
 

 

 
平成 25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 

 

 

 

 



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 1,890,698,000 1,995,880,700 1,947,052,510 103.0 97.6 105.7 24.5 1,745,890,000 1,885,471,250 1,842,675,600 105.5 97.7 143.6 24.4

使用料及び手数料 2,000 102,150 102,150 5,107.5 100.0 109.1 0.0 2,000 93,650 93,650 4,682.5 100.0 99.3 0.0

国 庫 支 出 金 1,398,758,000 1,375,556,654 1,375,556,654 98.3 100.0 105.3 17.3 1,315,179,000 1,305,918,508 1,305,918,508 99.3 100.0 105.5 17.3

支払基金交付金 2,124,159,000 2,103,915,000 2,103,915,000 99.0 100.0 105.6 26.5 2,004,938,000 1,991,404,491 1,991,404,491 99.3 100.0 104.7 26.3

県 支 出 金 1,119,211,000 1,118,491,763 1,118,491,763 99.9 100.0 100.9 14.1 1,107,057,000 1,108,186,597 1,108,186,597 100.1 100.0 113.3 14.7

財 産 収 入 93,000 92,707 92,707 99.7 100.0 37.7 0.0 277,000 246,171 246,171 88.9 100.0 93.5 0.0

繰 入 金 1,193,987,000 1,193,987,000 1,193,987,000 100.0 100.0 103.4 15.0 1,154,847,000 1,154,847,000 1,154,847,000 100.0 100.0 78.5 15.3

繰 越 金 192,507,000 192,507,620 192,507,620 100.0 100.0 127.3 2.4 151,272,000 151,271,009 151,271,009 100.0 100.0 112.1 2.0

諸 収 入 22,000 15,097,179 15,097,179 68,623.5 100.0 180.2 0.2 291,000 8,376,731 8,376,731 2,878.6 100.0 81.4 0.1

歳 入 合 計 7,919,437,000 7,995,630,773 7,946,802,583 100.3 99.4 105.1 100.0 7,479,753,000 7,605,815,407 7,563,019,757 101.1 99.4 107.8 100.0

※構成比は、小数点第2位を四捨五入しておりますので、合計が100％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

平　　　成　　　25　　　年　　　度 平　　　成　　　24　　　年　　　度

調定額
収入割合 収入済額
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２．歳出決算比較

（単位：円、％）

最 終 予 算 額 支 出 済 額 不 用 額 対　前 最 終 予 算 額 支 出 済 額 不 用 額 対　前

年度比 年度比

総 務 費 333,726,000 327,269,823 6,456,177 98.1 104.4 4.2 325,061,000 313,411,566 11,649,434 96.4 88.2 4.3

保 険 給 付 費 7,291,312,000 7,230,228,698 61,083,302 99.2 106.3 92.3 6,883,645,000 6,799,742,906 83,902,094 98.8 108.3 92.3

地域支援事業費 97,094,000 84,237,195 12,856,805 86.8 94.8 1.1 97,466,000 88,903,167 8,562,833 91.2 102.4 1.2

基 金 積 立 金 111,905,000 111,904,413 587 100.0 287.6 1.4 38,941,000 38,910,078 30,922 99.9 72.0 0.5

諸 支 出 金 83,583,000 83,576,814 6,186 100.0 64.5 1.1 130,224,000 129,544,420 679,580 99.5 143.8 1.8

予 備 費 1,817,000 0 1,817,000 0.0 0.0 0.0 4,416,000 0 4,416,000 0.0 0.0 0.0

歳 出 合 計 7,919,437,000 7,837,216,943 82,220,057 99.0 106.3 100.0 7,479,753,000 7,370,512,137 109,240,863 98.5 107.3 100.0

※構成比は、小数点第2位を四捨五入しておりますので、合計が100％にならない場合があります。

区　　　分

平　　　成　　　25　　　年　　　度 平　　　成　　　24　　　年　　　度

支出割合 支出割合

執行率 構成比 執行率 構成比



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）

　
　
　
　
　
　

