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平成 29 年度 地域ケアプラザ事業報告書 

■ 施設名  

  戸部本町地域ケアプラザ 

■ 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  

ア．人口の大きい平沼一丁目・中央一丁目・中央二丁目は、横浜駅や戸部駅周辺にして平

坦な立地からマンションが立ち並び、比較的若い世代も多く住み、高齢化率は 20％

以下と低くなっています。但し、若い世代は地域支援に必要性を感じない個人主義の

生活を好み、またマンションという環境から生活状況を把握しにくく、地域の繋がり

が希薄な傾向にあります。町内会自治会では、これらの若い層を子育てや子どもの活

動から親世代を巻き込み、地域活動へ繋げる工夫をするなど、若い世代をいかに地域

活動へ誘致するが課題となっています。 

イ．高齢化率 30％に迫る御所山・西戸部町３丁目・西前町は駅より遠く、坂の多い戸建

ての地域であり、そもそも高齢者の生活しにくい環境にあります。しかし一方で、古

くからの住民同士で近所付き合いがあることも多く、地域の緩やかな見守り支援が存

在しています。とはいえ、少ない担い手への負担が大きく、担い手を増やすこと、買

い物やゴミ出しといった生活課題を生活圏域内で解決できる支援が早急に解決すべ

き課題と言えます。 

ウ．みなとみらい地区は、人口の大きさから高齢者数も多くなっています。密室となり易

いタワーマンションでの生活は、地域との繋がりを断絶しやすい反面、生活全般に自

己決定を要する場面も多く、住民自身が健康への不安をいち早く察知しやすいという

一面があります。その為、包括への相談も本人からのものが も多く、自ら情報を収

集できる場合が多いといえます。課題としては、住民同士の何らかのネットワーク構

築とケアプラザ及び包括の役割・機能周知が必要といえます。 

エ．各地域別高齢者数と包括への相談件数はおよそ比例しており、唯一高齢者数に対して

相談数の少ない中央二丁目については、ケアプラザよりも区役所が立地的に近いため

と考えられます。地域住民に対し、ケアプラザや包括が地域相談窓口であるというこ

とが、ある程度周知されてきたことがわかります。今後は、地域包括ケアシステム構

築を明確な目的とした様々なネットワークの構築が地域への共通した課題です。  
 

 

(2) 相談（高齢者・こども・障害者分野等の情報提供）  

・法人独自の地域アセスメントシートを作成し、単一町内会及び連合町内会毎の社会

資源をまとめました。それを活用し、相談者へいつでも地域情報を提供できるよう

に整備できています。 

・高齢化率の高い御所山・藤棚 1・西戸部・西前町においては、地域サロンへ両コー

ディネーターが出向いてニーズを把握し、包括がそれぞれのニーズに適した出張講

座・相談を開催しました。 

・自立支援協議会始め、高齢者・こども・障害者各分野の会議や研修に参加し、顔の

見える関係作り及び支援者ネットワークの構築に努めました。実際に個別ケース支

援で障害分野関係者より助言を得る機会を持ち、支援に繋げました。 

・みなとみらい地区認知症高齢者の個別相談事例より、コミュニティ役員・民生委員・ 
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(3) 各事業の連携  

・各地区、単一町内会の情報を法人独自の地域アセスメントシートに落とし込み、各

職種の考察を共有し、毎月、定例の６職種ミーティングで課題解決に向けて、検討

を重ねています。 

・民生委員から包括が受けた個別ケースの支援において、地域交流事業参加者より地

域の見守り支援の特性を把握し、それを 5 職種で情報収集・共有することで地域ケ

ア会議開催に繋げました。ケア会議では、講師を招いて地域支援のあり方を協議し

ました。 

・ＪＲ横浜駅、企業（製薬会社、警備会社）にて 5 職種で連携して介護保険について

の出張講座及び認知症サポーター養成講座を計 13 回開催し、認知症理解及び介護保

険制度理解の啓発を行いました。 

・みなとみらい地区にて出張講座を計 5 回開催しました。毎回アンケートを実施し、 

ニーズにあった講座開催（介護保険・介護予防・施設情報・育児講座）をすること 

で、計 98 名の住民参加を得ました。 

・両コーディネーターが情報収集した地域のインフォーマルについて包括と共有し、

包括での個別ケース支援で実際に活動を利用しました。 

・両コーディネーターが地域商店街に働きかけ、連携を深め、商店街のイベントに出

店したことをきっかけに、商店街役員へ認知症サポーター養成講座を開催し、顔の

見える関係作りを行いました。次年度は更に発展させて、商店街の店舗と協働で事

業に取り組む予定です。 

・包括事業「介護者の集い」参加者のうち、介護の手が離れた家族へボランティアで 

の社会貢献を助言し、2 名の介護者をボランティア活動へ繋げました。 

 

(4) 職員体制・育成、公正・中立性の確保 

平成 29 年 4 月の 1 か月間、生活支援コーディネーターの欠員がありましたが、法人本

部との連携により速やかに配置を行いました。各職種の資格要件は定期的に一覧表に

て確認を行っています。法人、事業所の研修計画以外にも、区役所、関係機関が主催

する研修へ積極的に出席しました。個人情報の取り扱いについては、事故を繰り返さ

ないように新たな人員を配置しました。公正中立の立場である事は、法人で作成して

いるデータ、区から頂く文書をもとに法人担当職種の会議、所内全体会議、職種会議

等で確認を行っています。 

 

(5) 地域福祉保健のネットワーク構築  

・区役所、区内地域ケアプラザ、区社会福祉協議会と連携し、地域福祉計画の推進お

よび地域包括ケアシステムの構築に向け、協議体の設置、地区懇談会の各種部会等

の支援に取り組み、ネットワークの強化に努めました。各地区、各部会、地域団体

と課題を共有し、目標達成に向けて地域福祉の充実を図ります。 

・自立支援協議会始め、高齢者・こども・障害者各分野の会議や研修に参加し、顔の

見える関係作り及び支援者ネットワークの構築に努めました。実際に個別ケース支

援で障害分野関係者より助言を得る機会を持ち、支援に繋げました。 

・地域の商店街役員へ認知症サポーター養成講座を開催し、地域高齢者や認知症高齢

者が実際に地域で買い物する際の対応について周知し、またその理解に繋げました。 

・自立支援協議会を基盤に余暇支援事業の見直しや災害時における施設連携を目標に

医師・医療相談室・サービス事業者参加型地域ケア会議を開催し、徘徊や高齢者 

虐待（要支援者介護負担）について周知するとともに、高度セキュリティの地域 

特性を専門職間で共有するなど、相互の地域課題を共有することができました。 
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防災会議、エリア内防災ウォークを継続し、情報共有、課題の抽出を行っています。 

・異世代交流会、子育て支援事業等で各地区親子ふれあい会等で保育園、西区子育て 

支援拠点「スマイル・ポート」やボランティア団体、地域子育て支援者の横の繋が

りづくりをして乳幼児親子の現状把握に努めました。 

 

(6) 区行政との協働  

1．にこまちプランおよび生活支援体制整備事業の推進に向け、地区別計画では、地域

支援チームとして地区別懇談会、協議体、各種部会等を通して目標の達成、計画の

実行に向けて、区役所、区社協との連携を強化し、継続的に取り組んでいます。ま

た、全体計画においてはケアプラザ連絡会や各職種連絡会で情報を共有し、目指す

姿、地域課題の解決に向けた取り組みを行いました。ＮＶＣ（にこまちボランティ

アキャンプ）では、活動の活性化や団体間の繋がりづくりを目的として、区役所、

関係機関と協動で取り組み、繋がることで相乗効果を高めていくことを目標に検討

しています。多世代の地域づくりを目標に「にこまちのうた」の普及に努め、「にこ

まちこども応援団」の活動など福祉保健活動の推進に協働で取り組みました。 

2.ケアプラザまつりや異世代交流会、ボランティア交流会・感謝会（3/4）などを通し

て、地域住民、地域団体、障がい者施設、貸室利用団体の繋がりの機会の充実を図

りました。 

3.消防署、学校、保育園等との連携を強化し、自主事業等を通じて啓発,情報提供に努

めました。また、小学校や保育園と地域高齢者、乳幼児親子との繋がりづくりを行

いました（10/26、11/9、12/9） 

4.横浜市建築局、横浜市資源リサイクル協働組合と連携し、環境未来都市の一環とし

て地域小学生の環境絵日記の展示を行いました。（3/24～3/31）県 NPO 協働推進課に

協力し、ボランティア団体に依頼し、県 NPO キャラクター「ミニかにゃお」を作成

しました。 

 

２ 地域活動交流事業  

(1) 自主企画事業 

地域ニーズをふまえ、エビデンスに基づいた事業展開に努めました。 

1.高齢者支援 

地域包括支援センター、生活支援コーディネーターと連携し、高齢者の居場所づく

りや交流、介護予防の事業を継続して実施しています。また、中高年からの介護予

防・体力維持向上、仲間づくりを目的とした事業の開催や地域での事業展開などで

事業参加者の拡充に努めました。H28 年度に 

自主化した「ゆっくりフラダンスロケラニ」を後方支援し、活働の活性化を促し、

参加者の増加に繋がっています。 

2.子育て支援 

第１子の出生率が高い西区の現状をふまえ、乳幼児親子の仲間づくりや育児不安・

ストレスの解消を目的に０歳児親子対象とした事業を継続して実施しています。未

就園児親子を対象にした事業では、子育て支援拠点「スマイル・ポート」や西消防

署、保育園、食生活改善推進員と連携し、情報提供、啓発を行っています。 

父親支援のため「パパとママのための救急講座」「パパとリトミック」「親子体操」

などを継続して実施しすることで、乳幼児父親間の繋がりに効果がみられました。 

3.障がい児者支援事業 

西区高齢障害支援課障害担当、地域活動ホーム「ガッツ・びーと西」「ねくさす」と

連携し障がいのある未就園児の親子を対象にした事業（○△□）を継続して実施し、

親子の繋がりづくりをしました。 

また、地域障がい者施設と連携し自主事業「コミュニティキッチン 5」「おやじの時

間」「戸部ケア祭り」などで障がい者理解、地域住民と障がい者との交流を図ってい
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ます。 

4.人材育成 

「ボランティア講座・はじめの一歩を始める前に」を年４回開催し、よこはまシニ

アボランティアポイントの普及に努めました。また、「ボランティアはじめま専科」

を開催し、（株）伊藤園の協力によるおいしいお茶の淹れかた、和菓子の作り方など

の講座で新規社会資源の発掘に取り組みました。 

区社会福祉協議会と協働で「ハマのオヤジゼミナール DIY 講座」を開催し、定年

後の男性の人材育成に取り組みました。（1/31～3/1 全４回） 

自主事業「はりきりクッキング」の参加者が担い手となり開催する会食会「にっこ

り亭」を立上げ、男性が本格的な洋食のレストランの味と雰囲気づくりをして地域

高齢者に提供しました。 

5.地域との連携・交流 

 各地区、単一町内会、企業、商店街、祭り、サロン等に出向き、ケアプラザの機能

周知、介護保険制度の説明、介護予防の啓発、悪質商法の注意喚起、認知症サポー

ター養成講座を実施しました。パワーポイント、寸劇、体験型介護予防、脳トレ、

口腔ケアなどそれぞれの地域、対象者が理解しやすい手段で情報提供しました。 

戸部ケア祭りや異世代交流事業、コンサート、大人のチャレンジ塾を継続して実施

しています。 

次世代を担う団塊の世代の仲間づくり、地域デビューを目標としたアクティブシニ

ア対象の事業（料理、ウォーキング、音楽）では、繋がりづくりや福祉活動の啓発

に効果をあげています。 

中高年の居場所づくり、仲間作りの場として有効なアクティブシニアの Music House

は今年度末をもって自主化し、後方支援をしていきます 

 西区４ケアプラザ共催事業「けあぷらっと歩こう１万歩」を継続して実施し、中高

年層にケアプラザ及び自主事業の周知を発信しています。 

 

