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令和2年度 下瀬谷地域ケアプラザＰＤＣＡシート_公表用 （事業計画書、事業報告書、事業実績評価

—総括表—
◆ 事業計画

□ 地域の現状と今後の方向性
担当エリア両地域ともに連合町内会や地区社会福祉協議会によるイベントや事業が活発に開催され、地域に
必要な支援や集いの場づくりが出来ています。対象の幅も高齢者のみならず、子育て世代や障害の有無に関
わらず、地域で暮らす方が楽しみながら参加できるような工夫があります。反面、担い手の固定化や高齢化が
懸念されており、若い世代の地域参加や定年後の地域デビューに向けた取り組みなど新たな担い手と成り得る
人材の確保が必要です。そのような地域課題を５職種（主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師職、地域活
動交流コーディネーター、生活支援コーディネーター）が共有し、活動支援や活動者同士の結び付きを深め、地
域福祉保健計画の推進に繋げることができるよう継続して支援して参ります。

□ 今年度の重点的な取組

◆ 事業報告・事業実績評価

□ 振り返り

—具体的な取組内容－

男性を対象とした事業を開催し、地域デビューにつながるよう気軽に取り組める活動の案内や、ボランティアを
個々に依頼するなどして働きかける。

5職種それぞれが得たフォーマル・インフォーマル情報を共有する仕組み（ファイル等）をつくり、業務に活用する。

地域の社会資源の情報の収集とケアマネジメントへの活用。
研修を通してケアマネジャーへ地域資源（介護予防教室・インフォーマルサービス等）を情報提供することでケアマ
ネジメントの充実を図るための連携・実践ができるように支援をします。

対象を問わず、地域の誰もがその人らしく、支え合って安心して暮らせるよう、地域課題を踏まえ、既にある多様な
場を再度見直す。

ケアプラザだよりの紙面を工夫し、若い世代の人でも「読んでみよう」と思える紙面づくりをしていく。
地域支え愛通信を幅広い世代の方にも読んでいただけるよう工夫し、地域に関心を持っていただける層を増や
す。
ケアプラザだよりを活用しながら介護相談・介護申請・講座の案内を行い、普及強化に努める



１　施設の適切な運営について

取組
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２　指定介護予防支援事業、居宅介護支援事業
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令和2年度　下瀬谷地域ケアプラザ事業計画書・報告書（施設運営、介護保険事業）

・ケアプラザは圏域の利用者や家族が、高齢者介護等にかかる相談をす
る際の も身近な窓口であり、その後の予防・介護事業サービス提供の
起点となる重要な役割を担っているため、各自が自覚を持ち、他者から
の不信を招くことがないよう、公正・中立に対応します。
・居宅介護支援事業所やサービス事業所の選定についてはハートペー
ジやHPの資料を基に複数事業所から選択が出来るように提案します。

公正・中立性の確保について コンプライアンスへの対応について
（事故防止、個人情報保護等）

・事故防止及び個人情報保護をテーマに職員研修を実施
します。
・市内ケアプラザで起きた事故案件の情報を共有し自己啓
発に努めます。

指定介護予防支援事業
第１号介護予防支援事業

・要支援者に介護予防の必要性を理解してもらい、介護予防の継続的な
取組をしてもらえるよう意欲の維持・向上に努めます
・委託先のケアマネジャーに介護予防給付だけでなく、地域資源（介護予
防教室・インフォーマルサービス等）を情報提供し、ケアマネジメントの充
実を図るための連携・支援をします。

・保健師（看護師）・・・１名
・社会福祉士・・・２名（加配１名含む）
・主任ケアマネジャー・・・１名

居宅介護支援事業

・ご利用者様の意思を尊重し、住み慣れた地域で自立した
日常生活が過ごせるように支援します。
・介護保険サービスに偏ることなく、地域のインフォーマル
サービスを取り入れてケアプランを作成します。

・常勤兼務…2名
・常勤専従…3名
・非常勤専従…1名　　　　　合計6名

３　通所系サービス事業

通所介護
（介護予防・第１号・通所介護）

認知症対応型通所介護
（介護予防・通所介護）

地域密着型通所介護
（介護予防・通所介護）

・ご利用者様が、居宅において自立した日常生
活が営むことができるようにきめ細やかに支援し
ます。また、ご家族の精神的・身体的負担が軽
減できるように支援します。
・日常生活における孤立感の解消ができるよう
支援します。

