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ⅠⅠ．．介介護護保保険険ににおおけけるる住住宅宅改改修修                                              
 

Ⅰ－１．介護保険における住宅改修について 

   自宅で生活している要介護・要支援認定者が、以下に該当する住宅改修を行う際、着工

前に事前申請し、市から承認された住宅改修の費用の７割～９割相当額が支給される制度

です。 

   なお、国が定める支給限度額は２０万円ですが、網走市は独自に１０万円上乗せし、３

０万円を上限としています。 

 

Ⅰ－２．対象となる住宅改修 

①   手すりの取り付け 

   廊下、階段、トイレ、浴室、玄関などに転倒予防もしくは移動・移乗動作を助けること

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、はねあげ式

など適切なものとします。はねあげ式の手すりを設置する場合は、はねあげ式でなければ

ならない理由を理由書に記入してください。 

   なお、｢福祉用具貸与｣の対象とされている、取り付け工事を必要としない手すりについ

ては対象となりません。 

 

 ② 床段差の解消 

   居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の床の段差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、床のかさ上げ工事、

玄関の上がり框に式台を設置する工事などが想定されます。 

   なお、取り外し可能なスロープ、すのこ、式台などによる段差解消は対象となりません

ので、申請時にはそれらを固定するための工事が行われていることを書類や写真などによ

り確認させていただきます。また、昇降機、リフト、段差解消機など 動力により段差解

消を行う機器を設置する工事は対象外です。 

網走市では平成１８年度より、｢いす式階段昇降機｣設置工事費の支給制度を設けて

います。支給には様々な条件があり、住宅改修費とは別の申請が必要ですので、詳

しくはお問い合わせください。 

  

 ③ 滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更 

   居室を畳敷きから板製床材やビニル系床材などへ変更、階段に滑り止めの取り付け、浴

室の床材を滑りにくいものへ変更、玄関から道路までの舗装されていない路面をアスファ

ルト舗装やタイル舗装にする工事などが想定されます。 

 

 ④ 引き戸などへの扉の取り替え 

   開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンに取り替えたり、ご本人の身体の状

況により扉の開く方向を変更するといった扉全体の取り替えのほか、扉の撤去、ドアノブ

の形状変更や、戸車の設置なども含まれます。 

   ただし、引き戸などへの扉の取り替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動

力部分の費用相当額は対象となりません。 
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⑤ 洋式便器などへの便器の取り替え 

   和式便器を洋式便器に取り替える工事が一般的に想定されますが、ご本人の身体の状況

により既存の洋式便器を別の洋式便器に取り替える工事も対象になります。この場合は、

理由書や写真などにより取り替えの必要性や状況を確認させていただきます。 

   なお、｢福祉用具購入｣の対象である腰掛便座（和式便器の上に置いて腰掛式に変換する

ものや、洋式便器の上に置いて高さを補うものなど）の設置は対象となりません。 

   また、取り替えた洋式便器に暖房便座、洗浄機能などが付加されていた場合はその部分

の費用も支給対象に含めて差し支えありませんが、この場合、暖房・洗浄機能の電源を確

保するための電気工事は付帯工事としては対象となりません。また、すでにある便器にこ

れらの機能を付加するだけの工事は認められません。 

   さらに、便器の取り替えに伴い配水管の長さや位置を変える工事は対象となりますが、

非水洗の便器から水洗または簡易水洗の便器に変更する場合、水洗化または簡易水洗化の

部分は対象外です。 
 

 ⑥ 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 

   上記①～⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、以下のようなものが想

定されます。 

■手すりの取り付けのための壁の下地補強など 

■床材の変更のための下地補修や根太の補強など 

■扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事、電気スイッチの移設工事など 

■便器の取り替えに伴う床材の変更など 

 