(2) 福祉保健活動団体等が活動する場の提供  

1.諸室の安全・衛生を保ち、快適な場の提供に努めました。 

 利用者アンケートからは、ほぼ満足をいただいています。また、稼働率向上のため

に空き室情報をホームページに掲載し広く情報を提供し効果を上げています。 

地域ケアプラザ施設利用マニュアルに基づき、公平な場の提供をしています。団体

の新規登録にあたっては、わかりやすい説明をするとともに地域における福祉・保

健活動の振興を図るよう働きかけをしています。 

既存の活動団体や自主事業から発展し自主化した団体には福祉活動の機会を提供

し、継続的な活動の支援をしています。戸部ケアまつりの模擬店出店や異世代交流

会、高齢者支援事業、子育て支援事業、障がい者支援事業などの自主事業への協力

のほか、デイサービス、施設や地域団体への協力等、福祉活動の場を提供し支援し

ています。また、人員の減少により活動が低迷している団体への支援として、講座

を開催し新規参加者を募り活動の活性化を図りました。（１/31～3/1） 

２.貸室利用団体の繋がりづくり、情報交換・情報共有を目的に貸室登録団体交流会を

開催します。（2/28）また、その際には、活働を支援するための新助成金の説明を行

い、活動がさらに活性化するよう支援しました。 

 

(3) ボランティアの育成及びコーディネート 

1.ボランティア活動の意欲向上、ボランティア間の交流、ネットワークづくりのため、

ボランティア感謝会＆交流会を継続して行いました。（3/4） 

 事業から自主化したクループ「フルーツばすけっと」支援し、自主事業や保育園、

障がい者施設、地域団体への協力など活動の場を提供し福祉活動を継続・発展させ

ています。県 NPO のキャラクター「ミニかにゃお」の製作も行いました。 

 H28 年度に自主化した「ゆっくりフラダンスロケラニ」は参加者が増加し、介護予

防の場、交流の場として成果がみられます。 
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 自主事業「アクティブシニアのはりきりクッキング」参加者は、洋食の会食会「に

っこり亭」の担い手になるほか、異世代交流会、戸部ケアまつりでの模擬店出店や

障がい者施設の余暇支援事業の担い手として、福祉活働に発展しています。 

 また、貸室利用団体では、自主事業での協力、デイサービスや老人ホームでの演 

など活動の場を提供し、福祉活動に繋がるよう支援しました 

2.よこはまシニアボランティアポイント登録研修会」を実施し（4 回）、高齢者のボラ

ンティア活動推進に努めました。今年度は 23 名が登録しまし、ケアプラザやサロン

での活働に繋がっています。 

3 西区ボランティアセンターと連携し、ボランティアの調整を行っています。商店街

のイベントや保育園の交流会等、活働の場を提供しています。 

市社会福祉協議会ボランティアセンターと連携し、企業の CSR 活動の一環として 

富士ゼロックス情報システム（株）を講師に迎え「パソコンを安全に使うためのセ 

キュリティ講座」を開催しました。 

 

(4) 福祉保健活動等に関する情報収集及び情報提供  

1.地域団体と連携を深め、地域課題、社会資源等の情報収集に努めました。また、地

域団体が運営する子育て支援事業、高齢者サロン、会食会等に出向き、活動状況を

把握するとともに啓発、情報提供を行いました。 

2.自主事業参加者、貸室利用団体を対象に利用者アンケートを実施し、ニーズの把握、

課題の抽出を行い、改善策を検討しました。 

3.地域版広報誌「とべとべ通信」を発行し（4/年）、地域ケアプラザの機能を周知、福

祉保健の情報を提供するほか、地域活動を掲載し社会資源の周知啓発を行いました。

また、区の広報、掲示板、ホームページ、チラシ等で事業の周知を行い地域に発信

しました。地域の朝日新聞専売店の協力を経て、ケアプラザ事業のチラシを折り込

み広告に掲載し、毎月 3100 部を配布しています。また、みなとみらい地区において

はフォレシス出張講座のチラシを住民の協力により、毎回フォレシス 

 全戸（1210 部）にポススティングしています。 

３ 生活支援体制整備事業 

(1) 事業実施体制 

ア、イ．地域のサロン（１０箇所）、シニアクラブ連合会定例会（３箇所）、シニアク 

ラブ活動（３箇所）、高齢者昼食会（３箇所）、エリア内 CM 事業所（３箇所）等積 

極的に出向き、生活支援体制整備事業及び生活支援 Co の役割の説明を行ない周に 

努めました。 

ウ．情報共有は日々の業務の中で密に行い、毎月の５職種会議では各地区の支援方針

を話し合い、５職種協働で地域への働きかけを行ないました。また、企業の多い

エリアの為、鉄道会社、製薬会社、警備会社等へ出張講座及び認知症サポーター

養成講座を計 13 回開催し、地域ケアプラザの機能周知にも繋がりました。 

エ．区社会福祉協議会が主催する所内勉強会に参加し、各地区の情報共有を行なうと

共に今後のアプローチ方法を一緒に検討することが出来ました。また、地区がま

たがって担当している、宮崎ケアプラザと浅間台ケアプラザの両コーディネータ

ーと密に連絡をとり、支援方針を決め協働で地域支援に取り組みました。 

 

(2) 地域アセスメント（ニーズ・資源の把握・分析）  

ア．イ 

・地域の行事や活動へ積極的に足を運び、顔の見える関係作りに努めました。知り得

た情報を、法人独自の地域アセスメントシートに落とし込み、単一町内会及び連合

町内会毎の社会資源をまとめました。それを活用し、地域住民へいつでも地域情報

を提供できるように整備出来ています。 

・今まで把握しづらかったマンション自治会に対し、高齢者の生活課題や社会参加の 
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ニーズ調査を行い、自治会長やシニアクラブ会長と情報を共有・分析しました。分 

析の結果、シニアサロンの充実を目的に、５職種協働で出張講座を開催し地域支援 

に努めました。 

 

(3) 連携・協議の場 

ア．包括の総合相談票より得られた情報を地域データと関連させながらグラフ化し、

地域特性を可視化して把握・共有しています。そこから地域課題を抽出し、民生

委員や自治会町内会の地域支援者へ情報提供及び高齢者生活の支援策について提

言しています。 

イ．各関係機関と連携し協議体の計画・開催、地域の実情に合わせた取り組みを行な

いました。 

第一地区：宮崎地域ケアプラザと協働で、高齢者支援部会を運営し、高齢者を対象と

した地域の居場所創設に向けての協議体を地域活動交流 Co と共に支援し

ました。 

第 2 地区：藤棚らいぶステーションの発展に繋がるように、地区社協と協働で担い手

向けアンケートを実施し担い手の意識調査を行ないました。今後はアンケ

ート結果を基に区社協と連携し協議体の開催を支援していきます。 

第五地区：単一町内会・自治会、シニアクラブ連合会へ積極的に働きかけを行ないま 

した。シニアクラブへ連合会には、各シニアクラブの活動の充実が図れる 

よう、シニアクラブ会長向けに介護予防や介護護保険制度、生活支援体制 

整備事業の理解が得られるような講座の企画を浅間台地域ケアプラザと 

協働で取り組みました。 

 

(4) より広域の地域課題の解決に向けた取組  

ア．イ 

・法人独自のアセスメントシートを活用し、これまで把握出来ていなかった潜在的ニ

ーズの把握や社会資源の情報を整理しました。 

・第一地区・第２地区・第五地区の地区課題や目標を決め、区役所・区社協と協働で

区版行動指針を作成し、連合町内会長への説明を行ないました。 

・西区内４つの地域ケアプラザ共催にて、西区郵便局長や西区訪問介護連絡会（にし 

っこ会）に対し勉強会を開催し、生活支援体制整備事業の推進を図りました。 

 

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  

・自立支援協議会始め、高齢者・こども・障害者各分野の会議や研修に参加し、顔の

見える関係作り及び支援者ネットワークの構築に努めました。実際に個別ケース支

援で障害分野関係者より助言を得る機会を持ち、支援に繋げました。 

・法人独自の地域アセスメントシートを作成し、単一町内会及び連合町内会毎の社会

資源をまとめました。それを活用し、相談者へいつでも地域情報を提供できるよう

に整備できています。 

・みなとみらい地区認知症高齢者の個別相談事例より、コミュニティ役員・民生委員

児童委員・医師・医療相談室・サービス事業者参加型地域ケア会議を開催し、徘徊

や高齢者虐待（要支援者介護負担）について周知するとともに、高度セキュリティ

の地域特性を専門職間で共有するなど、相互の地域課題を共有することができまし

た。 
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・地域サロン・シニアクラブ・町内会自治会に出向き、ケアプラザ及び包括支援セン

ターの役割・介護保険制度についての出張講座・相談会を 10 回開催しました。 

・総合相談票より得られた情報を地域データと関連させながらグラフ化し、地域特性 

を可視化して把握・共有しています。そこから地域課題を抽出し、民生委員児童委 

員や自治会町内会の地域支援者へ情報提供及び高齢者生活の支援策について提言し 

ています。  
 

②  実態把握  

・法人独自の地域アセスメントシートを作成し、単一町内会及び連合町内会毎の社会

資源をまとめました。それを活用し、相談者へいつでも地域情報を提供できるよう

に整備できています。 

・総合相談票より得られた情報を地域データと関連させながらグラフ化し、地域特性

を可視化して把握・共有しています。そこから地域課題を抽出し、民生委員児童委

員や自治会町内会の地域支援者へ情報提供及び高齢者生活の支援策について提言し

ています。 

・みなとみらい地区の民生委員児童委員との交流会を開催し、地域状況の把握・自治

会町内会との連携状況・地域高齢者の傾向について情報を共有し、高齢者の生活支

援での連携を図れるよう関係構築に努めました。 

・生活支援コーディネーターがサロンで実施したアンケートでは、高齢者の住民のニ 

ーズを把握することが出来ました。その結果を受け、町内会･シニア活動の支援を目 

的に出張講座を開催しました。 

 