【実施日数】358日（12月28日～1月3日は休
業日）

【提供時間】10:00～15：00

【定員】50名

・管理者1名　・生活相談員5名　・介護員21名
・看護師7名　・機能訓練指導員7名　・送迎ドライ
バー3名　・調理員8名　・清掃員2名

契約
者数
等 【契約者数】

【延べ利用者数】

（１割負担の場合）要介護１　602円　要介護2
711円　要介護3 820円　要介護4 930円　要介護
5　1039円　入浴54円　　中重度者ケア体制加算
49円　サービス提供体制加算Ⅰ（イ）20円　介護
職員処遇改善加算Ⅰ（所定単位数×5.9%）　介護
職員等特定処遇改善加算Ⅰ（所定単位×1.2％）
食材費730円　口座振替手数料110円







令和２年４月１日～令和３年３月31日

（単位：千円）

予算 決算 差引 予算 決算 差引 予算 決算 差引 予算 決算 差引

7,363 7,363 33,568 33,568 92,667 92,667 6,029 6,029

7,700 0 7,700 1,776 0 1,776 19,406 0 10,758 1,742 0 1,003

事業・負担金収入 0 0 10,295 10,295 1,003 1,003

介護予防ケアマネジメント費 7,700 7,700 0 0 0

要介護認定調査委託料収入 0 550 550 0 0

委託事業 0 1,220 1,220 0 0

ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入 0 0 0 0 0

介護報酬（公費） 460 70

利用者食費 8,188 669

その他 0 6 6 463 463 0

15,063 0 15,063 35,344 0 35,344 112,073 0 112,073 7,771 0 7,771

0 31,131 31,131 88,729 88,729 0

0 1,515 1,515 3,910 3,910 0

0 10 10 17,030 17,030 0

0 10 10 9,755 9,755 0

15,063 0 15,063 850 0 850 333 0 333 0 0 0

利用者負担軽減額 0 0 120 120 0

消費税 0 0 0 0 0

介護予防プラン委託料 7,957 7,957 0 0 0 0

ファイナンス・リース債務の返済
支出 0 850 850 213 213 0

拠点区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0

ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 7,106 7,106 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0

15,063 0 15,063 33,516 0 33,516 119,757 0 119,757 0 0 0

0 0 0 1,828 0 1,828 -7,684 0 -7,684 7,771 0 7,771

※　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。

※ 上記以外の事業を実施している場合は、事業ごとに列を追加して記載してください。

居宅介護支援 通所介護 予防通所介護・第１号通所介護

令和２年度　地域ケアプラザ収支予算書及び報告書＜介護保険事業分＞

施設名：横浜市下瀬谷地域ケアプラザ

収
入

科目

 介護保険収入

 その他

収入合計（Ａ）

介護予防支援

支
出

 人件費

 事務費

 事業費

 管理費

 その他

収支　（Ａ）－（Ｂ）

支出合計（Ｂ）



横浜市下瀬谷地域ケアプラザ

1 介護予防教室
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

介護予防教室を身近な地域で連続開催する
事によって地域の高齢者が参加しやすい環境
を作っていく事、又継続的に意欲的に参加出
来る内容の充実を図っていく目的。地域に根ざ
した教室を実施していくために新たな介護予防
教室を発掘する目的

１：高齢者 １：高齢者

・北新サロン（第３火曜日　北新自治会館）
・ケア井戸端（偶数月　第1土曜日　横浜ひなた
やま支援学校）
・サロン楽々（第２水曜日　橋戸北自治会館）
・さくらんぼの会（偶数月第４金曜日　奇数月
第３金曜日　南台B集会場）
・サロン・スマイル（8月～11月の第4金曜日　タ
ウンハウス集会場）

2 出前講座
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

介護予防に資する拠点づくりの推進として地
域で活発に実施している老人会・地域サロンで
介護予防内・介護保険・権利擁護をテーマとし
た内容を取組めるよう出前講座を実施して支
援する。老人会・地域サロンの継続的な活動
支援・担い手の支援の目的

