平成 30 年度
１

地域ケアプラザ事業計画書

施設 名
横浜 市今宿地域 ケアプ ラザ

２

事業 計画
今年度、地域ケ アプラザの管 理運営をど のよ うにおこなって いくのか、具 体的に記載
してください。

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
・今宿地域ケア プラザの包括 エリアは、 ２つ の連合自治会町 内会になりま す
・希望が丘東 地区は、希 望ヶ丘駅 北側一帯の 南斜面丘陵地 を中心とし た地域で あり、
何本もの谷戸 筋が複雑な 地形を構 成し、戸建 て住宅と集合 住宅が混在 していま す。
現在は 22 自治会町内会、約 5500 世帯が暮らし、人口は この５年で少 し増えてい て、
旭 区 の 平 均 よ り も フ ァ ミ リ ー 層 の 占 め る 割合が 多 く 、「 み ん な で 築 く 生 き 生 き 活 力
の あ る 街 」 を ス ロ ー ガ ン に 、 子 ど も か ら 高齢者 ま で い つ で も み ん な が 「 助 け あ い 」
「支えあい」「見 守り」「ふれ あい」、い つまで も安全に安心し て暮らせる地 域を目指
しています。
・二俣川ニュ ータウン地 区は、区 中西部に位 置し、県運転 免許試験場 と保土ヶ 谷バイ
パスの間の丘 陵地帯を開 発して生 まれたニュ ータウンと、 その周辺の 地区で構 成さ
れ、開発から 50 年を経ていま す。現在は 11 町内会、約 4000 世帯が暮らし、その
９割を戸建て住 宅が占めてい ます。少 子高齢 化が進んでいま すが、「住ん でよかった
と思える街」 をスローガ ンに、音 楽が響き、 スポーツが盛 んなまち、 みんなの ふる
さとニュータウ ンとなる地域 を目指して いま す。
・ケアプラザ はそれぞれ の地域が 目指す姿の 実現のために 寄り添い、 何をすべ きかを
住民の方々と 一緒に考え 事業運営 をしていき ます。地域に おける各種 会議、行 事等
に参加し、常に 顔の見える人 や団体との 関係 づくりを進めて います。
・地域やケア プラザを拠 点として 活動してい る、ボランテ ィアや団体 は高齢化 してき
ており、その 団体が活動 を継続で きるよう、 新たな参加者 の発掘へと つながる ケア
プラザの自主事 業を実施する ことを心が けて います。
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(1)相談（高齢者 ・こども・ 障害者分野 等の 情報提供）
・多岐にわ たる相談を 総合的に受け とめ、誰 が相談を受けて もその内容を 的確に把握
し、担当者 が不在でも 相談者への継 続的なフ ォローが行える よう、職員間での情 報
共有に努めます 。また 、相談 内容に応じて 適 切な情報提供を 行い必要に応 じて各種
事業や関係機関 等に繋げます 。
・ケ アプラザとし て、広報誌 やリーフレ ット 等による情報発 信、地域で開 催される食
事会や行事、会 合等への参加 を通して、 高齢 者だけではなく 、子育てや、 こども・
障害関係の身近 な相談窓口で あることを 周知 していきます。
・ケ アプラザへの 来所が困難 な方のため に地 域と連携し、自治 会・町内会 館などで行
われる行事での 出張相談会の 開催や、見え に くい正確な生活 状況把握して 的確な情
報提供を行うた め、積極的に 訪問を行い ます 。
・地域のボラン ティア活動な どインフォ ーマ ル情報の把握と 提供に努めて いきます。
・普段から 関係機関と の連携を図り 、相談 内 容に応じてスム ーズに連携や 引き継ぎが
行えるよう対応 していきます 。また 、地域 資 源の情報収集に も努めると共 に情報ラ
ウンジを活用し て分野ごとの 情報提供を 行っ ていきます。
(2)各事業の連携
・地域包括支 援センター と地域活 動交流コー ディネーター 、生活支援 コーディ ネータ
ーも含め、地 域の生活者 の視点を 取り入れた 支援として事 業を企画し 、サロン の回
数を増やすなど 、地域の方が 利用しやす いよ うに工夫を図っ ていきます。
・ケアプラザ との協働事 業として 、希望が丘 東地区社協主 催のサロン 散歩道に は職員
が毎回参加し 介護予防に 繋がる健 康談話やお 手軽体操等で 楽しんでい ただいて いま
す
・地域包括支 援センター が把握し たひとり暮 らし高齢者の 支援等の課 題を、地 域活動
交流コーディネ ーター・生 活支援コー ディネ ーターも含めて 地域に伝え 、ケアプラ
ザの自主事業は もとより、地 域で行われ てい る活動（地域資 源）を紹介す るなど、
地域でできる支 援体制や啓発 事業等へと つな げていきます。
・地域包括支 援センター 職員と地 域活動交流 コーディネー ター・生活 支援コー ディネ
ーターが連携し て、地域の さまざまな 課題を 解決できるよう に取り組んで いきます。
（地域福祉保健 計画の推進な ど）
・多種多様な 個別の相談 を、包括 支援センタ ーがしっかり と聞かせて いただき 、把握
した個別の課 題を、地域 の課題と して捉え、 介護予防事業 や、みんな が地域活 動に
参加する仕組 みを、地域 活動交流 のコーディ ネーターと生 活支援コー ディネー ター
とが地域の皆さ まと一緒に考 えます。
・地区社協と連 携しながら、 こども向け リト ミックや救急救 命講座を実施 します。
・上記取組か ら得た情報 を記録し 、ケアプラ ザ内で共有す ることによ り、職員 の誰も
が対応ができる ような体制を 作っていき ます 。
(3)職員体制・育 成、公正・ 中立性の確 保
・横浜市の職員 配置基準を満 たす適正な 人員 配置を行い、職 員体制を整え ます。
・常勤、非常 勤を問わず 、資質向 上を図るた め外部研修等 に積極的に 参加する ととも
に、伝達研修 によリ、内 容を職員 間で共有し 、業務に反映 するように 努めてい きま
す。
・指定管理者 の法人職員 として法 令遵守に努 め、業務に関 わる最新の 正確な情 報を職
員間で共有する ことに努めま す。
・ケアプラザ職 員として、す べてに差別 のな い対応をします 。
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(4)地域福祉保健 のネットワ ーク構築
・第３期地域福祉保健 計画地区別 計画の推進 のために「参加しよう 」「つながろ う」「元
気になろう」を キーワード にして、様 々な住 民や活動、団体 同士を繋げ ていきます。
・ケアプラザ の所長を含 め、職種 別の会議等 を利用した情 報共有を行 い、成功 事例の
みならず失敗事 例も共有し 、協働者へ のアプ ローチの仕方を 学び仲間を増 やします。
・包括レベル 地域ケア会 議を意見 交換の場と して、地域の 現状を振り 返り、現 在の課
題を共有し今 後に向けて 、何をす べきか、何 から進めるべ きかを一緒 に考えて 協働
すべき人・団 体・企業等 に参加を 促し、みん なで進める、 誰もが安心 して暮ら せる
町づくりに繋 がるように 、ケアプ ラザが中心 となりネット ワークを構 築してい きま
す。
・常に職員が職 種に応じた業 務の中で、 協働 していくための アンテナを張 ります。
(5)区行政との協 働
・多様化する 地域住民の ニーズに 応えるため 、区役所の福 祉保健課や 高齢・障 害支援
課と連携をとり ながら住民の ニーズに沿 った 事業を企画・展 開していきま す。
・地域福祉保 健計画地区 別支援チ ームの一員 として、計画 の進捗状況 を見守り 、支援
するとともに、 情報交換など 区行政と連 携し て地区別計画の 取組を推進し ます。
・生活支援体 制整備事業 の推進は 、ケアプラ ザ全体で考え 地域への説 明ととも に協議
体において情報 交換を図りな がら、その 推進 に向けて調整し ていきます。
・横浜市独自の施設 である地域 ケアプラザ を 、その機能とともに 積極的に PR します。

