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令和３年度 事業報告書 

 

 

１．はじめに 

    社会福祉法人 秀峰会（以下「秀峰会」という。）は、昭和５９年、旭区に特別養護老人ホ

ーム さくら苑を開苑して以来、着実な発展を続け現在では横浜市・川崎市に多数の拠点を運

営するまでになりました。 

秀峰会は、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期

まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される

地域包括ケアシステムの実現に向けて、平成２４年度以降、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所の開設等を順次進め、また保育園事業にも取り

組んできました。これらの事業も当初は苦戦しましたが、今では法人利益に寄与する状況ま

で成長してきております。 

平成２６年度の医療介護総合確保推進法、平成２９年度の地域包括ケア強化法などの介護

保険制度をはじめとする福祉・医療の流れの大きな変化を捉えながら、平成３０年度には、

秀峰会として７カ所目の指定管理者となる地域ケアプラザを二俣川に開設し地域包括ケアシ

ステムへの取り組みをより深化させるとともに、１１月には秀峰会として初めてとなる障害

者総合支援法に基づく計画相談支援事業所を旭区に開設いたしました。令和元年度には同事

業所に障害児相談支援事業所としての機能を加え、提供できる福祉サービスの幅を広げてま

いりました。 

   このような状況において発生した新型コロナウイルス感染症の蔓延は、秀峰会としても試

練であり、長期にわたる対応を迫られております。感染症対策や給与水準の維持などに経営

資源を優先的に振り分けつつ、前年度と同様、令和３年度を「新たな成長力を獲得する年」

と位置付け、「変容するニーズへの対応」と「人財確保・教育」に重点的に取り組むことを目

指しました。 

団塊世代が全員７５才以上になる２０２５年、また６５歳以上の高齢者人口がピークとな

る２０４０年に向けて介護を要する高齢者の大幅な増加が見込まれる一方で、介護・看護・

保育分野での人手不足が顕著な状況が続いており、秀峰会においても人材確保が喫緊の課題

となっておりますが、今後も「理念に基づく経営」を基本に、秀峰会は地域の皆様と共に歩

んでまいります。 
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２．横浜市の高齢者化の状況 

（１）横浜市が公表している統計データを基に作成した、高齢者人口等の推移を表２－１に示し

ます。 

表２－１：横浜市の高齢者人口等の推移                     単位（人） 

項目 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 

総人口 3,735,766 3,745,377 3,757,831 3,758,300 3,751,344 

（うち高齢者：65 歳以上） 901,635 911,658 920,962 928,450 931,833 

高齢化率 24.1% 24.3% 24.5% 24.7% 24.8% 

要介護認定者 160,963  166,748  171,001  176,370  180,420  

（うち要支援） 44,563  47,006  48,952  50,825  51,718  

（うち要介護） 116,400  119,742  122,049  125,545  128,702  

 

  

＊各年度 3 月末現在の数値 

＊次の数値を基に当法人で作成 

総人口・高齢者数：住民基本台帳による人口（横浜市統計情報ポータル） 

要介護認定者数：介護保険実施状況（横浜市健康福祉局） 

（２）令和 4 年３月の高齢者数（６５歳以上）は約９３万人であり、高齢化率は２４.８％に達し

ています。今年度から総人口は減少が始まる中、今後も少子高齢化は進行し、６５歳以上

の人口はいわゆる団塊の世代の方々が後期高齢者（７５歳以上）となる令和７年（２０２

５年）で約９７万人・高齢化率が約２６％、令和２２年（２０４０年）でそれぞれ約１１

７万人・約３３％になると見込まれています。 

（３）平成２９度末と比較した令和３年度末の総人口・高齢者人口等の伸び率は次の通りで、高

齢者の中でも後期高齢者の伸び率が非常に大きくなっています。この伸び率が要介護認定

者の伸び率を牽引している状況です。 

①人口の伸び(率)              ②高齢者人口の伸び(率) 

 373.5 万人⇒375.1 万人( ＋0.4％)       90.2 万人 ⇒ 93.2 万人( ＋3.3％） 

③後期高齢者人口の伸び(率)         ④要介護認定者数 

42.8 万人 ⇒ 48.3 万人(＋11.1％)      15.1 万人 ⇒ 17.1 万人(＋12.1％) 
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３．経営活動の状況 

３．１ 法人の理念 

秀峰会は、横浜およびその近隣の大地に住まう高齢の方々を支援させて頂きたいという

願いを持って、以下に示す法人の理念のもとで、高齢者介護事業を中心に日々活動してお

ります。 

■ 人間が主体である 

     ご利用者と職員が常により高い自己実現に向かって生活や仕事ができる環境をつくり

ます。ご利用者お一人お一人が、ご自身の人生の主役となって日々の生活を送られる

ことが何よりも大切と考え、様々な側面からそのお手伝いをいたします。  

■ 連帯の輪を無限に広げていく 

     住み慣れた地域で暮らし続けるためには、地域の中での連帯が不可欠です。 

秀峰会は地域社会での交流を通じ、あらゆる人が支えあって共に生きる地域連帯の実

現を目指します。 

■ 日に日に新たな今日を創造していく 

     この世に生を受け、人は人生の旅路を歩んでいきます。歩みは誰とも替わることので

きないものであり、一歩一歩は真にその人固有の価値です。そしてその歩みの終焉に

この世界から旅立つ日が訪れるのです。人生の一日一日がその人の心に叶うものであ

ることを願い、私たちは共に歩みながら支援活動を続けます。 

３．２ 令和３年度経営方針 

（１）秀峰会は、令和３年度にあたり、次の経営方針のもとで事業を展開して参りました。 

１ 横浜市及びその周辺地域における介護・看護・医療・保育の変容するニーズに十分に

応えるため、地域を支える仕組み（ＨＣＮＷ）を進化させる。 

２ 秀峰会グループ内全組織の連携をより強め深めると同時に、グループ外各事業体との

協力関係を構築することにより地域社会を包括的に支える。 

３ 経営資源を集中させ事業の根幹となる人財を確保するとともに、職員の成長機会とし

て教育の充実を図る。 

４ コンプライアンス体制の確立により、地域社会からより信頼される事業体となる。 

（２）この経営方針のもとで、各サービス事業部、事業所・施設および法人本部は一体となり、

事業所・施設の効率的な事業運営、利用者への最適なサービスの提供を目指した人財育成

とサービス体制の向上および地域に開かれた施設として地域住民との多様な交流推進を目

指して参りました。 

３．３ 主要経営活動 

（１） 令和３年度は、中区の銀杏の大樹拠点に、相談支援センター銀杏の大樹を設置いたしま

した。 

この事業所は、平成３０年度に旭区に設置した相談支援センター銀の舞に引き続くもの

で、これまでの高齢者に対する居宅介護支援での実績を生かし、障害者の抱える課題の解

決や適切なサービス利用を支援するべく、当法人が展開するサービスの拡充を更に進めよ
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うとするものとして設置をいたしました。 

（２） その他当年度については特別養護老人ホームの大規模修繕工事など既存事業所の維持に

努めました。新規開設については上記の相談支援事業所の設置にとどめ、引き続き今般の

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対応に注力する一年となりました。 

 

