
○流山市高齢者在宅サービス支援事業規則 

平成２３年６月１５日 

規則第２０号 

改正 平成２４年３月３０日規則第１４号 

平成２４年７月６日規則第３５号 

平成２６年３月３１日規則第２０号 

平成２７年１２月２８日規則第４１号 

（目的） 

第１条 この規則は、在宅高齢者に対し、高齢者在宅サービス支援事業を実施

することにより、高齢者の自立した日常生活の継続及び家族の身体的かつ精

神的負担の軽減を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１）高齢者 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている

者であって、年齢が６５歳以上のもの（６０歳以上６４歳以下の者であっ

て、市長が特に認めるものを含む。）をいう。 

（２）在宅高齢者 高齢者のうち、居宅又はこれに準ずると市長が認めたも

のにおいて常時生活している者をいう。 

（３）高齢者世帯 高齢者のみで構成される世帯をいう。 

（４）高齢者在宅サービス支援事業 高齢者が在宅において自立した生活を

営むことができるよう支援する事業をいう。 

（事業の種類、内容及び利用対象者） 

第３条 市が行う高齢者在宅サービス支援事業（以下「サービス」という。）

の種類、内容及び利用対象者は、それぞれ別表第１に定めるとおりとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、利用対象者が感染性の疾病を有する者又は市長

