
介護保険の住宅改修費支給を申請される方へ
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介護保険の要介護認定・要支援認定を受けている方が、在宅での生活に支障がないようにお住まい

の住宅を改修した場合には、申請により改修費用が保険から給付されます（個人の資産形成につなが

らない比較的小規模な工事が前提です。）。

介護保険の住宅改修費の支給を受けるためには、必ず事前に工事内容等について申請し、承認を受

ける必要があります。事前申請をせず、また承認前に着工した住宅改修は支給対象になりませんのでご

注意ください。

対象者

要介護・要支援認定を受け、在宅で生活されている方（入院・入所中の場合、事前申請時に、退院・退

所予定があること）

※要介護・要支援認定の申請中に改修した場合は、認定結果がおりてから住宅改修費が支給されます。

対象となる住宅

利用者が居住する(被保険者証に記載の住所)住宅が対象となります。

住宅改修の必要性

要介護者の心身の状況と住宅の状況などから判断して、住宅改修が必要と認められる場合に保険給

付の対象となります。

住宅改修の種類

①手すりの取り付け

②段差の解消

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

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①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

※詳しい内容は、４ページを参考にしてください。

支給限度基準額

工事費 ２０万円（対象となる工事費の７割、８割又は９割が支給されます。）

ただし、例外的に要介護等状態区分が３段階以上上がった場合や転居した場合は、改めて支給限

度基準額までの支給を受けられます。

支払い方法

①償還払い

工事完了後に利用者は、いったん費用の全額を施工業者に支払い、その後、利用者負担分（１割、

２割又は３割）を除く、保険給付分（７割、８割又は９割） を介護保険から利用者へ給付します。

②受領委任

工事完了後に利用者は、自己負担分（１割、２割又は３割）のみ施工業者に支払い、その後、保険給

付分（７割、８割又は９割）は、町から施工業者に支払います。

※受領委任払いを利用できるのは、あらかじめ町に登録されている施工業者です。
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次ページへ

ケアマネジャーの現地確認後３ヶ月以内に着工してください。

※承認後の工事内容の変更は原則として認められません。
　 やむを得ず申請内容に変更が生じる場合は、必ず工事着工前にケアマネジャー、高齢介護課
　 にご連絡ください(土日・祝日に工事をする場合は、連絡をお受けすることができませんので、予め
　 入念な打ち合わせ、準備の上、着工してください。）。
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ケアマネジャーに相談

ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)に相談をして改修内容を決めます。「住宅改
修が必要な理由書」を書いてもらいます。

住宅の所有者が本人でない場合は、所有者の承諾が必要です。(所有者が家族の場合は不要。)

工事見積依頼

施工業者に見積りを依頼します。(複数の施工業者に見積依頼し、比較・検討後に決定することをお
勧めします。)

確認・審査

申請された内容の工事が住宅改修費の支給対象となる工事かを審査するため、原則、町の職員が現
場の確認を行います。結果は、「住宅改修費承認(不承認)通知書」で通知します。その際、工事が終
わった後に提出する必要のある「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」を同封しま
す。

工事着工

事前申請

施工業者を決定し、府中町役場2階高齢介護課に必要書類(A)を提出します。工事着工予定日の１
週間前までに申請してください。

必要書類(A)
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書  2.住宅改修が必要な理由書  3.改修内容、
箇所等が確認できる図面  4.工事費内訳書  5.住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者が本人・家族以
外の場合)  6.改修前の状況が確認できる写真

※「介護保険負担割合証」（介護保険サービスを利用した時に支払う利用者負担割合が記載されたも
　　の）を施工業者に提示してください。

事前申請から支給決定までの流れ
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＊１領収証の留意点

・宛名は、利用者である被保険者氏名（フルネーム）になっているか

・領収日が記入されているか

・社印が押印されているか

・収入印紙（領収金額が５万円以上）が貼付されているか
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支給申請
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工事完了後、府中町役場2階高齢介護課に必要書類(B)を提出します。
※入院・入所中の工事の場合は、実際に改修後の住宅で生活してからの申請となります。
※介護申請中の工事の場合は、認定結果が出た後の申請になります。

必要書類(B)
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書  2.領収証の原本*1(複写後、返却)  3.改修
後の状況が確認できる写真  4.工事費内訳書(事前申請時に提出した内訳書と同じ場合は省略可)

