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延岡市高齢者配食サービス事業実施要綱

（目的）

第 1条 高齢者配食サービス事業（以下「事業Jという。）は、食事の調理が困難な高齢者

に対し昼食文は夕食を自宅に配達し、その際当該対象者の安否の確認を行い、健康状態

に異常があったとき等は、関係機関への連絡等を行うことにより、在宅高齢者の生活を

支援することを目的とする。

（対象者）

第2条 この要綱に基づくサービス（以下「サービスJという。）を受けることができる者

（以下「対象者Jとしづ。）は、概ね65歳以上の高齢者の単身世帯、高齢者のみの世帯

及びこれらに準ずる世帯の構成員で、あって、老衰心身の障害、傷病等により食事の調理

が困難な者とする。

（利用の申請等）

第3条 サービスを受けようとする対象者は、在宅高齢者生活支援サービス申請書（様式

第 1号）を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その適否を決定し、在宅高齢者生活支援サービ

ス決定（却下）通知書（様式第3号）により申請者に通知するものとする。

（利用回数等）

第4条 サービスは、昼食又は夕食のいずれか 1日1食とし、週 1食以上の配食を行うも

のとする。

（費用の負担）

第 5条 サービスを受けた者は、 1食当たり 400円を負担しなければならない。

（その他）

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成11年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成12年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年 4月 1日から施行する。

1 



延岡市高齢者寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

（目的）

第 1条 高齢者寝具洗濯乾燥消毒サービス事業（以下「事業Jという。）は寝具の衛生管理

が困難な高齢者に対し寝具等の水洗い及び乾燥消毒等のサービスを提供することによ

り、在宅の高齢者の生活を支援することを目的とする。

（対象者）

第2条 この要綱に基づくサービス（以下「サービスJという。）を受けることができる者

（以下「対象者Jという。）は、概ね65歳以上の高齢者の単身世帯、高齢者のみの世帯

及びこれらに準ずる世帯の構成員で、あって、老衰心身の障害、傷病等により寝具の衛生

管理が困難な者とする。

（利用の申請等）

第 3条 サービスを受けようとする対象者は、在宅高齢者生活支援サービス申請書（様式

第 1号）及び寝具洗濯乾燥消毒サービス申請書（様式第12-1号）を市長に提出しなけ

ればならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その適否を決定し、寝具洗濯乾燥消毒サービス

利用決定通知書（様式第12-2号）により申請者に通知するものとする。

（費用の負担）

第4条 サービスを受けた者は、サービスに要した費用の 1割相当額を負担しなければな

らない。

（その他）

第 5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成12年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月 1日から施行する。
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延岡市高齢者軽度生活援助事業実施要綱

（目的）

第 1条 高齢者軽度生活援助事業（以下「事業Jとしづ。）は、軽易な日常生活の援助を行

うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするととも

に、要介護状態への進行を防止することを目的とする。

（対象者）

第2条 この要綱に基づくサービス（以下「サービスJという。）を受けることができる者

（以下「対象者Jという。）は、本市に住所を有しかっその住所に居住している又は確

実に居住する予定の概ね65歳以上の高齢者の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれらに

準ずる世帯の構成員で、あって、日常生活を営む上で援助を必要とする者で、介護保険に

おける要介護認定により非該当と判定された者又は要介護認定を受ければ非該当と判

定される見込みがある者とする。

（援助内容）

第 3条 援助内容は次に掲げるものとし、一人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態に

ならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援する。

(1) 食事・食材の確保

(2) 衣類・寝具類等の洗濯、日干し

(3) 家屋内の整理・整頓

(4) その他市長が必要と認める援助

（利用の申請等）

第4条 サービスを受けようとする対象者は、在宅高齢者生活支援サービス申請書（様式

第 1号）を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その適否を決定し、在宅高齢者生活支援サービ

ス決定（却下）通知書（様式第3号）により申請者に通知するものとする。

（利用回数等）

第5条 サービスは、原則として週 1回の利用を限度とし、 1回の利用時間は 1時間以内

とする。ただし、市長が必要と認める場合に限り、 30分までの利用時間の延長を認める

ものとする。

（費用の負担）

第6条 サービスを受けた者は、 30分当たり 100円を負担しなければならない。

（その他）

第 7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成12年4月 1日から施行する。

附員IJ

この要綱は、平成18年 4月 1日から施行する。

附 則

（施行期日）

1 この要綱は、平成19年4月 1日から施行する。

（利用回数等の経過措置）
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2 平成19年4月 1日から平成19年4月30日の期間に限り、利用回数等については、週 1

回の利用を限度とし、 1回に利用時間は 2時間以内とする。

（北川町の編入に伴う経過措置）

3 平成19年4がう 1日から平成19年4月30日の期間に限り、費用の負担については。平

成19年 3月31日合併前の延岡市に居住するものは、 1時間当たり 80円。北川町居住する

者は。 1時間当たり 100円を負担しなければならない。
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延岡市高齢者訪問理美容サービス事業実施要綱

（目的）

第1条 訪問理美容サービス事業（以下「事業Jという。）は、理容院や美容院に出向くこ

とが困難である高齢者に対し訪問理美容サービスを提供することにより、在宅高齢者の

生活を支援することを目的とする。

（対象者）

第2条 この要綱に基づくサービス（以下「サービスJという。）を受けることができる者

（以下「対象者Jという。）は、本市に住所を有する概ね65歳以上の高齢者であって、

老衰、心身の障害及び傷病等の理由により理容院や美容院に出向くことが困難な者とす

る。

（事業内容）

第3条 移動理美容車や出張理美容チームによる訪問理美容サービスを利用するに当たり、

利用者が負担すべき移動費を助成する。

（利用の申請等）

第4条 サービスを受けようとする対象者は、在宅高齢者生活支援サービス申請書（様式

第1号）を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その適否を決定し、在宅高齢者生活支援サービ

ス決定（却下）通知書（様式第3号）により申請者に通知するものとする。

（利用回数等）

第5条 サービスの利用は、原則として 1か月に 1回を限度とする。

（費用の負担）

第6条 サービスを受けた者は、理美容に要した費用を負担しなければならない。

（その他）

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。ただし、北川町は体制が整うまでの問、

当該事業の実施を見合わせる。
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延岡市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実施要綱

（目的）

第 1条 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業（以下「事業Jという。）は、高齢者世話付

住宅に居住する高齢者に対し生活援助員を派遣して、生活指導・相談、安否の確認、一

時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供することによって、これらの者が自

立して安全かっ快適な生活を営むことができるようその在宅生活を支援することを目

的とする。

（対象者）

第2条 この要綱に基づくサービスを受けることができる者は、高齢者世話付住宅の入居

者とする。

（事業内容）

第3条 高齢者世話付住宅に居住する高齢者に対し生活援助員を派遣して、次の各号に掲

げるサービスを必要に応じ提供するものとする。

(1) 生活指導及び生活相談

(2) 安否の確認、

(3) 一時的な家事の援助

性） 緊急時の対応

(5) 関係機関等との連絡

(6) その他日常生活上必要な援助

（生活援助員）

第4条 生活援助員は、次の用件を備えていなければならない。

(1) 心身ともに健全で、あること。

(2) 高齢者福祉に関し理解と熱意を有すること。

(3) 高齢者の生活指導・相談、家事、緊急時の対応等を適切に実施する能力を有するこ

と。

（生活援助員派遣手数料）

第5条 市長は延岡市生活援助員派遣手数料条例（平成12年条例第20号）第2条の規定に

より、生活援助員派遣手数料を決定したときは、生活援助員派遣手数料決定通知書（様

式第17号）により、利用者に通知するものとする。

（その他）

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成10年4月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月 1日から施行する。
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延岡市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

（目的）

第 1条 高齢者日常生活用具給付等事業（以下「事業Jという。）は、概ね65歳以上の高齢

者等（以下「高齢者等Jという。）に対し、日常生活用具（以下「用具Jという。）を給

付し又は貸与（以下「給付等Jという。）することにより、日常生活の便宜を図りもっ

て福祉の増進に資することを目的とする。

（対象者及び用具の種目）

第2条 事業の対象者は、本市に住所を有しかっその住所に居住する者又は確実に居住す

る予定のある者で、身体状況及び給付等の対象となる用具の種目は、別表 1に定めると

ころによる。

（用具の給付等の実施）

第3条 用具の給付等を受けようとする高齢者等（以下「申請者j という。）は、高齢者日

常生活用具給付等申請書（様式第15-1号。以下「申請書Jという。）を市長に提出し

なければならない。

2 市長は、申請書を受理し、その必要性を検討した結果、用具の給付等の必要があると

認めたときは、別表 1により用具の種目を、別表2により申請者が負担すべき額（以下

「利用者負担額j という。）をそれぞれに決定し、高齢者日常生活用具給付等決定通知

書（様式第15-2号）により通知するものとし、用具の給付等の必要がないと認めたと

きは、当該申請者に対し高齢者日常生活用具給付等却下通知書（様式第15-3号）によ

り通知するものとする。

（利用者負担等）

第4条 給付の決定を受けた者（以下「利用者Jという。）は、納入業者から用具の引き渡

しを受けたときに、利用者負担額を直接当該納入業者に支払わなければならない。

（通話料の負担）

第5条 高齢者福祉電話の通話料は、利用者の負担とする。

2 市長は、高齢者福祉電話の貸与を受けた者で必要と認める者に対し、回線使用料に相

当する額を助成することができる。

（費用の請求）

第6条 納入業者は、利用者に用具を引き渡したときは、当該用具の価格から利用者負担

額を控除した額を市長に請求するものとする。

（給付台帳の整備）

第7条 市長は、用具の給付等の状況を把握するため、日常生活用具給付等台帳（様式第

15-4号）を備えるものとする。

（守秘義務）

第8条 事業に携わる者は、事業の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

（その他）

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附則
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この要綱は、平成12年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年 7月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月 1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成21年4月 1日から施行する。

2 平成 21年 3月 31において貸与を決定している緊急通報機器については、平成 23 

年 3月 31日まで使用することができるものとする。
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延岡市緊急通報システム事業実施要綱

（目的）

第 1条 延岡市緊急通報システム事業（以下「事業Jという。）はひとり暮らしの高齢者宅等

に対し、緊急通報装置（以下「通報装置jという。）を設置することにより、緊急通報受

信センター（以下「受信センターJという。）を通じて緊急事態発生時における臨機の処

置を講じるとともに、緊急事態に対する不安の解消、日常生活の安全確保、生活サポー

ト等に関する各種相談サービスを併せて行うことにより、福祉の増進に資することを目

的とする。

（対象者）

第2条 事業の対象者は、本市に住所を有する住宅の者で、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。

(1) 概ね65歳以上の高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の高齢者で、突発的に生命

に危険な症状の発生する病気を有する者、又は身体虚弱なため緊急事態に機敏に行動

することが困難と思われる者。

(2) 前号に準じる者で市長が特に必要と認めた者

（事業内容）

第3条 受信センターの事業内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 通報装置の設置、撤去、移設、保守等

(2) 緊急通報の受報とこれに伴う安否の確認、協力員・関係機関への連絡等

(3) 非緊急の相談等への対応

(4) 個人情報の適切な管理

(5) 緊急事態あるいは月間の処理状況の報告

(6) 利用者に対し月 1回以上の定時連絡

(7) 前6号に掲げるもののほか事業の実施に必要とする業務

（利用の申請等）

第4条 事業を利用しようとする高齢者等（以下「申請者Jという。）は、緊急通報システム

利用申請書（様式第 1号。以下「申請書Jという。）を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理し、その必要性を検討した結果、利用の必要があると認めたと

きは、別表 1により申請者が負担すべき額（以下「利用者負担額jという。）を決定し、

緊急通報システム決定通知書（様式第2号）により通知するものとし、利用の必要がな

いと認めたときは、当該申請者に対し緊急通報システム却下通知書（様式第 3号）によ

り通知するものとする。

（利用者負担）

第5条 利用の決定を受けた者（以下「利用者j という。）は、別表 1に定めるところによ

る利用者負担額を毎月受託事業者に支払わなければならない。

（利用資格の喪失）

第6条 利用者は次の各号のいずれかに該当したときは、利用認定期間に関わらず利用資

格を失うものとする。

(1) 利用者から利用資格の喪失の申し出があったとき

(2) 利用者が利用者負担額を 2ヶ月以上支払わなかったとき
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(3) その他の理由により、市長が適当でないと認めたとき

（その他）

第 7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

附則

この要綱は、平成21年 1月 1日から施行する。

別表 1 利用者負担額基準表

階 層 区 分 負 害tj

A 生活保護世帯 な し

ム口、

B A階層以外の世帯 月額利用料金の 1害tj
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延岡市高齢者住宅改造助成事業実施要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、ねたきり高齢者等の住環境を整備することにより、介護者の負担を軽

減するとともに、介護を要する者の安全と安らぎのある在宅での生活を支援するために住

宅改造補助金（以下「補助金Jとしづ。）を交付することに関して、延岡市補助金等の交

付に関する規則（昭和 50年2月 1日規則第2号。以下「規則Jという。）に定めるもの

のほか必要な事項を定めるものとする。

（補助対象）

第2条 補助金の交付の対象となる者（以下「対象者Jという。）は、次の各号にすべて該

当するものとする。

(1) 世帯員が延岡市内に住所を有すること。

(2) 満 65歳以上であって要支援または要介護状態区分にある者。

ただし、介護保険の住宅改修費の支給を優先する。

(3) 世帯生計の中心となる者の前年の所得税課税年額が 7万円以下であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助の対象としない。

(1) 自己の所有する家屋以外に居住する者で、あって、当該家屋の所有者文は利害関係人か

ら住宅改造についての承諾を得られない者

(2) この要綱に基づく補助金の交付を既に受けた者又はその者と同一世帯に属する者

(3) 障害者住宅改造助成事業に基づく補助金の交付を既に受けた者又はその者と同一世

帯に属する者

(4) 補助金交付決定通知以前に工事に着手した者

（対象経費）

第3条 補助金の対象となる経費（以下「対象経費Jという。）は、対象高齢者の日常生活

の利便を図るため、既存の居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、階段、廊下又はその

他特に必要と認める住宅の設備・構造等を、その高齢者に適応するよう改造するために要

する経費とする。

（補助金の額）

第4条 補助金の交付額は、 1件当たり 40万円と対象経費のいずれか低いほうの額に、別

表 1に定める助成割合を乗じた額とする。

2 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。

（補助金の交付申請）

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定するもののほか次の各号に

掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 工事見積書

(2) 改造箇所の図面及び写真
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2 交付の申請は、対象者又は同一世帯に属する者が行うものとする。

（改造の指導）

第 6条 ねたきり高齢者等の自立促進と介護者の負担軽減を図り、身体の状況等を踏まえた

適切な住宅改造がなされるよう、相談及び指導等を行うためのチーム（以下「リフォーム

チーム」とし、う。）を設置する。

2 リフォームチームは、別表2に掲げる職名の者で組織する。

3 リフォームチームの庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

（補助金の請求）

第7条 申請者は、工事完了後、規則第9条に規定するもののほか次の各号に掲げる書類を

添えて、市長に補助金を請求するものとする。

(1) 工事領収書

(2) 改造箇所の写真（改造後のもの）

2 申請者は、当該工事の施工者に補助金の代理受領を委任することができる。この場合、

申請者は、補助金の受領に関する委任状と申請者の自己負担額が記載された工事領収書

を市長に提出しなければならない。また、この場合において、当該補助金は補助金の交

付決定を受けた者に支払ったものとみなす。

（その他）

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、平成6年 8月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成8年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 12年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 15年 2月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 18年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 20年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 23年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 25年4月 1日から施行する。

12 



別表 1

利用者世帯の階層区分 助成割合

生活保護法による被保護世帯（単給世帯含む） 1 0 害tJ

生計中心者が前年所得税非課税世帯 9 割

生計中心者が前年所得税 70,000円以下 6 害IJ

生計中心者が前年所得税 70,001円以上 助成なし

別表 2

所 属 職 員 名

高齢福祉課 担当職員

II 介護保険住宅改修事業担当職員

障がい福祉課 担当職員

建築住宅課 II 

各総合支所
各総合支所担当職員

（必要に応じて参加）

担当居宅介護支援事業
介護支援専門員

（必要に応じて参加）

13 



司

延岡市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置に係る要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、老人福祉法（昭和38年法律第133号。以下「法Jという。）第10条の

4第 l項及び第11条第 1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由により介護保険法

（平成 9年法律第123号）に規定する居宅サービス又は施設サービスを利用することが

著しく困難な者に対して措置を行い、介護サービスを提供することについて、必要な事

項を定めることを目的とする。

（対象者）

第2条 この措置の対象者は、次の各号のいずれかに該当し、介護サービス事業者（以下

「事業者j という。） との契約による介護サービスの利用又はその前提となる要介護認

定の申請をすることが困難なものとする。（40歳以上65歳未満で、介護保険法第 7条第

3項第2号に該当する者を含む。）

(1）本市に住所又は居所を有する65歳以上の高齢者で、認知症等により意思能力が乏し

く、かっ本人を代理する家族等がいない者

(2）本市に住所文は居所を有する65歳以上の高齢者で、家族等から虐待又は無視を受け

ている者

(3）その他市長が必要と認める者

（提供するサービス）

第3条 措置により提供するサービスは、次の各号に掲げるものとする。

(1）訪問介護

(2）通所介護

(3）短期入所生活介護

(4）認知症対応型共同生活介護

(5）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

（措置の決定）

第4条 市長は、第2条に定める対象者を確認した場合、もしくは関係機関等から通報を

受けた場合は、高齢者等の状態・状況について調査を行うものとする。

2 市長は、前項に基づく調査により第2条の要件に該当すると認められる場合には、措

置の決定を行い、措置決定通知書（第19号様式）により対象者あて、通知するものとす

る。

（要介護認定の実施）

第5条 市長は、前条により措置の決定を行った者（以下「被措置者Jとしづ。）が、介護

保険法による認定を受けていない場合には、職権により認定を実施するものとする。

（サービス提供の委託）

第6条 市長は、措置により第3条によるサービスの提供を行う場合には、介護保険法によ

る指定事業者（以下「事業者Jとしづ。）にサービス提供の委託を行うものとする。

2 市長は、前項によりサービスを提供することを委託する場合は、措置委託通知書（第

20号様式）により、委託しようとする事業者に対し通知するものとする。

（費用の支弁）

第7条 市長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者が、介護保険
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法の規定により当該措置に相当する介護サービスの係る保険給付を受けた場合は、その