２ 地域活動交流事業
(1)自主企画事業
・高齢者に人気 のある料理や お花の教室 を企 画してまいりま す。
・若い世代にも 音楽（楽器） をテーマと した 講座も開催して いきます。
・利用者様か らアンケー トを取り 、人気の高 い事業を開催 できる様、 準備をし ていき
ます。
・2010 年からスタートした旭公会 堂での「合 同歌声喫茶」は１ 度に大勢の参 加者に来
ていただくた め、その機 会を活用 して各ケア プラザで行わ れている自 主事業を 案内
することによ り、その後 各ケアプ ラザでの利 用に繋がるよ うにしてい きます。 また
東日本大震災の 支援活動も予 定していま す。
・子ども向けに は、「今宿サ マーフェス タ」な どで普段できな い社会体験な どにもチャ
レンジしていき ます。
・地域の方から 先生を発掘し 、事業を展 開し ていきます。
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(2)福祉保健活動 団体等が活 動する場の 提供
・地域活動交 流事業から 今年度も 「今宿サマ ーフェスタ」 の参加を子 供から大 人まで
していただき、 地域活動のき っかけづく りを いたします。
・地域活動交 流事業から 地域の配 食サービス の担い手に繋 げるなど、 地域活動 を支援
していきます。
・くつろぎカ フェから新 規男性の 利用者様も 増え、その方 々にケアプ ラザの事 業の案
内等をしていき ます。
・登録団体交 流会により 活動の内 容をお知ら せすることで 、他の団体 にも参加 できる
きっかけ作りを 行います。
・利用団体の 成果をデイ サービス や今宿サマ ーフェスタで 発表してい ただき、 インフ
ォーマルサービ スの紹介を通 して住民同 士の 交流を図ります 。
・３つの作業 所にパンと おやつ及 びとうふ販 売の場を提供 し、作業所 と住民の 交流を
図るとともに、 作業所の活動 の支援を行 って いきます。
・毎年５月末 に予定して いる合同 歌声喫茶で も区内の作業 所にお声が けし、作 業所の
商品の販売をお 願いしていき ます。
・ 地 域 作 業 所に よ る 喫 茶（ Mori-Café） の 運 営 が ま す ま す地 域 の 方 々と の 交 流 の場 に
なるよう努めて いきます。
・地域の一般 団体の活動 が福祉保 健活動に発 展するよう、 施設利用申 込み時に 啓発す
るとともに、 年２回福祉 保健活動 記録を提出 してもらうな ど、住民で ある利用 者に
向けてボランテ ィアの意識づ けに努めて いき ます。
・登録団体交流 会を開催しそ こでの情報 交換 を通して、活動 団体相互の連 携の機会を
創出していきま す。
・施設の登録 団体の情報 を定期的 に見直し、 情報開示の確 認をすると ともに、 掲示板
やホーム ページの 活用な どを周 知して 、地域 住民によ るインフ ォーマ ルサー ビスの
紹介に積 極的に取 り組ん でいき ます。 また、 施設内の 廊下ギャ ラリー が団体 の活動
の発表・展示の 場として定着 するよ う PR に 励み、住民同士 の情報公開・ 交流の場
となるよう努め ていきます。
・ホームペー ジには地域 の方を３ ヶ月に１度 紹介する「け あぷらの森 」や、日 々館内
で行われている 行事を毎日「 いまじゅく 日記 」で掲載するよ うに努めてい きます。
(3)ボランティア の育成及び コーディネ ート
・登録団体の皆 様から意見を 聞いてボラ ンテ ィアの育成・定 着に努めます 。
・貸し部屋利 用の一般登 録団体に 対して、デ イサービスで の交流やケ アプラザ の事業
（今宿サマー フェスタ） の協力を 求めるなど 、随時ボラン ティア活動 の意識づ けを
行い、地域や利 用者のニーズ に合ったボ ラン ティアの育成に 努めていきま す。
・年度末に「 ボランティ ア交流会 」を開き、 ボランティア 同士の交流 の場を提 供する
とともに、職 員とボラン ティアが 忌憚のない 意見交換・情 報交換をし て、より 良い
施設運営が出来 るよう次年度 の事業計画 に反 映させてまいり ます。
・地域にどう いうニーズ があるの か、また地 域にどういう ことを出来 る人がい るのか
など、さまざま な情報を収集 して、広報 誌や ホームページに て紹介してい きます。
・ボランティ アの派遣・ コーディ ネート・育 成について、 ボランティ ア活動の 啓発に
努めていきます 。
・新規事業の企 画も、事業終 了後地域で ボラ ンティア活動に 繋がる道筋を 作ります。
既に活動してい るコーヒーボ ランティア のみ なさんの活動場 所も広げてい きます。
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(4)福祉保健活動 等に関する 情報収集及 び情 報提供
・くつろぎカ フェや合同 歌声喫茶 の成功例を 講演会等で幅 広く他のエ リアにも 広げて
いきます。
・事業終了後 だけではな く、事業 開催中も参 加者からアン ケートをと り、利用 者のニ
―ズを反映でき るよう事業を 見直してま いり ます。
・年６回奇数 月に発行の 「けあぷ ら通信」や ホームページ （日記の更 新など） を通じ
て地域の皆様へ 情報を提供し ていきます 。
・館内の入り口 及び全貸室に 掲示版を設 け事 業・イベントの 案内を行いま す。
・４月登録団 体交流会、 ３月ボラ ンティア交 流会を行いボ ランティア の情報提 供及び
消防訓練を行っ ていきます。
・生活支援コー ディネーター と連携し、 地域 資源の情報収集 や地域活動に 努めます。
・受付に設置 している地 域にイン フォーマル サービスのフ ァイルは常 に更新し 、地域
の方に閲覧でき る様にしてい きます。

