の見守りのなかサービスも利用していく可能性を見出しました。 

（カ） 認知症カフェに参加したほか、エリア内の認知症家族のサポートとして介護者のつ

どい（あけぼの会との交流会）3 回実施し延べ 31 名の参加がありました。認知症

であることを本人に告知するかどうかの悩みなど、介護者同士でなければ解かり合

えないだろうことが話されました。 

 

（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  

（ア） 西区内居宅介護支援事業所 5 箇所を訪問し、ニーズの聞き取りと、生活支援 Co が

収集したインフォーマル・地域支援情報を提供しました。その後ケアマネジャーか

らは 2 件の問い合わせがありました。周知をすすめるため、担当者会議や契約訪問

時に個別に合わせた情報を提供しました。 

（イ） 生活支援 Co と共に地域の食事会に出席してニーズ調査をしました。また、食事会

や担い手の会議に出席して個別相談を受け、介護保険やケアマネジャーの役割を説

明しました。 

（ウ） ふれあい会とケアマネジャーとの連携構築のため、自治会町内会単位でケアプラザ

レベル地域ケア会議を開催しました。顔の見える関係ができ、地域資源やあんしん

カード活用が共有されました。 

（エ） 民生委員、ふれあい会、ケアマネジャーを対象にした、地域･医療･介護連携が活か

された事例を振り返る勉強会を開催しました。 

 

②   医療・介護の連携推進支援  

（ア） エリア内のすべての医療機関と西区在宅医療相談室を訪問しました。医師に地域ケ

ア会議への参加を要請し出席していただきました。 

（イ） ケアマネサロン（4 包括主マネ共催によるケアマネ勉強会）では、近隣エリアの薬

局を訪問し、ケアマネジャーとの意見交換会への参加を呼びかけ、6 件の薬局が参

加しました。薬局薬剤師とケアマネジャーとの連携構築のための意見交換会を開催

しました。また西区在宅医療相談室看護師による講演会を開催し、ケアマネジャー

との連携を支援しました。 

（ウ） 地域・医療・介護連携が活かされた事例を振り返る勉強会を開催し、医療･介護の

連携を推進しました。 

（エ） 西区在宅医療相談室事務局会議に定期的に出席し、情報共有を行い、連携をはかり

ました。 
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③   ケアマネジャー支援  

（ア） ケアマネジャーから、虐待の疑いや権利擁護が必要なケース、障がい者支援が必要

なケース、サービスにつながらないケースなどの相談を受け、3 職種の特性を活か

して支援しました。その中で、認知症初期集中支援チームにつないだケースが 1

件、成年後見制度につないだケースが 1 件の他、あんしんセンター、みらい工房、

ふれあい会、ケアプラザ事業、介護予防講座につなぎました。サービスにつながら

ないケースは個別レベル地域ケア会議を開き、多職種によるスーパーバイズを受け

て、サービスを利用していく可能性を見出しました。 

（イ） 西区内居宅介護支援事業所 5 箇所を訪問し、二-ズの聞き取りと、インフォーマル・

地域支援情報を提供しました。地域ケア会議の説明を行い、ＣＭの関るケースの中

から地域ケア会議の必要性を促しました。 

（ウ） ケアマネサロンを 9 回開催し（4 包括主マネ、ケアマネ研究会共催）延べ 183 名の

ケアマネジャーが参加しました。 

（エ） 民生委員、ふれあい会、ケアマネジャーを対象とした、地域・医療・介護連携が活

かされた事例を振り返る勉強会を開催しました。 

 

（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  

（ア） 個別レベル地域ケア会議を 2 回開催しました。1 回目は地域交流事業に参加してい

る方について、地域交流から相談を受け、ご家族に出席していただき、地域交流事

業への継続参加と地域住民とのつながりについて協議しました。その後も地域交流

と連携し、地域とのつながりを新たに持ちながら地域交流事業にも参加し、地域の

中でのつながりを深めています。2 回目は、サービスにつながらない認知症のケー

スについて、介護者の方にも参加していただき、家族としての意見をいただきなが

ら多職種で協議しました。地域、医療、介護多職種のスーパーバイズを受け、地域

の見守りの中で、サービスも利用していく可能性を見出しました。この会議により、

認知症の理解周知をさらに進める必要があることが課題として抽出されました。ま

た、まだ地域とのつながりがない方、高齢障がい世帯の方の地域ケア会議も開催し

ました。 

（イ） ケアプラザレベル地域ケア会議は、第 4 地区では、見守りネットワークが構築され

ている自治会町内会を対象に、ふれあい会とケアマネジャーとの意見交換会を行い

ました。第一地区では、見守りネットワークの強化を目的として、連携が活かされ

た事例の勉強会を地区全体で開催しました。 

 

