平成 26 年度事業報告書
（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日）
特定非営利活動法人 すけっとファミリー
１．事業実施の概略
瑞穂区及びその近隣に対して、高齢者・障害者及びその他手助けを必要とする人たちの介護・家事援助
等を中心に活動を行うとともに、瑞穂区のネットワークグループ「みずほたすけ愛ネット」を軸に「わく
わくみずほまつり」・フォーラムの開催・認知症サポーター養成講座の普及に努めました。
また、雁道商店街のすけっと茶論（サロン）に続き弥富通りのすけっとファミリー本部２階で２番目の絵
手紙教室の茶論（サロン）を開催することができました。
【緊急時あんしんキット】の普及については、すけっとファミリーの希望される全てのご利用者に配布す
ることができ、新しくご利用者になられる方々にも順次配布できるよう準備ができています。
【健康体操】については、名古屋市立大学の学生さんの指導のもと、デイサロンりふれで２回開催しまし
た。また 27 年 4 月から地域の公民館で開始できるよう準備が整いました。
研修も外部・内部ともに受講しやすい環境を整え、さらに事業所の主軸である管理者の研修に力を入れま
した。
人材確保については十分な整備ができませんでした。対策として、子育て支援グループの「ぞうさんちパ
オパオ」さんの出張講座を協働で開催し、若いママたちが高齢者とのふれあいを機に介護に興味を持って
もらうよう機会作りを始めました。
認知症問題が全国的に大きな課題になっているなか、すけっとファミリーの参加団体である「あいち福祉
ネット」と協働し、小学生向けの紙芝居を作成し【認知症の理解は子どもから】をコンセプトに認知症の
理解を深める活動をしました。瑞穂区では汐路小学校で開催し、大いに手ごたえを感じました。
介護保険事業では、事業収入は昨年よりアップし、また売上高も直近 5 期で最高でしたが、居宅介護支援
事業所の赤字体質が改善できませんでした。その対策として、給与体制の変更を行い、仕事内容の見直し
及び進め方も平行して行いました。
訪問介護事業・障害者自立支援については、7 月から管理者交代があったにも拘らず収入は落ち込むこと
なく増収につながったことは非常に喜ばしいことでした。
通所介護事業も 8 月度に大きく落ち込みましたが、その後徐々に収入が伸び大いに健闘しました。
ただ 27 年度の介護保険改正に伴う単価の切り下げに対し、どのように対処していけばよいのか勉強会に多
数参加し検討を重ね、職員にも改正の内容を共有しました。不安と危機感が入り混じった状況です。
ただ一途の望みは、すけっとファミリーのスタッフ皆様がご利用者の“笑顔”を第一に、頑張ってくれて
いることです。平成 27 年度は厳しい改正になりますが、スタッフの皆様と一緒にご利用者の“笑顔”を絶
やさないよう頑張ってまいります。
２．事業の実施に関する事項
（１）特定非営利活動にかかわる事業
① 訪問介護・家事援助等の在宅福祉サービス事業
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（ア）事業内容
高齢者・その他援助を必要とする人々の介護援助（入浴や排泄の介助・清拭・おむつ 交換・食
事介助・通院介助など）
家事援助（調理・買物・掃除など）
（イ）実施日時
随時
（ウ）実施場所
瑞穂区を中心に昭和区・天白区・千種区・南区
（エ）従事者
正会員及び活動会員

32 人

（オ）受益対象者の範囲及び人数
援助の必要な高齢者及びその他手助けを必要とする人々
・介護保険外対象者

83 人

・高齢者自立支援対象者

6人

（カ）収入額 ： 5,367,092 円
1. 保険外利用料 （4,822,397 円）
・保険外利用時間 （2,671 時間）
・利用料単価 （1,500 円～3,750 円）
2． 高齢者自立支援委託料 （544,695 円）
・件数

6件

・利用時間

150.5 時間

・委託料（高齢者自立支援委託単価による）
（キ）支出 （5,809,025 円）
・介護保険外活動費 （4,355,345 円）
・高齢者自立支援活動費 （340,679 円）
・その他、この事業に係る経費 （1,113,001 円）
②介護保険による居宅サービス事業
（ア）事業内容
援助を必要とする要介護者の訪問介護･通所介護
（イ）実施日時
訪問介護

随時

通所介護

毎週月曜日から土曜日

9 時 40 分～16 時 45 分

（ウ）実施場所
訪問介護

瑞穂区を中心に昭和区・天白区・南区

通所介護

瑞穂区弥富通三丁目 45 番地

（エ）従事者
訪問介護：正会員及び活動会員

42 人

通所介護：正会員及び活動会員

25 人

（オ）受益対象者の範囲及び人数
・訪問介護

70 人
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援助の必要な要介護認定高齢者
・通所介護

61 人

一人住まいあるいは引きこもりがちな高齢者及び基準該当の障害者
（カ）収入額

（58,901,363 円）

１．訪問介護利用料 （23,033,856 円）
・介護保険利用時間 （6,724 時間）
・利用単価 （介護保険報酬単価による）
２．通所介護利用料（35,867,507 円）
・延べ利用人数

（3,707 人）

・利用単価 （介護保険報酬単価による）
（キ）支出（47,977,322 円）
・訪問介護活動費

(15,663,745 円)

・通所介護活動費

（19,645,157 円）

・その他この事業に係る経費（12,668,420 円）
③介護保険による介護予防サービス事業
（ア）事業内容
援助を必要とする要支援者の訪問介護･通所介護
（イ）実施日時
訪問介護