  

計画相談支援・パンフレット（銀杏の大樹） 

 

 

（３）以上の活動の結果、令和４年 3 月３１日時点において秀峰会が運営する事業所・施設数は

１６０となりました。当法人の組織体系・サービス事業部別の事業所数は次頁の図３-１の

とおりです。 
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 図３－１秀峰会組織体系とサービス事業部毎の事業所数内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ※高津 山桜の森は特養 2 施設、短期入所 1 施設と数えている 

 

 

 

 

 

 

※地域包括支援センター、介護予防支援、地域活動・交流の３事業を含む 

 

 

 

 

法人本部 広報デザイン部 

情報システム部        

理事長 

理事会 

経営顧問 経営管理部 

教育部            

人財部 

居宅介護支援         29 事業所 

訪問介護           18 事業所 

定期巡回・随時対応型ｻｰﾋﾞｽ   14 事業所 

夜間対応型訪問介護      14 事業所 

訪問看護           20 事業所 

訪問入浴                       4 事業所 

通所介護                       9 事業所 

認知症対応型通所介護           7 事業所 

小規模多機能型居宅介護         9 事業所 

認知症対応型共同生活介護       9 事業所 

特別養護老人ホーム               4 施設 

短期入所生活介護（特養併設含む） 4 施設 

在宅療養支援診療所             3 事業所 

訪問リハビリテーション         3 事業所 

認可保育所                     4 事業所 

地域ケアプラザ※               7 事業所 

訪問介護サービス事業部 

訪問看護サービス事業部 

訪問入浴サービス事業部 

通所介護サービス事業部 

グループホームサービス事業部 

施設事業部 

医療事業部 

保育事業部 

地域ケアプラザ 

居宅介護支援サービス事業部 

小規模多機能型サービス事業部 

総務部 

経営企画部 

計画相談支援・障害児相談支援   2 事業所 
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３．４ 財務の状況 

（１）令和３年度の収入は 14,128 百万円でありました。令和元年度、令和２年度がそれぞれ前年

比 8.2％、5.6％の増、であったところ、令和 3 年度は、前年比 0.4％の増となっております。

平成３０年度に開設した二俣川地域ケアプラザ、川崎市高津区の訪問系事業所（椿の大樹）、

令和元年度に開設した特別養護老人ホーム・小規模多機能型居宅介護事業所（高津 山桜の

森・やまざくら）、令和２年度に開設した横浜市港北区の楡の大樹拠点などの一連の新規施

設が安定して運営されていること、新型コロナウイルス感染症が蔓延する状況下において

も必要なサービスを職員一丸となって提供し続けることができたことが、このような結果

につながったものと考えております。 

（２）人件費、その他の経費につきましては、ほぼ収入に比例した増となっており、本年度の結

果として経常利益は 576 百万円、利益率 4.09％を確保することができました。 

 表 3-1：収入の推移                          （単位 千円） 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

サービス活動収益 12,304,760 13,319,050 14,067,871 14,128,342 

 表 3-2：事業活動計算書の概略                     （単位 千円） 

項目 令和２年度 令和３年度 

実績 実績 前年比 

サービス活動収益 14,067,871 14,128,342 100.4% 

人件費 

（率） 

10,676,950 10,900,936 102.1% 

(75.90%) (77.2%) ― 

その他経費 2,633,230 2,659,206 100.9% 

サービス活動外増減差額 9,105 7,831  86.0% 

経常増減差額 

  （利益率） 

766,806 576,031  75.1% 

(5.45%) (4.09%) ― 

 

３．５ 理事会・評議員会 

（１）理事および評議員の状況 

   -1）令和４年３月３１日現在の理事および評議員の状況は、次の通りです。 

     理事定数６名、監事定数２名 (敬称略） 

      理事長 櫻井 大 

      理事  櫻井 大  櫻井 太郎  前田 順啓  佐野 龍一郎  桑島 主税 

 岩橋 真由美 

      監事  籾山 美佐子 西口 智恵子 

     評議員定数７名 （敬称略） 

相馬 裕  櫻井 貞久  佐藤 茂   吉本 すま子  渡邊 幹洋 

 阿部 惠司 小川名 雅子  
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（２）内部管理体制の基本方針について 

秀峰会は、社会福祉法第４５条の１３第４項第５号に定める「理事の職務の執行が法令及

び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保する

ために必要な体制の整備」の基本方針を、平成２９年５月開催の理事会において別表１の

とおり定め、当該方針に基づき、内部管理体制の整備を行っております。 

（３）理事会・評議員会の開催状況 

-1）令和３年度に開催された理事会は４回、評議員会は２回であり、詳細は別表２に示す

とおりです。 

-2）令和３年度の理事会および評議員会は、理事・監事・評議員の方々の多大なご協力を

得て、一人ひとりがその責任を自覚し、理事長以下執行部門の業務実施を監視し、正

しい法人運営がなされるよう運営をしてまいりました。 

理事会および評議員会における理事、評議員の出席率は以下のとおりです。 

①  理事会における理事の延べ出席率  ：  100％ 

②  評議員会における評議員の延べ出席率：  100％ 

 

 

３．６ 防災対策 

（１）秀峰会は、東日本大震災、その後の熊本地震等で得た教訓を活かし、横浜市が想定してい

る大震災等を想定した災害に対する防災対策を進めており、グループホーム、特別養護老

人ホーム等のご利用者が入居している施設においては、防災訓練、夜間避難訓練を地域住

民や消防署のご協力を得ながら定期的に実施しております。 

（２）平成２８年７月に発生した相模原市の障害者支援施設における殺傷事件を受け、防犯対策

の強化にも取り組んでおります。グループホーム及び小規模多機能型居宅介護の全施設、

並びに２４時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対し、警備会社連携の

非常通報用ペンダントを配備しました。また、秀峰会が運営する全保育園に対し、１１０

番通報装置を配備しました。引き続きマニュアル等の整備に努めていきます。 

（３）災害時に施設と地域が消防応援協力を相互に行い被害の軽減を図る活動の一環として、短

期入所施設 花の生活館では、平成９年から緑園連合自治会および障害福祉サービス事業所 

ひかりの園と相互の消防応援協力に関する覚書を交わしており、またグループホーム春風

の丘が地元の牛久保東町内会との間で、「災害時の消防応援協力に関する協定」を締結して

おります。今後とも災害時に近隣からの協力を得られるよう協定を結ぶなど、地元町内会・

行政・消防署等との連携体制の強化に取り組みながら防災対策を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 



 

 １０ 

４．事業活動の状況 

４．１ 各サービス事業の利用者数の状況 

    秀峰会の令和３年度における各サービス事業の利用者数の状況は、表４－１のとおりで

した。利用者数は、訪問系などは月毎の利用者数の累計、通所系、入所系などは延べ利

用日数で示しております。新型コロナウイルス感染症の蔓延による影響により通所系な

どは厳しい結果となりましたが、その他の事業については利用者数については前年を上

回ることができました。 

 

