
   
令和元年度久喜市介護保険特別会計決算 
に係る主要な施策の成果に関する調書      

介　護





１．歳入決算比較
（単位：円、％）

対
予算

対
調定

対　前
年度比

構成比
対
予算

対
調定

対　前
年度比

構成比

保 険 料 2,526,678,000 2,631,117,000 2,572,437,800 101.8 97.8 100.0 23.3 2,513,013,000 2,631,711,300 2,571,605,200 102.3 97.7 105.8 24.9

使用料及び手数料 2,000 147,300 147,300 7,365.0 100.0 109.8 0.0 2,000 134,100 134,100 6,705.0 100.0 101.8 0.0

国 庫 支 出 金 1,893,865,000 1,918,261,700 1,918,261,700 101.3 100.0 103.6 17.4 1,843,917,000 1,851,175,598 1,851,175,598 100.4 100.0 106.0 17.9

支払基金交付金 2,694,011,000 2,617,943,823 2,617,943,823 97.2 100.0 105.7 23.7 2,598,881,000 2,477,736,000 2,477,736,000 95.3 100.0 100.3 24.0

県 支 出 金 1,519,713,000 1,518,360,625 1,518,360,625 99.9 100.0 102.8 13.7 1,469,823,000 1,476,350,379 1,476,350,379 100.4 100.0 110.7 14.3

財 産 収 入 1,361,000 1,360,919 1,360,919 100.0 100.0 3,548.9 0.0 37,000 38,348 38,348 103.6 100.0 140.5 0.0

繰 入 金 1,907,810,000 1,907,810,000 1,907,810,000 100.0 100.0 105.2 17.3 1,813,185,000 1,813,185,000 1,813,185,000 100.0 100.0 119.8 17.5

繰 越 金 482,454,000 482,454,905 482,454,905 100.0 100.0 362.7 4.4 133,026,000 133,026,759 133,026,759 100.0 100.0 45.7 1.3

諸 収 入 9,000 28,238,338 28,238,338 313,759.3 100.0 270.8 0.3 10,000 10,426,485 10,426,485 104,264.9 100.0 95.1 0.1

歳 入 合 計 11,025,903,000 11,105,694,610 11,047,015,410 100.2 99.5 106.9 100.0 10,371,894,000 10,393,783,969 10,333,677,869 99.6 99.4 105.5 100.0

※構成比は、原則として小数点以下第2位を四捨五入していますので、合計が100.0にならない場合があります。

収入割合 収入済額
収入済額

区　　分
最終予算額 調定額 収入済額 最終予算額

令　　　和　　　元　　　年　　　度 平　　　成　　　30　　　年　　　度

調定額
収入割合 収入済額

－417－
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２．歳出決算比較

（単位：円、％）

対　前 対　前

年度比 年度比

総 務 費 379,496,000 368,953,682 10,542,318 97.2 101.8 3.4 372,235,000 362,401,171 9,833,829 97.4 89.7 3.7

保 険 給 付 費 9,712,833,000 9,443,473,313 269,359,687 97.2 105.8 88.2 9,374,032,000 8,928,506,799 445,525,201 95.2 103.5 90.6

地域支援事業費 430,325,000 396,787,899 33,537,101 92.2 96.8 3.7 474,909,000 409,930,061 64,978,939 86.3 199.2 4.2

基 金 積 立 金 200,916,000 200,915,672 328 100.0 548.7 1.9 36,616,000 36,615,045 955 100.0 11.8 0.4

諸 支 出 金 297,333,000 296,788,375 544,625 99.8 260.9 2.8 113,828,000 113,769,888 58,112 99.9 99.8 1.2

予 備 費 5,000,000 0 5,000,000 0.0 － 0.0 274,000 0 274,000 0.0 － 0.0

歳 出 合 計 11,025,903,000 10,706,918,941 318,984,059 97.1 108.7 100.0 10,371,894,000 9,851,222,964 520,671,036 95.0 102.0 100.0

※構成比は、原則として小数点以下第2位を四捨五入していますので、合計が100.0にならない場合があります。

執行率 構成比 執行率 構成比
最終予算額 支出済額 不用額 最終予算額 支出済額 不用額

区　　　分

令　　　和　　　元　　　年　　　度 平　　　成　　　30　　　年　　　度

支出割合 支出割合



３．保険給付

（1）介護サービス等諸費

（単位：円）

（2）介護予防サービス等諸費

（単位：円）

（3）高額介護サービス等費 （4）高額医療合算介護サービス等費

（単位：円） （単位：円）

（5）特定入所者介護サービス等費 （6）その他諸費

（単位：円） （単位：円）

　

　

　

31,438,151

区分

114,029

合計

346,039,331

合計

区分

支出済額

高額医療合算介護
サービス費

31,324,122

合計

支出済額

審査支払手数料

5,886,400

220,696,360

支出済額 345,963,954 75,377

高額介護サービス
費

高額介護予防サー
ビス費

区分
特定入所者介護
サービス費

特定入所者介護予
防サービス費

220,521,245 175,115

区分

支出済額

区分
介護予防サービス

給付費
介護予防福祉用具

購入費
介護予防住宅改修

費
介護予防サービス
計画給付費

支出済額 126,653,849 1,548,927 8,327,906 22,354,689

区分
居宅介護サービス

給付費
施設介護サービス

給付費
居宅介護福祉用具

購入費
居宅介護住宅改修

費

支出済額 3,647,526,999 3,596,738,420 11,849,277 26,769,210

地域密着型介護
サービス給付費

合計

482,800,138 912,402,192 8,678,086,236

居宅介護サービス
計画給付費

合計

2,441,464 161,326,835

地域密着型介護予
防サービス給付費

高額医療合算介護
予防サービス費
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（款）1 総務費　　　　（項）1 総務管理費　　　　（目）1 一般管理費　　　　　　　 （単位：円）

介護保険運営協議会 504,000 （目的）介護保険に関する施策の企画立案とその適正な実施や、地域包括支援センター及び地域密着型 488

事業 　　　サービスの運営について、「久喜市介護保険運営協議会」での審議を通じて、事業の適正な実施を

（介護保険課） 　　　図ります。

（対象）介護保険事業及び高齢者福祉事業

（手段）公募による市民、保健・医療及び福祉の関係者、学識経験者から委員20名を委嘱し、「久喜市介

　　　護保険運営協議会」を設置しています。令和元年度は協議会を4回開催するとともに、書類審査を1

　　　回実施し、介護保険事業及び高齢者福祉事業の実施状況、地域包括支援センターの運営状況、地域

　　　密着型サービス事業所の指定・指定更新、公募事業者の選定等について慎重に審議をしていただき

　　　ました。　　　

（成果）介護保険事業等について審議していただき、事業の執行に役立てることができました。

介護保険災害臨時特 201,705 （目的）東日本大震災の被災者の方の負担を軽減します。 488

例負担事業

（介護保険課） （対象）東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等から避難された方

（手段）被災者の方が介護サービス等を利用した場合の介護保険適用の自己負担額（1割又は2割分）につ

　　　いて、その全額を免除し、市が負担しました。

（単位：人、件、円）

（成果）被災者の方が介護サービスを利用した際の自己負担額（1割又は2割分）の軽減を図ることができ

　　　ました。

4 36 201,705

種別 延人数 延件数 減免額

居宅介護サービス費 2 26 40,394

地域密着型介護サービス費 1 6 41,680

施設介護サービス費 1 4 119,631

合　　計

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ



高齢者福祉計画・介 6,798,000 （目的）介護保険の安定的な運営を図り、高齢者福祉の増進を図るため、久喜市高齢者福祉計画・第8期 488

護保険事業計画策定 　　　 介護保険事業計画を策定します。

事業

（介護保険課） （対象）市民、高齢者、介護サービス事業所

（手段）「高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画」の策定を効率的に行うため、実態調査・計画策定