15,784,615

区分

29,350

合計

289,341,480

合計

区分

支出済額

高額医療合算介護
サービス費

15,755,265

合計

支出済額

審査支払手数料

8,283,825

134,014,432

支出済額 289,288,700 52,780

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

133,720,183 294,249

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 267,315,012 1,386,397 10,503,904 32,066,205

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 2,685,291,287 2,956,715,467 10,179,537 24,810,527

地域密着型介護
サービス給付費

合計

328,911,790 457,371,516 6,463,280,124

居宅介護サービス
計画給付費

合計

8,252,704 319,524,222

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 264,000 （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サ 534

事業 　　　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図り

（介護福祉課） 　　　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。平成25年度は協議会を3回開催し、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、高齢者実態調査の実施、地域密着型サー

　　　ビスの公募・選考、地域密着型サービス事業所の指定・指定更新等に慎重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。

　　　　また、地域密着型サービスの事業者の指定・指定更新、事業者の選考については、協議会から答

　　　申をいただきました。

介護保険災害臨時特 733,237 （目的）東日本大震災の被災者の方の負担を軽減します。 534

例負担事業

（介護福祉課） （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を利用した場合の介護保険適用の自己負担額（1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割分）の軽減を図ることができました。

決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

施設介護サービス費 1 12 373,517

合　　計 3 111 733,237

種別 人数
延べ
件数

減免額

居宅介護サービス費 2 99 359,720



（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 26,073,807 （目的）介護保険財源を被保険者間で公平に負担します。 534

（介護福祉課、菖蒲

福祉課、栗橋福祉課、 （対象）65歳以上の高齢者（第1号被保険者）

鷲宮福祉課）

（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

　　　などを行い、保険料の収納に努めました。

・介護保険事務支援システム業務委託料 19,194,000円

・納入通知書発行件数　　当初 36,672件 （特別徴収：33,040件、普通徴収：3,632件）

　　　　　　　　　　　　随時 4,615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3,801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。

（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 12,273,856 （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。 536

（介護福祉課、菖蒲

福祉課、栗橋福祉課 （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

、鷲宮福祉課) 　　　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。

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
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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）

934 2,399 3,267
（　137　）（　 24 　）（　113　）（　134　）

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

事 　業 　名
(所 　管　 課)

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

合  計
5,154 1,550 3,604 4,957 4,827 4,827

（　 75　 ）（　 52 　）（　 23 　）（　 73 　）（　 71 　）（　 71 　）

（　216　）

3,203 3,203

165

施 設

介 護 老 人
福 祉 施 設

363 0 363 365 361 361

そ の 他 1,458 616 842 1,325

在 宅
3,333

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

（　 76 　）（　140　）（　214　）（　240　）（　240　）

（　161　）（　161　）

（　 4 　）（　 0 　）（　 4 　）（　 7 　）（　 8 　）（　 8 　）

1,263 1,263

0 0

要支援１ 632 1 545 29 48 9 0 0 0 0

1 4 0 0 0非該当 57 26 26

727 0 0

0 0

要介護１ 1,060 0 0 13 966 79 2 0 0 0

634 125 12 0 0要支援２ 775 0 4

0 0 6 439 0

0 0 0 1 8要介護４ 591 0

0 0

要介護３ 540 0 0 0 0 5 497 38 0 0

0 4 681 41 1要介護２

0

在  宅 3,203 22 517 635 880 564 272 191 122 0

1,147 787 548 581 485合  計 4,827 27 575 677

一
次
判
定
結
果 536 46 0

要介護５ 445 0 0 0 0

決算書の
ページ



（成果）介護認定審査会を165回開催し、4,827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 47,165,847 （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 536

（介護福祉課、菖蒲 　　　果、特記事項、主治医意見書）を作成します。

福祉課、栗橋福祉課

、鷲宮福祉課) （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）4,957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 2,685,291,287 （目的）居宅介護サービス費の適切な給付を行います。 538