保険給付相当額（生活保護法の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分

を、又介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗

せした額）を支弁する費用から除くものとする。

（費用の請求）

第8条 事業者は、措置に要する費用について、第21号様式により市長に請求するものと

する。

（費用の徴収）

第9条 市長は、第 7の規定により費用を支弁した場合は、当該措置の関わる者又はその

扶養義務者（民法に定める扶養義務者をいう。）から、その負担能力に応じて、当該措

置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、被徴収者が次の各号の

いずれかに該当する場合には、費用の徴収を免除することができる。

(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合

(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合

(3) その他費用の徴収が著しく困難であると市長が認めた場合

（措置の変更）

第10条 市長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至つ

た場合は、その時点において、措置を変更するものとする。

2 市長は、措置を変更したときは、第19号様式及び第20号様式により、当該措置に関わ

る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

（措置の解除）

第11条 市長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当する場合、その時点において、

措置を解除するものとする。

(1) 特別養護老人ホームに入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状態から離

脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるよう

になった場合。

(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する補助人等を活用することにより、介護保

険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場
ム、

(3) その他市長が、措置に係わる者がやむを得ない事由の解消により介護保険サービス

の利用が可能になったと認めた場合。

2 市長は、措置を解除したときは、第19号様式及び第20号様式により、当該措置に係わ

る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

（成年後見制度の活用）

第12条 市長は、措置に係る者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を

行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する

審判を請求するなどして、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度等を活用で

きるよう援助するものとする。

（その他）

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
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附則

この要綱は、平成17年12月8日から施行する。

． 

電
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延岡市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、延岡市長（以下「市長j という。）が、老人福祉法（昭和38年法律133

号）第32条、知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第28条又は精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第51条の11の2に規定する審判の請求

（以下「審判請求Jという。）その他必要な援助を行う場合における手続等を定めるこ

とを目的とする。

（審判請求の考察事項）

第2条 市長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者（以下「本人Jとしづ。）に

関し、次の各号に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 本人の配偶者及び二親等内の親族（以下「親族等Jという。）の存否並びに親族等

による本人保護の可能性

(3) 本人又は親族等が審判請求を行う見込み

(4) 市又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果

（審判請求の決定）

第3条 審判請求に関する決定は、健康福祉部長が行う。

（審判請求の手続）

第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審

判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

（審判請求の費用）

第5条 市は、家事審判法（昭和22年法律第152号）第 7条において準用する非訟事件手

続法（明治31年法律第14号）第26条の規定により、審判請求に係る費用（以下「審判請

求費用」という。）を負担する。

（審判請求費用の求償）

第6条 審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した

場合、市が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の命令に

関する職権発動を促す申立を家庭裁判所に対し行うものとする。

（報酬費用の費用）

第7条 市長は、市長が成年後見制度開始審判申立を行う者のうち、次のいずれかに該当

する者が負担する成年後見人、保佐人、補助人への報酬を助成することができる。

(1) 生活保護受給者

(2) 資産・収入等の状況から、第 1号に準じると認められる者

（補則）

第8条 この要綱の実施に際し必要な事項は、別に市長が定める。

附則

この要綱は、平成14年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成15年5月 1日から施行する。

附則
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この要綱は、平成20年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月 1日から施行する。

~ 
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延岡市高齢者等福祉相談事業実施要綱

（目的）

第 1条 延岡市高齢者等福祉相談事業（以下「事業Jという。）は、高齢者等の日常生活上

のあらゆる相談に応じ、適切な助言、援助を行うことにより高齢者等の福祉の増進を図

ることを目的とする。

（相談所）

第 2条 相談所は、延岡市社会福祉センターに設置する。

2 相談室に充てる部屋は、利用者の心身に及ぼす影響を十分考慮、し、設備調度に細心の

注意を払うとともに、外部から相談の様子が望見され、また相談の内容が聴取されるこ

とのないようにする。

（相談員）

第 3条 相談員は、民生委員・児童委員、社会福祉の専門家、弁護士等住民の福祉に関し、

理解と熱意を有し、かっ相当の経験を有するもののうちから選任する。

（関係機関との連携）

第4条 相談にあたっては、家庭裁判所、法務局、保健所、ハローワーク、警察署、社会

福祉関係機関等との連携を密にし、その協力を得て問題の解決にあたる。

（相談の受付）

第 5条 相談の受付は、日曜祝日及び年末年始（12月29日から 1月 3日）を除き毎日実施

するものとし、受付時間は月・水・木・金曜日は9時から17時まで、火・土曜日は10時

から15時までとする。

（相談料）

第 6条相談料は、無料とする。

（その他）

第 7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年4月 1日から施行する。
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認知症高齢者見守り事業実施要綱

（目的）

第 1条 認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人やその家族を

支援する認知症サポータ一等を養成し、関係機関・組織・団体等と協力しながら、認知

症の人やその家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進することを

目的とする。

（実施主体）

第 2条 事業の実施主体は、延岡市とする。ただし、その実施については、適切な事業運

営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託するものとする。

（定義）

第3条 認知症サポーター 100万人キャラパンにおける「キャラバン・メイト養成研修J

を受講し、全国キャラパン・メイト連絡協議会に登録された者をキャラパン・メイトと

称する。

2 認知症サポーター 100万人キャラバンにおける「認知症サポーター養成講座Jを受講

した者を「認知症サポーター」と称する。

（キャラパン・メイト養成研修事業）

第4条 認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座Jの企画・立案及び実

施を行う「キャラパン・メイトJを養成するため、キャラパン・メイト養成研修を実施

する。

2 キャラパン・メイト養成研修の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、 「認

知症サポーター養成講座Jを原則としてボランティアの立場で行える者とする。

(1) 認知症介護指導者養成研修の修了者

(2) 認知症介護実践リーダー研修（認知症実務者研修専門課程）の修了者

(3) 介護相談員

(4）社団法人認知症の人と家族の会 会員

(5) 認知症に関する基本的な知識や介護経験等があり、上記に準ずると延岡市が認めた

者

3 キャラパン・メイト養成研修は、全国キャラバン・メイト連絡協議会の定めるカリキ

ュラムに基づき、実施されるものとする。

4 キャラバン・メイト養成研修を受講した者は、認知症を応援する者の印として「オレ

ンジリング」の配布を受け、「キャラバン・メイト」として「全国キャラバン・メイト

連絡協議会に登録されるものとする。

5 登録者の情報は、認知症サポーター養成講座の実施を目的として、延岡市において管

理するものとのする。

6 キャラバン・メイトのフォローアップ研修を開催し、スキルアップを図る。

（認知症サボーター養成講座事業）

第4条の 2 地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成する

ため、認知症サポーター養成講座を実施する。

2 認知症サポーター養成講座の対象者は、地域住民、職域、学校、広域の団体・企業等

の従事者などとし、対象の拡充のために、啓発活動に努める。
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3 認知症サポーター養成講座は、全国キャラパン・メイト連絡協議会の基本カリキュラ

ムにそった内容に基づき、キャラパン・メイトを講師として実施するものとする。

4 認、知症サポーター養成講座修了者には、キャラバン・メイトを通じ、サポーターの証

となる「オレンジリングJを交付するものとする。

5 キャラパン・メイトは、認知症サポーター養成講座終了後、サポーター養成数を把握

し、延岡市に報告するものとする。

（費用の負担）

第 5条 キャラパン・メイト養成研修及び認知症サボーター養成講座の参加費用について

は、原則として無料とする。

（その他）

第 6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成21年 1月19日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年 4月 1日から施行する。
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延岡市紙おむつ等支給事業実施要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、高齢者（40歳以上65歳未満の者で、あって特定疾病に該当するものを

含む。以下同じ。）を介護している家族に紙おむつ等を支給することにより、高齢者を

介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢

者の在宅生活の維持及び向上を図ることを目的とする。

（支給対象者）

第2条 紙おむつ等の支給対象者は、本市に住所又は居所を有し、次の各号の要件を満た

すものとする。

(1) 介護保険法（平成 9年法律第123号）の規定による要介護認定を受け、要介護状態

区分が要介護4又は 5と認定された者（要介護4又は 5に相当すると市長が認める者

を含む。）であって、在宅で生活している者（認知症対応型共同生活介護の利用者及

び入院中の者を除く。以下「要介護高齢者Jとしづ。）を現に介護していること。

(2）要介護高齢者の属する世帯が市民税（ 4月から 6月までは前年度分、 7月から翌年

3月までは当該年度分）非課税世帯であること。

（支給の申請）

第3条 紙おむつ等の支給を受けようとする者は、紙おむつ等支給申請書（様式第13-1 

号）に在宅高齢者生活支援サービス申請書（様式第 1号）を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。

（支給の決定）

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、支給の可否を決定し、紙おむ

つ等支給決定（却下）通知書（様式第13-2号）により、申請者に通知するものとする。

（支給方法等）

第5条 紙おむつ等の支給は、 1月に 1回6千円を限度として現物を支給する方法により

行うものとする。

2 支給を受ける者は、紙おむつ等の受給時に、受給額の 1割に相当する額を納入業者（市

の委託を受けて、紙おむつ等の支給を行う者をいう。）に支払わなければならない。

（補則）

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成13年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成15年 2月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年4月 1日から施行する。
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延岡市家族介護慰労事業実施要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、高齢者（40歳以上65歳未満の者で、あって特定疾病に該当するものを

含む。以下閉じ。）を介護している家族に家族介護慰労金（以下「慰労金Jという。）を

支給することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽

減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の維持及び向上を図ることを目的とする。

（支給対象者）

第2条 慰労金の支給対象者は、本市に住所又は居所を有し、次の各号の要件を満たすも

のとする。

(1) 介護保険法（平成 9年法律第123号）の規定による要介護認定を受け、要介護状態

区分が要介護4又は5と認定された者（要介護4文は5に相当すると市長が認める者

を含む。認定されて 1年以上経過していること。）であって、在宅で生活している者

（認知症対応型共同生活介護の利用者及び入院中の者を除く。以下「要介護高齢者」

という。）を現に介護していること。

(2) 要介護高齢者の属する世帯が市民税（ 4月から 6月までは前年度分、 7月から翌年

3月までは当該年度分）非課税世帯であること。

(3) 要介護高齢者が申請日（次条の規定により慰労金の支給申請を行う日をいう。）に

おいて過去 1年間（以下「適用期間Jという。）介護保険サービス（ 1週間程度の短

期入所生活介護又は短期入所療養介護を除く。）を受けておらず、かつ、 3か月以上

の長期入院をせずに在宅で過ごしていること（長期入院した者であっても、サービス

を受けなかった期聞が、長期入院した前後の月を合算して 1年以上になる者を含む。）。

この場合において、適用期間は、前年度に行った慰労金の支給の申請に係る適用期間

に含まれる期間は含まないで、計算するものとする。

（支給の申請）

第3条 慰労金の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書（様式第14-1 

号）に在宅高齢者生活支援サービス申請書（様式第 1号）を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。

（支給の決定）

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、支給の可否を決定し、家族介

護慰労金支給決定（却下）通知書（様式第14-2号）により申請者に通知するものとす

る。

（慰労金の額等）

第5条慰労金は、年額10万円とする。

（補則）

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成15年 2月1日から施行する。

附則
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この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

司
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延岡市家族介護者交流事業実施要綱

（目的）

第 1条 家族介護者交流事業（以下「事業Jとしづ。）は、高齢者を介護している家族に対

して、介護から一時的に開放し、交流会、研修会、施設見学等を実施することにより、

身体的・精神的な負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の維持及び向上

を図ることを目的とする。

（対象者）

第 2条 事業の対象者は、本市に住所又は居所を有し、概ね65歳以上の高齢者を現に介護

している家族とする。

（事業内容）

第 3条 事業内容は次に掲げるものとする。

(1) 相互の意見及び情報交換会の開催

(2) 調査等による広報誌等の発行

(3) 相互間のネットワークの形成

（利用回数）

第4条 宿泊に伴う事業に参加できる回数は、年 1回の利用を限度とする。

（費用の負担）

第 5条 利用者は、教材等に要する実費相当額を負担しなければならない。

（その他）

第 6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成14年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月 1日から施行する。
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延岡市高齢者短期宿泊事業実施要綱

（目的）

第 1条 高齢者短期宿泊事業（以下「事業Jとしづ。）は、いわゆる社会適応が困難な者等

に対し、養護老人ホームの空き部屋を利用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を

行うとともに体調の調整を図ることにより、高齢者が地域において自立した生活を継続

することができるよう支援することを目的とする。

（対象者）

第 2条 この要綱に基づくサービス（以下「サービスJという。）を受けることができる者

（以下「対象者Jという。）は、本市に住所を有する概ね65歳以上の高齢者であって、

基本的生活習慣が欠如していたり対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難

な者や家庭の事情等により短期的に在宅での生活が困難な者で、介護保険における要介

護認定により非該当と判定された者又は要介護認定を受ければ非該当と判定される見

込みがある者とする。

（利用の申請等）

第 3条 サービスを受けようとする対象者は、在宅高齢者生活支援サービス申請書（様式

第 1号）及び診断書（様式第4号）を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その適否を決定し、在宅高齢者生活支援サービ

ス決定（却下）通知書（様式第3号）により申請者に通知するものとする。

（利用回数等）

第4条 サービスの利用は、原則として 1か月に 1週間を限度とする。

（費用の負担）

第 5条 サービスを受けた者は、 1日当たり 2,000円を負担しなければならない。ただし、

やむを得ない事由により、支払いが困難であると認めるときは減免することができる。

2 前項の規定により、費用の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書（様式第10

-3号）を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、費用の減免措置の適否を決定し、その

旨を利用料減免決定（否決）通知書（様式第10-4号）により当該申請書を提出した者に

通知するものとする。

（その他）

第 6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成12年 4月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年 4月 1日から施行する。
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延岡市元気あっぷシニアデ、イサービス事業実施要綱

（目的）

第 1条 元気あっぷシニアデ、イサービス事業（以下「事業j という）は、基本チェックリ

ストの結果等により、要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる65歳以

上の者に対し、介護保険法（平成 9年法律第123号。以下「法」という。）における指

定介護予防通所介護事業所文は指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、

運動器等の機能向上プログラムを実施し、自立した生活の確立と自己実現の支援を行う

ことを目的とする。

（実施主体）

第2条 事業は、適切な事業運営が確保できると認められる医療法人、社会福祉法人等に

委託して行うものとする。

（対象者）

第3条 事業で提供するサービス（以下「サービスJという。）を受けることができる者（以

下「対象者j という。）は、本市に住所を有する65歳以上の者であって、地域支援事業

実施要綱（平成18年6月 9日老発第 0609001号）に規定する二次予防事業の対象者把握

事業等により、二次予防事業の対象者と決定され、かつ、地域包括支援センターが行う

介護予防ケアマネジメントにより個別サービス計画が作成された者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 要介護認定又は要支援認定を受けている者

(2) 伝染性疾患を有し、他の者に伝染させるおそれがある者

(3) 疾病等により医療機関に入院し、治療を受ける必要がある者

他） 精神障害等により、他の通所者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者

(5) その他この事業の対象として適当でないと市長が認める者

（実施施設）

第4条 事業は、法第8条の 2第7項に規定する施設文は法第8条の 2第8項に規定する

施設において実施するものとする。

（サービス内容）

第5条 サービスの内容は、利用者の運動器の機能向上等を目的として個別に実施される

機能訓練文はリハビリテーションを中心に、口腔機能向上や他者とのコミュニケーショ

ンを含む脳の活性化を促すようなプログラムも取り入れた、利用者の心身の状態の維持

又は向上に資すると認められるもの（以下「運動器機能向上サービスJという。）とす

る。

2 サービスの提供は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18

年厚生労働省令第35号）に規定する介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーシ

ョンの基準に準じて行うものとする。

（利用の申請等）

第6条 サービスを利用しようとする対象者は、元気あっぷシニアデイサービス申請書（様

式第19-1号）を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その適否を決定し、元気あっぷシニアデイサー
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ビス利用決定通知書（様式第19-2号）又は元気あっぷシニアデ、イサービス利用却下通

知書（様式第19-3号）により申請者に通知するものとする。

（利用回数等）

第 7条 サービスの利用は、原則として週 l回、期間を概ね 3か月とし、利用回数の上限

を12回とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

（利用料）

第 8条 サービスを利用する者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 利用料 1回につき 300円

(2）食事の提供に要する費用及び原材料費 実費相当額

（その他）

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成20年12月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月 1日から施行する。
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延岡市生きがいデイサービス事業実施要綱

（目的）

第 1条 生きがし、デイサービス事業（以下「事業Jという。）は、家に閉じこもりがちな高

齢者に対し、老人デイサービスセンターにおいて健康状態の確認、生活指導、日常動作

訓練及び生きがい活動等の各種サービスを提供することにより、要介護状態への進行を

予防することを目的とする。

（対象者）

第2条 この要綱に基づくサービス（以下「サービスJという。）を受けることができる者

（以下「対象者」という。）は、本市に住所を有する概ね65歳以上の高齢者であって、

介護保険における要介護認定により非該当と判定された者又は要介護認定を受ければ

非該当と判定される見込みがある者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定高齢者デイサービス終了者で、引き続き生きがいデイサービスを利用すること

が介護予防に資すると認められる者

(2) 高齢者虐待があり、定期的な身体観察が必要な者

(3) その他市長が必要と認める者

（実施施設）

第3条 事業は、老人福祉法第10条の4第 1項第2号に規定する老人デイサービスセンタ

ーにおいて実施するものとする。

（利用の申請等）

第4条 サービスを受けようとする対象者は、在宅高齢者生活支援サービス申請書（様式

第 1号）及び診断書（様式第4号）を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その適否を決定し、在宅高齢者生活支援サービ

