
2016年 度 事業報告書

2016年 14月 1日 から2017年 13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。

介護保険制度の改定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。また、介護保険訪間介護、通所介護(あ―ぶれ)、

障害者居宅介護の実地指導を受け、正 しく運営していると評価されました。

通所介護事業では 12月 に「あ―ぶれ磯子」を磯子台で開始 しました。樹を設立し

た時からの利用してくださつていた利用者さんから、「この家には住まなくなったの

で、役に立ててください。」と声をかけていただき、使わせていただくことになりま

した。磯子台の近隣の方は、町会長さんはじめ皆さん好意的に受け入れていただき

ました。地域の交流の拠点の一つになりたいと思います。

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。

就業規貝Jと キャリアパスの見直しをし、より充実したものにしました。

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。ス トレスチェックを実施 しました。

横浜市市民活動センター主催の「横浜 NPO労務塾」でパネラーとして出席 し、認

定 NPO法人の労務管理の実情を話すことで、NPO法人の運営の課題の解決に協力

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、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、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
゛
ス

。日  時   通年

・場  所   磯子区、港南区、金沢区

。従事者人員   1, 220人
・受益対象者  利用希望者

。支出額     3, 223, 377円

③介護保険法に基づく訪間介護事業

・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  4, 727人
・受益対象者  要介護の認定を受けている者

・支出額    10, 268, 333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  2, 533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    3, 452, 634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―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     13, 545, 200円
(あ―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, 163人
・受益対象者  要介護認定を受けている者

・支出額    16,045, 005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―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   193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, 880, 226円
(あ―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  21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    194, 333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    225, 507円

③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、同行援護

。日  時   通年

・場  所   磯子区、港南区、金沢区



。従事者人員  2, 663人
・受益対象者  障害者認定を受けている者

・支出額     7, 302, 327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  386人
・受益対象者  障害者認定を受けている者

・支出額    1, 528, 885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  229人
・受益対象者  横浜市から依頼された者

・支出額    630, 285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   548人
・受益対象者  該当活動ホーム従事者

・支出額    4,225,443円

①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    6, 442,315円

⑫広報事業

ア・活動内容  会報、フ
ー
ーカ

ーーズ通信、企画‐広報
―
のチラシの発行

イ,日 時 会 報 年 1回

ワーカ
ーーズ通信 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本
工.支出額   管理費の中で賄う。