③  総合相談支援  

・民生委員児童委員からの相談では、家族やケアマネジャーなどの了承を得て、顔の

見える関係作り、支援者ネットワーク構築に努め、役割分担や支援者の負担軽減を

行いました。 

・総合相談ケースにおいて、本人や家族の拒否などにより社会資源サービスに繋がら

なかったケースは「後追いファイル」に保管し、その後の様子を定期的に問い合わ

せるなど継続支援しています。 

・制度の狭間で具体的支援に繋がりにくい相談者についても、丁寧に傾聴し、地域情

報を提供するなど細やかな個別支援を行い、いつでも相談しやすい環境作りに努め

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  

・総合相談において、成年後見制度の必要性を適切に判断し、当事者へのわかりやす

い説明と具体的支援を行いました。専門職を紹介する際は、必ず面談に立ち会い、

相互の信頼関係を築きやすい支援を行いました。あんしんセンター利用ケース 1 件、

遺言書作成支援ケース 2 件、成年後見制度申請支援ケース 3 件でした。 

・昨年、区内包括社会福祉士にて成年後見制度講座を共催した反省を踏まえ、今年は

民生委員児童委員及びケアマネジャー、施設職員といった地域支援者向けの講座を

共催しました。講師を女性の行政書士へ依頼し、会場設営や質問しやすい雰囲気作

りに配慮したところ、24 名の参加者全員より「（よく）理解できた」のアンケート

結果を得ることが出来ました。 

・消費者被害予防では、住民により身近な問題と感じてもらう為に、ケアプラザ単独

での取り組みで行うこととし、地域サロンやお食事会など、できるだけ規模の小さ

な集まりでわかりやすく周知しました。 

・昨年、区内包括社会福祉士共催での地域支援者を対象とした『ダブルケア講座』を 

振り返り、今年度は当事者まで対象を広げる目的で区内ケアプラザ地域交流コーデ 
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ィネーターとの共催としました。ダブルケアラーへの理解と支援をより地域へ浸透 

するように努めました 

 

 
 
 

②  高齢者虐待への対応  

・区内包括社会福祉士及び区役所・区社協と共催し、ふれあい会を対象として高齢者

虐待防止講座を開催しました。担い手である支援者へも理解しやすいように寸劇を

用い、見守り活動へも反映しやすい具体例を挙げて周知することができました。 

・ケアマネジャーからの虐待疑いのケースでは、速やかに相談受付票を区役所へ提出

し、早急に訪問や面談での状況把握と、あけぼの会やわたぼうしカフェへの情報提

供を行うなど、介護者支援に努め、解決に取り組みました。 

・病院からの通報ケースでは、速やかに区役所での協議を促し、医師・医療従事者・

ケアマネジャーと連携を図って本人の保護および家族負担軽減の具体的支援を行い

ました。また、司法書士等の専門職と連携を図り、家族信託や成年後見制度につい

て説明・助言を行うなど経済的支援への助言も行いました。 

・虐待ケースの対象者や家族の詳細なアセスメント面談を実施し、虐待原因は何かを

検討することで、その後の支援方法を検討しました。 

・「介護者の集い」を 5 回開催し、当事者の交流及び情報交換の場を設けることで、介

護者負担軽減を図りました。 

・区内包括社会福祉士で協力し、一般住民向けの配布用チラシを作成しています。 

 
 

③  認知症  

・5 職種で連携し、ケアプラザが窓口となって「認知症サポーター養成講座」を企業

対象 8 回（アルソック・第一三共・ＪＲ横浜駅）、商店街対象 1 回（藤棚 1 番街商店

街）開催し、168 名のサポーターを養成しました。アンケート結果より、高齢者の

買い物客や認知症利用者への対応に役立てたいとの意見を多数得ました。また、ア

ルソックにおいては、管理職へ実施後に全職員へ受講するよう会社の指示が出るな

ど、大きな効果を得ました。 

・キャラバンメイト 1 名を推薦し、受講後には 5 回の「認知症サポーター養成講座」

で協力を要請するなど活動の場を提供することで育成に努めました。 

・認知症高齢者の地域とのトラブルケースにおいて、専門家へ講師依頼し地域ケア会

議を開催しました。そこで認知症への住民理解促進や当事者の人権擁護の観点から

の見守り支援について周知し、高齢者の住みやすい環境づくりに努めました。 

・認知症高齢者の虐待ケースにおいては、区役所へ速やかに報告し、支援者ネットワ

ーク連絡会を開催し、支援者間の役割分担を行いました。また、介護者の集い・わ

たぼうしカフェへの参加を促すなど介護者負担軽減を図りました。 

・認知症未受診者を受診へつなげるための認知症初期集中支援チームでの検討を働き

かけましたが、チームの支援に繋げられませんでした。その為、チームのケース選

定プロセスについて問題提起し、より活用しやすい会議の場となるよう働きかけま

した。 

・わたぼうしカフェに毎月参加し、後方支援を継続して行いました。 

 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務  
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①  地域住民、関係機関等との連携推進支援  

・地域の高齢者食事会やサロンなどに出向き、介護保険についての説明を寸劇などで

わかりやすく説明し、周知をしました。 

・ケアマネジャーと民生委員との連携推進の為、包括エリアの地域ケア会議を開催し、

ネットワーク構築を目的として意見交換の場を作りました。日程を 2 回設定し夜間

帯に開催するなど、多くの方に参加して頂ける様に工夫しました。また、参加者へ

包括エリア内のインフォーマル情報をリストにしたものを配布し、ケアマネジャー

と民生委員の両者が活用できるように情報提供しました。 

・ふれあい会（西杉ふれあいひまわり会）の会議に参加し、意見交換や担い手の課題

などの把握に努めました。 

・ケアマネジャーからの相談から、個別課題としてのみ検討するのではなく、みなと

みらい地区の地域課題として検討できるのではないかと考え、個別ケースの地域ケ

ア会議を開催しました。個別課題から地域課題抽出が出来るよう、地域住民、民生

委員、サービス事業所、在宅医療相談室、医師、区社協、あけぼの会、等々に参加

頂き、多くの関係機関と話し合い、意見交換及び情報共有し、それぞれが「出来る

こと」を話し合うことが出来ました。 

・ケアマネサロンや研修等の開催時には毎回アンケートを実施し、結果を踏まえて次

年度の計画立案をするなど、役立てています。 

・法人の取り組みとして、ケアマネジャーの意向調査を独自で行い、包括に求めるこ

とや学びたいことなど把握している状況です。 

・介護予防従事者研修において、ケアプランにインフォーマルサービスを取り入れる

ことができるよう区内の情報を提供し、また総合事業の情報収集についても案内し

ました。 

・西区民まつりに西区ケアマネ研究会として参加し、地域住民への周知に繋がるよう 

後方支援を行いました。 

 

②  医療・介護の連携推進支援  

・多職種ミーティングを個別ケースの地域ケア会議として開催しました。個別ケース

の事例から医療で出来ることや介護で出来ること、またその連携の為に多くの立場

から意見交換をすることが出来ました。 

・在宅医療相談室との連携で、医療相談室の会議へ参加し、情報共有に努めました。

また、地域ケア会議へ参加要請し、個別課題や地域課題について共有できるように

努めました。 

・ケアマネサロンで薬剤師や在宅看取りなど医療をテーマに取り上げ、医療と介護の

連携推進が図れるように取り組みました。 

 
 

③  ケアマネジャー支援  

・4 月に包括主任ケアマネジャーの交替があり、地域のケアマネジャーとの関係性構

築の為に、自主事業やケアマネサロンや研修の周知をきっかけにして居宅介護支援

事業所へ出向き、直接ケアマネジャーと会って説明するなど顔の見える関係作りを

随時行いました。 

・今年度の新人ケアマネジャー研修計画において、昨年までの内容の半分を変更し、

新人ケアマネジャーだからこそ、知っておいてもらいたい内容や情報を組み込める

よう提案しました。（1 月に実施予定） 

・次年度のケアマネサロンの計画について、ケアマジャーの資質向上や課題解決でき

るようなテーマを検討し、参加率が高くなるよう計画しています。 

・個別ケースの支援困難事例などはケアマネジャーと同行訪問やアセスメントへの助 

言をするなど、対象者理解を一緒に行うことで、支援方法の検討をすることで、支 

援の継続やケアマネジャーの資質向上に繋がるように取り組んでいます。また、ケ 
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ースによっては、ケアマネジャー支援としての目的も含めて個別ケースの地域ケア 

会議を開催しました。 

 
 
 
 
 

（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  

・みなとみらい地区の個別ケース地域ケア会議を開催し、個別課題から地域課題を考

え、地域住民を含めた多職種が意見交換を行いました。それぞれの役割や出来るこ

となど相互理解をし、関係職種間の連携が地域づくりに繋がるよう支援しました。 

・地域包括ケアシステム構築に向け、数年来の懸案事項であったケアマネジャーと民

生委員との連携推進の為に包括エリアの地域ケア会議を開催し、事例を通じた意見

交換を行うことが出来ました。今後は定期的に開催する計画です。 

・地域住民や民生委員児童委員からの相談傾向と両コーディネーターからの情報から 

地域特性を分析し、その地域に見合った個別地域ケア会議開催を実施しました。 

その事前準備として、認知症高齢者が安心して生活できる街づくりを目的に地域見 

守り支援者を対象とした包括レベルの地域ケア会議を開催し、認知症への住民理解 

促進や当事者の人権擁護の観点からの見守り支援について専門家にわかりやすく講 

義をしてもらい、グループワークにて情報共有や意見交換が出来ました。 

 

（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）  

・介護予防に関するグループや団体の地域資源の把握に努め、ケアプランに活用でき

るようケアプラザの自主事業だけでなく、エリア内のインフォーマルリストに掲載

し、民生委員との交流会や介護予防従事者研修等でリストを配布し、周知しました。 

・委託ケースのサービス担当者会議は積極的に出席し、支援経過状況の把握に努めま

した。またその際に自立支援の視点で助言することや、目標設定についても具体的

に取り組めるよう適宜助言しました。また、サービス担当者会議にやむを得ず 

 欠席する場合にも、自立支援の視点や目標指向型のケアプランとなるよう助言を記 

載しました。 

・11 月に介護予防従事者研修を共催で開催しました。総合事業や介護予防ケアマネジ

メントの理念、制度、利用対象の考え方、実務等については、ICF の講義を踏まえ、

自身作成のケアプランを用いて振り返り・気付きとなるよう、またすぐに業務に活

かせるように工夫しました。  

・介護予防講座や元気づくりステーションで欠席者の把握を行いました。３名訪問し

たうちの１名については、訪問型短期集中サービスに繋げることができました。 

・アセスメント結果で総合事業のサービス A が妥当と判断した場合に、ケアプランに

取り入れるよう委託ケアマネジャーへ助言しました。 

・新規相談で事業対象者に繋げたケースもあり、その後の状態回復とともにサービス 

終了に至るケマネジメントを行いました。 
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（６）一般介護予防事業  