１：高齢者 １：高齢者

・老人会（瀬谷第二地区連合）
・シニアクラブ（南瀬谷地区連合）
・地域サロン
・ふれあい給食会にて出前講座を実施

3 介護のつどいオープン講座
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

色々な視点からの情報を発信することで介護に

１：高齢者 １：高齢者

①回目：令和2年7月13日（月）「上手な杖（つ
え）の使い方」
講師：長田病院　理学療法士　佐治先生
②回目：令和2年9月14日（月）「認知症講座＆
座談会」
講師：戸塚内科小児科医院　瀧川先生
③回目：令和2年11月16日（月）「認知症体験
会」
協力：パナソニックエイジーフリーショップ横浜
いずみ

4 男性デビュー講座
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

地域で開催している介護予防教室には、男性
の参加者が少なく、今後の
介護予防への足掛かりにする目的。 １：高齢者 １：高齢者

連続講座として開催
①回目：令和2年9月29日（火）運動講座
家事を担える動作・工夫のポイントを指導
②・③回目：日時検討中。講座内容は、家庭菜
園・男料理を検討中

5 いきいき生活ライフ
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

・介護予防教室の新規参加者の獲得目的
・介護予防の新たな視点（顔ヨガ・美容等）をを
提供し、日常生活の活気を高める目的 １：高齢者 １：高齢者

令和2年9月30日（水）開催予定
1部：顔ヨガを通して口腔機能向上を図る
2部：美容に着目し、日々の生活の活性化を図
る

6 （仮）運動講習会
２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

エリアには、たくさんの自主運動グループが存
在します。介護予防のため継続活動を支援し
ていくと共に、活動内容の質の向上を図る目
的で実施

１：高齢者 １：高齢者

2回連続運動講習
①回目：令和2年5月29日（金）山口恵美子先
生
②回目：令和2年6月29日（月）俵和美先生

7
（仮）シニアクラブ・老人会クラ
ブ
　　　・地域サロン交流会

２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

要介護ﾘｽｸが高い方が参加し、介護予防拠点
ともなる
老人会クラブ・シニアクラブ・地域サロンに日頃
の活動内容に介護予防要素を取り入れてもら
う目的で実施

５：地域 １：高齢者

日時：令和2年6月30日（火）
講師：久野秀隆先生
「富士山体操」「ハマトレ」「関節ケア」の内容を
指導

8
（仮）大人の体力測定
　　　オーラルフレイル研修会

２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

地域の高齢者の介護予防の普及をするきっか
けになるよう自分自身の
体力を再確認してもらい目的。
地域の健康づくりを目的に活動している保健
活動推進委員さんと共催し
て行いことで連携を図っていく目的。
オーラルフレイルの研修をやることにより介護
予防の普及強化を図って
いく。2連合の保健活動推進委員の交流を通し
て今後の活動の刺激を図る目的

１：高齢者 １：高齢者

日時：令和2年10月29日（木）13：00～16：00
場所：瀬谷スポーツセンター
1部：大人の体力測定（講師：横浜市体育協会
安達先生）
2部：オーラルフレイル研修会（講師：検討中）

9
（仮）元気づくりステーション
健康ねっこの会オープン講座
（栄養・オーラルフレイル）

２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

元気づくりステーション健康ねっこの会を2回
オープン講座にしオーラルフレイル・栄養の介
護予防普及強化を図る。又他の元気づくりス
テーションや地域の方の参加してもらう事で交
流を図り、意識改革・新規参加者の獲得・仲間
づくり・役割分担の意識を高める目的

１：高齢者 １：高齢者

日時：令和2年7月2日（木）オーラルフレイル
　　　　令和3年1月21日（木）栄養講座
場所：横浜市下瀬谷地域ケアプラザ　多目的
室（健康ねっこの会活動時）

10
（仮）元気づくりステーション
あさがおの会人材育成講座
（パートナー研修）

２：地域包括支
援センター運営
事業

１：優先的に取
り組み

元気づくりステーションあさがおの会でパート
ナー研修を行う事で介護予防の継続活動に必
要な仲間づくり・仲間間の役割分担の必要性
を研修を通して再確認し、意識を高めてもらう
目的

