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平成 30 年度 地域ケアプラザ事業計画書 

１ 施設名  

  横浜市宮崎地域ケアプラザ   

２ 事業計画  

以下、地域ケアプラザ事業実施評価との共通部分  

１ 全事業共通  

地域の現状と課題について  

・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ことを PTA 関係者にも認識できたので、それをもとに出来  
 ることは何かを検討します。  

 

(1)相談（高齢者・こども・障害者分野等の情報提供）  

(ア）  福祉分野を問わない総合相談窓口として、パンフレット常置による情報提供にとど

めず、適切な関係機関につなげる支援をしていきます。特に、課題が絡み合い複雑化

している家族支援（高齢/障害世帯・高齢/こども世帯等のダブルケア）においては、

継続支援対象者として関係機関と連携します。 

(イ）  重篤化後に相談として挙がったケースについては、エリアマップにマーキングし、

地域資源（見守り等）とのすり合わせにより、地域課題として抽出していきます。 

地域包括支援センター機能の周知において、みやざき広報紙に毎回掲載するとともに、

地域活動交流の自主事業や地域の会合（特にふれあい会の定例会議や定例民児協）に

積極的に参加し顔の見える関係を強化していきます。 

資 料 ３ － ３  
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(2)各事業の連携  

(ア）  月 1 回、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

開催し、職種間での情報共有や意見まとめをします。 

(イ）  会議だけでなく、各職種が日々把握する情報について、各自共通のサーバー上に記

入することで、タイムリーに情報を共有できるようにします。 

地域支援と個別支援の密接な結びつきを強化します。地域活動交流の自主事業から、

必要に応じて速やかに個別支援や地域ケア会議につなげます。また、個別支援の中で、

地域とのつながり（生活支援コーディネーター）や介護予防（地域活動交流コーディ

ネーター）が必要な場合も、連携していきます。  
 

(3)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す。  
(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す。  
(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す。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す。  

 

(4)地域福祉保健のネットワーク構築  

(ア）  担当地区民生・児童委員協議会と学習交流を行い、実活動に向けて相互に情報

交換、共有に取り組み、実施します。 

(イ）  地区社協活動などの地域の福祉保健活動に企画の段階から参加し、情報交換、

共有し活動の支援を継続します。 

ボランティア交流会を開催し、情報交換や活動紹介を行える場・機会を設けます。 
 

(5)区行政との協働  

(ア）  生活支援整備事業で昨年度の動きを更に進めていきます。区行政、社協、他ケ

アラザと協働します。また推進への気づきがあれば情報共有します。  
(イ）  日頃から情報を共有するために積極的に会議等を出席し、連携に努めます。  
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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（下記参照）は継続して認知症・介護予防を重点的に、脳トレ、筋力

の強化、口腔体操、生活改善、栄養改善、引きこもり防止として社会参加並びにボ

ランティア活動の呼びかけを図り、地域の皆様へ生活の活力を得る場所として取り

組みます。 

(イ）  また 5 職種連携として、定員外に特別枠を設け、独居の方などの受入を図りま

す。 

「ワンコイン音楽サロン」発声と腹筋ストレッチを交えて皆で歌う事の大切さを伝

えます。また製菓ボランティアの育成として共に企画したお茶菓子を提供します。 

「新大人の学校」脳を活性化させる色文字読み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す。また他事業のレク