３ 生活支援体制整備事業
(1)事業実施体制
・地域包括支 援センター や地域活 動交流およ びケアプラザ 所内での連 携・協力 によ り
ケアプラ ザ内のス ペース を活用 した生 活支援 体制整備 事業のた めの「 サロン 」の 開
設を目指します。ま た、「サロン」を 展開する 担い手の育成を 地域活動交流 の協力に
より実施して参 ります。
・地域包括支 援センター との共催 事業として 近隣の施設を 利用し、生 活支援体 制整 備
事業の実施に繋 げられるよう 努めます。
・地域包括支 援センター 、地域活 動交流との 共催事業「ガ ーデンボラ ンティア 」を引
き続き実施して 参ります。
・生活支援体 制整備事業 について 、いかに分 りやすくまた 多くの地域 住民の方 に説明
できるかを課 題とする中 、所内お よび第１層 コーディネー ターとの連 携で理解 を深
め地域に提供で きる機会を作 ります。
・その他、ケアプラザ他職種を始め、地域の皆様や各団体の皆様とのコミュニケー
シ ョ ン を 密 に し 、「 あ っ た ら い い な 」を 一 つで も 多 く 実 現 で き る よ う 努 め て 参 り ま
す。
(2)地域アセスメ ント（ニー ズ・資源の 把握 ・分析）
・総合相談票 や地域包括 支援セン ターからの 要支援者情報 について、 住宅地図 への落
とし込みによ り可視化す ることで 地域の特性 を含めた課題 発見および 分析に繋 げま
す。また、包 括支援セン ターとの 同行訪問に よる個別ケー スや地域住 民からの 困り
ごと等地域の現状を把握し今後の生活支援体制整備事業をはじめ支援に活かしま
す。
・地域の会合 や活動に積 極的に出 席し、地域 の皆様がご自 身や周りの 方の困り ごと等
を気軽に話せ る顔見知り の関係構 築に尚一層 努めることで 、より良く 地域を知 るこ
と、地域ニーズ の把握へと繋 げて参りま す。
・ケアプラザ 他職種と連 携し、そ れぞれが持 っている情報 を共有、集 約、整理 、分析
し、地域全体の 課題把握に努 めて参りま す。
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(3)連携・協議の 場
・希望が丘東 地区の地区 社協の方 々と連携協 力し、生活支 援ボランテ ィアの立 ち上 げ
およびシステ ム作りの支 援を進め て参ります 。また必要に 応じ事業推 進の支援 の 場
として協議体を 立ち上げて参 ります。
・二俣川ニュータウン地区にて、活動されているボランティアグループや老人クラ
ブ 、活動団 体等へさら に足を運 び連携を深 めることで、 一人ひとり の声を拾 い上
げ生活支援の具 体的な取組（ 新たな場作 り） の機会となるよ う努めます。
・既存の地域 諸会議の活 用も視野 に入れ、地 域での困りご との解決に 向けた協 議体開
催の実施に結び 付くよう努め ます。
・協議体開催 ありきの会 議ではな く、地域の 皆様個々の生 活に根差し た大小様 々な課
題を汲み取り、それがたと えどんなに小 さな 課題であったと しても、「個 」の課題か
ら「地域」と しての課題 を推察す る視点を持 ち、緊急性や 必要性を持 つ課題で あれ
ば随時開催して 参ります。
(4)より広域の地 域課題の解 決に向けた 取組
・地域アセス メント等で 得られた 支援ニーズ や社会資源情 報を整理し 、地域の 課題を
しっかりと把 握した上で 、区役所 や区社協等 の関係機関と 連携を図り 、目標設 定を
し課題解決に取 り組んで参り ます。
・毎月定例の 旭区生活支 援コーデ ィネーター 連絡会へ参加 をすること で、区や 区社 協
および他ケア プラザの情 報を共有 しより広域 の地域課題解 決に繋がっ ていうよ う努
めます。
・地域で活動 されている 各種団体 や区役所、 区社協等と連 携を図り、 日常生活 圏域の
生活支援及び介 護予防の充実 を図って参 りま す。
・ケアプラザ他 職種と連携協 力し合いな がら 、ケアプラザ全 体で推進して 参ります。