　　　 支援業務を委託しました。また、計画作りの基礎資料とするため、高齢者・家族・介護事業者を

       対象とするアンケート調査を実施しました。

（成果）アンケート調査は、令和2年度に策定する「高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画」の基礎資

　　　 料となりました。

（款）1 総務費　　　　（項）2 徴収費　　　　（目）1 賦課徴収費 （単位：円）

賦課徴収事業 19,982,086 （目的）介護保険財源を被保険者間で公平に負担します。 488

（介護保険課）

（対象）65歳以上の高齢者（第1号被保険者）

（手段）第1号被保険者に対して、介護保険料を賦課し納入通知書を発行しました。なお、年度途中で異

　　　動のあった第1号被保険者については、月割賦課により納入通知書を発行しました。

　　　　また、介護保険料の適正な収納管理に努めるとともに、未納者については、督促状・催告書の送

　　　付及び臨宅徴収等を行い、保険料の収納に努めました。

　　　　・納入通知書発行件数　　当初　45,721件　（特別徴収：41,914件、普通徴収：3,807件）

　　　　　　　　　　　　　　　　随時　 4,018件

　　　　・介護保険料収納推進員4名（久喜・菖蒲・栗橋・鷲宮地区各1名）を任用して、延べ2,623件の

　　　　臨宅徴収を行いました。

（成果）介護保険財源を確保して、制度の円滑な運営を行うとともに、未納者の納付を促進し、介護保険

　　　料の負担の公平を図りました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

－421－
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（款）1 総務費　　　　（項）3 介護認定審査会費　　　　（目）1 介護認定審査会費　　　　　　 （単位：円）

介護認定審査会事業 13,184,926 （目的）要介護（要支援）認定申請者について、要介護状態か要支援状態かを審査・判定します。 488

（介護保険課）

（対象）65歳以上で要介護（要支援）認定（新規・更新・変更）申請をした方、40歳以上65歳未満で特定

　　　疾病により要介護（要支援）認定（新規・更新・変更）申請をした方

（手段）認定調査等により作成した一次判定結果、特記事項及び主治医意見書をもとに、介護認定審査会

　　　に諮り、二次判定を行いました。

　　　　また、判定に基づき認定しました。

　・審査会判定等状況 （単位：件、回）

（  ）は第2号被保険者数

　・二次判定結果 （単位：件）

一
次
判
定
結
果 要介護4 738

0

要介護5 554 0 0 0 0 0 0 1 553

01,048

0

0

0

0707 1 0 0 0

0 0 0 0 0 2 679 57

550 29

473 0 473

要介護3

要支援2 902 0 0 758 130 14 0 0

要介護1 1,244 0 0 8 1,128 105 3 0

要介護2

0 657 49

0 0 0 1 975 72

(9) (0)

二次判定結果
再調査

非該当 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

非該当 86 29 54 0

(201) (203) (203)

740 1,035 1,835

52 1 0 0

(9) (10) (8) (8)

介 護 老 人
福 祉 施 設

その他
1,775

2 1 0 0 0

6,128 1,949 4,179 6,104 5,912 5,912

(204) (85) (119)

488 460 460

事 　業 　名
(所 　管　 課)

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

申請件数
新規申請
件    数

更新変更
申請件数

認定調査
件    数

審 査 会
判定件数

認定結果
通知件数

審査会
回 数

(16) (72) (68) (68)

1,653

(61) (45)

施設

3,880
在　宅

合  計

1,653

1,209 2,671 3,781 3,799 3,799

(94) (119) (127) (127)

181

(134) (40)

要支援1 633 1



（成果）介護認定審査会を181回開催し、5,912件の審査・判定を実施しました。

（款）1 総務費　　　　（項）3 介護認定審査会費　　　　（目）2 介護認定調査等費　　　　　　　 （単位：円）

介護認定調査事業 56,771,319 （目的）要介護（要支援）認定申請者について、要介護認定及び要支援認定に必要な資料（一次判定結果 490

（介護保険課） 　　　特記事項、主治医意見書）を作成します。

（対象）65歳以上で要介護（要支援）認定（新規・更新・変更）申請をした方又は40歳以上65歳未満で特

　　　定疾病により要介護（要支援）認定（新規・更新・変更）申請をした方

（手段）認定申請のあった被保険者の自宅（又は施設等）を訪問し、身体や生活状況など聞き取り調査を

　　　行い、調査票を作成しました。この調査票をもとに一次判定を行い、併せて、主治医に意見書の作

　　　成を依頼し、一次判定結果、特記事項及び主治医意見書により、介護認定審査会に審査を依頼しま

　　　した。

（成果）6,104件の認定調査を実施し、介護認定審査会における、要介護度の審査・判定に必要な資料を

　　　整えることができました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）1 介護サービス等諸費　　　　（目）1 居宅介護サービス給付費　　　　　　　 （単位：円）

居宅介護サービス給 3,647,526,999 （目的）居宅介護サービス費の適切な給付を行います。 490

付事業

（介護保険課） （対象）居宅介護サービスを利用する要介護被保険者

決算書の
ページ

155

610合  計 5,912 31 604 795 1,313 1,096 734 729

389 316

168

事 　業 　名
(所 　管　 課)

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

施
設

介護老人
福祉施設

460 0 0 0 10 29 98

その他 1,653 3 66 50 276 295 258

在  宅 3,799 28 538 745 1,027 772 378 185

31 604 1,313 1,096 734

126

合  計 5,912 795 729 610

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ
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（款）2 保険給付費　　　　（項）1 介護サービス等諸費　　　　（目）1 居宅介護サービス給付費　　　　　　　 （単位：円）

（手段）居宅要介護被保険者が利用した居宅介護サービスについて、埼玉県国民健康保険団体連合会（国

　　　保連合会）からの請求に基づき、給付費を支払いました。

（単位：人、日、円）

（成果）居宅介護サービス費の適切な給付を行いました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）1 介護サービス等諸費　　　　（目）2 施設介護サービス給付費　　　　　 （単位：円）

