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● サービスの利用にあたって（介護予防サービス計画サービスの利用にあたって（介護予防サービス計画サービスの利用にあたって（介護予防サービス計画サービスの利用にあたって（介護予防サービス計画等等等等の作成等）の作成等）の作成等）の作成等） 
 
○○○○ ケアプランの作成ケアプランの作成ケアプランの作成ケアプランの作成 
地域包括支援センターが中心となって、ケアプランを作成し、自立した生活を続けてい

けるようサポートしていきます。 

 このケアプランは日常生活を営む中で、「今できることは、これから先もできるように（生

活機能の維持）」「困難になってきたことができるように（生活機能の向上）」を目標に、利

用者の心身の状況や家族の状況、利用者や家族の希望、サービスを利用した場合の利用料

金などを総合的に検討し、必要となる介護保険のサービスや他の保健医療・福祉サービス

などを組み合わせて作成されます。 
 
○○○○ 地域包括支援センターに依頼地域包括支援センターに依頼地域包括支援センターに依頼地域包括支援センターに依頼 
要支援１・２の認定を受けた方のケアプラン作成は、お住まいの地区の地域包括支援セ

ンターに依頼することとなります。なお、地域包括支援センターに依頼することに対する

利用者負担はありません。 
 

○○○○ 利用者利用者利用者利用者負担負担負担負担のののの割合割合割合割合 

介護サービスを利用する方は、サービスにかかった費用の１割～３割を負担します。ご

自身の負担割合を確認出来るよう、要介護・要支援認定を受けた方全員に、利用者負担割

合が記載された「介護保険負担割合証」（黄色）を毎年７月に発行いたします。 

  利用者負担割合は原則として１割ですが、下記の要件にいずれにも該当する場合は２

割または３割負担になります。 

  【２割負担】 

●６５歳以上で合計所得金額が１６０万円以上２２０万円未満 

●単身で「年金収入+その他の合計所得金額」が２８０万円以上３４０万円未満（６５

歳以上の方が２以上いる世帯で３４６万円以上４６３万円未満） 

【３割負担】 

●６５歳以上で合計所得金額が２２０万円以上 

●単身で「年金収入+その他の合計所得金額」が３４０万円以上（６５歳以上の方が２

以上いる世帯で４６３万円以上） 
 

○船橋市のサービス種類ごとの単価○船橋市のサービス種類ごとの単価○船橋市のサービス種類ごとの単価○船橋市のサービス種類ごとの単価 
    サービスの種類によって、単価が４種類（10.00 円・10.54 円・10.66 円・10.84 円）に

分けられています。サービスの費用は、この単価にサービスの内容によって定められてい

る単位数を掛けて算出されます。 

○○○○１ヶ月あたり利用可能な１ヶ月あたり利用可能な１ヶ月あたり利用可能な１ヶ月あたり利用可能な支給支給支給支給限度額限度額限度額限度額 
介護保険の在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に保険から給付される上

限額（支給限度額）が決められています。なお、支給限度額の１割から３割が利用者負担

額となります。 

要介護状態区分要介護状態区分要介護状態区分要介護状態区分 支給限度額支給限度額支給限度額支給限度額（月額）（月額）（月額）（月額） 
利用者負担額利用者負担額利用者負担額利用者負担額（月額）（月額）（月額）（月額） 

（１割負担の場合）（１割負担の場合）（１割負担の場合）（１割負担の場合） 

要支援１要支援１要支援１要支援１ ５０，３２０円 ５，０３２円 

要支援２要支援２要支援２要支援２ １０５，３１０円 １０，５３１円 

※支給限度額は本来、「単位」として設定されていますが、上の表では、わかりやすく 

１単位１０円として金額に換算して表示しています。 

※次にあげるサービスは、区分支給限度基準額の範囲外での利用となります。 

・認知症対応型共同生活介護（グループホーム） ・居宅療養管理指導 

・特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム等） ・福祉用具購入 ・住宅改修 

 ・認知症訪問支援サービス ・介護予防支援 ・介護予防ケアマネジメント 
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●●●● 自宅で生活しながら利用するサービス自宅で生活しながら利用するサービス自宅で生活しながら利用するサービス自宅で生活しながら利用するサービス 

○○○○ 介護予防介護予防介護予防介護予防訪問型サービス訪問型サービス訪問型サービス訪問型サービス（ホームヘルプサービス（ホームヘルプサービス（ホームヘルプサービス（ホームヘルプサービス））））            総合事業総合事業総合事業総合事業 

利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービ

スなどが受けられない場合には、ヘルパーがご自宅を訪問し、食事・入浴・排泄などの介

助を行う「身体介護」や炊事・掃除・洗濯などの家事代行を行う「生活援助」を行います。 

 
サービス費用のめやす（１か月につき） 

 

      週に１回利用の場合   １５,２６０円 → １１１１,,,,５２６５２６５２６５２６円円円円 

  週に２回利用の場合   ３０,４８０円 → ３３３３,,,,０４８０４８０４８０４８円円円円 

  週に２回程度を超える利用の場合（要支援２の人のみ利用可能）  

４８,３３０円 → ４４４４,,,,８３３８３３８３３８３３円円円円 

※その他、利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。 

 
チェックポイントチェックポイントチェックポイントチェックポイント 

・介護保険のヘルパーは家政婦ではないので、例えば、本人以外の方に対する家事や掃除、

ペットの世話や植木の手入れ、大掃除や草むしり、趣味の手伝いなどでは利用できませ

ん。 

・過度な利用は、かえって自立を妨げる要因ともなりますので注意が必要です。 

・「生活援助」は、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、家事（炊事、掃除、洗濯

など）を行うことが困難な場合に行われるものです。なお、同居家族がいるということ

だけの理由で利用できないものではありませんので、サービス利用につきましてはケア

マネジャーへ相談してください。 

 
○○○○ 介護予防介護予防介護予防介護予防生活支援サービス生活支援サービス生活支援サービス生活支援サービス（家事援助）（家事援助）（家事援助）（家事援助）                                    総合事業総合事業総合事業総合事業 
掃除、洗濯、調理など、利用者や同居家族で行うことが困難な場合には、市の研修を修

