
平成18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18年4月1日～平成19年3月31日(年間活動日数365日) 
                         
Ⅱ 事業の成果 
   今年度は、高齢者見守り訪問事業、コミュニティーソーシャルワーカー配置事

業の２事業受託をうけ、地域における相談支援業務を積極的に行い、地域に根ざ

した活動にむけ前進。 
制度改正による減収に加え、利用者の入院・入所・帰天等相次ぎ、上半期の業

績はかなり落ち込んだが、下半期は業務の見直しや相談支援業務の強化を図り、

少しずつではあるが回復をみた。 
 
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〕 介護予防訪問介護・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 

(延べ利用者数 5225名、提供時間数 5626時間) 
 〔収  入〕 14,175,367円 
 〔支  出〕 13,654,038円 

 
② 通所介護 

〔内  容〕 介護予防通所介護・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 (延べ利用者数 6108名) 
 〔収  入〕 43,245,404円 
 〔支  出〕 38,869,505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 
             (延べ利用者数 468名) 

 〔収  入〕 4,294,453円 
 〔支  出〕 5,860,261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

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。 
                (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 1,756,252円 
        ガイドヘルプ 112,972円 
 〔支  出〕 1,672,382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 2131 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〕 883,367円 (運賃) 
 〔支  出〕 883,367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 725名、提供時間数 850時間) 
 〔収  入〕 854,677円 
 〔支  出〕 806,472円 

 
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（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 1111名) 
 〔収  入〕 5,642,824円 
 〔支  出〕 6,306,620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 371名) 
 〔収  入〕 193,100円 
 〔支  出〕 510,564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

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 256名) 
 〔収  入〕 5,800,000円 
 〔支  出〕 5,901,707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 

たすけあい訪問(延べ利用者数 827名、提供時間数 755.5時間) 
 〔収  入〕 953,231円 
 〔支  出〕 1,212,009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 198名) 
 〔収  入〕 3,095,055円 
 〔支  出〕 4,163,863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2回 (4月、9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 
 〔実  績〕 32名 



 〔収  入〕 2,777,950円 
 〔支  出〕 3,072,173円 

 
Ⅳ 総会の開催状況 

１． 第7回定期総会 
２． 日 時 平成１8年6月19日 19:00 ~ 20:10 
３． 場 所 サンキューネット 
４． 社員総数 51名 
５． 出席者数 51名（内委任状出席者32名） 
６． 議案の内容 

① 平成17年度事業報告及び収支決算報告、並びに監査報告 
② 平成18年度事業計画、予算に関する件 
③ 定款変更に関する件 
④ 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18年度理事会 

    年間を通して12回 事業実績状況の報告 
２． 運営会議 

 年間を通して11回 各部門の情報交換 