（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）  

（ア） 4 包括共催で 11 月に介護予防支援・介護予防ケアマネジメント研修を実地しケア

マネジャー16 名の参加者があり、アンケートでは「理解できた」「だいたい理解で

きた」との結果で参加者の理解が深まりました。 

（イ） 個別相談や担当者会議に出席し、インフォーマルサービスの情報を提供しました。

介護予防講座や地域交流事業につながりましたがケアプランには反映されていま

せん。次年度はケアプランに反映されるようケアマネジメントをすすめていきま

す。 
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（６）一般介護予防事業  

一般介護予防事業  

（ア）ロコモの周知を目的に、シニアクラブでのロコモ度測定会や介護予防教室・地

域のサロンで元気活動応援団の方が活動しました。  
（イ）区の介護予防講座にて、宮崎地域ケアプラザで実施する講座の周知を行い、参

加者をつなげていきました。さらに介護予防講座から元気づくりステーション

へ 3 名継続参加し、地域で行っている教室へ 4 名継続参加につながりました。

介護予防講座は、女性向け（骨盤底筋体操）12 名、男性向け（歴史ウォーキン

グ）5 名の新規参加者を獲得しました。  
新たな場としては、銭湯で介護予防講座を 2 回開催し、新規 12 名の参加者が

ありました。特に、多くの保健活動推進委員の方の参加がありました。  
（ウ）新たに立ち上がった金曜日の玄米クラブの継続支援を区と包括で行いました。

また、元気づくりステーションの参加者が、宮崎祭り・体操フェスティバル・

第 4 地区のみんなの祭りで発表の場を持ちました。  
元気づくりステーションの木曜日と金曜日の参加者が、合同練習の場を 2 回持

ちました。  
 

５ その他  

国の施策でもある GND(グリーンニューディール）事業の太陽光発電設備を管理しま

した。  
 

 
 
 
 

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  

（ア）指定管理者として公正・公平に施設管理しました。  
（イ）常に快適な施設を目指し、地域住民が安全・安心して地域ケアプラザの利用が

できるよう設備等の保守点検を専門業者が定期的に実施しました。  
（ウ）月１回の委託業者による定期清掃の他、職員も施設回りなどの日常清掃・整理

整頓を心掛け、備品、管理、警備、ヨコハマ３R 夢プランの推進を目指しまし

た。  
（エ）施設周辺と３階の緑地帯の剪定や除草を年１回、専門業者に依頼し、衛生及び

外観を整備しました。  
（オ）施設衛生は、感染症・食中毒予防で１１月１日から翌３月末にかけて全館手す

りやドアノブなどの消毒に努めました。 来館者にはうがいコップ、指手消毒、

手洗をデイサービス利用者も含めて励行しました。インフルエンザ流行時はマ

スク対応しました。  
（カ）消防回りなどの施設点検を毎日チェックしました。 
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(2) 効率的な運営への取組について  

（ア）常に節水、節電や資源の有効活用に心掛け、資源に日常的な無駄を省くよう職

員一同で継続しました。  
（イ）事務処理は法人本部と連携し、チェック体制の見直しをします。本年度も内部

監査実施しました。  
（ウ）物品購入時、価格を常にインターネットで確認し比較検討しました。  

職員間の連携を深め、スムーズに業務遂行を図るため部署会議を月１回開催し

ました。  

(3) 苦情受付体制について  

（ア）法人で公正・中立の立場で第三者委員を設置しており、施設に第三者委員の氏 

名や連絡先を掲示しました。  
（イ）「苦情相談対応マニュアル」から苦情受付担当者、苦情解決責任者を設置し、

苦情受付体制を整えました。   
（ウ）苦情相談窓口、ホームページだけでなく、日頃から意見を言いやすい環境、関

係づくりを目指すため、来館者に積極的に挨拶や声かけの接遇に努めました。

ご意箱を設置しました。  

(4) 緊急時（防犯・防災・その他）の体制及び対応について 

（ア）「事故防止マニュアル」「特別避難場所 開設・運営マニュアル」等を必要に応

じ見直し、発災時の体制や対応の共有化を図りました。  
（イ）災害時特別避難場所としての役割を認識し、区と連携を深めました。災害備蓄

物資の消費期限等のチェックを行い整備しました。適正な管理に努めました。 
（ウ）全職員に伝わるように緊急連絡網を適宜更新しました。  
（エ）AED の設置に伴い、備品の使用期限等を確認しました。  
（オ）年２回の避難誘導訓練を実施しました。 また年１回は地域の消防団参加で開

催しました。  
（カ）夜間はセキュリティシステムが稼動し、緊急時や防犯時に備えました。  
（キ）西区福祉施設と防災連絡会など地域の防災会議に参加しました。  

(5) 事故防止への取組について  

（ア）「事故防止マニュアル」を適宜見直し、職員の共有化を図りました。  
（イ）ひやりハッとは今後も事故に繋がる可能性が高いため、その日のうちに職員に

報告・注意喚起し防止策を検討し、ひやりハツと報告書で事故の未然防止に取

り組みました。  
（ウ）ケアプラザ内の廊下や各部屋を環境整備しました。スリッパ使用による転倒リ

スクを軽減するため引き続き上履き持参を周知しました。  
（エ）ノロウイルス感染及び蔓延防止のためノロウイルス用具一式を施設内、車輌に

準備しました。感染症予防や嘔吐処理の研修を実施しました。  
（オ）職員が日常的に点検や目視を行い事故予測から事故の未然防止を心がけまし

た。 
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(6) 個人情報保護の体制及び取組について  

（ア）個人情報保護取扱意識確認チェックリスト」を全職員で実施しました。常に手

順を確認して対応。手順は FAX 前など常に確認できるようにしました。施設

内で個人情報研修を行いました。部署毎に個人情報保護の点検を実施しまし

た。  
（イ）個人情報に関わる書類等は、全て書庫に施錠して保管管理しました。  
（ウ）不要となった情報は、シュレッダーや溶解しました。  
（エ）事業所等への個人の報告は郵送を基本としました。FAX 送信の場合、FAX 番

号をハ－トページで確認、２回入力後送信できる設定。送信時は２名の指差し、

声を出してダブルチェックしました。  
（オ）携帯電話は首から紐で掛けるようにします。使用時は暗証番号を入力し、普段

はロックを掛けました。  
 

 

 

 
 
  

(7) 情報公開への取組について  

（ア）施設内で事業計画、決算報告、振り返りアンケート結果等を掲示しました。  
（イ）介護サービス情報公表システムや市の施設情報案内に情報提供しました。  
（ウ）プラザ広報紙で町内回覧や掲示板、関係機関、地域の集まり時に配布しました。 
   広報紙、事業案内チラシはホームページに掲載し、広く案内しました。 