付事業

(介護福祉課） （対象）居宅介護サービスを利用する要介護被保険者

（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。

5 58 42 246 180 198 291 243 0

0 21 43 78 99

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 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

施
 
設

介護老人
福祉施設

361 0 0 120 0

その他 1,263

決算書の
ページ

01,147 787 548 581 485合  計 4,827 27 575 677

決算書の
ページ
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（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 2,956,715,467 （目的）施設介護サービス費の適切な給付を行います。 538

付事業

(介護福祉課） （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）

（成果）施設介護サービス費の適切な給付を行いました。

訪問看護 2,224 10,584 80,218,483

訪問リハビリテーション 1,025 4,680 27,731,079

訪問介護 8,827 105,427 419,457,483

訪問入浴介護 929 3,858 45,002,465

種 類 延べ人数 利用日数 介護保険給付額

福祉用具貸与 12,351 355,753 157,354,029

居宅療養管理指導 4,885 10,168 38,102,445

短期入所生活介護 3,805 34,295 286,382,681

短期入所療養介護 347 3,070 30,778,361

通所介護 13,557 118,193 944,866,404

通所リハビリテーション 4,760 38,816 332,008,416

介護老人福祉施設サービス 7,261 1,753,381,896

介護老人保健施設サービス 4,401 1,141,146,764

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

種 類 延べ人数 介護保険給付額

特定施設入居者生活介護 1,759 50,231 323,389,441

合 計 54,469 735,075 2,685,291,287

介護療養型医療施設サービス 184 62,186,807

合 計 11,846 2,956,715,467

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



（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 10,179,537 （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 538

入事業 　　　護保険から給付し、在宅生活を支援します。

（介護福祉課）

（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。

（単位：件、円）

（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 24,810,527 （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 538

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。　　

(介護福祉課）

（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。

（単位：件、円）

（成果）手すりの取り付けや床段差の解消など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。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

363 11,310,607 10,179,537

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 購　入　額 介護保険給付額

申請件数 改　修　額 介護保険給付額

238 27,567,259 24,810,527
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（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 328,911,790 （目的）居宅介護サービス計画費の適切な給付を行います。 540

画給付事業

(介護福祉課） （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）をう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　　24,070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 457,371,516 （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。 540

ビス給付事業

（介護福祉課） （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。
（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。

定期巡回随時対応型訪問介護看護 1 147,510

種　　　類 利用人数（延べ） 給付額

夜間対応型訪問介護 201 8,232,419

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

合　　　計 2,288 457,371,516

認知症対応型共同生活介護(短期利用） 25 944,061

小規模多機能型居宅介護 226 35,450,384

認知症対応型通所介護 284 33,695,649

認知症対応型共同生活介護 1,551 378,901,493



（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 267,315,012 （目的）介護予防サービス費の適切な給付を行います。 540

付事業

（介護福祉課） （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）

（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 1,386,397 （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 540

入事業 　　　部を介護保険から給付し、在宅生活を支援します。

(介護福祉課）

（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

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

介護予防訪問入浴介護 1 4 31,950

介護予防訪問看護 193 789 5,205,685

種　　　類 延べ人数 利用日数 介護保険給付額

介護予防訪問介護 3,023 19,354 56,125,035

決算書の
ページ

介護予防短期入所療養介護 1 6 57,274

介護予防福祉用具貸与 1,579 46,700 7,039,287

介護予防通所リハビリテーション 1,575 8,604 62,818,931

介護予防短期入所生活介護 137 580 3,637,011

介護予防訪問リハビリテーション 91 342 1,942,043

介護予防通所介護 3,184 19,544 102,711,641

決算書の
ページ

合　　　計 10,421 104,490 267,315,012

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

介護予防居宅療養管理指導 374 772 2,864,070

介護予防特定施設入居者生活介護 263 7,795 24,882,085
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（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。

（単位：件、円）

（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 10,503,904 （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 540

