
平成２８年度 
介護保険住宅改修 
施工事業者研修会 

日時  平成29年3月14日(火) 

    午後2時～午後3時 

場所  安城市役所さくら庁舎第36会議室 
 

安城市福祉部高齢福祉課介護給付係 
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介護保険法の目的について 
第１条 

    この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等に
より要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並び
に看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これ
らの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係
る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を
設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の
保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 

趣旨 

    加齢に伴って、要介護状態になった者に、必要な保健医療サービス
および福祉サービスに係る給付を行い、要介護状態になった者が有す
る能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、国民の共同
連帯の理念に基づき、介護保険制度を設け、それにより国民の保健医
療の向上及び福祉の増進を図ることを定めています。 
    なお、要介護状態になっても尊厳を保持し、生活を営むことを目的と
しています。 
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居宅介護（介護予防）住宅改修費について 
（    概    要    ） 
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 在宅の要介護者・要支援者が、手すりの取付け等以下の住宅改修を
実際に居住する住宅について行ったときは、市町村が要介護者等の
心身の状況や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、居宅介護
（介護予防）住宅改修費が支給されます。 
 支給額は、実際の改修費の９割（又は８割）相当額で、支給限度基準
額（２０万円）の９割（又は８割）を上限とします。 
※以下、居宅介護（介護予防）住宅改修費を「住宅改修費」という。 

居宅介護（介護予防）住宅改修費とは 

住宅改修の種類 

①手すりの取付け 
②段差の解消 
③滑りの防止および移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の
変更 
④引き戸等への扉の取替え 
⑤洋式便器等への便器の取替え 
⑥その他給付対象となる住宅改修に付帯して必要となる工事 
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①手すり 

   住宅改修告示第１号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、
浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に、転倒予防若しくは移動又
は移乗動作に資することを目的として設置するものです。手すりの形
状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。 
   なお、貸与告示第７号に掲げる「手すり」に該当するものは除かれま
す。 

②段差の解消 

   住宅改修告示第２号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、
浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の
段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居
を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が
想定されます。 
  ただし、貸与告示第８号に掲げる「スロープ」又は購入告示第３項第
５号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれま
す。 
  また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器
を設置する工事は除かれます。 
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③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又
は通路面の材料の変更 

 住宅改修告示第３号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のた
めの床又は通路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては
畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材
の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への
変更等が想定されます。 

④引き戸等への扉の取替え 

 住宅改修告示第４号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き
戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉
全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含
まれます。 
 ただし、引き戸等への扉の取替えに合わせて自動ドアとした場合は、
自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当
額は、法に基づく保険給付の対象となりません。 
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⑤洋式便器等への便器の取替え 

 住宅改修告示第５号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、
和式便器を洋式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更
する場合が一般的に想定されます。 
 ただし、購入告示第１項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。 
 また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式
便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの
機能等の付加は含まれません。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式
便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水
洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づ
く保険給付の対象となりません。 
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⑥その他住宅改修に付帯して必要となり、給付対
象となる住宅改修例 

①手すりの取付け 
    手すりの取付けのための壁の下地補強 
②段差の解消 
    浴室の床の段差解消（浴室の床のかさ上げ）に伴う給排水設備工
事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上が
りの設置 
③床又は通路面の材料の変更 
    床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材
料の変更のための路盤の整備 
④扉の取替え 
    扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 
⑤便器の取替え 
    便器の取替えに伴う給排水設備工事（水洗化又は簡易水洗化に係
るものを除く。）、便器の取替えに伴う床材の変更 
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負担割合（１割負担・２割負担） 

 平成２７年度介護保険制度改正により、一定以上所得者の負担割合
を２割にすることとされ、受給者自身に負担割合を適切に知らせるとと
もに、サービス事業者窓口での利用者負担徴収の際にいずれの負担
割合で徴収すればよいかを判別できるように「負担割合証」を交付して
います。    
 