(8) 人権啓発への取組について  

（ア）市、区、社協で開催する人権啓発研修に出席しました。それを伝達研修しまし

た。施設内研修で年１回研修を実施しました。  
（イ）就業規則にパワーハラスメント、セクシャルハラスメント禁止事項に加え、新 

たにマタニティハラスメント、パタニティハラスメント防止措置が新設されま

した。職員のハラスメント相談窓口を法人内で設けました。  

(9) 環境等への配慮及び取組について  

（ア）横浜市の取り組みに準じて、冷暖房の温度設定、軽装での執務、不要な照明の

消灯、使用していない事務用機器、ボイラー等の電源を切りました。またブラ

インドを使用しました。  
（イ）ヨコハマ３R 夢プランに基づき、貸し館利用者にもゴミの持ち帰りの協力をお

願いしました。ゴミの削減の意識向上を図りました。  
（ウ）施設の緑化に力をいれ、ボランティアの協力も得て、花壇や３階屋上の緑化維

持管理をしました。ボランティアや職員で花壇の水遣りを実施しました。  
（エ）個人情報が含まれていないかを確認して、使用済みの裏紙を有効活用しました。 
（オ）職員会議で毎月電気・ガス・水道使用料を確認しました。節電・節水の意識が  
   浸透するよう心掛けました。  
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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≫  
 3 職種（看護師 1 名・主任ケアマネジャー1 名・社会福祉士 1 名）で介護予防支援

事業に従事しました。  
 
≪目標に対する成果等≫  
・西区をエリアとするケアマネジャー向けに介護予防支援・介護予防ケアマネジメン

ト研修を実地しました。  
・個別相談やカンファレンス、担当者会議に出席し、自立支援に資するケアマネジメント

のための助言やインフォーマルサービスなどの情報提供を行いました。  
 
≪実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）≫  
 ●ありません  
  
 ≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
・公正中立な立場で事業に取り組みました。  
・自主事業や介護予防講座等、地域活動の情報を活用しながら、介護予防に取り組み

地域で暮らし続ける支援をしました。  
 

≪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 

108 114 118 117 124 141 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

138 135 132 132 132 128 
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●居宅介護支援事業 

≪職員体制≫  
  

≪職員体制≫  
・管理者・・・１名（常勤兼務）  
・介護支援専門員・・・3 名（常勤専従）H30.3 より 1 名増員となりました。  
※特定事業所加算Ⅲ取得 増員により H30.4 より特定事業所加算Ⅱ取得予定。  
 主任介護支援専門員２名→H29.12 より 3 名在籍となりました。  
 
≪目標≫  
介護支援専門員としての資質向上を目指し  
 各々の経験年数等に合わせ、個人別研修計画を作成。西区ケアマネ研究会・横浜市

介護支援専門員連絡協議会主催の研修等に参加し振り返りを行い、日々の業務に生か

しました。  
 
安定した経営基盤の確立  
 困難ケースを積極的に受け、安定した給付件数の維持を図りました。  
 
連携の強化をはかる  
 事業所内で 1/週会議を行い、ケースについて情報の共有化を図りました。  
 管理ソフトを活用し、担当不在時においても対応しやすい環境を作りました。  
 困難ケースに関しては事業所内で問題解決の方法を探り、対応が難しい場合には地

域包括に相談・意見を求めました。医療面において難しいケースは医療相談室に相

談・迅速に対応しました。  
 介護保険給付に至らないケースにおいても真摯に対応し、地域包括他必要と思われ

る社会資源につなげました。  
 
≪実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）≫  
 ●ありません  
 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫ 

ケアマネという専門職としての成長だけを目指すのではなく、ひとりの人間として社

会貢献できるよう研修計画の策定・1/週事業所内でミーティング・意見交換を行い、

個人の課題を抽出するように心がけました。そして各々課題にそった研修等に参加し

自身と向き合う中で更なる課題を見つけ取り組みました。 

 

 

 

（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 

101 104 102 104 104 107 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

111 114 112 112 107 110 
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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≫ 

 ●通所介護計画書の作成 ●介護サービス（食事・排泄・更衣・介助等） 

 ●生活指導（生活支援）●健康状態の確認 ●日常機能訓練（日常生活動作） 

 ●レクリエーション ●送迎 ●給食 ●入浴 

 

≪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 

（要介護１）    704 円      （要介護１）    1,407 円 

（要介護２）    831 円      （要介護２）    1,662 円 

（要介護３）    963 円      （要介護３）    1,926 円 

  （要介護４）   1,095 円      （要介護４）    2,189 円 

  （要介護５）   1,227 円            （要介護５）    2,453 円 

入浴負担      54 円       入浴負担       54 円 

● 食費負担     700 円 

●介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護報酬総単位数×サービス別加算率 5.9％× 

             地域単価 10.72 円の 1 割負担 

≪事業実施日数≫ 週 ７ 日（年末年始〔12/29～1/3〕を除き、年中無休） 

≪提供時間≫ 9：00～16：00、9：30～16：30、10：00～13：00、10：30～13：30 

≪職員体制≫ 

 管理者     1 名（常勤兼務 1 名） 

 生活相談員   3 名（常勤 1 名、常勤兼務 2 名） 

 看護職員    3 名（常勤兼務 1 名、非常勤兼務 2 名） 

 介護職員    15 名（常勤専従 1 名、常勤兼務 2 名、非常勤 13 名） 

 機能訓練指導員 3 名（常勤兼務 1 名、非常勤兼務 2 名） 

 運転業務職員  12 名（常勤兼務 4 名、非常勤 5 名、非常勤兼務 3 名） 

≪目標に対する成果等≫ 

 日頃、外出の少ないご利用者様に健康チェック、入浴、食事、体操、レクリエーシ

ョンなどのサービスを提供することで、一日を楽しく、安心、安楽に過ごしていた

だきました。また、その有する能力に応じ、自立した日常生活ができるように援助

しました。信用と信頼を大事に丁寧に妥協せず取り組みました。 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫ 