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
・地域の医療関 係機関や 保健・福祉 関係機関 、各種団体等と 各種カン ファレンス や地
域ケア会 議の開催 、会合 等への 出席に より、 地域の課 題や情報 の共有 を図り 関係性
の強化に努めま す。
・民生委員児童 委員や地 域の代表者 等との顔 が見える関係づ くりを進 めながら地 域の
情報や課題を共 有し支援の連 携を図りま す。
・地域の活動や 会合等に 参加して、 ボランテ ィアの方々や地 域住民と 連携を図り 、地
域の課題把握や 見守りの強化 等に取組み ます 。
②実態把握
・地域で開催 される食事 会やサロ ン等への参 加を通して、 個別のニー ズ等の把 握に努
めます。
・地域の福祉 団体や関係 機関、介 護事業者等 との連携を通 して、支援 が必要な 人の早
期発見や地域 のニーズ等 を把握し 、情報共有 や必要に応じ て同行訪問 等を行い 必要
な支援に繋げま す。
・総合相談や事業等 のアンケー ト、75 歳以上の独り暮らし高 齢者見守り推 進事業を活
用して実態把握 に努めます。
・地域福祉保 健計画やデ ータでみ るあさひ等 の各種統計や 報告書を活 用して情 報収集
に努めます。
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③総合相談支援
・高齢者に関 する様々な 相談を総 合的に受け 止め、どの職 種が相談を 受けても 相談内
容を的確 に把握し 情報提 供が行 えるよ う努め ます。ま た担当者 が不在 でも相 談者へ
の継続的なフォ ローが行える よう職員間 での 情報共有を図り ます。
・民生委員児 童委員や地 域の福祉 団体等と連 携して、地域 ニーズの把 握や支援 が必要
な方の早期発見 に努め、的確 な支援に繋 げま す。
・専門性の高 い相談に関 しては、 速やかに関 係機関や関係 部署への引 き継ぎや 連携を
図りながら、継 続的に支援を 実施します 。
・広報誌やチ ラシの活用 、地域の 催しや会合 への出席、出 張相談会の 開催等を 通して
して地域 包括支援 センタ ーが身 近な相 談機関 であるこ との周知 に努め ます。 またケ
アプラザ への来所 が困難 な方の 相談、 電話や 来所では 気づきに くい心 身の状 況や生
活環境の把握の ため、積極的 に訪問を行 いま す。
・後見的支援 室絆との共 催による 横浜市障害 者後見的支援 制度に関す る個別相 談会を
実施します。