○領収書記載時点における負担割合が適用されます。 
 
○支給限度基準額については、被保険者の負担割合に関わらず、同    
 一の住宅につき２０万円です。 
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住宅改修費支給限度基準額 

    住宅改修費の支給限度基準額は、同一の住宅で２０万円です。した
がって、２０万円の住宅改修を行った場合、通常、保険給付の額は１８
万円（２割負担の方は１６万円）となります。  
    また、初回に１５万円の住宅改修を行った場合、その後は残り５万
円までが住宅改修費の対象となります。 
※安城市では、対象となる費用が２０万円を超えた場合、１０万円を上
限に市の補助金（人にやさしい住宅リフォーム費）を支給する制度があ
ります。 
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例１．１５万円の住宅改修を行った場合 

          １３万５千円は保険給付。市補助金はなし。→合計１３万５千円支給。 
                                 １万５千円自己負担。 

例２．２５万円の住宅改修を行った場合 

          １８万円は保険給付。５万円は市補助金。 →合計２３万円支給。 
                                  ２万円自己負担。 

例３．３５万円の住宅改修を行った場合 

          １８万円は保険給付。１０万円は市補助金。→合計２８万円支給。 
                                 ７万円自己負担。 
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※１割負担の方の例 

※２割負担の方の例 

例１．１５万円の住宅改修を行った場合 

          １２万円は保険給付。市補助金はなし。  →合計１２万円支給。 
                                 ３万円自己負担。 

例２．２５万円の住宅改修を行った場合 

          １６万円は保険給付。５万円は市補助金。 →合計２１万円支給。 
                                  ４万円自己負担。 

例３．３５万円の住宅改修を行った場合 

          １６万円は保険給付。１０万円は市補助金。→合計２６万円支給。 
                                  ９万円自己負担。 



    最初の住宅改修に着工した日と比べて、次のように要介護状態区
分を基準として定める「介護の必要の程度」の段階が３段階以上重く
なった場合には、例外的に、改めて支給限度基準額２０万円分の住宅
改修費が受けられます。（初回分の住宅改修について支給限度基準
額の残額があっても、追加分に持ち越されず、２０万円となります。） 
    この例外は、同一住宅・同一要介護者について１回のみ適用されま
す。 

要介護状態が著しく重くなった場合の例外 

「介護の必要の程度」の段階 要介護状態区分等 

第六段階 要介護５ 

第五段階 要介護４ 

第四段階 要介護３ 

第三段階 要介護２ 

第二段階 要支援２  または  要介護１ 

第一段階 要支援１  または  経過的要介護 
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転居リセットの例外 

• 転居した場合は、転居前の住宅に係る住宅改修費の支給状況とは
関係なく、転居後の住宅について２０万円まで支給可能。 

• ３段階リセットの例外は転居後の住宅のみに着目して適用。 
• 転居前の住宅に再び転居した場合は転居前住宅に係る支給状況

が復活。 

初回の住宅改修着工日 追加の住宅改修着工日 

経過的要介護 要介護３以上 

旧要支援 要介護３以上 

要支援１ 要介護３以上 

要支援２ 要介護４以上 

要介護１ 要介護４以上 

要介護２ 要介護５ 

（適用パターン） 

13 



支給要件（以下の全ての条件に該当することが必要です） 

• 要支援または要介護認定を受けており、工事完了日の時点で認定
が有効であること。 

• 改修は被保険者の自立した生活の支援や介護負担の軽減という目
的で行うものであること。 

• 介護保険被保険者証に記載されている住所地の改修で、要支援、
要介護者が実際に居住している住宅であること。 

• 改修内容が介護保険の給付対象となる工事であること。 
• 改修前にケアマネジャー又は地域包括支援センター職員に相談し

ていること。 
• 事前届出書類を提出していること。 
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支払方法 