 ①時間短縮サービス、カットサービスを継続いたしました。 

 ②音楽療法の取り組み：外部より講師を招き、音楽の楽しみを身近に体験していた

だきました。（年１回） 

 ③体操やレクリエーションにて、楽しみながら日常の動作機能訓練を行いました。 

 ④口腔ｹｱの実践：うがいや昼食前の口腔機能体操、食後の歯磨き・義歯洗いの奨励

など、口腔清潔の啓発、援助を行いました。 

 ⑤食事の充実：毎月１回「給食委員会」にて、メニューの見直しや要望、季節にあ

った行事食の内容検討など、更なる充実を図りました。 

 ⑥お客様満足度調査の実施：アンケート調査を行い、結果内容を職員間で検討し、

より喜ばれるサービスの改善に努めました。 

 ⑦レクリエーションの充実：トランプ・麻雀・書道など、ご自身で選択していただ

きました。また、好評なアニマルセラピーボランティア（ワンタッチクラブ）に、

継続的に訪問活動していただきました。 

 ⑧毎月季節にあわせた薬湯週間を設けました。 

 ⑨施設ベランダで家庭菜園を行いました。 
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≪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 

657 689 653 692 702 658 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

685 717 663 581 605 663 
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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≫ 

 ●通所介護計画書の作成 ●介護サービス（食事・排泄・更衣・介助等） 

 ●生活指導（生活支援）●健康状態の確認 ●日常機能訓練（日常生活動作） 

 ●レクリエーション ●送迎 ●給食 ●入浴 

 

≪実費負担（徴収する項目ごとに記載）≫ 

●１割負担分 

（要支援１）      1,776 円（月額） 

（要支援２）      3,621 円（月額） 

  運動機能向上加算     242 円（月額） 

 ●２割負担分 

（要支援１）      3,531 円（月額） 

（要支援２）      7,241 円（月額） 

  運動機能向上加算     482 円（月額） 

●食費負担            700 円 

●介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護報酬総単位数×サービス別加算率 5.9％× 

             地域単価 10.72 円の 1 割負担 

≪事業実施日数≫ 週 ７ 日（年末年始〔12/29～1/3〕を除き、年中無休） 

≪提供時間≫ 9：00～16：00、9：30～16：30、10：00～13：00、10：30～13：30 

≪職員体制≫通所介護事業の全職員が介護予防通所介護事業に兼務しています。 

≪目標に対する成果等≫ 

 楽しく生き生きと過ごしていただき、ご利用者様個人の有する能力に応じ、自立支

援をサポートいたしました。 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫ 

①音楽療法の取組み：外部より講師を招き、音楽の楽しみを身近に体験していただ

きました。（年１回） 

②体操やレクリエーションにて、楽しみながら日常動作機能訓練を行いました。 

③口腔ｹｱの実践：うがいや昼食前の口腔機能体操、食後の歯磨き・義歯洗いの奨励

など、口腔清潔の啓発、援助を行いました。 

 

 

≪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 

11 11 10 12 11 11 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

13 11 12 10 12 13 

 