（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
≪成年後見制度 ≫
・成年後見制 度をはじめ 権利擁護 事業に関す る相談に応じ 、関連する 制度の説 明を行
うと共に、必要 時には区役所 や旭区社会 福祉 協議会、専門機 関等に繋げま す。
・親族申立て の支援につ いては、 手続きに関 してのアドバ イスから申 立書作成 支援に
至る継続的な関 わりを行いま す。
・エンディン グノートの 活用講座 を通して、 成年後見制度 やあんしん センター の日常
生活自立支援事 業等について 普及啓発に 努め ます。
・成年後見制 度や相続・ 遺言等個 別の法律相 談にも対応す るため、司 法書士に よる個
別相談会を実施 します。
≪消費者被害≫
・広報誌やリ ーフレット 等による 注意喚起、 地域の食事会 や催し等へ の参加を 通して
最新の手 口の紹介 と予防 方法、 被害に 合った 際の対応 等につい て情報 提供を 行いま
す。
・民生委員児童 委員や介護 保険事業者 等の高 齢者と接する機 会の多い関係 者と連携し 、
被害の予防や早 期発見に努め ます。
・区役所や区 内の地域包 括支援セ ンターと協 力して、街頭 キャンペー ン等消費 者被害
防止の活動を通 して、様々な 年代に向け て注 意喚起を行いま す。
・個別の事案 については 、消費生 活センター や警察等と連 携しながら 問題の解 決にあ
たります。
②高齢者虐待へ の対応
・ケアプラザ の広報誌や 講演会等 の啓発活動 を通して、地 域全体で高 齢者虐待 につい
ての関心を高め 、早期発見や 虐待の予防 ・防 止に向けた取組 みに努めます 。
・虐待予防の 視点を大切 にし、介 護者が孤立 しないように 家族介護者 の集いへ の参加
の声かけや定期 的な見守り等 を行います 。
・日頃から民 生委員児童 委員や介 護保険事業 者等との情報 共有や連携 に努め、 虐待の
早期発見と継続 的な見守りを 行います。
・虐待事例に 対しては、 速やかに 区役所と支 援の方向性を 共有し連携 して対応 するこ
とで、適切な支 援に繋げます 。
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③認知症
・認知症の正 しい理解の 促進のた め、認知症 サポーター養 成講座や講 演会等の 開催に
よる普及啓発に 努めます。
・アルツハイ マーデーで は、様々 な年代に向 けて認知症の 正しい理解 の向上を 図り、
本人や介護者を 支援する活動 を展開しま す。
・認知症の当 事者や家族 が安心し て生活を送 れるよう、関 係機関との ネットワ ーク構
築を図り ます。ま た徘徊 ＳＯＳ ネット ワーク システム について は、制 度の普 及啓発
や協賛店との連 携等に努めま す。
・認知症の当 事者や家族 が安心し て過ごせる 居場所として 、認知症カ フェの活 動支援
や、家族介護者 の会の開催に 努めます。

（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
・インフォー マルサービ ス等の情 報収集に努 め、地域住民 やケアマネ ジャーに 対し情
報提供を行ない ます。
・地域包括支 援センター と民生委 員とのネッ トワークを強 化するため 、連合会 ごとに
地域の高齢者 等に関する 情報交換 を行ないま す。個別のケ ースに関し ては、同 行訪
問するなど、ケ ースにあった 対応をして 行き ます。

