
2014年 度 事業報告書

2014年 4月 1日 から2015年 3月 31日

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社の提供に努力しました。

通所介護事業では 7月 に「あ―ぶれ磯子」の指定をとり、二つ目のデイサービス

を開始しました。“もう一つの自分の家"と してすごせるデイサービスです。定員が 8

名で 3月 末には定員いつぱいになつていて、利用待機者がいる状況です。

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。

生活支援サービスでは、高齢者の集合住宅を開始しました。 3名 の方が住まわれ

ています。

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、事故を未然に防ぎ、緊急時の対

応が冷静かつ適切にできるように、事例を通して研修を重ねました。

衛生管理委員会をp~2置 し、ワーカーの健康管理を推進し、健康診断の受診の促進

をしました。また、利用者とワーカーが感染症に感染しないように防止に努め、緊

急時の対策を講じました。会員が第 1種衛生管理者の資格を取得し、労働基準監督

署に選任の届を提出しました。

横浜市から「市民活動支援 。相談窓日事業」の委託を継続して受けました。11月

に「NPO法人認定・指定制度説明会Jに説明者として参加しました。

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ました。

東日本大震災の被害に対して出来ること、義援バザーを行いました。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

活動実績なし



② 家事、介護、保育に関する生活支援サービス事業

ア.活動内容  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 ビス

イ,同  時   通年

ウ.場  所   磯子区、港南区、金沢区

工.従事者数   1, 145人
オ.対象者    利用希望者

力.総活動時間数 1, 285.5時 間

キ.支出額    2,063, 595円

③訪問介護事業

ア,活動内容   訪問介護サービス

イ,日  時   通年    '
ウ.場  所   磯子区、港南区、金沢区

工.従事者数   6, 388人
オ.対象者    要介護認定を受けている者

力.総活動時間数 7, 064,7時 間

キ.支出額    11, 739, 558円

④予防介護訪問介護事業

ア.活動内容   予防介護訪間介護サービス

イ,日  時   通年

ウ.場  所   磯子区、港南区、金沢区

工.従事者数   2, 312人
オ.対象者    要支援の認定を受けている者

力.総活動時間数 2,464.25時 間

キ.支出額    3, 006, 385円

⑤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―ぶれ)

ア.活動内容   通所介護サービス

イ。日  時   通年

ウ.場  所   磯子区、港南区、金沢区

工.従事者数   1, 181人
オ.対象者    要介護認定を受けている者

力.総活動時間数 9, 318.5時 間

キ.支出額    11, 806, 306円



通所介護事業 (あ―ぶれ磯子)

ア.活動内容   通所介護サービス

イ.同  時   2014年 7月 ～2015年 3月

ウ.場  所   磯子区、金沢区、中区、南区

工.従事者数   788人
オ.対象者    要介護認定を受けている者

力`総活動時間数 時間

キ.支出額    7, 381, 946円

⑥予防通所介護事業 (特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブあ―ぶわ

ア.活動内容   予防通所介護サービス

イ.日  時   通年

ウ.場  所   磯子区、港南区、金沢区

工.従事者数   51人
オ.対象者    要支援認定を受けている者

力.総活動時間数 408時 間

キ.支出額    574, 929円

予防通所介護事業 (あ―ぶれ磯子)

ア.活動内容   予防通所介護サービス

イ.日   時    2014年 7月 ～2015年 3月

ウ.場  所   磯子区、金沢区、中区t南区

工.従事者数   39人
オ.対象者    要支援認定を受けている者

力.総活動時間数 312時 間

キ,支出額    323, 583円

⑦居宅介護支援事業

ア.活動内容   要支援、要介護者に対する居宅介護支援

イ。日  時   通年

ウ.場  所   磯子区、港南区、金沢区

工.従事者数   24人
オ.対象者    要支援・要介護認定を受けている者

力.総活動時間数 2, 844.41時 間

キ.支出額    235,064‐ 円



③障害者総合支援法に基づくサービス

ア.活動内容   居宅介護、重度訪間介護、同行援護

イ.日  時   通年

ウ.場  所   磯子区、港南区、金沢区

工.従事者数   2, 899
オ.対象者    障害者認定を受けている者

力,総活動時間数 5, 181.75時 Fnt

キ.支出額    7, 756, 272円

⑨横浜市の委託事業

ア.活動内容   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

イ,日  時   通年

ウ.場  所   磯子区、港南区t金1沢区

工.従事者数   820人
オ.対象者    横浜市から依頼された者

力.総活動時間数 1, 210時間

キ.支出額    1, 842, 655円

⑩活動ホーム食事事業

ア.活動内容   活動ホーム(障害者の作業所)の台1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。

イ.目  時   通年

ウ.場  所   活動ホーム3ヶ 所

工.従事者数   555人
オ.対象者    該当活動ホーム従事者

力.総活動時間数 1, 958時間

キ.支出額    4,486, 471円

①配食サービス事業

ア.活動内容   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

イ.日  時   通年

ウ.場  所   機子区、港南区、金沢区

工.従事者数   1, 250人
オ.対象者    利用希望者

力.総活動時間数 5, 050` 75時間

キ.支出額    6, 305, 731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.同 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
工.支出額    管理費の中で賄 う。