了した船橋市認定ヘルパーが支援します。 
 

サービス費用のめやす（１回につき） 
 

週に１回利用の場合   ３,１３０円 → ３１３３１３３１３３１３円円円円 

週に２回利用の場合   ３,１７０円 → ３１７３１７３１７３１７円円円円 

週に２回程度を超える利用の場合（要支援２の人のみ利用可能） 

３,３４０円 → ３３４３３４３３４３３４円円円円 
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○○○○ 認知症訪問支援認知症訪問支援認知症訪問支援認知症訪問支援サービスサービスサービスサービス（船橋市独自のサービス）（船橋市独自のサービス）（船橋市独自のサービス）（船橋市独自のサービス） 
 特に、行動・心理症状が見受けられる認知症高齢者等の人が、介護保険の訪問介護サー

ビスと一体的に利用するサービスで、介護者不在時の見守りや外出時の同行支援などを行

います。 
 
対象となるサービス 

①不穏の解消 

 訪問介護利用時に気分を落ち着かせるための対応 

②徘徊の捜索等 

 訪問介護利用時に徘徊等で不在だった場合の捜索 

③介護者不在時等の見守り 

 介護者が不在等のため介護ができない場合の見守り 

 ※介護者が在宅の場合も利用可能です。 

④外出時の同行支援 

 外出介助する家族の不安解消等のためのヘルパー同行 

 
 

サービス費用のめやす（１か月１０時間まで） 

（上記①～③のサービスを利用する場合） 

  １５分：             ,７３０円   →      ,７３７３７３７３円円円円 

↓（１５分増すごとに７１０円を加算） 

９時間４５分を超え１０時間以下：２９,２００円   →    ２２２２,,,,９２９２９２９２０円０円０円０円    

（上記④外出時の同行支援を利用する場合） 

１５分：                        １,４９０円  →       １４９１４９１４９１４９円円円円 

↓（１５分増すごとに１,４５０円を加算） 

９時間４５分を超え１０時間以下：５９,６００円  →    ５５５５,,,,９６９６９６９６０円０円０円０円 

 

チェックポイント 

・サービス内容や利用者の認知症の状態等を確認する必要がるため、利用する際は、ケア

マネジャーに相談してください 

 
○○○○ 訪問入浴訪問入浴訪問入浴訪問入浴介護介護介護介護 

介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 

なお、入浴は健康状態によっては身体に負担となる場合もありますので、入浴前に看護師

などが健康チェックを行います。 
 

サービス費用のめやす（１回につき） 

         ９,９３０円  →  ９９９９９３９３９３９３円円円円 

※ 利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。 

 
                  



 

○○○○ 訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の

補助を行います。
 

サービス費用

        ・訪問看護ステーションから

  ・病院または診療所から

 ※利用時間により料金は変わってきます。

※利用者の状態や事業所の状況によって加算
 
チェックポイントチェックポイントチェックポイントチェックポイント

・主治医が必要と認めた場合に利用できます。

 

 

 

 

 

 
 

○○○○ 訪問リハビリテーション訪問リハビリテーション訪問リハビリテーション訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問に

よりリハビリテーションを行います。
   

サービス費用

※利用者の状態等によって加算がつく場合があります。
 

チェックポイントチェックポイントチェックポイントチェックポイント

・主治医が必要と認めた場合に利用できます。
 

○○○○ 居宅療養管理指導居宅療養管理指導居宅療養管理指導居宅療養管理指導
   医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士

護保険サービスを利用するうえでの注意点、また、介護をする家族への注意点などにつ

いて指導・助言を行います。
 

サービス費用

・医師・歯科医師の場合

※利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。

 

 

 

 

 

訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護 
疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の

補助を行います。

サービス費用の

・訪問看護ステーションから

・病院または診療所から

※利用時間により料金は変わってきます。

利用者の状態や事業所の状況によって加算

チェックポイントチェックポイントチェックポイントチェックポイント

・主治医が必要と認めた場合に利用できます。

訪問リハビリテーション訪問リハビリテーション訪問リハビリテーション訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問に

よりリハビリテーションを行います。

サービス費用の

利用者の状態等によって加算がつく場合があります。

チェックポイントチェックポイントチェックポイントチェックポイント

・主治医が必要と認めた場合に利用できます。

居宅療養管理指導居宅療養管理指導居宅療養管理指導居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士

護保険サービスを利用するうえでの注意点、また、介護をする家族への注意点などにつ

いて指導・助言を行います。

サービス費用の

・医師・歯科医師の場合

※利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。

疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の

 

めやす（１回につき：３０分以上１時間未満の場合）

・訪問看護ステーションから

・病院または診療所から

※利用時間により料金は変わってきます。

利用者の状態や事業所の状況によって加算

チェックポイントチェックポイントチェックポイントチェックポイント 

・主治医が必要と認めた場合に利用できます。

訪問リハビリテーション訪問リハビリテーション訪問リハビリテーション訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問に

よりリハビリテーションを行います。

めやす（１回につき）

５,５

利用者の状態等によって加算がつく場合があります。

チェックポイントチェックポイントチェックポイントチェックポイント 

・主治医が必要と認めた場合に利用できます。

居宅療養管理指導居宅療養管理指導居宅療養管理指導居宅療養管理指導 
医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士

護保険サービスを利用するうえでの注意点、また、介護をする家族への注意点などにつ

いて指導・助言を行います。

めやす（１回につき）

・医師・歯科医師の場合

※利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。

疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の

（１回につき：３０分以上１時間未満の場合）

・訪問看護ステーションから訪問する場合

・病院または診療所から訪問する場合

※利用時間により料金は変わってきます。

利用者の状態や事業所の状況によって加算

・主治医が必要と認めた場合に利用できます。

訪問リハビリテーション訪問リハビリテーション訪問リハビリテーション訪問リハビリテーション 
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問に

よりリハビリテーションを行います。

（１回につき）

５７０円 

利用者の状態等によって加算がつく場合があります。

・主治医が必要と認めた場合に利用できます。

医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士

護保険サービスを利用するうえでの注意点、また、介護をする家族への注意点などにつ

いて指導・助言を行います。 

（１回につき）

・医師・歯科医師の場合  ５

※利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。
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疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の

（１回につき：３０分以上１時間未満の場合）

訪問する場合   

訪問する場合     

※利用時間により料金は変わってきます。 

利用者の状態や事業所の状況によって加算 

・主治医が必要と認めた場合に利用できます。 

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問に

よりリハビリテーションを行います。 

（１回につき） 

 → ５５５５５７５７５７５７

利用者の状態等によって加算がつく場合があります。

・主治医が必要と認めた場合に利用できます。 

医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが

護保険サービスを利用するうえでの注意点、また、介護をする家族への注意点などにつ

（１回につき） 

５,０９０円

※利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。

疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の

（１回につき：３０分以上１時間未満の場合）

   ８,５７０

     ５,９７０

 