一般介護予防事業  

ア.介護予防講座の「ロコモ体操」は参加者から継続の意見が多く１０月から３月まで

包括の事業として実施しました。その後（Ｈ３０年４月以降）も継続の要望があり、

自主化へ向けて支援しました。 

イ.第５地区のシニアクラブより依頼を受けＨ３０年１月に体力測定会を実施しまし

た。また、みなとみらいフォレシスにて毎年４月に開催の健康測定会を支援する際

は、サービス事業所や薬局や企業との連携を図りました。 

ウ.第５地区シニアクラブの担い手へ体力測定会後に気軽に出来る体操を実施しまし

た。 

エ.西前小学校コミュニティハウスと連携し実施しました。  
 

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  

（ア）ご利用になる方の安全確保を 優先するとともに、地域の皆様が快適に安心し

て利用できるような施設、設備の管理・保守に努めました。  
設備の定期点検は専門業者が行い、不具合には速やかに点検修理を行いまし

た。エレベーター、自動ドアなどの保守点検も定期的に実施しました。  
（イ）施設内は毎日の清掃、月 1 回の休館日に実施している全館清掃、定期的な空調

の清掃など年間計画の通りに実施し、清潔を保持しました。  
（ウ）感染症などの対策として、消毒液で手すり等の拭き掃除を実施しました。  

１階通路に消毒液噴霧器を設置し、トイレ利用のお客様にも使用して頂きまし

た。お食事の提供に際しても、スタッフへうがい、手洗いを励行しました。感

染症に関する研修を実施しました。さらに、殺菌庫や食器洗い機の使用の励行

など、感染症の予防対策を行いました。  
（エ）施設の植木の剪定を実施しました。 

(2) 効率的な運営への取組について  

（ア）２０か所のケアプラザを運営する法人本部、各事業所と連携を図りながら、必

要物品の共同購入、リース業者との契約、職員採用の効率化を図りました。  
（イ）人員配置基準を遵守するだけでなく、さらにサービスの質の向上を目的とした

職員配置を継続し、サービスの質の向上に努めました。 

(3) 苦情受付体制について  

法人の定める苦情解決規則に則り、ケアプラザにおいても苦情解決担当者、苦情解決

責任者を設けて、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

でも公正・中立な立場からあっせん、調整を行う第三者委員を設置し、苦情の適正な

解決に向けて取り組めるような体制を整えています。皆様からお寄せいただいた苦情

は毎月、法人本部にて苦情の分析を行い、その結果は所内会議において職員に周知し、

再発防止などに活かしています。 

(4) 緊急時（防犯・防災・その他）の体制及び対応について 

（ア）緊急時に的確に行動ができるように、継続的に各種マニュアルの見直しを行う

とともに、特別避難場所としての職員それぞれの役割がイメージでき、共有で

きるように事業所全体にしっかりと周知を行いました。  
（イ）ハマノ愛生園と合同の防災訓練の実施、応急備蓄物資の適正な整備管理、整備

を行いました。 

(5) 事故防止への取組について  

事業所内での事故防止に関する研修、ヒヤリハット事例の振り返りなどを通じて、全

職員が事故予防に対する意識を高めています。事故発生時は速やかに誠意をもって対

応しました。同じ事故を繰り返さないように、ヒヤリハットを励行し、発生後の振り

返りをしっかりと行っていました。事故後に決められた予防策については、日頃から

申し送りを行い、職員会議の場などで適切な対応であるか振り返りを行いました。 
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(6) 個人情報保護の体制及び取組について  

（ア）定期的な研修の実施、自己チェックの実施、マニュアルの徹底など、万が一に

も個人情報に関する事故を起こさない、という意識で事業所内、法人内のルー

ルを所内で周知しました。  
（イ）個人情報の管理は、書庫の施錠など郵送物、FAX 送信時のダブルチェック、他

事業所からの持参物を窓口でチェックをするなど、法人で定めているルールを

遵守し、事故の発生防止に努めました。  

 

 

 

 

(7) 情報公開への取組について  

（ア）法人で定めた情報公開規程に則り、情報開示の申し出があった場合には適正に

対応しますが、29 年度は申し出はありませんでした。  
（イ）ケアプラザでは、ホームページを定期的に更新し、各種事業に関する情報や運

営についての情報を公開しています。介護保険事業の記録開示については、申

し出があった際に関係機関と連携を図り積極的に迅速に対応します。 

(8) 人権啓発への取組について  

定期的に開催している法人主催の人権研修へ出席しました。  
事業所内においては、人権研修の伝達研修以外に、プライバシーの保護、虐待防止に

関する研修などを行い、所内の全職員が人権啓発に取り組みました。 

(9) 環境等への配慮及び取組について  

（ア）日常的にごみの分別、適正な処分を心がけ削減に努めました。  
夏季にはクールビズ、冬季にはウォームビズを励行し、省エネルギーに努めて

いきます。水の使用方法を振り返り、常に節水に努めます。  
（イ）日頃より施設内の不要な照明の消灯を行い節電に努めました。  
（ウ）ケアプラザまつりなどイベント開催時には、環境事業推進委員の協力のもと、

分別 BOX によるごみの収集を行い、地域の皆様にもごみの分別について啓発

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≫  
兼務     地域包括支援センター  保健師担当看護師    １名  
                   主任ケアマネジャー   １名  
                   社会福祉士       １名  
 
兼務     非常勤職員       介護支援専門員     １名  
 

≪目標に対する成果等≫  
ア．お客様の自立に向けた目標指向型のケアプランを作成します。サービスの導入に  

あたっては、ご本人に意欲を持って取り組んで頂けるよう実現可能な目標の設定

を行い、ご本人とともに振り返りを行いました。  
イ．要支援１・２の既成サービスに該当しない方については、地域包括支援センター

や地域活動交流と連携して地域で行っている事業や活動を紹介しました。  
ウ．区役所をはじめとした関係機関や地域住民との連携により、公正中立な立場にた

った介護予防ケアプランを作成し、サービス事業所との連絡調整を行いました。 
 

≪実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）≫  
 ●担当者もしくは居宅介護支援事業所の介護支援専門員が通常のサービス提供地

域を越えて訪問する際には、交通費の実費をいただくことになっています。 

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
ア．要支援者・二次予防事業の参加者を対象として、平成２９年度も新たな介護予防

事業を実施しました。  
イ．地域包括支援センター３職種が、それぞれに専門性を持ちながら共通認識を持っ

て対応できるように、所内にて定期的に会議を行いました。また、日常的に情報

交換を行い、協力体制を敷いて、個別ケースを多面的、総合的に解決できるよう

に取り組みました。  
 

≪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 

１７７ １７８ １７１ １７２ １６５ １５９ 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

１６１ １６２ １６４ １６２ １５６ １４８ 
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●居宅介護支援事業 

≪職員体制≫  
 代表者（ケアプラザ所長）      １名  
 管理者（主任介護支援専門員）    １名  
 介護支援専門員           ４名（常勤）  
                   １名（非常勤）  
 

≪目標に対する成果等≫  
ア．ケアマネ自身の質の向上に努め、より良いサービスの提供に努めます。  
イ．公正中立な立場に立ち、総合的かつ効率的サービスの調整に努めます。  
ウ．地域包括支援センターと連携し、地域ケア会議へも積極的に参加します。  
 

≪実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）≫  
 ●交通費について  
  通常の事業実施地域を越える地域に訪問・出張する必要がある場合には、  
  お客様及びご家族等に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨を同

文書に署名・捺印して頂きます。  
公共交通機関を利用の場合・・・公共交通機関の運賃分  

 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
ア．『特定事業所加算Ⅲ』を取得した事業所として、週１回の所内会議を開催し、  

研修・情報交換などを行います。個人の研修計画、業務目標を達成できるよう  
に積極的に外部研修への参加や情報交換を行い、個々の介護支援専門員の資質  
の向上に努めます。  

イ．地域ケアプラザにある居宅介護支援事業所として、困難事例の受け入れ、担当  
ケースの迅速な対応を心がけています。また、地域包括支援センターと密に連  
携を図り、より良いサービスの提供のみならず、地域に根差した事業所として  
の役割を果たしています。  

 

≪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 

１０７ １０７ １０６ １０５ １０５ １０８ 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

１０４ １０７ １０６ １０５ １０５ １０９ 
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● 通所介護事業  

≪提供するサービス内容≫  
 ア．お客様のニーズに即した通所介護計画書の作成・生活指導（相談援助等）・機能

訓練（日常動作訓練）・介護サービス（移動や排泄の介助、見守り等）・健康状態

の確認・送迎・食事・入浴などのサービスを提供します。また、ご希望に応じて

個別機能訓練、口腔機能向上のためのプログラムを実施します。  
イ．通所介護サービス計画は、お客様やご家族の意思を尊重し、心身の状況や生活環

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的に作成

します。また、計画の作成・評価にあたっては、必要に応じてお客様やご家族へ

の聞き取り、お宅への訪問など状況確認を行います。  
ウ．サービス提供にあたっては、介護支援専門員や関係行政機関、地域の保健・医療・ 

福祉サービス、ボランティア団体等との綿密な連携を図り、総合的なサービス  
の提供に努めます。  

エ．サービス提供時間を有効に活用いただけるように、麻雀、書道、絵手紙、カラオ

ケなど、お客様に選択して頂ける少人数対象のプログラムをご用意しています。  
 

≪実費負担（徴収する項目ごとに記載）≫  
ア．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）      １，０９５円  
     （要介護５）      １，２２７円  

※２割負担分（対象の方のみ）  
（要介護１）      １，４０７円  
（要介護２）      １，６２２円  
（要介護３）      １，９２６円  

     （要介護４）            ２，１８９円  
     （要介護５）        ２，４５３円  
イ．加算     

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）       ７円（２割負担分： １３円）  
入浴加算                ５４円（２割負担分：１０８円）  
個別機能訓練加算（Ⅱ）        ６０円（２割負担分：１２０円）  
口腔機能向上加算          １６１円（２割負担分：３２２円）  
送迎減算（片道）          －５１円（２割負担分：－１０１円）  

 介護職員処遇改善加算  １か月のご利用単位数の 1,000 分の 59 に相当する単位  
数の料金  

ウ．食費負担                  ６５０円  
エ．キャンセル料金          ４５０円（食材料費相当）  
 

≪事業実施日数≫ 週 ６ 日（月曜日～土曜日）  
※年末年始（１２月２９日～１月３日を除く） 

≪提供時間≫    9：40 ～ 16：45（半角で入力 例 9：00～15:：00） 

≪職員体制≫管理者          １名  
         生活相談員        ３名（常勤兼務３名）  
          看護職員         ４名（機能訓練指導員兼務）  

介護職員        ２６名（常勤１名 常勤兼務３名  
非常勤２２名）  

         機能訓練指導員      ４名（看護職員兼務）  
           調理員          ６名  
      ドライバー        ４名  
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≪目標に対する成果等≫  
ア．自立支援の観点から、お客様の目的に合わせたサービスを提供を心がけました。  
イ．お客様が安全に、リラックスしてお過ごしいただける雰囲気づくりに努めました。 
ウ．お客様やご家族からのご要望には真摯に耳を傾け、信頼関係づくりに努めました。 
エ．職員、スタッフへの研修を計画的に行い、介護に関する知識や技術の向上に努め

ました。また、外部研修（認知症など）も受講しました。  
オ．地域包括支援センター、居宅介護支援事業所との連携を密に図り、お客様・ご家

族のニーズにあった適切なサービスを迅速かつ確実に提供できるように努めまし

た。  
カ．地域活動交流事業との連携により、個人、団体のボランティアが来所されました。 
キ．個人情報の取り扱いに関する手順をしっかりと守り、管理の徹底を行いました。  
 

≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
ア．主な取り組み  
  （ア）お客様の能力、生活状況に応じて自立支援の観点から支援を行いました。  
  （イ）日常生活上の課題をお持ちのお客様については、ご希望により通常プログ