支給決定

償還払いの場合、利用者に決定通知の送付及び保険給付分を支給します。
受領委任の場合、利用者及び施工業者に決定通知の送付を行います。また、施工業者に保険給付
分を支給します。



種類 対象となる主な工事 対象外

手すりの取付け

廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄

関アプローチ)などに、転倒防止や移動補助のために設

置されるもの。手すりの形状は、２段式、縦付け、横付け

など利用者にあった適切なもの。

工事が必要でないもの。

(福祉用具購入・貸与の対

象)

段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の床の段差

や、玄関から道路までの通路等の段差や傾斜を解消す

るための工事。具体的には、敷居を低くする工事、スロー

プや踏み台を設置する工事、浴室の床のかさ上げをする

工事等。

固定しないスロープや踏

み台、浴室内すのこによる

段差解消、昇降機やリフト

など動力により段差を解消

する機器を設置する工事。

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

居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材へ

の変更、浴室においては滑りにくい床材への変更、通路

面においては滑りにくい舗装材への変更等。

古くなった・汚れたという理

由での変更、滑り止めマッ

トを単に敷く場合。

引き戸等への扉

の取替え

開き戸を引き戸、折り戸、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、右開きから左開きへといった

開閉方向の変更等。

※引き戸等の新設をする場合は、扉位置の変更等をす

る場合との費用の比較ができる工事費内訳書が必要で

自動ドアの動力部分の費

用。

住宅改修の種類

る場合との費用の比較ができる工事費内訳書が必要で

す。

洋式便器等への

便器の取替え

和式便器を洋式便器(暖房機能や洗浄機能付の便座が

一体型になっている便器も含む)に取り替える工事。洋式

便器の座面を上げるための便座取替え工事。洋式便器

の向きを変える工事。

洋式から洋式の変更。暖

房機能や洗浄機能の付加

を目的とする工事。補高便

座を固定せずに置く場合

(福祉用具購入の対象)。

水洗化の費用。

その他住宅改修

に付帯して必要と

なる住宅改修

・手すりの取付けのための壁の下地補強

・浴室の床段差解消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

・床材の変更のための下地や根太の補強

・通路面の材料の変更のための路盤の整備

・扉の取替えのための壁または柱の改修工事

・便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡

易水洗化の部分を除く)

・便器の取替えに伴う床材の変更

※ユニットバス設置の場合は①目的、理由に住宅改修の対象項目が含まれていること②対象箇所の

工事費の按分ができることが条件となります(床部分、浴槽部分等)。なお、対象となる改修部分の費用

のみ認められます。

住宅改修の対象となる工事かどうか不明なときは、必ず事前にご相談ください。
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玄関