施設介護サービス給 3,596,738,420 （目的）施設介護サービス費の適切な給付を行います。 490

付事業

（介護保険課） （対象）介護保険施設に入所している要介護被保険者

（手段）要介護被保険者が利用した施設介護サービスについて、国保連合会からの請求に基づき、給付費

　　　を支払いました。

（単位：人、円）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

45,464,754

758 7,137

4,935

3,940 41,381

3,681 19,375

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額

居宅療養管理指導

1,101 7,136

15,792 157,546 1,192,007,459

342,164,008

142,510,637

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

特定施設入居者生活介護（短期利用）

訪問介護

短期入所療養介護

福祉用具貸与

121,021 423,853,277

890 4,173 50,690,894

39,831 331,167,231

19,749 571,990 258,525,073

0 0 0

80,981 1,109,056

15,964 34,473 115,523,816

3,615 104,993 665,681,659

10,556

3,647,526,999

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

延人数 利用日数 介護保険給付額種　　　　　類

合　　　　　計

特定施設入居者生活介護

79,938,191

種　　　　　類 延人数 介護保険給付額



（成果）施設介護サービス費の適切な給付を行いました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）1 介護サービス等諸費　　　　（目）3 居宅介護福祉用具購入費　 （単位：円）

居宅介護福祉用具購 11,849,277 （目的）居宅要介護被保険者が特定福祉用具を購入した場合に、購入費（年間10万円を限度）の一部を介 490

入事業 　　　護保険から給付し、在宅生活を支援します。

（介護保険課）

（対象）特定福祉用具を購入した居宅要介護被保険者

（手段）サービス利用者から提出された支給申請書及び関係書類について審査のうえ、支給決定者につい

　　　ては、給付費を支給しました。

（成果）貸与になじまない入浴又は排せつの用等に供する特定福祉用具を購入した居宅要介護被保険者に

　　　対し、居宅介護福祉用具購入費を支給し、在宅での安心した介護生活を支援しました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）1 介護サービス等諸費　　　　（目）4 居宅介護住宅改修費　 （単位：円）

居宅介護住宅改修事 26,769,210 （目的）手すりの取り付けその他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合、改修費（20万円を 492

業 　　　限度）の一部を介護保険から給付し、在宅生活を支援します。　　

（介護保険課）

（対象）住宅改修を行った居宅要介護被保険者

（手段）サービス利用者から提出された支給申請書及び関係書類等について審査し、支給決定者について

　　　は、給付費を支給しました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額

13,337,771円 11,849,277円

決算書の
ページ

決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

申請件数 購　入　額 介護保険給付額

444件

介護老人福祉施設サービス 10,117 2,553,038,483

介護老人保健施設サービス 3,795 1,031,766,142

介護療養型医療施設サービス 72 11,933,795

合　　　　　計 13,984 3,596,738,420

－425－



－426－

（款）2 保険給付費　　　　（項）1 介護サービス等諸費　　　　（目）4 居宅介護住宅改修費　 （単位：円）

（成果）手すりの取り付けや床段差の解消等の住宅改修を行うことにより、居宅要介護被保険者の自立を

　　　促進し、かつ、家族の介護を容易にし、在宅での安心した生活を支援しました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）1 介護サービス等諸費　　　　（目）5 居宅介護サービス計画給付費 （単位：円）

居宅介護サービス計 482,800,138 （目的）居宅介護サービス計画費の適切な給付を行います。 492

画給付事業

（介護保険課） （対象）居宅介護支援事業者から居宅介護支援（居宅介護サービス計画の作成）を受けた要介護被保険者

（手段）居宅要介護被保険者が利用した居宅介護支援について、国保連合会からの請求に基づき、給付費

　　　を支払いました。

　　　　・居宅介護サービス計画給付件数　　32,697件

（成果）居宅介護サービス計画費の適切な給付を行いました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）1 介護サービス等諸費　　　　（目）6 地域密着型介護サービス給付費 （単位：円）

地域密着型介護サー 912,402,192 （目的）地域密着型介護サービス費の適切な給付を行います。 492

ビス給付事業

（介護保険課） （対象）地域密着型介護サービスを利用する居宅要介護被保険者

（手段）居宅要介護被保険者が利用した地域密着型介護サービスについて、国保連合会からの請求に基づ

　　　き、給付費を支払いました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

介護保険給付額

決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額

26,769,210円

申請件数 改　修　額

290件 30,363,036円

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果



（単位：人、円）

（成果）地域密着型介護サービス費の適切な給付を行いました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）2 介護予防サービス等諸費　　　　（目）1 介護予防サービス給付費 （単位：円）

介護予防サービス給 126,653,849 （目的）介護予防サービス費の適切な給付を行います。 492

付事業

（介護保険課） （対象）介護予防サービスを利用する居宅要支援被保険者

（手段）居宅要支援被保険者が利用した介護予防サービスについて、国保連合会からの請求に基づき、給

　　　付費を支払いました。

（単位：人、日、円）

種　　　類

21,501,344

延利用人数

16

98

196

2,102

1

270

4

21

2

4,813

7,523

514,914,994

認知症対応型共同生活介護（短期利用） 106,229

小規模多機能型居宅介護 57,565,623

小規模多機能型居宅介護（短期利用） 341,885

地域密着型介護老人福祉施設 5,799,779

1,459

介護予防通所介護

介護予防通所リハビリテーション

定期巡回・随時対応訪問介護看護

決算書の
ページ

延人数 利用日数 介護保険給付額

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

3,721,740

3 12

△ 2,678274

種　　　類

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

1,493,263

夜間対応型訪問介護 2,376,930

認知症対応型通所介護

認知症対応型共同生活介護

8,313 50,994,692

100,604

360 1,476 9,665,057

3

介護保険給付額

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）

278 △ 357,593

221,703

地域密着型通所介護 308,080,442

合　　　計 912,402,192

136 609
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（款）2 保険給付費　　　　（項）2 介護予防サービス等諸費　　　　（目）1 介護予防サービス給付費 （単位：円）

（成果）介護予防サービス費の適切な給付を行いました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）2 介護予防サービス等諸費　　　　（目）2 介護予防福祉用具購入費 （単位：円）

介護予防福祉用具購 1,548,927 （目的）居宅要支援被保険者が特定介護予防福祉用具を購入した場合、購入費（年間10万円を限度）の一 492

入事業 　　　部を介護保険から給付し、在宅生活を支援します。

（介護保険課）

（対象）特定介護予防福祉用具を購入した居宅要支援被保険者

（手段）サービス利用者から提出された支給申請書及び関係書類について審査のうえ、支給決定者につい

　　　ては、給付費を支給しました。

（成果）貸与になじまない入浴又は排せつの用等に供する特定介護予防福祉用具を購入した居宅要支援被

　　　保険者に対し、介護予防福祉用具購入費を支給し、在宅での安心した生活を支援しました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）2 介護予防サービス等諸費　　　　（目）3 介護予防住宅改修費 （単位：円）

介護予防住宅改修事 8,327,906 （目的）手すりの取り付けその他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合、改修費（20万円を 492

業 　　　限度）の一部を介護保険から給付し、在宅生活を支援します。

種　　　類 延人数 利用日数 介護保険給付額

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

3,536 105,384 18,154,456

1,171 2,529 8,376,517

40 241 1,308,562

405,88310

介護予防福祉用具貸与

介護予防居宅療養管理指導

決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額
決算書の
ページ

126,653,849

482 14,078 34,286,609

7,204

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

購入額 介護保険給付額

132,993

申請件数

介護予防特定施設入居者生活介護

合　　　計

77件 1,742,503円 1,548,927円

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護 46



（介護保険課） （対象）住宅改修を行った居宅要支援被保険者

（手段）サービス利用者から提出された支給申請書及び関係書類等について審査し、支給決定者について

　　　は、給付費を支給しました。

（成果）手すりの取り付けや床段差の解消等の住宅改修を行うことにより、居宅要支援被保険者の自立を

　　　促し、かつ、家族の介護を容易にし、在宅での安心した生活を支援しました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）2 介護予防サービス等諸費　　　　（目）4 介護予防サービス計画給付費 （単位：円）