    表４－１（1）：各サービス事業の利用者数                        利用者数（人）  

事業名 令和２年度 令和３年度 前年比 

居宅介護支援 要介護 86,057 90,281 104.9% 

  総合事業（含む要支援） 29,524 31,016 105.1% 

訪問介護 介護保険・要介護 27,402 27,792 101.4% 

  介護保険・夜間対応型 6,959 8,388 120.5% 

  総合事業 12,179 11,994 98.5% 

  障害者総合支援 7,023 6,037 86.0% 

  有償サービス 1,939 1,985 102.4% 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 3,828 3,765 98.4% 

訪問看護 介護保険 35,619 35,545 99.8% 

  医療保険 9,413 9,567 101.6% 

訪問入浴 介護保険 5,084 4,711 92.7% 

  障害者総合支援 483 504 104.3% 

訪問診療 8,618 8,735 101.4% 

訪問リハビリテーション 1,228 1,829 148.9% 

相談支援 計画相談支援 974 2,188 224.6% 

 

表４－１（2）：各サービス事業の延利用者数                       利用者数（人） 

事業名 令和２年度 令和３年度 前年比 

通所介護 要介護 83,046 81,022 97.6% 

  総合事業 9,216 8,834 95.9% 

認知症対応型通所介護 20,509 21,044 102.6% 

小規模多機能型居宅介護 50,586 52,058 102.9% 
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グループホーム 44,950 45,527 101.3% 

短期入所生活介護 28,682 29,219 99.4% 

特別養護老人ホーム 96,451 94,967 98.5% 

保育(つくし保育園) 園児数 57,689 59,512 103.2% 

  一時保育利用数 40 183 457.5% 

 

４．２ 施設・事業所の事業活動の状況 

（１）秀峰会の各サービス事業の稼動状況を表４－２、表４－３に示します。 

訪問系サービス(表４－２)の前年比では、居宅介護支援サービス 4.9％の増でありますが、

訪問介護、訪問看護、訪問入浴の各サービスで提供時間・回数が減少しております。訪問

看護、訪問入浴については今年度になりコロナの影響が出てきたものと考えられます。 

施設系サービス（表４－３）の稼働率は、ほぼ前年並みであり、各施設とも安定稼働して

おります。 

 

    表４－２：訪問系サービス事業の稼動状況 

事業名 
令和２年度 令和３年度 

実績 実績 前年比 

居宅介護支援 
ケアプラン数（要支援・総合事業含む） 

11,581 121,297 104.9% 

訪問介護＊ 
訪問時間数 

309,556 299,837 96.9% 

訪問看護 
訪問時間数 

294,194 289,455 98.4% 

訪問入浴 
訪問回数 

28,586 26,810 93.8% 

（注）＊介護保険・障害者総合支援事業等を含む 

 

表４－３：通所・短期入所・施設の稼動率 

サービスの種類 令和２年度 令和３年度 

延べ定員 平均稼働率 延べ定員 平均稼働率 

通所介護サービス/年 158,775 71.0% 160,235 69.2% 

グループホーム 45,503 99.6% 45,990 99.0% 

短期入所：花の生活館 19,437 99.4% 18,645 99.4% 
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特養：さくら苑** 29,930 100.6% 29,930 95.9% 

特養：南永田桜樹の森** 33,580 100.2% 33,672 101.2% 

特養：高津 山桜の森** 42,455 100.7% 40,150 106.8% 

    （注）＊＊：短期入所を含めた稼動率 

 

（２）特別養護老人ホームの入退所の状況 

特別養護老人ホームの入退所の状況を表４－４に示します。退所はほとんどが死亡退所で、

新規入居者の入居前の生活場所については、ご自宅および他施設からの割合が多くなって

おります。 

    表４－４：特別養護老人ホームの入退所の状況 

  

入居前の生活場所 退所の理由 

自宅 病院 他施設 合計 
長期 

入院 

施設 

変更 
逝去 合計 

さくら苑 

R１年度 4 2 5 11 2 3 6 11 

R２年度 1 4 6 11 2 0 15 17 

R３年度 9 3 7 19 2 0 14 16 

南永田桜樹の森 

R１年度 2 5 8 15 4 0 10 14 

R２年度 5 1 12 18 6 1 24 31 

R３年度 5 1 12 18 6 1 24 31 

高津 山桜の森 

R１年度 50 12 61 123 4 1 10 15 

R２年度 11 2 14 27 0 4 25 29 

R３年度 13 5 15 33 1 3 28 32 

 

（３）ターミナルケアの対応状況 

秀峰会は、ターミナルケアについて、特別養護老人ホームだけではなく、グループホーム、

訪問看護サービスおよびクリニックの訪問診療においても積極的に対応してきております。

令和３年度の対応状況は表４－５のとおりで、年を追うごとに増加しております。今後も

在宅で看取られるご利用者が増加することが予想され、職員のターミナルケア対応の充実

により一層努めてまいります。 
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  表４－５ ターミナルケアの対応状況 

  
特別養護 

老人ホーム 

グループ 

ホーム 
訪問看護 

クリニック

(訪問診療) 
合計 

R１年度 22 9 238 106 375 

R２年度 56 8 311 136 511 

R３年度 44 6 340 157 547 

 

４．３ 地域ケアプラザの運営 

（１）秀峰会は、以下に示す７か所の地域ケアプラザについて、横浜市より指定管理者の委託を

受け、その事業の管理、運営を行っています。 

（２）秀峰会が受託している地域ケアプラザに関する、令和３年度の横浜市委託業務の運営実績

（各ケアプラザの実績を合算した総数）は次のとおりです。 

①  地域活動・交流事業 会場利用者数  ：  ７５，０９９人 

②  自主事業実施回数          ：    １，１８５件 

③  自主事業参加者数          ：  １６，６７４人 

④  地域包括支援センターケアプラン数 ：  １３，０８５件 

⑤   地域包括支援センター相談件数等  ：  １２，７１９件 

   また、地域ケアプラザごとの運営実績は表４－６のとおりであり、地域活動・交流事業の

概要については別表４に掲載します。 

表４－６：横浜市委託業務の運営実績 

施設名/事業名 令和３年度 

横浜市川井地域ケアプラザ （平成１０年開所） 

地域活動交流 

会場利用者 13,227 人 

自主事業 
実施回数 200 回 

参加者数 2,454 人 

地域包括支援ｾﾝﾀ－ 取扱件数 
ケアプラン 1,266 件 

相談・訪問 1,767 件 

横浜市城郷小机地域ケアプラザ（平成１６年開所） 

地域活動交流 

会場利用者 7,550 人 

自主事業 
実施回数 143 回 

参加者数 837 人 

地域包括支援ｾﾝﾀ－ 取扱件数 
ケアプラン 1,624 件 

相談・訪問 1,961 件 

横浜市中村地域ケアプラザ （平成１８年開所） 

地域活動交流 
会場利用者 9,073 人 

自主事業 実施回数 88 回 
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参加者数 2,090 人 