等で同テストを実施、チラシ配布等参加者増の取り組みをします。 

「大人の学校」継続して参加者の見守りの強化を図り、サポーター振返り会等で、

学習者の認知症症状をより深く理解していきます。レクは今年度も脳トレや体力維

持の為に福祉保健協力団体と共に歌や体操を取り入れていきます。 

「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、量を検

討し食事会を開催します。レクリエーションは福祉保健協力団体の演奏や合唱、多

世代交流を計画します。また包括と連携して会全体の交流を見守り個別相談を継続

します。 

「天使のほっぺ」は定例の講座や親子で体感するリズム遊びも取り入れ、子育て支

援を図ります。1～2 月はスマイルポートのママ育講座を共催します。また他の子

育て事業を案内し、参加を促します。 

「マージャンクラブ」は継続したキャンセル待ちの参加枠を作り開催します。 

「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す。 

「小学生の自由研究」小学校へ家庭数を配りケアプラザの PR を図ります。パン作

りは今年も参加希望数を受け入れ、安全を確保した上で、物作りのプロセスやグル

ープワークの大切さを学習に取り入れます。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図ります。 

「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図ります。他障がい施設の

参加を呼び掛け情報を共有していきます。 

「宮崎アフタヌーンカフェ」今年も継続して認知症・介護予防を助け、音楽を楽し

めるプラザとして参加の呼びかけます。 

「宮崎まつり」は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

なげるようサポートします。 

「多世代交流会」は継続して総合授業での関わりとして地域の小学校と多世代交流

を企画します。 

宮崎地域ケアプラザのボランティア情報交換の場としてボランティア交流会を開

催します。 

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い「横浜歴

史ウォーキング」を継続して開催し地域を越えた仲間づくりの促進を図ります。 

また、宮崎包括主催の西区歴史街歩きをサポートします。 

野毛山荘と共催で「シニアボランティアポイント研修」を開催し登録者確保を図り

ます。  



  

 - 4 -  

 

(2)福祉保健活動団体等が活動する場の提供  

(ア）  福祉保健協力団体のレクボランティア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す。  
(イ）  夜間貸室の稼働率をあげる為、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提供していきます。  

 

(3)ボランティアの育成及びコーディネート 

(ア）  各自主事業へ随時ボランティアの育成を行います。学習ボランティアは顔をよ

く知る関係で見守りを強化し、シニアボランティアポイント研修の参加に声をかけ

ていきます。マージャンクラブのボランティアは、継続してキャンセル待ち人員の

ゲームサポートと見守りを依頼します。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、歌詞カード等の材料準備をし活動しやすい

環境を図ります。デイサービスレクボランティアの記録書を活用し今後のレク団体

と構築を図ります。花壇の草取り水やり、貸室で使用する雑巾作り活動の他にボラ

ンティア活動を提案していきます。 

(イ）  今年も継続して自主事業である「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図ります。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、実際の活動につ

なげていきます。 

(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手話や合唱練習を

していきます。ボランティアネットワーク構築の為、2 月にボランティア講座と交

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

を提供していきます。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活動

情報を提供します。 

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

ページにも掲載と更新します。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毎月掲載し

ます。 

(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継続して

館内に掲示します。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

します。  
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３ 生活支援体制整備事業 

(1)事業実施体制 

(ア）  ５職会議やケアプラザ版推進会議（隔月で開催）を開催し、５職種、区役所、

区社協間での情報共有の場を持ちます。  
(イ）  新たにできた居場所に独居高齢者や引きこもりがちな人を包括がつなげます。  
(ウ）  伊勢町一丁目町内会館を活用したサロンが円滑に行えるよう運営面や、担い手

づくり、助成金制度について５職種でサポートしていきます。  
(エ）  東ヶ丘西部町内会の高齢者の見守り体制の充実を目的とした地域ケア会議を開

催します。また、高齢者の見守り体制を具体的に進めて行くための協議の場を持ち

ます。  
 

(2)地域アセスメント（ニーズ・資源の把握・分析）  

(ア）  宮崎エリアの地域資源を５職種で集め、活用しやすい方法を５職種で検討して

いきます。  
また、情報の整理と課題の分析を行い、今後の支援について検討します。  

(イ）  伊勢町一丁目、東ヶ丘西部の高齢者データ、地域資源等の情報収集を行います。

また、両エリアの現状と課題を分析し、プレゼンテーションができる資料を作成し

ます。  
(ウ）  第一地区、第４地区のシニアクラブの活動状況を改善することを目的として、

シニアクラブ定例会に出席し関係形成を行うと共に、課題を把握します。  
 

(3)連携・協議の場 

(ア）  第一地区懇談会高齢支援部会（協議体）を２か月に１度継続開催し、住民と目

指す地域像を一致させながら進めていきます。また高齢支援部会の進捗状況に合わ

せながら必要な情報を提供します。  
(イ）  住民主体の高齢者支援を協議できるよう、伊勢一サロンの運営メンバーに働き

かけます。また伊勢一協議体を開催し、高齢者支援について住民主体で協議を行い

ます。  
(ウ）  戸部小学校へ働きかけて、高齢者が役割を持ち活躍できるよう関係者と協議の

場を持ちます。  
 

(4)より広域の地域課題の解決に向けた取組  

(ア）  西区の生活支援コーディネーターと連携し、関係団体やシニアクラブへ働きか

けを行い、生活支援・社会参加の必要性を伝える目的で生活支援体制整備事業につ

いての研修の場を持ちます。 
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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  