 

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問に

５７５７５７５７円円円円 

利用者の状態等によって加算がつく場合があります。

 

が居宅を訪問し、医学的な管理・指導、介

護保険サービスを利用するうえでの注意点、また、介護をする家族への注意点などにつ

円 → ５０５０５０５０

※利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。

疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の

（１回につき：３０分以上１時間未満の場合）

５７０円 

９７０円 

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問に

利用者の状態等によって加算がつく場合があります。 

を訪問し、医学的な管理・指導、介

護保険サービスを利用するうえでの注意点、また、介護をする家族への注意点などにつ

５０５０５０５０９９９９円円円円 

※利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。

疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の

（１回につき：３０分以上１時間未満の場合） 

 → ８５７８５７８５７８５７

 → ５９７５９７５９７５９７

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問に

を訪問し、医学的な管理・指導、介

護保険サービスを利用するうえでの注意点、また、介護をする家族への注意点などにつ

※利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。 

疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の

８５７８５７８５７８５７円円円円 

５９７５９７５９７５９７円円円円 

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問に

を訪問し、医学的な管理・指導、介

護保険サービスを利用するうえでの注意点、また、介護をする家族への注意点などにつ

疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問に

を訪問し、医学的な管理・指導、介

護保険サービスを利用するうえでの注意点、また、介護をする家族への注意点などにつ
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●●●●日帰りで日帰りで日帰りで日帰りで利用するサービス利用するサービス利用するサービス利用するサービス 

○○○○ 介護予防介護予防介護予防介護予防通所型サービス通所型サービス通所型サービス通所型サービス（デイサービス）（デイサービス）（デイサービス）（デイサービス）                                総合事業総合事業総合事業総合事業 
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を

日帰りで行います。 
 

 サービス費用のめやす（１か月につき） 

要支援１          １８,６９０円    →→→→    １１１１,,,,８８８８６９６９６９６９円円円円                             

                要支援２          ３８,３１０円    →→→→    ３３３３,,,,８３１８３１８３１８３１円円円円                             

※送迎・入浴にかかる費用は上記金額に含まれますが、食費・おむつ代・娯楽費（おや

つ代など）は、実費分として別途費用がかかります。 

※利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。 
 

利用者等の選択により、心身の状態の維持又は向上を目的としたサービスを受ける場合、

１か月につき下記の利用者負担がそれぞれ追加されます。 

  ・生活機能向上グループ活動     １,１３０円 → １１３１１３１１３１１３円円円円 

・運動器機能の向上         ２,５４０円 → ２５４２５４２５４２５４円円円円 

  ・栄養改善             １,７００円 → １７０１７０１７０１７０円円円円 

  ・口腔機能の向上                                      １,７００円 → １１１１７０７０７０７０円円円円 
 
 
 
○○○○ 介護予防介護予防介護予防介護予防運動機能運動機能運動機能運動機能向上向上向上向上デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス                                                総合事業総合事業総合事業総合事業 
運動器の機能向上を目的として、機能訓練等を行う短時間型のデイサービスです。   
サービス費用のめやす（１回につき） 

  

要支援１        ３,４４０円    →→→→    ３４４３４４３４４３４４円円円円 

要支援２        ３,５３０円    →→→→    ３５３３５３３５３３５３円円円円 
 
 

○○○○ 介護予防ミニデイサービス介護予防ミニデイサービス介護予防ミニデイサービス介護予防ミニデイサービス                                                                総合事業総合事業総合事業総合事業 

  閉じこもり予防や自立支援を目的として、運動やレクリエーションを提供します。 
 
 サービス費用のめやす（１回につき） 
  

要支援１        ３,２２０円    →→→→    ３２２３２２３２２３２２円円円円 

要支援２        ３,３１０円    →→→→    ３３１３３１３３１３３１円円円円 
 
 

○○○○ 認知症対応型通所介護認知症対応型通所介護認知症対応型通所介護認知症対応型通所介護                     地域密着地域密着地域密着地域密着 

認知症の人のためのデイサービスです。通所施設等で入浴・排せつ・食事の介助や日常

生活上の世話、機能訓練などを行います。 
 

サービス費用のめやす（１回につき）（７時間以上８時間未満の場合） 

        要支援１  ９,９１０円 →   ,９９９９９９９９１１１１円円円円 

  要支援２ １１,０１０円 →  １１１１,,,,１０１１０１１０１１０１円円円円 

※利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。 

 

 



 

○○○○ 通所リハビリテーション通所リハビリテーション通所リハビリテーション通所リハビリテーション
    介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活向上の

ためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
 

サービス費用

※利用時間の長さ

（おやつ代など）は、実費分として別途費用がかかります。

※利用者の状態や

 

利用者等の選択により、心身の状態の維持又は向上を目的としたサービスを受ける

場合、１ヶ月につき下記の利用者負担がそれぞれ追加されます。

  ・運動器機能の向上

理学療法士などが運動器機能の向上を目的として、利用者ごとの個別計画に基づい

た機能訓練を行います。

  ・栄養改善

低栄養状態や、そのおそれのある利用者に対して、管理栄養士などが利用者ごとに

栄養

  ・口腔機能

口腔機能が低下している状態や、そのおそれのある利用者に対して、歯科衛生士な

どが利用者ごとに口腔機能改善のための計画を作成し、口腔内や義歯の清掃や指導、

日常的な口腔機能の向上のための訓練などを行います。

※その他、利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通所リハビリテーション通所リハビリテーション通所リハビリテーション通所リハビリテーション
介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活向上の

ためのリハビリテーションを、日帰りで行います。

サービス費用の

要支援

要支援２

利用時間の長さ

（おやつ代など）は、実費分として別途費用がかかります。

利用者の状態や

利用者等の選択により、心身の状態の維持又は向上を目的としたサービスを受ける

場合、１ヶ月につき下記の利用者負担がそれぞれ追加されます。

・運動器機能の向上

理学療法士などが運動器機能の向上を目的として、利用者ごとの個別計画に基づい

た機能訓練を行います。

・栄養改善      

低栄養状態や、そのおそれのある利用者に対して、管理栄養士などが利用者ごとに

栄養改善のための計画を作成し、食事に関する相談等を行います。

・口腔機能の向上

口腔機能が低下している状態や、そのおそれのある利用者に対して、歯科衛生士な

どが利用者ごとに口腔機能改善のための計画を作成し、口腔内や義歯の清掃や指導、

日常的な口腔機能の向上のための訓練などを行います。

その他、利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。

通所リハビリテーション通所リハビリテーション通所リハビリテーション通所リハビリテーション
介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活向上の