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。

（介護福祉課）

（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。

（単位：件、円）

（成果）手すりの取り付けや床段差の解消など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。

95 11,671,009 10,503,904

申請件数 購入額 介護保険給付額

64 1,540,443 1,386,397

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 改修額 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



（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 32,066,205 （目的）介護予防サービス計画費の適切な給付を行います。 540

画給付事業

(介護福祉課） （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等)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　　7,412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 8,252,704 （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。 540

サービス給付事業

（介護福祉課） （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。

（単位：人、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。

介護予防認知症対応型共同生活介護 24 5,308,282

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

介護予防小規模多機能型居宅介護 37 2,679,602

計 70 8,252,704

種　　　類 利用人数（延べ） 給付額

介護予防認知症対応型通所介護 9 264,820

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
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（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 8,283,825 （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。 542

（介護福祉課）

（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　　110,451件

（成果）審査支払手数料について、適切な支払を行いました。

（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 133,720,183 （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。 542

業

（介護福祉課） （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のうえ、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。

（単位：件、円）

　　(利用者負担第1段階の方） 支給額 0

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

8,998,802 8,998,802

支 給 区 分 世 帯 合 算 そ の 他 合 計

ア　生活保護受給者等 件数 0 982 982

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 1,059,437 7,583,241 8,642,678

ウ　市町村民税世帯非課税者等 件数 128 1,708 1,836

　　(利用者負担第2段階の方） 支給額 2,249,940 109,422,469 111,672,409

イ　市町村民税世帯非課税者等 件数 192 9,123 9,315



（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 294,249 （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。 542

ス事業

（介護福祉課） （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のうえ、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。

（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。

決算書の
ページ

合 計
件数 867 12,038 12,905

支給額 7,060,787 126,659,396 133,720,183

エ　上記以外
件数 547 225 772

支給額 3,751,410 654,884 4,406,294

　　(利用者負担第1段階の方） 支給額 0 203,425 203,425

支 給 区 分 世 帯 合 算 そ の 他 合 計

ア　生活保護受給者等 件数 0 20 20

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 5,642 0 5,642

ウ　市町村民税世帯非課税者等 件数 14 0 14

　　(利用者負担第2段階の方） 支給額 0 62,745 62,745

イ　市町村民税世帯非課税者等 件数 0 19 19

合 計
件数 29 39 68

支給額 28,079 266,170 294,249

エ　上記以外
件数 15 0 15

支給額 22,437 0 22,437
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（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 15,755,265 （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 542

ービス事業 　　　ます。

（介護福祉課）

（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

　　　請書を受理します。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す。

　　　　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）

（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。

 低所得者Ⅰ
（市町村民税非課税世帯）

484 12,420,349

 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）

95 2,399,676

 現役並み所得者
（課税所得145万円以上）

32 595,307

 一般
（市町村民税課税世帯）

8 339,933

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

区　　　　分 件　数 支　給　額

合　　　　計 619 15,755,265



（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 29,350 （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 542

防サービス事業 　　　ます。

（介護福祉課）

（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

　　　請書を受理します。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す。

　　　　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

　　　給を行います。

（単位：件、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。

 一般
（市町村民税課税世帯）

2 1,846

 低所得者Ⅰ
（市町村民税非課税世帯）

4 27,419

決算書の
ページ

区　　　　分 件　数 支　給　額

 現役並み所得者
（課税所得145万円以上）

1 85

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

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）

0 0

合　　　　　計 7 29,350
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（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 289,288,700 （目的）低所得の要介護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、食費・ 544

ビス事業 　　　居住費について補足給付を行います。

（介護福祉課）

（対象）生活保護受給者等及び市町村民税世帯非課税の方

（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 52,780 （目的）低所得の要支援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を行い 544