(ア）  職種ごとに収集した地域の社会資源を一冊のファイルにまとめ管理します。他

職種が収集した情報も一度に閲覧できるようにすることで、多種多様なサービスの

情報提供に役立てます。 

(イ）  「気になることは包括へ」がより浸透するよう、社会資源の情報収集・把握だ

けでなく、地域の食事会等で地域包括支援センターの機能を周知します。 

(ウ）  担当地区の地区支援チームに参加し、地域行事に積極的に参加します。また、

地域特性に応じたネットワーク構築のための支援では、区役所、区社協等と連携し

て、地域力の強弱に合わせた具体的支援（単会との関係づくり）をしていきます。 

(エ）  エリアマップの中に、地域の社会資源と個別相談をマークし、見守りの体制と

個別相談の関係について、地域ケア会議等の場で地域と共有していきます。 

 

②  実態把握  

(ア）  昨年度までの担当圏域の高齢者人口と新規相談件数等の統計に続けて、今年度

もデータを積み上げます。また、エリアマップ上への個別相談のマーキングも継続

します。 

(イ）  出張相談として、月に 1 回以上は、地域の食事会や居場所に参加します。アウ

トリーチを積極的に行うことで、高齢者の個別ニーズを聴き取り、また、インフォ

ーマル資源についての情報を得るとともに、生活支援コーディネーターと連携して

アンケート調査を実施します。 

 

③  総合相談支援  

(ア）  相談をうけ訪問する時は、活用すべき資料として、介護保険情報から介護予防

講座まで幅広く一冊にファイリングしたものを持参し、関係機関や制度から自主事

業まで幅広く的確につなぎます。また、相談者ごとで対応に差異が生じないよう、

ファイルする情報は職員間で共有します。 

(イ）  高齢者に関する相談を総合的に受け、対応します。相談票を回覧して情報共有

するほか、週 1 回程度の 3 職種ミーティングを実施し、相談内容に対する各職種の

見立てから、チームによる適切な方針立てを行います。より客観的な見立ての為に、

多問題ケースは、複数名で訪問します。 

(ウ）  継続的な支援が必要な対象者については、ケースファイルを作成し、地域包括

支援センター職員の誰でも迅速に対応できるよう、時系列で経過を整理します。 

(エ）  相談内容を可能な範囲内で両コーディネーターとも共有し、地域課題の分析や

事業の立ち上げに活かします。 

 （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  

(ア）  普及啓発のため、個別相談も受けられる成年後見制度の講座を開催します。ま

た、ケアプラザ広報紙に制度の説明を掲載し、全戸回覧します。 

(イ）  相続に特化した講座として、家族信託の講座を開催し、さまざまな視点での権

利擁護事業普及啓発に取り組みます。 

(ウ）  ふれあい会研修の場で、消費者被害防止の普及啓発活動を行います。また、エ

リア内の金融機関に出向き、地域包括支援センター（相談先）の貼り紙をします。 

 



  

 - 7 -  

②  高齢者虐待への対応  

(ア）  高齢者虐待の防止・早期発見のため、虐待防止や相談先の案内が書いてあるチ

ラシをポスティングします。また、ふれあい会定例会や民生委員定例会など、見守

り活動をしている団体の会合に出席し、介護疲れ等がある家庭を早期に把握しま

す。 

(イ）  高齢者虐待に気づき通報する協力を仰ぐためにも、通所介護事業所への出張講

座を 2 回以上行います。より多くの事業所で講座を開催できるよう、3 ヶ月毎に出

張講座の案内を区内事業所に FAX します。 

(ウ）  高齢者虐待の相談があった時には速やかに受付票を区に提出し、役割分担をし

て対応していきます。 

(エ）  高齢者虐待により、家族等との分離を行った場合、養護者支援として関係機関

と連携していきます。また、介護者のつどい等に積極的にご参加いただけるよう、

当事者の見守りを行っていきます。 

 

③  認知症  

(ア）  区内の小学校や企業からの講座依頼に対応します。  
(イ）  依頼を受けるだけでなく、自主的な取り組みを行います。見守りの目を増やす

という社会資源開発として、元気高齢者向けの講座やエリア内中学生向けの講座を

開催します。 

(ウ）  エリア内のメイトさんの交流会を開催し、さまざまな教材を確認したり、教材

の有効活用を話しあったりします。また、その活動内容を地域の会合等で広め、ネ

ットワークが構築されるよう働きかけます。 

(エ）  高齢者向けの自主事業を展開する地域活動交流と連携し、参加者の変化を早期

に発見、対応することで、支援体制を切れ目のないものにしていきます。また、地

域の会合に積極的に参加し、早期に相談できる仕組みを確立させます。 

(オ）  介護者支援として、介護者のつどいを年 3 回開催します。  
 

 （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）  居宅介護支援事業所を訪問し、5 職種で収集した地域社会資源の情報を提供する