ス決定（却下）通知書（様式第3号）により申請者に通知するものとする。

（利用回数）

第5条 サービスは、原則として 1週間に 1回の利用を限度とする。

（費用の負担）

第6条 サービスを受けた者は、基本事業として 260円、食事、入浴及び送迎を利用した

場合はそれぞれ 400円、 300円及び40円を加算して負担しなければならない。

（その他）

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
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延岡市シルバー生き生きサロン事業実施要綱

（目的）

第 1条 シルバー生き生きサロン事業（以下「事業Jという。）は、一人暮らしの高齢者等

を対象に、趣味やスポーツ等様々な学習活動を通して仲間づくりをすることによって、

寝たきり高齢者のいない健やかで活力ある地域づくりを進めることを目的とする。

（対象者）

第2条 この要綱に基づくサービス（以下「サービスJという。）を受けることができる者

（以下「対象者Jという。）は、本市に住所を有する概ね65歳以上の高齢者とする。

（サービス内容）

第3条 事業のサービス内容は次のとおりとし、原則、月 1回以上実施するものとする。

(1) 趣味活動（やきもの、水彩画、パッチワー夕、手芸、押し花絵等）

(2) 学習活動（健康教室、料理教室、陶芸教室、介護教室、各種発表会等）

(3) 野外活動

(4) スポーツ、レクリエーション

(5) ボランティア活動

(6) 世代間交流

(7) その他の事業（地域の祭りへの参加など）

（生きがい活動援助員）

第4条 事業を円滑に実施するために、生きがい活動援助員（以下「援助員Jという。）を

配置する。

2 援助員の業務は次のとおりとする。

(1) 第 3条に定めるサービス内容を実施する。

(2) 一人暮らしの高齢者等に参加を呼びかけるなど会員の募集を行う。

(3) 地区の高齢者クラブ等の団体と連携を図るとともに、地区住民のニーズや参加者の

意向を考慮に入れながら、カリキュラムを作成する。

(4) サロン会員の連絡、会場の確保、講師の選定などを行い毎月末に実施報告書を提出

する。

(5) その他必要と認められる業務を行う。

（実施場所）

第 5条 事業の実施は、地区公民館等、この事業の目的が達せられる場所で行うものとす

る。

（利用人員等）

第6条 利用人員は 1サロン当たり概ね15名程度とする。

（費用の負担）

第 7条 サービスを受けた者は、材料費など実費相当額を負担することがある。

（その他）

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

30 



この要綱は、平成15年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年 7月 1日から施行する。

31 

－ 

・．



延岡市地域住民グ、ループ支援事業実施要綱

（目的）

第 1条 延岡市地域住民グループ支援事業は、一人暮らしの高齢者等を対象に、仲間づく

りなどを行い、寝たきり高齢者のいない健やかで活力ある地域づくりを進めるグ、ループ

の活動を支援する事を目的とする。

（対象グ、ループ）

第 2条 この要綱に基づく支援を受けることが出来るグ、ループは、介護予防を目的として

一人暮らしの高齢者等を対象に、地域のふれあい活動をおこなっており、延岡市長が適

当と認めたグ、ループとする。

（支援を受けるための活動内容）

第 3条 この要綱に基づく支援を受けることが出来るグ、ループの活動内容はこのとおりと

し、活動回数は原則として、月 1回以上とする。

(1) 趣味活動（やきもの、水彩画、パッチワー夕、手芸、押し花絵等）

(2) 学習活動（健康教室、料理教室、陶芸教室、介護教室、各種発表会等）

(3) 野外活動

住） スポーツ、レクリエーション

(5) ボランティア活動

(6) 世代間交流

(7) その他の事業（地区の祭りへの参加など）

（活動場所）

第4条 公民館、集会所、民家、寺社等近隣の集まりやすい場所とする。

（その他）

第 5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成13年 1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月 1日から施行する。
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延岡市介護支援ボランティア制度実施要綱

（目的）

第1条 この要綱は、高齢者自身の社会参加活動を通じた地域貢献の奨励及び支援を図る

ため、介護保険法（平成9年法律第123号）第115条の45第 1項に規定する地域支援事業

として、延岡市介護支援ボランティア制度（以下「介護支援ボランティア制度Jという。）

を設け、もって介護予防を推進するとともに生き生きとした地域社会をつくることを目

的とする。

（基本方針）

第2条 介護支援ボランティア制度は、高齢者のボランティア精神を尊重し、地域におい

て高齢者自らの介護予防を推進するように配慮、した運営を行わなければならない。

2 介護支援ボランティア制度の実施に当たっては、個人情報保護に留意しなければなら

ない。

3 介護支援ボランティア制度の運営に当たっては、次の効果を上げることができるよう

配慮、しなければならない。

(1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。

(2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。

(3) 要介護高齢者等に対する介護支援ボランティア活動に関心が高まること。

但） 介護給付費等の抑制につながること。

（介護支援ボランティア制度）

第3条 介護支援ボランティア制度は、高齢者が行った介護支援ボランティア活動の実績

を介護支援ボランティアポイント（以下「ポイントJという。）として評価し、当該高

齢者の申出により、ポイントを活用したポイント転換交付金を交付するものとする。

2 介護支援ボランティアとして登録できる高齢者は、延岡市における介護保険第 1号被

保険者とする。

3 介護支援ボランティアとして登録された高齢者は、第5条第 1項で登録された介護支

援ボランティア受入施設等（以下「受入施設等Jという。）で介護支援ボランティア活

動を行うこととする。

（介護支援ボランティアの登録）

第4条 介護支援ボランティア活動を行おうとする高齢者は、延岡市介護支援ボランティ

ア登録申請書（様式1号）を市に提出するものとする。

2 市は、介護支援ボランティアに登録された高齢者に対し、介護支援ボランティア手帳

を交付するものとする。

（受入施設等）

第5条 受入施設等は、あらかじめ第 3条第 3項に規定する介護支援ボランティアの対象

となる事業所及び受け入れる介護支援ボランティア活動内容について登録しなければ

ならない。

2 介護支援ボランティア活動の対象となる事業所種別及び受け入れる介護支援ボランテ

ィア活動内容は、別表のとおりとする。

3 受入施設等が第 1項の登録を受けようとするときは、延岡市介護支援ボランティア受

入施設等登録申請書（様式第2号）により市長に申請しなければならない。
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4 市長は、前項の申請について承認、又は却下したときは、延岡市介護支援ボランテイ

ア受入施設等登録・却下決定通知書（様式第 3号）により申請者に通知するものとする。

5 市長は、既に登録を受けている事業所について、その登録を取り消したときは、延岡

市介護支援ボランティア受入施設等登録取消決定通知書（様式第4号）により登録を受

けていた者に通知するものとする。

6 受入施設等は、介護支援ボランティア活動をおおむね 1時間につき 1回として評価す

るものとする。ただし、介護支援ボランティア活動を 1日に 2時間を超えて行った場合

については、 2固として評価するものとする。

7 評価の方法は、介護支援ボランティア手帳に受入施設等が活動確認、スタンプを押印す

ることによって行うものとする。

8 前項に規定する活動確認、スタンプの様式は、市長が別に定める。

9 受入施設等は、介護支援ボランティアを受け入れたときは、延岡市介護支援ボランテ

ィア活動記録簿（様式第 5号）に介護支援ボランティア活動の実績を記載し、当該介護支

援ボランティア活動の受入れを行った月の翌月の10日までに市長に提出するものとす

る。

（ポイント）

第6条 市長は、前条第 7項で規定する活動確認、スタンプ 1個につき、 100ポイントとし

て付与する。

2 活動実績及びポイントは、第三者へ譲渡及び相続することはできない。

3 ポイントの有効期間は、ポイントを付与された日から、同日の属する年度の翌年度の

末日までとする。

（ポイント転換交付金）

第7条 ポイントを活用してポイント転換交付金の交付を受けようとする者は、延岡市介

護支援ボランティアポイント活用申請書（様式第6号）に介護支援ボランティア手帳を

添えて、市長に提出しなければならない。ただし、延岡市介護支援ボランティアポイン

ト活用申請書の提出ができるのは、前条第 3項に規定するポイントの有効期間内とする。

2 転換交付金の交付を受けようとする者に介護保険料の滞納がある場合は、当該ポイン

ト転換交付金は交付しないものとする。

3 ポイント転換交付金の額は、 100ポイントにつき100円とする。ただし、交付するポ

イント転換交付金の額は、申請 1回につき 1,000円を下限とし、ーの年度につき 5,000

円を上限とする。

4 市長は、同条第 1項の介護支援ボランティアポイント転換交付金の交付を決定、又は

却下したときは延岡市介護支援ボランティアポイント転換交付金交付・却下決定通知書

（様式第7号）によって通知するものとする。

（委任）

第8条 この要綱に規定するもののほか、介護支援ボランティア制度実施に関し必要な事

項は、別に定める。

付則

（施行期日）

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
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（準備行為）

2 介護支援ボランティア制度の施行に関し必要な行為は、施行目前においても行うこと

ができる。

別表

事業所種別 活動内容

① 特別養護老人ホーム ① 歌や踊りなどの慰問活動

② 養護老人ホーム ② レクリェーション等の指導・参加支援

③ 介護老人保健施設 ③ 入所者の話し相手

④ グループホーム ④ 囲碁・将棋など娯楽活動の相手

⑤ その他市長が認める施設 ⑤ 施設行事の手伝い

⑥ その他市長が認める活動

（ただし、介護保険給付サービスの対象となる活

動を除く）
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延岡市包括的支援事業実施要綱

（目的）

第 1条 延岡市包括的支援事業（以下「事業Jとしづ。）は、介護保険法第9条に規定する

被保険者（以下「被保険者Jとしづ。）が要介護状態等となることを予防するとともに、

要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を

営むことができるよう支援することを目的とする。

（対象者）

第2条 事業の対象者は、被保険者及びその家族等とする。

（事業内容）

第3条 事業内容については、次の各号に掲げる業務とする。

(1）被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれ

ている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、介護予防事業に関するケアマ

ネジメント業務をおこなうこと。また、特定の高齢者に対し行われる介護予防事業の

対象となる者の把握を行うこと。

(2）被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態又は家族等の状況、その他の

必要な実情の把握を行うとともに、問題やニーズの評価をおこなうこと。

(3）保健福祉サービス等の円滑な適用に資するため、被保険者及びその家族等に関する

基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の

課題等を記載した台帳（以下「サービス基本台帳」という。）を整備すること。

(4）保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関

係機関との連絡調整及び連携体制の構築を行うこと。

(5）被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための支援を行うため、総合的な

相談業務をおこなうこと。

(6）被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための業務その他の被保険者の権

利擁護のため必要な援助を行うこと

(7）地域の介護支援専門員を支援するため、日常的個別相談への対応及び事例検討会や

研修、制度や施策等に関する情報提供を行うこと。

(8）支援困難事例等について、地域の関係者や関係機関連携の下で、具体的な支援方針

を検討し、指導・助言等をおこなうこと。

(9）地域の保健医療福祉サービスや社会資源の状況を把握した上で、地域における様々

な関係者のネットワークを構築すること。

側各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の

提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

ω被保険者やその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行等の便宜を

図る等、保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

側高齢者ができる限り要介護状態にならずに健康で生き生きとした生活をおくれるよ

う支援する観点から、介護予防教室、転倒骨折予防教室等を開催すること。

（実施の委託）

第4条 延岡市は、老人介護支援センターの設置者、社会福祉法人、医療法人、その他市

町村が適当と認めるものに対し、事業の実施を委託することができる。
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2 前項の規定による委託は、事業のすべてにつき一括して行うこととする。

（地域包括支援センターの設置）

第 5条 前条の規定により委託を受けた者は、事業を実施するため地域包括支援センター

を設置することとする。

（その他）

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成18年4月 1日から施行する。
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延岡市地域包括支援センター運営事業実施要綱

（目的）

第1条 延岡市地域包括支援センター運営事業（以下「事業Jとしづ。）は、高齢者の心身

の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向

上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

（対象者）

第2条 事業の対象者は、介護保険法（以下「法Jとしづ。）第9条に規定する被保険者（以

下「被保険者Jとしづ。）及びその家族等とする。

（設置者）

第3条 地域包括支援センター（以下「支援センターJという。）を設置できる者は、延岡

市包括的支援事業運営実施要綱の規定により、延岡市より包括的支援事業の実施につい

て委託を受けた者とする。

（設置の届出）

第4条 支援センターを設置しようとする者は、あらかじめ次の各号に定める事項につい

て、届出を行わなければならない。

(1) 地域包括支援センターの名称及び所在地

(2) 法第115条の40第 1項の委託を受けた者（以下この条において「受託者Jという。）

で、あって、法第115条の39第3項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地

及び並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 与£~／
(3) 地域包括支援センターの設置の予定年月日

性） 受託者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書 ~·~－ .A~ 、， I , ~ .¥ j 

(5) 地域包括支援センターの平面図

(6) 職員の職種及び員数

(7) 職員の氏名、生年月日、住所及び経歴

(8) 営業日及び営業時間

〆

ぇヤ 、j/ - ') ) 
／？＼  

(9）担当する区域 ノイJ
。手

側収支予算書及び事業計画書 r と： F

ω 適切、公正かっ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書

凶その他必要と認める事項 -r，，〆
,v' 

e一、

（事業内容）

第5条 地域包括支援センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 延岡市包括的支援事業実施要綱に規定する事業

(2) 法第8条の 2第18項に規定する介護予防支援事業

（相談協力員）

l ’tム：＂::... 

第6条 被保険者等の保健福祉サービスの利用促進を図るため、支援センターに地域包括

支援センター相談協力員（以下「相談協力員Jという。）を置く。

2 支援センターは、定期的に相談協力員の研修等を実施するものとする。

3 相談協力員は、支援センターと連携して次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(I) 被保険者及びその家族等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介、啓発

(2) 被保険者及びその家族等からの相談事項の支援センターへの連絡等
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（延岡市地域包括支援センター運営協議会）

第 7条 支援センターは延岡市地域包括支援センター運営協議会（以下「運営協議会Jと

いう。）と連携し、支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保その他支援センタ

ーの円滑かっ適正な運営を図らなければならない。

（連絡会）

第8条 運営協議会の下に、延岡市地域包括支援センタ一連絡会（以下「連絡会Jという。）

を置く。

2 連絡会は、市及び支援センターの職員をもって組織する。

3 連絡会は、毎月開催する。

4 連絡会は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 各支援センタ一間及び行政との情報交換及び連絡、調整

(2) 運営協議会で協議すべき事項の取りまとめ

(3) 被保険者等の処遇検討等

（相談等に要する費用）

第 9条 支援センターにおける相談、指導、助言等に要する費用は無料とする。

（守秘義務）

第10条 事業に携わる者は、事業の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

（その他）

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成18年4月 1日から施行する。
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延岡市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

（設置）

第 1条 延岡市は、その地域包括支援センター（以下「センター」という。）の適切な運

営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かっ適正な運営を図るため、地域包括

支援センター運営協議会（以下「運営協議会Jという。）を設置する。

（所掌事務）

第 2条 運営協議会は、次に掲げる事務について所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認、に関すること

ア センターの担当する圏域の設定

イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンタ

ーの業務を委託された法人の変更

ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

エ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

オ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要で、あると判

断した事項

(2) センターの運営に関すること

ア 運営協議会は、毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるもの

とする。

(7) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

（イ）前年度の事業報告書及び収支決算書

（ウ）その他運営協議会が必要と認める書類

イ 運営協議会は、ア（イ）の事業報告書によるほか、次に掲げる点を勘案して必要な基

準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。

（ア）センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供

するサービスに偏りがなし、か

（イ）センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供する

サービスの利用を不当に誘因していなし、か

（ウ）その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

(3) センターの職員の確保に関すること

運営協議会は、センターの職員を確保するため、必要に応じ、運営協議会の構成員

や、地域の関係団体等の間での調整を行う。

(4) その他の地域包括ケアに関すること

運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域

包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって

運営協議会が必要と判断した事項を行う。

（組織）

第 3条 運営協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び医師、歯科医師、看護師、

介護支援専門員、機能訓練指導員等の職能団体等
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(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者（ 1号及び 2号）

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

任） 地域ケアに関する学識経験を有する者

(5) その他市長が必要と認める者

（任期）

第4条 委員の任期は、 2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第 5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は委

員の中から会長が指名する。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。

（会議）

第 6条 運営協議会は、必要に応じて市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会長が必要と認める場合には、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又

は説明を聴くことができる。

（庶務）

第 7条 運営協議会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

（その他）

第 8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別

に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月 1日から施行する。
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延岡市地域福祉推進事業実施要綱

（目的）

第 1条 地域福祉推進事業は、地域福祉推進チーム（以下「推進チーム」という）を設置

し、地域で生活する高齢者及びその家族に対する「声かけJ「見守り Jf助け合しリを基

本とした活動等を行うことにより、高齢者の生活不安や心配事の解消を図ることを目的

とする。

（推進チームの組織）

第 2条 地域福祉に理解のある実働可能な地域住民により組織し、代表者及び会計を置く。

（推進チームの活動）

第 3条 推進チームは、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 地域における高齢者の実態を把握する。

(2) 把握した問題を客観的に検討する。

(3) 必要に応じ民生委員、支援センタ一、福祉事務所及び保健所等に連絡し事態の改善

を図る。

(4) 地域住民に保健、福祉の制度を周知し、公的サービスの活用を推進する。

(5) 「声かけj 「見守り」「助け合しリその他日常的に無理なくできる助け合い活動によ

り在宅高齢者を支援する。

(6) その他地域福祉の推進に必要な活動を行う。

（責務）

第4条 推進チームの班員は、活動を行うにあたっては個人の人格を十分に尊重しなけれ

ばならない。

2 推進チームは、活動を円滑に行うために、定期及び随時に会議を聞かなければならな

し、。

（市の協力）

第 5条 事業の広範な発展を期するため、市は推進チームに対し、次の各号の助成協力を

行う。

(1) 活動費の助成

(2) 推進チーム育成のための相談、助言

(3) 推進チームの研修に対する協力

(4) 活動に必要な場所の提供

(5) 推進チーム活動に協力が必要とされる他機関への協力要請

（守秘義務）

第 6条 事業に携わる者は、事業の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

（その他）

第 7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成 2年12月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成12年 4月 1日から施行する。

