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平成19年度事業報告書 
特定非営利活動法人サンキューネット 

 
Ⅰ 事業期間 
   平成19年4月1日～平成20年3月31日(年間活動日数366日) 
                         
Ⅱ 事業の成果 
   CSW(コミュニティーソーシャルワーカー)事業、高齢者見守り訪問事業等、相

談支援業務を強化したことにより、地域の身近な相談機関としての取り組みがで

きた。 
   地域福祉人材育成として、介護員養成研修２級課程を本年度は４回取り組んだ。

また、平成２０年度の実施に向けて「介護職員基礎研修」の指定申請を行った。 
   介護サービス提供事業全体としては、収益の落ち込んだ１８年度に比べ、かな

り回復してきたものの、２１年度は介護保険制度改正もあり今後の課題は大きい。 
   年中無休での運営となることから、定例会の持ち方、職員のスキルアップをど

う行っていくかも課題として残った。 
 
Ⅲ 事業の実施状況 
１．特定非営利活動に係る事業 
（１）介護保険事業 

 この事業は、利用者が要介護状態などとなった場合においても、可能な限り、

その居宅において、その有する能力におうじて、自立した日常生活を営むことが

出来るように配慮して、身体介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。 
 

① 訪問介護 
〔内  容〕 訪問介護・介護予防訪問介護サービスを提供 

 〔実施場所〕 サンキューネット・ヘルパーステーション 
 〔実施日時〕 1年を通じて実施 
        ９：００～１７：００ 
 〔事業の対象者〕富田林市・大阪狭山市・堺市美原町等にお住まいの 
        介護保険被保険者 

19年度 延べ利用者数 提供時間数 
介護保険 ３９７７ 名 ３８１１．５ 時間

介護予防 １５４８ 名 ２０９２．５ 時間

合 計 ５５２５ 名 ５９０４ 時間

*18年度(延べ利用者数 5225名、提供時間数 5626時間) 
 〔収  入〕 訪問介護     9,187,740円 
        介護予防訪問介護 5,058,368円 
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 〔支  出〕 訪問介護     8,893,766円 
        介護予防訪問介護 4,762,130円 
   
② 通所介護 

〔内  容〕 通所介護・介護予防通所介護サービスを提供 
 〔実施場所〕 サンキューネット・デイサービスセンター 
 〔実施日時〕 1年を通じて実施 
        ９：００～１７：００ 
 〔事業の対象者〕富田林市・大阪狭山市・堺市美原町等にお住まいの 
        介護保険被保険者  

19年度 介護保険 介護予防 
延べ利用者数 ６１６８ 名 ６２６ 名

*18年度(延べ利用者数 6108名) 
 〔収  入〕 通所介護     45,833,786円 

介護予防通所介護  4,074,676円 
 〔支  出〕 通所介護     35,823,989円 

介護予防通所介護  3,469,794円 
 

③ 居宅介護支援 
〔内  容〕 居宅介護支援サービスを提供 

要介護認定調査業務 
 〔実施場所〕 サンキューネット･ケアプランセンター 
 〔実施日時〕 1年を通じて実施 
        ９：００～１７：００ 
〔事業の対象者〕富田林市・大阪狭山市等にお住まいの介護保険被保険者 
       19年度(延べ利用者数 605名) 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 
利用者数 44 46 45 42 47 46 

内 介護予防 19 19 17 17 17 18 
 10月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

利用者数 52 57 57 56 56 57 
内 介護予防 20 22 22 21 21 21 

*18年度(延べ利用者数 468名) 
 〔収  入〕 5,287,211円 
 〔支  出〕 9,272,558円 

 
(２) 障害者居宅介護事業 

 〔内  容〕 障害者自立支援法制度下で居宅支援が必要な方(身体・知的・児童) 
を対象に、ホームヘルプサービスおよびガイドヘルプサービスを
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提供 
 〔実施場所〕 サンキューネット・ヘルパーステーション 
 〔実施日時〕 月曜日から土曜日 
        ９：００～１７：００ 
 〔事業の対象者〕富田林市・大阪狭山市・堺市美原町等にお住まいの受給者証をお

持ちの方。 
19年度 延べ利用者数 提供時間数 

ホームヘルプ １０５５ 名 １３２２．５ 時間

ガイドヘルプ ４８ 名 １７７．０ 時間

合 計 １１０３ 名 １４９９．５ 時間

*18年度(延べ利用者数 557名、提供時間数 776.5時間) 
 〔収  入〕 ホームヘルプ 3,114,035円 
        ガイドヘルプ   227,556円 
 〔支  出〕 ホームヘルプ 2,989,952円 
        ガイドヘルプ   360,880円 

 
(３) 特定旅客運送事業 

〔内  容〕 介護保険制度・障害者自立支援制度をご利用の方で、移送サービ

スが必要と認められた方 (延べ利用者数 1,551 名) を対象に、ホ

ームヘルプサービスの一環として提供 
 〔収  入〕  844,550円 (運賃) 
 〔支  出〕 2,289,934円 
 

(４) 高齢福祉事業（富田林市委託事業） 
①軽度生活支援サービス 
 〔内  容〕 65歳以上の自立の方を対象に、加齢や障害などで出来にくくなっ

てきた事が、再び出来るようになるようになって自立した生活が

継続できるよう支援し、要介護状態への進行の防止を図る。 
 〔実施場所〕 サンキューネット・ヘルパーステーション 
 〔実施日時〕 月曜日から金曜日（但し年末年始及び祝祭日休み） 
        ９：００～１７：００ 
 〔事業の対象者〕富田林市民 

