
令和２年度

事　業　報　告　書

令和２年４月１日～令和３年３月３１日

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会



Ⅰ　法人運営部門
　会務の円滑な運営を図るとともに、関係団体との連携を深め活動基盤の強化に努めた。

また、地域福祉活動の貴重な財源となる社協会費の増強に努めた。

１．理事会の開催
第１回 　決議　令和２年６月９日（火）　書面審議

　内容　① 補欠評議員候補者の推薦

　　　　② 令和２年度補正予算（第１号）

　　　　③ 令和元年度事業報告

　　　　④ 令和元年度決算

　　　　⑤ 令和２年度定時評議員会の招集

第２回 　期日　令和３年３月４日（木）

　場所　桃山保健福祉センター２階　ピーチホール

　出席　理事１４名　監事２名

　内容　① 補欠評議員候補者の推薦

　　　　② 定款細則の変更

　　　　③ 定款の変更

　　　　④ 令和２年度補正予算（第２号）

　　　　⑤ 令和３年度事業計画

　　　　⑥ 令和３年度予算

　　　　⑦ 利益相反取引及び双方代理となる事項の承認

　　　　⑧ 令和２年度第２回評議員会の招集

　　　　⑨ 役員等賠償責任保険契約の締結

２．評議員会の開催
定　時 　決議　令和２年６月２４日（水）　書面審議

　内容　① 補欠理事の選任

　　　　② 令和２年度補正予算（第１号）

　　　　③ 令和元年度事業報告

　　　　④ 令和元年度決算

「ともにささえあい、みんなでつくる福祉のまち」

～希望にあふれ、誰もが安心して暮らせる紀の川市～

の実現を目指して（『第二次地域福祉活動計画』基本理念）

令和２年度 紀の川市社会福祉協議会事業報告
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第２回 　期日　令和３年３月２３日（火）

　場所　紀の川市役所本庁　５階　５０１大会議室

　出席　評議員１６名　会長

　内容　① 定款の変更

　　　　② 令和２年度補正予算（第２号）

        ③ 令和３年度事業計画

　　　　④ 令和３年度予算

３．評議員選任・解任委員会の開催
第１回 　期日　令和２年７月２日（木）

　場所　桃山保健福祉センター　１階　相談室

　出席　評議員選任・解任委員５名

　内容　① 補欠評議員の選任

第２回 　決議　令和３年３月１０日（水）　書面審議

　内容　① 補欠評議員の選任

４．監事会の開催
　期日　令和２年５月２８日（木）

　場所　桃山保健福祉センター１階　相談室

　出席　監事２名

　内容　① 令和元年度事業報告

　　　　② 令和元年度決算

　　５．地域福祉推進委員会の開催
　　（１）打田支所

　　　　　期日　令和２年１２月３日(木)

　　　　　場所　紀の川市役所南別館　３階　応接室

　　　　　内容　① 打田支所地域福祉推進委員会委員長・副委員長の選任について

　　　　　　　　② 紀の川市社会福祉協議会事業内容について

                ③ 打田支所お楽しみ食事会について

                ④ その他

　　（２）粉河支所

　　　　　期日　令和２年１２月４日（金）

　　　　　場所　社協粉河支所　１階　会議室

　　　　　内容　① 粉河支所地域福祉推進委員会委員長・副委員長の選任について

　　　　　　　　② 紀の川市社会福祉協議会事業説明について

　　　　　　　　③ その他
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　　（３）那賀支所

　　　　　期日　令和２年１２月４日（金）

　　　　　場所　那賀保健福祉センター　２階　委員会室

　　（４）桃山支所

　　　　　期日　令和２年１２月９日（水）

　　　　　場所　桃山保健福祉センター　２階　保健指導室

　　　　　内容　① 桃山支所地域福祉推進委員会委員長・副委員長の選任について

　　　　　　　　② その他

　　　　　期日　令和３年３月１０日（水）

　　　　　場所　桃山保健福祉センター　２階　保健指導室

　　　　　内容　① 支所選出理事候補者及び支所選出評議員候補者の推薦について

　　　　　　　　② 意見交換

　　（５）貴志川支所

　　　　　期日　令和２年１２月１１日(金)

　　　　　場所　貴志川保健福祉センター　２階　研修室

　　　　　内容　① 貴志川支所地域福祉推進委員会委員長・副委員長の選任について

　　　　　　　　② 社会福祉協議会の事業概要について

　　　　　　　　③ その他

　　　　　期日　令和３年２月１日(月)