附則
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この要綱は、平成18年4月 1日から施行する。
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延岡市社会福祉事業功労者等表彰要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、多年延岡市社会福祉の増進に尽くし、その功績が著しい個人若しく

は団体又はその業績が他の模範となる社会福祉施設等を表彰するため、必要な事項を定

める。

（表彰の目的）

第 2条 表彰の種類は次の各号のとおりとし、表彰の基準は、それぞれ当該各号に定める

とおりとする。

(1) 社会福祉事業功労者表彰

ア 民生委員児童委員としての功績が顕著で他の模範となり、 15年以上社会福祉に貢

献し、現にその職にある者

イ 社会福祉施設（市営施設を除く）又は民聞社会福祉団体の役員若しくは職員でそ

の功績が特に顕著であり、次のいずれかに該当するもの

(7）社会福祉施設法人又は団体の役員としてその強化発展、育成指導、奨励等に多

大の貢献をした者で、原則としてその役員としての経歴が 15年以上ある者

（イ）社会福祉施設または団体の業務に15年以上従事する職員で、当該業務に精励し、

特に勤務成績が優秀で、あって他の模範となる者

（ウ）社会福祉法人等においてホームヘルプ事業に15年以上従事する職員等で、当該

業務に精励し特に勤務成績が優秀であって他の模範となる者

(2) 社会福祉民間奉仕者（功労者）・団体表彰

民間奉仕者として地域の福祉向上のため尽力し、その功績が顕著であって、次のい

ずれかに該当する個人又は団体

ア 多年にわたり里親として児童を養育した実績がある者

イ 多年にわたり手話奉仕員、点訳奉仕員または朗読奉仕員として活動した実績があ

り、現在なお活動している者

ウ 多年にわたりねたきり老人に献身的な介護を行った者、または老人福祉増進に多

大の貢献をした者

エ 多年にわたり重度心身障害者（児）に献身的な介護を行った者

オ 身体障害者または母子（父子）世帯であって、よくその障害ならびに苦難を克服

し現在自立更生して他の模範となる者

カ 多年にわたり民間奉仕活動の実践者として活動した実績があり、現在なお活動し

ている者

キ 社会福祉推進のための奉仕団体（グループ）として過去10年以上にわたり率先し

て活動を行い、現在なお活動中のもの

(3) 優良社会福祉施設表彰

社会福祉施設として知事の認可を受けた民間施設であって 過去 5年以上にわたり

優秀な事業成績をあげその実績が特に顕著なもの

(4) 日本赤十字社奉仕団員表彰

日本赤十字社奉仕団員としてその業務に精励し、特に成績が優秀で、あり他の模範と

なる者
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(5) 日本赤十字活動功労者表彰

前号を除く日本赤十字にかかる活動に精励し、特に功労が顕著であり、他の模範と

なる者

（表彰の決定）

第3条 表彰を受ける者は前条各号のうち、福祉事務所長が内申したもののうちから市長

が決定する。

（表彰の重複禁止）

第4条 この要綱によって表彰された者を同一事由によって再び表彰することはできない。

（表彰の時期）

第 5条 表彰は、延岡市社会福祉大会において行う。ただし、特別の事情があるときは、

これによらないことができる。

附則

この要綱は、昭和54年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成6年 5月10日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年 5月16日から施行する。
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延岡市社会福祉事業基金運用益事業実施要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、広く福祉活動団体等から地域福祉事業を公募し、審議会での検討を

経て決定された事業に対して補助金を交付することにより、地域における福祉活動の促

進、快適な生活環境の形成等を図ることを目的とする。

（対象者）

第 2条 この要綱に基づく補助金（以下「補助金」という。）の交付を受けることができる

者は、市内に活動拠点を有する市民活動団体、ボランティアグループ、 NPO法人等で、

平素の自主活動について、他の機関・団体から資金的援助（協賛金、寄付金を除く）を受

けていない市民活動団体等とする。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱の目的に沿うものであると市長が認めた者につい

ては、補助金を交付することができる。

（対象事業）

第 3条 補助金の交付の対象となる事業（以下「対象事業Jという。）は、市内において行

われる次に掲げる事業であって、原則として新たに実施する公益性の高い事業で、当該

会計年度内に完了するものとする。

(1) 民間福祉活動を支援する事業

(2) 在宅福祉等の普及、向上に関する事業

(3) 生きがい、健康づくりの推進に関する事業

他） ボランティア活動の活性化に関する事業

(5) 福祉の推進に関する研究調査に関する事業

(6) その他の事業で効果が極めて高いと見込まれる事業

（対象事業から除外される事業）

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業については、対象事業から除外

する。

(1) 他の助成制度（補助金・融資等）の対象となり、補助金等の交付を受けて行う事業

(2) 営利を目的として実施される事業（チケット販売等の収益事業を含む）

(3) 政治的活動または宗教活動に関する事業

(4) 公共の安全及び秩序又は善良な風俗を害するおそれのある事業

(5) 活動の効果や利益が特定の個人又は団体等に限られる事業

(6) 施設の建設、整備又は維持管理を主な目的とする事業

(7) その他補助することが適当でないと認められる事業

（補助対象経費）

第 5条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費Jという。）は、補助対象事

業に直接要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(I) 食糧費

(2) 申請団体等の一員への謝礼金、人件費及び旅費

(3) 総会等申請団体の運営のための経費

同） その他補助対象経費とすることが適当でないと認められる経費
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（補助金の額）

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において年度ごとに決定する。

（申請）

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、別に定める時

期までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業補助金等交付申請書（別記様式 1号）

(2) 事業計画書（別記様式2号）

(3) 活動団体に関する調書（別記様式3号）

(4) 事業収支予算書（別記様式4号）

（審議会）

第8条 前条の規定によりなされた申請に関し、延岡市社会福祉事業基金運用審議会条例

（平成3年条例第30号）に基づき、次に掲げる事項の検討を行う。

(1) 事業の目的及び内容

(2) 補助金の額

(3) その他市長が必要と認める事項

2 審議会は、検討の結果を市長に報告するものとする。

（補助金を交付する事業の決定等）

第 9条 市長は、前条2項の規定により報告された検討の結果を尊重し、補助金の交付事業

と金額を決定するものとする。

（補助事業の変更及び中止）

第10条 やむを得ない理由により、補助事業の一部又は全部を変更又は中止する場合は、

次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施（変更・中止）申請書（別記様式5号）

(2) （変更・中止）事業計画書（別記様式6号）

(3) （変更・中止）事業収支予算書（別記様式7号）

（補助金の返還）

第11条 以下の場合は、補助金の全部又は一部を返還するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の給付を受けたことが判明したと認められる場

ムロ。

(2) 補助金を、対象活動以外又は対象経費以外に使用したと認められる場合。

(3) 助成の活動を中止したり、完了できなかった場合。

(4) その他、何らかの事由により補助金が活用なされなかった場合。

（その他）

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 この要綱施行以前に決定している事業の取扱については、従前のとおりとする。
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延岡市生きがいと健康づくり推進事業運営要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、明るい活力ある長寿社会の実現に向けて、高齢者が家庭や地域社会

などの各分野において、生涯を健康で、、かっ生きがいをもって社会活動ができるよう支

援することを目的とする。

（対象者）

第 2条 生きがいと健康づくり推進事業を利用できる者は、市内に居住地を有するおおむ

ね60歳以上の者とする。ただし、広く長寿社会づくりに資する市民啓発等の事業につい

ては、市内に居住地を有するすべての市民を対象とする。

（事業内容）

第 3条 生きがいと健康づくりを推進するために、次の各号に定める事業を実施するもの

とする。

(1) 高齢者の活動に関する顕彰事業

(2) 生涯学習に関する事業

(3) スポーツに関する事業

凶） 創作活動に関する事業

(5) その他生きがいと健康づくりに関するもので、市長が特に必要と認める事業

（委任）

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成12年 4月 1日から施行する。
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ボナー寿賞表彰要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、年齢にとらわれず自らの責任と能力において、自由で生き生きとし

た生活を送る高齢者を表彰し顕彰することにより、同世代の高齢者及びこれから高齢期

を迎えようとする世代に対して事例を提供する。

（資格）

第 2条 表彰を受ける者は、延岡市に居住する者で次の各号のうちから特に顕著な実践者

を選考委員会において選考する。

(1) 過去に培った知識や経験を生かして、それを高齢期の生活で社会に還元し活躍して

いる者

(2) 中高年から一念発起して物事を成し遂げた者

(3) 壮年期において達成した地位や体面にとらわれることなく、高齢期を新しい価値観

でいきいきと生活している者

(4) 自らの努力、習練等により優れた体力気力等を維持して活隠している者

(5) 自らの時間を活用し、近所づきあいや仲間うちなどでの支え合い活動に積極的に貢

献している者

(6) 地域社会の中で、地域住民のリーダーやコーディネーター的な役割を発揮し、生き

生きと生活している者

(7) その他その活動が顕著で、ある者

（表彰の時期）

第 3条 表彰は、毎年9月市長の定める日に行う。

（選考委員会）

第4条 表彰者の決定に当たり、庁内に選考委員会（以下「会Jという）を置く。

2 会の委員は次のとおりとする。

副市長企画部長総務部長健康福祉部長教育部長

3 会の委員長は副市長とし、会は副市長が招集する。

4 会の事務は高齢福祉課において行う。

（表彰の重複禁止）

第 5条 この要綱によって表彰された者を同一事由によって再び表彰することはできない。

（委任）

第 6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成9年 9月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年 7月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年 6月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年 4月 1日から施行する。
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延岡市高齢者クラブ補助金交付要綱

（目的）

第1条 この要綱は、延岡市補助金等の交付に関する規則（昭和 50年2月 1日規則第

2号。以下「規則Jという。）に定めるもののほか、延岡市高齢者クラブ連合会（以下

「連合会Jという。）及び延岡市内の高齢者クラブに対する補助金の交付について必要

な事項を定めるものとする。

（補助対象）

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、連合会と次の各号に該当する高齢

者クラブとする。

(1) 会員の年齢をおおむね 60歳以上とし、会員数がおおむね 30人以上であるもの

ただし、地理的条件、その他特別の事情があるなどやむを得ないと判断した場合に限

り、会員数 15人以上であれば補助対象とする

(2) クラブ活動が円滑に行われる程度の同一小地域内に会員が居住しているもの

(3) 参加しようとする高齢者を、差別することなく会員として参加させているも

の

(4) 相当数の会員が常時参加し、年間を通じて恒常的かっ計画的に活動している

もの

(5) ボランティア活動、生きがい健康づくりに係る各種活動、その他の社会活動

を総合的に実施しているもの

（補助金の額）

第3条 補助金の種類は次の各号に掲げるものとし、補助金額は市長が当該活動に必要と

認めた額とする。

(1) 高齢者クラブの月間活動に対するもの

(2) 連合会の年間活動に対するもの

（補助金の交付時期）

第4条 この補助金は概算払いにより交付するものとする。

（補助金の交付申請）

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第3条に規定するもののほか、必要

に応じ次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 高齢者クラブ結成届

(2) 高齢者クラブ規約

(3) 役員名簿

他） 会員名簿

（報告）

第6条 補助金の交付を受けたものは、翌年度の4月20日までに実績報告をしなければな
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らない。

（委任）

第 7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、昭和 57年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 12年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 22年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 25年4月 1日から施行する。
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延岡市高齢者福祉パス運営要綱

（趣旨）

第 1条 この要綱は、高齢者福祉パス（以下「パスJとしづ。）運営について必要な事項を

定めるものとする。

（対象者）

第2条 パスを利用できるものは、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 延岡市高齢者クラブ

(2) 延岡市高齢者クラブ連合会

(3) 延岡市長が上記団体に準ずるものとして、特に利用を認める団体

2 パスを利用できる人数は、原則として20人以上とする。

（対象事業）

第3条 パスは、前条に掲げるものが、次の各号に掲げる事業を実施する場合に利用でき

るものとする。

(1) 教養を高め、知識を深める事業

(2) 健康保持を図り、生きがし、を高める事業

(3) 親睦を深め、仲間意識を高揚する事業

(4) その他市長が特に必要と認める事業

2 市長は、前項にかかわらず、 特にふさわしくないと判断した場合、利用を承認せず、

又は、承認の全部若しくは一部を取消すことができる。

（利用回数）

第4条 前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める回数を

限度としてパスを利用することができる。

(1）第 2条第 1項第 1号に規定するもの年2回

(2）第2条第 1項第 3号に規定するもの年 1回

2 前項の規定を適用する場合において、 1泊2日での利用は、 2回の利用とみなす。

（利用期間等）

第5条 パスを利用できる期間及び時間は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用できる期間 1月 5日から12月28日まで

(2）利用できる時間 午前8時30分から午後 5時30分まで

（費用負担）

第6条 ノ〈スを利用する団体は次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 有料自動車道の通行料金

(2) 利用中の駐車料金

(3) 宿泊を伴う運行の場合、運転手の宿泊費等

（利用の申請等）

第7条 パスを利用する団体の代表者は、利用を希望する日の30日前までに高齢者福祉主

管課に利用申込みをしなければならない。又、利用日程、利用人数等に変更を生じた場

合は、すみやかに届け出なければならない。

（原状回復）

第8条 パスを利用する団体が、利用中に故意文は過失によりパスの車体等に損傷を与え
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たときは、当該団体の負担で現状に回復させなければならない。

（委任）

第 9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成12年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年 9月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年 4月 1日から施行し、第5条の改正規定は同日以後のパスの利用

について適用する。
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延岡市高齢者パスカ等交付要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、高齢者に対しパスカ又は悠々パス券の購入助成券（以下「パスカ等J

という。）を交付することにより、高齢者の社会参加を促進し、生きがいと健康づくり

に寄与することを目的とする。

（受給資格）

2 パスカ等の交付を受けられる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 満70歳以上の者及び当該年度内に70歳となる者

(2) 本市に居住し、かっ本市の住民基本台帳に登録されている者

(3) 公的年金受給額が年額 1,000,000円以下の者

（パスカ等の交付）

第 3条 この要綱に基づくパスカ等の交付は、受給資格者 1人につき、パスカ又は悠々パ

ス券の購入助成券のいずれか一方とし、 1年当たりの交付回数は、次の各号に掲げるパ

スカ等の種別に応じ、当該各号に定める回数とする。

(1) パスカまたは積み増し券（ 4,000円相当額） 1回

(2) 悠々パス券の購入助成券（半年分、 3,500円相当額） 2回

（申請等）

第4条 パスカ等の交付を受けようとする者は、パスカ・悠々パス券購入助成券交付申請

書（様式第 1号）を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請があったときは、受給資格を審査し、第 2条の条件を満たす者にパ

スカ等を交付するものとする。

3 パスカ等の交付を受けた者（以下「受給者Jという。）が、パスカ等を紛失した場合に

おいては、再発行を行わないものとする。

（使用の制限等）

第 5条 受給者は、パスカ等の払い戻しを請求してはならない。

2 受給者は、パスカ等を第三者に譲渡しではならない。

3 市長は受給者が偽りその他不正な手段によりパスカ等の交付を受けたときは交付した

パスカ等又は当該不正使用に係る金額を返還させることができる。

（委任）

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成 3年 8月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成4年 9月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成11年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成12年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年4月 1日から施行する。
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附則

この要綱は、平成16年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
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延岡市高齢者ふれあいパス貸切料助成要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、高齢者の団体が生きがいと健康づくりを目的として実施する研修、

レクリエーション等のために使用する貸切パス及び貸渡自動車（以下「貸切ノ〈ス等Jと

いう。）の借り切りに要する費用（以下「貸切料」としづ。）の一部を助成することによ

り、高齢者の社会参加の促進に寄与することを目的とする。

（定義）

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 高齢者の団体 構成員の数が20人以上の団体（市内に事務所を有するものに限る。）

で、あって、構成員のうち満65歳以上の高齢者の割合が 3分の 2以上のものをいう。

(2）貸切パス等 乗車定員が20人以上のパスをいう。

（助成）

第3条 この要綱に基づく助成は、高齢者の団体が貸切ノ〈ス等を借り切って、第 1条に定

める目的に使用する場合を対象とする。

2 助成は、予算の範囲内において、 1つの高齢者の団体につき年 1回を限度とし、その

額は 2万5千円を限度に貸切料の半額とする。

（適用除外）

第4条 次の各号に掲げる場合には、助成しない。

(1) 貸切パス等を政治的、宗教的又は営利的な目的のために使用するとき

(2) 地方公共団体又は公共的団体の所有するパス等を使用するとき

(3) 貸切パス等の貸切料が 1万円未満のとき

（申請等）

第5条 助成を受けようとする高齢者の団体の代表者は、ふれあいパス貸切料助成申請書

（様式第 1号）を市長に提出しなければならない。

2 高齢者の団体の代表者は、貸切パス等の利用が完了したときは、貸切に係る領収書又

はその写しを添えて、ふれあいパス貸切料助成金請求書（様式第 2号）により市長に請

求しなければならない。

（助成金の返還）

第6条 市長は、高齢者の団体が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、助成

した金額の全部又は一部を返還させることができる。

（委任）

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成3年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成11年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成12年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月 1日から施行する。
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附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
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延岡市高齢者・身体障害者等に対するヘルストピア延岡利用料金助成要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、高齢者、身体障害者、知的障害者及び精神障害者が、株式会社ヘル

ストピア延岡（以下「ヘルストピアJという。）を利用する際に、利用料金の一部を助

成することにより、対象者の社会参加を促進し、生きがいと健康づくりに寄与すること

を目的とする。

（対象者）

第2条 助成を受けることができる者は、市内に居住地を有し次の各号のーに該当する者

とする。

(1) 満70歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条に規定する身体障害者手帳を有

する者

(3) 療育手帳制度（昭和48年厚生省発児第156号）に規定する療育手帳を有する者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条に規定

する精神障害者保健福祉手帳を有する者

（助成額）

第3条 助成額は、利用 1回当たり 200円とする。ただし、中学生以下の対象者について

は、利用 1回当たり 100円とする。

（利用手続）

第4条 助成を受けようとする者は、ヘルストピアを利用する際に、高齢受給者証又は、

後期高齢者医療被保険者証などの年齢を確認できる証書、身体障害者手帳、療育手帳又

は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

附則

この要綱は、平成6年 3月30日から施行する。

附則

この要綱は、平成12年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成15年 2月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月 1日から施行する。
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延岡市指定地域密着型サービス事業者選考基準