ためのリハビリテーションを、日帰りで行います。

めやす（１か月

１ ２３,

要支援２ ４５,

利用時間の長さ等によって料金は変わってきます。

（おやつ代など）は、実費分として別途費用がかかります。

利用者の状態や事業所

利用者等の選択により、心身の状態の維持又は向上を目的としたサービスを受ける

場合、１ヶ月につき下記の利用者負担がそれぞれ追加されます。

・運動器機能の向上  

理学療法士などが運動器機能の向上を目的として、利用者ごとの個別計画に基づい

た機能訓練を行います。

      

低栄養状態や、そのおそれのある利用者に対して、管理栄養士などが利用者ごとに

改善のための計画を作成し、食事に関する相談等を行います。

の向上            

口腔機能が低下している状態や、そのおそれのある利用者に対して、歯科衛生士な

どが利用者ごとに口腔機能改善のための計画を作成し、口腔内や義歯の清掃や指導、

日常的な口腔機能の向上のための訓練などを行います。

その他、利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。

通所リハビリテーション通所リハビリテーション通所リハビリテーション通所リハビリテーション 

介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活向上の

ためのリハビリテーションを、日帰りで行います。

１か月につき

３３０円 

０９０円 

等によって料金は変わってきます。

（おやつ代など）は、実費分として別途費用がかかります。

事業所の状況によって加算がつく場合があります。

利用者等の選択により、心身の状態の維持又は向上を目的としたサービスを受ける

場合、１ヶ月につき下記の利用者負担がそれぞれ追加されます。

  ２,５７０

理学療法士などが運動器機能の向上を目的として、利用者ごとの個別計画に基づい

た機能訓練を行います。 

      １,７１０

低栄養状態や、そのおそれのある利用者に対して、管理栄養士などが利用者ごとに

改善のための計画を作成し、食事に関する相談等を行います。

            １,７１０

口腔機能が低下している状態や、そのおそれのある利用者に対して、歯科衛生士な

どが利用者ごとに口腔機能改善のための計画を作成し、口腔内や義歯の清掃や指導、

日常的な口腔機能の向上のための訓練などを行います。

その他、利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。
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介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活向上の

ためのリハビリテーションを、日帰りで行います。

につき） 

 → ２２２２,,,,３３３３３３３３３３３３

 → ４４４４,,,,５０９５０９５０９５０９

等によって料金は変わってきます。

（おやつ代など）は、実費分として別途費用がかかります。

の状況によって加算がつく場合があります。

利用者等の選択により、心身の状態の維持又は向上を目的としたサービスを受ける

場合、１ヶ月につき下記の利用者負担がそれぞれ追加されます。

５７０円 → 

理学療法士などが運動器機能の向上を目的として、利用者ごとの個別計画に基づい

７１０円 → 

低栄養状態や、そのおそれのある利用者に対して、管理栄養士などが利用者ごとに

改善のための計画を作成し、食事に関する相談等を行います。

７１０円    →    

口腔機能が低下している状態や、そのおそれのある利用者に対して、歯科衛生士な

どが利用者ごとに口腔機能改善のための計画を作成し、口腔内や義歯の清掃や指導、

日常的な口腔機能の向上のための訓練などを行います。

その他、利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。

介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活向上の

ためのリハビリテーションを、日帰りで行います。 

３３３３３３３３３３３３円円円円 

５０９５０９５０９５０９円円円円 

等によって料金は変わってきます。

（おやつ代など）は、実費分として別途費用がかかります。

の状況によって加算がつく場合があります。

利用者等の選択により、心身の状態の維持又は向上を目的としたサービスを受ける

場合、１ヶ月につき下記の利用者負担がそれぞれ追加されます。

 ２５７２５７２５７２５７円円円円 

理学療法士などが運動器機能の向上を目的として、利用者ごとの個別計画に基づい

 １７１１７１１７１１７１円円円円 

低栄養状態や、そのおそれのある利用者に対して、管理栄養士などが利用者ごとに

改善のための計画を作成し、食事に関する相談等を行います。

    １１１１７１７１７１７１円円円円 

口腔機能が低下している状態や、そのおそれのある利用者に対して、歯科衛生士な

どが利用者ごとに口腔機能改善のための計画を作成し、口腔内や義歯の清掃や指導、

日常的な口腔機能の向上のための訓練などを行います。

その他、利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。

介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活向上の

等によって料金は変わってきます。また、食費・おむつ代・娯楽費

（おやつ代など）は、実費分として別途費用がかかります。 

の状況によって加算がつく場合があります。

利用者等の選択により、心身の状態の維持又は向上を目的としたサービスを受ける

場合、１ヶ月につき下記の利用者負担がそれぞれ追加されます。

 

理学療法士などが運動器機能の向上を目的として、利用者ごとの個別計画に基づい

 

低栄養状態や、そのおそれのある利用者に対して、管理栄養士などが利用者ごとに

改善のための計画を作成し、食事に関する相談等を行います。

 

口腔機能が低下している状態や、そのおそれのある利用者に対して、歯科衛生士な

どが利用者ごとに口腔機能改善のための計画を作成し、口腔内や義歯の清掃や指導、

日常的な口腔機能の向上のための訓練などを行います。 

その他、利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。

介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活向上の

また、食費・おむつ代・娯楽費

 