Ⅰ－３．支給限度額について 

   通常、要介護・要支援認定者ひとりにつき３０万円ですが、以下の例外があります。 

■要介護状態区分が３段階以上重くなったとき 

    初めて住宅改修工事に着工した日時点でのご本人の要介護状態区分から３段階以上上

がった場合は、それまでの利用状況にかかわらず、再度３０万円の支給限度額が適用さ

れます。この例外はひとりにつき一回限り認められます。 
     

初回の住宅改修着工日の 

要介護状態区分 

追加の住宅改修着工日の 

要介護状態区分 

要支援１ → 要介護３ 

→ 要介護４ 

→ 要介護５ 

要支援２ → 要介護４ 

要介護１ → 要介護５ 

要介護２ → 要介護５ 
 

■転居したとき 

    転居した場合は、転居前の住宅での利用状況にかかわらず、再度３０万円の支給限度

額が適用されます。元の住宅に再転居した場合は、元の住宅での支給状況が復活します。 
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ⅡⅡ．．介介護護保保険険住住宅宅改改修修費費のの申申請請方方法法                                          

 

Ⅱ－１．事前申請 

   平成１８年４月より、住宅改修費に事前申請制度が導入されました。事前申請に必要な

書類は以下①～⑤のとおりです。 

 

 ① 支給申請書 

  （ⅰ）ご本人もしくはご家族が対象工事費を全額支払った後に７割～９割の払い戻しを受

ける（償還払い）ための申請書 

  （ⅱ）ご本人もしくはご家族が対象工事費の１割～３割だけを負担し、工事を行った事業

者が７割～９割の支給を受ける（受領委任払い）ための申請書 

  上記の２種類があります。 

      ご本人などの意向によりどちらの申請をしても構いませんが、（ⅱ）の申請を行うため

には、工事を行う事業者があらかじめ網走市と｢受領委任払いのための確認書｣を取り交わ

す必要があります。 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      【（ⅰ）償還払い用申請書】      【（ⅱ）受領委任払い用申請書】 

     （a）申請書の｢着工日｣・｢完成日｣欄は空欄にして（後に｢完了届｣受理時に市が記入

します）、他は必要事項をすべて記入、押印してください。 

    （b）｢改修の内容・箇所及び規模｣欄には、改修を行った住宅改修の種類（Ⅰ－２．

対象となる住宅改修 参照）ごとに改修を行った箇所および数量、長さ、面積

（a） 
（b） 

（c） 

（a） （b） 

（c） 
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等を記載してください。ただし、添付する工事費見積書でこれらの内容が明記

されている場合は、申請書には住宅改修の種類のみの記載でも構いません。 

     （c）｢改修費用｣欄には、住宅改修の支給対象となる部分の費用のみを記載し、対象

外の工事費用については除外してください。 

        ※ここで記載した改修費用については、あくまでも申請時の見積費用であるた

め、この申請内容を市が承認し、工事完了後に工事費が確定しない限りは、７

割～９割の保険給付分が支給されることはない という点を十分にご理解の上

申請してください。場合によっては全額自己負担しなければならない可能性も

あります。工事事業者様などは、ご本人もしくはご家族にその旨よくご説明く

ださい。 

  

          在宅サービスを利用できない状況の方の住宅改修工事 

       

      入院もしくは入所中の方が、その先に予定された在宅生活に備えて住宅改修 

     工事をする場合などは、制度上事前申請ができません（「申請」とはその時点で 

     介護保険の在宅サービスを受けることができる方のみ行うものと考えられるため）。 

      このような場合は、下図の「事前確認届」に必要事項を全て記入の上、以下②～

④の書類を添付して提出することにより、市の事前確認が可能となります。 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

   【住宅改修事前確認届】 
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 ② 住宅改修が必要な理由書 

        介護支援専門員（ケアマネジャー）のほか、保健師、理学療法士、作業療法士、福祉住

環境コーディネーター検定試験２級以上のいずれかの資格を持つ方が記載してください。 

        ※網走市では現在、介護支援専門員がその理由書を作成したのと同じ月にその方の居

宅サービス計画費の請求をしている場合を除き、理由書作成１件につき 2,000円＋消

費税及び地方消費税の手数料を支払いますので、｢住宅改修理由書作成手数料請求書｣

の様式により別途請求してください。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

【住宅改修が必要な理由書（Ｐ１）】 

 