がその他の事情によりサービスを実施することが適当でないと認めた者は、

利用対象者としない。 

（利用の申請） 

第４条 サービスを利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、流山

市高齢者在宅サービス支援事業利用申請書（別記第１号様式）に市長が必要

と認める書類を添付し、市長に申請しなければならない。 



（申請に係る調査） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に

係る利用対象者の日常生活の状況について調査を行わなければならない。 

２ 市長は、申請者又は利用対象者が前項の調査に協力しないときは、当該申

請を却下することができる。 

（利用の決定） 

第６条 市長は、第４条の規定による申請があったときは、前条の調査を経て、

当該申請の可否を決定し、流山市高齢者在宅サービス支援事業利用決定（申

請却下）通知書（別記第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

（利用券の交付） 

第７条 市長は、前条の規定によりサービスの利用について可の決定を受けた

者（以下「利用者」という。）のうち、外出支援サービス及び訪問理美容サ

ービスの利用者に対し、前条の規定による通知と併せてそれぞれ流山市高齢

者在宅サービス（外出支援サービス）利用券（別記第３号様式）又は流山市

高齢者訪問理美容サービス利用券（別記第４号様式）を交付するものとする。 

２ 市長は、毎年の４月１日において、当該日前に利用者となっている者であ

って、外出支援サービス及び訪問理美容サービスの利用者であるものに対し、

それぞれ流山市高齢者在宅サービス（外出支援サービス）利用券又は流山市

高齢者訪問理美容サービス利用券を交付するものとする。 

３ 前２項の規定により交付する流山市外出支援サービス利用券の枚数は、第

５条の規定による申請のあった日の属する月（前項の場合にあっては、４月）

から当該月の属する年度の末月までの月数に４を乗じた数とする。 

４ 第１項及び第２項の規定により交付する流山市訪問理美容サービス利用券

の枚数は、第４条の規定による申請のあった日の属する月（第２項の場合に

あっては、４月）から当該月の属する年度の末月までの月数を２で除した数

（当該数に小数点以下の端数があるときは、小数点以下第一位を四捨五入し

た数）とする。 

５ 流山市外出支援サービス利用券及び流山市訪問理美容サービス利用券（以

下「利用券」という。）の有効期間は、交付の日から当該日後の最初の３月

３１日までとする。 

６ 利用券は、汚損、破損等による取り換えを除き、再交付をしないものとす

る。 

（利用券の提出） 



第８条 利用者は、外出支援サービス又は訪問理美容サービスを利用するとき

は、市長の委託を受けたサービスを行う者（以下「サービス事業者」という。）

に利用券を提出しなければならない。 

（譲渡等の禁止） 

第９条 利用券は、他に譲渡し、担保に供してはならない。 

（利用の制限） 

第１０条 サービスの利用に係る制限は、別表第２に掲げるサービスの種類に

応じ、同表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、

この限りでない。 

（費用の負担） 

第１１条 利用者は、別表第２に掲げるサービスの種類に応じて同表に定める

費用を市（訪問理美容サービスにあっては、サービス事業者）に支払わなけ

ればならない。 

（費用の減免） 

第１２条 市長は、別表第２に掲げる費用のうち、外出支援サービスに係る費

用について、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該費用の全

部又は一部を減免することができる。 

（１）震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅又は家財に

著しい損害を受け、費用の負担が困難なとき。 

（２）干ばつ、冷害、凍霜害等によって農作物の不作等が生じ、これに伴い

著しく収入が減少し、費用の負担が困難なとき。 

（３）失業及び事業の休止、廃止等により著しく収入が減少し、費用の負担

が困難なとき。 

（４）前３号に掲げるもののほか、費用の負担が困難であると市長が認める

とき。 

２ 前項に規定する費用の全部又は一部の減免を受けようとする利用者は、第

５条第１項の規定による申請と同時に流山市高齢者在宅サービス支援事業費

用減額・免除申請書（別記第５号様式）に市長が必要と認める書類を添付し、

市長に申請しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、

可否を決定し、流山市高齢者在宅サービス支援事業費用減額（免除）決定（申

請却下）通知書（別記第６号様式）により申請者に通知するものとする。 

（サービス内容の変更） 



第１３条 利用者は、利用するサービスを追加しようとするときは、流山市高

齢者在宅サービス支援事業利用内容変更申請書（別記第７号様式）に市長が

必要と認める書類を添付し、市長に申請するものとする。 

２ 第５条の規定は、前項の規定による申請について準用する。 

（変更の決定） 

第１４条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、同条第２項

により準用される第５条に規定する調査を経て、当該申請の可否を決定し、

流山市高齢者在宅サービス支援事業利用内容変更決定通知書（別記第８号様

式）により、当該申請者に通知しなければならない。 

（状況変更届） 

第１５条 利用者は、利用対象者のサービスの利用に係る日常生活の状況に変

更のあるときは、流山市高齢者在宅サービス支援事業利用状況変更届（別記

第９号様式）により、速やかに、市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出により、サービスの内容を変更するときは、

流山市高齢者在宅サービス支援事業利用内容変更決定通知書により当該届出

をした者に通知しなければならない。 

（サービスの利用の終了届） 

第１６条 利用者は、サービスの利用を終了しようとするときは、流山市高齢

者在宅サービス支援事業利用終了届出書（別記第１０号様式）により、速や

かに市長に届けるものとする。 

（サービスの終了） 

第１７条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、サービス

を終了するものとする。 

（１）サービスの利用対象者に該当しなくなったとき。 

（２）前条の規定によりサービスの利用の終了の届出があったとき。 

（３）前２号に定めるもののほか、市長が利用の必要がないと認めたとき。  

２ 市長は、前項の規定によりサービスを終了するときは、流山市高齢者在宅

サービス支援事業利用終了決定通知書（別記第１１号様式）により、当該サ

ービスの利用者に通知するものとする。 

３ 利用券の交付を受けている利用者は、前項の規定による通知を受けた場合

において、未使用の利用券が残存しているときは、当該利用券を市長に返還

しなければならない。 

（補則） 



第１８条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年７月１日から施行する。 

（流山市高齢者ホームヘルプサービスに関する規則等の廃止） 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 

（１）流山市高齢者ホームヘルプサービスに関する規則（平成１２年流山市

規則第２９号） 

（２）流山市高齢者等生きがいデイサービスに関する規則（平成１２年流山

市規則第３２号） 

（３）流山市高齢者訪問理美容サービスに関する規則（平成１３年流山市規

則第２２号） 

（４）流山市高齢者外出支援サービスに関する規則（平成１３年流山市規則

第２４号） 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、現に流山市高齢者ホームヘルプサービスに関する規