の状況によって加算がつく場合があります。 

利用者等の選択により、心身の状態の維持又は向上を目的としたサービスを受ける

場合、１ヶ月につき下記の利用者負担がそれぞれ追加されます。 

理学療法士などが運動器機能の向上を目的として、利用者ごとの個別計画に基づい

低栄養状態や、そのおそれのある利用者に対して、管理栄養士などが利用者ごとに

改善のための計画を作成し、食事に関する相談等を行います。 

口腔機能が低下している状態や、そのおそれのある利用者に対して、歯科衛生士な

どが利用者ごとに口腔機能改善のための計画を作成し、口腔内や義歯の清掃や指導、

その他、利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。

介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活向上の

また、食費・おむつ代・娯楽費

利用者等の選択により、心身の状態の維持又は向上を目的としたサービスを受ける

理学療法士などが運動器機能の向上を目的として、利用者ごとの個別計画に基づい

低栄養状態や、そのおそれのある利用者に対して、管理栄養士などが利用者ごとに

口腔機能が低下している状態や、そのおそれのある利用者に対して、歯科衛生士な

どが利用者ごとに口腔機能改善のための計画を作成し、口腔内や義歯の清掃や指導、

その他、利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場合があります。 

介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活向上の

また、食費・おむつ代・娯楽費

利用者等の選択により、心身の状態の維持又は向上を目的としたサービスを受ける

理学療法士などが運動器機能の向上を目的として、利用者ごとの個別計画に基づい

低栄養状態や、そのおそれのある利用者に対して、管理栄養士などが利用者ごとに

口腔機能が低下している状態や、そのおそれのある利用者に対して、歯科衛生士な

どが利用者ごとに口腔機能改善のための計画を作成し、口腔内や義歯の清掃や指導、



 

●●●● 短期間だけ施設に入所するサービス短期間だけ施設に入所するサービス短期間だけ施設に入所するサービス短期間だけ施設に入所するサービス
※短期入所介護は、あくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。利用する

場合は、以下の点に注意しましょう。

〇連続した利用は３０日までとなります。

〇連続して３０日を超えない利用であっても、短期入所介護の利用日数は、要介護認定

等の有効期間のおおむね半数を超えないことがめやすになります。

※食費、滞在費、日常生活費は全額自己負担となります。

費・居住費（
 
○○○○ 短期入所生活介護短期入所生活介護短期入所生活介護短期入所生活介護
    介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられ

ます（ショートステイ）

サービス費用
 

介護老人福祉施設（併設型・多床室
 

要支援

 

要支援２

※利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場

合があります。

また、

費分として別途費用がかかります。

※利用料は、部屋の形態（個室・

ス形態
 
 
 
○○○○ 短期入所療養介護短期入所療養介護短期入所療養介護短期入所療養介護
介護老人保健施設などに

能訓練などが受けられます。
 

サービス費用
 

介護老人保健施設（多床室・基本型）

要支援１

    

要支援２
  
 

※利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場

合があります。

また、

費分として別途費用がかかります。

※利用料は、部屋の形態（個室・

ビス形態

  

 

 

短期間だけ施設に入所するサービス短期間だけ施設に入所するサービス短期間だけ施設に入所するサービス短期間だけ施設に入所するサービス
※短期入所介護は、あくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。利用する

場合は、以下の点に注意しましょう。

〇連続した利用は３０日までとなります。

〇連続して３０日を超えない利用であっても、短期入所介護の利用日数は、要介護認定

等の有効期間のおおむね半数を超えないことがめやすになります。

※食費、滞在費、日常生活費は全額自己負担となります。

居住費（滞在費

短期入所生活介護短期入所生活介護短期入所生活介護短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられ

（ショートステイ）

サービス費用のめやす（１日につき

介護老人福祉施設（併設型・多床室

要支援１  

要支援２  

利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場

合があります。

また、食費・

費分として別途費用がかかります。

利用料は、部屋の形態（個室・

ス形態などにより変わってきます。

短期入所療養介護短期入所療養介護短期入所療養介護短期入所療養介護
介護老人保健施設などに

能訓練などが受けられます。

サービス費用のめやす（１日につき

介護老人保健施設（多床室・基本型）

要支援１  

要支援２  

利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場

合があります。

また、食費・

費分として別途費用がかかります。

利用料は、部屋の形態（個室・

ス形態などにより変わってきます。

短期間だけ施設に入所するサービス短期間だけ施設に入所するサービス短期間だけ施設に入所するサービス短期間だけ施設に入所するサービス
※短期入所介護は、あくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。利用する

場合は、以下の点に注意しましょう。

〇連続した利用は３０日までとなります。

〇連続して３０日を超えない利用であっても、短期入所介護の利用日数は、要介護認定

等の有効期間のおおむね半数を超えないことがめやすになります。

※食費、滞在費、日常生活費は全額自己負担となります。

滞在費）の減額制度（

短期入所生活介護短期入所生活介護短期入所生活介護短期入所生活介護 
介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられ

（ショートステイ）。 

のめやす（１日につき

介護老人福祉施設（併設型・多床室

５,３２０円

６,５９０円

利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場

合があります。 

滞在費・娯楽費（おやつ代など）は、実

費分として別途費用がかかります。

利用料は、部屋の形態（個室・

などにより変わってきます。

短期入所療養介護短期入所療養介護短期入所療養介護短期入所療養介護     
介護老人保健施設などに短期間入所して、

能訓練などが受けられます。

のめやす（１日につき

介護老人保健施設（多床室・基本型）

７,１２０

８,８６０円

利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場

合があります。 

滞在費・娯楽費（おやつ代など）は、実

費分として別途費用がかかります。

利用料は、部屋の形態（個室・

などにより変わってきます。

短期間だけ施設に入所するサービス短期間だけ施設に入所するサービス短期間だけ施設に入所するサービス短期間だけ施設に入所するサービス
※短期入所介護は、あくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。利用する

場合は、以下の点に注意しましょう。

〇連続した利用は３０日までとなります。

〇連続して３０日を超えない利用であっても、短期入所介護の利用日数は、要介護認定

等の有効期間のおおむね半数を超えないことがめやすになります。

※食費、滞在費、日常生活費は全額自己負担となります。

の減額制度（

介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられ

のめやす（１日につき）

介護老人福祉施設（併設型・多床室

３２０円 → ５３２５３２５３２５３２

５９０円 → ６５９６５９６５９６５９

利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場

・娯楽費（おやつ代など）は、実

費分として別途費用がかかります。

利用料は、部屋の形態（個室・多床室

などにより変わってきます。

 
短期間入所して、

能訓練などが受けられます。    

のめやす（１日につき

介護老人保健施設（多床室・基本型）

円 → ７１２７１２７１２７１２

８６０円 → ８８６８８６８８６８８６

利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場

・娯楽費（おやつ代など）は、実

費分として別途費用がかかります。

利用料は、部屋の形態（個室・多床室

などにより変わってきます。

7 

短期間だけ施設に入所するサービス短期間だけ施設に入所するサービス短期間だけ施設に入所するサービス短期間だけ施設に入所するサービス 
※短期入所介護は、あくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。利用する

