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平成 29年度事業報告書 

 

（平成29年 4月1日から平成30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

等を中心に活動するとともに、瑞穂区のネットワークグループ“みずほたすけ愛ネット”が開催する「わ

くわくみずほまつり」は高校生・大学生の大きな協力のもと無事達成する事が出来ました。そして多くの

地域住民の参加もあり、ボランティアの交流もさらに深まりました。  

すけっとファミリー独自の地域支援事業としての【緊急時あんしんキット】の普及・更新も継続する事

が出来ました。 

「困り事なんでも相談」については近隣のサロンにケアマネが出向き地域の方々とのコミュニケーショ

ンを取る努力をしました。 

また、すけっとファミリーが運営する 3 つのサロンの内、弥冨と仁所のサロンについては参加者の増員

が課題として残りました。 

「認知症サポーター養成講座」の普及については、大谷高校へ認知症の出前事業を瑞穂区社協と共に 29

年度も行いました。 

また、認知症高齢者を理解し、支えていくための教育プログラム」を“あいち淑徳大学福祉貢献学部”

の学生さんと“あいち福祉ネット”の一員として協働しました。 

収益事業において、訪問介護は減収が続きましたが・障害者支援は 28 年度とほぼ変りはありませんで

した。  しかし年度後半に若干名のヘルパーを確保でき30年度につながる期待が生まれました。 

総合事業における生活支援サービスの担い手について、27 年度から通算すると 1,000 人を超える受講修

了者がいるにもかかわらず、確保が難しく、訪問事業所としては事業対象者の受け入れが出来ない状況に

なりました。   

ケアプランにおいてはケアマネジャの辞職に伴い、担当件数の大幅な減少があり減収となりました。 

通所においてもスタッフ不足で受け入れ体制が整わず、ご利用者の増員ができず大幅な減収になりまし

た。 

通所と教育機関の連携として、中・高生の体験学習並びに初任者研修の実習の受け入れ、また大学生は

教育実習の一環として受け入れました。 

名市大薬学部学生の受け入れに関しては、将来地域医療を担う学生が高齢者を理解、コミュニケーショ

ンの取り方を学び、また高齢者の薬の管理の課題等問題点を確認する事が出来ました。 

また総合事業における生活支援サービスの担い手の受け入れも行いました。 

愛知県・名古屋市のネットワークグループ「あいち福祉ネット」・「なごや福祉ネット」・「移動ネッ

トあいち」の団体とさらに繋がりを深め、情報交換･研修･介護保険に関わる問題解決のためのフォーラム

を開催しました。 
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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 

（ア）事業内容 

高齢者・障害者・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・南区ほか 

（エ）従事者 

          正会員及び活動会員  35人 

（オ）受益対象者の範囲及び人数 

          援助の必要な障害者・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  約40人    

（カ）収入額 ： 7,698,100円 

保険外利用料 （7,698,100円） 

・保険外利用時間 （約3,100時間） 

   ・利用料単価 （2,500円） 

 （キ）支出額 ： 6,613,145円 

     ・介護保険外人件費 （6,019,113円） 

     ・その他、この事業に係わる経費 （594,032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・南区ほか 

       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  35人 

       通所介護：正会員及び活動会員  20人 

（オ）受益対象者の範囲及び人数 

         ・訪問介護  約50人   

       援助の必要な要介護認定高齢者 



- 3 - 

 ・通所介護  約40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 ：（63,832,930円） 

     １．訪問介護利用料 （20,580,044円） 

・介護保険利用時間 （約5,900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（43,252,886円） 

          ・延べ利用人数  （約5,000人）     

・利用単価 （介護保険報酬単価による） 

（キ）支出額 ：（58,160,472円） 

     ・訪問介護人件費   (16,091,451円) 

     ・通所介護人件費  （29,094,914円） 

     ・その他、この事業にかかる経費（12,974,107円）【訪問：1,588,079円､通所：11,386,028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・南区ほか 

       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  35人 

       通所介護  正会員及び活動会員  20人 

（オ）受益対象者の範囲及び人数 

         ・訪問介護  約70人   

        援助の必要な要支援認定高齢者 

  ・通所介護  約15人    

        一人住まいあるいは引きこもりがちな高齢者 

（カ）収入額 ：（17,807,940円） 

     １．介護予防訪問介護利用料 （15,149,217円） 

・介護保険利用時間     （約4,300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 （2,658,723円） 

          ・延べ利用人数   （約500人）     

・利用単価 （介護保険報酬単価による） 

（キ）支出額 ：（17,290,890円） 
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    １．訪問介護人件費  （11,845,110円) 

    ２．通所介護人件費  （1,788,442円） 

    その他、この事業にかかる経費 （3,657,338円）【訪問：1,169,003円 通所：2,488,335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 