サービス事業 　　　ます。

（介護福祉課）

（対象）生活保護受給者等及び市町村民税世帯非課税の方

（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。

9,308 248,159 289,288,700

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

（単位：人、日、円）

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

（単位：人、日、円）

利用人数（延べ） 利用日数 給付額

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額

利用人数（延べ） 利用日数 給付額

18 82 52,780



（款）3 地域支援事業費　　　（項）1 介護予防事業費　　　（目）1 介護予防事業費 （単位：円）

高齢者一次予防事業 6,867,317 （目的）高齢者が要介護状態等になることを防ぐため、介護予防事業を実施します。 544

（介護福祉課、菖蒲

福祉課、栗橋福祉課 （対象）市内在住の65歳以上で、介護保険法の要支援・要介護認定を受けていない方

、鷲宮福祉課)

（手段）一次予防対象高齢者に対して、介護予防に関する知識の普及を図るため、講演会や各種教室の開

　　　催、健康相談・健康教育を行いました。

1．柔道整復師による元気アップ体操教室（事業費　245,150円） （単位：人）

2．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　1,080,595円） （単位：人）

（初級合同）

10/11、15、25

11/5、14、19、12/3

（中級実地研修）

1/24、27、2/6、18、

2/24、28、3/4、6

（中級合同研修）

1/17、2/25、3/18

（会場研修） はつらつ運動教室各会場

6月～2月　23回 （17会場）

（合同研修）

5/31、8/30、11/29、

3/18、

8/27、3/24

27
はつらつ運動教室会場
（4会場）

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

鷲宮西コミュニティセン
ター

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

鷲宮西コミュニティセン
ター

51

69

81
鷲宮西コミュニティセン
ター

栗橋保健センター

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）

52中央保健センター

実施場所実施日

10/31、11/8、15、28　　

参加延人数

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

内　　容 参加延人数

実施日 実施場所内　　容

143
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3．高齢者のためのいきいきクッキング（事業費　73,950円）

（テーマ）「手間をかけない栄養たっぷり料理」 （単位：人）

4. 元気アップ体操教室（事業費　377,160円） （単位：人）

10/4、11、18、25

11/1、8、22、29

12/6、13、20、27

5．はつらつ運動教室　（事業費 　3,153,932円） （単位：人）

6．元気はつらつ教室（事業費　396,126円） （単位：人）

実施日 実施場所

9/12、19、26

10/3、10、17、24、31

11/7、14、21、28

実施場所

中央保健センター

鷲宮公民館

栗橋保健センター

実施場所

農業者トレーニングセン
ター

内　　　容

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

9/19

9/25

10/18

内　　　容
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、ウオーキング等）
及び体力評価

実施時期

内　　　　容

介護予防のための体操
（ストレッチ、筋力アッ
プ、ウオーキング等）

実施日

内　　容

34

27

350

22

高齢者が自ら調理できる
ことを目的とした調理実
習及び栄養改善指導

実施日

334

参加延人数

20

10

12

参加人数

実施場所 年間登録者数 参加延人数

久喜 　1会場

菖蒲　 1会場

栗橋　14会場

鷲宮 　1会場

参加延人数

245鷲宮総合支所

 6月～3月（通年）

10月～3月（通年）

 4月～3月（通年）

 6月～3月（通年）

394

254

9,249

555

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



7．健康相談 （単位：人）

8．健康教育 （単位：人）

（成果）一次予防対象高齢者に対して、介護予防に関する知識の普及などが図られました。

高齢者二次予防事業 20,403,109 （目的）高齢者が要介護状態等になることを防ぐため、介護予防事業を実施します。 544

（介護福祉課、菖蒲

福祉課、栗橋福祉課 （対象）市内在住の65歳以上で、介護保険法の要支援・要介護認定を受けていない高齢者

、鷲宮福祉課)