居間

寝室

台所

○○

。

①玄関Ｌ型手すり

長さ縦600mm×横700mm

高さ750mm

②玄関段差解消（踏台設置）

③トイレ横手すり

長さ800mm

高さ750mm

●●

。

④脱衣室縦手すり

長さ600mm

高さ750mm

⑤浴室Ｌ型手すり

長さ横600mm×縦600mm

高さ縁から100mm

●

図面 作成例・留意点

段差解消（注1）

13㎝

26㎝ 26㎝

5

高さ750mm

②玄関段差解消（踏台設置）

縦300mm×横400mm×高さ130mm

留意点

・利用者の日常生活上の動線がわかるように、位置関係が詳しく記載されているか

・必要箇所に手すりの種類（縦、横、斜め、Ｌ型等）と、寸法（長さ、幅、奥行き、高さ等）が記載されて

いるか

・改修箇所ごとに番号が記載されているか（工事費内訳書、写真と番号を合致するように記載）

・段差解消（注1）の場合は、改修前後の段差寸法が記載されているか



番号 改修箇所 改修の種類 改修の内容 数量 単価 金額 備考

① 玄関 L型手すり 木製手すり 600㎜×700㎜ 1本 ○○○ ○○○

取付金具 3個 ○○○ ○○○

取り付け費 3箇所 ○○○

② 玄関 段差解消 踏台(300㎜×400㎜×130㎜)設置 1台 ○○○ ○○○

取付金具 4個 ○○○ ○○○

取り付け費 4箇所 ○○○

③ トイレ 横手すり 木製手すり 800㎜ 1本 ○○○ ○○○

取付金具 2個 ○○○ ○○○

取付け費 2箇所 ○○○

④ 脱衣室 縦手すり 樹脂性手すり600㎜ 1本 ○○○ ○○○

取付金具 2個 ○○○

取付け費 2箇所 ○○○ ○○○

住宅改修工事費内訳書

府中  太郎     様

作成年月日    年    月    日

工事費内訳書 記入例・留意点

（施工業者）

●●町□□12番3号

（有） ○○○工務店

代表取締役 □□□ △△

電話番号○○○－○○○○

社印

良い例

 

取付け費 2箇所 ○○○ ○○○

⑤ 浴室 L型手すり 樹脂製手すり600㎜×600㎜ 1本 ○○○

取付金具 3個 ○○○ ○○○

取付け費 3箇所 ○○○

番号 改修箇所 改修の種類 改修の内容 数量 単価 金額 備考

1 浴室 段差の解消 ユニットバス設置工事 1式 ○○○ ○○○

2 洗面所 手すりの取り付け 手すり工事 1式 ○○○ ○○○
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悪い例

留意点

・宛名は、利用者である被保険者氏名（フルネーム）になっているか

・社印が押印されているか（原本）

・改修箇所ごとに区分し、番号（図面、写真と合致させる）、改修内容、箇所、規模が記載されているか

・材料費（商品名・メーカー名・品番等）、施工費、諸経費等が区分されているか

・材料毎の寸法、数量等が記載されているか

※支給対象とならない工事の費用を含む場合は、対象分を区分して明示してください。

※ユニットバスに改修する場合は、対象となる工事を按分してください（按分が不可能な場合は対象外）。

  



　　写真貼り付け欄

改修前 改修後

設置箇所を示した写真

2016/02/02

①①①①

①①①① 設置箇所を示した写真

設置箇所を示した写真

段差高さがわかる写真

2016/02/02

2016/02/02

②②②②

①①①①

②②②②

2016/02/02
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2016/02/02



　　写真貼り付け欄

改修前 改修後

2016/02/02

設置箇所を示した写真

段差高さがわかる写真

2016/02/02

③③③③

③③③③

設置箇所を示した写真

2016/02/02

2016/02/02

段差高さがわかる写真（脱衣側・浴室側）

④④④④

④④④④
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2016/02/02

2016/02/02



　　写真貼り付け欄

改修前 改修後

2016/02/02

設置箇所を示した写真⑤⑤⑤⑤

浴槽の深さ・エプロンの高さがわかる写真

改修後の留意点

・撮影した日付がわかるよう、ボード等に目立つように日付を差し込むか、カメラの日付機能による

撮影年月日を表示する（パソコン等での後からの日付入力は不可）

・改修箇所が確認できるよう、全景（分割でも可）を収める

・全体写真では見えにくい場合は、全体写真と部分写真を撮影する

・改修前写真と同じ方向・角度から撮影する

・踏み台設置の場合は、固定状況の確認ができるように撮影する

・段差解消の場合は、何㎝の段差を解消したか確認できるよう物差し等をあてる

改修前の留意点

・撮影した日付がわかるよう、ボード等に目立つように日付を差し込むか、カメラの日付機能による

撮影年月日を表示する（パソコン等での後からの日付入力は不可）

・改修予定箇所が確認できるよう、全景（分割でも可）を収め、改修箇所を赤線等で記入する

・段差解消の場合は、その全景と改修前の段差がどの程度あるかわかるよう物差し等をあてる

・段差を超えるための補助として手すりを付ける場合、対象となる段差等に物差し等をあてる

・浴槽まわりに手すりを取り付ける場合、浴槽エプロンの高さ、深さに物差し等をあてる

・改修箇所ごとに番号を記載（図面、工事費内訳書と番号を合致させる）

2016/02/02

2016/02/02
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・改修前写真と同じ方向・角度から撮影する

・踏み台設置の場合は、固定状況の確認ができるように撮影する

・段差解消の場合は、何㎝の段差を解消したか確認できるよう物差し等をあてる

・改修箇所ごとに番号を記載（図面、工事費内訳書と番号を合致させる）
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