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年3月14日

厚生労働省令第34号／平成18年3月31日 厚生労働省令第81号）、指定地域密着型介護サー

ビス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（平成18年3月14日 老

計発第0331004号、老振発）を満たし、介護保険法（平成9年12月17日法律123号）、第78

条の 2第4項各号、第115条の11第2項各号に該当しないことを前提に次に掲げる選考基

準により審査する。

1 事業経営の理念について

(1) 本事業者公募に応募した理由について、地域密着型サービスの基本方針を十分に理

解し運営理念が明確となっていること。

(2) 事業経営理念が成文化され、対外的に公表されていること。

(3) 社会福祉、老人福祉等に熱意があり継続した運営が期待できること。

2 利用者の安全の確保

(1) 防犯、防災への対応（計画・訓練・非常災害の際の連携体制）について配慮、され利

用者の安全が確保されること。

(2) 事故防止及び感染症予防への方策が明確にされ、その効果が十分に期待できること。

(3) 協力医療機関との連携体制が確立しており迅速な対応が期待できること。

3 利用者の尊厳と権利の擁護

(1) 苦情及び要望に対する対応が迅速で、利用者等の話を十分に聞き対応できる体制で

あること。

(2) 個人情報が適切に管理され、職員への周知が図られること。

(3) 虐待防止への方策、権利擁護事業、成年後見人制度に対する支援が十分に行われる

こと。

4 地域との連携

(1) 開設にあたり地域住民への理解を得るための方策がとられること。

(2) 地域密着型サービスとして地域に開かれた施設としての工夫がなされていること。

(3) 運営推進会議の積極的な活用による施設処遇の向上が図られること。（設置義務の

事業に限る）

5 多機能性（自立支援対策）

(1) 利用者の状態や意向を配慮したサービス計画となっていること。

(2) 自立支援のための具体的な取り組みが行われること。

6 サービスの質の確保

(1) 職員の配置が基準以上のものとなっていること。

(2) 認知症ケアに積極的に取り組み、利用者の自立支援を支えられること。

(3) サービスの質を向上させるための目標・方策が明確にされそのための研修や取り組

みが行われること。

7 経営体制の整備

(1) 経営基盤安定のための十分な資金計画があり適正かつ確実に継続的な運営が行え
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ること。

(2) 的確な利用者の把握で過大とならない収支計画であること。

8 立地環境・建物整備

(1) 地域密着型サービスの基本理念に沿って住宅地等地域社会との交流が出来る立地

環境であること。

(2) 設備基準を充足し十分なサービスが提供できる設備環境にあること。

(3) 水害等に対し安全が確保される立地条件にあること。
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延岡市指定地域密着型サービス事業者等選考委員会設置要綱

（趣旨）

第 1条 この要綱は、延岡市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防

サービス事業者の指定の取扱いに関する要綱第4条に基づく延岡市指定地域密着型サ

ービス事業者等選考委員会（以下「委員会Jという。）の設置について、必要な事項を

定めるものとする。

（組織）

第2条 委員会の委員は、健康福祉部長、高齢福祉課長、健康増進課長、建築指導課長、

都市計画課長、北方町総合支所市民サービス課長、北浦町総合支所市民サービス課長、

北川町総合支所市民サービス課長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、健康福祉部長をもって充て、副委員長は高齢福祉課長をもって充てる。

（会議）

第3条 委員長は、会議を招集して議長となり、委員会の事務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。

（任務）

第4条 委員会は、公募により事前協議のあった（介護予防）小規模多機能型居宅介護、

（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護文は地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業者の選考に関し、以下の業務を行う。

(1) 事業者としての資質審査

(2) 事業所の土地、建物に関する技術的助言

(3) 指定予定候補事業者の選考

2 委員長は、委員会の選考結果について市長に報告する。

（意見の聴取）

第5条 委員会は、その所管する事務について必要があるときは関係職員の出席を求めそ

の意見を聞くことができる。

（庶務）

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課内において処理する。

（補足）

第 7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

附則

この要綱は、平成19年 3月16日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年 3月31日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月 1日から施行する。
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附則

この要綱は、平成25年4月 1日から施行する。

‘ 
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延岡市介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要綱

（趣旨）

第1条 この要綱は、地域における介護機能強化と雇用の創出が緊急に求められているこ

とを踏まえ、市内において緊急に介護施設等を整備する経費に対して、予算の範囲内で

延岡市介護基盤緊急整備特別対策事業補助金（以下「補助金という。J）を交付すること

に関し、延岡市補助金等の交付に関する規則（昭和50年規則第2号。以下「規則j とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（補助対象事業）

第2条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業Jという。）は、介護基盤緊急整備

等臨時特例基金事業費補助金交付要綱 （平成21年12月 1日宮崎県福祉保健部長寿介護

課）の適用を受ける事業のうち、次に掲げるものとする。

(1) 別表の介護基盤の緊急整備特別対策事業の区分の欄に定める施設等（延岡市介護保

険事業計画において整備を計画しているものに限る。）を整備する事業

(2) 別表の既存施設のスプリンクラ一等整備特別対策事業の区分の欄に定める施設等に

スプリンクラ一等設備を整備する事業

(3) 別表の認知症高齢者グ、ループホーム等防災改修等特別対策事業の区分の欄に定める

施設等の耐震化改修等の防災補強改修及び老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事

業

（補助対象経費及び補助額）

第3条 補助金の交付対象となる経費は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる事業

に係る経費は、補助金の交付の対象としない。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の国庫及び県費負担（補助）制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、

文は補助している事業

(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業

(4) 職員の宿舎、車庫文は倉庫の建設に係る事業

(5) その他施設等の整備に関する事業として適当と認められない事業

2 補助金の額は、別表の区分ごとに対象経費の実支出額と基準単価に単位数を乗じて得

た額とを比較して少ない方の額とする。ただし、 1,000円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。

（交付申請の添付書類）

第4条 補助金の交付を受けようとする者（以下、「補助事業者Jとしづ。）は、規則第3

条に定める書類のほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書

(2) 事業計画書（事業費内訳書、位置図、配置図、平面図及び立面図）

(3) 補助事業に係る収支予算書抄本

(4) 事業に関する工事見積書

(5) 実施設計書

（実績報告の添付書類）

第5条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、規則第 9条に定める書類のほか、次
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に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し及び竣工写真

(2) 補助事業に係る決算書又は決算見込書

（関係書類の整備）

第 6条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の実施状況及び収支について、一切の状況

を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備し、補助事業の完了の日（補助事業の中止

又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後 5年間

保管しておかなければならない。

（その他）

第 7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成21年12月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年 8月31日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年 3月26日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年 5月29日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年 5月31日から施行する。
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別表（第2条・第3条関係）

区 分 基準単価 単位 対象 経費

介護基盤の緊急整備特別対策事業

施設等の整備（施設と一体的に整備されるもの

小規模多機能型居宅介護事業所 30,000千円 1施設 であって、宮崎県知事が必要と認めた整備を含
む。）に必要な工事費文は工事請負費及び工
事事務費（工事施工のため直接必要な事務に

認知症高齢者グループホーム 30,000千円 1施設 要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運
搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、そ

認知症対応型デイサーピスセンター 10,000千円 1施設
の額は、工事費文は工事請負費の2.6%に相当
する額を限度額とする。）。ただし、別の負担
（補助）金等において別途補助対象とする費用

複合型サービス事業所 20,000千円 1施設 を除き、工事費又は工事請負費には、これと同
等と認められる委託費、分担金及び適当と認め
られる購入費等を含む。

定期巡回・随時対応型紡問介護看護事業所 5,000千円 1施設

※平成25年度以降、本事業を活用して消防法施行令上スプリンクラー設置義務のない施設（275n?未満の認知症高齢者グループ
ホーム等）を新たに整備する場合は、本体施設の整備と併せて、スプリンクラー設備の設置を行うことを事業実施の条件とする。

既存施設のスプリンクラ一等整備特別対策事業

スプリンクラー整備

延床面積l,OOOn?以上の平屋建ての場合
・認知症高齢者グループホーム 15千円

対象施設
－小規模多機能型居宅介護事業所（いずれ ごとldあ
も要介護度3以上の者が常時宿泊するも たり
の等に限る。） 施設等のスプリンクラー整備（スプリンクラー設

延床面積1,000n?来満の場合 備と一体的に整備されるものであって、宮崎県知

・認知症高齢者グループホーム 9千円 対象施設 事が必要と認めた整備を含む。）に必要な工事

・小規模多機能型居宅介護事業所（v、ずれ ごと1n?あ 費文は工事請負費及び工事事務費（工事施工

も要介護度3以上の者が常時宿泊するも たり のため直接必要な事務に要する費用であって、

の等に限る。） 旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及
び設計監督料等をいい、その額は、工事費文は

300n?未満の認知症高齢者グループホーム及び小 1施設
工事請負費の2.6%に相当する額を限度とす

規模多機能型居宅介護事業所（要介護度3以上の
1,000千円 る。）。ただし、別の負担（補助）金等において別

者が常時宿泊するもの等に限る。）に自動火災報知
途補助対象とする費用を除く。

設備を整備する場合

soon?未満の認知症高齢者グループホーム及び小 300千円 1施設
規模多機能型居宅介護事業所（要介護度3以上の
者が常時宿泊するもの等に限る。）に消防機関へ通
報する火災報知設備を整備する場合

認知症高齢者グループホーム等防災改修等特別対策事業
施設等の整備（施設の整備と一体的に整備さ

れるものであって、宮崎県知事が必要と認めた

・認知症高齢者グループホーム 6,500千円 1施設
整備を含む。）に必要な工事費文は工事請負費
及び工事事務費（工事施工のため直接必要な

・小規模多機能型居宅介護事業所 事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、
通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等を

－その他介護基盤の緊急整備特別対策事業の いい、その額は、工事費文は工事請負費の
対象施設であって、宮崎県知事が必要と認め 2.6%に相当する額却艮度額とする。）。ただし、
た施設 別の負担（補助）金等において別途補助対象と

する費用を除き、工事費文は工事請負費には、
これと同等と認められる委託費、分担金及び適
当と認められる購入費等を含む。
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延岡市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第1条 この要綱は、介護サービスの基盤である公的介護施設等の整備を進めるため、延

岡市地域介護・福祉空間整備計画等に基づき実施する地域における介護施設等の整備に

要する経費に対して、予算の範囲内で延岡市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金（以

下「補助金Jという。）を交付することに関し、「延岡市補助金等の交付に関する規則J

（昭和50年規則第 2号）（以下「補助金等交付規則Jという。）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。

（補助対象者）

第2条 補助金の交付対象者は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・

福祉空間整備推進交付金実施要綱（平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省

老健局長通知。以下「国要綱Jという ）に規定する対象事業を実施する団体で、次の

各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限

りでない。

(1) 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第22条の規定に基づく社会福祉法人

(2) 特定非営利活動促進法（平成10年法律第 7号）第10条の規定により認証を受けた特

定非営利活動法人

(3) 民法（昭和29年法律第89号）第34条の規定により許可を受けた社団法人若しくは財

団法人

住） 医療法（昭和23年法律第205号）第44条の規定により認可を受けた医療法人

(5) 農業協同組合法（昭和22年法律第132号）の規定に基づく農業協同組合

(6) 消費生活協同組合法（昭和23年法律第200号）の規定に基づく消費生活協同組合

(7) 会社法（平成17年法律第86号）第2条第 1号に規定する会社

（対象経費及び補助額）

第3条 地域介護・福祉空間整備推進交付金に係る分については別表（1）の第 1欄に定める

区分ごとに、第 2欄に定める基準額と第3欄に定める区分の実支出額の合計額とを比較

して少ない方の額とする。ただし、 1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨

てるものとする。

2 介護療養型医療施設転換整備計画に基づく事業分については、別表（2）の第 1欄の区分

ごとに、第2欄に定める基準単価に第3欄の単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める

区分の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額とする。ただし、 1,000円未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 先進的事業整備計画に基づく事業分については、別表（3）の第 1欄の区分ごとに、第 2

欄に定める基準単価に第 3欄の単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める区分の実支

出額の合計額とを比較して少ない方の額とする。ただし、 1,000円未満の端数が生じた

場合は、これを切り捨てるものとする。

（事前協議）

第4条 前条の補助金を受けようとするものは、原則として、補助を受けようとする年度

の前年6月末日までに次の書類を添えて協議するものとする。なお別途指示がある場合

は、その期限とする。
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(1) 事前協議書（様式 1号）

(2) 事業計画書

(3) 建築費等の概算書及び図面

他） 工程表

(5) 資金計画書

(6) その他必要な図書

（交付の申請）

第 5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付規則に定める書類のほかに次

の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書

(2) 事業計画書（事業費内訳書、位置図、配置図、平面図及び立面図）

(3) 補助事業に係る収支予算書抄本

任） その他市長が必要と認める書類

（交付の決定）

第 6条 市長は、前条の申請があった場合、その内容を審査の上補助金を交付することが

適当であると認めたときは、補助金の交付を決定しその旨を補助指令書により当該事業

者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に際し、必要と認めるときは、条件を付することが

できる。

（変更等の承認）

第 7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた事業者（以下「補助事業者Jという。）

は、この補助金の交付の決定後、補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業Jと

いう。）を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助金等交付規

則に定める事業計画変更・中止承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならな

い。 ただし、補助事業の目的及び計画の執行に影響を及ぼさず、かっ前条の規定によ

り交付決定された補助金の額に変更を来さない程度の軽微な変更にあっては、この限り

でない。

（実績報告）

第 8条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、その日から20日以内に、下記の書類

を添付した延岡市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金実績報告書を市長に提出しな

ければならない。

(1) 工事請負契約書の写し及び竣工写真

(2) 補助事業に係る決算書又は決算見込書

(3) その他市長が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第9条 市長は、前条の報告があった場合において、その内容を審査の上、適当であると

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

（補助金の請求）

第10条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付規則により補

助金等請求書を市長に提出するものとする。
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（関係書類の整備）

第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業の施行状況及び当該事業に係る収

支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備し、事業の完了の

日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する

年度の終了後 5年間保管しておかなければならない。

（報告及び検査）

第12条 市長は必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、若しくは補

助事業の遂行について必要な指示をし、又は関係職員をして実地に調査させることがで

きる。

（財産の管理義務）

第13条 事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事

業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運

用を図らなければならない。

（補助金の交付の取消し等）

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決

定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り

消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該事業者に対し、期限

を定めて、その返還を命ずるものとする。

（その他）

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

附則

この要綱は、平成20年 7月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年 1月 1日から施行し、平成23年4月 1日から適用する。

68 



介護保険事業者における事故発生時の報告取り扱い要領

（趣旨）

第 1条 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38

号）、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37号）、介護

保険法（平成 9年法律第123号）第74条第2項、第88条第 2項、第97条第2項及び第115

条の4第 2項並びに旧介護保険法第110条第2項の規定により宮崎県が定める条例、延

岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成24年条例第31号）並びに延岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例（平成24年条例第32号）の規定による介護保険

サービスの提供により事故が発生した場合の延岡市への報告は、この要領の定めるとこ

ろによる。

（事故の範囲）

第2条 報告すべき事故の範囲は、原則として以下のとおりとする。

(1) サービス提供による利用者の負傷や死亡事故等（以下「負傷等Jという。）

ア 負傷等とは、死亡事故のほか、転倒・転落に伴う骨折や出血、火傷、誤明記、異食

及び薬の誤与薬等で医療機関において治療（施設内における医療処置を含む。）また

は入院したものを指す。ただし擦過傷や打撲など比較的軽易な負傷は除く。

イ 事業者側の責任や過失の有無を問わない。

（利用者の自己責任及び第三者の過失による事故を含む）

例 利用者間同士のトラブル、無断外出、交通事故等

ウ サービス提供には、送迎・通院等も含む。

(2) 感染症、食中毒、結核及び亦癖

感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律J第 6条に

定めるもののうち、原則として 1・2・3・4・5類の感染症（ただし 5類の定点把

握を除く）とする。

(3) 従業員の法令違反t不祥事等利用者の処遇に影響があるもの

例 利用者からの預かり金の横領、送迎時の交通事故など

(4) 上記 (1）、（2）及び（3）以外で特に延岡市が報告を求めた場合

(5) その他、震災、風水害及び火災その他これらに類する災害により介護サーピスの提

供に影響する重大な事故

（報告対象者）

第 3条 事故報告の対象者は以下のとおりとする。

(1) 事業者・施設所在地が延岡市内の場合は、すべての介護サービス利用者について報

告対象とする。

(2) 事業者・施設所在地が市外の場合は、介護サービス利用者が市内在住者（住所地特

例者を含む）の場合とする。

（報告事項）

第4条報告事項は、以下のとおりとする。
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(1）報告日

(2) 事業所名、事業者番号、所在地、管理者名

(3) 利用者の氏名、住所、電話番号、被保険者番号、年齢、性別、要介護度

(4) 事故発生時の状況

ア発生 日時

イ発生場所

ウ サービス種別

エ事故の概要（原因）

オ利用医療機関名

カ 治療の概要

キ 家族等への連絡状況

(5) 事故の状況

ア利用者の現況

イ 再発防止への対応

ウ 損害賠償等の状況

（報告の手順）

第 5条 報告は、事故報告書（様式 1）・（様式2）により行う。ただし、第4条に定める

報告事項が明記されている書式であれば代替して差し支えないものとする。

2 報告は、まず第 1報を、第4条の＇（ 1）から（4）について事故報告書（様式 1）により速や

かに提出し、その後、事務処理が済み次第第4条の（5）について、事故報告書（様式 2)

により遅滞なく提出すること。

(1) 第一報

ア 事業者は、事故が発生した場合、家族に連絡するとともに延岡市に事故報告書（様

式 1）を提出する。居宅介護支援事業者又は居宅介護予防支援事業者にも同様の報

告書を提出する。

イ 緊急性の高いものは、第一報を電話で行い、その後報告書（様式 1）を提出する。

(2) 途中経過及び最終報告

事業者は、事故処理が長期化する場合は、適宜、事故報告書（様式 2）により途中

経過を報告する。また、事故処理について区切りがついた時点で改めて事故報告書（様

式 2）を提出する。

（対応）

第 6条 延岡市は、報告を受けた場合、事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者

の対応状況に応じて保険者として必要な対応を行うものとする。

2 事故への対応にあたって延岡市は、必要に応じて他の市町村、宮崎県及び宮崎県国民

健康保険団体連合会と連携を図るものとする。

（その他）

第 7条 その他必要な事項については別に定める。

附則

この要領は、平成18年 4月 1日より施行する。

附則
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この要領は、平成25年6月1日から施行する。
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離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減措置事業実施要項