          （a）｢保険者｣欄は市が記入しますので、空欄にしてください。 

          （b）｢利用者の身体状況｣欄には、日常生活動作に関する身体状況や、疾病の状況な

どを関係者から十分な情報を得た上で記載してください。屋内の移動方法（つ

かまらないで歩ける、つたい歩き、介助歩行、つえや歩行器、車いすなど）は

必ず記載し、屋外の改修をする場合は屋外の移動方法も必ず記載してください。 

          （c）｢介護状況｣欄には、各種介護サービスだけではなく、家族の介護も含めた介護

状況を記載してください。住宅改修を行うことにより、どのような介護状況が

想定されるかも、可能な限り記載してください。 

          （d）｢住宅改修を行うことにより、利用者等は日常生活をどう変えたいか｣欄には、

ご本人やご家族が住宅改修によって現在の暮らしをどのように変えたいのか、

あるいは継続していきたいのかを、専門職の判断も踏まえた上で総合的に記載

してください。 

          （e）｢福祉用具の利用状況と住宅改修後の想定｣欄には、改修前および改修後に想定

される福祉用具を可能な限りチェックしてください。改修工事で取り付ける手

すりやスロープは含みません。｢その他｣の部分には住宅改修に関連した、介護

保険給付対象以外の福祉用具を記載してください。 

（c） 

（a） 

（b） 

（d） 

（e） 
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                 【住宅改修が必要な理由書（Ｐ２）】 

 

          （a）｢①改善をしようとしている生活動作｣欄には、改修の対象になる項目にのみチ

ェックしてください。｢その他の活動｣の部分には、排泄・入浴・外出以外の生

活動作を記載してください（例えば、｢調理：台所までの移動｣や｢洗濯：洗濯

機からの洗濯物の取り出し｣など）。 

          （b）｢② ①の具体的な困難な状況｣欄には、生活動作で困っていることや問題点に

ついて、その状況や介護の現状を具体的に（例えば、段差○○cm などの数値

も含めて、「～で困っている。」等）記載してください。 

          （c）｢③改修目的・期待効果をチェックした上で改修の方針｣欄には、現状の問題点

を踏まえた上で改修目的の項目をチェックし、各活動の困難事項を改善するた

めにどのような改修を行うのか、その方針を記載してください。可能な限り高

さや位置なども記載してください。 

          （d）｢④改修項目｣欄には、様々な角度から検討し、決定された 改修内容の項目を

チェックし、改修箇所は場所だけではなくその取り付け位置や寸法なども可能

な限り記載してください。｢その他｣の部分には必要に応じて付帯工事を記載し

てください。 

 ③ 住宅の所有者の承諾書 

   住宅の所有者がご本人でない場合には、住宅所有者の承諾書が必要です。特に決まった

様式はありません。ただし、住宅所有者がその住宅に同居しているご家族であり、改修

に承諾していることが明らかであると考えられる場合には、添付を省略しても構いませ

ん。 

 

 

（a） 

（b） （c） （d） 
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 ④ 工事費見積書 

    介護保険給付対象となる部分について、材料費と施工費、諸経費などを適切に区分し

て作成してください。住宅改修費の支給対象外の工事もあわせて行われる場合は、対象に

なる部分について、面積・長さ・数量・大工手間などを根拠として見積作成者が判断した

適切な方法により割合を求め、費用を按分してください。 

   特に決まった様式はありませんが、下に一例を示します。 

 

部屋名 部分 名称 内容（仕様） 
対象部分 住宅改修 

の種類 
算出根拠 

数量 単価 金額 

1階 

洋室 

壁 既存壁撤去 PB12mm撤去 ○ ㎡ △△ *,*** 手すり 手すり設置に

係る対象部分

を○㎡で算出 

 下地補強および 

壁仕上げ 

PB12mm、クロス貼り ○ ㎡ □□ *,*** 手すり 同上 

手すり 手すり 木製(金具 SUS) △ ｍ ○○ *,*** 手すり  

 同取付工賃  ○  ○○ *,*** 手すり  

 1階洋室計     *,*** 手すり  

1階 

和室・

ＤＫ 

 既存壁・床撤去  1 式  *,*** 床材変更 対象(床)部分

を大工手間比

率2/3で按分 

床 フローリング張

り 

ナラ厚13mm下地および木

製巾木h=60共 

□ ㎡ △△ *,*** 床材変更  

 1階和室・ＤＫ計     *,*** 床材変更  

 小計      **,***   

 諸経費   △ ％  *,***   

 合計      *,***   

 消費税   10 ％  *,***   

 総合計      **,***   

     （a）材料費と施工賃などは分けて記載するようにしてください。 

     （b）項目ごとに住宅改修の種類を記載し、費用を按分する場合には算出根拠を記載

するようにしてください。 

 