介護予防サービス計 22,354,689 （目的）介護予防サービス計画費の適切な給付を行います。 492

画給付事業

（介護保険課） （対象）介護予防支援事業者から介護予防支援（介護予防サービス計画の作成）を受けた要支援被保険者

（手段）居宅要支援被保険者が利用した介護予防支援について、国保連合会からの請求に基づき、給付費

　　　を支払いました。

　　　　・介護予防サービス計画給付件数　　4,902件

（成果）介護予防サービス計画費の適切な給付を行いました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）2 介護予防サービス等諸費　　　　（目）5 地域密着型介護予防サービス給付費 （単位：円）

地域密着型介護予防 2,441,464 （目的）地域密着型介護予防サービス費の適切な給付を行います。 494

サービス給付事業

（介護保険課） （対象）地域密着型介護予防サービスを利用する居宅要支援被保険者

（手段）居宅要支援被保険者が利用した地域密着型介護予防サービスについて、国保連合会からの請求に

　　　基づき、給付費を支払いました。

介護保険給付額

決算書の
ページ

84件 9,318,022円 8,327,906円

改修額申請件数

決算書の
ページ

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
事 　業 　名

（所 　管　 課）
支　出　済　額

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
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（款）2 保険給付費　　　　（項）2 介護予防サービス等諸費　　　　（目）5 地域密着型介護予防サービス給付費 （単位：円）

（成果）地域密着型介護予防サービス費の適切な給付を行いました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）3 その他諸費　　　　（目）1 審査支払手数料 （単位：円）

審査支払手数料事業 5,886,400 （目的）審査支払手数料を国保連合会からの請求に基づいて支払います。 494

（介護保険課）

（対象）埼玉県国民健康保険団体連合会（国保連合会）

（手段）国保連合会にて行われる介護（介護予防）サービス給付費に係る審査件数分の審査支払手数料に

　　　ついて、国保連合会に支払いを行いました。

　　　　・審査件数　　147,160件

（成果）審査支払手数料について、適切な支払いを行いました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）4 高額介護サービス等費　　　　（目）1 高額介護サービス費　　　　　　　 （単位：円）

高額介護サービス事 220,521,245 （目的）要介護被保険者の利用者負担額が一定額を超えて高額になった場合、その負担額を軽減します。 494

業

（介護保険課） （対象）利用者負担額が一定額を超えて介護サービスを利用した方

（手段）国保連合会からの給付データから高額介護サービス費の支給対象者を抽出し、支給対象者に該当

　　　する旨通知しました。支給対象者から提出された支給申請書について審査し、支給決定者について

　　　は、高額介護サービス費を支給しました。

　　　　なお、生活保護受給者については、国保連合会にて審査支払い手続きが行われ、同連合会からの

　　　請求に基づき支払いを行いました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

34人

種　　　類 延利用人数

介護予防小規模多機能型居宅介護

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額
決算書の
ページ

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ



（単位：件、円）

（成果）利用者負担額が高額となった方の負担を軽減することができました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）4 高額介護サービス等費　　　　（目）2 高額介護予防サービス費　　　　　　 （単位：円）

高額介護予防サービ 175,115 （目的）要支援被保険者の利用者負担額が一定額を超えて高額になった場合、その負担額を軽減します。 494

ス事業

（介護保険課） （対象）利用者負担額が一定額を超えて介護予防サービスを利用した方

（手段）国保連合会からの給付データから高額介護予防サービス費の支給対象者を抽出し、支給対象者に

　　　該当する旨通知しました。支給対象者から提出された支給申請書について審査し、支給決定者につ

　　　いては、高額介護予防サービス費を支給しました。

　　　　なお、生活保護受給者については、国保連合会にて審査支払い手続きが行われ、同連合会からの

　　　請求に基づき支払いを行いました。

（単位：件、円）

0 0 0

ア　生活保護受給者等

支給額 2,734,657

合　　　計
件数 1,939

件数 0 0 0

　　（利用者負担第2段階の方）

3,339

138,195,686

　　（利用者負担第3段階の方） 支給額 2,680,470

15,820,904

16,909,694 19,590,164

決算書の
ページ

904 858

1,730 1,730

　　（利用者負担第1段階の方） 支給額 0 18,840,205 18,840,205

エ　市町村民税課税者 件数

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

18,498

支給額 21,557,652

合　計

ア　生活保護受給者等 件数 0

198,963,593 220,521,245

1,762

支　給　区　分

　　（利用者負担第4段階の方） 支給額 9,652,147 15,687,482 25,339,629

オ　現役並み所得者相当 件数 166 564

世 帯 合 算 そ の 他

イ　市町村民税世帯非課税者等

730

　　（利用者負担第5段階の方） 18,555,561

16,559

支　給　区　分 世 帯 合 算 そ の 他 合　計

件数 521 10,416 10,937

　　（利用者負担第1段階の方） 支給額

件数 348 2,991

支給額 6,490,378 131,705,308

ウ　市町村民税世帯非課税者等
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（款）2 保険給付費　　　　（項）4 高額介護サービス等費　　　　（目）2 高額介護予防サービス費　　　　　　 （単位：円）

（成果）利用者負担額が高額となった方の負担を軽減することができました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）5 高額医療合算介護サービス等費　　　　（目）1 高額医療合算介護サービス費　　　　　　　 （単位：円）

高額医療合算介護サ 31,324,122 （目的）医療及び介護の両制度における自己負担額の合計額が著しく高額となった世帯の負担軽減を図り 494

ービス事業 　　　ます。

（介護保険課）

（対象）各医療保険の世帯内で、医療及び介護の両制度ともに自己負担額があり、自己負担額の合計が限

　　　度額を超えて高額になった世帯の介護サービス利用者

（手段）国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者については、医療保険者において勧奨通知を行い、申

　　　請書を受理しました。被用者保険については、本人の申請に基づき介護分の「自己負担額証明書」

　　　を交付し、これをもとに医療保険者に申請していただきました。　

　　　　医療保険者において支給額を計算した結果通知に基づき介護サービス分の支給を決定し、支給を

　　　行いました。

（単位：件、円）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

支　給　区　分 世 帯 合 算 そ の 他 合　計

0 21,955

ウ　市町村民税世帯非課税者等 件数 13 0

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

　　（利用者負担第3段階の方） 支給額 29,169 0 29,169

エ　市町村民税課税者 件数 7 0 7

イ　市町村民税世帯非課税者等

区　　　　分 件　数 支　給　額

21,955

件数 27

　　（利用者負担第2段階の方） 支給額

73 1 74

支給額 173,770 1,345 175,115

27 0

　　（利用者負担第4段階の方） 支給額 4,566

13

0 4,566

オ　現役並み所得者相当 件数 26 1 27

決算書の
ページ

　　（利用者負担第5段階の方） 支給額 118,080 1,345 119,425

合計
件数



（成果）利用者負担額が高額となった方の負担を軽減することができました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）5 高額医療合算介護サービス等費　　　　（目）2 高額医療合算介護予防サービス費　　　　　　　 （単位：円）