②医療・介護の 連携推進支援
・地域の医療 機関や薬局 を訪問し 、地域包括 支援センター の通信紙や チラシを 配布し
て役割を知って もらうととも に連携を図 って 行きます。
・ケアマネジャ ー事業所連 絡会では、医療分 野の専門講師を 招きスキルア ップと保健 、
医療、介護連携 推進を図りま す。
③ケアマネジャ ー支援
・相談にはい つでも対応 できる体 制を整え、 ケアマネジャ ーが一人で 抱え込ま ないよ
う適切な指導、 支援を行なっ て参ります 。
・ケアマネジャ ー連絡会を 年 4 回実施 し、ケ アマネジャーの 勉強とお互い の情報交換
の機会の場を設 けます。
・区内地域包 括支援セン ターと共 働で新任・ 就労予定ケア マネジャー に対して の研修
を年 2 回実施 します。ま た、地域包括 支援セ ンター単位での 個別実習も行 っていき
ます。
・サービス担 当者会議や ケアカン ファレンス の開催支援を するととも に、会議 に出席
してスーパーバ イズを行いま す。
・支援困難事 例や緊急時 の支援に ついては、 区役所や関係 機関と連携 を図りな がら迅
速に対応します 。
・旭ケアマネッ トの運営委員 として会の 運営 に関わります。
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（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
・区役所等行 政機関、民 生委員、 病院、診療 所等医療機関 、介護サー ビス事業 者、利
用者、家族や 関係住民、 地区社会 福祉協議会 と会議や諸行 事等あらゆ る機会を 捉え
て、意識的に 「顔見知り 」となる よう関係構 築に努めて、 支援の必要 な高齢者 が明
らかになった 場合に、関 係者が支 援チームと して協働でき る基盤作り を進めて 行き
ます。
・地域ケア会 議を積極的 に開催し 、多職種の 参加を呼び掛 け、会議を 通してネ ットワ
ークを図ります 。
・在宅医療相談 室とも積極的 に連携を図 りま す。
（ 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）
・ 要 支 援 者 の意 欲 を 引 き出 せ る よう な ケ ア プラ ン を 作 成 し、 介 護 予 防ケ ア マ ネジ メ ン
トを行っていき ます。
・ 委 託 を 行 う場 合 は ケ アマ ネ ジ ャー と 連 携 し、 適 切 な ケ アマ ネ ジ メ ント が で きる よ う
に支援していき ます。

（６）一般介護予防事業
一般介護予防事 業
・地域の高齢 者の状態を 把握し、 介護予防の きっかけとな る事業を提 供し、そ の方に
あった支援をし ていきます。
・より身近な 地域の中で 介護予防 に取り組ん でもらえるよ うに、地域 での介護 予防講
座を開催してい きます。
・介護予防講座 を開催します 。また、自 主活 動の支援を継続 していきます 。
・介護予防支 援の必要な 方には、 地域の活動 や自主事業を 紹介し、継 続的な支 援をし
ていきます。

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
施設の適 正な管理に ついて
ア 施設の維持管 理について
・開 設後１５年が 経過し老朽 化が進んで いま すが、建築基準法 、消防法等 の関係法令
等を遵守し 、今宿地区 センターとも 相互に連 携して建物 、設備の良 好な維持管理 に
努めるとともに 、館内外の見 回り等を実 施し ていきます。
・清掃業務、害虫駆 除、機 械警備業務 、自動 ドア保守点検業 務、自家 用電気工作 物保
守点検業務、冷暖房機器保 守点検業務 、冷温 水発生機・冷却塔保守業務 、設備総 合
巡視点検業務 、消防設 備保守点検業 務及び植 栽管理業務につ いては 、専門業者と の
業務委託契約に より良好な管 理に努めて いき ます。
イ 効率的な運営 への取組に ついて
・当ケアプ ラザは横浜 市今宿地区セ ンターと の複合施設であ るため 、施設管理運 営の
役割分担に基づ き良好な管理 運営に努め てい きます。
・複合館である ため利用者は 多く、地域 の皆 さまに快適に利 用していただ くために、
相互に連絡を密 にして利用者 の満足度に 留意 しながら、利用者 アンケート 等利用者
の意見反映にも 迅速な対応に 努めていき ます 。