とともに、ケアマネジャーのニーズや課題を収集します。把握した課題やニーズは

5 職種で共有します。 

(イ）  ケアプラザレベル地域ケア会議を開催し、ケアマネジャーや地域関係者、介護

保険サービス事業者との連携を進めます。そのひとつとして、ケアマネジャー、民

生委員と、新しく立ち上がったサロンなど地域の社会資源を担う関係者との意見交

換会を行い、顔の見える関係作りを進めます。 

(ウ）  エリア地域のコンビニ、スーパー、商店、金融機関を訪問します。店舗は営業

時間の都合により地域ケア会議に出席要請することが困難なため、訪問をして地域

包括支援センターの周知と情報収集を行い、5 職種で情報を共有しながら見守りの

ネットワークを進めます。 

(エ）  地域の食事会、サロン、ふれあい定例会に参加します。地域包括支援センター

の周知と介護保険や介護予防の情報を提供するとともに、個別相談を受け、地域課

題の把握や支援を行います。 

(オ）  エリア内に新設された事業所を訪問し、関係を築きながら連携を進めます。  
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②医療・介護の連携推進支援  

(ア）  「認知症のひとと家族を見守る多職種ミーティング」をケアプラザレベル地域

ケア会議として開催します。これまで取り上げた個別ケースをふまえ、医師、ケア

マネジャー、民生委員、あけぼの会、キャラバンメイト、リハ職、認知症対応型事

業所との意見交換を行い、医療と多職種の連携を進めます。  
(イ）  エリア地域の医療機関（医院、薬局、訪問看護事業所）を訪問します。ケアプ

ラザ事業などのチラシを配架するとともに、ニーズや課題を情報収集します。  
(ウ）  西区在宅医療相談室運営事務局会議に参加し、連携をはかります。  

 

③ケアマネジャー支援  

(ア）  H29 年度ケアマネジャーからの相談で多くを占めたのは、支援困難事例への対

応であり、その中でも特に「家族の対応・支援」「サービスや支援拒否」「認知症」

の相談でした。これをふまえ、「認知症」については「認知症のひとと家族を見守

る多職種ミーティング」をケアプラザレベル地域ケア会議として開催し (上記②

-(ア))、医師や地域、関係機関との連携を支援します。  
(イ）  「家族の対応・支援」「サービスや支援拒否」については個別レベル地域ケア会

議を開催し、多職種の専門的視点を交えて検討します。また、個別ケース共通の課

題を把握し、勉強会を検討します。  
(ウ）  西区内 4 包括主任ケアマネ共催のケアマネ勉強会「ケアマネサロン」を年 7 回

開催します。テーマは実施したケアマネサロン後のアンケート調査や、日頃相談を

受ける中で課題と思われる中から設定しています。  
(エ）  西区 4 包括主任ケアマネ共催で、新任・就労予定ケアマネジャー向け研修会を

実施します。  
(オ）  ケアマネジャーからの相談には随時対応します。必要に応じて同行訪問やカン

ファレンスを開催し、3 職種の特長を生かした支援を行います。  

（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）  ケアマネジャーから相談を受ける困難事例ケースは個別レベル地域ケア会議を

開催し、個別支援の充実と支援者の資質向上、関係機関の連携をはかります。さら

に個別レベル地域ケア会議では、地域や介護予防事業から相談を受ける軽度者のケ

ースを取り上げ、リハビリ職の視点や社会資源活用による自立支援や切れ目のない

支援につなぐことを目的とします。他にも民生委員から相談の入るケースでは、同

じマンション居住者で複数の世帯ケースがあり、マンション管理人を巻き込んだ地

域ケア会議を検討します。  
(イ）  ケアプラザレベル地域ケア会議は、個別レベル地域ケア会議の振り返りとその

後の支援や経過を共有し、支援の流れや役割、課題などについて多職種で意見交換

を行い、連携のネットワーク構築を目指します。  
(ウ）  ふれあい会のない地域についてはケアプラザレベル地域ケア会議を開催し、地

域の高齢者を担当するケアマネジャーと民生委員、自治会町内会との交流会を開催

し、見守りについての意見交換や課題を共有します。  
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 （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）  ケアマネジャーへ地域の社会資源の情報を提供するとともに、ケアプラザレベ