高額医療合算介護予 114,029 （目的）医療及び介護の両制度における自己負担額の合計額が著しく高額となった世帯の負担軽減を図り 494

防サービス事業 　　　ます。

（介護保険課）

（対象）各医療保険の世帯内で、医療及び介護の両制度ともに自己負担額があり、自己負担額の合計が限

　　　度額を超えて高額になった世帯の介護予防サービス利用者

（手段）国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者については、医療保険者において勧奨通知を行い、申

　　　請書を受理しました。被用者保険については、本人の申請に基づき介護分の「自己負担額証明書」

　　　を交付し、これをもとに医療保険者に申請していただきました。

　　　　医療保険者において支給額を計算した結果通知に基づき介護予防サービス分の支給を決定し、支

　　　給を行いました。 （単位：件、円）

現役並み所得者
（課税所得145万円以上）

1 8,528

現役並み所得者
（課税所得145万円以上）

41 2,633,145

合　　　　計 1,046

一般
（市町村民税課税世帯）

130 4,064,533

41,614
一般

（市町村民税課税世帯）
9

低所得者Ⅰ
（市町村民税非課税世帯）

区　　　　分 件　数 支　給　額

　　　　　　低所得者Ⅱ
 （市町村民税非課税であって、世帯
 　の所得が0円）

660

31,324,122

低所得者Ⅰ
（市町村民税非課税世帯）

9 56,438

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

17,667,027

6,959,417215

－433－



－434－

（款）2 保険給付費　　　　（項）5 高額医療合算介護サービス等費　　　　（目）2 高額医療合算介護予防サービス費　　　　　　　 （単位：円）

（成果）医療及び介護の両制度における自己負担額の合計額が著しく高額となった世帯の負担軽減を図り

　　　ました。

（款）2 保険給付費　　　　（項）6 特定入所者介護サービス等費　　　　（目）1 特定入所者介護サービス費　　　　　　　 （単位：円）

特定入所者介護サー 345,963,954 （目的）低所得の要介護被保険者が介護保険施設に入所したときや短期入所サービスを利用したときに、 496

ビス事業 　　　食費・居住費について補足給付を行います。

（介護保険課）

（対象）生活保護受給者等並びに市町村民税世帯非課税の方であって資産1千万円（夫婦で2千万円）以下

　　　　の方

（手段）申請に基づき認定した補足給付対象者の特定入所者介護サービス費を国保連合会に支払いまし

　　　た。

（成果）低所得の要介護被保険者の施設入所等に係る食費や居住費の利用者負担について軽減を図りまし

　　　た。

（款）2 保険給付費　　　　（項）6 特定入所者介護サービス等費　　　　（目）2 特定入所者介護予防サービス費　　　　　　　 （単位：円）

特定入所者介護予防 75,377 （目的）低所得の要支援被保険者が短期入所サービスを利用したときに、食費・居住費について補足給付 496

サービス事業 　　　を行います。

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

区　　　　分 件　数

決算書の
ページ

支　給　額

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額

決算書の
ページ

　　　　　　低所得者Ⅱ
 （市町村民税非課税であって、世帯
 　の所得が0円）

2 7,449

合　　　　　計 21 114,029

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

260,335日

延利用人数 利用日数

9,291人

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額



（介護保険課） （対象）生活保護受給者等並びに市町村民税世帯非課税の方であって資産1千万円（夫婦で2千万円）以下

　　　の方

（手段）申請に基づき認定した補足給付対象者の特定入所者介護予防サービス費を国保連合会に支払いま

　　　した。

（成果）低所得の要支援被保険者の短期入所に係る食費や居住費の利用者負担について軽減を図りまし

　　　た。

（款）3 地域支援事業費　　　　（項）1 包括的支援事業費・任意事業費　　　　（目）1 地域包括支援センター費　　　　　 （単位：円）

地域包括支援センタ 105,031,897 （目的）高齢者が住み慣れた地域でいきいきとした生活を続けることができるように、地域包括支援セン 496

ー事業 　　　ターにおいて、自立に向けた支援を行います。

（高齢者福祉課）

（対象）社会的支援を必要とする高齢者やその家族等

（手段）市内5箇所の地域包括支援センター（直営1箇所・久喜市社会福祉協議会に委託4箇所）におい

　　　て、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント及び介護予防ケアマネジメントを

　　　行い、高齢者の自立に向けて支援を行いました。

　・平成31年4月～令和2年3月 （単位：件）

情報提供

介護支援専門員支援

虐待

成年後見制度 17 42 30 16 57 0 0 1 163

54 92 52 20 147 17 3 0 385

15 9 267 13 7 7 2 0 320

700 814 546 583 807 165 82 19 3,716

4,800

介護予防事業のケアマネジメント 2,775 970 348 594 95 4 9 6 4,801

介護予防給付のケアマネジメント 2,646 982 297 740 106 7 16 6

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

　　　　　　　　　相談者

　　相談内容

本
人

家
族

介
護
支
援
専

門
員

サ
ー

ビ
ス
提

供
事
業
所

関
連
機
関

民
生
委
員
・

児
童
委
員

近
隣
・
知
人

そ
の
他

合
計

10人 76日

延利用人数 利用日数
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（款）3 地域支援事業費　　　　（項）1 包括的支援事業費・任意事業費　　　　（目）1 地域包括支援センター費　　　　　 （単位：円）

権利擁護

関連機関連携・調整

介護相談

認知症関連

その他

年間延件数

　・市内5箇所の地域包括支援センターの実施状況

　　　介護予防サービス計画作成管理　　4,855件

　　　久喜市民生委員・児童委員協議会地区定例会への参加　　52回

　　　認知症グループホーム運営推進会議への参加　　33回

　　　地域密着型通所介護運営推進会議への参加　　17回

　　　地域ケア会議の実施　　5回

　　　主任介護支援専門員研修の開催　　　1回

（成果）高齢者やその家族の相談に対して、介護保険制度やサービスの情報提供を行い、各関係機関と連

　　　絡・調整を図り支援を行いました。また、要支援認定者等に対してケアマネジメントを適切に行

　　　い、自立支援を図ることができました。

（款）3 地域支援事業費　　　　（項）1 包括的支援事業費・任意事業費　　　　（目）2 任意事業費 （単位：円）

任意事業 35,202,133 ○介護力アップ講座 498

（高齢者福祉課・介 （目的）介護家族の支援を行うとともに、介護家族を支える地域の介護力の向上を図ります。

護保険課）

合
計

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

24502110410243569

　　　　　　　　　相談者

　　相談内容

本
人

家
族

介
護
支
援
専

門
員

サ
ー

ビ
ス
提

供
事
業
所

関
連
機
関

民
生
委
員
・

児
童
委
員

近
隣
・
知
人

そ
の
他

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

9,247 6,587 3,852 5,030 4,403 582 344 151 30,196

1,174 639 239 159 351 56 61 49 2,728

220 272 64 23 179 34 39 2 833

801 1,907 109 68 218 63 67 8 3,241

776 825 1,876 2,804 2,332 228 63 60 8,964



（対象）要支援・要介護状態にある高齢者及びおそれのある高齢者を介護する家族並びに介護に関心のあ

　　　る者

（手段）久喜市社会福祉協議会に委託し、介護力を高めることを目的とした各種講座等を実施しました。

（単位：人）

（成果）高齢者の生活を地域で支える環境づくりに資することができました。

○家族介護用品支給事業

（目的）在宅で家族の介護を受けている方と介護する家族の経済的負担を軽減します。

（対象）市民税非課税世帯で要介護3・4・5と認定され、在宅において家族の介護を受けている65歳以上

　　　の方

（手段）民間事業者に委託し、月額6,300円を限度に、介護用品（紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手