地域包括支援ｾﾝﾀ－ 取扱件数 
ケアプラン 2,028 件 

相談・訪問 1,642 件 

横浜市笹野台地域ケアプラザ（平成２５年１月開所） 

地域活動交流 

会場利用者 3,698 人 

自主事業 
実施回数 216 回 

参加者数 3,230 人 

地域包括支援ｾﾝﾀ－ 取扱件数 
ケアプラン 1,913 件 

相談・訪問 1,436 件 

横浜市白根地域ケアプラザ（平成２６年４月開所） 

地域活動交流 

会場利用者 8,739 人 

自主事業 
実施回数 157 回 

参加者数 2,637 人 

地域包括支援ｾﾝﾀ－ 取扱件数 
ケアプラン 1,875 件 

相談・訪問 1,585 件 

横浜市馬場地域ケアプラザ（平成２７年２月開所） 

地域活動交流 

会場利用者 16,265 人 

自主事業 
実施回数 262 回 

参加者数 3,692 人 

地域包括支援ｾﾝﾀ－ 取扱件数 
ケアプラン 2,035 件 

相談・訪問 2,055 件 

横浜市二俣川地域ケアプラザ（平成３０年５月開所） 

地域活動交流 

会場利用者 16,547 人 

自主事業 
実施回数 119 回 

参加者数 1,734 人 

地域包括支援ｾﾝﾀ－ 取扱件数 
ケアプラン 2,344 件 

相談・訪問 2,273 件 

 

 

５．職員の状況 

５．１ 職員の入退職・有資格者の状況 

（１）介護・保育人材確保を巡る環境は非常に厳しい状況が続いております。このような状況下

ではありますが、令和３年度については１２名を新卒者として採用することができました

（前年度２２名）。 

（２）職員の入退職の状況 

令和３年度の中途採用者を含めた入職、退職の状況は表５－１に示すとおりです。入職者
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数が３４０名である一方で離職者数も３１７名となり、職員が種々の理由で秀峰会を離職

しました。正職員の離職率が 9.0％（前年 9.9％）、準職員（有期契約職員）の離職率は 15.4％

（前年 15.1％）で、その平均離職率は 11.8％（前年 12.1％）と改善傾向となっております。 

 

表５－１：職員の入職者数・退職者数の状況                  (人） 

 令和３年４月 入職 退職 準⇔正※ 令和４年 3 月 

正職員 １，３６７ １４９ １３６ ０ １，３８０ 

準職員 ９８２ １９１ １８１ ０ ９９２ 

合計（正職＋準職） ２，３４９ ３４０ ３１７ ― ２，３７２ 

登録ヘルパー ７０６ ― ― ― ６８９ 

総合計 ３，０５５ ― ― ― ３，０６１ 

           ※：準職員から正職員、または正職員から準職員への異動人数総計 

（３）有資格者の状況 

秀峰会は、利用者により良質なサービスを提供することを目的として、有資格者の採用お

よび職員のより高度な資格取得を積極的に推進してきており、今後も継続して参ります。

秀峰会職員（準職員含む）で令和３年度末に主要な関係資格を保有する職員の延べ人数は

３，８０９人で、保有状況は表５－２のとおりです。 

表５－２：主要資格の保有者の状況 

資 格 
令和２年 

3 月 

令和３年 

3 月 
資 格 

令和２年 

3 月 

令和３年 

3 月 

医師 ２１ ２７ 保健師 ４２ ４８ 

社会福祉士 ９１ ９７ 正看護師 ２９７ ２９５ 

社会福祉主事任用 １１６ １１１ 准看護師 ６１ ６４ 

主任介護支援専門員 １０２ １３２ 
理学療法士・作業療

法士・言語聴覚士 
１８９ １８４ 

介護支援専門員 ４０２ ４１３ 管理者研修（認知症） ８９ ８９ 

介護福祉士 ８９４ ９５３ 実践者研修（認知症） １２３ １４６ 

介護職員基礎研修 ５７ ５５ 開設者研修（認知症） ４ ４ 

ホームヘルパー１級／２級 ８５４ ８３２ 認知症ケア専門士 １８ １８ 

介護職員初任者研修 １８７ １９８ 保育士 １０７ １０８ 

管理栄養士・栄養士 ３８ ３５ 総計 ３，６７８ ３，８０９ 
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（４）職員満足（ＥＳ）向上への取り組み 

高齢者の増加に対応しながら、秀峰会が今後とも事業を成長させるためには、職員数の増

加が必須であり、新規採用者数の確保とともに職員の定着率の向上を図り、離職者を減ら

すことが課題です。離職理由の分析や職員満足度調査を継続し実施するとともに、「公平公

正な人事評価」、「キャリアパス」、「資格取得支援」、「女性の働きやすい職場環境整備」な

ど「人財確保・育成」に取り組み、職員の満足向上に努めております。 

（５）女性管理者・職員の活用 

秀峰会の事業所長その他管理職である管理者数は令和 4 年 3 月末で 145 名ですが、そのう

ち女性の管理者数は 68 名（全体の 46.9％）となっております。正職員における女性の比

率は約 69％を占めており、今後とも女性管理者の登用を積極的に図る所存です。 

 

５．２ 職員の教育・研修 

（１）秀峰会は、高齢者の「尊厳の保持」と「自立支援」を目標とし、ご利用者が「その人らし

く」生活できるよう一人ひとりのニーズを大切にするとともに、ご家族の意見や要望を把

握し的確に応えるため、令和３年度には、管理者及び一般職員を中心に現場事業所の要望

に対応した研修を実施しました。また定時研修として中途採用職員への法人の理念および

基礎知識の理解徹底を図るため入職時研修を実施しております（２）。 

また、事業部・施設毎に専門教育・研修を実施しております（３）。これに加え、外部が主

催する専門的な研修への参加や日々のＯＪＴを通じ、個々の職員の介護技術がより向上す

るよう、体制作りに努めてまいります。 

（２）管理者研修、新卒採用研修および中途採用研修等の研修は以下のとおり本年度５４回実施

され、延べ参加人数は３１５人でした。研修の実施状況を表５－３に示します。 

    

 

表５－３ 管理職研修、新卒採用研修および中途採用研修等の実施状況 

 

  実施月 研修内容 
実施 

回数 
時間 参加者 

１．管理者研修 

  ５、11、1 月 ・人事評価/面談研修 3 回 2.5H ８ 人 

  ５、７、11 月 ・新任管理職研修 3 回 4H ８ 人 

２．中途採用職員研修 

  12、２、３月 
・新入職員に期待すること、秀峰会の事業展開、 

 秀峰会の事業部体制 
３回 ３H 49 人 
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・接遇/サービスマナー 

・秀峰会の理念・行動指針 

3．新卒採用職員研修、フォローアップ研修 

  4 月 ・新卒採用介護職員入職時研修 1 回 168H 11 人 

 7 月 
・新卒採用職員フォローアップ研修 

（新卒職員３カ月目） 
1 回 4.5H 10 人 

４．秀峰会アカデミー  

  
９、11、12、

３月 

・介護保険制度 ・ロジカルシンキング 

・認知症 ・アカデミー講師向け研修 ・倫理及

び法令遵守・自己覚知 ・新型コロナ勉強会 

13 回 22H 199 人 

５．その他 

  9 月～3 月 ・日本語教育／N３受験対策・会話力 30 回 64H 30 人 

  計 54 回 ／ 315 人 

 