（手段）健康自立度に関する調査票（基本チェックリスト）により、二次予防事業の対象者（要介護状態

　　　等になるおそれのある方）を決定し、このうち、介護予防事業への参加希望者に対して生活機能検

　　　査を実施したうえで、地域包括支援センターがケアマネジメントを行い、介護予防プログラムを提

　　　供しました。

・二次予防事業対象者把握事業 （単位：人）

合　　　計 1,095

区域 実　施　場　所 参加人数

久喜 いきいき温泉久喜 194

区域 実　施　対　象　者 参加人数

久喜 いきいきデイサービス参加者 62

鷲宮 ふれあいサロン 233

合　　　計 1,004

久喜 民間デイサービス 333

栗橋 はつらつ運動教室 186

鷲宮 地域の高齢者団体 377

菖蒲 菖蒲老人福祉センター 58

栗橋 地域の高齢者団体 625

地域の高齢者団体菖蒲 31

31,593

基本チェックリスト回収者数 11,632 3,758 4,478 5,591 25,459

基本チェックリスト送付者数 14,450 4,710 5,528 6,905

久　喜 菖　蒲 栗　橋 鷲　宮 合　計

130生活機能検査受診者数 60 22 22 26

6,509

二次予防事業対象者数 689 214 236 279 1,418

二次予防事業候補者数 2,943 1,066 1,148 1,352
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・二次予防事業対象者の介護予防事業

通所型介護予防事業 （単位：人）

訪問型介護予防事業 （単位：人）

（成果）要介護状態等となるおそれのある高齢者を早期に発見し、介護予防事業を提供することで、生活

　　　機能の低下を防ぐことができました。

（款）3 地域支援事業費　　　（項）2 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 30,290,255 （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 546

ー事業 　　　ターにおいて、自立に向けた支援を行います。

（介護福祉課、菖蒲

福祉課、栗橋福祉課 （対象）社会的支援を必要とする高齢者やその家族等

、鷲宮福祉課)

142

36

160

21

140

6

787

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

区域 プログラム内容 実　施　場　所 参加延人数

栗橋 健口教室（口腔） 栗橋総合支所

鷲宮 にこにこ教室（運動） 鷲宮総合支所

栗橋 にこにこ教室（運動） 健康福祉センター（くりむ）

全域 運動器の機能向上 いきいきステーション

久喜 口腔機能の向上 久喜区域の歯科医院（1箇所）

菖蒲 にこにこ教室（運動） 菖蒲文化会館

菖蒲 健口教室（口腔） 菖蒲コミュニティセンター

菖蒲 口腔機能の向上・閉じこもり予防支援 52

区域 プログラム内容 参加延人数

久喜 閉じこもり予防支援 7

鷲宮 健口教室（口腔） 鷲宮総合支所 51

合　　　　　計 1,343

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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

鷲宮 閉じこもり予防支援 62

合　　　　計 121



（手段）市内5箇所の地域包括支援センター（直営4箇所・久喜市社会福祉協議会に委託1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25年4月～平成26年3月 （単位：件）

25 7 9 66 1 0 2

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給付（平成25年4月1日～平成26年3月31日）　　7,493件

・介護予防支援計画作成件数（二次予防事業対象者）　141件

・久喜市民生委員・児童委員協議会地区定例会への参加　　14回（計14箇所）

・久喜市ケアマネジャー連絡会への参加　5回（4、6、8、10、12月）

・認知症グループホーム運営推進会議への参加　　　33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、要支援認定者や二次予防事業対象者に対して、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。

関

連

機

関

民
生
委
員
・

児

童

委

員

近

隣

・

知

人

そ

の

他

合

計

　　　　　　　　　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

11 1 2 0 802介護予防事業のケアマネジメント 659 68 3 58

151 14 15 3 9,736介護予防給付のケアマネジメント 6,580 1,702 249 1,022

19 3 0 0 225介 護 支 援 専 門 員 支 援 26 3 158 16

525 125 36 7 2,938情 報 提 供 524 620 377 724

成 年 後 見 制 度 33 143

権 利 擁 護 58 37 15 4 33 1 4 1 153

71 14 8 2 340虐 待 70 133 32 10

219 63 34 2 2,656介 護 相 談 947 1,146 153 92

1,086 175 19 10 5,342関 連 機 関 連 携 ・ 調 整 914 351 540 2,247

2,570 497 168 39 25,900年 間 延 件 数 11,643 4,927 1,693 4,363

389 100 50 12 3,565そ の 他 1,832 842 159 181
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（款）3 地域支援事業費　　　（項）2 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 20,400,167 ○介護力アップ講座 548