則第６条の規定による利用を可とする決定（流山市高齢者ホームヘルプサー

ビスに関する規則第１１条の規定による変更の決定を含む。）を受けている

者、流山市高齢者訪問理美容サービスに関する規則第６条の規定による利用

を可とする決定を受けている者、流山市高齢者外出支援サービスに関する規

則第７条（流山市高齢者ホームヘルプサービスに関する規則第１０条の規定

による変更の決定を含む。）の規定による利用を可とする決定を受けている

者及び流山市ねたきり老人等寝具乾燥サービス事業実施要綱（平成６年流山

市告示第８４号）第５条の規定による利用を可とする決定を受けている者は、

第６条の規定による利用を可とする決定を受けた者とみなす。 

４ この規則の施行の際、現に流山市高齢者外出支援サービスに関する規則第

８条の規定により交付されている流山市高齢者外出支援サービス利用券は、

第７条第１項の規定により交付する流山市外出支援サービス利用券とみなす。 

附 則（平成２４年３月３０日規則第１４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の流山市高齢者在宅サービス支援事業規則（以下「改



正規則」という。）別表第２ホームヘルプサービスの項費用の欄の規定は、

この規則の施行の日以後の利用に係るホームヘルプサービスについて適用し、

同日前の利用に係るホームヘルプサービスについては、なお従前の例による。 

（変更の通知） 

３ この規則の施行に際し、現にこの規則による改正前の流山市高齢者在宅サ

ービス支援事業規則によるホームヘルプサービスを利用している者に対して、

改正規則別表第２ホームヘルプサービスの項費用の欄の規定について変更に

なった旨を通知するものとする。 

附 則（平成２４年７月６日規則第３５号） 

この規則は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日規則第２０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の流山市高齢者在宅サー

ビス支援事業規則第６条の規定によりホームヘルプサービス事業の利用を可

とする決定を受けている者は、この規則の施行の日以後においても、当該事

業を利用することができる。 

附 則（平成２７年１２月２８日規則第４１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により調製された

様式が残存している場合は、当分の間、所要の調整をして使用することがで

きる。 

別表第１（第３条関係） 

サービスの種類 サービスの内容 利用対象者 

外出支援サービス 自宅と病院、診療所、介護

保険施設等との間の送迎

の支援 

単独で公共交通機関の利用

が困難な在宅高齢者（前年

の市町村民税が非課税とな

っている高齢者世帯に属す

る者に限る。） 



訪問理美容サービス 理容サービス又は美容サ

ービスを居宅において受

けるための支援 

理容店及び美容店に出向く

ことが困難な在宅高齢者 

寝具乾燥サービス 寝具の乾燥及び消毒を居

宅において受けるための

支援 

寝具の乾燥及び消毒を行う

ことが困難な在宅高齢者

（高齢者世帯に属する者に

限る。） 

別表第２（第１０条、第１１条、第１２条関係） 

サービスの種類 利用の制限 費用 

外出支援サービス （１） 利用時間 午前９時から

午後５時まで 

（２） 片道の移動に要する時間 

３０分以内 

１回につき２３０円 

訪問理美容サービス 原則として利用する理容又は美容

を行う事業者の休業日の午前１０

時から正午まで及び午後１時から

午後４時まで 

理容又は美容の技術

料 

寝具乾燥サービス 月２回まで 無料 

別記 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



第１号様式（第４条関係） 

第２号様式（第６条関係） 

第３号様式（第７条関係） 

第４号様式（第７条関係） 

第５号様式（第１２条関係） 

第６号様式（第１２条関係） 

第７号様式（第１３条関係） 

第８号様式（第１４条、第１５条関係） 

第９号様式（第１５条関係） 

第１０号様式（第１６条関係） 

第１１号様式（第１７条関係） 

 