ル地域ケア会議（上記(3)-①-(イ)）を開催し、社会資源を活用することで自立支援

につながるケースを共有します。リハビリ職の視点を学び、社会資源がケアプラン

に反映されることを目指します。また、民生委員や社会資源を担う地域関係者とケ

アマネジャーとの交流、意見交換会を行い、ケアマネジャーが様々なインフォーマ

ルサービスの特長を知り、連携できるよう支援します。  
(イ）  孤立した高齢者に対しては訪問型短期予防サービスの利用も視野に支援しま

す。  
(ウ）  ケアマネジャーや相談者が地域の社会資源を閲覧できるよう、5 職種で収集した

情報をまとめて整理します。  
 

（６）一般介護予防事業  

一般介護予防事業  

(ア）  玄米ダンベル講座とスクエアステップ講座に関しては、継続の動機付けを行う

ために、継続の活動につながった方から実体験の効果を話してもらう場を作りま

す。  
(イ）   新たな地域の場では東小学校コミュニティハウスで介護予防講座を開催しま

す。  
(ウ）  新規参加者を獲得しその後区やケアプラザの講座に参加者をつなげます。  
(エ）  地域の担い手にも参加を呼び掛け地域特性や介護予防の理解を深めてもらいま

す。  
(オ）  エリアの元気活動応援団の方々に、介護予防を実践することができる活動の場

を提供します。  
(カ）  認知症予防のアプローチとしてスクエアステップ・コグニサイズ・口腔ケアを

開催し、予防方法法について理解する人を増やします。  
 

その他 

 

(ア）  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

理します。  
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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  

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す。  
(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す。  
(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す。  
(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

外観を整備します。  
(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す。  
(カ）  消防回りなどの施設点検を毎日チェックします。  

（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

員一同で継続します。  
(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

監査実施予定です。  
(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す。  
(エ）  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

ます。  

（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す。  
(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す。  
(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す。  

（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す。  
(イ）  災害時特別避難場所としての役割を認識し、区と連携を深めます。災害備蓄物

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

予定です。  
(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す。  

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す。  
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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す。常に手順

を確認して対応します。手順は FAX 前など常に確認できるようにします。施設内

で個人情報研修を行います。  
(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す。  
(ウ）  不要となった情報は、シュレッダーや溶解します。  
(エ）  事業所等への個人の報告は郵送を基本とします。FAX 送信の場合、FAX 番号を

ハ－トページで FAX 番号を確認、FAX 番号は２回入力後送信できる設定です。送

信時は２名の指差し、声を出してダブルチェックします。  
(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

はロックを掛けます。  
 

 

 

（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す。  
(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

組みます。  
(ウ）  ケアプラザ内の廊下や各部屋を環境整備します。 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す。  
(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

準備します。  
(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す。 

（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す。  
(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す。  
(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す。  

広報紙、事業案内チラシはホームページに掲載し、広く案内します。  

（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す。それを伝達研修します。

施設内研修で年１回研修を実施します。  
(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ています。  

（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す。またブライン

ドを使用しています。  
(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

願いしています。ゴミの削減の意識向上を図ります。  
(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

持管理をします。  
(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す。  
(オ）  職員会議で毎月電気・ガス・水道使用料を確認します。節電・節水の意識を浸

透します。  
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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

事業に従事します。  
 
≪目標≫  
・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

ト研修を実地します。  
・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す。  
 
≪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す。  
・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ていきます。  
 
≪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  

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≫  
・管理者・・・１名（常勤兼務）  
・介護支援専門員・・・3 名（常勤専従）  
※本年 4 月より特定事業所Ⅱ取得 主任介護支援専門員 3 名在籍  
 
≪目標≫  
介護支援専門員としての資質向上を目指します  
 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

します。  
 
安定した経営基盤の確立  
 困難ケースをも積極的に受け、安定した給付件数の維持をはかります。  
 
連携の強化をはかる  
 事業所内で 1/週会議を行い、ケースについての情報の共有化を図ります。  
 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す。  
 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・意見を求めます。医療面において難しいケースは医療相談室に相談・

迅速に対応していきます。  
 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、地域包括等必要と思われ

る社会資源につなげます。  
 
≪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を目指すだけでなく、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/週事業者内でミーティング・意見交換を行い、個

人の課題を抽出しています。そして各々課題にそった研修等に参加し自身とむきあう

なかで、更なる課題を見つけ取り組んでいます。  
 
 
 
≪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  

140 140 140 140 140 140 

10 月  11 月  12 月  １月  ２月  ３月  
 

140 
 

 
140 

 
140 

 
140 

 
140 

 
140 
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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≫  
 ●通所介護計画の作成 ●介護サービス（食事・排泄・更衣・介助等）  
 ●生活指導（生活援助）●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）   692 円        （要介護１）   1,323 円  
（要介護２）   816 円        （要介護２）   1,563 円  
（要介護３）   947 円        （要介護３）   1,810 円  