※工事費の見積りについては、「居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画（以下

「居宅サービス計画等」という。）を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センターの

担当職員（以下「介護支援専門員等」という。）は、複数の住宅改修の事業者から見積りを

取るよう、利用者に対して説明することとする。」とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（a） （b） 

≪よくある質問 □1 ≫ ひとつの住宅に複数の要介護・要支援認定者がいる場合 

 住宅改修費の支給限度額の管理はひとりずつ行われるため、要介護・要支援認定者ご

とに住宅改修費の支給申請を行うことができます。ただし、同時期に住宅改修の申請を

行う場合は、それぞれの身体の状況に応じた対象工事を設定し、それが重複しないよう

にしてください。例えば、手すりをいくつか設置した場合は、それぞれの使用箇所に応

じて申請できますが、同じ便器の取り替えに４０万円の費用がかかった場合に２０万円

ずつ申請することはできません。 
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 ⑤ 住宅改修の完成予定の状態がわかるもの 

   以下二つの資料が必要です。 

 

  （ⅰ）改修箇所の写真 

      改修予定箇所の改修前の様子がわかるように撮影してください。必ず撮影年月日

を入れてください。日付機能のないカメラで撮影する場合は、工事現場などで黒板

に日付等を記入して写真を撮っているように、黒板や紙などに日付を記入して写真

に写しこむなどの方法をとってください。 

      写真には、可能な限り改修予定を図示してください。例えば、手すりを取り付け

る場合は取り付け後のイメージを、ボールペンや油性ペン等で写真に書きこむよう

にしてください。しかし改修の種類によっては、イメージを書きこみづらかったり、

書きこむと元の写真の画像が著しく見づらくなる場合があると考えられますので、

その場合は（ⅱ）の図面により示す方法をとってください。 

     段差解消の工事をする場合や洋式便器の高さ調節のための便器交換等の改修の際は、

スケールをあてて写真撮影をし、スケールの数字がはっきりと読み取れる写真を添

付してください。 

 

  （ⅱ）改修する住宅の図面 

      簡単な図面で結構ですが、住宅の全体平面図を示した上で、改修箇所と改修内容

がわかるように記載してください。必要に応じて、改修部分を拡大した図なども示

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪よくある質問 □2 ≫ 住宅改修工事の対象となる住宅について 

■現に居住する場所・・・判断は住民票の住所により行います。一時的に身を寄せてい

る住宅などを改修する工事は認められません。申請を行う前

に、ご本人の住所を必ず確認してください。 
 

■新築や増築住宅・・・・新築や増築時に一緒に行う工事は対象になりません。住宅    

           の竣工日以降に行う工事であれば対象になります。 
 

■集合住宅の場合・・・・賃貸アパートなどの共用部分において、ご本人の生活に不都

合であると認められる特別な事情があれば、住宅の所有者の承

諾を得た上で工事は可能です。ただし、住宅所有者が恣意的に、

高齢者に共用部分の住宅改修を強要する場合も想定されます

ので、状況をよく確認の上判断すべきと考えられます。 
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Ⅱ－２．施工許可の通知 

   申請から通常２～３日中に、支給可能かどうかをご本人宛てに文書で通知します。また、

工事事業者と理由書作成者には、必要に応じて口頭で通知します。 

   ご本人宛てにお送りする文書は以下のようなものです。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   必ず承認の回答を受けてから工事に着工してください。承認前の工事費用は支給されま

せん。 

 

          在宅サービスを利用できない状況の方の住宅改修工事 

       