場合は、以下の点に注意しましょう。 

〇連続した利用は３０日までとなります。 

〇連続して３０日を超えない利用であっても、短期入所介護の利用日数は、要介護認定

等の有効期間のおおむね半数を超えないことがめやすになります。

※食費、滞在費、日常生活費は全額自己負担となります。

の減額制度（１４ページ）などがあります。

介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられ

） 

介護老人福祉施設（併設型・多床室）の場合 

５３２５３２５３２５３２円円円円 

６５９６５９６５９６５９円円円円 

利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場

・娯楽費（おやつ代など）は、実

費分として別途費用がかかります。 

多床室など）や

などにより変わってきます。 

短期間入所して、医学的な管理のもとに日常生活上の支援や機

のめやす（１日につき） 

介護老人保健施設（多床室・基本型）の場合 

７１２７１２７１２７１２円円円円    

８８６８８６８８６８８６円円円円 

利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場

・娯楽費（おやつ代など）は、実

費分として別途費用がかかります。 

多床室など）や、サー

などにより変わってきます。 

※短期入所介護は、あくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。利用する

〇連続して３０日を超えない利用であっても、短期入所介護の利用日数は、要介護認定

等の有効期間のおおむね半数を超えないことがめやすになります。

※食費、滞在費、日常生活費は全額自己負担となります。

ページ）などがあります。

介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられ

 

利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場

・娯楽費（おやつ代など）は、実

など）やサービ

医学的な管理のもとに日常生活上の支援や機

 

利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場

・娯楽費（おやつ代など）は、実

など）や、サー

※短期入所介護は、あくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。利用する

〇連続して３０日を超えない利用であっても、短期入所介護の利用日数は、要介護認定

等の有効期間のおおむね半数を超えないことがめやすになります。

※食費、滞在費、日常生活費は全額自己負担となります。所得の少ない方については、

ページ）などがあります。

介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられ

利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場

・娯楽費（おやつ代など）は、実

サービ

医学的な管理のもとに日常生活上の支援や機

利用者の状態や事業所の状況によって加算がつく場

・娯楽費（おやつ代など）は、実

など）や、サー

※短期入所介護は、あくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。利用する

〇連続して３０日を超えない利用であっても、短期入所介護の利用日数は、要介護認定

等の有効期間のおおむね半数を超えないことがめやすになります。 

所得の少ない方については、

ページ）などがあります。 

介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられ

医学的な管理のもとに日常生活上の支援や機

※短期入所介護は、あくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。利用する

〇連続して３０日を超えない利用であっても、短期入所介護の利用日数は、要介護認定

所得の少ない方については、

介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられ

医学的な管理のもとに日常生活上の支援や機

※短期入所介護は、あくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。利用する

〇連続して３０日を超えない利用であっても、短期入所介護の利用日数は、要介護認定

所得の少ない方については、食

介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられ

医学的な管理のもとに日常生活上の支援や機
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●●●● 訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス 

○小規模多機能型居宅介護○小規模多機能型居宅介護○小規模多機能型居宅介護○小規模多機能型居宅介護                                                          地域密着地域密着地域密着地域密着 

  通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問サービスや泊まりのサービスを組み合わせ、

多機能な介護サービスを受けられます。 
 

 サービス費用サービス費用サービス費用サービス費用ののののめやすめやすめやすめやす（１（１（１（１かかかか月につき）月につき）月につき）月につき） 
 

   要支援１        ４０,７００円    →→→→    ４４４４,,,,０７００７００７００７０円円円円    

            要支援２        ８２,２７０円    →→→→    ８８８８,,,,２２７２２７２２７２２７円円円円 

    

  ※ 食費・宿泊費・おむつ代など別途費用がかかります。 

※ 利用者の状態や事業所の状況により加算がつく場合があります。 
 

●福祉用具と住宅改修●福祉用具と住宅改修●福祉用具と住宅改修●福祉用具と住宅改修 

○○○○ 福祉用具の貸与（レンタル）福祉用具の貸与（レンタル）福祉用具の貸与（レンタル）福祉用具の貸与（レンタル） 
日常生活における動作の補助、利用者の自立を助けるための福祉用具をレンタルするこ

とができます。 

 

《通常、要支援１・２の人がレンタル可能なもの》 

●歩行器 ●歩行補助つえ ●スロープ（工事をともなわないもの） 

●手すり（工事をともなわないもの） 

《利用者の身体状況により、特例でレンタル可能なもの》 

◆車いす ◆車いす付属品 ◆特殊寝台（ベッド） ◆特殊寝台付属品  

◆床ずれ防止用具 ◆体位変換器（寝返りを助けるもの）◆認知症老人徘徊感知機器 

◆移動用リフト（つり具を除く）◆自動排泄処理装置（交換可能部品を除く）   

 

※特例でのレンタルを希望する場合は、ケアマネジャーにご相談ください。 

※福祉用具貸与の利用料は、製造元や機能、レンタルする事業所によって様々です。 

 利用開始前に各レンタル事業所に確認してください。 
 

○○○○ 福祉用具の購入福祉用具の購入福祉用具の購入福祉用具の購入 

 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合に、年間１０万円を限度にその９

割から７割（９万円から７万円まで）が介護保険から支給されます。 

 

《対象品目》 

 ●腰掛便座（ポータブルトイレなど）●自動排泄処理装置の交換可能部分 

 ●入浴補助用具（入浴用イスなど） ●簡易浴槽 

 ●移動用リフトのつり具の部分 

 

チェックポイント 

 ・都道府県等から指定を受けた福祉用具販売事業所から購入します。 

・事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。 

・船橋市では、福祉用具購入にあたり「受領委任払い制度」（P10）が利用できます。 



 

○○○○ 住宅の改修住宅の改修住宅の改修住宅の改修

  ご自宅内の移動や日常生活での動作をより安全で安心できるものとするため、住宅の

改修を行った場合２０万円を限度に

   

住宅改修の対象となる工事

 

 ※工事費用は、改修を行う箇所の状況や改修を行う施工事業者によって様々です。

見積もりをとるなど事前に確認してください。

 