支払方法には、償還払い方式と受領委任払い方式の２種類がありま
す。 
 
「償還払い方式」 
 利用者（被保険者）がいったん、改修費用全額を施工事業者に支払
い、給付対象部分の９割（又は８割）の金額が後日、安城市から利用
者へ給付されます。 
 
「受領委任払い方式」 
 介護保険対象の住宅改修に係る費用（給付対象部分）のうち、利用
者は自己負担（１割又は２割）の金額のみ施工事業者に支払い、残り９
割（又は８割）分については、安城市が直接施工事業者に支払います。
ただし、施工内容に給付の対象とならない部分が含まれるときは、利
用者が上記以外に対象外費用の全額を支払うことになります。 
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ケアマネジャー等に相談 

住宅改修の流れ 

事前届出書を提出 

提  出  書  類 留  意  事  項 

１ 介護保険居宅介護（介護予防）
住宅改修事前（変更）届出書 

着工日は申請日から１週間以降で予定してください。 

２ 住宅改修が必要な理由書 ケアマネジャー等に記載してもらいます。ケアマネジャーが
いない場合は、地区内の地域包括支援センターに依頼して
ください。 

３ 工事費見積書 宛名は被保険者本人であること。材料費、施工費、諸経費
を適切に区分し、材質・サイズなどの規格や数量・単価など
可能な限り詳細に記載してください。 

４ 工事箇所の改修前の写真 日付入りのカラー写真で、改修前後を対比できるような写真
を提出してください。（日付機能がないカメラは黒板等を利
用して写真の中に日付を入れてください。） 

５ 工事前と工事後（予定）の図面 可能な限り詳細に記載し、居宅内の位置関係および生活動
線がわかるものを提出してください。 

６ 所有者の承諾書※ 賃貸住宅などを改修する場合に提出してください。被保険
者が所有者と別居の場合も所有者の承諾を必要とします。 

７ 受領委任払い同意書※ 受領委任払い制度を利用する場合に提出してください。 
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施工（着工）    ⇒    完成 
※事前届出書に対する承認通知受領後に着工してください！！ 

支給申請書を提出 

提  出  書  類 留  意  事  項 

１ 介護保険居宅介護（介護予防）
住宅改修費支給申請書 

事前申請日、着工日、完成日、改修費用等を記載してくださ
い。 

２ 工事費内訳書 材料費、施工費、諸経費を適切に区分し、材質・サイズなど
の規格や数量・単価など可能な限り詳細に記載してください。 

３ 領収書 宛名は被保険者本人であること。 
原本およびコピーを提出してください。（原本は窓口で確認
後返却します。） 
※必要に応じて収入印紙を貼付してください。 

４ 工事後の図面 工事後の図面を可能な限り詳細に記載してください。 

５ 改修後の写真 日付入りのカラー写真で、改修前後を対比でき、かつ全て
の使用部材が確認できる写真を提出してください。（日付機
能がないカメラは黒板等を利用して写真の中に日付を入れ
てください。） 
 

※やむを得ず事前の申請ができない場合 
やむを得ない事情により、事前の申請が困難な場合は、利用者は工事完了後に「事前届出書」及び
「支給申請書」を提出していただくことになりますが、高齢福祉課へ必ず事前に相談してください。場合
によっては、支給対象外となることがあります。 
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住宅改修現地調査 

「介護保険給付適正化事業」の一つ。 
 
「介護給付適正化」とは…  
 介護給付の適正化を図ることにより、利用者に対する適切な介護サービスを
確保するとともに、不適切な給付が削減されることは、介護保険制度の信頼感
を高めるとともに、介護給付費や介護保険料の増大を抑制することを通じて、
持続可能な介護保険制度の構築に資するものである。 

 
 
 安城市では、住宅改修事前届出書の受付後、着工前までに被保険
者宅を訪問し、被保険者及び家族に対しヒアリングを実施することで、
理由書またはケアプランとの相違がないか確認します。 
 また住宅改修費支給申請書の受付後にあっては、工事完了後の被
保険者宅を訪問し、適正な工事が行われたか確認し、申請内容が適
正であるか調査することを目的としています。 
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安城市内の地域包括支援センター 