 

（３）職員の専門教育・研修について各サービス事業部および各施設で、開催された総回数は 1，

３３１回、延べ参加者総数は１２，４０２人でした。 

   -1） 居宅介護支援サービス事業部    ： ３３１回  ２，１９８人 

   -2） 訪問介護サービス事業部      ：  １７回  ２，６９４人 

   -3） 訪問看護サービス事業部      ：  １３回    ６９２人 

-4） 訪問入浴サービス事業部      ：  ４８回    ４１８人 

-5） 通所介護サービス事業部      ： １２０回  １，３９０人 

-6） 小規模多機能型サービス事業部   ：  ８３回    ６９３人 

-7） グループホームサービス事業部   ： ２０１回  １，２５２人 

   -8） 施設事業部            ： １２８回  １，８８７人 

   -9） 医療サービス事業部        ：   ３回    １５５人 

   -10）保育事業部            ：  ７３回    ３８４人 

   -11）地域ケアプラザ事業部        ： ３１４回    ６３９人 

 

 

６．社会貢献活動と地域交流 

６．１ 社会貢献活動の状況 

（１）秀峰会は、社会福祉法人として社会に貢献する事業体として、また職員は地域福祉の担い
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手として、常に地域住民とどう協働していくかを意識した行動に努めております。その中

で、地域清掃等のボランティア活動、実習生の施設受入れなど秀峰会としてできる限りの

社会貢献活動を行っております。  

（２）実習生の受入れ 

-1）秀峰会は、社会福祉法人として、福祉サービスの担い手を支援する大きな責務がある

と認識しており、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、訪問看護リハビリテ

ーションステーション等の施設・事業所で毎年多数の実習生を受け入れてきておりま

す。令和３年度は昨年度に引き続きコロナ禍において実習の自粛や当方の受け入れ態

勢が整わない等の理由により受け入れを断念したものもあったものの、延べ人数で５

４６人の実習生を受け入れることができました。 

-2）実習の目的は、福祉活動実習、教育課程実習、看護師研修、介護福祉士実習、社会福

祉士実習、作業療法士実習等と多様であり、保育士実習も近年では増加しています。

令和３年度においては、主として次の大学・専門学校等から実習生を受け入れました。 

  （順不同） 

関東学院大学 聖マリアンナ医科大学 

横浜市立大学 横浜創英大学 

神奈川県立よこはま看護専門学校 慶応義塾大学 

昭和大学 日本福祉大学 

横浜中央看護専門学校 横浜保育福祉専門学校 

（３）フードバンクへの更改食料品の寄贈 

特別養護老人ホームで防災備蓄している非常食のうち、更改予定が迫ったものについて、

フードバンク活動を行っている「セカンドハーベスト・ジャパン※」へ寄贈する活動が、

今年度で５年目となりました。今年度は第 12 期として次の通り寄贈いたしました。第１

期から第 12 期までの寄贈分累計は、主食２，７００食 副食４，２２０食分となります。 

・第 12 期寄贈分 ： 副食３００食 

寄贈した食料は生活困窮者や児童養護施設などへの支援として活用されています。また、

今年度はフードバンク以外の活動への支援として、更改予定の非常食を活用した事例も

ありました。秀峰会は、今後も社会貢献活動の一環として、更改食料品のフードバンク

への寄贈に積極的に取り組んでまいります。  

※ セカンドハーベスト・ジャパン（NPO 法人）活動概要  

社会制度上や企業内および流通上の規定によってやむなく発生してしまう規格外食品の

うち、賞味期限内で、品質や安全性に問題のない食品を食品関連企業等から寄贈頂き、

支援を必要とする生活困窮者支援団体や児童養護施設など福祉分野の施設・団体に無償

で提供するフードバンク活動を行っています。 

 （４）地域食堂の開催等の各種イベント 

今年度も新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために、当法人の各施設・各所で

行われていたイベント等の多くを中止、縮小または内容の変更を余儀なくされることと
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なりました。過去に本項目においてご紹介しておりました、地域ケアプラザでの地域食

堂など、多くの行事が開催を再開できず中止となっております。 

地域の皆様との交流や地域の福祉課題の解決のためには、各種イベントを通した活動を

行うことが必要不可欠と考えているところです。当法人としては感染症の蔓延を収束さ

せ、これらのイベントが早期に再開できるようにするためにも、まずは必要不可欠な福

祉サービス等の確実な提供に注力するとともに、コロナ禍においても実施できるような

企画の実現を模索してまいります。 

 

６．２ 地域交流の状況 

（１）秀峰会は、特別養護老人ホーム、短期入所施設、グループホーム、通所介護サービス、小

規模多機能型居宅介護事業所等の高齢者福祉サービス施設を運営しており、地域との連

携・協働の一環として、まずは地域の人々に施設の中に足を踏み入れてもらうことで地域

に開かれた福祉拠点となることを目指し、これを実現する手段として、施設と地域との交

流事業を実施してまいりました。 

また、上記の活動の発展形として、過去ご紹介しておりました地域ケアプラザでの地域食

堂などのように、施設の枠を超え、社会貢献活動の一環として実施されたものもございま

した。 

（２）例年、地域の自治会・町内会、民生委員、高齢者団体等のご協力をいただきつつ、施設開

放事業の実施、地区防災訓練や祭り行事などへの利用者・職員の参加、幼稚園・小学校等

と施設との交流事業、中学校の職場体験などを通して利用者や地域の高齢者が施設を身近

に感じられる取り組みを行っているところです。 

また地域ケアプラザにおいては「地域活動交流事業」として、それぞれのケアプラザにお

いて高齢・障害・子育てに関する地域のニーズに合わせて講座等を企画主催し、地域の課

題解決につなげる活動を行っております。 

（３）令和３年度は、新型コロナのまん延により多くの行事等を開催中止とした前年度の経験を

踏まえ、各施設において感染拡大防止に配慮した形や、新しい形での行事の実施が模索さ

れました。その結果、前年度に比べ充実した活動を行うことができた施設が多数となりま

した。 

令和３年度に各施設で実施した主な行事は別表３・４に示すとおりです。 
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別表１ 

内部管理体制の基本方針 

平成２９年５月２６日制定 

社会福祉法人 秀峰会は、理事会において、理事の職務執行が法令・定款に適合すること、

及び業務の適正を確保するための体制の整備に関し、下記のとおり基本方針を定め、内部管

理体制の維持・改善に努める。 

 

１ 経営に関する管理体制 

（１）理事会は、定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令・定款、評議員

会の決議に従い、業務執行上の重要事項を審議・決定するとともに、理事の職務執

行を監督する。 

（２）「定款」及び「定款施行規則」に基づき、理事会及び評議員会の役割、権限及び体制

を明確にし、適切な理事会及び評議員会の運営を行う。 

（３）業務を執行する理事等で組織する経営戦略等に関する会議体（以下「経営会議等」

という。）を定期的又は臨時に開催し、業務執行上における重要事項について機動的、

多面的に審議する。 

（４）「職位・職務権限規程」に基づき、業務を執行する理事及び職員の担当業務を明確化

し、事業運営の適切かつ迅速な推進を図る。 

（５）職務分掌・決裁権限を明確にし、理事、職員等の職務執行の適正性を確保するとと

もに、機動的な業務執行と有効性・効率性を高める。 

（６）評議員会、理事会、経営会議等の重要会議の議事録その他理事の職務執行に係る情

報については、定款及び規程に基づき、適切に作成、保存及び管理する。 

（７）業務執行機関からの独立性を有する内部監査部門を設置し、業務の適正及び効率性

を確保するため、業務を執行する各部の職務執行状況等を定期的に監査する。 

 