　　　　　場所　貴志川保健福祉センター　２階　研修室

　　　　　内容　① 小地域活動の推進について

　　　　　　　　② その他

　　　　　期日　令和３年３月３１日(水)

　　　　　場所　貴志川保健福祉センター　２階　研修室

　　　　　内容　① 生活支援アンケートについて

　　　　　　　　② その他

　　　　　　　　③ その他

　　　　　内容　① 那賀支所地域福祉推進委員委員長・副委員長の選任について

　　　　　　　　② 紀の川市社会福祉協議会業務について
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◇社協会員の募集と会費の徴収
　自治区役員や福祉委員に協力をいただき、社協への理解と会費協力依頼を行った。

また、企業や商店を訪問し、更なる会員増強に努めた。 （単位：円）

◇寄附金 （単位：円）

Ⅱ　地域福祉活動部門

基本目標１　地域で安心して暮らすための体制整備
　地域住民の方々が、安心して日常生活が送れるようサービスの利用援助や地域での

生活支援に向けた相談支援活動、情報提供、連絡調整を行った。

相談支援体制の充実強化
○総合相談事業

（１）心配ごと相談事業

開設日数：５０日　　　相談員数：３５名　　　相談者数：４７名

2 0 2 7 12 1 2 0 1 0 0 8 0 0 1 9 7 52

（２）専門相談事業

①弁護士相談　　開設日数：１２日　　　相談者数：６５名

②司法書士相談　開設日数：７日　　　相談者数：１４名

健

康
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健

衛

生

医
療

精
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保
健

人

権

・

法

律

財
産

24,000 20,000 385,000

一般会費 賛助会費 団体会費 特別会費 合計

本年度
口数 2,169 14 2 83 2,268

金額 6,482,850 28,000 20,000 465,000 6,995,850

6,896,150

件数 金額

本年度 50 919,264

前年度 金額 6,467,150

前年度 54 1,173,736

相談件数

支所名 打田 那賀粉河

家
族

結
婚

合計

相談件数 10 13 9 17 16 65

粉河 那賀 桃山 貴志川

桃山 貴志川

合計

相談件数 3 2 2 2 5 14

支所名 打田

相談内容
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計
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金

職

業

・
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業
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（３）研修会の開催

○心配ごと相談員研修会

※新型コロナウイルス感染症拡大防 止のため中止

福祉サービスの充実 　　（１）相談支援体制の充実強化　　（１）相談支援体制の充実強化　　（１）相談支援体制の充実強化　　（１）相談支援体制の充実強化　　（１）相談支援体制の充実強化　　（１）相談支援体制の充実強化　　（１）相談支援体制の充実強化　　（１）相談支援体制の充実強化　　（１）相談支援体制の充実強化　　（１）相談支援体制の充実強化　　（１）相談支援体制の充実強化　　（１）相談支援体制の充実強化　　（１）相談支援体制の充実強化　　（１）相談支援体制の充実強化
１．紀の川市介護予防事業（市受託）

　介護予防拠点施設「蛍の里」において、高齢者や障害者を対象に健康の保持と

生きがいづくりを支援するサービスを行った。

※新型コロナウイルス感染症拡大防 止のため４月から５月の間中断

２．生活福祉資金貸付事業（県社協受託）

　安心した生活を送ることができるよう、低所得者世帯、障がい者世帯、又は高

齢者世帯に対し、資金の貸付と相談支援を行うことにより、経済的自立・社会参

加の促進を図った。

≪相談・貸付件数≫※特例貸付除く

筋力トレーニング

グラウンドゴルフ

手浴

比較

延利用者数 903 1,185 △ 282

事業名

輪投げ

脳力トレーニング

本年度 前年度

体操（DVD）

蛍の里全日

蛍の里

ミニ門松作り

クラフト作り ２月

１２月

ホウ酸団子作り

タオル染め ８月

４月

本年度 前年度 比較

相談件数 18 27 △ 9

貸付決定 2 1 1

蛍の里

蛍の里

蛍の里

不定期（雨天時）

全日

全日

火曜日

全日

880

851

121

903

実施日

蛍の里

蛍の里

蛍の里

蛍の里

蛍の里

場所

20

26

25

20

104

903

延参加人数
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　また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世

帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた生活福祉

資金（緊急小口資金・総合支援資金（生活支援費）の特例貸付を行った。

≪特例貸付決定状況≫※受付を開始した令和２年３月２５日からの集計

（単位：円）

　生活福祉資金貸付調査委員会の開催

３．用具貸出事業

件

情報提供の充実
○広報啓発事業

（１）社協広報紙「福祉きのかわ」の発行（毎月１回発行 市内全戸へ配布）

（２）声の広報発行

　　 内容　「福祉きのかわ」「広報紀の川」をカセットテープやＣＤに録音し、　

　　　　　　年間延べ６０人の必要な方に貸出した。

（３）社協ホームページの運用　アドレス（http://kinokawashishakyo.jp）

41,800,000

260,245,000

302,045,000

資金種類 件数 貸付金額

331

584

第１回 令和２年１１月２６日（木）

緊急小口資金

総合支援資金（生活支援費）

合計

253

第２回 令和３年３月２５日（木）

延貸出件数 42

物品名 打田 粉河 那賀 桃山 貴志川 合計

車椅子 4 1 9 12 4 30

0 0

歩行器 0 0 0 1 0

7 0 0 0

1

高齢者疑似体験セット 0 0 0 0

11

合計 8 8 9 13 4 42

輪投げ 4
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権利擁護体制の充実
（１）事業実績

・専門員数：２名　生活支援員数：１６名

①福祉サービス利用援助事業

②日常金銭管理等事業

③法人後見事業　　受任実績なし

（２）研修会等の参加

4
第２回福祉サービス利用援助事業
専門員研修会兼生活支援員継続研修会

令和3年2月25日（木）
ZOOM研修 桃山保健福祉センター

令和２年度福祉サービス利用援助事業
第１回事例検討会

令和3年1月19日（火）
ZOOM研修 桃山保健福祉センター

2

191 119

658 658

本年度 前年度

23 20

11 6

36 33

1,297 1,223

7 3

本年度 前年度

0 0

項目

相談受付件数

0 0

9 24

未契約者への相談件数

生活支援員の訪問回数

11 73

1 3

専門員活動としての訪問等回数

解約件数

0 2

0 1

新規契約件数

年度末契約実数

研修会名 期日/場所
参加
人数

福祉サービス利用援助事業
新任生活支援員研修会

令和2年8月4日（火）
県民交流プラザ和歌山ビッグ愛

2

第１回福祉サービス利用援助事業
専門員研修会

令和2年9月8日（火）
県民交流プラザ和歌山ビッグ愛

2

令和元年度成年後見制度利用促進にかか
る圏域別意見交換会

令和2年11月17日（火）
那賀振興局

1

生活支援員の訪問回数

未契約者への相談件数

相談受付件数

項目

年度末契約実数

新規契約件数

解約件数

専門員活動としての訪問等回数
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紀の川市生活支援体制整備事業（市受託）
　紀の川市における高齢者の生活支援・介護予防等の体制整備に向けた取り組みを

推進していくことを目的に、生活支援コーディネーターを設置し住民主体の助け合

い活動や多様な生活支援サービスを進めた。

（１）協議体会議の開催　８回

（２）地域調査４地区（内生活支援アンケート調査の実施３地区）

（３）社会資源へのマッチング

・いきいきサロン

・移動カフェ（スーパー）

基本目標２　孤立しないためのネットワーク構築
　誰もが地域の中で孤立することなく安心して生活することができるよう、地域の絆の

再構築を目指し、交流会や食事サービス、ふれあい・いきいきサロンなどを行った。

小地域ネットワークの充実
１．食事サービス事業

月２回実施 延べ配食数 食

※新型コロナウイルス感染症拡大防 止のため４月から６月の間中断

食事サービス包装紙の作成

　保育所（園）、幼稚園、小学校、中学校に協力いただき、包装紙を作成した。

２．ふれあい交流事業の開催

　　ＳＨＡＫＹＯフェスティバル２０２０

※新型コロナウイルス感染症拡大防 止のため中止

３．お楽しみ食事会の開催

※新型コロナウイルス感染症拡大防 止のため中止

令和２年度福祉後見フォーラム
令和3年3月12日（金）
ZOOM研修 桃山保健福祉センター

1

令和２年度福祉サービス利用援助事業
第２回事例検討会

令和3年3月9日（火）
ZOOM研修 桃山保健福祉センター

2

令和２年度日常生活自立支援事業専門員
実践力強化研修会Ⅱ

令和3年3月15日（月）
ZOOM研修 桃山保健福祉センター

2

合計

8,601

支所名 打田 粉河 那賀 桃山 貴志川

8,601

1,812 840 2,999

2,073 1,493 593 2,235

11,794

本年度 2,207

前年度 3,202 2,941
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４．電話訪問（粉河支所）