〇手すりの取付け

転倒予防・移動をしやすくする目的で、廊下・トイレ・浴室等に取り付けます。

〇段差の解消

   居室から移動の際の転倒防止のため、敷居を低くしたり、スロープの取り付け、

または、床全体のかさ上げなどを行います。

 〇床材の変更

   廊下・浴室などの床を滑りにくい材質に替えたり、

に替えます。

 〇引き戸への扉の取替等

   開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンに替えるなど、扉を開閉しやすいも

のに取り替えます。

 〇和式トイレから洋式トイレへの取替え

   和式トイレから、立ち座りが容易な洋式トイレに取り替えます。

 〇その他、上記工事に付帯して必要となる工事

   例えば、手すりの取付けで、取付け面の壁の補強などが考えられます。
 

チェックポイント

・利用者本人の住民票の住所である自宅についてのみ利用可能です。

・工事前と工事後に工事前と工事後に工事前と工事後に工事前と工事後に
にご相談にご相談にご相談にご相談

・支給限度基準額は原則１人２０万円ですが、転居した場合や要介
護度が大きく上がった場合に、再度２０万円まで使える
ります。

 

・船橋市では、住宅改修にあたり「受領委任払い制度」
（P10

事業者は船橋市に登録のある事業者に限られます。

    
    
※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。

（お問い合わせ先

住宅の改修住宅の改修住宅の改修住宅の改修 

ご自宅内の移動や日常生活での動作をより安全で安心できるものとするため、住宅の

改修を行った場合２０万円を限度に

住宅改修の対象となる工事

※工事費用は、改修を行う箇所の状況や改修を行う施工事業者によって様々です。

見積もりをとるなど事前に確認してください。

手すりの取付け

転倒予防・移動をしやすくする目的で、廊下・トイレ・浴室等に取り付けます。

段差の解消 

居室から移動の際の転倒防止のため、敷居を低くしたり、スロープの取り付け、

または、床全体のかさ上げなどを行います。

床材の変更 

廊下・浴室などの床を滑りにくい材質に替えたり、

に替えます。

引き戸への扉の取替等

開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンに替えるなど、扉を開閉しやすいも

のに取り替えます。

和式トイレから洋式トイレへの取替え

和式トイレから、立ち座りが容易な洋式トイレに取り替えます。

その他、上記工事に付帯して必要となる工事

例えば、手すりの取付けで、取付け面の壁の補強などが考えられます。

チェックポイント

・利用者本人の住民票の住所である自宅についてのみ利用可能です。

工事前と工事後に工事前と工事後に工事前と工事後に工事前と工事後に
にご相談にご相談にご相談にご相談ください。ください。ください。ください。

限度基準額は原則１人２０万円ですが、転居した場合や要介
護度が大きく上がった場合に、再度２０万円まで使える
ります。詳細は介護保険課までお問い合わせください。

・船橋市では、住宅改修にあたり「受領委任払い制度」
P10）が利用できます。ただし、利用可能な施工

事業者は船橋市に登録のある事業者に限られます。

※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。

お問い合わせ先

 

ご自宅内の移動や日常生活での動作をより安全で安心できるものとするため、住宅の

改修を行った場合２０万円を限度に

住宅改修の対象となる工事

※工事費用は、改修を行う箇所の状況や改修を行う施工事業者によって様々です。

見積もりをとるなど事前に確認してください。

手すりの取付け 

転倒予防・移動をしやすくする目的で、廊下・トイレ・浴室等に取り付けます。

居室から移動の際の転倒防止のため、敷居を低くしたり、スロープの取り付け、

または、床全体のかさ上げなどを行います。

廊下・浴室などの床を滑りにくい材質に替えたり、

に替えます。 

引き戸への扉の取替等 

開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンに替えるなど、扉を開閉しやすいも

のに取り替えます。 

和式トイレから洋式トイレへの取替え

和式トイレから、立ち座りが容易な洋式トイレに取り替えます。

その他、上記工事に付帯して必要となる工事

例えば、手すりの取付けで、取付け面の壁の補強などが考えられます。

 

・利用者本人の住民票の住所である自宅についてのみ利用可能です。

工事前と工事後に工事前と工事後に工事前と工事後に工事前と工事後に市への市への市への市への申請が必要です。工事を行う前に必ず市申請が必要です。工事を行う前に必ず市申請が必要です。工事を行う前に必ず市申請が必要です。工事を行う前に必ず市
ください。ください。ください。ください。 

限度基準額は原則１人２０万円ですが、転居した場合や要介
護度が大きく上がった場合に、再度２０万円まで使える

詳細は介護保険課までお問い合わせください。

・船橋市では、住宅改修にあたり「受領委任払い制度」
）が利用できます。ただし、利用可能な施工

事業者は船橋市に登録のある事業者に限られます。

※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。

お問い合わせ先 高齢者福祉課

ご自宅内の移動や日常生活での動作をより安全で安心できるものとするため、住宅の

改修を行った場合２０万円を限度に

住宅改修の対象となる工事 

※工事費用は、改修を行う箇所の状況や改修を行う施工事業者によって様々です。

見積もりをとるなど事前に確認してください。

転倒予防・移動をしやすくする目的で、廊下・トイレ・浴室等に取り付けます。

居室から移動の際の転倒防止のため、敷居を低くしたり、スロープの取り付け、

または、床全体のかさ上げなどを行います。

廊下・浴室などの床を滑りにくい材質に替えたり、

 

開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンに替えるなど、扉を開閉しやすいも

 

和式トイレから洋式トイレへの取替え

和式トイレから、立ち座りが容易な洋式トイレに取り替えます。

その他、上記工事に付帯して必要となる工事

例えば、手すりの取付けで、取付け面の壁の補強などが考えられます。

・利用者本人の住民票の住所である自宅についてのみ利用可能です。

申請が必要です。工事を行う前に必ず市申請が必要です。工事を行う前に必ず市申請が必要です。工事を行う前に必ず市申請が必要です。工事を行う前に必ず市

限度基準額は原則１人２０万円ですが、転居した場合や要介
護度が大きく上がった場合に、再度２０万円まで使える

詳細は介護保険課までお問い合わせください。

・船橋市では、住宅改修にあたり「受領委任払い制度」
）が利用できます。ただし、利用可能な施工

事業者は船橋市に登録のある事業者に限られます。

※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。

高齢者福祉課 
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ご自宅内の移動や日常生活での動作をより安全で安心できるものとするため、住宅の