  （要介護４）  1,076 円         （要介護４）   2,059 円  
  （要介護５）  1,205 円        （要介護５）   2,307 円  
  入浴負担     54 円         入浴負担     104 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％× 
             地域単位 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    14 名（常勤専従 1 名、常勤兼務 2 名、非常勤 11 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   10 名（常勤兼務 4 名、非常勤 5 名、非常勤兼務 1 名）  
≪目標≫  
 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

ただきます。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

してまいります。信用と信頼を大事に丁寧に妥協せず取り組んでまいります。  
≪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します。  
 ②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す。  
 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、援助を行います。  
 ④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す。  
 ⑤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す。  
 ⑥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す。  
 ⑦毎月季節にあわせた薬湯週間を設けます。  
 ⑨フロアー内に季節にあった作品の展示を行います。  

⑩施設ベランダで、家庭菜園を行います。  
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≪利用者目標（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  

662 694 658 697 707 663 

10 月  11 月  12 月  １月  ２月  ３月  
 

690 
 

722 
 

668 
 

586 
 

610 
 

668 
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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≫  
 ●通所介護計画の作成 ●介護サービス（食事・排泄・更衣・介助等）  
 ●生活指導（生活援助）●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 

単位 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 ～ 16：30 
≪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≫  
 楽しく生き生きと過ごしていただくとともに、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します。  
≪その他（特徴的な取組、ＰＲ等）≫  
 ①施設ベランダで家庭菜園を行います。  
 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す。  
 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、援助を行います。  
 
≪利用者目標（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  

10 10 10 9 9 14 

10 月  11 月  12 月  １月  ２月  ３月  

 
13 

 
14 

 
12 

 
10 

 
9 

 
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

19,070,413 19,070,413 19,070,413 0 横浜市より

0 0 この列は入力しない

1,110,000 1,110,000 0 1,110,000

0 0 この列は入力しない

0 0 0 0

印刷代 0 0 0 0

⾃動販売機⼿数料 0 0 0 この列は入力しない

駐⾞場利⽤料収⼊ 0 0 0 この列は入力しない

その他（指定管理充当分） 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

20,180,413 0 20,180,413 19,070,413 1,110,000

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 11,994,000 23,994,000 0 23,994,000

8,322,000 8,316,000 16,638,000 0 16,638,000

1,062,000 1,062,000 2,124,000 0 2,124,000

2,376,000 2,376,000 4,752,000 0 4,752,000

100,000 100,000 200,000 0 200,000

0 0 0 0 ハマふれんど

140,000 140,000 280,000 0 280,000

0 0 0

738,500 0 738,500 0 738,500

28,000 28,000 0 28,000

276,500 276,500 0 276,500

0 0 0

12,000 12,000 0 12,000

135,000 135,000 0 135,000

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

0 0 0

21,000 21,000 0 21,000

266,000 266,000 0 266,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1,707,000 0 1,707,000 0 1,707,000