　　毎月１回、ボランティアによる「一人暮らし高齢者宅」への電話訪問を実施した。

　また、聴覚に障がいのある方にはＦＡＸで安否の確認を行った。

　　電話訪問時に体調不良や相談ごとがあった方には、民生委員や関係機関等と連携し

　対応した。

　訪問件数５９２件

５．見守りネットワーク推進事業

　　７５歳以上の一人暮らし高齢者を対象に、地域住民の「ゆうあい活動」として誕生

　日ハガキを送るなどの見守り活動を実施した。

　送付数 ２，０５８枚

６．家族介護者交流事業（市受託）

（１）介護者教室

※新型コロナウイルス感染症拡大防 止のため中止

（２）介護者サロン

　　在宅介護者の交流の場を確保し、日常の悩みや体験を語り合い交流を深め、日頃の

　労苦を癒す場を設けた。

・いちごカフェ開設

　　　　　　 開設日　毎月第２水曜日　午前１０時～午後３時

　　　　　　 場　所　貴志川保健福祉センター

             利用者　延べ７名

※新型コロナウイルス感染症拡大防 止のため４月から６月の間中断

　　　　　・とんまか喫茶開設

　　　　　　 開設日　毎月第３水曜日　午前１０時～午後３時

　　　　　　 場　所　社協粉河支所

             利用者　延べ９名

※新型コロナウイルス感染症拡大防 止のため４月から６月の間中断

（３）介護セミナー

※新型コロナウイルス感染症拡大防 止のため中止
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見守り体制の充実
○高齢者見守り事業（市受託）

　一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯に対し、見守り、安否確認等を実施するこ

とにより、高齢者の孤独感の解消及び安心感の提供を図った。

ふれあい・いきいきサロンの充実
　高齢者社会参加の促進、閉じこもり予防、地域交流の場として地域のボランティア

の企画運営により小地域の単位（自治区単位）で開催した。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４月から５月の間中断し、6月以降は、

感染予防を徹底しながら自主活動を再開した。

　　　 　 ◎「ふれあい・いきいきサロン」代表者会議

　　　　　　 期日　令和３年３月２日（火）

　　　　　　 場所　桃山保健福祉センター　ピーチホール

　　　　　　 参加　５０名　４７サロン

　　　　　　 内容　助成金やサロンバス運行等について説明を行った。

比較項目 本年度 前年度

支所名

年間利用者数 37 35 2

新規利用者数 8 13 △ 5

利用中止数 6 7 △ 1

延訪問回数 1,703 1,460 243

打田 粉河 那賀 桃山 貴志川

71

合計

設置数 18 15 15 13 10

753

109 23 64 84 453開催回数 173

　　　　　　　　　 コロナ禍におけるサロンの取組例などの情報共有を行った。

延参加人数 1,863 1,009 122 937 4,684
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紀の川市つどい場事業（市受託）
　在宅の高齢者が気軽に集えるような居場所を提供することで、「生きがいづくり」