ラムとは別に機能訓練を行い、定期的な訪問、計画の評価を行いました。  
  （ウ）お客様全員を対象に、食前の嚥下体操、食後の口腔ケアをしっかりと行い、

口腔内の健康と嚥下能力の維持に努めました。  
  （エ）書道、折り紙、塗り絵、カラオケ、麻雀、絵手紙、脳トレなど、お客様の

心身の活性化につながるプログラムをご自身で選択できるようにご用意

し、楽しんで頂きました。  
  （オ）季節感を感じて頂ける年間行事の他、シルバー体操指導員をお招きしての

リハビリ体操、近隣へ外出する戸外機能訓練など、機能訓練の要素を盛り

込んだプログラムを実施しました。  
  （カ）演芸グループ、アニマルセラピー、楽器の演奏など様々なボランティアの

方々をお招きし、お客様に楽しんで頂きました。  
  （キ）家族会を開催し、お客様のご様子を直接ご覧いただき、プログラム、お食

事の紹介を行いました。ご家族同士の交流の場、通所介護に対する理解を

深めて頂く場として、毎年開催しています。  
 

イ．入浴  
  （ア）ゲルマニウム温浴で温泉気分を楽しんで頂くとともに、季節行事として、

しょうぶ湯、ゆず湯などのお湯を楽しんで頂きました。  
  （イ）お客様の体調にあわせてご利用いただけるように、大浴槽、小浴槽と湯温

の違う２種類の浴槽を用意し、お客様のご様子でそれぞれを利用して頂い

ています。  
  （ウ）車いすの方でも安心して入浴して頂けるように、入浴用のリフターをご利

用頂きました。  
 

ウ．お食事  
  （ア）厨房スタッフが十分に栄養バランスを考えた献立を作成し、手作りで提供

しました。また、毎月のテーマを決めて、季節の味覚を取り込んだボリュ

ーム満点の美味しいお食事を提供しました。  
  （イ）お誕生日週間は、お客様に様々な味覚を楽しんで頂けるように、地域の和

菓子屋さんへの注文や全国銘菓のお取り寄せを行いました。  
  （ウ）全てのお客様に美味しく、安全なお食事を提供できるよう、毎月お客様に

お食事のアンケートを行いました。アンケート、検食簿をもとに厨房スタ

ッフ会議の中で献立の見直しを行い、より安全に美味しいお食事の提供を

行いました。  
  （エ）「楽しめるお食事の提供」という事で、出張寿司、バイキング食、おやつの

バイキング等などのイベント食を実施し、お客様からご好評頂きました。  
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エ．スタッフ教育  
  （ア）ナース会議、スタッフ会議、厨房会議、ドライバー会議など定期的に会議

を実施し、情報の共有とより良いサービスを提供するための話し合いや研

修を実施しました。  
  （イ）年間研修計画を作成し、スタッフ一人ひとりが自分で考え、行動できるよ

うに必要な知識（個人情報保護、接遇マナー、倫理について、事故防止な

ど）習得のための研修を実施しました。  
（ウ）サービスの質の向上、職員スタッフのスキルアップを目的に、お客様のカ

ンファレンスを行い、介護方法の検討、事故防止策などについて話し合い

を行いました。  
 

オ．関係機関・地域連携  
  （ア）地域包括支援センター、居宅介護支援事業所と常に情報交換を行い、お客

様のニーズ・身体状況等にあった適切なサービスが迅速に提供できるよう

に積極的に連携を図りました。  
 

≪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 

６７３ ７１４ ７２７ ７５４ ７３３ ６７９ 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

６５６ ６４０ ６４９ ６１４ ６１５ ７３２ 
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● 介護予防通所介護・第１号通所事業  

≪提供するサービス内容≫  
ア．介護予防通所介護、第 1 号通所事業、それぞれのサービス計画の作成、生活指導

（相談援助等）、機能訓練（日常動作訓練）、介護サービス（移動や排泄の介助、

見守り等）、健康状態の確認・送迎・食事・入浴についてのサービスを提供しまし

た。また、ご希望に応じ、運動器機能向上や口腔機能向上のためのプログラムを

実施しています。  
イ．介護予防通所介護、第 1 号通所事業のサービス計画の作成にあたっては、お客様

の意思を尊重し、心身の状況や生活環境等に応じて、お客様が自立した日常生活

を営むことができるよう配慮しました。  
ウ．サービス提供にあたっては、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の綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整と要介

護状況の軽減もしくは悪化の防止に努めました。  
 

≪実費負担（徴収する項目ごとに記載）≫  
ア．１割負担分  

（要支援１・要支援２ 週１回程度）    １，７６６円  
  サービス提供体制強化加算（Ⅱ）       ５２円  
（要支援２ 週２回程度）         ３，６２１円  

   サービス提供体制強化加算（Ⅱ）       ５２円  
※２割負担（対象の方のみ）  

 （要支援１・要支援２ 週１回程度）    ３，５３１円  
   サービス提供体制強化加算（Ⅱ）     １０３円  
（要支援２ 週２回程度）         ７，２４１円  

    サービス提供体制強化加算（Ⅱ）     １０３円  
イ．加算      
   運動器機能向上加算     ２４２円（※２割負担：    ４８３円）  
   口腔機能向上加算      １６１円（※２割負担：    ３２２円）  
   若年性認知症受入加算   ２５８円（※２割負担：  ５１５円）  

介護職員処遇改善加算  １か月のご利用単位数の 1,000 分の 59 に相当する  
単位数の料金  

ウ．食費負担          ６５０円  
エ．キャンセル料金       ４５０円（食材料費相当）  
 

≪事業実施日数≫ 週 ６ 日（月曜日～土曜日）  
※年末年始（１２月２９日～１月３日を除く） 

≪提供時間≫  9：40 ～ 16：45（半角で入力 例 9：00～15:：00） 

≪職員体制≫管理者          １名  
         生活相談員        ３名（常勤兼務）  
          看護職員         ４名（非常勤兼務）  

介護職員        ２６名（常勤１名 常勤兼務３名  
非常勤２２名）  

         機能訓練指導員      ４名（看護職員兼務）  
           調理員          ６名（兼務）  
      ドライバー        ５名（兼務）  
 

≪目標に対する成果等≫  
お客様の心身の特性、生活状況を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した生活

を行えるように様々なサービスの提供を心がけました。また、サービスの提供にあ

たっては、サービス担当者会議等の検討により援助方針を決定し、お客様のニーズ

に合わせた 適の計画を立て、実施しています。  
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≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
ア．お客様の能力、生活状況に応じた自立支援型の援助を行います。  

・運動器機能向上計画書をもとに、目標の達成を目指して機能訓練指導員が機能  
訓練を行い、体力チェック、計画の評価を定期的に行いました。  

イ．食事前には嚥下体操、食後には歯磨き指導を行い、安全に美味しくお食事を  
召し上がって頂きました。口腔内の健康と嚥下能力の維持のため、口腔ケアは皆

様に積極的にお勧めし、行って頂いております。  
ウ．書道、折り紙、塗り絵、通信カラオケ、麻雀、絵手紙、脳トレなど、お客様に  

選択して頂けるように様々なプログラムを楽しんで頂きました。  
エ．シルバー体操指導員をお招きしてのリハビリ体操、近隣への外出（戸外機能訓  

練）など機能訓練の要素を盛り込んだプログラムを実施しました。また、初詣、  
盆踊り、運動会など、季節を感じ楽しんでいただける行事を実施しました。  

オ．入浴はゲルマニウム温浴で温泉気分を楽しんで頂き、季節行事として、しょう  
ぶ湯、ゆず湯等を行いました。大浴槽、小浴槽と湯温の違う２種類の浴槽を用意

し体調に合わせてご利用いただきまた。  
カ．食事  
  （ア）厨房スタッフが栄養バランスを考えた献立を作成し、毎月のテーマを決め

て、季節の味覚を盛り込んだボリューム満点の手作りのお料理を提供し、

お客様からは好評を頂きました。  
  （イ）お誕生日週間は、バラエティ豊かな味を楽しんで頂くために、おやつを近

隣の和菓子屋さんへの注文や、全国の銘菓を取り寄せました。  
  （ウ）毎月厨房スタッフとの会議を行い、細かくメニューの見直しを行いました。

これからも全てのお客様に美味しいと言っていただけるように検討を続け

ます。  
ケ．スタッフ教育  
  （ア）ナース会議、スタッフ会議、厨房会議、ドライバー会議を定期的に実施し、

情報を共有するとともにより良いサービスを提供するために話し合いを行

いました。  
  （イ）職員間で「報告・連絡・相談」を心掛け、連携の取れたきめ細かいサービ

ス提供に努めます。  
  （ウ）スタッフ一人ひとりが自分で考え、行動できるように必要な知識（個人  
     情報保護、接遇マナー、倫理について、事故防止など）や介護技術の向  

上のための研修、自主勉強会を年間研修計画作成の上で計画的に実施し  
ます。必要に応じて、お客様の個別カンファレンスも実施しました。  

コ．関係機関・地域連携  
  地域包括支援センター、居宅介護支援事業所と連携を密に図り、お客様のニー  

ズ・身体状況等にあった適切なサービスが迅速に提供できるように努めました。  
また、利用申し込みに関しても、スムーズにサービス開始ができるように迅速  
に対応しました。  

 

≪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 

１２ １２ １２ １１ １２ １５ 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

１４ １４ １４ １５ １６ １５ 
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● 認知症対応型通所介護事業  

≪提供するサービス内容≫  
ア．認知症対応型通所介護計画の作成、生活指導（相談援助等）、機能訓練（日常動作

訓練）、介護サービス（移動や排泄の介助、見守り等）、健康状態の確認、送迎、  
食事、入浴についてのサービスを提供します。また、ご希望に応じて、個別機能

の向上や口腔機能向上のプログラムを実施します。お客様の生活状況などを踏ま

えて、お一人ずつオリジナルのプログラムを行います。  
イ．認知症対応型通所介護計画の作成にあたっては、要介護状態の維持・改善を目的

に目標の設定をします。お客様のご希望を尊重し、心身の状況や生活全般の環境

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よう支援します。その

ため、ご家庭での生活に役に立ちそうな情報、ご家族の介護負担の軽減につなが

りそうな情報など、デイサービスでの様子を詳しくお知らせをしながら、必要に

応じてお客様やご家族様からお話を伺い、よりよいサービス提供に役立てます。  
ウ．サービス提供にあたっては、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の綿密な連携を図ります。  
 
≪実費負担（徴収する項目ごとに記載）≫  
ア．１割負担分          ２割負担（※対象の方のみ）  

（要介護１） １，０７２円      （要介護１） ２，１４４円  
（要介護２） １，１８８円      （要介護２） ２，３７６円  
（要介護３） １，３０５円      （要介護３） ２，６０９円  
（要介護４） １，４２２円      （要介護４） ２，８４４円  
（要介護５） １，５３９円      （要介護５） ３，０７７円  

イ．加算           （１割負担分）      （※２割負担）  
 入浴加算            ５５円          １０９円  

個別機能訓練加算        ３０円           ５９円  
口腔機能向上加算       １６４円          ３２７円  
若年性認知症利用者受入加算   ６６円          １３１円  
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ ７円           １３円  
送迎減算（片道）     －５２円           －１０３円  
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) １か月のご利用単位数の 1,000 分の 104 に相当する 

単位数の料金 

ウ．食費負担   ６５０円  
エ．キャンセル料 ４５０円（食材料費相当）  
 
≪事業実施日数≫ 週 ６ 日（月曜日～土曜日）  
         （年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く。）  
 