２ リスク管理に関する体制 

（１）リスク管理に関し、体制及び規程を整備し、役割権限等を明確にする。 

（２）「個人情報保護方針」及び「個人情報保護に関する規程」に基づき、個人情報の保護

と適切な管理を行う。 

（３）事業活動に関するリスクについては、法令や法人内の規程等に基づき、職務執行部

署が自律的に管理することを基本とする。 

（４）リスクの統括管理については、総務部門が一元的に行うとともに、重要リスクが漏

れなく適切に管理されているかを適宜監査し、その結果について業務を執行する理

事及び経営会議等に報告する。 

（５）法人の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要リスクについては、経営会議等

で審議し、必要に応じて対策等の必要な事項を決定する。 

（６）大規模自然災害、新型インフルエンザその他の非常災害等の発生に備え、対応組織
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や情報連絡体制等について規程等を定めるとともに、継続的な教育と定期的な訓練

を実施する。 

 

３ コンプライアンスに関する管理体制 

（１）理事及び職員が法令並びに定款及び法人の規程を遵守し、確固たる倫理観をもって

事業活動等を行う組織風土を高めるために、コンプライアンスに関する規程等を定

める。 

（２）法人のすべての役職員のコンプライアンス意識の醸成と定着を推進するため、不正

防止等に関わる役職員への教育及び啓発活動を継続して実施、周知徹底を図る。 

（３）法人の内外から匿名相談できる通報窓口を常設して、不正の未然防止を図るととも

に、速やかな調査と是正を行う体制を推進する。コンプライアンスに関する相談又

は違反に係る通報をしたことを理由に、不利益な取扱いは行わない。 

（４）内部監査部門は、職員等の職務執行状況について、コンプライアンスの観点から監

査し、その結果を経営会議等に報告する。理事等は、当該監査結果を踏まえ、所要

の改善を図る。 

 

４ 監査環境の整備（監事の監査業務の適正性を確保するための体制） 

（１）監事は、会計監査人の監査の方法を含め、公平不偏の立場で監事監査を行う。 

（２）監事は、理事会等の重要会議への出席並びに重要書類の閲覧、審査及び質問等を通

し、理事等の職務執行についての適法性、妥当性に関する監査を行う。 

（３）監事は、理事会が決定する内部管理体制の整備について、その決議及び決定内容の

適正性について監査を行う。 

（４）監事は、必要に応じ、重要な書類及び情報について、その整備・保存・管理及び開

示の状況など、情報保存管理体制及び情報開示体制の監査を行うことができる。 

（５）監事の職務を補助する者を監事が求めた場合は、独立性を有するスタッフを配置 

   する。 

（６）理事又は職員等は、法人に著しい損害を与えるおそれのある事実又は法令、定款 

その他の規程等に反する行為等を発見した時は、直ちに理事長及び監事に報告する。 

（７）理事及び職員等は、職務執行状況等について、監事が報告を求めた場合には、速や 

かにこれに応じる。 

（８）理事長は、定期的に監事と会合を持つなどにより、事業の遂行と活動の健全な発展 

   に向けて意見交換を図り、相互認識を深める。 

 

以上 
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別表２ 理事会及び評議員会の開催状況 

（１）令和３年６月 10 日 第 174 回理事会 

 議題 第１号議案 評議員会の開催及び議案等について 

第２号議案 令和２年度 決算報告の件 

第３号議案 令和２年度 事業報告の件 

第４号議案 理事及び監事候補者選任の件 

第５号議案 評議員候補者選任の件 

第６号議案 評議員選任・解任委員会運営細則及び同会委員選任の件 

第７号議案 会計監査人の監査報酬について 

第８号議案 経営顧問の再委嘱について 

第９号議案 資金運用状況報告と令和２年度の運用基準について 

第 10 号議案 利益相反取引について 

第 11 号議案 特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の新設の件 

（２）令和 3 年６月 23 日 第 88 回評議員会 

 議題 第１号議案 理事及び監事の選任の件 

第１号報告 令和２年度 事業報告の件 

第２号報告 令和２年度 決算報告の件 

（３）令和３年 6 月 28 日 第 175 回理事会 

 議題 第１号議案 理事長の選定の件 

第２号議案 常勤役員の報酬額決定の件 

第３号議案 小規模多機能型居宅介護事業所 事業計画提出の件 

第４号議案 評議員選任・解任委員会委員の任命の件 

（４）令和 3 年 11 月 18 日 第 176 回理事会 

 議題 第１号議案 特別養護老人ホームさくら苑 プライバシー保護改修工事の 

契約締結方法等について 

第２号議案 規則等の一部改正 

第３号議案 定款の一部変更の件 

第４号議案 令和３年度 補正予算（案） 

第 5 号議案 評議員会の開催及び議案等について 

（５）令和３年 12 月 10 日 第 89 回評議員会 

 議題 第１号議案 定款の一部変更の件 

（６）令和 4 年３月 31 日 第 177 回理事会  

 議題 第１号議案 令和３年度 第 2 次補正予算（案） 

第２号議案 令和４年度 収支予算（案）  

第３号議案 令和４年度 事業計画（案） 

第４号議案 保育所施設・設備整備積立金の件 

第５号議案 役員賠償責任保険契約の更新について 

第 6 号議案 規則等の一部改正 

第１号報告 特別養護老人ホームさくら苑 大規模修繕工事に係る 

入札の結果について 
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別表３ 地域ケアプラザの施設別地域活動・交流事業（主なものを掲載） 

施設名 行事名等 参加人数 

川井地域ケアプラザ 楽しく親子リトミック 80 

（旭区） お習字キッズ 268 

  花を楽しもう！ 73 

  ピアノソング 226 

  ケアプラガーデンプロジェクト果樹園隊 47 

  ナイト骨盤体操 157 

  支えあいウォーキング 32 

  学習サロン 113 

  散歩の会 44 

  菜園隊 183 

  ダイバーシテイまぜこぜ音楽会 161 

  オンラインライブかわい 71 

  めざせ！ジュニアお米マイスター 18 

  楽しく学ぼう！防災・減災 10 

  川井小学校 3 学年社会科学習「ケアプラザってなーに！？」 72 

  都岡中学校 福祉教育(対象：生活福祉委員会） 28 

  香りを楽しむアロマ講座 22 

笹野台地域ケアプラザ こどもの書初め 11 

（旭区） たのしくボッチャ 227 

  フラワーアレンジメント 23 

  はじめてのスマホ 69 

  オンラインの世界を楽しもう！ 27 

  写経しませんか 62 

  四季のいろどりコンサート 69 

  「ヤクルトの出前事業」おなかの健康講座 17 

  いきいきウォーキング 30 

  防災備蓄クッキング 16 

  公園をきれいにしましょう！ 13 

  色えんぴつ画の世界へ 36 

  水引手工芸 23 

  スマホ・タブレット個別相談 41 

  ～認知症予防に向けた運動～コグニサイズ 47 

  座位 ズンバゴールド 13 
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  初心者向け手話講習会 16 