　　　袋、清拭剤、ドライシャンプー、シーツ）を現物支給しました。

　　　　・年間登録者数　　　　　　151人

　　　　・年間実利用者数　　　　　128人

　　　　・年間延利用者数　 　   1,016人

（成果）在宅で家族の介護を受けている方と介護する家族の経済的負担を軽減し、在宅生活の継続を支援

　　　することができました。

○介護家族教室「言葉の教室」

（目的）失語症等の者を介護する家族等に対し、必要な指導、助言を行います。

「フレイル（虚弱）予防って何？」～いつま
でも健康に介護を続けるために～

10/31　ふれあいセンター久喜 28

「福祉用具展示会」
11/9　ふれあいセンター久喜 260

（ボランティアまつり・介護応援まつり）

講座名 実施日及び場所 参加人数

みなさんのお口は健康ですか？～健康介護の
秘訣はお口から～

10/17　ふれあいセンター久喜 18

－437－
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（款）3 地域支援事業費　　　　（項）1 包括的支援事業費・任意事業費　　　　（目）2 任意事業費 （単位：円）

（対象）概ね40歳以上の失語症等の者及びその家族

（手段）概ね月1回、介護家族同士の情報交換、看護師の健康相談、言語聴覚士のグループ指導等を行い

　　　ました。

　　　　・実施回数　　11回

　　　　・実施会場　　ふれあいセンター久喜

　　　　・年間実利用者数　　家族　6人　　本人　6人

　　　　・事業費　　252,777円

（成果）介護家族に対して失語症等に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うことができま

　　　した。

○配食サービス事業

（目的）在宅で自立した生活が継続できるよう、食の面から支援します。

（対象）日常的に調理が困難となっている、高齢者及び身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳及び精神障

　　　害者保健福祉手帳の交付を受けている方のみで構成する世帯

（手段）配食業者に委託し、週6回まで、栄養のバランスに配慮した食事を自宅に届け、併せて安否確認

　　　を行いました。

　　　　・年度末登録者数　　　　　520人 　

　　　　・年間実利用者数　　　　　428人

　　　　・年間配食数　　　　 　49,795食　 　　　 　

（成果）できる限り在宅で自立した生活が継続できるよう支援するとともに、利用者の安否確認ができま

　　　した。

○家族介護講演会

（目的）認知症の方やその家族が安心して暮らせるよう、地域における支援の輪を拡げることを推進しま

      す。

（対象）市民、市内在勤・在学の者

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ



（手段）親族の介護経験のある専門職の方から、認知症の方ご本人及びその家族の心情や、認知症の方の

　　　介護の際の対応方法等について講演していただきました。

（成果）認知症の方や介護する家族の心情について、実体験を交えてお話していただいたことで、認知症

　　　に対する理解の促進を図ることができました。

○認知症サポーター養成講座事業

（目的）地域において、認知症の方やその家族が安心して暮らせるよう、認知症を正しく理解し、認知症

　　　の方やその家族を支えるために、認知症サポーターを養成します。更に、認知症サポーターのフォ

　　　ローアップを目指し、認知症サポーターステップアップ講座を開催します。

（対象）市民、市内在勤・在学の者

（手段）地域包括支援センターと久喜市社会福祉協議会等により、認知症サポーター養成講座及び認知症

　　　サポーターステップアップ講座を開催しました。

（1）認知症サポーター養成講座

　　・地域包括支援センター実施

　　　　市民対象 （単位：人）

　　　　各種団体対象

久喜市職員

60

対象者 回数 受講人数

1回 37人

合　　　計

中央保健センター 22

鷲宮総合支所 16

栗橋総合支所 6

令和元年10月 4日（金）
久喜総合文化会館

若年性アルツハイマーの
母とともに

フリーアナウンサー
岩佐　まり氏

51人

会場 受講人数

菖蒲総合支所 16令和元年7月11日

令和元年7月30日

令和元年9月20日

令和元年10月16日

開催日

開催日・開催場所 テ　　ー　　マ 講師 参加者数
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（款）3 地域支援事業費　　　　（項）1 包括的支援事業費・任意事業費　　　　（目）2 任意事業費 （単位：円）

　　・久喜市社会福祉協議会実施（単位：回、人）

小中学校・高校

一般市民・団体

合　　計

　　・キャラバンメイト実施   

　

各種団体

（2）認知症サポーターステップアップ講座

　　・久喜市社会福祉協議会実施

認知症サポーター

（成果）認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る認知症サポーターを養成し、希望

　　　する認知症サポーターへのフォローアップが実施できました。

○成年後見制度利用支援事業

（目的）認知症等により判断能力が十分でない高齢者に対して成年後見制度の利用を支援し、高齢者の権

　　　利擁護を図ります。

（対象）成年後見制度の利用が必要であるが、その利用が困難な高齢者

（手段）対象者に対して、成年後見制度の申立て等を行い、成年後見人に対象者の支援をつなげました。

　　　　・対象者　10人　　　　　　

（成果）成年後見制度の利用により、高齢者の権利の擁護を図ることができました。

〇認知症高齢者声かけ模擬訓練

（目的）認知症のある方やそのご家族を、地域住民で支えるため、認知症の方への声かけ模擬訓練を実施

　　　します。

（対象）市民（認知症サポーター等）参加者26人

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

5回 57人

対象者 回数 受講人数

1回 22人

9 683

13 237

22 920

対象者 回数 受講人数

対象者 回数 受講人数



（手段）認知症に関する講義、声かけ模擬訓練、グループワークにより、認知症に対する理解を深めまし

　　　た。（開催日　令和2年1月17日、会場　鷲宮西コミュニティセンター）

（成果）訓練等の実施により、認知症の方に対する支援の実際を体験することができました。

○介護保険相談員派遣事業

（目的）介護保険サービスの質の向上に資するため、利用者等からの相談に応じます。

（対象）介護保険サービス利用者及びその家族

（手段）介護保険相談員による介護保険サービス利用者の訪問相談等1,474件を実施しました。

（成果）介護保険サービス利用者等への訪問相談の実施により、介護保険サービスの質の向上に資するこ

　　　とができました。

○介護給付費通知事業

（目的）介護（介護予防）及び総合事業のサービス利用者に給付費を再認識していただき、介護給付費架

　　　空請求、過剰請求等の発見のための情報提供を促します。

（対象）介護（介護予防）及び総合事業のサービス利用者

（手段）サービスの利用月、費用額、自己負担額、サービス事業所及びサービス種類を記載した介護給付

　　　費通知書をサービス利用者に送付しました。（年2回、延べ12,237人）

（成果）利用者へのサービス適正利用の意識啓発、及び、サービス事業所の架空請求や過剰請求等の抑止

　　　に資することができました。

（款）3 地域支援事業費　　　　（項）1 包括的支援事業費・任意事業費　　　　（目）3 在宅医療・介護連携推進事業費　　　　　　　 （単位：円）

在宅医療・介護連携 8,461,203 （目的）医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよ 498