１：高齢者 １：高齢者

日時：令和2年12月7日（月）実施予定
場所：南瀬谷小コミスク（あさがおの会実施中）

11 四ツ木会
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

脳血管疾患後遺症のある方々が障害を持ちな
がらも閉じこもることなく地域社会に参加できる
ように、仲間と一緒に楽しくリハビリを行い、交
流することを目的とする。

２：障害児・
者

２：障害児・
者

対象：脳疾患後遺症障がい者
開催日程：第4木曜日/毎月
場所：下瀬谷地域ケアプラザ

12 うたごえ広場
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

高齢者の閉じこもり予防と、地域住民の交流
の場、担い手の育成の場として開催。

１：高齢者 １：高齢者
対象：高齢者
開催日程：第4火曜日/毎月
場所：下瀬谷地域ケアプラザ

13 ひなたやまベーカリー
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

地域の支援学校と協力して生徒たちの将来の
自立支援を目的とする。

２：障害児・
者

２：障害児・
者

対象：支援学校生
開催日程：4回(10.11月)
場所：下瀬谷地域ケアプラザ

14 親と子のフリー広場
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

親と子・同世代の子を持った親同士・子ども同
士の交流の場の確保を目的としており、育児
に対しての悩みや情報交換をができる場とし
て開催。また、閉じこもり予防も目的の一つとし
てあり。

