
２０１７年度 事業報告書 

２０１７年４月１日から２０１８年３月３１日 

法人の名称 特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ樹 

１．事業報告 

    法令を遵守し、研修を重ね、質の高いサービスが提供できるように努めました。     

高齢者・障害者・子育て・その他手助けを必要とする方が、顔の見える関係の中

で安心して自分の家で暮らし続けられるために必要な福祉の提供に努力しました。 

突然の病気やけがをした利用者に、訪問介護、通所介護、居宅介護支援(ケアマネ

ージャ)、配食と法人内の各事業の連携で対応が出来ました。 

    介護保険制度の改定(介護予防が市町村に移行し総合事業となりました)を利用者

にわかりやすく説明し同意をいただき改定の実施がスムーズに行われるよう努めま

した。 

    地域密着型通所介護事業では AED を設置しました。地域の方にも貸し出しをする

ことができます。 

    市民事業の配食サービス、活動ホームの食事つくりは、各事業とも事故なく継続

することが出来ました。 

利用者と会員にアンケートを実施し、評価を受けました。 

リスクマネージメント委員会を定期的に開催し、事故の原因を解明し対策を取る

ことで、事故を未然に防ぐことに繋げました。 

衛生管理委員会は、ワーカーの健康管理を推進し、産業医の指導、健康診断の受

診の促進をしました。健康診断を受けたことで早期発見が出来、大事に至らない事

例がありました。ストレスチェックを実施しました。 

認定 NPO 法人の意義と価値を会員全員と共有し、信頼される認定 NPO 法人とし

て地域に広めることを目指しました。また、地域、地域包括支援センター、行政、

関係各署、医療との連携を深め認定 NPO 法人として地域福祉の貢献に努めました。 

東日本大震災の被害に対して出来ることとして、義援バザーを行いました。地位

にも根付き、民生委員の協力で、町内会の掲示板や回覧板にバザーのチラシを出し

ていただきました。また地域交流会として、三遊亭鳳志師匠の落語の会、音楽の会

を開催しました。どちらも地域の方、利用者、会員の多数の参加がありました。 

健康推進事業は法人独自の地域活動に生かしたいと検討しましたが、実施にはい

たりませんでした。 

 

事業内容 

(１) 特定非営利活動に係る事業 

①健康推進保健事業 

活動休止中 



②家事、介護、介助・保育等に関する生活支援サービス事業 

・内  容   高齢者、障害者、その他手助けが必要な人に対しての家事介護支援ｻｰﾋﾞｽ 

・日  時   通年 

・場  所   磯子区、港南区、金沢区 

・従事者人員  １，２４４人 

・受益対象者  利用希望者 

・支出額    ３，０４５，３７７円 

 

③介護保険法に基づく訪問介護事業 

・内  容   訪問介護サービス 

・日  時   通年 

・場  所   磯子区、港南区、金沢区 

・従事者人員  ６，１２０人 

・受益対象者  要介護の認定を受けている者 

・支出額    １５，１０３，７８４円 

 

④介護保険法に基づく介護予防介護訪問介護事業・第１号訪問事業 

・内  容   介護予防介護訪問介護サービス・第１号訪問サービス 

・日  時   通年 

・場  所   磯子区、港南区、金沢区 

・従事者人員  １，９６９人 

・受益対象者  要支援の認定を受けている者・横浜市が事業対象者とした者 

・支出額    ２，６３８，８１０円 

 

⑤介護保険法に基づく地域密着型通所介護事業 

(特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブあーぶれ) 

・内  容   地域密着型通所介護サービス 

・日  時   通年 

・場  所   磯子区、港南区、金沢区 

・従事者人員  １，８４８人 

・受益対象者  要介護認定を受けている者 

・支出額    １６，５０２，２３３円 

(あーぶれ磯子) 