（趣旨）

第 1条 離島等地域における、訪問系介護サービス費の特別地域加算に伴う、利用者負担

について、離島等地域以外における利用者負担との均衡を図り、もって離島等地域にお

ける介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

（軽減対象サービス）

第2条 軽減の対象となる介護サービスは、社会福祉法人が行う以下の介護サービスとす

る。

(1) 訪問介護サービス

(2) 介護予防訪問介護サービス

(3) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス

（軽減実施法人）

第3条 社会福祉法人は前条のサービスを提供するにあたり、「離島等地域における特別地

域加算に係る利用者負担軽減措置事業実施届出」（様式 1号）を提出するものとする。

（軽減の対象者）

第4条 軽減の対象者は、住民税本人非課税であって、「障害者ホームヘルプサービス利用

者に対する支援措置Jによりホームヘルプサービスの利用者負担の軽減を受けていない

者、及び「社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の軽減j措置を受けて

いない者とする。

（軽減の申請）

第5条 離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減措置を受けようとする者

は、「離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減申請書J（様式2号）によ

り申請するものとする。

（軽減率）

第6条 訪問介護等のサービスの利用者負担は 1%軽減し、 9%とする。

（利用者負担軽減認定証）

第7条 申請に基づき、軽減の対象者に「離島等地域における特別地域加算に係る利用者

負担軽減認定証J（以下「認定証Jという。）を交付するものとする。

2認定証に軽減の程度を記載するものとする。

3 認定証の有効期間は、申請日を含む月の初日から翌年の 5月31日までとする。

（認定証の掲示）

第8条 軽減を受けようとする者は、軽減対象サービスの利用開始にあたり、事前に軽減

を行う社会福祉法人に認定証を提示するものとする。

（補足）

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この要綱は、平成18年 2月20日から施行する。ただし、この要綱の施行前に旧北方町

又は旧北浦町が行った「離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減措置J

についてはこの要綱に基づき行われたものとみなす。

2 本条第 2条第 1項 2号の「介護予防訪問介護サービスJについては、平成18年4月1
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日より適用する。

3 本条第2条第1項 2号の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスjについては、

平成24年4月 1日より適用する。
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離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減措置事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第 1条 延岡市は訪問介護、介護予防訪問介護の各サービス（以下「訪問介護サービス等J

という。）に係る利用者負担額について低所得者の軽減を図るため、予算で定めるとこ

ろにより、社会福祉法人等に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補

助金等の交付に関する規則（昭和50年延岡市規則第 2号以下「規則Jという）に定めるも

ののほか、この要綱に定めるところによる。

（補助対象経費及び補助額）

第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費は、平成12年 5月 1日老発第474号厚生省

老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免

措置の実施についてJの別添4 「離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額

軽減措置事業実施要項Jに基づき、社会福祉法人等が訪問介護サービス等に係る利用者

負担額を減額した総額として、それについての補助率は 2分の l以内とする。ただし、

補助対象額に補助率を乗じた額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

（補助条件）

第3条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容の変更（軽微な変更は除く）をする場合には、市長の承認を受けなけれ

ばならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに市長に報告してその支持を受けなければならない。

性） 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業完了後 5年間保

管しておかなければならない。

（申請の取り下げのできる期間）

第4条 規則第6条の規定により申請の取り下げのできる期限は、補助金の交付決定の通

知を受領した日から起算して30日を経過した日とする。

（補助金の交付方法）

第5条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認める

場合は、概算払いにより交付する。

（実績報告）

第6条 規則第9条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に事業計画・予算（実

績・決算）書を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交

付決定のあった年度の翌年の4月 5日のいずれか早い期日までにしなければならない。

（書類の提出部数等）

第7条 規則及びこの要綱の規定により市長に提出する書類の部数はそれぞれ2部とし、

その様式は規則に定めるものを除き、別記に定めるところによる。

附 則

この要綱は、平成18年 2月20日から施行し、平成17年度以降の年度分の離島等地域にお

ける特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業費補助金から適用する。
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延岡市介護保険料の減免に関する要綱

（趣旨）

第 1条 この要綱は、延岡市介護保険条例（平成 12年延岡市条例第 33号。以下「条例J

という。）第9条第 1項に規定する保険料の減免について、条例及び延岡市介護保険

料減免の基準に関する規則（平成 12年延岡市規則第 49号。以下「規則Jとしづ。）

に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

（生計を主として維持する者）

第2条 生計を主として維持する者とは、その世帯において経済的な柱となり、また、中

心的な役割を持って、その意思、決定を行う者とする。

（住宅等の価額）

第3条住宅等の価額

(1) 住宅（現に当該被保険者が居住する住宅）の価額 時価額又は災害発生年度の当該

固定資産税評価額とする。

(2) 家財の価額 時価額とする。時価額によりがたい時は国税局取り扱いによる価額と

する。

(3) その他の財産の価額 時価額とする。

（被害割合の判定基準）

第4条 被害割合の判定基準については、国税局取り扱いによることとする。

（規則第4条第 1項第 1号に規定する収入金額）

第5条 収入金額には、年金・給与・仕送り等の金銭を含む。

2 前項に規定する収入金額の算出にあたっては、生活保護法（昭和25年法律第144号）

による収入認定額の算出方法に準ずるものとする。

（規則第4条第 1項第 2号に規定する扶養を受けている者）

第6条 扶養を受けている者とは、次に掲げるものとする。

(1) 医療保険（国民健康保険は除く。）の被扶養者となっている者

(2) 給与の扶養手当の対象となっている者

(3) 地方税法（昭和 25年法律第 226号）第 314条の 2に規定されている配偶者及び扶

養親族となっている者

性） 前3号に掲げる者以外の者で、扶養の実態があると市長が認める者

（規則第4条第 1項第3号に規定する生計をーにする者）

第7条 規則第4条第 1項第3号に規定する生計をーにする者とは、次に掲げるものとす

る。

(1) 同一家屋において起居を共にしている者

(2) 勤務等の都合により家族と別居し起居を共にしていない場合でも、常に生活費、療

養費等の送金を受けている者

(3) 前2号に掲げる以外の者で、生計をーにすると市長が認めるもの

（規則第4条第 1項第4号に規定する資産を活用しでもなお、生計を維持することが困

難である者）

第8条 規則第4条第 1項4号に規定する資産などを活用しでもなお、生計を維持するこ

とが困難である者とは、次に掲げるものとする。
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(1) 預金等（有価証券を含む。）の合計金額が、 150万円以下の者。ただし、生命保険

の加入は認める。

(2) 土地及び家屋がない者

ア宅地

居住用宅地はこれを認めるが、概ね当該年度の固定資産税評価額の合計が 700万円

以内であること。

イ 田・畑

当該年度の固定資産税課税台帳上の合計面積が 3,000 rrl以下であること。

ウ 山林・原野

当該年度の固定資産税課税台帳上の合計面積が 5,000 rrl以下であること。

エ建物

（ア）居住用家屋は、これを認めるが、概ね当該年度の固定資産税評価額の合計が

500万円以内であること。

（イ）貸し家所有は、原則認められない。

(3) その他

負債については、これを勘案しない。

（減額・免除申請書の提出）

第 9条 条例第 9条第 1項第 l号から第4号による減免を受けようとする者は、介護保険

料減額・免除申請書（別記第 1号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。提出は、原則、本人または親族が行うこととする。

(1) 収入状況等申告書（別記第3号様式）

(2) 損害申告書（別記第4号様式）

(3) 同意書（別記第 5号様式）

2 条例第 9条第 1項第 5号よる減額を受けようとする者は介護保険料減額申請書（別記

第 2号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。なお、その他

書類については提示によることができる。提出は、原則、本人または親族が行うことと

する。

(1) 収入状況等申告書（別記第 3号様式）

(2) 同意書（別記第 5号様式）

(3) その他（提示によることが出来る）

（ア）年金振込通知書、源泉徴収票、給与明細書など収入を証することの出来る書類

（イ）家賃領収書又は証明書もしくは賃貸契約書

（ウ）預貯金通帳、有価証券

（減額・免除申請受付）

第 10条 減免・免除申請の受付は、下記による。

(1) 条例第 9条第 1項第 l号から第4号による減免申請書の提出日が市の定める休日

にあたる場合は、市の休日の翌日を提出期限とする。

(2) 条例第 9条第 1項 5号による減額申請期限は、規則第4条第 2項第 2号によること

とするが、 8月 31日が市の休日にあたる場合は、その翌日までとする。

（審査・決定）
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第 11条 減額・免除の申請が有った場合は速やかに審査し 60日以内に減額・免除の承認、

不承認を決定し、被保険者に通知するものとする。

（再審査）

第 12条 減額・免除の決定に不服がある場合は再審査の申し出をすることが出来る。

（減免の取り消し）

第 13条 保険料減免の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当した時は、その決定

を取り消すものとする。この場合、保険料を遡及する。

(1) 虚偽の申請又は不正行為により減免処置を受けたことが認められたとき。

(2) 減免を承認した被保険者が減免の条件に該当しなくなったとき。

(3) 規則第 5条により減額・免除が取り消されたとき。

（その他）

第 14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別

に定める。

附則

この要綱は、平成18年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
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延岡市介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱

（目的）

第1条 この要綱は、延岡市が介護保険法（平成9年法律第123号。以下「法Jとしづ。）

第51条に基づき、高額介護サービス費の支給対象となる介護に要した費用（以下「利用

料Jという。）の受領委任払について、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項に

ついて定めることを目的とする。

（対象者）

第2条 この要綱により高額介護サービス費の受領委任払（以下「受領委任払Jという。）

の承認を受けることができる者（以下「対象者Jという。）は、次の各号のいずれにも

該当する者とする。

(1) 1つの介護保険施設サービスを利用して、 1か月の利用者負担額の合計が高額介護

サービス費支給の対象となる金額となることが見込まれる者で利用料の支払いが困

難な者

(2) 介護保険料に未納がなく、給付制限を受けていない者

(3) 被保険者の属する世帯の世帯員が、同じ月に介護保険の給付を受けていない者（し、

わゆる「世帯合算Jに該当しない者）

(4) 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護を受けていない者

(5) 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令（平成12年厚生省

令第20号）第 1条第 2項に規定する給付を受けていない者

(6) 給付の事由が第三者行為によらないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者については、対象者とすること

ができる。

（市と介護保険施設との聞における受領委任払契約）

第3条 対象者のうち、受領委任払を希望する者が入所する介護保険施設は、市長との問

に介護保険高額介護サービス費の支給に関する受領委任払契約を締結しなければなら

ない。

（承認の申請等）

第4条 対象者のうち、受領委任払の適用を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、延岡市介護保険高額介護サービス費受領委任払承認申請書（様式第 1号。以下「受

領委任払承認、申請書Jという。）を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者から前項に規定する受領委任払承認、申請書が提出された時は、これを

審査し、延岡市介護保険高額介護サービス費受領委任払承認、（非承認、）通知書（様式第

2号）をもって、高額介護サービス費受領委任払の適用を決定するものとする。

（承認の期間）

第5条 受領委任払の承認の期間は、当該申請のあった日の属する月の翌月分（申請のあ

った日が月の初日であるときは、その日の属する月分）から介護保険施設を退所した日

の属する月の前月分（退所日が月の末日であるときは、その日の属する月分）までとす

る。

（承認の変更等）

第6条 市長は、第4条第2項の規定により受領委任払の承認を得た者（以下「承認、者J
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という。）が、承認期間中に世帯の高額介護サービス費に係る利用者負担上限額の所得

区分の変更があった時は、原則として、延岡市介護保険高額介護サービス費受領委任払

承認、（非承認、）通知書により、その旨を対象者に通知するものとする。

（利用者負担金の徴収）

第7条 承認者から高額介護サービス費の受領に関する権限の委任を受けた介護保険施設

（以下「対象介護保険施設Jという。）は、当該承認者から利用者負担金を徴収する場

合において、利用者負担上限額を確認のうえで、当該利用者負担金から当該承認、者に係

る高額介護サービス費に相当する額を控除した額を徴収するものとする。

（支給の申請）

第8条 承認者は、施設サービスを利用したときは、当該利用月の延岡市介護保険高額介

議サービス費支給申請書（受領委任払専用）（様式第 3号）を対象介護保険施設に提出

するものとする。対象介護保険施設は、延岡市介護保険高額介護サービス費支給申請書

（受領委任払専用）総括票（兼）口座振替依頼書（様式第4号）に延岡市介護保険高額

介護サービス費支給申請書（受領委任払専用）を添付して市長に申請するものとする。

（高額介護サービス費の決定等）

第9条 市長は、前条の申請があった場合は、宮崎県国民健康保険団体連合会で審査決定

された給付実績に基づき、利用者に係る高額介護サービス費の支給文は不支給を決定し、

承認者にその結果を高額介護サービス費支給決定通知（様式第5号）により通知すると

ともに、対象介護保険施設に延岡市介護保険高額介護サービス費受領委任払決定通知書

（様式第6号）により通知するものとする。

（高額介護サービス費の支給）

第10条 市長は、前条の規定により高額介護サービス費を支給する旨を通知した対象介護

保険施設に対し、高額介護サービス費を支給するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給された高額介護サービス費において、負担段階の変更

等により、支給すべき額を超える場合においては、返還させることができる。また、支

給すべき額に満たない場合においては、第8条に定める申請により、追給することがで

きる。

（承認の取消）

第11条 市長は、承認者が第 2条各号のいずれかに該当しなくなったときは、受領委任払

の承認を取消すことができる。

（その他）

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成24年 1月1日から施行する。
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延岡市居宅介護（介護予防）住宅改修費に係る受領委任払取扱要綱

（趣旨）

第 1条 この要綱は、介護保険法（平成9年法律第123号。以下「法Jとしづ。）に規定

する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費（以下「住宅改修費Jという。）に関

し、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者（以下「被保険者j という。）が有す

る住宅改修費の受領に関する権限を受任した当該住宅改修の施工業者に対し、本市が当

該住宅改修費を支給すること（以下「受領委任払いj という。）について必要な事項を

定めるものとする。

（対象者）

第2条 受領委任払いを利用することができる者は、法第66条第 1項又は第 2項の規定に

よる支払方法変更の記載及び法第68条第 1項の規定による保険給付差止の記載を受け

ていない被保険者とする。

（手続等）

第3条 受領委任払いを利用しようとする者は、居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申

請書にその旨を記載し、当該申請書に通常添付すべき書類のほか、住宅改修費の受領権

を施工業者に委任する内容の委任状を添えて市長に提出しなければならない。

2 受領委任払いにおける住宅改修費の振込口座は、前項の委任状に記載された受任者の

名義（受任者が法人である場合にあっては、当該法人の名義。次条において同じ。）の

ものに限るものとする。

（支払）

第4条 市長は、前条第 1項の規定による申請（受領委任払いの場合に限る。）があったと

きは、住宅改修の着工日における当該申請者の第2条に規定する要件の該当性を審査し、

当該要件に該当するときは住宅改修費を受任者の名義の口座に振り込むものとする。

附 則

この要綱は、平成25年 4月 1日から施行し、同日以後に提出された居宅介護（介護予防）

住宅改修費事前確認、申出書に係る住宅改修費について適用する。
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延岡市居宅介護（介護予防）福祉用具購入費に係る受領委任払取扱要綱

（趣旨）

第 1条 この要綱は、介護保険法（平成9年法律第123号。以下「法Jという。）に規定す

る居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費（以下「福祉用具購入費Jとい

う。）に関し、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者（以下「被保険者j という。）

が有する福祉用具購入費の受領に関する権限を受任した特定福祉用具販売に係る指定

居宅サービス事業者又は特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業

者（以下単に「事業者Jという。）に対し、本市が当該福祉用具購入費を支給すること

（以下「受領委任払いJという。）について必要な事項を定めるものとする；

（対象者）

第2条 受領委任払いを利用することができる者は、法第66条第 1項又は第2項の規定に

よる支払方法変更の記載及び法第68条第 1項の規定による保険給付差止の記載を受け

ていない被保険者とする。

（手続等）

第3条 受領委任払いを利用しようとする者は、居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支

給申請書にその旨を記載し、当該申請書に通常添付すべき書類のほか、福祉用具購入費

の受領権を事業者に委任する内容の委任状を添えて市長に提出しなければならない。

2 受領委任払いにおける福祉用具購入費の振込口座は、前項の委任状に記載された受任

者である事業者の名義のものに限るものとする。

（支払）

第4条 市長は、前条第 1項の規定による申請（受領委任払いの場合に限る。）があったと

きは、福祉用具購入日における当該申請者の第2条に規定する要件の該当性を審査し、

当該要件に該当するときは福祉用具購入費を受任者である事業者の名義の口座に振り

込むものとする。

附則

この要綱は、平成25年4月 1日から施行する。
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延岡市介護相談員派遣等事業実施要綱