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

15,453,550  124,221 15,329,329 15,329,329 0 横浜市より

0 0

0 0 1,110,500  1,110,500 自主事業参加費。使用目的を指定した寄付金。

0 0 この列は入力しない

0 0 0 42,042  42,042

印刷代 0 0 0 0

⾃動販売機⼿数料 0 0 7,830  7,830 自動販売機飲料販売手数料

駐⾞場利⽤料収⼊ 0 0 0 0

その他（指定管理充当分） 0 0 34,212  34,212 古紙売却代、コピー代、電話料、自販機電気料等

3,715,950 3,715,950 3,715,950 0

0 0 0 0

19,169,500  124,221 19,045,279 20,197,821  1,152,542

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

12,000,000 0 12,000,000 11,426,390 573,610

8,845,000 8,845,000 8,146,424 698,576

784,000 784,000 932,632  148,632

2,211,000 2,211,000 2,146,110 64,890

60,000 60,000 93,501  33,501

0 0 0 ハマふれんど

100,000 100,000 107,723  7,723

0 0 0 0

738,500 0 738,000 1,215,304  477,304

38,000 38,000 28,072 9,928 バス、電車代

69,000 69,000 243,875  174,875 事務用品、蛍光灯、ユニホーム代

0 0 0

10,000 10,000 22,160  12,160 封筒代

124,000 124,000 263,887  139,887 郵送料

0 0 0 0 0

横浜市への⽀払分 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

366,000 366,000 496,882  130,882

0 0 0

0 0 0

2,000 2,000 0 2,000

15,000 15,000 20,932  5,932 銀行等振込手数料

0 0 0

0 0 0

14,000 14,000 0 14,000

100,000 100,000 139,496  39,496 駐車料、自転車維持費、ガソリン代、保険料、諸会費等

597,000 0 597,000 1,409,299  812,299

42,000 42,000 35,969 6,031 予算：指定額

555,000 555,000 1,373,330  818,330

4,874,000 0 6,061,354 6,074,323  12,969

0 0 0 0 予算：指定額

3,585,354 0 3,585,354 3,585,354 0

電気料⾦ 3,585,354 3,585,354 3,585,354 0

ガス料⾦ 0 0

⽔道料⾦ 0 0

817,000 817,000 861,291  44,291

474,000 0 474,000 349,779 124,221 予算：指定額

172,000 172,000 172,006  6

1,013,000 0 1,013,000 927,401 85,599

空調衛⽣設備保守 401,000 401,000 400,869 131

消防設備保守 67,000 67,000 66,891 109

電気設備保守 137,000 137,000 136,650 350

害⾍駆除清掃保守 34,000 34,000 34,402  402

駐⾞場設備保全費 0 0 0

その他保全費 374,000 374,000 288,589 85,411

0 0 0

0 178,492  178,492

960,000 0 960,000 914,111 45,889

0 0 この列は入力しない

960,000 960,000 914,111 45,889

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

19,169,500 0 20,356,354 21,039,427  683,073

0  124,221  1,311,075  841,606  469,469

555,000 555,000 0 555,000 予算：指定管理料に含む

555,000 555,000 1,373,330  818,330

0 0 0  1,373,330 1,373,330 ⇒自主事業（指定管理料充当の自主事業）費

0 0 7,830  7,830 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 7,830  7,830

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

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
公租公課

共益費

機械警備費
設備保全費

清掃費
修繕費

光熱⽔費

管理費
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

地域協⼒費
その他

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

通信費
使⽤料及び賃借料

備品購⼊費
図書購⼊費

会議賄い費
印刷製本費

旅費
消耗品費

その他
事務費

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

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

利⽤料⾦収⼊
指定管理料充当 事業
⾃主事業収⼊
雑⼊

平成29年度　「横浜市宮崎地域ケアプラザ」

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



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

23,535,000  159,025 23,375,975 23,375,975 0 横浜市より
140,000 140,000 140,000 0 横浜市より

5,789,000  610,761 5,178,239 5,178,239 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 0 0

0 0 この列は入力しない

0 0 0 89,050  89,050

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 89,050  89,050 実習生謝金、古紙売却代

0 0 0 0

29,464,000  769,786 28,694,214 28,783,264  89,050

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

24,480,000 0 24,480,000 26,722,071  2,242,071

14,861,000 14,861,000 16,040,250  1,179,250

2,976,000 2,976,000 3,419,699  443,699

6,194,000 6,194,000 6,778,150  584,150

40,000 40,000 52,684  12,684

0 0 0 ハマふれんど

409,000 409,000 431,288  22,288

0 0 0

1,379,000 0 1,379,000 1,086,960 292,040

21,000 21,000 11,250 9,750 バス、電車代

874,000 874,000 454,456 419,544 事務用品、蛍光灯、コピーカウンター料、ユニ
ホ ム代等0 0 0

10,000 10,000 3,736 6,264 封筒作成費用

245,000 245,000 304,122  59,122 郵送料

0 0 0 9,540  9,540

横浜市への⽀払分 0 0 0

その他 0 9,540  9,540 ⼀時預かり駐⾞料
98,000 98,000 25,711 72,289 自転車

0 0 0

0 0 0

2,000 2,000 20,000  18,000 外部研修

16,000 16,000 20,638  4,638 銀行等振込み手数料

0 0 0

20,000 20,000 0 20,000

25,000 25,000 0 25,000

68,000 68,000 237,507  169,507 駐車料、ガソリン代、保険料、諸会費、広報費等

1,479,000 0 1,479,000 901,823 577,177

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

400,000 400,000 16,757 383,243

140,000 140,000 123,462 16,538 予算：指定額

309,000 309,000 257,604 51,396 予算：指定額

2,126,000 0 1,693,068 1,614,676 78,392

0 0 0 0 予算：指定額

953,068 0 953,068 953,068 0

電気料⾦ 953,068 953,068 953,068 0

ガス料⾦ 0 0

⽔道料⾦ 0 0

229,000 229,000 228,948 52

126,000 126,000 92,975 33,025 予算：指定額

46,000 46,000 45,722 278

252,000 0 252,000 246,518 5,482

空調衛⽣設備保守 107,000 107,000 106,559 441

消防設備保守 18,000 18,000 17,781 219

電気設備保守 36,000 36,000 36,323  323

害⾍駆除清掃保守 91,000 91,000 9,144 81,856

駐⾞場設備保全費 0 0 0

その他保全費 0 76,711  76,711

0 0 0

87,000 87,000 47,445 39,555

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

29,464,000 0 29,031,068 30,325,530  1,294,462

0  769,786  336,854  1,542,266 1,205,412

849,000 0 予算：指定管理料に含む

849,000 397,823

0  397,823 ⇒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

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

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
本部分
当該施設分

ニーズ対応費

共益費
その他

機械警備費
設備保全費

清掃費
修繕費

光熱⽔費

管理費
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）

その他
事業費

協⼒医

リース料
⼿数料
地域協⼒費

備品購⼊費
図書購⼊費
施設賠償責任保険
職員等研修費
振込⼿数料

使⽤料及び賃借料

印刷製本費
通信費

その他
事務費

会議賄い費

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

科⽬

⼈件費

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

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

指定管理料（包括）

平成29年度　「横浜市宮崎地域ケアプラザ」

　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>

総額がこの値になる
ように２７列～３３列
を入力してください

総額がこの値になる
ように３５列～５１列
を入力してくだい

総額がこの値になる
ように５９列、６３列、
６５列、６７～７４列を
入力してください。



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

3729 18644 66081 3586

3552 0 19274 0

介護予防ケアマネジメント
費 3552

事業・負担金収入 10365

利用者等利用料収入 7776

その他 1133

7281 18644 85355 3586

73950

6030

6021

11668

5679 0 1058 0

利用者負担軽減額 38

消費税

介護予防プラン委託料 5679

その他 1020

5679 0 98727 0

1602 18644 -13372 3586

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：横浜市宮崎地域ケアプラザ

収
入

科目

 介護保険収入

 その他

収入合計（Ａ）

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　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