名 称 担当中学校区 

安城市地域包括支援センターさとまち 東山中学校区 

安城市地域包括支援センター中部 安城北中学校区 

安城市地域包括支援センター八千代 篠目中学校区 

安城市地域包括支援センターあんのん館 安城西中学校区 

安城市地域包括支援センター更生 安城南中学校区 

安城市地域包括支援センター松井（※） 安祥中学校区 

安城市地域包括支援センターひがしばた（※） 明祥中学校区 

安城市地域包括支援センター小川の里 桜井中学校区 

平成２９年４月から、市内の地域包括支援センターは８ヵ所になります。 

※地域包括支援センター松井・ひがしばたは平成２９年４月１日開所 
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Ｑ．工事（予定）の日に入院または入所中の場合は？ 
 

Ａ．工事後の住宅改修費支給申請は、退院・退所により在宅の実績が 
  生じて初めて可能となります。したがって、入院・入所中に住宅改修 
  をした場合、退院・退所できなくなったときは、全額自己負担となり 
  ます。  

Ｑ．工事（予定）の日に要介護（要支援）の認定がない場合   
  は？ 
 

Ａ．支給申請は、要介護（要支援）認定の有効期間内に工事が着工・ 
  完了することで可能となります。したがって、工事期間が要介護（要 
  支援）認定の有効期間内でない場合は、全額あるいは一部を自己 
  負担していただくことになります。 
     特に、事前届出書の提出以後の変更申請時にはご注意ください。 
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Ｑ．住宅改修費残額照会について 
 

Ａ．過去に利用実績がある場合であって、残額について照会をしたい場 
  合は担当のケアマネジャーもしくは地区内の地域包括支援センター   
  へ問い合わせをしてください。 

Ｑ．要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、   
  介護保険の住宅改修を行うことができるか。 
 

Ａ．介護保険の住宅改修は現に居住する住宅を対象としており、介護 
  保険証に記載 されている住所地の住宅のみが対象となるため、子 
  の住宅に住民票が移されていれば介護保険の住宅改修の支給対 
  象となります。 

Ｑ．給付制限について 
 

Ａ．給付制限期間中の工事については、受領委任払いができない、あ 
  るいは自己負担割合が変更（１割（２割）負担⇒３割負担）される可 
  能性がありますので、必ず介護被保険者証で給付制限の有無を確 
  認してください。 
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Ｑ．同一住宅に複数の被保険者がいる場合の留意点。 
 
 

Ａ．被保険者ごとに支給申請が可能であるが、同時に工事が行われた 
  場合には、申請した住宅改修の範囲が重複しないようにする。例え 
  ば、２人の被保険者が共用室の床材を変更したときなどは、どちら   
  か一方が支給申請をしてください。 

23 

Ｑ．現在、入院している高齢者がまもなく退院する予定であ 
  るが、住宅改修を行うことができるか。又、特別養護   
  老人ホームを退去する場合はどうか。 
 

Ａ．入院中の場合は住宅改修が必要と認められないので住宅改修が 
  支給されることはありません。ただし、退院後の住宅について予め 
  改修しておくことも必要と考えられますので、事前に高齢福祉課に 
  事前届出書類を提出したうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改 
  修費の支給を申請することは差し支えありません。（ただし、退院し 
  ないこととなった場合は申請できません）。 
  特別養護老人ホームを退去する場合も、本来退去後に住宅改修を 
  行うものであるが、同様に取り扱って差し支えありません。 



Ｑ．≪便器≫既存の洋式便器の便座を、洗浄機能が付加 
  された便座に取り替えた場合、住宅改修の支給対象と 
  なるか。 
 

Ａ．介護保険制度において便器の取替を住宅改修の支給対象としてい 
  るのは、立ち上がるのが困難な場合等を想定しているためです。洗 
  浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座に取り 
  替える場合は住宅改修の支給対象外となります。 