（目的）

第1条 この事業は、介護保険サービスの利用者等（以下「利用者等Jという。）の話を聞

き、相談に応じるなどの活動を行う相談員（以下「介護相談員Jという。）を登録し、

サービス利用者と事業者の橋渡し役として、利用者の日常的な問題や不満、不安の解消

を図るとともに、事業者における介護保険サービスの質的な向上を図ることを目的とす

る。

（登録）

第2条 介護相談員の登録定員は、 30名以内とする。

2 介護相談員の登録期間は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の介護相談員の登

録期間は、前任者の残任期間とする。

3 介護相談員は、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する者を対象とする。

4 派遣は、介護相談員派遣申出書（第 1号様式）により派遣の希望があった事業所に対

し行い、介護相談員派遣決定通知書（第2号様式）をもって派遣先事業所に通知する。

（登録の抹消）

第3条 介護相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を抹消することがで

きる。

(1) 活動の遂行に支障があり、またはこれに堪えないとき。

(2) 活動を怠り、または活動上の義務に違反したとき。

(3) 介護相談員としてふさわしくない行為があったとき。

（事務局）

第4条 介護相談員の事務局を健康福祉部高齢福祉課に置く。

2 市長は、定期的又は必要に応じて介護相談員の連絡会を開催し、情報交換やサービス

利用などに関する問題提起や意見交換を行う。

（介護相談員の活動）

第5条 介護相談員は、事務局より指示されたサービス事業者、介護保険施設（以下「サ

ービス事業者等」という。）や利用者の自宅等を定期的又は随時に訪問し、次の各号に

掲げる活動を行う。訪問の頻度は、月 2回程度とする。

(1) 利用者の話を聞き、相談にのる。

(2) サービス事業者等の介護サービスの現状把握に努める。

(3) サービス事業者等の行事に参加する。

(4) サービス事業者等の管理者や従事者と意見交換を行う。

(5) その他市長が必要と認める活動。

2 介護相談員は、その活動を行うに当たっては、次のことに留意しなければならない。

(1) 利用者等のプライパシーの保護に十分配慮すること。

(2) 特定の居宅介護サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護保険施設に係るサー

ピス利用に関し、誘導、勧誘又は中傷を行わないこと。

(3) 情報の開示および介護サービス等の個別利用調整に関する事項については、市長と

協議すること。

3 介護相談員は、活動上知り得た情報等を漏らしてはいけない。退いた後も同様とする。
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このことについて宣誓書（第 3号様式）を市長に提出する。

4 介護相談員は、その活動状況について、介護相談員活動報告書（第4号様式）を市長

に提出する。

5 介護相談員は、第 1項各号に掲げる活動を行う場合は、「延岡市介護相談員の証（第5

号様式）Jを携帯し、求があったときは、これを掲示しなければならない。

（報償費）

第6条 介護相談員に対し、第4条第2項及び第5条の活動実績のある月分の報償費として

月額 1万円を支払う。

（その他）

第 7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成14年 2月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月 1日から施行する。
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延岡市介護保険施設等指導要綱

（目的）

第1条 この要綱は、市長が、介護保険法（平成 9年法律123号。以下「法Jとしづ。）第

23条の規定により居宅サービス等※ 1の実施者等※ 2 （以下「居宅サービス実施者等J

という。）から提出させた保険給付に関する文書に基づき、居宅サービス等を行った者

又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付（以下「介護給付等Jとしづ。）

に係る居宅サービス等の内容並びに介護給付等に係る費用（以下「介護報酬Jという。）

の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び

尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし、介護給付等対

象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

（指導方針）

第2条 指導は、居宅サービス実施者等及び法に基づく各指定事業者若しくは当該指定に

係る事業所の従事者※ 3 （以下「サービス事業者等Jという。）に対し、厚生労働省令

で定める居宅サービス等に係る「事業の人員、設備及び運営に関する基準J、「費用の額

の算定に関する基準J等に基づき、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求

等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

（指導形態等）

第3条指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

集団指導は、市長が指定の権限を持つサービス事業者等に対し必要な指導の内容に

応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。集団指導を実施した場合には、

宮崎県知事に対し、当日使用した資料を送付する等、情報提供を行う。

(2) 実地指導

実地指導は、次の形態により指導の対象となるサービス事業者等の事業所において

行う。

ア 市が単独で、行うもの（以下「一般指導Jとしづ。）

イ 市が、厚生労働省、都道府県又は他市町村と合同で行うもの（以下「合同指導J

とし、う。）

（指導対象の選定）

第4条 指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かっ効率的な指導を行う

観点から、選定については一定の計画に基づいて実施する。

(1) 集団指導の選定基準

介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の

指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導の選定基準

ア一般 指導

（ア）一般指導は、毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、市長がサービス事業者

等を選定する。

（イ）その他、市長が特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施

する。
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イ 合同指導 一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。

（集団指導の方法等）

第 5条 市長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ

集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知

する。

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容

及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

3 集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必

要な情報提供に努めるものとする。

（実地指導の方法等）

第 6条 市長は、実地指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ

次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。

(1) 実地指導の根拠規定及び目的

(2) 実地指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

2 実地指導は、国の定める実地指導に関するマニュアルに基づき、関係者から関係書類

等を基に説明を求め面談方式で行う。

3 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調

整を要すると認められた場合には、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。

4 市長は、当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により

報告を求めるものとする。

（監査への変更）

第 7条 市長は、実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、

直ちに「延岡市介護保険施設等監査要綱J（平成19年 4月 1日制定）に定めるところに

より監査を行うものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害

を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

（関係機関との連携等）

第 8条 市長は、指導の実施及び指導の後の措置等について、都道府県等の関係行政機関

との問で、必要な情報交換を行う等、連携を図るものとする。

（その他）

第 9条 この要綱に規定するもののほか、指導に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成19年4月 1日から施行する。

（注）

※ 1 「居宅サービス等Jとは、居宅サービス（これに相当するサービスを含む）、地域密

着型サービス（これに相当するサービスを含む）、居宅介護支援（これに相当するサー
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事

ピスを含む）、施設サービス、介護予防サービス（これに相当するサービスを含む）、地

域密着型介護予防サービス（これに相当するサービスを含む）、若しくは介護予防支援

（これに相当するサービスを含む）をいう。

※2 「実施者等」とは、「居宅サービス等」を担当する者若しくは保険給付に係る法第45

条第 1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらであった者をいう。

※3 「各指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者Jとは、指定居宅サービス

事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者、指定地域密着型介護サービス事業者若

しくは当該指定に係る事業所の従事者、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係

る事業所の従事者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若し

くはその長その他の従事者、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若

しくは医師その他の従事者、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設

の開設者若しくは管理者、医師その他の従事者、指定介護予防サービス事業者若しくは

当該指定に係る事業所の従事者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該

指定に係る事業所の従事者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業

所の従事者をいう。
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延岡市介護保険施設等監査要綱

（目的）

第1条 この要綱は、市長が、介護保険法（平成9年法律123号。以下「法Jとしづ。）の

規定に基づき、指定居宅サービス事業者等※ 1、指定地域密着型サービス事業者等※ 2、

指定居宅介護支援事業者等※ 3、指定介護老人福祉施設開設者等※ 4、介護老人保健施

設開設者等※ 5、指定介護療養型医療施設開設者等※ 6、指定介護予防サービス事業者

等※ 7、指定地域密着型介護予防サービス事業者等※ 8、及び指定介護予防支援事業者

等※ 9 （以下「サービス事業者等Jという。）に対して行う介護給付若しくは予防給付

（以下「介護給付等Jという。）に係る居宅サービス等（以下「介護給付等対象サービ

スJという。）の内容並びに介護給付等に係る費用（以下「介護報酬Jという。）の請求

に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの

質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

（監査方針）

第2条 監査は、サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、第6条に

規定する行政上の措置に該当する内容と認められる場合若しくはその疑いがあると認

められる場合、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合

（以下「指定基準違反等Jという。）において、事実関係を的確に把握し、公正かっ適

切な措置を採ることを主眼として実施する。

（監査対象となるサービス事業者等の選定基準）

第3条 監査は、下記に示す情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要がある

と認める場合に行うものとする。

{l} 要確認、情報

ア 通報・苦情・相談等に基づく情報

イ 国民健康保険団体連合会（以下「連合会Jという。）、地域包括支援センタ一等へ

寄せられる苦情

ウ 連合会・他の保険者からの通報情報

エ 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者

オ 介護保険法第115条の29第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(2) 実地指導において確認した情報

法第23条及び第24条の規定により指導を行った市文は都道府県がサービス事業者等

について確認した指定基準違反等の情報

（報告等）

第4条 市長は、指定基準違反等の確認、について必要があると認めるときは、サービス事

業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、文は当

該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事

業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査（以下「実地検査等J

という。）を行うものとする。

2 市長は、指定権限が都道府県にある指定居宅サービス事業者等、指定居宅介護支援事

業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保健施設開設者等、指定介護療養型

医療施設開設者及び指定介護予防サービス事業者等（以下「都道府県指定サービス事業
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者」という。）について、実地検査等を行う場合、事前に実施する旨の情報提供を都道

府県知事に対し行うものとする。ただし、都道府県指定サービス事業者の介護給付対象

サービスに関して、複数の市町村に関係がある場合には、都道府県が行う総合的な調整

を基に当該都道府県の指示を受けるものとする。

3 市長は、指定基準違反と認めるときは、文書によって都道府県に通知を行うものとす

る。ただし、市と都道府県が同時に実地検査等を行っている場合には、省略することが

できるものとする。

（監査結果の通知等）

第5条 市長は、監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事

項については、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。

2 市長は、当該サービス事業者等に対して、前項の文書で通知した事項について文書に

より報告を求めるものとする。

（行政上の措置）

第6条 市長は、指定地域密着型サービス事業者等、指定地域密着型介護予防事業者等及

び指定介護予防支援事業者等（以下「市指定サービス事業者等Jとしづ。）について、

指定基準違反等が認められた場合には、機動的に行政上の措置を行うものとする。

2 市長は、市指定サービス事業者等に指定基準違反の事実が確認された場合、当該サー

ビス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告すること

ができる。

3 市長は、当該サービス事業者等が、前項の期限内に勧告に従わなかったときは、その

旨を公表することができる。

4 市長は、当該サービス事業者等が正当な理由なくて勧告に係る措置をとらなかったと

きは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきこ

とを命ずることができる。この場合において、命令をした場合には、その旨を公示しな

ければならない。

5 前項の規定により命令を受けた当該サービス事業者等は、期限内に文書により改善報

告を行うものとする。

6 市長は、指定基準違反等の内容等が、法第78条の 9各号、第115条の17各号及び第115

条の26各号のいずれかに該当する場合においては、当該サービス事業者等に係る指定を

取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること（以

下「指定の取消等Jという。）ができる。

（聴聞等）

第7条 市長は、監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分（以

下「取消処分等Jという。）に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予

定者に対して、行政手続法（平成5年法律第88号）第13条第 1項各号の規定に基づき聴

聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第 2項各号のいずれか

に該当するときは、これらの規定は、適用しない。

（経済上の措置）

第8条 市長は、勧告、命令、指定の取消等を行った場合に、当該サービス事業者等が偽

りその他不正の行為により保険給付の支払いを受けていると認めたときは、当該サーピ
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ス事業者に対し法第22条第 3項に基づき、その支払った額につき返還させるほか、その

返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

（関係機関との連携等）

第9条 市長は、監査の実施及び監査の後の措置等について、都道府県等の関係行政機関

との間で、必要な情報交換を行う等、互いに連携を図るものとする。

第10条 市長は、法第197条第 1項の規定に基づき、監査及び行政措置の実施状況につい

て、国の定めるところにより、厚生労働省老健局総務課介護保険指導室に報告を行うも

のとする。

（その他）

第11条 この要綱に規定するもののほか、監査に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成19年4月 1日から施行する。

（注）

※ 1 「指定居宅サービス事業者等Jとは、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に

係、る事業所の従業者文は指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る

事業所の従業者であった者

※2 「指定地域密着型サービス事業者等Jとは、指定地域密着型サービス事業者若しく

は当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若し

くは当該指定に係る事業所の従業者で、あった者

※3 「指定居宅介護支援事業者等Jとは、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に

係る事業所の従業者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る

事業者の従業者で、あった者

※4 「指定介護老人福祉施設開設者等Jとは、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護

老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者又は指定介護老人福祉施設の開

設者若しくはその長その他の従業者であった者

※5 「介護老人保健施設開設者等Jとは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施

設の管理者又は医師その他の従業者

※6 「指定介護療養型医療施設開設者等Jとは、指定介護療養型医療施設若しくは指定

介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者又は指定介護療養型

医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従事者であった者

※7 「指定介護予防サービス事業者等j とは、指定介護予防サービス事業者若しくは当

該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当

該指定に係る事業所の従業者で、あった者

※8 f指定地域密着型介護予防サービス事業者等Jとは、指定地域密着型介護予防サー

ビス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定地域密着型介護予防サー

ビス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

※9 「指定介護予防支援事業者等Jとは、指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に

係る事業所の従事者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る

事業所の従業者であった者
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延岡市障害者控除対象者認定に関する要綱

（趣旨）

第1条 所得税法施行令第10条第 1項第6号、第7号、同条第2項第5号、第6号及び地

方税法施行令第 7条第 1項第6号、第 7号、第7条の15の8第5号、第6号に定める者

の認定に関しては、この要綱の定めるところによる。

（申請）

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書（様

式第 1号）を市長に提出しなければならない。

（認定）

第3条 前条の申請があった場合は、要介護度及び要介護認定における調査票、主治医意

見書の記述内容をもとに、別に定める認定基準（以下「認定基準Jという。）により認

定を行う。

（認定書の交付）

第4条 前条により障害者または特別障害者として認定した場合は、申請者に対し障害者

控除対象者認定書（様式第2号）を交付する。

2 審査の結果、認定基準に該当しないと認めた場合には障害者控除対象者非該当通知書

（様式第3号）により申請者に通知するものとする。

（認定資料等の保存）

第5条 認定書を交付したのち、当該認定書の写し及び判断の基礎となるところの事実の

記録を、その有効期間保存するものとする。認定書の有効期間は、当該障害者控除の対

象となる者の障害事由の存続期間とする。

（その他）

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成14年10月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年11月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年 1月 1日から施行する。
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延岡市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

（趣旨）

第1条 「低所得者に対する介護保険サービスにかかる利用者負担額の軽減制度の実施に

ついて（老発第 474号）Jに基づく訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介

護（以下、「訪問介護等Jという。）を利用した際に利用者が支払う利用料（以下「利用

者負担Jという。）の減額については、この要綱に定めるところによる。

（減額の対象者）

第2条 本事業の対象者は、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

律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が O円と

なっている者であって 平成 18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなっ

たもの。

(1) 65歳到達以前のおおむね 1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス（居宅介

護のうち身体介護及び家事援助をいう。）を利用していた者で、あって、 65歳に到達し

たことで介護保険の対象者となったもの。

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状

態となった 40歳から 64歳までの者。

（軽減後の利用者負担割合）

第3条 軽減後の利用者負担割合は、 0% （全額免除）とする。

（減額の申請）

第4条 減額を希望する者は、訪問介護等利用者負担減額申請書（別記様式第 1号により、

市長に申し出るものとする。

（訪問介護利用者負担減額認定証）

第5条 申請に基づき、減額の対象者に訪問介護等利用者負担減額認定証（別記様式第 2

号。以下「認定証Jという。）を交付するものとする。

2 認定証に減額の割合を記載するものとする。

3 認定証の有効期間は、申請日の月の初日より翌年6月末までとする。

（認定証の掲示）

第6条 認定証は、指定事業者が認定証に記載する減額の割合の減額を行うため、減額を

受けようとする者が、訪問介護等の利用開始に当たり事前に指定事業者に掲示するもの

とする。

（補則）

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成 12年3月 31日から施行する。ただし、第6条については、平成 12 

年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 15年 7月1日から施行する。

附員lj

この要綱は、平成 17年4月1日から施行する。
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附則

この要綱は、平成 18年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 21年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 25年4月 1日から施行する。
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延岡市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る

利用者負担額軽減制度事業実施要綱

（趣旨）

第1条 「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施につ

いて（老発第 474号）Jに基づく社会福祉法人等が提供する介護給付等対象サービスを

利用した際に利用者が支払う利用料（以下「利用者負担Jという。）の軽減については、

この要綱に定めるところによる。

（軽減実施の申出）

第2条 社会福祉法人その他市長が認めた指定事業者（以下「社会福祉法人等という。）が

利用者負担の軽減を行う場合には、介護保険利用者負担軽減実施申出書（別記様式第 1

号）により、市長に申し出るものとする。

（軽減対象サービス）

第3条 軽減の対象となるサービスは、介護保険法に基づく訪問介護、通所介護、短期入

所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型

通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複

合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予

防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介

護（以下「軽減対象サービスJという。）とする。

（軽減対象費用）

第4条 軽減の対象となる費用は、軽減対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居

住費（滞在費）及び宿泊費に係る利用者負担額とする。ただし、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設（特別養護老

人ホーム）、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担区分第

2段階の者のサービス費に係る利用者負担額については、社会福祉法人等の申し出によ

り軽減の対象としないことができる。

また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サー

ビス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サ

ービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うもの

とする。

（軽減の対象者）

第5条 軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税で、あって、以下の要件を全て満たす者の

うち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して生計が困難な者と

して市長が認めた者及び生活保護受給者とする。なお、旧措置入所者で利用者負担割合

が5%以下の者については、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担のみ軽減の対象

とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について

軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で 150万円、世帯員が 1人増えるごとに 50万円を加算した額

以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で 350万円、世帯員が 1人増えるごとに 100万円を加算し

た額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用

し得る資産を所有していないこと。

性） 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。

（軽減の申請）

93 



第6条 軽減を希望する者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認、申請書（別記様式

第2号）、同意書（別記様式第 3号）、収入状況等申告書（別記様式第4号）により、市

長に申し出るものとする。ただし、軽減を希望する者が生活保護受給者である場合は、

同意書及び収入状況等申告書の提出は要しない。

（社会福祉法人等利用者負担軽減確認証）

第7条 申請に基づき、軽減の対象者に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証（別記様式

第5号。以下「確認証」という。）を交付するものとする。

2確認証に軽減の程度を記載するものとする。

3 確認証の有効期間は、申請日の月の初日より翌年6月末までとする。

（軽減の程度）

第8条 軽減の程度は、市長が当該軽減の対象者の収入状況を勘案して 4分の 1 （老齢福

祉年金受給者は 2分の 1）とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者については、

利用者負担の全額とする。

（確認証の提示）

第9条 確認証は、第2条の申出を行った社会福祉法人等及び県に軽減を行う旨の申出を

行った社会福祉法人等が確認証に記載する軽減の程度の確認を行うため、軽減を受けよ

うとする者が、軽減対象サービスの利用開始にあたり事前に軽減を行う社会福祉法人等

に提示するものとする。

（補則）

第 10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成 12年 3月 31日から施行する。ただし、第 9条については、平成 12 