         瑞穂区を中心に昭和区・天白区・南区ほか 

（エ）従事者 

         介護支援専門員  5人 

（オ）受益対象者の範囲 

         介護保険サービス利用者  約120人 

（カ）収入額 ：  8,674,215円 

（キ）支出額 ： 11,029,415円 

       （人件費：9,592,592円 その他、この事業に係る経費：1,436,823円） 

 

⑤小規模多機能の介護施設 

     実施なし 

 

⑥介護保険による第１号訪問事業及び第１号通所事業 

（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  実施なし 

（ウ）実施場所 

          訪問介護  瑞穂区 

       通所介護  実施なし 

（エ）従事者 

          訪問介護  正会員及び活動会員   3人 

（オ）受益対象者の範囲及び人数 

          訪問介護  4人  

        援助の必要な要支援認定高齢者 

        一人住まいあるいは引きこもりがちな高齢者 

（カ）収入額 ： 577,965円 

       予防専門型訪問利用料 （577,965円） 
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・介護保険利用時間  （約200時間） 

       ・利用単価 （介護保険報酬単価による） 

（キ）支出額 ： 496,508円 

予防専門型訪問経費  (496,508円) 

          人件費及びこの事業に係る経費 

 

⑦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 

・障害福祉サービス：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 

・生活介護：一人住まいあるいは引きこもりがちな障害者（基準該当） 

（イ）実施日時 

   ・障害福祉サービス  随時 

     ・生活介護      毎週月曜日から土曜日   9時40分～16時45分                                      

（ウ）実施場所 

   ・障害福祉サービス  瑞穂区を中心に昭和区・天白区・南区ほか 

     ・生活介護      瑞穂区弥富通三丁目45番地 

（エ）従事者 

   ・障害福祉サービス  正会員及び活動会員  35人 

     ・生活介護      正会員及び活動会員  20人 

（オ）受益対象者の範囲及び人数 

    ・障害福祉サービス   援助の必要な障害者（児）  約50人 

・生活介護       一人住まいあるいは引きこもりがちな障害者（基準該当） 約5人 

（カ）収入額 ： 24,785,743円 

   ・障害福祉サービス   18,436,418円【障害者自立：14,635,388円 移動支援：3,801,030円】 

   ・生活介護       6,349,325円 

（キ）支出額 ： 21,780,438円 

   ・障害福祉サービス人件費  14,415,358円【自立：11,443,349円 移動：2,972,009円】 

その他、この事業に係る経費 1,422,665円【自立：1,129,354円 移動：293,311円】 

   ・生活介護人件費       4,270,999円 

その他、この事業に係る経費 1,671,416円 

 

⑧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（介護職員初任者研修課程・実務者研修課程） 

（イ）実施日時 

           初任者研修、介護実習  随時 

実務者研修       随時 

      （ウ）実施場所 



- 6 - 

           初任者研修、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   10人 

      （オ）受益対象者 

        初任者研修生受講生、実務者研修実習生  約20人 

           日常生活支援研修生           約10人 

      （カ）収入額 ： 126,000円 

      （キ）支出額 ： 108,242円 

            （人件費（実習同行費）：98,519円 その他、この事業に係る経費：9,723円） 

 

⑨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。ひとり親家庭や産後家庭の家事援助等 

（イ）実施日時 

         随時 

（ウ）実施場所 

         瑞穂区 

（エ）従事者（正会員及び活動会員） 

         8人 

（オ）受益対称者の範囲 

        手助けを必要とする共稼ぎ家庭･ひとり親家庭及び産前産後の家庭の子どもやその家族   5人 

（カ）収入額 ： 227,085円 （約90時間） 

（キ）支出額 ： 195,079円 

           （人件費：177,556円 その他、この事業に係る経費：17,523円） 

 

⑩移送サービス 

    実施なし 

⑪デイサービス事業 

      実施なし 

⑫配食サービス 

     実施なし 

⑬福祉やまちづくりに関する啓発や調査研究事業 

    実施なし 

⑭福祉やまちづくりに関する用具や物品の提供事業 

実施なし 

⑮福祉やまちづくりに関する相談助言事業 

    実施なし 

⑯高齢者や障害者等の自立や生活を支援する事業 
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（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、高齢者障害者など引き篭もりがちな方々に 

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（絵手紙）         13時～15時 

毎月第4木曜日（絵手紙）         13時半～15時 

毎月第1・3水曜日（健康づくりサロン）  13時半～15時 

（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） 

仁所公民館（健康づくりサロン） 

（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）収入額 ：  82,600円 

（キ）支出額 ： 144,450円 

        （人件費：64,588円 その他この事業に係る経費：79,862円） 

 

⑰福祉やまちづくりに関する場所提供事業 

 実施なし 

⑱福祉に関する講演会事業 

    実施なし 

 

 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29年5月29日（月）    午後18時から19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28年度事業報告 

・平成28年度会計報告 

・平成29年度事業計画 

・平成29年度予算 

・役員改選 

（２）理事会 

     年2回開催 

開催場所  すけっとファミリー研修室 