 延べ利用者数 提供時間数 
19年度 ８６３ 名 １００１．５ 時間

(18年度) ７２５ 名 ８５０．０ 時間

 
 〔収  入〕 1,007,143円 
 〔支  出〕 2,067,107円 
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②街かどデイハウス 
 〔内  容〕 ひきこもり予防・介護予防・認知症予防を図りつつ、高齢者の自

立生活を支えられるよう、日帰りデイサービスを実施。 
 〔実施場所〕 街かどデイハウス・サンキューネット 
 〔実施日時〕 月・水・金・土（但し年末年始及び祝祭日休み） 
        ９：００～１７：００ 

  〔事業の対象者〕 要介護認定で自立と判定されるおおむね６５歳以上の介護予防・

自立支援を必要とする富田林市民 (延べ利用者数 1032名) 
 〔収  入〕 4,404,690円 
 〔支  出〕 4,848,622円 
 
③ 高齢者見守り訪問事業 
〔内  容〕 家でさびしい思いをしておられる方や、家に閉じこもりがちな方、

見守りが必要な方などを訪問して、安否の確認を行ったり、相談

や話し相手などを通して、介護予防や必要なサービスに繋ぐ 
 〔実施日時〕 月～土 
        ９：００～１７：００ 

  〔事業の対象者〕葛城中学校区にお住まいの富田林市民 (延べ利用者数 910名) 
 〔収  入〕 508,800円 
 〔支  出〕 588,133円 
 
④ 定点型介護予防教室 
〔内  容〕 月に一回、高辺プラザにおいて転倒予防・介護予防体操を実施し、

介護への予防を図る。 
  〔事業の対象者〕葛城中学校区および近隣にお住まいの富田林市民 

(延べ利用者数 17名) 
 〔収  入〕 75,000円 
 〔支  出〕 66,838円 
 

（５) 地域福祉事業（富田林市委託事業） 
① コミュニティーソーシャルワーカー (CSW) 配置事業 
〔内  容〕 1.高齢者・障害者・児童・ひとり親家庭など援護を必要とする方

の、地域での生活を支えるネットワークの構築 2.要援護者に対す

る見守り、相談、適切なサービスへの引継ぎ 3.地域住民活動のコ

ーディネート 4.行政への情報提供、施策の提言などを行う。 
また、要援護者からの相談を受けた支援事業者、民生委員、地

区福祉委員や自治会長、見守り訪問を始めたい方などからの相談、

高齢者・障害者・児童・ひとり親家庭をはじめ、「どこに相談すれ

ばいいのかわからない」、「利用しているサービスのことで悩んで
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いる」など、個別の相談にも対応。 
 〔実施場所〕 いきいきネット相談支援センター・サンキューネット 
 〔実施日時〕 年間を通して実施 
        ９：００～１７：００ 

  〔事業の対象者〕富田林市民(主に葛城中学校区)  (延べ相談件数 498名) 
 〔収  入〕 5,800,000円 
 〔支  出〕 6,236,781円 
 

(６) たすけあい事業(サンキューネット独自サービス)  
“困った時はお互い様”の精神のもと、公的福祉制度や介護保険制度で対応でき

ないサービスについて要援助者を支援し、ご家族の支援を含めた視点で、自立

支援をベースとした訪問サービス、デイサービスの提供を実施 
   ①たすけあい訪問サービス 

 〔実施場所〕 サンキューネット・ヘルパーステーション 
 〔実施日時〕 1年を通じて実施  
        ９：００～１８：００ 
 〔事業の対象者〕富田林市、大阪狭山市等にお住まいの方 

 延べ利用者数 提供時間数 
19年度 ９２０ 名 １２３５．５ 時間

(18年度) ８２７ 名 ７５５．５ 時間

 〔収  入〕 1,630,100円 
 〔支  出〕 2,863,056円 
 

  ②たすけあいデイサービス 
 〔実施場所〕 サンキューネット・デイサービスセンター 
 〔実施日時〕 1年を通じて実施  
        ８：００～２３：００ 
 〔事業の対象者〕富田林市、大阪狭山市等にお住まいの方 

         たすけあいデイ(延べ利用者数 920名) 
 〔収  入〕 4,417,713円 
 〔支  出〕 3,575,208円 
 

（７）本会の目的を達成するための研修・啓発など 
①訪問介護員養成研修事業 

 〔内  容〕 ２級課程 
 〔実施場所〕 すばるホール・サンキューネット・れんげの里 
 〔実施日〕       年3回 (7月、10月、1月) 実施 
 〔事業の対象者〕訪問介護員として従事を希望し、且つ全日程出席 
        できる者 
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 〔実  績〕 52名 
 〔収  入〕 3,785,200円 
 〔支  出〕 3,750,441円 
 
②介護員基礎研修 

  平成20年度5月31日開講に向けて事業申請を行い、指定(大阪府指定事業者番

号23)を受理。 
   

 
Ⅳ 総会の開催状況 

１． 第8回定期総会 
２． 日 時 平成１9年5月18日 19:00 ~ 20:10 
３． 場 所 サンキューネット 
４． 社員総数 52名 
５． 出席者数 49名（内委任状出席者33名） 
６． 議案の内容 

① 平成19年度事業報告及び収支決算報告、並びに監査報告 
② 平成20年度事業計画に関する件 
③ 平成20年度予算および運転資金不足による長期借入金追加借入に関する

件 
④ 任期満了に伴う役員理事退任及び選任に関する件 
⑤ 議事録署名人の選出の件 

７． 審議結果 
   全員意義なく承認 
 

Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 
１． 平成19年度理事会 

    年間を通して10回 事業実績状況の報告など 
２． 運営会議 

年間を通して毎月1回実施 各部門の情報交換など 