３：養育者及
び乳幼児

３：養育者及
び乳幼児

対象：乳幼児
開催場所：第2・4金曜日/毎月
場所：下瀬谷地域ケアプラザ

15 ちびっこ集まれプラレール
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

今まで来ることのなかったお父さんが子供と一
緒に参加しやすい場を作ることが目的

３：養育者及
び乳幼児

３：養育者及
び乳幼児

対象：こども
開催場所：第2日曜日/毎月
場所：下瀬谷地域ケアプラザ

事業名
主な

対象者
従たる
対象者

開始
年度

事業
事業の
性質

合計

実施
回数

延べ
参加
人数

令和２年度　自主事業計画書・報告書

No 事業内容・実施時期事業目的

■ 事業

１︓地域活動交流事業 ２︓地域包括⽀援センター運営事業

３︓⽣活⽀援体制整備事業 ４︓共催（１と２） ５︓共催（１と３）

６︓共催（２と３） ７︓共催（１と２と３）

■ 事業の性質

１︓優先的に取り組みが求められる事業

２︓福祉保健活動に発展させることを

ねらいとした事業

■ 主な対象者、従たる対象者

１︓⾼齢者 ２︓障害児・者 ３︓養育者及び乳幼児

４︓⼦ども・⻘少年 ５︓地域 ６︓事業者

７︓その他



事業名
主な

対象者
従たる
対象者

開始
年度

事業
事業の
性質

合計

実施
回数

延べ
参加
人数

No 事業内容・実施時期事業目的

■ 事業

１︓地域活動交流事業 ２︓地域包括⽀援センター運営事業

３︓⽣活⽀援体制整備事業 ４︓共催（１と２） ５︓共催（１と３）

６︓共催（２と３） ７︓共催（１と２と３）

■ 事業の性質

１︓優先的に取り組みが求められる事業

２︓福祉保健活動に発展させることを

ねらいとした事業

■ 主な対象者、従たる対象者

１︓⾼齢者 ２︓障害児・者 ３︓養育者及び乳幼児

４︓⼦ども・⻘少年 ５︓地域 ６︓事業者

７︓その他

16
親子でぎゅっ！とスキン
シップ

１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

近隣の保育園と合同で親子の交流を主とした
プログラムを行い絆を深めて頂く。

３：養育者及
び乳幼児

３：養育者及
び乳幼児

対象:乳幼児
開催日程：2021.1.12
場所：下瀬谷地域ケアプラザ
※下瀬谷/宮沢/中屋敷保育園と共催

17 秋のケアプラザ祭り
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

地域住民との交流、普段ケアプラザに来る機
会の少ない方に対するケアプラザの周知を目
的とする。

５：地域 ５：地域
対象：地域住民
開催日程：2020.10.4
場所：下瀬谷地域ケアプラザ

18 音の駅
１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

高齢者の引きこもり予防と地域住民の交流の
場として開催。身近な場所で上質な音楽を楽し
んで頂く事を目的とする。

５：地域 ５：地域
対象：地域住民

19
よこはまシニアボランティ
アポイント登録研修会

１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

65歳以上を対象とした「シニアボランティアポイ
ントカード」の普及活動を目的とする。

１：高齢者 １：高齢者
対象：高齢者
場所：下瀬谷地域ケアプラザ

21
冬休み企画
ケアプラで書き初め

１：地域活動交
流事業

１：優先的に取
り組み

冬休みの宿題企画として書初め教室を実施。
貸館団体の方のご指導により子どもとの交流
の場を目的とする。

４：子ども・
青少年

４：子ども・
青少年

対象：子ども
開催日程：2020.12.26/27
場所：下瀬谷地域ケアプラザ

22 男の料理教室
７：共催（１と２と
３）

１：優先的に取
り組み

介護予防を含めた生きがい作りと団塊の世代
の男性の地域デビュー、仲間作りの場の提供
を目的とする。買い物に必要な体力作りから始
まり、ご自宅でも作れる簡単な料理を作れるよ
うになることを目的とする。

１：高齢者 １：高齢者
対象：高齢者
開催日程：9/8・29・10/26・11/30・12/8
場所：下瀬谷地域ケアプラザ

23 カフェアロハ
７：共催（１と２と
３）

１：優先的に取
り組み

子どもから高齢者まで、認知症や障害の有無
に関わらず、多様な地域住民の集いの場を提
供することを目的とする。また、高齢者や子育
て中の母親たちの身近な相談窓口として、気
軽にケアプラザに立ち寄っていただく機会づく
りを目指す。

５：地域 ５：地域
対象：地域住民
開催日：偶数月　第1土曜日
場所：下瀬谷地域ケアプラザ

24 男の隠れ家 平成30年度
３：生活支援体
制整備事業

１：優先的に取
り組み

共通の趣味を持つ方の集いの場を提供するこ
とで、これまで地域に出てこなかった方々（主
に男性）の地域活動を後押しし、新たな地域活
動人材の創出を目的とする。

５：地域 ５：地域

地域で障害者の就労支援を行っているカフェ
の休業日を利用し、音楽を聴いたり、参加者が
趣味の話しをしたり、楽器を演奏するなど、男
性の集いの場であり、活躍の場。

25 地域共生型買物支援 令和元年度
３：生活支援体
制整備事業

１：優先的に取
り組み

「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、
地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合う
「地域共生社会」の実現を目指し、障がいのあ
る方が、高齢者の買い物をサポートする取り組
み。

１：高齢者 １：高齢者
高齢者が対象スーパーで購入した商品を、障
がい者の通所施設利用者と職員が利用者宅
まで一緒に歩いて運搬。事前予約制。

26 サードプレイス下瀬谷 令和元年度
３：生活支援体
制整備事業

１：優先的に取
り組み

地域において、家（ファーストプレイス）でも職
場や学校（セカンドプレイス）でもない、居心地
の良い第３の居場所を目指し、地域の人々が
身近で日常的に集まれる場を提供します。プ
ログラムによっては地域の方が「当番マス
ター」となり、趣味や特技を活かした活躍の場
にもなることを目指します。

５：地域 ５：地域
毎月様々なプログラムを用意し、ケアプラザ貸
館の空き枠を利用して多様な集いの場を開催
します。

27
瀬谷第二地区
地域支え愛まちづくり会議

令和元年度
３：生活支援体
制整備事業

１：優先的に取
り組み

瀬谷第二地区の生活支援・介護予防サービス
の体制整備に向けた、「定期的な情報の共有・
連携強化の場」を目的とします。

５：地域 ５：地域

月1回開催し、まちづくり会議の開催を目指し
て、生活支援体制整備事業等についての勉強
会を開催し、地域での支え合いの活動の充実
に向けた意見交換を行います。

28
南瀬谷保健活動推進員会
ディスコ体操

令和元年度
３：生活支援体
制整備事業

１：優先的に取
り組み

南瀬谷地区の健康づくりと、保健活動推進員
の活動支援を目的に、これまで地域にない、
ディスコを取り入れた新たな介護予防の活動
を展開し、新たな層に地域活動参加を働きか
ける。

５：地域 ５：地域

毎月1回、日曜午後開催（1時間半程度）
参加費無料
60年代～80年代ディスコミュージックに合わせ
て体操を行う。
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