
履 歴事項全部証 明書

横浜市金沢区富岡東一丁目10番 12号
特定非営利活動法人ワーカーズ・ コレクティブ樹

会社法人等番号 0200二 〇 5-004195

名 称 特定非営利活動法人 ワーカーズ 。コレクティブ

樹

主たる事務所 横浜市磯子区中原二丁 目 1番 20号 ビラ中原 1

03号室

横浜市金沢区富岡東一丁 目 10番 12号 平成 17年  8月 27日 移転

平成 17年  8月 31日 登記

法人成立の年月 日 平成 13年 10月 15日

目的等 目的及び事業

本会は、地域社会において健康推進保健活動を進めなが ら、 自らの生活技術

を役立てることを通 して、高齢者、障害者、その他手助けを必要な人に対 して

相互扶助の精神に基づき、自主運営の働き方を持って(安心して心豊かに暮 ら

せる地域福祉の向上に寄与することを目的 とする。

本会は、上記の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行 う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動。

事業

1本会は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。|   :
(1)特定非営利活動に係る事業              ‐

①健康推進保健事業

②家事・介護・介助・保育等に関する生活支援サービス事業

③介護保険法に基づく訪間介護事業

④介護保険法に基づ く介護予防訪間介護事業

⑤介護保険法に基づく通所介護事業

⑥介護保険法に基づ く介護予防通所介護事業

⑦介護保険法に基づく居宅介護支援事業

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

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

域生活支援事業

⑩横浜市の委託事業

①活動ホーム食事つくり事業

⑫配食サービス事業

⑬本会の事業及び活動を発展させるための広報事業

⑭その他、 目的を達成するために必要な事業

平成 26年  3月 14日変更  平成 26年  3月 17日 登記

貝的及び事業

本会は、地域社会において健康推進保健活動を進めながら、自らの生活技術

を役立てることを通して、高齢者、障害者、その他手助けを必要な人に対して、

相互扶助の精神に基づき、自主運営の働き方を持って、安心して心豊かに暮ら

せる地域福社の向上に寄与することを目的とする。

整理番号  夕 191906   * 下線のあるものは林消事項であることを示す。      1/3



横浜市金沢区富岡東一丁目 10番 12号
特定非営不1活動法人ワーカーズ・ コレクティブ樹

本会は、上記の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動。

本会は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業

①健康推進保健事業

②家事 。介護・介助・保育等に関する生活支援サービス事業
③介護保険法に基づく訪問介護事業

④介護保険法に基づく介護予防訪問介護事業・第 1号訪問事業
⑤介護保険法に基づく地域密着型通所介護事業
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
⑦介護保険法に基づく居宅介護支援事業

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

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
域生活支援事業

⑩横浜市の委託事業

①活動ホーム食事つくり事業

⑫配食サービス事業

⑬本会の事業及び活動を発展させるための広報事業

⑭その他、目的を達成するために必要な事業

平成 28年 10月 19日 変更  平成 28年 10月 25日 登記

役員に関する事項 横浜市磯子区洋光台一丁 目28番 2号

理事 ‐     開 富 美 子

横浜市磯子区洋光台一丁 目28番 2号

理事      開 富 美 子

横浜市磯子区洋光台一丁 目28番 2

理事      開 富 美 子

平成 26年  6月  1日 重任

平成 2 6年   6り弓 1 7 日登言己

平成 28年  6月  1日 重任

平成 28年  6月 24日 登記

平成 30年  6月  1日 重任

平成 30年  6月  5日 登記

資産の総額 金 3883万 8366円
平成 26年  3月 31日 変更  平成 26年  6月 17日 登記

金 4343万 5035円
平成 27年  3月 31日 変更  平成 27年  6月 12日 登記

金 4776万 5035円
平成 28年  3月 31日 変更  平成 28年  6月 24日 登記

金 4458万 3908円
平成 29年  3月 31日 変更  平成 29年  5月 29日 登記

金 5055万 9775円
平成 30年  3月 31日 変更  平成 30年  6月  5日 登記

登記記録に関する

事項

設 立

平成 13年 10月 15日 登記

整理番号  夕 191906   * 下線のあるものは抹消事項であることを示す。      2/3



辱[罪書渦暦蜃1暑嚢すIttllttlιラニ,;暮

|イ:■,|:

■|||:

||‐■■||ニニ≡華
‐ .■ .=,11‐

=●
■
=下

―■■■= ・=|:=
■ti一 ‐|:=■:■ ■

=:■
千■■■

「

 =:=三
‐‐|■三|■|■●

=■
i■ |,「 ■ 1「 ft■ 1■

=三「
三二■「1=■ξ

==

‐::=::三
=三=「

::||■||==二:≡
「「|■三=■

・■
==:=■ =,■

111=● =[■ i■■
=::1‐

=|■
■「・三   | ■

l■ ■二
=.:■

二■.=:「二■.=「 |.■■■.■■■■丁
=‐

F=「
「「‐■..:・ li■ i■.■■..=「

=,I■
li「■

■|=・■F■■■■1■ 11■ ■
==二

●:=1■ ●
=■
■ ‐1■ 11■‐・ ■■■1■■■‐■■・‐‐

=
i‐ ■1■ |■

.11=■■■1,■ ‐=i:F=11■■■●|■ |・ |‐
‐
11■

~●

1■●:==F.   :[三 :

「=■●III「 1‐■■三II:,■■
=■

‐■i:|● I■ :■■
=■

1■■ lj l■|:   ‐  三

■‐1:‐二:■IFF■
=■

|:==■■■■■■●
=1■

i■■1=

‐i三≒|千

=il「

■■|::|=|:=i=■「■|I I二  ■

■ | :|.|:||li1111::||  ■
1. ::

| || |  ■■■lflll■ llFI‐
「

i‐■ ,1111

1 ■| |‐ |・ ‐1■

'「

「「|=l:|:|:

これば登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であ:る |こ■:を証切
|した書面であ|る。
|(横浜地方法務局管轄)

1   平成30年  9月 27日 |       ■|:■ |11‐ |

横浜地方法務局金沢出張所   「        111i■ ‐‐
|

登記官         :   増  EEIIII勝|1義

夕 191906整理番号
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* 下線―のあ■ろ「も・のは1体 禅事項であることを示す。