改修を行った場合２０万円を限度に９割～７割

※工事費用は、改修を行う箇所の状況や改修を行う施工事業者によって様々です。

見積もりをとるなど事前に確認してください。

転倒予防・移動をしやすくする目的で、廊下・トイレ・浴室等に取り付けます。

居室から移動の際の転倒防止のため、敷居を低くしたり、スロープの取り付け、

または、床全体のかさ上げなどを行います。

廊下・浴室などの床を滑りにくい材質に替えたり、

開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンに替えるなど、扉を開閉しやすいも

和式トイレから洋式トイレへの取替え 

和式トイレから、立ち座りが容易な洋式トイレに取り替えます。

その他、上記工事に付帯して必要となる工事

例えば、手すりの取付けで、取付け面の壁の補強などが考えられます。

・利用者本人の住民票の住所である自宅についてのみ利用可能です。

申請が必要です。工事を行う前に必ず市申請が必要です。工事を行う前に必ず市申請が必要です。工事を行う前に必ず市申請が必要です。工事を行う前に必ず市

限度基準額は原則１人２０万円ですが、転居した場合や要介
護度が大きく上がった場合に、再度２０万円まで使える

詳細は介護保険課までお問い合わせください。

・船橋市では、住宅改修にあたり「受領委任払い制度」
）が利用できます。ただし、利用可能な施工

事業者は船橋市に登録のある事業者に限られます。

※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。

 ０４７－４３６－２３５２

ご自宅内の移動や日常生活での動作をより安全で安心できるものとするため、住宅の

～７割が介護保険から支給

※工事費用は、改修を行う箇所の状況や改修を行う施工事業者によって様々です。

見積もりをとるなど事前に確認してください。 

転倒予防・移動をしやすくする目的で、廊下・トイレ・浴室等に取り付けます。

居室から移動の際の転倒防止のため、敷居を低くしたり、スロープの取り付け、

または、床全体のかさ上げなどを行います。 

廊下・浴室などの床を滑りにくい材質に替えたり、

開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンに替えるなど、扉を開閉しやすいも

和式トイレから、立ち座りが容易な洋式トイレに取り替えます。

その他、上記工事に付帯して必要となる工事 

例えば、手すりの取付けで、取付け面の壁の補強などが考えられます。

・利用者本人の住民票の住所である自宅についてのみ利用可能です。

申請が必要です。工事を行う前に必ず市申請が必要です。工事を行う前に必ず市申請が必要です。工事を行う前に必ず市申請が必要です。工事を行う前に必ず市

限度基準額は原則１人２０万円ですが、転居した場合や要介
護度が大きく上がった場合に、再度２０万円まで使える

詳細は介護保険課までお問い合わせください。

・船橋市では、住宅改修にあたり「受領委任払い制度」
）が利用できます。ただし、利用可能な施工

事業者は船橋市に登録のある事業者に限られます。 

※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。

０４７－４３６－２３５２

ご自宅内の移動や日常生活での動作をより安全で安心できるものとするため、住宅の

介護保険から支給

※工事費用は、改修を行う箇所の状況や改修を行う施工事業者によって様々です。

転倒予防・移動をしやすくする目的で、廊下・トイレ・浴室等に取り付けます。

居室から移動の際の転倒防止のため、敷居を低くしたり、スロープの取り付け、

廊下・浴室などの床を滑りにくい材質に替えたり、居室の畳をフローリング等

開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンに替えるなど、扉を開閉しやすいも

和式トイレから、立ち座りが容易な洋式トイレに取り替えます。

例えば、手すりの取付けで、取付け面の壁の補強などが考えられます。

・利用者本人の住民票の住所である自宅についてのみ利用可能です。

申請が必要です。工事を行う前に必ず市申請が必要です。工事を行う前に必ず市申請が必要です。工事を行う前に必ず市申請が必要です。工事を行う前に必ず市またはケアマネジャーまたはケアマネジャーまたはケアマネジャーまたはケアマネジャー

限度基準額は原則１人２０万円ですが、転居した場合や要介
護度が大きく上がった場合に、再度２０万円まで使える特例もあ

詳細は介護保険課までお問い合わせください。 

※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。

０４７－４３６－２３５２） 

ご自宅内の移動や日常生活での動作をより安全で安心できるものとするため、住宅の

介護保険から支給されます。

※工事費用は、改修を行う箇所の状況や改修を行う施工事業者によって様々です。

転倒予防・移動をしやすくする目的で、廊下・トイレ・浴室等に取り付けます。

居室から移動の際の転倒防止のため、敷居を低くしたり、スロープの取り付け、

をフローリング等

開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンに替えるなど、扉を開閉しやすいも

和式トイレから、立ち座りが容易な洋式トイレに取り替えます。 

例えば、手すりの取付けで、取付け面の壁の補強などが考えられます。

・利用者本人の住民票の住所である自宅についてのみ利用可能です。 

またはケアマネジャーまたはケアマネジャーまたはケアマネジャーまたはケアマネジャー

※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。

 

ご自宅内の移動や日常生活での動作をより安全で安心できるものとするため、住宅の

ます。 

※工事費用は、改修を行う箇所の状況や改修を行う施工事業者によって様々です。 

転倒予防・移動をしやすくする目的で、廊下・トイレ・浴室等に取り付けます。 

居室から移動の際の転倒防止のため、敷居を低くしたり、スロープの取り付け、 

をフローリング等 

開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンに替えるなど、扉を開閉しやすいも 

例えば、手すりの取付けで、取付け面の壁の補強などが考えられます。 

またはケアマネジャーまたはケアマネジャーまたはケアマネジャーまたはケアマネジャー

※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。※その他、高齢者福祉課の高齢者住宅改造助成事業に該当する場合もあります。        

ご自宅内の移動や日常生活での動作をより安全で安心できるものとするため、住宅の

 

 

 

またはケアマネジャーまたはケアマネジャーまたはケアマネジャーまたはケアマネジャー
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福祉用具購入・住宅改修においては、代金の支払い方法を「償還払い」と「受領委任

払い」の２種類から選ぶことができます。 

 （下記の支払い例は、負担割合が１割の場合です。） 
  
＜償還払い＞ 

被保険者が購入または工事にかかる代金の全額をいったん支払い、市から９割分の金

額が指定口座に振り込まれる方式 

 

 

 

①代金全額の支払         ②申請      ③９割分の振込 

 

 

 

 

＜受領委任払い＞ 

被保険者が購入または工事にかかる代金の１割分の金額を支払い、市から９割分の金

額を販売業者の口座に振り込む方式 

 

 

 

   ①１割分の支払  

②申請 

  

 

 

③９割分の振込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被 保 険 者 

販売・施工事業者 船 橋 市 

被 保 険 者 

販売・施工事業者 船 橋 市 