      入院もしくは入所中の方などの場合、「事前確認届」を提出していただきます

が、その場合上記の承認通知は発行せず、工事事業者と理由書作成者などに口

頭で通知します。 

      ただし、この通知で工事内容が承認された場合でも、その後ご本人が在宅サ 

     ービスを受けられる状態（退院・退所して自宅で生活するなど）にならない限 

     り、工事が完了しても費用は支給されませんので、ご注意ください。 

       

 

 

 

 



 １１ 

Ⅱ－３．工事完了後、必要書類の提出 

   承認された住宅改修工事が完了した後は、以下⑥～⑨の書類を提出してください。 

 

 ⑥ 完了届 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             【住宅改修完了届】 

  

     （a）「事前申請内容からの変更点」欄は、見積費用や工事内容に軽微な変更があっ

た場合、その内容と理由を記載してください。例えば、予想していたよりも壁

や床の下地補修に手間がかかった場合の工賃や、材料を急遽変更しなければな

らなかった場合の材料費、同じ箇所内での手すり取り付け位置変更などが考え

られます。内容が軽微ではないと判断された場合、変更は認められません。 

  

          在宅サービスを利用できない状況の方の住宅改修工事 
       

入院もしくは入所中の方などの場合、工事完了後、ご本人が在宅サービスを

受けられる状態（退院・退所して自宅に戻るなど）になった段階で、以下⑦～

⑨の書類を添付して提出してください。 

       

 

 

 

（a） 
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 ⑦ 領収書 

   宛名を正確に記載してください（「上様」等は不可です）。 

   住宅改修費の対象とならない工事をあわせて行った場合や、支給限度額を超えた費用に

なった場合、領収書の金額はそれら全体を含めたもので構いませんが、領収書の但し書き

などに対象内分と対象外分の金額を分けて記載するようにしてください。 

 

 ⑧ 工事費内訳書 

   Ⅱ－１．事前申請 の④で示した工事費見積書と同様の様式で、実際に要した工事費用

について記載してください。ただし、事前に提出した見積書と全く同じ内容である場合

には、添付を省略しても構いません。 

 

 ⑨ 改修前後の写真 

   Ⅱ－１．事前申請 の⑤（ⅰ）で記したように、撮影年月日入りの写真を添付してくだ

さい。それぞれの改修箇所について、前後の様子が明確に分かるように撮影してくださ

い。ただし、改修前の写真については、事前に提出した写真から状況の変更がない場合

には、添付を省略しても構いません。 

  

Ⅱ－４．住宅改修費の支給 

   工事完了後の書類を審査し、住宅改修費の支給が決定した場合、ご本人宛てには「支給

決定通知」が送付され、受領委任払いの場合には受領委任事業者宛てにその写しが送付さ

れます。その後、申請された口座に費用が振り込まれます。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

≪よくある質問 □3 ≫ ユニットバスの設置工事費について 

 従来ある浴室をユニットバスにまるごと取り替えることによって、段差の解消になっ

たり床材が滑りにくくなってご本人の状況に適した環境になる場合、住宅改修費の申請

ができます。 

 国からは「工事費を按分することが可能であれば、給付の対象とできる」と示されて

いますので、網走市では便宜的に、ユニットバス全体の費用と取付工賃などの必要費用

の合計÷６ を、床部分の工事費として計算していただいています。ユニットバスの浴

室全体を六面体   ととらえて、その床面の面積を全体の６分の１と考えて按分した

方法です。ただし、詳細な工事内訳を記載できる場合は、対象となる工事額について支

給します。 

 同時にユニットバス内に手すりを取り付けたり、扉を引き戸などにする工事費は、必

要に応じて見積書に別に記載していただければ別費用として申請できます。 
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ⅢⅢ．．おおわわりりにに                                                              

 

Ⅲ－１．編集にあたって 

   本書は、現行の網走市での申請方法についてまとめたものですが、この取り扱いについ

ては、あくまでも住宅改修費支給申請に係る参考資料と考えています。記載内容以外で判

断に迷われる事例があれば、遠慮なく担当窓口にご相談ください。 

   また、提出書類の作成にあたっては、あらかじめケアマネジャーと住宅改修事業者、ご

本人、ご家族などが話し合い、書類を整えてくださるようご協力お願いいたします。 
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