≪提供時間≫   ９：４０  ～ １６：４５   
 
≪職員体制≫       管理者          １名  
               生活相談員        ４名（兼務）  
               看護職員         ４名（兼務６名）  

介護職員        ２１名（常勤兼務１名非常勤兼務 20 名） 
               機能訓練指導員      ４名（看護職員兼務）  
               調理員          ６名（兼務）  
         ドライバー        ４名（兼務）  
≪目標に対する取組状況≫  

お客様の心身の特性や生活状況を踏まえ、自立支援、介護者の介護負担の軽減など

の観点からサービス提供を心がけています。サービスの提供にあたっては、サービ

ス担当者会議等で方針を決定し、具体的な介護方法を決定した上で行うと共に、ご

利用の際の様子は記録、連絡にて細かく報告しました。  
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≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
ア．さらなる取組  
  （ア）少人数制でアットホームな雰囲気を心がけてサービス提供を行いました。  
  （イ）個別機能訓練は計画書をもとに、お客様お一人ずつの目標達成を目指して

機能訓練指導員が個別に機能訓練を行いました  
  （ウ）食前には職員による嚥下体操、食後には歯磨き指導を行い、安全に美味し

くお食事を召し上がって頂けるように取り組みました。  
  （エ）運営推進会議を開催し、運営状況、取組内容について報告を行うと共に、

お客様のご様子をご覧頂き、プログラム、お食事の紹介を行いました。  
（オ）口腔ケアを行い、口腔内の健康と嚥下能力の維持に努めました。  

  （カ）脳トレ、書道、絵手紙、塗り絵、作品制作など、お客様の心身の活性化に

つながるプログラムを充実させ、お客様に選択して頂きました。  
  （キ）お客様個人の目標に合わせて外出（戸外機能訓練）や季節感を取り入れた

行事など、機能訓練の要素を盛り込んだプログラムの提供を行いました。  
イ．入浴  

（ア）ゲルマニウム温浴で温泉気分を楽しんで頂くとともに、季節行事としても、 
しょうぶ湯、ゆず湯等楽しんで頂きました。  

（イ）入浴の際は、一人ずつスタッフが付き添いで誘導を行い、安全には十分に

配慮しました。  
（ウ）車いすの方には安心して入浴して頂けるように、入浴用のリフターを使用

して頂きました。  
ウ．食事  

（ア）スタッフが十分に栄養バランスを考えた献立を作成しています。 

毎月のテーマを決めて、季節の味覚を取り入れ手作りでボリューム満点の

美味しい食事を提供しました。  
  （イ）誕生日週間は、おやつに近隣の和菓子屋さんへの注文や全国銘菓のお取り

寄せなど、ひと味違う味覚を楽しんで頂きました。  
  （ウ）出張寿司、バイキング食、おやつバイキングなどのイベント食を実施し、

食の楽しみを提供しました。  
エ．スタッフ教育  
  （ア）定期的にスタッフ会議を実施し、情報を共有するとともにより良いサー  

ビスを提供するために話し合いや研修を行いました。  
  （イ）全員が「報告・連絡・相談」を意識して業務にあたり、よりよりチームワ

ークから、よりよいサービス提供を心がけました。  
  （ウ）スタッフ一人ひとりが必要な知識や介護技術の向上のための研修を、年間  

研修計画を作成のうえ、計画的に実施しました。  
オ．関係機関・地域連携  
  （ア）お客様のニーズ・身体状況等にあった適切なサービスが迅速に提供できる

ように居宅介護支援事業所と情報共有に努めました。  
≪利用者目標（延べ人数）≫                 【単位：人】  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  

１８８  １９６  １９５  １９６   １８９  １９０  

１０月 １１月 １２月 １月  ２月  ３月  
 

１８３  
 

１６２  
 

１３３  
 

１２５  
 

１３１  
 

１６３  

 



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

15,976,500 144,158 16,120,658 16,120,658 0 横浜市より

0 0

0 0 549,000  549,000

0 0 この列は入力しない

0 0 0 26,168  26,168

印刷代 0 0 0 0

⾃動販売機⼿数料 0 0 25,033  25,033

駐⾞場利⽤料収⼊ 0 0 0 0

その他（指定管理充当分） 0 0 1,135  1,135

3,587,500 3,587,500 3,587,500 0

2,167,262 2,167,262 2,167,262 0

21,731,262 144,158 21,875,420 22,450,588  575,168

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 11,985,429 13,665,328  1,679,899

10,865,416 10,865,416 8,923,111 1,942,305

1,066,678 1,066,678 1,297,857  231,179

0 3,238,230  3,238,230

71,811 71,811 44,686 27,125

6,000 6,000 0 6,000 ハマふれんど

150,852 150,852 150,188 664

△ 175,328  175,328 11,256  186,584

744,000 0 744,000 1,607,641  863,641

14,072 14,072 7,192 6,880

8,967 8,967 33,810  24,843

26,000 26,000 11,047 14,953

168,250 168,250 302,354  134,104

271,641 271,641 245,943 25,698

0 0 0 0 0

横浜市への⽀払分 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

0 244,332  244,332

0 0 0

60,737 60,737 42,234 18,503

5,000 5,000 0 5,000

38,028 38,028 39,741  1,713

490,024 490,024 46,800 443,224

0 0 0

0 12,350  12,350

△ 338,719  338,719 621,838  960,557

1,376,000 0 1,376,000 1,271,582 104,418

42,000 42,000 18,356 23,644 予算：指定額

1,334,000 1,334,000 1,253,226 80,774

6,667,000 420,638 7,087,638 7,139,060  51,422

256,000 256,000 51,022 204,978 予算：指定額

3,263,506 0 3,263,506 3,263,506 0

電気料⾦ 3,263,506 3,263,506 3,263,506 0

ガス料⾦ 0 0

⽔道料⾦ 0 0

2,874,868 2,874,868 2,377,698 497,170

474,000 420,638 894,638 823,136 71,502 予算：指定額

132,230 132,230 129,004 3,226

37,627 0 37,627 278,835  241,208

空調衛⽣設備保守 0 0 0

消防設備保守 37,627 37,627 37,627 0

電気設備保守 0 0 0

害⾍駆除清掃保守 0 0 0

駐⾞場設備保全費 0 0 0

その他保全費 0 241,208  241,208

0 0 0

△ 371,231  371,231 215,859  587,090

958,834 0 958,834 1,093,226  134,392

0 0 この列は入力しない

958,834 958,834 1,093,226  134,392

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

21,731,262 420,638 22,151,901 24,776,837  2,624,936

0  276,480  276,481  2,326,249 2,049,768

1,334,000 1,334,000 0 1,334,000 予算：指定管理料に含む

1,334,000 1,334,000 1,253,226 80,774

0 0 0  1,253,226 1,253,226 ⇒自主事業（指定管理料充当の自主事業）費

0 0 25,033  25,033 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 25,033  25,033

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　「戸部本町地域ケアプラザ」

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

23,641,000  158,446 23,482,554 23,482,554 0 横浜市より
151,000 151,000 151,000 0 横浜市より