地域住民誰でも 地活 23,112

494名 包括 244,800 133,632 127,560 6,720

５００円 生活

地域住民誰でも 地活 6,720

１6名 包括 0 0 0 6,720

なし 生活

地域住民誰でも 地活 1,934

187名 包括 11,450 0 5,544 7,840

月2回　　　100円 生活

地域住民誰でも 地活 19,888

1030名 包括 198,000 62,215 134,953 20,720

月４回　1000円 生活

70歳以上の一人暮し・日中独居 地活 21,131

366名 包括 152,500 0 167,471 6,160

40名５００円他実費 生活

０歳児親子・プレママ 地活 12,390

151名 包括 0 6,682 108 5,600

原則なし 生活

地域住民誰でも 地活 (15,662)

707名 包括 185,700 0 156,598 13,440

１回3００円 生活

未就園親子 地活 35,684

335名 包括 0 26,724 0 8,960

なし 生活

地域住民誰でも 地活 9,751

44名 包括 27,000 0 33,951 2,800

500円 生活

小学生 地活 6,136

12名 包括 5,500 5,568 5,508 560

５００円 生活

小学生 地活 11,778

11名 包括 4,500 3,341 11,397 1,540

５００円 生活

小学生 地活 2,350

62名 包括 31,000 0 32,146 1,204

５００円 生活

事業ごとに別紙に記載してください。

横浜市宮崎地域ケアプラザ

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

総経費
収入 支出

指定管理料

①地域支援事業
「ワンコイン音楽サロン」

267,912

②ボランティア育成事業
「パティシエガールズ」

6,720

③高齢者支援事業
「新大人の学校」

13,384

④高齢者支援事業
「大人の学校」

217,888

⑤高齢者支援事業
しあわせサロン宮崎

173,631

⑦子育て支援事業
「天使のほっぺ」

12,390

⑧高齢者支援事業
「脳いきいき宮崎マー

ジャンクラブ」
170,038

⑨子育て支援事業
「ぽっぽっぽっ

　with
　みやざキッズ」 35,684

⑩地域支援事業
「男性のための料理教

室」
36,751

⑪地域支援事業
「小学生夏休み工作教

室」
11,636

⑫地域支援事業
「小学生おもしろ科学実

験教室」
16,278

⑬地域支援事業
「小学生パン作り教室」

33,350



平成29年度　自主事業収支報告書

障がい児・者 地活 11,528

26名 包括 4,000 0 15,528 0

５００円 生活

地域住民誰でも 地活 74,045

358名 包括 158,550 11,136 218,659 2,800

なし 生活

地域住民誰でも 地活 5,595

なし 包括 20,000 0 25,595 0

なし 生活

地域住民誰でも 地活 791

93名 包括 24,500 0 24,171 1,120

５００円 生活

地域住民誰でも 地活 6,138

6名 包括 14,000 5,568 14,000 560

2000円 生活

地域住民 地活 1,120

20名 包括 0 0 0 1,120

なし 生活

地域住民 地活 0

14名 包括 0 0 0 0

なし 生活

宮崎CPボランティア 地活 27,636

27名 包括 0 0 27,636 560

なし 生活

小学生と高齢者 0 地活 0

125名 包括 0 0 0 0

なし 生活

地域住民 0 地活 0

17名 包括 0 0 0 0

なし 生活

高齢者 0 地活 0

21名 包括 0 0 0 0

100円 生活

⑭障がい児・者夏余暇支
援事業「作って食べよう

夏のパンまつり」
15,528

⑮地域支援事業
「宮崎まつり」

232,595

⑯地域支援事業
西区民祭り

25,595

⑰地域支援事業
「宮崎アフタヌーンカ

フェ」
25,291

⑱地域支援事業
「お正月飾り教室」

20,138

⑲高齢者支援事業「ボラ
ンティア講座」

1,120

㉑地域支援事業
「多世代交流会」

㉒地域支援事業
「みんなのまつり」

㉓地域支援事業他区共
催

「横浜歴史ウォーキング」

⑲-2ボランティア育成事
業

「シニアボランティア
ポイント研修」 0

⑳ボランティア育成事業
「ボランティア交流会」

27,636



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

①介護者のつどい 地活

31人 包括 6,236 0 0 6,236

生活

②大人の学校 地活

1,030人 包括 4,814 0 4,814 0

生活

③権利擁護事業（成年後見） 地活

（単発） 10人 包括 0 0 0

生活

④権利擁護事業（虐待防止） 地活

（4包括共催） 包括 0 0 0

生活

⑤権利擁護事業（ダブルケア） 地活

（4包括共催） 6人 包括 860 860 0 0

生活

⑥権利擁護事業（成年後見） 地活

（4包括共催） 24人 包括 0 0 0

生活

⑦ケアマネサロン 地活

（4包括共催） 183人 包括 10,000 10,000 0 0

生活
⑧民生委員、ケアマネジャー、
地域関係者との交流会 地活

61人 包括 0 0 0

生活

⑨宮崎まつり 地域住民誰でも 地活 65,045 158,550 9,000 11,136 218,659 2,800

400人 包括 5,050 5,050

生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

事業ごとに別紙に記載してください。

4,814

0

0

860

0

10,000

0

237,645

6,236

指定管理料

収入

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

支出
総経費

横浜市宮崎地域ケアプラザ



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

⑤高齢者支援事
業
しあわせサロン
宮崎

目的：家庭に閉じこもりがちな高齢者の外出や仲間同志の
交流を図る。また、高齢者同士の見守り、CPとのかかわり
も方も随時伝えていく場。介護予防啓発。またレク参加で
ボランティア団体に呼びかけ、育成も図る。
内容：会食会、レクレーション実施。