「仲間づくり」の輪を広げ社会参加を促すことで、閉じこもりや寝たきり、認知症予　　　

防となり、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができることを目的に開

催した。

　　名　称　【カフェほほえみの和】

　　開設日　　毎月第１木曜日　午後１時～午後３時

　　場　所　　社会福祉協議会粉河支所　１階

　　内　容　　感染症予防のため飲食を控え、脳トレや、野外フェス、交通安全講座

　　　　　　　などを行い、誰もが気軽に来て楽しみ、認知症予防も行った。

　　参　加　　延３４９名

※新型コロナウイルス感染症拡大防 止のため４月から６月の間中断

基本目標３　災害に備えた取り組みの推進
　自然災害発生後の災害ボランティアセンター設置運営・充実化とボランティア活動上

での問題提起や地域、組織、各種団体との連携・協働などを目的とした和歌山県災害ボ

ランティアセンター主催『災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修』及び『広

域・同時多発災害対応訓練』に各地区福祉防災ボランティア会会員と共に参加した。

　また、紀の川市内において甚大な大規模災害が発生した際、社会福祉協議会が設置・

運営する災害ボランティアセンターが円滑かつ効果的な支援活動を行えるよう令和２年

８月１９日、紀の川市と『災害時におけるボランティア活動に関する協定』を締結した。

基本目標４　地域福祉活動の推進
　地域活動を推進していくために、ボランティアの確保・育成に努めるとともに、子ど

もの頃から福祉に関心を持ってもらえるよう、児童等を対象とした福祉教育を実施しま

した。さらに、社会福祉協議会機能の強化を図った。

ボランティアセンターの機能強化
○ボランティアの登録

団体　６４グループ　１，１８５名

個人登録者　　　　　　  　５９名

きのかわし社協マスクバンク事業
　マスクが不足した時期に、マスクを必要とする方を支援するため、地域の皆さまから

手作りマスク等の提供を受け、必要な方に配布した。

いただいた枚数　　２，６３９枚　　配布した枚数　　１，１９３枚

配布先　　施設、事業所、食事サービス利用者、見守り訪問事業利用者等
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児童・生徒への福祉教育の推進
（１）２０２０「サマーボランティアスクール」「サマーチャレンジ」