5,789,000  862,950 4,926,050 4,926,050 0 横浜市より
0 0 この列は入力しない

0 0 72,200  72,200

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 この列は入力しない

0 0 0 219,301  219,301

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 0 219,301  219,301

1,464,293 1,464,293 1,464,293 0

31,045,293  1,021,396 30,023,897 30,315,398  291,501

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 27,912,727  436,434

23,652,916 23,652,916 15,945,139 7,707,777

4,454,638 4,454,638 3,683,551 771,087

0 7,788,689  7,788,689

62,706 62,706 36,279 26,427

24,000 24,000 0 24,000 ハマふれんど

564,360 564,360 428,313 136,047

 1,282,327  1,282,327 30,756  1,313,083

233,000 0 233,000 1,630,794  1,397,794

51,020 51,020 20,317 30,703

8,974 8,974 38,737  29,763

24,117 24,117 10,499 13,618

168,251 168,251 173,257  5,006

287,597 287,597 295,577  7,980

0 0 0 0 0

横浜市への⽀払分 0 0 0

その他 0 0 0

0 0 0

0 0 0

6,934 6,934 63,947  57,013

20,000 20,000 6,440 13,560

38,030 38,030 39,741  1,711

495,026 495,026 46,800 448,226

0 0 0

0 33,183  33,183

 866,949  866,949 902,296  1,769,245

1,689,000 0 1,689,000 1,055,711 633,289

630,000 630,000 546,000 84,000 予算：指定額

599,000 599,000 265,768 333,232

151,000 151,000 156,283  5,283 予算：指定額

309,000 309,000 87,660 221,340 予算：指定額

1,578,000 0 1,578,000 1,785,900  207,900

69,000 69,000 13,562 55,438 予算：指定額

867,514 0 867,514 867,514 0

電気料⾦ 867,514 867,514 867,514 0

ガス料⾦ 0 0

⽔道料⾦ 0 0

764,202 764,202 632,046 132,156

126,000 126,000 106,992 19,008 予算：指定額

33,149 33,149 34,292  1,143

10,001 0 10,001 74,115  64,114

空調衛⽣設備保守 0 0 0

消防設備保守 10,001 10,001 10,001 0

電気設備保守 0 0 0

害⾍駆除清掃保守 0 0 0

駐⾞場設備保全費 0 0 0

その他保全費 0 64,114  64,114

0 0 0

 291,866  291,866 57,379  349,245

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

30,976,293 0 30,976,293 32,385,132  1,408,839

69,000  1,021,396  952,396  2,069,734 1,117,338

1,059,000 72,200 予算：指定管理料に含む

1,059,000 509,711

0  437,511 ⇒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　「戸部本町地域ケアプラザ」

　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>



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
認知症型通所

介護

6081 21795 92499 34927

5126 311 870 0

介護予防ケアマネジメント
費 5126

事業・負担金収入

認定調査 311

その他 870

11207 22106 93369 34927

1405 21646 62871 20147

1180 1620 5911 2113

0 106 11190 3323

0 0 2023 683

5904 0 10330 20

利用者負担軽減額 20

消費税

介護予防プラン委託料 5904

その他 10330

8489 23372 92325 26286

2718 -1266 1044 8641

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：戸部本町地域ケアプラザ

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

介護予防コーラス 高齢者 16,704 地活

「にこにこ隊」 318名 包括 16704 0 16,704 0 0

なし 生活

介護予防コーラス 高齢者 16,704 地活

「歌の広場」 173名 包括 16704 0 16,704 0 0

なし 生活

遅起きラジオ体操 地域住民 36,055 地活

in石崎川公園 335名 包括 36055 0 0 0 0 36,055

なし 生活

遅起きラジオ体操 地域住民 6,720 地活

ｉｎみなとみらい 123名 包括 6720 0 0 0 0 6,720

なし 生活

おやじの時間 60歳以上男性 5,600 地活

78名 包括 5600 0 0 0 0 5,600

なし 生活

ノルディックウォーキング 地域住民 54,096 地活

ｉｎみなとみらい 123名 包括 26896 27,200 0 38,976 0 15,120

300円 生活

福祉用具相談・展示事業 地域住民 0 地活

転ばぬ先の杖 42名 包括 0 0 0 0 0 0

なし 生活

認知症サポーター養成講座地域住民 0 地活

80名 0 包括 0 0 0 0 0 0

なし 生活

回想法勉強会 地域住民 61,248 地活

47名 包括 61248 0 0 61,248 0 0

なし 生活

関係機関との連携体制構築ケマネジャー  民生委員 1,112 地活

連携体制構築 72名 包括 1112 0 0 0 1,112 0

なし 生活

家族介護者のつどい 地域住民 2,000 地活

101名 包括 2000 0 0 0 2,000

なし 生活

わたぼうしカフェ 地域住民 0 地活

116名 包括 0 0 0 0 0 0

生活

ロコモ体操 高齢者 66,816 地活

150名 包括 21816 45,000 0 66,816 0 0

300円 生活

地域住民 5,568 地活

117名 包括 5568 0 0 5568 0 0

なし 生活

地域住民 0 地活

39名 包括 0 0 0 0 0 0

なし 生活

地域住民 1,600 地活

28名 包括 1600 0 0 0 1600 0

なし 生活

高齢者 0 地活

462名 包括 0 0 0 0 0 0

なし 生活

高齢者 0 地活

208名 包括 0 0 0 0 0 0

なし 生活

指定管理料

収入

資料４－１

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

支出
総経費

戸部本町地域ケアプラザ

みなとみらいフォレシス
出張相談会

藤棚らいぶステーション
出張相談会

西区社会福祉士「権利擁
護講座」共催事業

元気づくりステーション
「楽しく明るく元気サロ

ン」

元気づくりステーションに
類する活動「元気サロ

ン」



平成29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

よろず相談 地域住民 0 地活

477名 包括 0 0 0 0 0

なし 生活

みなとみらい 地域住民 0 地活 0 0 0 0 0 0

秋まつり 100名 包括

健康測定会 なし 生活

パソコンを安全に使う 地域住民 0 地活 0 0 0 0 0 0

ためのセキュリティ講座 14名 包括

なし 生活

にっこり亭 地域住民 36,284 地活 10,684 25,600 0 0 36,284 0

31名 包括

800円 生活

すいせん茶寮 高齢者 8,779 地活 8,179 600 0 0 1,579 7,200

6名 包括

100円 生活

みんなで遊ぼう 未就園児保護者 62,968 地活 47,768 15,200 47,840 1,328 13,800

501名 包括

０～300円 生活

ゆっくりフラダンス 地域住民 0 地活 0 0 0 0 0 0

ロケラニ 283名 包括

500円 生活

コミュニティーキッチン５ 地域住民 48,015 地活 30,615 17,400 0 5,568 39,647 2,800

120名 包括

200円 生活

きらきら健康ストレッチ 地域住民 147,432 地活 53,632 93,800 0 133,632 0 13,800

469名 包括

200円 生活

ボランティアはじめま専科 地域住民 4,424 地活 2,824 1,600 0 0 4,424 0

40名 包括

500円 生活

ボランティア感謝会＆交流会ボランティア 52,062 地活 52,062 0 0 5,000 45,202 1,860

45名 包括

なし 生活

5回戸部本町地域ケアプラ地域住民 200,276 地活 200,276 0 0 11,137 175,139 14,000

まつり 700名 包括

なし 生活

障がい児と家族のつどい 障害児と保護者 0 地活 0 0 0 0 0

○△□ 46名 包括

なし 生活

ママ友倶楽部 0歳児・保護者 125,456 地活 49,856 75600 0 125,456 0 0

543名 包括

200円 生活

はり切りカフェ 高齢者 26,653 地活 5,453 21200 0 0 26,653 0

226名 包括

100円 生活

乳幼児養育者 0 地活 0 0 0 0 0 0

41名 包括

なし 生活

わいわいクラブ 地域住民 15,441 地活 15,441 0 0 10,000 5,441 0

サマーコンサート 59名 包括

なし 生活

大人のチャレンジ塾① 中高年 13,068 地活 5,068 8000 0 5,568 7,500 0

レモンカードを作ろう 15名 包括

500円 生活

昼間のお月見 高齢者 2,808 地活 1,908 900 0 0 2,808 0

10名 包括

100円 生活

パパとママのための
救急講座

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

総経費
収入 支出

指定管理料



平成29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

レッツ・シング 中高年 245,014 地活 98,014 147,000 0 245,014 0 0

294名 包括

５００円 生活

アクティブシニアの 団塊世代 165,544 地活 86,544 79,000 121,000 44,544 0

はりきりｸｯｷﾝｸﾞ 105名 包括

1000円 生活

アクティブシニアの 団塊世代 17,120 地活 4,120 13,000 0 0 16,000 1,120

鎌倉ハイキング 26名 包括

500円 生活

アクティブシニアの 中高年 0 地活 0 0 0 0 0 0

 Music House 131名 包括

なし 生活

ボランティア講座 地域住民 0 地活 0 0 0 0 0 0
はじめの一歩をはじめる前に 40名 包括

なし 生活

けあぷらっと歩こう１万歩 地域住民 0 地活 0 0 0 0 0 0

4名 包括

なし 生活

障害者 0 地活 0 0 0 0 0 0

10名 包括

なし 生活

夏休み開放ＤＡＹ！ 地域住民 0 地活 0 0 0 0 0 0

4名 包括

なし 生活

大人のチャレンジ塾② 中高年 40,568 地活 6,968 33600 0 5,568 35,000 0

クリスマスリースを作ろう 16名 包括

1500円 生活

大人のチャレンジ塾③ 中高年 22,428 地活 6,428 16,000 0 5,568 16,860 0

手作り味噌を作ろう 16名 包括

1000円 生活

環境絵日記展 乳幼児親子 7,812 地活 7,312 500 0 0 7,812 0

バスボムを作ろう 7名 包括

なし 生活

ハマのオヤジゼミナール 地域住民 5,000 地活 5,000 0 0 0 5,000 0

ＤＩＹ講座 21名 包括

500円(区社協収入） 生活

藤棚シネマ商店街 地域住民 5,792 地活 5,792 0 0 0 5,792 0

模擬店「大漁丸」 120名 包括

なし 生活

健康セミナー 地域住民 0 地活 0 0 0 0 0 0

トイレが近くて困っている 27名 包括

人集まれ なし 生活

平沼小学校福祉教育 地域住民 282 地活 282 0 0 0 282 0

100名 包括

なし 生活

西区サブコーディネーターサブコーディネーター 0 地活 0 0 0 0 0 0

研修 19名 包括

なし 生活

にこまちこども 子ども 0 地活 0 0 0 0 0 0

応援団 34名 包括

なし 生活

第一地区懇談会 第一地区懇談会 298 地活

高齢支援部会 34名 包括

なし 生活 298 0 0 0 298 0

自　　主　　事　　業　　決　　算　　額　

総経費
収入 支出

指定管理料

浜ろう高齢者部親睦会
　「介護予防体操」



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

事業名

目的・内容

おやじの時間

目的・内容 実施時期・回数

エンジョイ！ノ
ルディック
ウォーキングin
みなとみらい

目的：みなとみらい地区での介護予防・健康増進・住民同
士の交流

内容：ノルディックウォーキング

毎月第１・３土曜
日
（全17回）

目的・内容 実施時期・回数

福祉用具相談
・展示事業
「転ばぬ先の
杖」

目的：効果的に福祉用具を利用することにより、介護予防
に繋げる。福祉用具相談の充実を図る。

内容：福祉機器の展示・相談・紹介
全6回

実施時期・回数

毎月第２・４
月曜日
（全23回）

目的：異世代交流、介護予防、健康保持と増進
内容：石崎川公園にてラジオ体操を実施

目的・内容 実施時期・回数

みなとみらいﾌｫﾚ
ｼｽ
出張相談会

目的：MMフォレシスタワー住民へのケアプラザ周知及び地
域活動への参加促進。

内容：MMフォレシスコミュニティと協力し、住民を対象と
した出張での健康及び介護予防と相談会の開催。

全5回

資料４－１

目的：交流の場の提供、仲間づくり、介護予防
内容：介護予防コーラス（唱歌・動揺等）

介護予防コーラ
ス『歌の広場』

目的：介護予防・仲間づくり・交流の場の提供

内容：介護予防コーラス（童謡・唱歌など）

実施時期・回数

横浜市戸部本町地域ケアプラザ

目的：地域の男性の仲間づくり、介護予防、ボランティア
育成
内容：中高年の男性の居場所づくり、介護予防

目的・内容等

実施時期・回数

実施時期・回数

毎月第３火曜日
（全13回）

目的・内容

目的・内容

介護予防コーラ
ス　「にこにこ
隊」

毎月第４火曜日
（全10回）

毎週土曜日
（全48回）

遅起きラジオ体
操in石崎川公園



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

事業名 目的・内容 実施時期・回数

ロコモ体操
目的：ロコモティブシンドロームの予防

内容：介護予防　ロコモ体操

毎月第３土曜日
(全12回)

目的・内容 実施時期・回数

わたぼうしカ
フェ

目的：認知症啓発・認知症の方と家族の支援

内容：西区在宅介護者の会「あけぼの会」が主催するわた
ぼうしカフェの後方支援にて、個別相談や地域情報提供の
ために対応する

毎月第３土曜日
(全8回)

目的・内容 実施時期・回数

よろず相談

目的：介護予防・権利擁護啓発・ケアプラザの周知・関係
機関との連携強化

内容：地区社協食事会・老人会・ふれあい会などに出向き
介護予防や権利擁護・認知症等についての講話や体操・レ
クリエーションの実施

全10回

目的・内容 実施時期・回数

関係機関との連
携体制構築

目的・エリアの民生委員とケアマネジャーの連携構築

内容・事例を通じた意見交換・交流
全2回

目的・内容等 実施時期・回数

回想法勉強会
目的：ボランティアの育成

内容：回想法実施による勉強会

毎月１回
(全11回)

目的・内容 実施時期・回数

遅起きラジオ体
操inみなとみら
い

目的：健康増進・介護予防・異世代交流・ケアプラザの周
知
　
内容：高島中央公園でのラジオ体操

毎月第１日曜日
（全12回）

目的・内容 実施時期・回数

認知症サポー
ター養成講座

目的：認知症の理解と啓発・ケアプラザの周知・認知症サ
ポーターの育成

内容：地域住民向け・友愛会のメンバー向け、企業に認知
症の理解や啓発の為の講座

全11回



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

事業名 目的・内容 実施時期・回数

みなとみらい
フォレシス出張
相談会

目的：福祉活動の啓発・人材育成・よこはまシニアボラン
ティアポイントの普及

内容：ボランティア講座・ボランティアの活動紹介・よこ
はまシニアボランティアポイント登録説明会

全5回

目的・内容 実施時期・回数

ボランティア講
座
はじめの一歩を
始める前に

目的：福祉活動の啓発・人材育成・よこはまシニアボラン
ティアポイントの普及

内容：ボランティア講座・ボランティアの活動紹介・よこ
はまシニアボランティアポイント登録説明会

全3回

目的・内容 実施時期・回数

藤棚らいぶス
テーション
出張相談会

目的：藤棚らいぶステーション活動支援及び相談会開催

内容：藤棚らいぶステーションでの出張相談会

偶数月第４木曜日
（全4回）

目的・内容 実施時期・回数

家族介護者の集
い

目的：家族介護者の負担軽減

内容：西区在宅介護者の会「あけぼの会」と連携し、家族
介護者同士の交流及びレスパイト

全7回

目的・内容 実施時期・回数

西区社会福祉士
共催「権利擁護
講座」

目的：権利擁護啓発

内容：区内社会福祉士共催による高齢者虐待予防研修及び
成年後見制度啓発講座の開催

全２回

目的・内容 実施時期・回数

元気づくりス
テーションに類
する活動「元気
サロン」

目的：地域（戸部コミュニティハウス）での介護予防。
内容：後方支援（部員募集、長期欠席者の把握等）

毎月第１・３木曜
日
（全23回）

目的・内容 実施時期・回数

元気づくりス
テーション「楽
しく明るく元気
サロン」

目的：地域（西前小学校コミュニティハウス）での介護予
防。
内容：後方支援（長期欠席者の把握等）

毎月第１・３木曜
日
（全24回）



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

目的・内容 実施時期・回数

みなとみらい秋
まつり「出張相

談会」

目的：総合相談　ケアプラザ周知　みなとみらい地区との
連携
内容：みなとみらい秋まつりでブースを設け出張相談
　　　ケアプラザ機能、自主事業のチラシ配布

平成29年10月
全1回

目的・内容 実施時期・回数

ボランティア始
めま専科

目的：社会資源の発掘　　人材育成
　　　福祉活動団体の活動の場の提供

内容：おいしいお茶の淹れ方
お菓子の作り方

平成29年10月
（全2回）

目的・内容 実施時期・回数

きらきら健康ス
トレッチ

目的：交流の場の提供・仲間づくり・介護予防

内容：ストレッチ体操
毎月第1・3金曜日
（全24回）

目的・内容等 実施時期・回数

コミュニティー
キッチン５

目的：異世代交流　　　障がい者理解
　
内容：支え合い連絡会から発展した異世代交流会（会食
会）

平成29年8月
(全１回)