毎月第２水曜日
11:30～14:00
12回開催

④高齢者支援事
業
「大人の学校」

目的：学習療法を用いた、認知症・介護予防・改善を目指
したサロンです。地域の方、ボランティアの方との交流の
場。
内容：簡単な計算ドリル、音読をし漢字の書き取りをす
る。学習が終わると皆で歌を歌い、体操やレクなどで交流
を図った。

毎月第2・4火曜日
13：30～14：30
24回開催

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数

目的：「歌う」「新しい歌を覚える」事や声を出すための
毎回欠かさず行うストレッチ、発声練習で体と心の健康作
りを支援。また継続し歌うことでの記憶訓練になる。地域
住民・多世代交流の場。
内容：月替わりで季節の歌などを歌い、まつり等で披露す
る練習曲の指導を実施。

横浜市宮崎地域ケアプラザ

目的：お菓子をツールとした福祉保健活動を行う。

内容：地域住民の集まる企画に手作りのお菓子を提供し
た。

目的・内容等

実施時期・回数

実施時期・回数

目的・内容

①地域支援事業
「ワンコイン音
楽サロン」

毎月第１土曜日
9:00～12:00

12回

毎月第１・３火曜日
13：30～14：30

24回開催

③高齢者支援事
業
「新大人の学
校」

目的・内容

②ボランティア
育成事業
「パティシエ
ガールズ」

実施時期・回数

毎月第１土曜日
13:30～15:30
12回開催

目的：学習療法を用いた、認知症・介護予防・改善を目指
し、基本的に難易度の低い問題を解いて脳トレを行い、
若々しさを保つ為の教室。
内容：独自でチャレンジできる方を対象としてご自分で答
え合わせをする座学のみの教室の開催。毎回文字色読みテ
ストを実施。



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

⑫地域支援事業
「小学生おもし
ろ科学実験教
室」

目的：小学生親子に地域CPを知って頂く。小学校の違う多
学年生の交流。科学を観察、体験で感じる。地域近郊の施
設との連携。
内容：青少年センターの職員に協力をいただき科学実験
ショーと科学の実験を実施。

年1回　5月

目的・内容 実施時期・回数

⑩地域支援事業
「男性のための
料理教室」

目的：男性の初心者向け料理教室。料理をツールとした福
祉保健活動。

内容：包丁の持ち方から、食材の切り方、調味料の計量の
仕方レシピの味方など料理の基本から簡単な料理を学ん
だ。

毎月第３水曜日
10:00～13:00
12回開催

⑨子育て支援事
業
「ぽっぽっぽっ
　with
　みやざキッ
ズ」

目的：乳幼児親子同志とおはなし会ボランティアグルー
プ・ＣＰ職員の交流の場。

内容：親子サロン＋乳幼児のおはなし会を開催する。ボラ
ンティアと職員が子育て相談などを行う。読み聞かせ、手
遊びなどで交流を図った。

毎月第３月曜日
10:30～12:00
12回開催

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数

⑪地域支援事業
「小学生夏休み
工作教室」

目的：小学生親子に地域CPを知って頂く。学校の違う小学
校多学年生の交流。学ぶ面白さを体験する。グループワー
クの大切さ、プロセスを学ぶ。
内容：講師を呼び、身近にある材料を使って夏休みの工作
をする。材料を工夫していく勉強をした。

年1回　７～８月

⑧高齢者支援事
業
「脳いきいき宮
崎マージャンク
ラブ」

目的：マージャンをツールとした会護予防・引きこもり防
止
多世代交流・地域交流をメンバーで図る

内容：宮崎地域CP版のルールを作り、参加者でマージャン
を楽しむ。メンバー同士の交流をした。

毎月第２・４土曜日
13:00～17:00
24回開催

目的・内容 実施時期・回数

⑦子育て支援事
業
「天使のほっ
ぺ」

目的：０歳児親子を対象。お母さん同士の交流の場。

内容：サロン型を中心に、主にお母さん同士が赤ちゃんと
一緒に集い、子育ての悩み事を相談したり、情報交換をし
たりするフリースペース。単発にて講師による講座を開
き、子どもの発達、離乳食の座学で子育てを学びや体験を
実施。

毎月第１月曜日
10:30～12:00
12回開催

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数



平成29年度　自主事業報告書

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

⑱地域支援事業
「お正月飾り教
室」

目的：当CPにて地域住民が集い、談話しながら1つの作品
を作り上げる、季節の手芸教室。地域住民どうしの交流の
場。指を使い、細かい作業をすることで、介護予防にもな
る。地域のなかでの福祉保健活動をしやすい環境を作る。
内容：お正月の飾りを講師より習い、参加者同士の交流を
実施