※新型コロナウイルス感染症拡大防 止のため中止

（２）福祉教育への支援

社会福祉協議会の機能強化
　紀の川市内の社会福祉法人が分野を越えて横のつながりをつくり、さまざまな場

面で連携して地域づくりを担っていける関係をつくることを目的に連携会議を開催

した。

◎　紀の川市社会福祉法人連携会議の開催

　　開設日　　令和２年１２月１８日（金）

　　場　所　　桃山保健福祉センター

　　参　加　　１０法人（１３名）

　　内　容　　・地域における公益的な取組について

　　　　　　　　・社協事業紹介

　　　　　　　　・情報交換・意見交換

　　　　　高齢者や障がい者に対する理解を深め、助け合い支え合いの大切さをわかって

　　　　もらえるように、車椅子体験や障害者スポーツ体験、福祉についての授業を行った。

丸栖小学校 令和2年10月30日（金） ４年 26 福祉の話・車イス・障害者スポーツ

学校名 期日 学年 人数 内容

令和2年11月18日（水） ４年 29 福祉の話・車イス・アイマスク

令和3年1月15日（金） ５年 44
戦争体験紙芝居
（ボランティア赤い夕陽グルー
プ）

令和2年11月4日（水） １年 175
あいサポート
障がい者スポーツ交流（市障害
者連盟）

竜門小学校 令和2年11月27日（金） ４年 15 福祉の話・車イス・障害者スポーツ

西貴志小学校 令和2年12月17日（木） ５年 55
しめ縄作り体験
（西貴志地区福祉委員・ボラン
ティア）

令和2年12月23日（水） ５年 44
しめ縄リース作り体験
（老人クラブ桃山・ボランティ
ア）

貴志川中学校

川原小学校 令和3年2月18日（木） ４年 9 福祉の話・車イス・障害者スポーツ

安楽川小学校
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その他取り組み

◇共同募金運動への協力
１．赤い羽根共同募金運動

　　　　 １０月１日から翌年３月３１日の間、市内全域で募金運動を実施した。

　　　　和歌山県共同募金会から、1,833,371円の配分を受け本会の地域福祉事業

　　　（広報紙発行事業・福祉委員活動）等で活用した。

２．歳末たすけあい運動

◇リサイクル掲示板事業
　　　　資源の有効活用と消費生活の合理化を図ることを目的に実施した。

◇福祉団体活動支援
　　　　社会福祉協議会に事務局を置く福祉団体活動の支援を行なった。

　　　　　老人クラブ連合会 ボランティア連絡協議会 障害児者父母の会

　　　　　遺 族 会 福祉防災ボランティア会 赤十字奉仕団

　　　　　母子寡婦福祉連合会 身体障害者連盟

◇チャリティー事業
　　　（１）愛の日事業

※新型コロナウイルス感染症拡大防 止のため中止

◇紀の川市戦没者追悼式
※新型コロナウイルス感染症拡大防 止のため中止

◇独居高齢者防火診断
※新型コロナウイルス感染症拡大防 止のため中止

◇マイクロバスの運行

※新型コロナウイルス感染症拡大防 止による行事の中止があったため

（単位：円）

0 0 139,175

本 年 度 前 年 度

街頭募金 ｲﾍﾞﾝﾄ募金 他の募金 合計

4,009,111 137,159 361,541

戸別募金 学校募金 職域募金

在宅ねたきり高齢者 生活保護受給者 準要保護児童･生徒 災害被災世帯 合計

3,636,000

件数 92 286 510 2 890

配分金額 276,000 1,790,000 1,530,000 40,000

93

譲ります 譲ってください 譲渡成立

13 9 9

運行回数 1

4,646,986

（単位：円）

件数
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Ⅲ　在宅福祉サービス部門

（１）介護保険事業・介護予防事業

①居宅介護支援事業

　居宅において日常生活を営むために必要な保健・医療、福祉サービスなどを適切に

利用できるよう、要介護者や家族の依頼を受けて、その心身の状況や置かれている環

境、要介護者や家族の希望を勘案して、居宅サービス計画を作成するとともに、その

居宅サービス計画に基づき指定居宅サービス事業者等と連絡調整を行った。

　                                                             

②要介護認定訪問調査　　　　　　　

　自宅等を訪問し、心身の状態や日常の生活、家族・居住環境などについて聞き取り

調査を行った。

③訪問介護事業

　介護が必要な方に対し、居宅でその方の有する能力に応じ、自立した日常生活を営

むことができるよう、入浴、排泄及び食事の介護など生活全般にわたる援助を行った。　　　　　　　  　　

                                                              

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

133 1,504 180

給付管
理件数

要　　介　　護
介護予防

合計

143

412 514

1 2 3 4 5

237 208

1,554 215前年度

△ 50 △ 35

本年度

444 578 203 186

本年度 前年度 比較

比較 △ 32 △ 64 34 22 △ 10

調査件数 10 27 △ 17

延利用
者数

要   介   護 介 護 予 防

1 2 3 4 5 合計 要支援１ 要支援２ 事業対象者 合計

本年度 237 259 74 53 56 679 93 239 2 334

前年度 268 243 102 61 56 730 131 275 12 418

比較 △ 31 16 △ 28 △ 8 0 △ 51 △ 38 △ 36 △ 10 △ 84

延訪問
回数

介護給付サービス
予防給付サービス

生活援助 身体介護 身体・生活 合計

本年度 4,094 3,095 5,251 12,440 3,823

前年度 4,118 3,658 4,668 12,444 3,253

比較 △ 24 △ 563 583 △ 4 570
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（２）介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービスＡ）

　基本チェックリストの基準に該当した方を対象に、利用者の自立に向けた生活支援

を行った。

（３）紀の川市ほほえみサービス事業

　介護保険制度上、提供することができない援助を、本会利用者に限り自費サービス

として行った。

（４）障害福祉サービス事業

①居宅介護等事業　　　　　　　　　　

　利用者が居宅において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう利

用者の身体その他の状況及び環境に応じて、家事や相談など生活全般にかかわる援助

や外出時における移動中の介護を行った。

延利用者数 名

②特定相談支援事業　　　　　　　　　　

　障害のある方等からの相談に応じ、情報の提供や、障害福祉サービス利用計画の作

成を行った。

本年度 前年度 比較

延利用者数 287 231 56

訪問回数 1,315 1,048 267

本年度 前年度 比較

延利用者数 338 66 272

訪問回数 1,409 291 1,118

267

訪問回数 家事援助 身体介護 通院介助 同行援護 合計

本年度 1,551 482 3 18 2,054

前年度 2,724 779 5 8 3,516

比較 △ 1,173 △ 297 △ 2 10 △ 1,462

本年度 前年度 比較

契約件数 45 50 △ 5
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③紀の川市障害者地域生活支援事業（移動支援事業）

　利用者が居宅において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう利

用者の外出時における移動中の介護を行った。

　　　　利用者が居宅において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよ  延利用者数 名

※特定相談支援事業の廃止について
　特定相談支援事業は、平成２６年１０月から事業所指定を受け開始しましたが、当

初想定していた件数に届かない状況が続き採算の取れない決算状況が事業経営を圧迫

しており、理事会で協議し、令和３年３月３１日をもって廃止となりました。

移動介護

身体介護あり 身体介護なし

本年度 613 35

前年度 540 184

53

訪問回数

比較 73 △ 149

16