Ｑ．ユニットバスの給付対象範囲とは？ 
 

Ａ．介護保険の住宅改修費として認められているものは、「手すりの取 
  付け」などの５種類の工事とそれに付帯して必要となる工事です。ユ 
  ニットバスの工事については、壁や天井等の給付対象外工事も含 
  まれていますので、対象部分の抽出・按分等の適切な方法で保険 
  対象費用を算出してください。 
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Ｑ．施工時にブラケット等使用個数が変更となったときは？ 
 

Ａ．当初の想定より壁の強度不足等が判明し、ブラケット等を追加等す 
  る場合（事前届出書類と実際の施工内容に相違がある場合）につい   
  ては、事前に必ず高齢福祉課へ相談してください。事前連絡なく支   
  給申請した場合、変更部分は支給対象外となることがあります。 

Ｑ．事前届出書に対する承認通知を受領する前に着工して 
  しまったときは？ 
 

Ａ．支給対象外となりますので、承認通知を受領したかどうか確認の上   
  着工してください。 

Ｑ．受領委任払いで保険給付額・自己負担額に端数が出 
  たとき 
 

Ａ．保険給付額を小数点以下切り捨て、改修費用から保険給付額を差  
  し引いた残額が自己負担額となります。 
 

（例）１１，１１１円の住宅改修をしたとき（１割負担） 
   保険給付額 １１，１１１円 ×     ０．９   ＝ ９，９９９円 
   自己負担額 １１，１１１円 － ９，９９９円 ＝ １．１１２円 
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申請時の注意事項について 
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・介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修事前（変更）届出書 
・住宅改修が必要な理由書 
・工事費見積書 
・工事箇所の改修前の写真 
・工事前と工事後（予定）の図面 
・所有者の承諾書※ 
・受領委任払い同意書※ 

申請に必要な書類 

・介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書 
・工事費内訳書 
・領収書（原本と写し） 
・工事後の図面 
・改修後の写真 

（事前申請） 

（支給申請） 
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工事費見積書・内訳書 

・宛名が被保険者の氏名が記入されているか 
 
・内訳書の項目について、材料費・加工費・諸経費が区分
されて記入されているか。 
 
・保険給付対象外の工事費用が含まれる場合には、保険
給付の対象・対象外が区分されているか。 
 
・ユニットバスを設置する場合は、保険給付対象部分が明
らかになるような内訳書等が添付等されているか。 
 
・材料・数量に過不足はないか。 
 
・改修金額に誤りはないか。 
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図面（工事前・工事後） 

・居宅全体の平面図（手書き可）が添付されているか。 
 
・改修箇所を図面等に落とし、改修内容（改修の種類等）が
きちんと記入されているか。 
 
・被保険者の居室位置及び生活動線がわかるように図面
等が作成されているか。 
 
・手すり・スロープなどの長さや幅がわかるように、寸法が
記載されているか。 
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写真（改修前・改修後） 

・住宅改修の全ての箇所の全体がわかるように撮影されて
いるか。 
 ○敷居撤去・浴槽の取替えなどの段差解消の場合には、   
   段差へメジャーをあてるなどし、施工前後の高さの比較  
     ができるように撮影されているか。 
 
 ○改修箇所の全体を写すことが困難な場合には、数枚に   
   分けて撮影するなど、 全ての使用した部材がわかるよ   
   うになっているか。 
 
・撮影日が入っているか。 
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領収書 

・宛名は被保険者本人となっているか。 
 
・領収書の原本及びコピーが添付されているか。 
 
・但し書きが記入されているか。 
 
・償還払いの場合、金額は改修金額と同じか。 
 
・受領委任払いの場合、自己負担額が正確に記載されて  
  いるか。（端数処理は正しくされているか） 
 
・必要に応じて収入印紙の貼付があるか。 
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