随時

通所介護

毎週月曜日から土曜日

9 時 40 分～16 時 45 分

（ウ）実施場所
訪問介護

瑞穂区を中心に昭和区・天白区・千種区・南区

通所介護

瑞穂区弥富通三丁目 45 番地

（エ）従事者
訪問介護：正会員及び活動会員

42 人

通所介護：正会員及び活動会員

25 人

（オ）受益対象者の範囲及び人数
・訪問介護

94 人

援助の必要な要支援認定高齢者
・通所介護

26 人

一人住まいあるいは引きこもりがちな高齢者及び基準該当の障害者
（カ）収入額

（25,034,005 円）

１．介護予防訪問介護利用料 （16,964,982 円）
・介護保険利用時間

（5,086.5 時間）

・利用単価 （介護保険報酬単価による）
２．通所介護利用料 （8,069,023 円）
・延べ利用人数

（1,116 人）

・利用単価 （介護保険報酬単価による）
（キ）支出（22,843,423 円）
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１．訪問介護活動費

(11,068,126 円)

２．通所介護活動費

（6,272,220 円）

・その他この事業に係る経費

（5,503,077 円）

④居宅介護支援事業
（ア）事業内容
介護保険サービスに係るケアプラン作成等
（イ）実施日時
月曜から金曜の午前９時から午後５時まで
（ウ）実施場所
瑞穂区・昭和区・千種区・天白区・南区・熱田区・緑区
（エ）従事者
介護支援専門員

7人

（オ）受益対象者の範囲
介護保険サービス利用者

103 人

（カ）収入 ： 7,733,973 円
（キ）支出 ： 11,565,773 円
活動費及びこの事業に係る経費
⑤小規模多機能の介護施設
実施しなかった
⑥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及び障害福祉サ
ービス事業
（ア）事業内容
障害者（児）の援助を必要とする人々の介護援助、移動、家事援助等を行う
（イ）実施日時
随時
（ウ）実施場所
瑞穂区を中心に昭和区・天白区・名東区・南区
瑞穂区弥富通三丁目 45 番地
（エ）従事者
正会員及び活動会員

61 人

（オ）受益対象者の範囲及び人数
援助の必要な障害者（児）
（カ）収入額

23,236,933 円

（キ）支出額

16,054,997 円

67 人

活動費その他、この事業に係る経費
⑦介護教室・ホームヘルパーの教育研修事業
（ア）事業内容
介護実習受け入れ（訪問介護員養成研修 2 級課程）
実務者研修
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（イ）実施日時
介護実習

随時

実務者研修

平成 26 年 11 月 4 日
平成 26 年 11 月 5 日

（ウ）実施場所
介護実習

すけっとファミリー利用者宅

実務者研修

デイサロンりふれ・研修室

（エ）従事者
正会員及び活動会員

16 人

（オ）受益対象者
介護実習研修生

24 人

実務者研修受講生

40 人

（カ）収入 ： 147,910 円
（キ）支出 ： 63,049 円
実習同行費及びこの事業に係る経費
⑧子育て支援事業
（ア）事業内容
共働き家庭のお子さんの送迎や緊急時の送迎・留守番。ひとり親家庭や産前産後家庭の家事援助
（イ）実施日時
随時
（ウ）実施場所
瑞穂区・千種区
（エ）従事者（正会員及び活動会員）
18 人
（オ）受益対称者の範囲
手助けを必要とする共働き家庭･ひとり親家庭及び産前産後の家庭の子どもやその家族
（カ）収入 ：

922,500 円 （374.5 時間）

（キ）支出 ：

907,536 円

活動費及びその他この事業に係る経費
⑨移送サービス事業
実施しなかった
⑩ デイサービス事業
（ア）収入 ： 102,850 円
（イ）支出 ： 2,223 円（経費）
⑪配食サービス
実施しなかった
⑫福祉やまちづくりに関する啓発や調査研究事業
実施しなかった
⑬ 福祉やまちづくりに関する用具や物品の提供事業
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9人

実施しなかった
⑭ 福祉やまちづくりに関する相談助言事業
実施しなかった
⑮ 高齢者や障害者等の自立や生活を支援する事業
（ア）事業内容
無料で部屋を提供し、様々な教室を開いてもらい、高齢者障害者などひきこもりがちな方々に
趣味と生き甲斐に繋がるきっかけを提供
（イ）実施日時
毎月第 3 木曜日

13 時半～15 時半（雁道すけっと茶論 絵手紙教室）

毎月第 4 木曜日

13 時半～15 時半（弥富通すけっと茶論 絵手紙教室）

(ウ) 実施場所
雁ぶらサロン

（絵手紙教室）

すけっとファミリー研修室 （絵手紙教室）
（エ）従事者
すけっとファミリースタッフ
（オ）受益対象者
高齢者・障害者その他地域の方々
（カ）収入 ： 62,000 円
（キ）支出 ： 124,148 円
活動費その他この事業に係る経費
⑯ 福祉やまちづくりに関する場所提供事業
実施しなかった
⑰福祉に関する講演会事業
実施しなかった
３．会議の開催に関する事項
（１）総会
（ア）開催日時及び場所
平成 26 年 5 月 27 日（火曜日）

午後 18 時から 20 時

瑞穂区弥富通三丁目 45 番地

デイサロンりふれ

（イ）議題
・平成 25 年度事業・会計報告
・平成 26 年度事業計画案・予算案
（２）理事会
・平成 26 年 5 月 16 日
・平成 26 年 7 月 29 日
・平成 26 年 9 月 30 日
・平成 26 年 12 月 19 日
・平成 27 年 3 月 19 日
開催場所

すけっとファミリー応接室・研修室
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