年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 17年 1月 24日から施行する。

附則

この要綱は、平成 17年 10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 18年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 21年4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 23年4月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 24年4月1日から施行する。
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延岡市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負

担額軽減制度事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第1条 この要綱は、生計困難者の介護保険サービスに係る利用者負担額軽減を実施した

社会福祉法人に対する補助金の交付について、延岡市補助金等の交付に関する規則（昭

和 50年規則第2号。以下「規則Jという）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。

（補助対象経費及び補助率）

第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費は、「低所得者に対する介護保険サービスに

係る利用者負担額の軽減制度の実施についてJ（平成 12年5月 1日老発第 474号厚生省

老人保健福祉局長通知）の別添4 「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険

サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱Jに基づき社会福祉法人等が利用者

負担額を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入

（軽減対象サービスに関するものに限る）に対する 1%を超えた部分の本市被保険者分

とし、それについての補助率は2分の l以内とする。ただし、指定地域密着型介護老人

福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人につ

いては、軽減した総額のうち当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入（軽

減対象サービスに関するものに限る）に対する 10%を超える部分については全額を補助

対象とする。

なお、この補助額の算定については、事業所（施設）を単位として行う。また、補助

対象経費に補助率を乗じた額に千円未満の端数が生じた場合は これを切り捨てるもの

とする。

（補助条件）

第3条 規則第4条第 2項に規定する補助条件は、次のとおりとする。

(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速

やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(2) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証

拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後 5年間保管しておかなけ

ればならない。

（申請の取り下げのできる期限）

第4条 規則第6条の規定により申請の取下げのできる期限は、補助金の交付決定の通知

を受領した日から起算して 30日を経過した日とする。

（補助金の交付方法）

第5条 この補助金は、精算払いにより交付する。ただし、市長が特に必要があると認め

る場合は、概算払いにより交付する。

（実績報告）

第6条 規則第 9条の規定による実績報告は補助金等請求書に次の書類を添えて、事業の

完了の日から起算して 20 日を経過した日文は補助金の交付の決定のあった年度の翌年

度の4月5日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(1) 介護保険利用者負担軽減制度計画（実績）書（別記様式第 1号）
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(2) 収支予算（決算）書（別記様式第2号）

(3) 介護保険利用者負担軽減制度集計表（別記様式第3号）

（提出部数）

第7条 規則及びこの要綱の規定により市長に提出する部数はそれぞれ2部とし、その様

式は、規則に定めのあるものを除き、別記に定めるところによる。

附 則

この要綱は、平成 13年 1月 1日から施行し、平成 12年度の予算に係る介護保険特別

対策事業費補助金から適用する。

附 則

この要綱は、平成 18年4月 1日から施行する。
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延岡市社会福祉法人設立認可及び指導監査審査会要綱

（設置）

第 1条 健康福祉部に、社会福祉法人設立認可及び指導監査審査会（以下「審査会j とい

う。）を設置する。

2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法Jという。）第32条に規定する定款の

認可の審査

(2) 社会福祉法人に対する指導監査実施計画の内容の検討

(3) 特別監査を実施するかどうかの検討

性） 法第56条第2項の規定による命令、同条第3項の規定による命令及び勧告、同条第

4項の規定による命令、法第57条の規定による命令、法第58条第 2項第2号及び第3

号の規定による勧告、同条第3項の規定による命令並びに法第73条の規定により読み

替えて適用する法第72条各項の規定による制限及び命令をするかどうか又はどのよ

うな内容のものとするかの検討

(5) 前 3号に掲げるもののほか、社会福祉法人に対する指導監査に係る重要事項につい

ての協議及び検討

（委員）

第2条 審査会は、健康福祉部長並びに健康福祉部内の課長及び室長の職にある者をもっ

て組織する。

（会長）

第3条 審査会に会長を置き、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、審査会の会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する者がその職務を代理する。

（会議）

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、その構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

（庶務）

第5条 審査会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

附則

この要綱は、平成25年4月 1日から施行する。
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延岡市社会福祉法人指導監査要綱

（趣旨）

第 l条 この要綱は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第56条第 1項の規定に基づき社

会福祉法人（以下単に「法人Jとしづ。）に対して行う報告の徴収、検査、指導等（以

下「指導監査Jという。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

（指導監査の目的）

第2条 指導監査は、法人による法令、法令に基づいてする行政庁の処分及び定款の遵守

状況を調査することにより、法人の適正な運営と社会福祉事業の円滑な経営の確保を図

るために行うものとする。

（実施計画）

第3条 指導監査の実施に当たっては、毎年度 5月までに、指導監査実施計画を定めるも

のとする。

2 指導監査実施計画には、指導監査の方針、重点指導事項、具体的な実施方法及び実施

時期等を定めるものとする。

（審査会）

第4条 指導監査実施計画の内容の検討その他法人の指導監査及び認可に係る重要事項に

ついて審査、検討及び協議を行うため、健康福祉部に社会福祉法人設立認可及び指導監

査審査会を設置する。

2 社会福祉法人設立認可及び指導監査審査会に関して必要な事項は、別に定める。

（指導監査職員）

第5条 指導監査は、指導監査対象法人の関係課、高齢福祉課等に所属する指導監査担当

職員 2人以上で行うものとする。

（指導監査の種類）

第6条 指導監査の種類は、一般監査及び特別監査とする。

（一般監査）

第7条 一般監査は、全ての法人を対象として、 l年に 1回実施するものとする。ただし、

次のいずれにも該当する法人については、 2年に 1回とすることができる。

(1) 法人の本部の運営について、関係する法令及び通知に照らし、特に大きな問題が認

められないこと。

(2) 法人が経営する社会福祉事業その他の事業について、施設基準、運営費、報酬の請

求等に特に大きな問題が認められないこと。

2 前項の規定にかかわらず、法人の運営等に問題が発生したとき、又はその恐れがある

と認められるときは、一般監査を随時実施するものとする。

3 一般監査は、実地において行うものとする。

（特別監査）

第8条 特別監査は、次のいずれかに該当する場合において、随時実施するものとする。

(1) 施設の最低基準に違反すると認められるとき。

(2) 指導監査における指摘事項について是正及び改善がみられないとき。

(3) 正当な理由がなく、一般監査を拒否したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法人の運営又は事業の経営に不正又は著しい不当があ
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ると認められるとき。

2 特別監査は、実地において行うものとする。

（実施方法）

第9条 指導監査の実施に当たっては、法人に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を文書

により通知するものとする。ただし、特別監査については、この限りでない。

(1) 指導監査の根拠規定

(2) 指導監査の日時及び場所

(3) 指導監査を行う職員

比） 準備すべき書類

(5) 出席を求める者

2 指導監査を効率的かつ効果的に実施するため、必要な資料を事前に提出又は整備させ

るものとする。ただし、特別監査については、この限りでない。

3 指導監査の実施に当たっては、理事長その他責任ある職員の出席を求めるものとする。

4 指導監査の終了後は、理事長その他責任ある職員に対し、講評を行うものとする。

5 指導監査の結果、改善の必要があると認められた事項については、文書により改善を

指示するものとする。

6 前項の規定により指示した事項については、期限を付してその改善状況を文書により

報告させるものとし、必要があるときは、実地において改善状況を確認するものとする。

7 第5項の規定により改善を指示した事項が前項の期限を経過しても改善されないとき

は、当該法人に対して、社会福祉法第56条第2項の規定による改善命令を行うものとす

る。

8 法人が前項の改善命令に従わないときは、必要に応じ、社会福祉法第56条第3項及び

第4項の規定による業務の全部若しくは一部の停止命令、役員の解職勧告又は解散命令

を行うものとする。

9 指導監査の結果は、本市のホームページに掲載して公表するものとする。

附則

この要綱は、平成25年4月 1日から施行する。
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関連条例、規則等

【施設関係1
0延岡市老人デイサービスセンタ一条例

O延岡市老人福祉センタ一条例

0延岡市老人福祉センタ一条例施行規則

0延岡市高齢者コミュニティセンタ一条例

0延岡市高齢者コミュニティセンタ一条例施行規則

O延岡市北方健康福祉センタ一条例

0延岡市北方健康福祉センタ一条例施行規則

。延岡市北浦老人福祉館条例

0延岡市北浦老人福祉館条例施行規則

。延岡市北川老人福祉館条例

0延岡市北川｜老人福祉館条例施行規則

0延岡市老人ホームへの入所等に関する規則

｛介護保険】

O延岡市介護保険条例

0延岡市要介護認定等に係る資料の交付に関する規則

O延岡市介護保険料減免の基準に関する規則

0延岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例

O延岡市指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施

行規則

O延岡市指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例

0延岡市指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例施行規則

｛審議会、委員会、懇話会等】

0延岡市社会福祉事業基金運用審議会条例

0延岡市社会福祉事業基金運用審議会条例施行規則

O延岡市老人ホーム入所判定委員会規則

0延岡市高齢者保健福祉懇話会規則

0延岡市地域福祉懇話会規則

0延岡市介護認定審査会規則

0延岡市地域密着型サービス運営協議会規則
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【その他】

O延岡市社会福祉事業基金条例

0市長の所轄する社会福祉法人に関する規則

O延岡市長寿祝金支給規則

0延岡市生活援助員派遣手数料徴収条例

0老人福祉法第 28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則
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行旅 人移送取扱要領

行旅人の移送に際し、必要な事項を以下に定める。

（移送区間）

移送先は原則として、上りは「佐伯市」、下りは「宮崎市Jまでとする。熊本方面を希望する

場合は「熊本市Jまでとする。

この区間を延長する必要があると認められる場合は、生活福祉課長と係長が協議して決

定する。

（移送費用）

費用は、必要最小限度の経費（JR普通乗車運賃）を充てることとし、熊本方面はパス利用

料金額とする。支給方法は、切符等の現物支給とする。食費の申請あった場合には、 1食分

の食費として500円を現金で支給する。

緊急に移送を必要とすることが認められる場合は、生活福祉課長の承認を得て、別途特急

料金を支給することができるものとする。

（移送方法）

移送は、借用書に費用の金額を記入のうえ、署名・押印させ、ケースワーカーは延岡駅で

目的地までの切符を渡し、乗車を確認する。

夜間・休日等は宿直による対応とし、保護係長の承認を得て、延岡駅に連絡のうえ移送依

頼書を渡し、延岡駅で切符の交付を受けさせる。運賃は1週間以内に精算する。

（調書の作成）

別紙調書（こ、本籍地・現住所・氏名・生年月日・家庭の状況を聴取し、過去の経歴・移送

等の理由、目的地を聴取し、記載する。

（報告）

移送が終了したときは、支給した移送費の領収書を調書に添付して、生活福祉課長に報

告する。

この要領は平成23年3月 ／日より実施する。

【平成23年3月生活福祉課作成】・



1-/ .i与 9月

程担F\l.査時~後

平成23年度生活保護実施方針

延岡市福祉事務所

【現状及び問題点】

平成21年度以降は経済不況が原因で、被保護世帯数が増加を続けている。

このため、新規調査を行う回数も増え、各CWは受け持ち地区の定期訪問を

計画どうりに実施できず、後半の月に集中するといった問題が生じている。

計画訪問
【改善・対応】

今年度はまず、 cw数を2名増員したことで、受け持ち世帯数の減少を図って
‘ 

いる。しかし、今後も新規申請数が増えると通常業務を圧迫することに繋がる
.¥ 

ため、毎月提出される訪問活動計画表から訪問の実施状況をSVが確認し、

効果的な訪問が実施できるよう管理・助言を行う。

【現状及び問題点】

就労支援プログラムに基づき、ハローワークナビゲーターと連携して就労

支援を行っているが、ナピゲーターが1名に減少されたことにより効果的な

支援が行えていない現状がある。

【改善・対応】

就労支援 就労支援プログラムに基づく、従来のハローワークとの連携による就労支援

に加えて、新たに就労支援員 1名を雇用し、支援の枠を広げる。

c Wでは困難であった履歴書・職務経歴書の記入指導や、ハローワークへの

同行訪問を行うことによって、要保護者とマンツーマンの関わりを通して、

きめ細やかな支援を実施していく。

【現状及び問題点】

22年度の監査にて扶養能力調査が不適切な事例があるとの指摘を受けている

ことから、早急に全ケースを点検し改善を図る必要がある。

【改善・対応】

7月までに扶養調査が不十分と思われるケースを選定し、 8月の扶養調査強化

月間において調査を実施する。

扶養義務者調査
（具体的な内容は下記のとおり）

・管内の扶養義務者で親子・生別母子の前夫については原則として実調し、

収入等により扶養の可能性を調査する。管外に居住する場合には、回答

期限を付して文書で照会し、期限までに回答がないときは再度期限を付し

て照会する。

－扶養義務者の扶養能力調査は、親子前夫については原則 1年に 1回行い、

毎年8月を調査月間とし一斉調査に取組む。



0計画訪問

実 施 時 期
事 項 担当者

第1四半期｜第2四半期｜ 第3四半期｜第4四半期

援助方針・格付け決定 CW・SV 1/1-3/31 

月々の訪問計画 CW・SV 4/1－一一一一一ーーーーーー一一一ーーーーーーーーーーーーー一一ー一一一一一一一一一一3/1

訪問実施状況の確認 sv 5/1－ーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一3/31

訪問に対する指導・援助 sv 5/1－ーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一3/31

‘、 訪問結果把握 課長 5/1一一一一一一一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一3/31

0就労支援

実 施 時 期
事 項 担当者

第1四半期｜第2四半期｜第3四半期｜ 第4四半期

ケース選定 cw 4/1-6/30 

面接指導 就労支援員 6/1一一一一一一一一一一一一一一一一ーーーーーーーーーーーー1/31

ハローワーク同行 就労支援員 6/1－－一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一ー一ーーーー1/31

進行状況把握 sv 8/1一一一ーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一2/1

結果集約 sv 2/1-2/28 

結果総括 課長 3/1-3/5 

計画見直し 3/10-3/31 

‘E 

0扶養義務者調査

実 施 時 期
事 項 担当者

第1四半期｜第2四半期｜第3四半期｜第4四半期

ケース選定・データ作成 cw 6/1--7/31 

扶養照会実施 cw 8/1-8/31（強化月間）

実施状況確認 sv 9/1-9/10 

結果集約 sv 11/1-11/30 

結果総括 課長 12/1-12/10 
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司Z 厄支 2 3~三犀芝宇冨宅止苓享業主雰芝方包言十匡雪蓄量F
0年間を通じて実施……世帯分離の見直し・年間収入申告書の徴取（暦年） O毎月実施……稼働年齢層からの収入申告書の徴取（未稼働者は求職状況）

ム

閣国掴隈盟購艶萄週鵬翻購雌閤温麟蹟塑塑園略鶴田盟堅哩曹暫醐麹彊圏直圃園面調灘欝観簸欝薦議繋襲五響額鱒鱒臨調瀬勝機輔鵬癒｜
前期教材費認定

賞与、特別控除認定及び確認、削除

市税台帳照合による収入調査（全ケ

ース）

介護保険料加算認定変更（普徴）

子ども手当認定

児童扶養手当認定変更

生活保護施行事務監査

県北精神アルコール関連問題研究会

福祉事務所スーパーパイザー研修

①
②
③
 

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
 

賞与、特別控除認定

高校就学者の費用検討

国民生活基礎調査

全国現業員研修会

社会福祉行政中堅職員研修

被保護者全国一斉調査

高校就学経費支給

介護保険料加算認定（普徴）

暴力団員状況調査

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

③

⑨

 

高校就学者の費用検討（6月迄に）

施行監査事務ヒアリング

福祉事務所等相談員研修

新任現業員・新任査指研修

年金額収入認定変更

①

②

③

④

⑤

 

ケースの分類、格付の決定

援助方針の再検討

自立助長ケースの選定

年間訪問計画の策定

平成22年度分生活保護適正実施推

進事業（国庫補助対象）の集計と検討

④平成23年度分生活保護適正実施推

進事業の策定（書式検討と作成）

業務実施方針の策定

児童、生徒名簿の整備

経理の抽出点検（毎月）

① 

② 

③ 

⑤

⑥

⑦

 

制撤樹
期末一時扶助認定

賞与見込額認定、特別控除認定

農業収入認定（米価調査）

理状

動向
蹄7烹

冬季力n算認定（11月～3月）

市外病院・施設入院入所者調査

生命保険等入院給付金受給状況調査

社会福祉主事スクーリング

県内九市福祉事務所長会議

菅外扶養義務者調査

生活保護ケースワーカー研修

先進福祉事務所実地研修

況
一
分
一
守

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
③
 

繍
賞与、特別控除認定及び確認削除

管外扶養義務者調査

医扶実態調査・レセプト縦覧点検

県北精神アルコール関連問題研究会

アディクション研究会

高校就学経費支給

①
②
③
＠
⑤
⑥
 

繍麟ミ概括担~~
①賞与、特別控除認定及び確認、削除

②年金手当未受給者点検

③国民生活基礎調査

④全国査察指導員研修会

⑤扶養一斉調査

躍園歯菌踊盤醤甑翠麹遍菌薗撞檀圃圃華麗－画面函面調建畠福島直感謝謡寵樋田園田趨虚弱崎製審議魁準認議警護遜畿護瀦留男通路線磁弱齢さつ
基準改訂

中高卒者進路調査（高校進学校確認）

及び就職支度費認定

援助方針一斉点検（3月中旬迄に）

平成23年度分生活保護適正実施推進

事業（国庫補助対象）の集計と点検

平成24年度分生活保護適正実施推進

事業の計画と実施方針の検討

レセプト縦覧点検

生活保護査察指導員会議

① 

② 

⑤ 

⑤ 

⑦ 

③ 

④ 

①入学準備金・被服費（3年）・就職

支度費認定

後期教材費認定

学校給食費清算（ 3月分教扶で調

整）

中高卒者進路調査（2月迄に）

援助方針一斉点検（3月中旬迄に）

高校就学経費支給

都市福祉事務所査察指導員会議

② 

③ 

④

⑤

⑥

⑦

 

賞与受給額確認及び認定削除

中高卒者進路調査（2月迄に）

援助方針一斉点検（3月中旬迄に）

①

②

③

 

賞与、特別控除認定及び確認削除

高校就学経費支給

年間収入申告書徴取

①

②

③

 