推進事業 　　　う、関係機関が連携し多職種協働により、在宅医療と介護を一体的に提供できる体制の構築を推進

（高齢者福祉課） 　　　します。

決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
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（款）3 地域支援事業費　　　　（項）1 包括的支援事業費・任意事業費　　　　（目）3 在宅医療・介護連携推進事業費　　　　　　　 （単位：円）

（対象）市民

（手段）在宅医療・介護関係者が連携を図り、医療と介護を一体的に提供できるようにするために、在宅

　　　医療・介護連携推進事業を実施しました。

　　・久喜市在宅医療・介護連携推進会議

　　　医療、介護関係者で構成される委員が、在宅医療・介護連携についての現状と課題を協議しまし

　　た。

　　

在宅医療・介護連 令和元年 7月 8日（月） 久喜総合文化会館

携の現状と課題の抽 令和元年11月15日（金） 鷲宮西コミュニティセンター（おおとり）

出・対応策の検討 令和 2年 3月13日（金） 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

　　・在宅医療・介護関係者研修会

　　　医療、介護関係者を対象に、多職種でのグループワーク等の研修を行いました。 （単位：人）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

令和 2年 1月20日（月）
久喜総合文化会館

第1部　講演
「訪問診療利用時の流れと利
用者情報の共有方法につい
て」

久喜在宅クリニック
院長　熊懐真吾先生

60

第2部　グループワーク
「訪問診療利用時の適切な情
報共有について考える」

医療法人　新井病院
院長　関谷栄先生

内容 開催日 開催場所

開催日・開催場所 テーマ 講師 参加人数

令和元年 9月30日（月）
久喜総合文化会館

第1部　講演
「介護認定申請からサービス
利用の流れと、事例から見る
医療関係者との連携につい
て」

久喜市社協居宅介護支援
事業所
管理者　得能和代氏

79

第2部　グループワーク
「在宅生活における、医療・
介護関係者の連携のポイント
について考える」

医療法人　新井病院
院長　関谷栄先生



　　・南埼玉郡市在宅医療サポートセンター

　　　近隣市町（蓮田市、白岡市、宮代町）とともに南埼玉郡市医師会に業務委託し、在宅医療・介護連

　　携に関する相談窓口となる在宅医療サポートセンターを設置しました。

　　　久喜市担当　南埼玉郡市医師会内　年間相談件数30件

（成果）事業を実施したことで、在宅医療・介護連携の必要性の理解が図られ、支援体制の構築に資する

　　　ことができました。

（款）3 地域支援事業費　　　　（項）1 包括的支援事業費・任意事業費　　　　（目）4 認知症総合支援事業費　　　　　　　 （単位：円）

認知症総合支援事業 161,449 （目的）認知症になっても住み慣れた地域で暮らすことができるよう、認知症の早期発見とその対応に向 500

（高齢者福祉課） 　　　けた支援体制の構築を推進します。

（対象）認知症の方及びその家族

（手段）認知症の早期発見とその対応をする等、認知症総合支援事業を実施しました。

　・オレンジカフェ

　　認知症の方やその家族等が気軽に集える場を提供し、不安の軽減を図るとともに地域とのつながりを

　支援するために、オレンジカフェを開催しました。

　 （単位：回、人）

　・認知症初期集中支援チーム

　　専門医、医療系職員、福祉・介護系職員で構成されるチームを久喜すずのき病院に委託しました。医

　療や介護サービスを受けていない認知症の方等に対して、初期の支援を集中的に行い、認知症に対する

　適切な治療につなげるとともに、自立生活のサポートを行いました。

　　　活動実績 　3件

栗橋 5 15

鷲宮 5 35

合計 20 98

決算書の
ページ

区域 回数 人数

久喜 5 34

菖蒲 5 14

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
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（款）3 地域支援事業費　　　　（項）1 包括的支援事業費・任意事業費　　　　（目）4 認知症総合支援事業費　　　　　　　 （単位：円）