42,000 42,000 0 42,000 予算：指定額

1,665,000 1,665,000 0 1,665,000

2,613,000 0 2,613,000 0 2,613,000

0 0 0 予算：指定額

0 0 0 0 0

電気料⾦ 0 0 0

ガス料⾦ 0 0 0

⽔道料⾦ 0 0 0

861,000 861,000 0 861,000

474,000 474,000 0 474,000 予算：指定額

172,000 172,000 0 172,000

928,000 0 928,000 0 928,000

空調衛⽣設備保守 401,000 401,000 0 401,000

消防設備保守 67,000 67,000 0 67,000

電気設備保守 137,000 137,000 0 137,000

害⾍駆除清掃保守 34,000 34,000 0 34,000

駐⾞場設備保全費 0 0 0

その他保全費 289,000 289,000 0 289,000

0 0 0

178,000 178,000 0 178,000

960,000 0 960,000 0 960,000

0 0 この列は入力しない

960,000 960,000 0 960,000

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

18,018,500 11,994,000 30,012,500 0 30,012,500

2,161,913  11,994,000  9,832,087 19,070,413  28,902,500

1,665,000 1,665,000 0 1,665,000

1,665,000 1,665,000 0 1,665,000

0 0 0 0 0 ⇒自主事業（指定管理料充当の自主事業）費

0 0 0 駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入

0 0 0 0 使用料（横浜市への支払等）

0 0 0 0

平成30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＞

収⼊合計

その他（施設使⽤料相当額 法⼈負担分）
その他（提案時控除     法⼈負担分）

⾃主事業収⼊
雑⼊

科⽬

勤労者福祉共済掛⾦
退職給付引当⾦繰⼊額

指定管理料
利⽤料⾦収⼊
指定管理料充当 事業

⼿当計
健康診断費

本俸
社会保険料

科⽬

⼈件費

⽀出の部

会議賄い費
印刷製本費

旅費
消耗品費

その他
事務費

備品購⼊費
図書購⼊費

通信費
使⽤料及び賃借料

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

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

清掃費
修繕費

光熱⽔費

管理費
建築物・建築設備点検

本部分

その他
公租公課

共益費

機械警備費
設備保全費

事業所税
消費税
印紙税
その他（     ）

事務経費 （計算根拠を説明欄に記載）

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

23,535,000 23,535,000 23,535,000 横浜市より
140,000 140,000 140,000 横浜市より

5,789,000 5,789,000 5,789,000 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 この列は入力しない