・内  容   地域密着型通所介護サービス 

・日  時   通年 

・場  所   磯子区、金沢区、中区、南区 



・従事者人員  ２，０８９人 

・受益対象者  要介護認定を受けている者 

・支出額    １７，８０８，９１５円 

 

⑥介護保険法に基づく介護予防通所介護事業・第１号通所事業 

 (特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブあーぶれ) 

・活動内容   介護予防通所介護サービス・第１号通所サービス 

・日  時   通年 

・場  所   磯子区、港南区、金沢区 

・従事者数   １４８人 

・対象者    要支援認定を受けている者・横浜市が事業対象者とした者 

・支出額    １，３７１，５４７円 

(あーぶれ磯子) 

・内  容   介護予防通所介護サービス・第１号通所サービス 

・日  時   通年 

・場  所   磯子区、金沢区、中区、南区 

・従事者人員  １０１人 

・受益対象者  要支援認定を受けている者・横浜市が事業対象者とした者 

・支出額    ８８５，０６９円 

 

⑦介護保険法に基づく居宅介護支援事業 

・内  容   要支援、要介護者に対する居宅介護支援 

・日  時   通年 

・場  所   磯子区、港南区、金沢区 

・従事者人員  ２４人 

・受益対象者  要支援・要介護認定を受けている者 

・支出額    ３９４，７６７円 

 

⑧障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 

障害福祉サービス事業 

・内  容   居宅介護、重度訪問介護 

・日  時   通年 

・場  所   磯子区、港南区、金沢区 

・従事者人員  １，６０１人 

・受益対象者  障害者認定を受けている者 

・支出額    ７，３５３，０８１円 



 

⑨障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 

地域生活支援サービス 

・内  容   横浜市移動サービス 

・日  時   通年 

・場  所   磯子区、港南区、金沢区 

・従事者人員  ２１７人 

・受益対象者  障害者認定を受けている者 

・支出額    １，３２６，９８５円 

 

⑨横浜市の委託事業 

・内  容   横浜市ホームヘルプサービス、横浜市産後支援 

横浜市育児支援、横浜市養育支援 

・日  時   通年 

・場  所   磯子区、港南区、金沢区 

・従事者人員  ２３１人 

・受益対象者  横浜市から依頼された者 

・支出額    ６０９，６２６円 

 

⑩活動ホーム食事事業 

・内  容   活動ホーム(障害者の作業所)の台所において、昼食を作り、活動ホームで

作業している方々に昼食を提供する。 

・日  時   通年 

・場  所   活動ホーム３ヶ所 

・従事者数   ５５１人 

・受益対象者  該当活動ホーム従事者 

・支出額    ３，９９８，５６５円 

 

⑪配食サービス事業 

・内  容   高齢者、障害者、食事つくりが困難な方への昼食の配食サービス 

・日  時   通年 

・場  所   磯子区、港南区、金沢区 

・従事者数   １，４６４人 

・受益対象者  利用希望者 

・支出額    ８，１０８，８７４円 

 



⑫広報事業 

ア．活動内容   会報、ワーカーズ通信、企画・広報のチラシの発行 

 イ．日  時   会   報   年 ２回 

          ワーカーズ通信 年１２回 

          企画のチラシ  企画立案毎 

          広報チラシ   適宜 

 ウ．従事者数   ２４人 

 エ．支出額    管理費の中で賄う。



 

計算の根拠 

売上  家は家賃・共益費・サポート・家のデイ利用はコミオプ 

    食事代・デイ食事は配食 

事業費 

コミオブ  ＋家の人件費 

      従事者コミオプ+３６５人 

介護保険訪問・予防＋一号  

人件費 時間×人件費単価で計算 

ケア交通費 回数の割合で計算 

通所    従事者数費  実施回数×６－予防 

予防の回数×１人 

      ケア交通費  利用人数の割合で計算 

      材料費    利用人数の割合で計算 

      ケア消耗品  利用人数の割合で計算 

障害者 移動 

      人件費 ケア内容で計算 

配食   ＋家の材料費 

       