ウ 苦情受付体制 について
・苦 情受付窓口を 設置し、苦 情解決責任 者、苦情受付担当者 及び第三者委 員を定め常
時苦情を受付け て解決する体 制を整える とと もに、利用者・家族等か ら苦情の申 し
出があった時は 、誠意を もって対応 するよう 苦情対応マニュ アルにて職員 に周知し
徹底を図ってい きます。
エ 緊急時（防犯 ・防災・そ の他）の体 制及 び対応について
・防 犯対策につい ては、基本 方針を策定 して 職員の役割分担 のもと周知を 図り、被害
ゼロを目指しま す。
・地震等災害対策について は、マニ ュアルを 策定し、自衛 消防組織 、地震発生時 の対
応、火災発生時 の対応、防 災備蓄一覧 表及び 緊急連絡網を定 め、災害発 生時に迅速
に対応できるよ う努めます。
・横 浜市今宿地域 ケアプラザ 特別避難場 所開 設マニュアルに より、開設、受入及び移
送等運営が迅速 に対応できる よう努めま す。
オ 事故防止への 取組につい て
・介護保険 サービス提 供中の事故防 止の徹底 を図るため 、事故防止 対応マニュア ルを
作成し、デイサ ービス中（入浴を除 く）の注 意事項（1３項目）、入浴中の 注意事項
(7 項目)、入浴介助 の配慮（8 項 目）、送迎時 の注意事項(9 項目)また緊急時看 護師
対応マニュアル を作成し 、デイサー ビス業務 中の利用者サー ビス提供時に 万全を期
します。
・交通事故等事 故防止のため 、定期的に 職員 研修を行い事故 防止の徹底を 図ります。
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カ 個人情報保護 の体制及び 取組につい て
・ 個 人 情 報 の保 護 に つ いて は 、「 個 人 情 報 保護 に 対 す る 基本 方 針 」 によ り そ の 適切 な
取り扱い等に努 めるとともに 、この基本 方針 に則り個人情報 マニュアルを 定めて、
職員個人の日常 業務の中で周 知徹底を図 り「 地域ケアプラザ 個人情報漏え い防止チ
ェックシート」 により定期的 にテェック して いきます。
・ＦＡＸ誤 送信による 個人情報漏え い事故防 止のため、ダブルチェ ックを徹底す ると
ともに、職 員研修を実 施し職員の意 識徹底と 注意喚起を図り 、再発 防止に万全を 期
していきます。
キ 情報公開への 取組につい て
・事業内容等 の情報提供 につきまし ては「 け あぷら通信」を年６回発 行（奇 数月）し 、
管内の自治会に 回覧していた だき広報に 努め ていきます。
・ケアプラザ ホームペー ジでは講座 、教室 、介護の情報、施設の案内 、ケア プラ通信、
アクセス、事業 報告、事業 計画等につ いてき め細かくお知ら せし、また 施設内の掲
示板でも掲示を 行い広報に努 めていきま す。
ク 人権啓発への 取組につい て
・ 人 権 尊 重 への 取 り 組 みに つ い て は 、「 横 浜市 人 権 施 策 基本 指 針 」 およ び 「 横 浜市 人
権啓 発推 進計 画 ～ 人権 啓発 ・研 修の 推 進に あた って ～」 を活 用 して 研修 を行 い、
人権の認識を踏 まえた業務遂 行に努めて いき ます。
ケ 環境等への配 慮及び取組 について
・ヨコハマ３Ｒ夢プランに 沿って、ごみの発 生抑制・再使用・再生利用を積極的 に進
めていきます。
・日 常業務におい ては、光熱 水費の節減 のた め冷暖房の適正 温度設定や封 筒・用紙類
を再利用すると ともに清掃や 整理整頓を 徹底 して行い、施 設の良好な 環境づくり に
向けて取り組ん でいきます。
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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≫
・管理者 常勤 1 名
・介護支援専門 員 専任非常 勤１名、兼 任非 常勤１名

≪目標≫
・ 要 支 援 状 態に あ る 高齢 者 に 対 し今 後 も 住み慣 れ た 地 域 で安 心 し て生 活 が 続 けら れ
る よ う 、 ご 利用 者 の 意 思を 尊 重 し なが ら 介 護予 防 サ ー ビ ス計 画 書 を 作成 し て い き
ます。

≪実費負担（徴 収する場合は 項目ごとに 記載 ）≫
・原則として ありません。

≪その他（特徴 的な取組、Ｐ Ｒ等）≫
・併設して いる居宅介護 支援事業所 や地域の 居宅介護支援事 業所、サ ービス事業 所、
民 生 委 員 や ボ ラン テ ィ アな ど 地 域 の関 係 機 関と も 連 携 を と りな が ら 適切 な 介 護 予
防サービス・介 護予防ケアマ ネメントサ ービ スを提供してい 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

３００

３００

３００

３００

３００

３００

10 月

11 月

12 月

１月

２月

３月

３００

３００

３００

３００

３００

３００
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● 居宅 介護支 援事業

≪職員体制≫
・管理者兼介 護支援専門員
・介護支援専 門員

常勤 1 名
常勤 2 名

兼任非常勤 1 名

≪目標≫
・ 専 門 的 価 値、 知 識 、技 術 を 高 め、 要 介 護状態 に あ る 高 齢者 が 住 みな れ た 地 域で 、
その人らしく暮 らして行ける よう問題や 課題 に向き合います 。
・ 地 域 の 身 近な 相 談 窓口 で あ る 地域 包 括 支援セ ン タ ー に 併設 さ れ た居 宅 介 護 支援 事
業所として地域 包括支援セン ター等と連 携し た支援体制を構 築していきま す。

≪実費負担（徴 収する場合は 項目ごとに 記載 ）≫
・原則として ありません。

≪その他（特徴 的な取組、Ｐ Ｒ等）≫
・地 域 包括 支 援セ ン タ ーと 併 設さ れ た居 宅 介 護支 援 事業 所 とし て 、 地域 包 括支 援セ
ン タ ー と の 連 携を 図 り 支援 の 困 難 なケ ー ス 等に も 積 極 的 に 係わ り 、 地域 の 方 々 が
安心して暮して いけるよう、 問題や課題 に取 り組みます。
・ケアプアザ内の 居宅支援事 業所の特性を 活 かし、介護保険の サービスだ けでなく、
ご 利 用 者 様 が活 動 的 に 生活 で き る よう に 、 趣味 や 運 動 の 情報 提 供 や 活動 支 援 を 行
います。

