
2015年 度 事業報告書

2015年 4月 1日 から2016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祉の提供に努力しました。

平成 27年 12月 、認定 NPOの認証を受けました。認証 していただいた重さをし

っかり受け止めて、今まで以上に責任を持つた経営をしていきます。

横浜市から「市民活動支援 。相談窓回事業」の委託を継続 して受けました。次年

度以降の連携の在 り方について検討することになり、継続審議に参加 していくこと

になりました。

介護保険制度の改訂で、保険料 と要件の変更があり、保険料が減収になりました

が、経営努力で安定した事業経営を継続することが出来ました。要件の変更では、

機能訓練指導員の配置が義務付けられました。樹では機能訓練指導員は看護師が行

うこととし、募集 と紹介で全営業 日に配置することが出来ました。介護予防の日常

生活支援総合事業への移行は 28年 1月 から開始し、順次対応 しました。

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。

経営会議、各事業会議での会議、リスクマネージメン ト委員会・衛生管理委員会

を毎月開催 し、より良い経営につなげました。

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。

みずほ教育福祉財団から、配食用小型電気 自動車 「みずほ号」の寄贈を受けまし

た。長年配食を通して地域への活動を続けてきたことが認められました。

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 NPO法人と

して、地域福祉への貢献に努めました。

樹の創立 20周年を記念 し、会報の発行、配食サービスで人気の献立のレシピ集

の作成、記念パーティーの開催など行いました。会報・ レシピ集は広 く関係先にも

お配 りし、好評をいただきました。パーティーには会員だけでなく、樹の利用者 と

利用者の家族がたくさん参加 していただき、にぎやかな集まりになりました。これ

からも一年一年を積み重ねていきたいと思います。

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

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.従事者人員  1, 267人
オ.対象者    利用希望者

力.総活動時間数 1, 500.5時 間

キ.支出額     2, 502, 960円

③訪問介護事業

ア.内  容   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    5, 571人
オ.対象者    要介護の認定を受けている者

力.総活動時間数 5, 703.09時 間

キ.支出額    10, 777, 748円
④介護予防介護訪間介護事業

ア.内  容   介護予防介護訪問介護サービス

イ.日  時   通年

ウ.場  所   磯子区、港南区、金沢区

工.従事者数   2, 351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, 236.58時 間

キ.支出額    3,107,845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.内  容   地域密着型通所介護サービス

イ。日  時   通年

ウ.場  所   磯子区、港南区、金沢区



工.従事者数   1, 177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, 674時 間

キ.支出額    13, 403, 285円
通所介護事業 (あ―ぶれ磯子)

ア,内  容   通所介護サービス

イ。日  時   通年

ウ.場  所   磯子区、金沢区、中区、南区

工。従事者人員  1, 438人
オ.対象者    要介護認定を受けている者

力,総活動時間数 12, 504.5時 間

キ.支出額    15, 070, 006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―ぶれ)

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 403時 間

キ.支出額    425, 165円
予防通所介護事業子(あ―ぶれ磯子)

ア.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

イ.日  時   通年

ウ,場  所   磯子区、金沢区、中区、南区

工.従事者数   22人
オ.対象者    要支援認定を受けている者

力.総活動時間数 176時 間

キ.支出額     172,480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, 658.5時 間

キ.支出額    238, 750円

③障害者総合支援法に基づくサービス

ア.内 ・ 容   居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

イ。日  時   通年

ウ・場  所   磯子区、港南区、金沢区

工。従事者数   3, 182人
オ.対象者    障害者認定を受けている者

力.総活動時間数 53, 322.25時 間

キ.支出額    9, 251, 673円

⑨横浜市の委託事業        ・

ア.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

イ。日  時   通年

ウ.場  所   磯子区、港南区、金沢区

工.従事者数   381人
オ.対象者    横浜市から依頼された者

力.総活動時間数 689.5時 間

キ.支出額    965, 101円

⑩活動ホーム食事事業

ア.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。

イ。日  時   通年

ウ.場  所   活動ホーム3ヶ 所

工.従事者数   556人
オ.対象者    該当活動ホーム従事者

力.総活動時間数 1, 931時間

キ.・ 支出額    4, 359,486.円

⑪配食サービス事業

ア.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   磯子区、港南区、金沢区



工。従事者数‐   1,21‐5人

オ.対象者   利用希望者

力.総活動時間数1 5,■ 95,25時 間

キ.支出額    6,332,023円

⑫広報事業

アー活動内容   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.従事機   24人 ‐

工.支出額   管理費の申で賄う。