年1回

⑰地域支援事業
ボランティア育
成事業
宮崎アフタヌー
ンカフェ

目的：音楽を通して地域住民同士の交流を図る。

内容：当ＣＰにて活動の演奏団体がボランティアとしてミ
ニコンサートを行い、地域の参加者と交流を実施。

年２回　6月／11月

目的・内容 実施時期・回数

⑯地域支援事業
西区民祭り

目的:参加型の地域の交流の場。ブースを借りて地域の方、
まつり参加者にたいやき販売を行い交流を図った。

年１回

目的・内容 実施時期・回数

⑮地域支援事業
「宮崎まつり」

目的：①地域住民とCPとの交流の場。②地区社協と共催す

る事で地域住民との繋がりを深めていく。③CP啓発。
内容：福祉保健活動されている地域住民や障害者施設、団
体による模擬店。貸室団体による催し物などを開催。

年１回１０月
第３土曜日
11:00～14:00

目的・内容 実施時期・回数

⑭障がい児・者
夏余暇支援事業

目的：障害児の余暇活動支援。参加者やボランティアの方
と障がい児・者の交流。新しい事にチャレンジをし、色々
な活動を体験する。

内容：参加者やボランティアの方と一緒にパン作り、お餅
つき等やレクリエーションをし、夏の思い出を作りを実
施。

年1回　8月

目的・内容 実施時期・回数

⑬地域支援事業
「小学生パン作
り教室」

目的：小学生親子に地域CPを知って頂く。小学校の違う多
学年生の交流。学ぶ面白さを体験する。グループワークの
大切さ、プロセスを学ぶ。

内容：パンの形成から焼き上がりまでの流れを学んだ。 年1回　6月

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数
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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

㉓地域支援事業
他地域ケアプラ
ザとの共催企画
「横浜歴史
ウォーキング」

目的：地域を超えた仲間づくりを促進する。ウォーキング
を通して元気に歩くことで健康づくりをし、高齢者の引き
こもり防止と仲間づくりの場を提供。
内容：関心の高い大河ドラマにゆかりのある人物や場所を
巡り、歴史に触れる機会とする。横浜開港を絡めた歴史
ウォークの実施。

年１回

㉒地域支援事業
「みんなのまつ
り」

目的:参加型の地域の交流の場。打合せから準備設営などの
参加と舞台発表をした。

年１回

⑲地域・高齢者
支援事業
「ボランティア
講座」

目的：ボランティア育成の為の養成講座。また認知症のサ
ポーターを育成する。
内容：ボランティア経験者や講師からボランティアについ
て学び、自身に合った活動を知るなど自己啓発をする。認
知症の学びや支援を学ぶ機会を持った。

年１回　全２回

目的・内容 実施時期・回数

㉑地域支援事業
多世代交流会

目的：多世代交流による住みよい地域作り。幼稚園児、ま
たは小学生と高齢者の交流の場を作ることで、お互いの
色々な学びを得る。お年寄りから子供へ地域の歴史など
語っていただく。またそこから生まれる作品なども期待で
きる。
内容：レクリエーションや会食等で高齢者と小学生または
幼稚園児の交流を実施。

年１回

目的・内容 実施時期・回数

⑳ボランティア
育成事業
ボランティア交
流会

目的：当CPにてボランティア活動をしている方・団体との
地域の団体との交流の場。活動を知り情報交換をすること
で、地域のなかでの福祉保健活動をしやすい環境を作る居
場所とした。

年1回

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容

目的・内容 実施時期・回数

⑲-2地域・高齢
者支援事業
「シニアボラン
ティアポイント
研修」

目的:元気高齢者が地域の介護施設等でボランティア活動を
行うことによる健康維持、介護予防、社会参加、地域貢献
を通じた生きがいづくりを促進する。また、地域とのつな
がりや施設利用者の生活をより豊かにすることを目的とす
る。
内容：65歳以上の高齢者に事業目的理解を説明し、研修を
受けることでシニアボランティアの登録を促す。

年１回

実施時期・回数
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事業名

①介護者のつど
い

事業名

②大人の学校

事業名

③権利擁護事業
（単独単発）

事業名

④権利擁護事業
（4包括共催）

事業名

⑤権利擁護事業
（4包括共催）

事業名

⑥権利擁護事業
（4包括共催）

事業名

⑦ケアマネサロン
（4包括共催）

事業名

⑧民生委員、ケ
アマネジャー、
地域関係者との
交流会

事業名

⑨宮崎祭り

目的・内容 実施時期・回数

目的：介護予防、福祉保健活動
内容：介護予防に関するもの

10月21日

ケアマネジャーを対象にした勉強会を実施。
テーマ：医療連携、講師として医師に依頼する。

年7回
5/30,6/23,7/28,8/24,9/12
10/19,3/26

目的・内容 実施時期・回数

目的：フォーマル、インフォーマルの連携を図る
内容：ケアプラザレベル地域ケア会議を実施。

年2回
7月14日（20人）
12月13日（41人）

横浜市宮崎地域ケアプラザ

目的・内容等 実施時期・回数

目的：虐待防止のセーフティネット
内容：介護者同士の談話、リフレッシュ企画、薬剤師によ
るミニ講座

 6月1回（9人）
11月1回（9人）
 2月1回（13人）

目的・内容 実施時期・回数

目的：認知症予防、早期相談
内容：簡単な計算や読み書きの問題、数字盤や歌や体操。
地域包括支援センターから毎回1名が参加し、個別相談につ
なげた。

通年
第１～第4（火）

目的・内容 実施時期・回数

目的：地域住民への普及啓発、権利擁護相談の掘り起し
内容：司法書士による講座と無料相談会。相談会から1名申
立てにつながった。

8月31日（12人）

実施時期・回数

目的：ダブルケアについての普及啓発
内容：支援者、当事者を対象に子育てと介護のダブルケア
についての講演会を実施

3月1日（6人）

目的・内容 実施時期・回数

目的：虐待防止についての普及啓発と早期相談、早期発見
内容：地域住民を対象に相談につながるチラシを作成し戸
別配布。

随時

目的・内容

目的・内容 実施時期・回数

目的：支援者を対象に成年後見人制度についての普及啓発
内容：司法書士による講座

9月25日（23人）

目的・内容 実施時期・回数
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