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１２５

１２５

１２５

１２５

１２５

１２５

10 月

11 月

12 月

１月

２月

３月

１２５

１２５

１２５

１２５

１２５

１２５
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●

通所 介護
≪提供するサー ビス内容≫
●送迎、入浴、 健康状態の確 認
●給食、レク リエーション
●口腔機能向 上プログラム
≪実費負担（徴 収する項目ご とに記載） ≫
● １割負担分
（要介護１）
５９９ 円
入 浴介助
５４ 円
（要介護２）
７０８ 円
口 腔ケア
１６１ 円
（要介護３）
８１６ 円
サ ービス提供体制 強化加算 ７ 円
（要介護４）
９２ ６円
介護職員処遇改 善加算 (Ⅰ)
（要介護５）
１０３ ４円
● 食費負担
７５０ 円
●その他
・リハビリパ ンツ
１ ００ 円 ・尿とりパ ット ２０円
≪事業実施日数 ≫
≪提供時間≫

週６日
10：25

15：30

～

≪職員体制≫
・生活相談員 ４名（常勤）
・看護職員
４名（非常 勤）
・介護員
１ ７名（非常勤 ）
・運転員
３名（非常勤 ）

事務 員

１名（非常勤 ）

≪目標≫
・安全、安 心を第 一に、 ご利用者 様の意 思や その人らし さを尊 重した 、きめ細 やか
なサービス提供 を目指してい きます。
・他者との 交流、 社会生 活への参 加、閉 じこ もりの解消 、介護 者の負 担軽減、 身体
機能の維持及び 改善を目標に サービスを 提供 していきます。
≪その他（特徴 的な取組、Ｐ Ｒ等）≫
・季節行事（ 春の運動会 、秋祭り 、クリスマ ス会）やオリ ジナルのレ クリエー ショ
ンゲームの提供 。及び、選べ る多彩な趣 味活 動や創作活動の 提供。
・ストレッチ体 操や健康機器 を使った機 能訓 練。
・季節感のある 食事の提供。
・毎月誕生会の 実施。
≪利用者目標（ 延べ人数）≫
【単位： 人】
４月

５月

６月

７月

８月

９月

８００

８６０

８３０

８３０

８６０

８００

10 月

11 月

12 月

１月

２月

３月

８６０

８３０

７６０

７６０

７６０

８３０
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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≫
●送迎、入浴 、健康状態の 確認
●給食、レク リエーション
●運動器機能向 上訓練、口腔 機能向上プ ログ ラム
≪実費負担（徴 収する項目ご とに記載） ≫
● １割負担分
（要支援１）
１７６６ 円
運動 器機 能向上加算
口腔 機能 向上加算
（要支援２／週 １）１７６６ 円
選択 的サ ービス複数実施 加算
（要支援２／週 ２）３６２１ 円
サー ビス 提供体制加算 要支１
介護職員処 遇改善加算（ Ⅰ）
サ ービ ス提供体制加算 要支２
● 食費負担
７５ ０ 円
● その他 ・ リハビリパ ンツ１００ 円 ・尿とりパット ２０円
≪事業実施日数 ≫

２４ ２円
１６ １円
５１ ５円
２ ６円
５２円

週６日

≪提供時間≫

10：25

≪職員体制≫
・生活相談員
・看護職員
・介護員
・運転員

４名（常勤 ）
４名（非 常勤）
１７名（非常 勤）
３名（非常 勤）

～

15：30

・事 務員

１名（非常勤 ）

≪目標≫
・安 全安 心を 第一 に 考え 、ご 利用 者様 の 意思 やそ の人 らし さを 尊 重し たき め細 やか
なサービ ス提供 を目指 していき ます。 介護予 防の観点 から身 体機能 の維持向 上が
できる様に運動 器機能向上プ ログラムや 口腔 ケアを実施して いきます。
≪その他（特徴 的な取組、Ｐ Ｒ等）≫
・季節 行事 （春 の運 動会 、秋 祭り 、ク リス マ ス会） やオ リジ ナル のレ クリ エー ショ
ンゲームの提供 。及び、選べ る多彩な趣 味活 動や創作活動の 提供。
・ストレッチ体 操や健康機器 を使った機 能訓 練。
・季節感のある 食事の提供。
・毎月誕生会の 実施。
≪利用者目標（ 契約者数）≫
４月
５月

６月

７月

８月

９月 人】
【単位：

３０

３０

３０

３０

３０

３０

10 月

11 月

12 月

１月

２月

３月

３０

３０

３０

３０

３０

３０
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