0 0 0 0

印刷代 0 0 0

⾃動販売機⼿数料 0 0 0 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 0

0 0 0

29,464,000 0 29,464,000 0 29,464,000

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 0 24,480,000

14,638,000 14,638,000 14,638,000

3,153,000 3,153,000 3,153,000

6,243,000 6,243,000 6,243,000

50,000 50,000 50,000

0 0 ハマふれんど

396,000 396,000 396,000

0 0

1,379,000 0 1,379,000 0 1,379,000

17,000 17,000 17,000

701,000 701,000 701,000

0 0

6,000 6,000 6,000

467,000 467,000 467,000

0 0 0 0 0

横浜市への⽀払分 0

その他 0 0 0

0 0

0 0

0 0

30,000 30,000 30,000

32,000 32,000 32,000

126,000 126,000 126,000

0 0

0 0

0 0

1,339,000 0 1,339,000 0 1,339,000

630,000 630,000 630,000 予算：指定額

400,000 400,000 400,000

0 0

309,000 309,000 309,000 予算：指定額

695,000 0 695,000 0 695,000

0 0 予算：指定額

0 0 0 0 0

電気料⾦ 0 0 0

ガス料⾦ 0 0 0

⽔道料⾦ 0 0 0

229,000 229,000 229,000

126,000 126,000 126,000 予算：指定額

46,000 46,000 46,000

247,000 0 247,000 0 247,000

空調衛⽣設備保守 107,000 107,000 107,000

消防設備保守 18,000 18,000 18,000

電気設備保守 36,000 36,000 36,000

害⾍駆除清掃保守 9,000 9,000 9,000

駐⾞場設備保全費 0 0 0

その他保全費 77,000 77,000 77,000

0 0

47,000 47,000 47,000

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

27,893,000 0 27,893,000 0 27,893,000

1,571,000 0 1,571,000 0 1,571,000

0

0

0 0 ⇒自主事業（指定管理料充当の自主事業）費

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

0

指定管理料（包括）

平成30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）

科⽬

指定管理料（介護予防）
指定管理料（⽣活⽀援）

社会保険料

⽀出の部

利⽤料⾦収⼊
指定管理料充当事業（包括）
指定管理料充当事業（介護予防）
指定管理料充当事業（⽣活⽀援）
⾃主事業収⼊
雑⼊

その他（提案時控除     法⼈負担分）

収⼊合計

科⽬

⼈件費
本俸

健康診断費
勤労者福祉共済掛⾦

⼿当計

その他
事務費

備品購⼊費
図書購⼊費
施設賠償責任保険
職員等研修費

退職給付引当⾦繰⼊額

旅費
消耗品費
会議賄い費
印刷製本費
通信費
使⽤料及び賃借料

建築物・建築設備点検

振込⼿数料
リース料
⼿数料
地域協⼒費
その他

事業費
協⼒医
指定管理料充当⾃主事業（包括）
指定管理料充当事業（介護予防）
指定管理料充当⾃主事業（⽣活⽀援）

管理費

当該施設分

この列は入力しない

公租公課
事業所税
消費税
印紙税
その他（     ）

ニーズ対応費

清掃費
修繕費
機械警備費
設備保全費

共益費
その他

事務経費 （計算根拠を説明欄に記
本部分

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

光熱⽔費



平成30年度　自主事業収支計画書

①募集対象者

事業名 ②募集人数

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 5,552

50名 包括 244,800 133,632 110,000 6,720

５００円 生活

地域住民誰でも 地活 6,720

3名 包括 0 0 0 6,720

なし 生活

地域住民誰でも 地活 1,934

１５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 4,935

１6名 包括 198,000 62,215 120,000 20,720

月４回　1000円 生活

70歳以上の一人暮し・日中独居 地活 13,660

75歳以上の高齢者世帯 包括 152,500 0 160,000 6,160

40名５００円他実費 生活

０歳児親子・プレママ 地活 15,282

登録15名 包括 0 6,682 3,000 5,600

原則なし 生活

地域住民誰でも 地活 7,740

２８名 包括 185,700 0 180,000 13,440

１回3００円 生活

未就園親子 地活 35,684

なし 包括 0 26,724 0 8,960

なし 生活

地域住民誰でも 地活 10,800

6名 包括 27,000 0 35,000 2,800

500円 生活

小学生 地活 6,628

20名 包括 5,500 5,568 6,000 560

５００円 生活

小学生 地活 6,381

20名 包括 4,500 3,341 6,000 1,540

５００円 生活

小学生 地活 3,204

20名 包括 31,000 0 33,000 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

自主事業予算額

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」

250,352

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」

202,935

⑤高齢者支援事業
しあわせサロン宮崎

166,160

⑦子育て支援事業
「天使のほっぺ」

15,282

⑧高齢者支援事業
「脳いきいき宮崎マー
ジャンクラブ」

193,440

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」

37,800

⑪地域支援事業
「小学生夏休み工作教
室」

12,128

⑫地域支援事業
「小学生おもしろ科学実
験教室」

10,881

⑬地域支援事業
「小学生パン作り教室」

34,204
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①募集対象者

事業名 ②募集人数

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

介護をしているひと 地活

1回15人 包括 15,000 0 0 0 15000

なし 生活

地域住民 地活

1回20人 包括 10,000 0 0 10,000 0

なし 生活

地域住民 地活

20人 包括 5,000 0 5,000 0 0

なし 生活

地域住民 地活

延べ50人 包括 0 0 0 0 0

なし 生活

地域住民 地活

20人 包括 0 0 0 0 0

なし 生活

ケアマネジャー 地活

190人 包括 10,000 0 10,000 0 0

なし 生活

地域住民 地活

50人 包括 10,000 0 0 10,000 0

なし 生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

地活

包括

生活

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

自主事業予算額

総経費
収入 支出

指定管理料

①介護者のつどい

15,000

②大人の学校

10,000

③権利擁護事業
（後見・単独単発）

5,000

④権利擁護事業
（虐待防止・共催）

0

⑤権利擁護事業
（家族信託・共催）

0

⑥ケアマネサロン
(4包括共催）

10,000

⑦宮崎まつり

10,000
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事業名

事業名

事業名

事業名

実施時期・回数

毎月第１土曜日
13:30～15:30
12回開催

毎月第2・4火曜日
13：30～14：30
24回開催

目的・内容

目的・内容

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
を図る。

実施時期・回数

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
ストを実施する。

③高齢者支援事
業
「新大人の学
校」

毎月第１・３火曜
日
13：30～14：30
24回開催

①地域支援事業
「ワンコイン音
楽サロン」

実施時期・回数目的・内容

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
る練習曲の指導を行う。

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。

毎月第１土曜日
9:00～12:00
12回

目的・内容等

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
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事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

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学習をする。

年1回　７～８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ぶ。

毎月第３水曜日
10:00～13:00
12回開催

目的・内容 実施時期・回数

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。

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
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る。

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

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の支援や気づき
を学ぶ。

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

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：会食会やレクレーションの実施をする。

毎月第２水曜日
11:30～14:00
12回開催
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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

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する。

年２回　6月／11月

目的・内容 実施時期・回数

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
図る。

年1回

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る。 年１回

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す
る。

年1回　8月

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

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ぶ。

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

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：実験教室講師や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する。

年1回　5月
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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

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

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
参加と舞台発表をする。

年１回

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

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

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つ。

年１回　全２回

目的・内容 実施時期・回数
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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。

年１回
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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ケアマネサロン
（4包括共催）

事業名

⑦宮崎祭り

目的・内容

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20日

目的・内容 実施時期・回数

ケアマネジャーを対象にした勉強会を実施。
テーマ：事例検討会　OGSVを手法とするスーパービジョン
テーマ：アルコール依存症の方の支援を学ぶ

11月30日・1回
2月22日・1回

実施時期・回数

目的：地域住民を対象に家族信託についての普及啓発
内容：司法書士・民事信託士による講座

6月16日

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

 6月1回
11月1回
 2月1回

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戸別配
布。通所事業所向けの虐待防止講座の開催。

随時

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、個別相談の機
会をもうける。

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：行政書士による講座と無料相談会

目的・内容

上半期1回
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