  おはなし会 12 

  おはなし会ボランティア養成講座 23 

白根地域ケアプラザ みんなでゆうゆうサロン 100 

（旭区） ベビープラザ 111 

  ママヨガ de ハーブティー 62 

  おやこリトミック＆シェアひろば 105 

  元気キッズたいそう 62 

  ズンバゴールド 60 

  ズンバゴールド 2 16 

  白根夕メロ倶楽部（後方支援） 74 

  夏休み体験会 15 

  ドキドキハロウィン 99 

  就活サポート講座 9 

  里山ガーデンウォーク 10 

  滝ノ川あじさいロードから三ツ沢公園をめざして 19 

  長屋門公園を訪ねて 17 

  横浜紀行その壱横浜港探訪 26 

  横浜紀行その弐大倉山探訪 27 

  うどんマイスター2021 8 

  うどんマイスター2021 フォローアップ 5 

  白根に多世代食堂を作ろう 42 

  多世代食堂今日のお昼はシリーズ 323 

  不動丸小学校福祉教育 35 

  ジュニアボランティア福祉体験活動 認知症サポーター養成講座 14 

  団体説明会 認知症サポーター養成講座 38 

  あけぼの会講座「ケアプラザってなーに」 19 

  新春こども大会 どんど焼き 400 

  ボランティア連絡会 63 

城郷小机地域ケアプラザ ”とんとん”公園であそびましょう  24 

（港北区） ちょいボラサポーターズクラブ  100 

  産後エクササイズ       6 

  顔ヨガ     18 

  ノルディックウオーキング     17 

  秋の作品展     29 
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  おも城チャッチャひろば     23 

  音楽市場      39 

  ひなたぼっこ      79 

  ごぼうハウス    96 

  花桜会       246 

  城郷よってこ会   123 

  城郷ひろば  326 

  ダンラン「男同志の昼食会」  64 

  城郷ふれあいの会  152 

  美力アップ体操  279 

  プラザ城郷  292 

  集まれラジオ体操の森   492 

  楠の木学園   50 

中村地域ケアプラザ 中村塾 176 

（南区） 中村歴史講座 30 

  アロマ口座 48 

  ゆったりストレッチ講座 112 

  なかむらケアスクール 84 

  司法書士無料相談会 17 

  中村今昔写真展（協議体：カメヤ大作戦） 273 

  ケア off 会 51 

  スマホカメラ講座 24 

  わくわく子ども工作フェスタ 75 

馬場地域 歌声ひろばメロディ 456 

ケアプラザ なかよしおやこ体操 135 

(鶴見区) クリスマスミュージックベル隊 61 

  編み物開放ルーム 91 

  ハワイアンシニアヨガ 46 

  ビーズフラワーを作ってみよう 10 

  障がい児保護者の集い てとてと 60 

  かんたんお掃除講座 10 

  ボランティアの集い 17 

  ふまねっと体験会 18 

  ふまねっと講座 36 

二俣川地域ケアプラザ あひるクラブ 246 
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（旭区） 大掃除 181 

  健康ゲームカフェ 174 

  ふたまたがわミニクリスマス会 44 

  大池散歩 18 

  はなみずきの会 昼食会 164 

  集まれ元気っ子！ 42 

  今こそ知りたい日本茶の魅力 24 

  エンジョイゲーム 10 

  こども薬剤師体験 27 

  コーヒーマイスターになろう！ 20 

  夏のホビークラブ レジンでマグネットづくり 9 

  登録団体交流会 214 

  秋のホビークラブ ハーバーリウムボールペン 4 

  こどもお習字 4 

  万騎が原中学校ボランティア部むけた講座 11 

  二俣川小学校ジュニアボランティア福祉講座 6 

  五感を磨く日本茶 9 

  シニアのためのスマホ教室 28 

  ケアプラザでハロウイン 78 

  ひまわり会 コーヒー教室 12 

  みのりの世代栄養講座 7 

  パパのあひるクラブ 14 

  あおぞら体操 236 

  健康福祉フェスタ 33 

  ボランティア活動実績講座 14 

  シニアボランティアポイント研修会 12 

  シニアボランティアステップアップ講座 5 

  ボッチャ体験 13 

  ふたばカフェ 78 

  二俣川地区頒布会 120 

  さちが丘地区頒布会 70 

  リハビリ教室「地域のつながりを考える」 10 
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別表４ 各施設の主な地域交流行事（地域ケアプラザを除く） 

施設名 時期 行事名等 参加人数 

さくら苑（旭区）       

  ・特別養護老人ホーム 4 月 自治会地域清掃 4 

  ・短期入所生活介護 5 月 児童養護施設と手紙の交流 1 

      文の友会員と手紙での交流 2 

      都岡小学校支援級交流 7 

      白根小学校支援級交流 6 

      笹野台小学校支援級交流 6 

      白根地域コーディネーター農業体験 2 

  6 月 自治会地域清掃 7 

    都岡小学校支援級交流 4 

    白根小学校支援級交流 7 

    笹野台小学校支援級交流 7 

  7 月 七夕都岡幼稚園交流会(※作品を通しての交流のみ) 40 

    白根地域コーディネーター農業体験 1 

    都岡小学校支援級交流 1 

    白根小学校支援級交流 6 

    笹野台小学校支援級交流 5 

  8 月 自治会地域清掃 6 

  9 月 日産ラーニングセンター絵本の寄贈 2 

  10 月 都岡小学校支援級交流 1 

  11 月 都岡小学校支援級交流 1 

    白根小学校支援級交流 2 

    笹野台小学校支援級交流 4 

    帷子川清掃 8 

  12 月 ひまわり愛児交流会(※作品を通しての交流のみ) 40 

    都岡小学校支援級交流 1 

    白根小学校支援級交流 1 

    笹野台小学校支援級交流 3 

    クリスマス会（演奏 vo2名・ワークショップ vo1 名・児童 6名） 11 

    帷子川清掃 2 

  1 月 帷子川清掃 8 

    下瀬谷中学校栄養教室（生徒 120 名対象） 1 

  2 月 地域清掃 3 

  3 月 ひなまつり都岡幼稚園交流会(※作品を通しての交流のみ) 40 
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      絵手紙の会会員より手紙の交流 1 