（介護福祉課、菖蒲 （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。

福祉課、栗橋福祉課

、鷲宮福祉課) （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）社会福祉法人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）

「高齢者福祉制度とサービス」

・事業費　399,563円

（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）在宅で介護にあた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と認定された者を在宅で介護する家族

（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　　　　　121人

・年間実利用者数　　　　104人

10／10　　鷲宮西ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（おおとり） 15

「家庭でできるリハビリ」 10／17 　 ふれあいセンター久喜 19

10／ 3　　ふれあいセンター久喜 17

「介護者のこころの健康」 10／ 8　　鷲宮西ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（おおとり） 24

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

「高齢者の病気・心理の理解」

決算書の
ページ

講　座　名 実施日時及び場所 参加人数

「飲み込みやすい食事」 10／31  　鷲宮西ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（おおとり） 7

「福祉用具展示｣
「介護ワンポイントレッスン」
　介護の日記念事業の一環

11／ 2  　ふれあいセンター久喜 34

「お口の健康」 10／24 　 ふれあいセンター久喜 26



・年間延利用者数　 　   810人

・事業費　　　 　4,822,390円

（成果）介護にあた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。

○介護保険相談員派遣事業

（目的）介護（介護予防）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（介護予防）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（介護予防）サービス利用者の訪問相談988（件）を実施しました。

（成果）介護（介護予防）サービス利用者への訪問相談の実施により、介護（介護予防）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）サービスの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）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8,294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。

○介護家族教室「言葉の教室」

（目的）失語症など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。

（対象）おおむね40歳以上の失語症などの者及びその家族

（手段）おおむね月1回、介護家族同士の情報交換、保健師の健康相談、言語聴覚士のグループ指導等を

　　　行いました。
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・実施回数　　12回

・実施会場　　ふれあいセンター久喜

・年間実利用者数　　家族　5人　　本人　9人

・事業費　　260,435円

（成果）介護家族に対して失語症など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、単身高齢者又は高齢者のみで構成する世帯の者及び身体障害

　　　者手帳1・2・3級の方又は療育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。

　  

　

　

（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

（手段）介護する人、される人、お互いの立場の心のあり方をテーマに、介護体験に基づいた講演会を開

　　　催しました。

・年度末登録者数 316人

・年間実利用者数　　　　 276人

・年間配食数 30,985食

・年間委託料 9,295,500円

事 　業 　名
（所 　管　 課）

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



久喜総合文化会館小ホール

（成果）130名が参加しました。

　　　　講師の介護体験に基づく講話を提供したことで、認知症予防や介護に対する理解を図ることがで

　　　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。

（対象）市民、市内在勤、在住の者

（手段）地域包括支援センターと社会福祉協議会等により、認知症サポーター養成講座を開催しました。

・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 （単位：回、人）

一龍斉　春水 氏

声優・講談師

28

開催日 会　　　場 受講人数

H25.11.6 菖蒲文化会館（ｱﾐｰｺﾞ） 34

平成26年1月15日
実母の介護体験から教えられたこと13時15分～15時

合　　　計 110

開催日・開催場所 テ　　ー　　マ 講　　師

合　　計 6 130

各種団体 5 103

久喜市職員 1 27

対象者 回数 受講人数

H25.11.25 栗橋文化会館（イリス） 21

H25.11.15 鷲宮総合支所 27

H25.11.21 ふれあいセンター久喜
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・久喜市社会福祉協議会実施（単位：回、人）

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

　　　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。

平成25年度対象者　4名5名

（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。

合　　計 24 1,034

小中学校 9 739

一般市民・団体 15 295

対象者 回数 受講人数

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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