目的・内容 実施時期・回数

ゆっくりフラダ
ンス
ロケラニ

目的：ケアプラザの周知・ニーズ把握・介護予防

内容：フラダンスを通しての介護予防
毎月第1・3水曜日
（全24回）

目的・内容 実施時期・回数

みんなで遊ぼう

目的：子育て支援・乳幼児親子の交流の場の提供　情報提
供
　
内容：プレイルームの解放、ミニ企画の実施（リトミッ
ク、体操プログラムなど）

毎月第2・4木曜日
（全21回）



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

事業名 目的・内容 実施時期・回数

パパとママのた
めの救急講座

目的：乳幼児養育者への情報提供
　
内容：西消防署と共催事業。講師を招き、情報提供

平成29年9月
　　　全１回

目的・内容 実施時期・回数

はり切りカフェ

目的：高齢者の閉じこもり防止し外出の機会を提供する。
脳の活性化、介護予防。
地域住民の交流、仲間づくり。
　
内容：高齢者が交流を図りながら手芸等で手指を使い介護
予防をするサロン。個別相談等に対応する機会の提供

毎月第２水曜日
(全12回)

目的・内容 実施時期・回数

ママ友倶楽部
目的：０歳児親子の仲間づくり　　育児不安の解消
　
内容：ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ　　産後ママのﾎﾞﾃﾞｨｼｪｲﾌﾟ

毎月第１.３火曜日
(全23回)

目的・内容 実施時期・回数

障がい児と家族
のつどい　○△
□

目的：障がい児や病気のある未就学児親子の仲間づくり。
情報交換・情報提供。関係機関との連携。

内容：西区役所・ガッツびーと西と共催にて実施。親子の
遊び場と交流、情報提供

5月・10月
 (全２回)

目的・内容等 実施時期・回数

にっこり亭

目的：地域住民の交流　食の提供　つながりづくり　　福
祉活動の場提供

内容：会食会　自主事業「はりきりクッキング」の参加者
が調理を担う

全2回

目的・内容 実施時期・回数

ボランティア感
謝会＆交流会

目的：ボランティアニーズの把握・交流の場の提供
仲間作り支援

内容：ケアプラザにボランティア登録してくださっている
方々を対象とした会食・交流会

平成30年3月
(全１回)

目的・内容 実施時期・回数

第15回戸部本町
地域ケアプラザ
まつり

目的：交流の場の提供・ボランティアの育成・各団体の交
流支援

内容：模擬店・演技発表・健康づくりコーナー・こども交
流コーナー　など

平成29年11月
(全１回)



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

事業名 目的・内容 実施時期・回数

アクティブシニ
アの鎌倉ハイキ
ング

目的：中高年の仲間作り・生きがいづくり　ケアプラザの
周知　新規事業参加の獲得
内容：鎌倉散策　健康づくりと交流を図る

平成29年5月・12月
（全２回）

目的・内容等 実施時期・回数

すいせん茶寮
目的：　主に高齢者の居場所づくり・介護予防
内容：３Ａ（ゲーム）回想法

第２水曜日
（全10回）

目的・内容 実施時期・回数

アクティブシニ
アのはりきり
クッキング

目的：団塊世代の仲間づくり、地域デビュー
　　　　　備えておくべき知識の学習
内容：調理の習得　ボランティア活動

第４水曜日
(全11回)

目的・内容 実施時期・回数

レッツ・シング

目的：中高年の仲間づくり・生きがいづくり・ケアプラザ
の周知・新規事業参加者の獲得

内容：ゴスペルを通して地域住民の交流を図り、ストレス
の解消

第２・４水曜日
(全19回)

目的・内容 実施時期・回数

パソコンを安全
に使うためのセ
キュリティ講座

目的：地域貢献企業との連携　　PCの安全な使い方
内容：セキュリティ講座　質疑

平成29年10月
(全１回)

目的・内容 実施時期・回数

大人のチャレン
ジ塾

目的：中高年の仲間づくり、ケアプラザ周知

内容：クリスマスリースづくり　　レモンカード
　みそづくり　ほか

全3回

目的・内容 実施時期・回数

わいわいクラブ
初夏のコンサー
ト

目的：音楽を通しての地域住民交流・高齢者の外出の場・
ケアプラザ周知

内容：早稲田大学OBわいわいクラブによる男性合唱団コン
サート

平成29年7月24日
(全１回)



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

事業名

事業名 目的・内容 実施時期・回数

環境絵日記展
バスボムを作ろ
う

目的：ころもたちが環境を考えるきっかけづくり
内容：環境絵日記展示　(平沼小学校　西前小学校）
バスボム作りワークショップ

平成30年3月
全1回
(全1回）

目的・内容 実施時期・回数

ボランティア講
座　はじめの一
歩をはじめる前
に

目的：社会資源の発掘
内容：ボランティア概論　　よこはまシニアボランティア
ポイント登録研修会

平成29年7月から12
月
(全3回）

目的・内容 実施時期・回数

ハマのオヤジゼ
ミナール
DIY講座

目的：中高年新規事業参加者の拡充　　既存自主グループ
の活性化
内容：ＤＩＹの講義　実習
共催：西区社会福祉協議会

平成30年2月～3月
(全3回）

目的・内容 実施時期・回数

夏休み開放ＤＡ
Ｙ

目的：夏休みの小学生の居場所づくり　　交流
内容：将棋　トランプ　オセロなどのゲームで交流を図る

平成29年8月
(全1回）

目的・内容 実施時期・回数

昼間のお月見
目的：高齢者の居場所つくり、外出の機会提供
内容：大型スクリーンを見ながら野だて風にお菓子と抹茶
をいただく

平成29年9月
(全1回）

目的・内容 実施時期・回数

アクティブシニ
アのMucicHouse

目的：中高年の仲間作り・生きがいづくり　ケアプラザの
周知　新規事業参加の獲得
内容：団塊世代の音楽を通じた交流　　楽器の演奏　ほか

毎月第１土曜日
(全12回）

目的・内容 実施時期・回数

ケアぷらっと歩
こう一万歩

目的：健康づくり　団塊世代への発信
内容：地域福祉保健計画の推進　　健康スタンプラリー
ウォーキングポイント事業の推進

通年

目的・内容 実施時期・回数

浜ろう高齢者部
介護予防体操

目的：障害者支援　介護予防の啓発
内容：貸室利用団体である浜ろう高齢者親睦会と共催で、
聴覚障害の高齢者を対象に介護予防体操をする

平成29年４月
（全1回）



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

目的・内容 実施時期・回数

にこまちこども
応援団

目的：西区4ケアプラザ、区役所との連携　　にこまちプラ
ンの推進
内容：ペンシルバルーン　　にこまちのうた

平成29年7月～2月
(全3回）

目的・内容 実施時期・回数

第一地区懇談会
高齢支援部会

目的：第一地区　地区別計画の推進
内容：居場所づくりの検討

平成29年5月～3月
(全5回）

平成30年2月
(全1回）

目的・内容 実施時期・回数

平沼小学校福祉
教育

目的：障害者　高齢者に対する支援　　啓発
内容：高齢者疑似体験　　聴覚障害者体験

平成29年5月・7月
(全２回）

目的・内容 実施時期・回数

西区サブコー
ディネーター

目的：西区4ケアプラザの連携　　サブコーディネーターの
スキルアップ
内容：講師(中野しづよ氏）による講義　ワーク

平成30年1月29日
(全1回）

目的・内容 実施時期・回数

藤棚シネマ商店
街
大漁丸

目的：商店街を中心としたイベントを通じて活性化を図る
内容：模擬店ブースでゲーム　ケアプラザの周知

平成29年9月
(全1回）

目的・内容 実施時期・回数

健康セミナー
トイレが近くて
困っている人集
まれ

目的：ねんりんピック　の一環　　泌尿器の病気について
正しく理解する　　受診の啓発
内容：地域の泌尿器専門医による講義



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 目的・内容 実施時期・回数

介護予防普及強
化業務委託「西
区介護予防講座
２０１７　口腔

講座」

目的：口腔機能とは。唾液の分泌について。
内容：個別相談。ブラッシングの当て方。適切な歯ブラシ
とは。

平成２９年１１月
２６日（全１回）

目的・内容 実施時期・回数

介護予防普及強
化業務委託「西
区介護予防講座
２０１７　口腔
ケアin西前小コ

ミハ」

目的：口腔機能とは。唾液の分泌について。出張講座。
内容：笑いの効能。口腔体操。

平成２９年９月１
０日・平成３０年
１月２１日（全２

回）

目的・内容 実施時期・回数

介護予防普及強
化業務委託「西
区介護予防講座
２０１７　お弁
当で簡単栄養

術」

目的：栄養改善。低栄養にならないための工夫。
内容：コンビ二弁当を使った調理術。

平成２９年８月２
１日（全１回）

目的・内容 実施時期・回数

介護予防普及強
化業務委託「西
区介護予防講座
２０１７　アロ
マでいきいき生
活in西前小コミ

ハ」

目的：地域で見守り育成支援。アロマで脳トレ（認知症予
防）。

内容：アロマオイルや庭に植えているハーブを用いる。嗅
覚・大脳辺縁系について解剖学を学ぶ。

平成２９年６月７
日（全１回）

目的・内容 実施時期・回数

介護予防普及強
化業務委託「西
区介護予防講座
２０１７　ロコ

モ体操」

目的：「ロコモ」の周知。地域における介護予防のグルー
プ活動を広める。介護予防に資する活動の育成・支援を行

う。
内容：介護予防の必要性・ロコモティブシンドロームの予

防・認知症予防・栄養・口腔改善

平成２９年５月１
日・１５日・２９
日、６月５日・１
９日・７月３日

（全６回）
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