  ・認知症対応型通所介護 6 月 八幡神社茅の輪くぐり 6 

    9 月 認知症ﾃﾞｲ 運営推進会議(書面開催） 4 

南永田桜樹の森（南区）       

  ・特別養護老人ホーム 毎月 町内会清掃 10 

  ・短期入所生活介護       

  ・通所介護 9 月 運営推進会議（書面） 4 

  ・認知症対応型通所介護 12 月 ＤＳ職員と地域住民による音楽コンサート 52 

    3 月 運営推進会議（書面） 4 

花の生活館（泉区）       

  ・短期入所生活介護 3 月 新橋地域ケアプラザ主催 移動販売買い物支援 2 

  3 月 新橋地域ケアプラザ主催 ノルディックウォーキング見守支援 2 

高津 山桜の森（川崎市高津区） 

  ・特別養護老人ホーム 8 月 山桜祭り 150 

  ・短期入所生活介護       

  ・小規模多機能型居宅介護   運営推進会議（4 月、6 月、8 月、10 月、12 月、2 月） 24 

   [やまざくら]  7 月 地域民生委員会合にて小規模多機能説明会 30 

  4～3 月 小地域における生活支援体制整備事業活動 8 

樹林の風（旭区）       

  ・認知症対応型共同生活介護   運営推進会議（５月、７月、９月、11 月、１月、３月） 24 

      防災訓練(４月、6月、８月、10月、12 月、２月) 30 

  11 月 お芋ほり（地域の方の畑にて） 16 

      地域清掃(４月、6月、８月、10月、12 月、２月) 6 

磯風の謡（磯子区） 

  ・認知症対応型共同生活介護   運営推進会議（５月、７月、９月、11 月、１月、３月）書面 54 

     避難訓練（5 月、7 月、11 月、2 月） 59 

  ・通所介護   避難訓練（7月、11 月） 18 

  12 月 餅つき（DS） 26 

  2 月 職業講話 40 

    3 月 絵手紙ボランティア 13 

風の生活館（泉区）       

 ・認知症対応型共同生活介護   運営推進会議（5月、７月、９月、１１月、１月、３月） 36 

     防災訓練（7月、9月、11月、12 月、３月） 52 

     夜間想定防災訓練（３月） 14 

   ９月 風の生活館秋祭り（コロナ対策の為DSとは別々に実施） 15 
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    並木谷戸町内会せいと焼き 3 

   1 月 初詣（鶴見神社） 9 

  ・通所介護   避難訓練（７月、３月） 40 

      ガーデニング野菜作り  12 

都筑の春（都筑区） 

  ・認知症対応型共同生活介護   運営推進会議（5 月、7 月、9 月、11 月、１月、3 月） 50 

   12 月 町内会 地域清掃 3 

翠嵐の風（都筑区）       

  ・認知症対応型共同生活介護   運営推進会議（5月、7月、9月、11 月、1月、3月） 30 

  1 月 獅子舞 20 

銀河の詩（鶴見区）       

  ・認知症対応型共同生活介護 11 月 町内会防災訓練  1 

    1 月 初詣（鶴見神社）  8 

  ・通所介護   運営推進会議（9月、3月）書面開催 10 

 ・認知症対応型通所介護   防災訓練（5月、7月、9月、11月、１月、3月） 18 

  1 月 もちつき 3 

   3 月 鶴見中学校福祉体験教室 185 

銀らんの丘（磯子区）       

 ・認知症対応型共同生活介護   運営推進会議（5 月、7 月、9 月、11 月、１月、3 月） 50 

  ・通所介護       

春風の丘（都筑区） 

  ・認知症対応型共同生活介護   町内会公園清掃(毎月)   

     運営推進会議(4 月、6月、8月、10 月、12 月、2月)   

若草の丘（保土ヶ谷区）       

  ・認知症対応型共同生活介護   運営推進会議（5月、7月、9月、11 月、１月、3月） 38 

     防災訓練（4月～6月、8月～2月） 89 

瑞穂の大地（港南区）       

 ・通所介護 4 月 避難・消防訓練 9 

 ・認知症対応型通所介護 9 月 運営推進会議（書面） 4 

   10 月 避難・消防訓練 6 

   3 月 運営推進会議（書面） 4 

川井地域ケアプラザ（旭区） 

  ・通所介護 5 月 運営協議会(書面開催) 12 

 ・認知症対応型通所介護 9 月 オンライン大正琴演奏 7 

  12 月 オンライン演奏会 25 
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  1 月 ハーモニカ演奏 1 

  3 月 作品展 50 

     オンラインギター演奏 13 

城郷小机地域ケアプラザ（港北区） 

  ・通所介護 ６・2月 運営協議会（紙面開催） 19 

 ・認知症対応型通所介護 6・3 月 防災訓練 10 

  10・3 月 認知症対応型通所介護 運営推進会議 4 

中村地域ケアプラザ（南区） 

  ・通所介護 11・3 月 運営協議会（書面での開催） 12 

 ・認知症対応型通所介護 9・3 月 避難訓練 35 

   9・2 月 運営推進会議（書面での開催） 10 

りんどう（緑区） 

  ・小規模多機能型居宅介護 9 月 運営推進会議 5 

     避難訓練（5月、12 月） 20 

     運営推進会議（書面開催 6、8、10、12、2、3月） 24 

すいせん（緑区） 

  ・小規模多機能型居宅介護   運営推進会議 (５月・７月・９月・１１月・１月) 20 

     地域連絡会 ９月・１１月・１月 45 

うの花（保土ヶ谷区）       

 ・小規模多機能型居宅介護   運営推進会議（4月、6月、8月、10 月、12 月、2月） 30 

     防災避難訓練（3月、4月） 10 

     花咲かせ隊活動（1月を除く毎月毎週木曜） 1 

しょうぶ（都筑区）     

  ・小規模多機能型居宅介護 年間 運営推進会議(書面開催) 6 

  8 月 納涼祭 20 

  12 月 クリスマス会 18 

こでまり（鶴見区）     

 ・小規模多機能型居宅介護 隔月 運営推進会議（5,7,9,1,3 月） 26 

  8,2 月 防災・避難訓練（夜間想定も含む） 18 

  毎月 よこはま緑の推進団体活動（花壇等の緑化運動） 91 

  3 月 鶴見中学校 視覚障害介護実習（1年生 5 クラス） 190 

   8～3 月 鶴見高校 図書委員交流会（施設訪問・学校訪問） 43 

ひなげし（南区）       

 ・小規模多機能型居宅介護   運営推進会議（5月、7月、9月、11 月、3月） 15 

    防災避難訓練（9月、3月) 35 
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ひめゆり（鶴見区）       

 ・小規模多機能型居宅介護   運営推進会議（6月、8月、12 月、1月、3月） 20 

    12 月 ボランティアさん感謝の集い 4 

われもこう（保土ケ谷区） 

  ・小規模多機能型居宅介護   運営推進会議（5月、7月、9月、11 月、1月、3月） 30 

  8 月 避難訓練 14 

    3 月 元町自治会防災協定締結 4 

つくし保育園東戸塚(戸塚区)     

   ７月 園庭・施設開放 4 

つくし保育園センター南(都筑区)     

   5～3 月 園庭開放 25 

つくし保育園上大岡(港南区)     

   ５～７月 園庭・施設開放 5 

  ６月 育児講座「熱中症を予防しよう」 1 

   10 月 交流保育「ハロウィンのお誘い」 2 

つくし保育園戸塚(戸塚区)       

    12 月 クリスマス会(地域交流） 1 

 

 

 

 

 