　・物忘れ相談

　　久喜すずのき病院の精神保健福祉士と地域包括支援センターに配置されている認知症地域支援推進員

　が、認知症に関する相談を受け、適切な支援を行いました。

　　　相談件数　10件

（成果）認知症の早期発見とその支援に努めたことで、認知症の支援体制の構築に資することができまし

　　　た。

（款）3 地域支援事業費　　　　（項）1 包括的支援事業費・任意事業費　　　　（目）5 生活支援体制整備事業費　　　　　　　 （単位：円）

生活支援体制整備事 5,814,355 （目的）在宅生活を送る高齢者の身の回りの生活行動を支援する生活支援サービスを整備し、高齢者の在 500

業 　　　宅生活を支え、住み慣れた地域で長く暮らせる環境を整えます。

（高齢者福祉課）

（対象）在宅生活を送る高齢者

（手段）地域において高齢者のさまざまな生活場面における支援体制を整えるため、令和元年度は生活支

　　　援体制整備推進員を4人配置しました。

（成果）地域福祉の蓄積が豊富な社会福祉協議会と連携し、住民活動を含む社会資源や生活支援サービス

　　　について地域を調査し、地域の資源を把握することができました。

（款）3 地域支援事業費　　　　（項）2 介護予防・日常生活支援総合事業費　　　　（目）1 介護予防・生活支援サービス事業費 （単位：円）

介護予防・生活支援 215,079,140 （目的）要支援者等の多様な生活支援ニーズに対して、要介護状態にならずに自立した日常生活を送るこ 500

サービス事業 　　　とができるように、ケアプランの作成やサービスの提供を行います。

（高齢者福祉課）

（対象）要支援の認定を受けた方及び基本チェックリストにより事業対象者となった方

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ



（手段）対象となった方に対して、地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施（ケアプ

　　　ランを作成）し、訪問や通所等の方法で、介護予防・生活支援サービスを提供しました。

　〇基本チェックリスト実施

　　　要支援認定を受けていないが、生活機能の低下が見られる場合に実施し、該当した場合にサービス

　　を提供しました。

　　　・実施人数　4人（うち該当者　4人）

　〇介護予防ケアマネジメント（ケアプラン）作成

　　　要支援認定者のうち、訪問介護サービスと通所介護サービスのみを利用する方及び短期集中サービ

　　スを利用する方と、基本チェックリストの実施により事業対象者となった方に対して、自立した生活

　　が送れるようケアプランを作成管理しました。

　　　・作成管理件数　5,017件

　〇介護予防・生活支援サービス事業

　　　・介護事業所による訪問型サービス（介護予防訪問介護相当サービス）

　　　　　ホームヘルパーが訪問し、生活援助（食事の準備や調理等）、身体介護（食事や入浴、排泄の

　　　　介助等）のサービスを提供しました。　

　　　・介護事業所による通所型サービス（介護予防通所介護相当サービス）

　　　　　通所介護施設（デイサービスセンター等）で、食事のサービスや生活機能の維持向上のための

　　　　体操や筋力トレーニング等のサービスを提供しました。

　〇高額介護予防サービス等相当事業

　　　介護予防・生活支援サービス利用者のうち、負担額が一定額を超えて高額になった場合に、その負

　　担額を軽減しました。

　　　・支給件数　47件　　　　支給額　183,696円

（成果）対象となった方の生活機能の維持、改善を図り、自立した日常生活のための支援を実施すること

　　　ができました。

利用延人数

2,609人

利用延人数

3,973人

事業費

58,289,865円

事業費

136,457,108円

－445－



－446－

（款）3 地域支援事業費　　　　（項）2 介護予防・日常生活支援総合事業費　　　　（目）2 一般介護予防事業費 （単位：円）

一般介護予防事業 22,683,648 （目的）高齢者が要介護状態等になることを防ぐため、一般介護予防事業を実施します。 502

（高齢者福祉課）

（対象）市内在住の65歳以上の方

（手段）高齢者へ介護予防に関する知識の普及を図るため、各種教室の開催、健康相談・健康教育等を行

　　　いました。

　　・柔道整復師による元気アップ体操教室（事業費　695,400円） （単位：人）

　　・はつらつ運動教室　リーダー養成講座・リーダー研修（事業費 2,232,603円） （単位：人）

（初級合同研修）

10/4,11,18,25,

11/1,8,22

（中級実地研修）

1/6,7,9,10,

2/3,4,6,14

（中級合同研修）

12/6,1/17,2/14

（会場研修） はつらつ運動教室各会場

5月～7月　40回 （40会場）

（4地区合同研修）

（各地区合同研修）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

　　・高齢者のためのいきいきクッキング（事業費　119,402円）

（テーマ）「簡単料理で夏の疲れを解消しよう！」 （単位：人）

中央保健センター8/27 19

はつらつ運動教室指導者
の指導技術を維持向上さ
せるための研修

123

鷲宮西コミュニティセン
ター（おおとり）

62
7/26

内容 実施日 実施場所 参加人数

内容 実施日 実施場所 参加延人数

介護予防のための運動教
室において、指導担当の
ボランティアリーダーを
新規養成する講座

鷲宮東コミュニティセン
ター（さくら）

115

はつらつ運動教室会場
（4会場）

28

鷲宮東コミュニティセン
ター（さくら）

46

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

内容 実施日 実施場所 参加延人数

介護予防のための体操（膝や肩、
腰の痛みを予防するストレッチ体
操等）

10/8,15,22,29 中央公民館 81

10/17,24,31,11/7 鷲宮公民館 75



農業者トレーニングセンター

栗橋保健センター

鷲宮公民館

　　・元気アップ体操教室（事業費　354,820円）

　　・はつらつ運動教室　（事業費 　6,490,009円） （単位：人）

　　・元気はつらつ教室（事業費　475,226円）

　　・健康相談 （単位：人） 　・健康教育 （単位：人）

いきいき温泉久喜 地域の高齢者団体

民間デイサービス

愛宕会館

菖蒲老人福祉センター 地域の高齢者団体

はつらつ運動教室 地域の高齢者団体

ふれあいサロン 地域の高齢者団体

久喜 207 いきいきデイサービス参
加者

41
72 菖蒲

菖蒲 170 74

栗橋 216 栗橋 608

鷲宮 163 鷲宮 659

合　　　計 923 合　　　計 2,154

区域 実施場所 参加延人数 区域 対象者 参加延人数

95 久喜 772

合　　　　計 40会場 1,076 24,926

内容 実施日 実施場所 参加延人数

体力づくりや運動習慣を
身につけることを目的と
した介護予防運動教室

10/1,8,15,29,

鷲宮公民館 201人11/5,12,19,26,

12/3,10,17,24

内容 実施時期 実施場所 年間登録者数 参加延人数

ボランティアリーダーの
指導による介護予防のた
めの運動（ストレッチ、
筋力アップ、ウォーキン
グ等）及び体力評価

4月～2月（通年）

久喜  14会場 318 7,729

菖蒲　 5会場 153 3,637

栗橋　15会場 406 8,910

鷲宮 　6会場 199 4,650

合　　　　計 65

内容 実施日 実施場所 参加延人数

介護予防のための体操
（ストレッチ、筋力アッ
プ、ウォーキング等）

9/27,10/4,11,18,25,

森下公民館 384人11/1,8,15,22,29,

12/6,13

8/30 14

9/17 19

9/26 13

高齢者が自ら調理できる
調理実習及び栄養改善指
導
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（款）3 地域支援事業費　　　　（項）2 介護予防・日常生活支援総合事業費　　　　（目）2 一般介護予防事業費 （単位：円）

　　・運動器の機能向上事業 （単位：人）

菖蒲文化会館（アミーゴ）

健康福祉センター（くりむ）

鷲宮公民館

　　・口腔機能向上事業 （単位：人）

9月～11月（1クール3回のみ）

1月～2月（1クール2回のみ）

新型コロナウイルス感染症の拡大防

止のため、3月中止

9月～11月（1クール3回のみ） 鷲宮総合支所

　　・記憶力チェック体験 （単位：人）

　

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

鷲宮 8/1,8/2,10/29 56 7

185 34

菖蒲 6/28,8/9 29 6

栗橋 6/13,7/12,8/5 25 6

菖蒲保健センター

クラッセ、栗橋公民館

健康福祉センター（くりむ）

ふれあいセンターこすもす

鷲宮保健センター

合　　　計

合計 129

区域 実施日 参加者数 陽性者数

久喜
7/2,7/3,11/9 35 9

6/24,6/25,6/26,10/7 40 6

合計 1,001

内容 実施時期 実施場所 参加延人数

口腔体操や口腔衛
生指導による介護

予防教室

9月～11月（1クール3回のみ） 久喜市役所 20

菖蒲総合支所 40

栗橋総合支所 28

41

実施場所

ふれあいセンター久喜

中央公民館、中央保健センター

内容 実施時期 実施場所 参加延人数

下肢筋力アップの
体操やストレッ
チ、運動器具を
使ったトレーニン
グ等による介護予
防教室 9月～12月（1クール12回のみ） 148

10月～12月（1クール12回のみ） 90

10月～12月（1クール12回のみ） 147

616

7月～3月
（1クール12回、全6クール実施し
ましたが、新型コロナウイルス感
染症の拡大を防止する観点から、
5,6クール目については、第7回ま
での実施としました）

いきいきステーション



　　・脳の若返りプログラム （単位：人）

ふれあいセンター久喜

久喜総合文化会館

菖蒲コミュニティセンター

健康福祉センター（くりむ）

鷲宮公民館

（成果）対象の高齢者に対して、介護予防に関する知識の普及等が図られました。

合　　　計 829

菖蒲 9月～12月（全15回） 206

栗橋 9月～12月（全15回） 121

鷲宮 9月～12月（全15回） 174

区域 実施時期 実施場所 参加延人数

久喜
9月～12月（全15回） 161

9月～12月（全15回） 167
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