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柴橋商会介護用品川崎営業所清水所長、ﾎｰﾑｹｱ事業本部の小島さんに伺いました

おうち時間が増えるから～介護保険で上手にﾘﾌｫｰﾑ！
「介護保険」と言うと「ﾍﾙﾊﾟｰさんの派遣」や「施設の利用」を考えがちですが、実は介護保険制度では「要介
護・要支援」認定をされている方は一定の枠内で住宅改修費が支給されます。長引くｺﾛﾅ禍で高齢者が自宅で過
ごす時間も増えています。今回は柴橋商会介護用品川崎営業所の清水所長、同ﾎｰﾑｹｱ事業本部の小島さん＜福
祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 2 級＞にその制度と活用法について伺いました。
Q：まず制度の概要や補助の概要について伺います。
清水：支給費用については要介護度にかかわらず同一で 20 万円が上限です。この枠には施工業者の諸経費や消
費税も含まれていて、その１割＜一定以上の所得のある方は 2 割もしくは 3 割＞が自己負担となります。20 万
円の工事なら自己負担は 2 万円＜1 割負担の場合＞となります。25 万円の工事なら、枠を超えた 5 万円＋2 万
円＜1 割負担の場合＞で 7 万円が自己負担という計算になります。原則一回きりの使用ですが要介護など状態
区分が 3 段階以上上がった場合や（3 段階ﾘｾｯﾄ）
、転居した場合は（転居ﾘｾｯﾄ）の特例があります。また、介護
認定を受けていればその他のｻｰﾋﾞｽ＜ﾍﾙﾊﾟｰ派遣など＞を利用していなくても利用が可能です。
Q：さて、住宅改修と言ってもﾌｨｰﾙﾄﾞは広い、どのようなｹｰｽで適用されるのでしょうか？
小島：6 つのｶﾃｺﾞﾘに分類されます、①手すりの取り付け②段差解消③滑り防止及び移動円滑化等のための床材
柴橋商会介護用品川崎営業所の清水所長<右>と同ﾎｰﾑｹｱ事
変更④引き戸などへの扉の取替え⑤和式便器を洋便器に取替え⑥その他上記項目に付帯して必要となる住宅改
業本部の小島さん<左>。実は施工件数の 70％近くは「手
修等ですが、具体例は写真をご覧ください。工事にあたっては細則がありますので専門家＜福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈ すり」の取り付け。制度そのものの認知度は低くｹｱﾏﾈｰｼﾞｬ
ｰﾀｰ＞に相談することをお薦めします。
ｰからの薦めで知る方が殆ど、そのきっかけは「手すり」の
取り付けからという。
Q：住宅改修のﾎﾟｲﾝﾄは？
小島：導入時には立ち座りのある場所、玄関、ﾄｲﾚ、お風呂等への手すりの設置の要望が多いです、玄関～居室
～寝室までご利用者の動線を考慮し総合的に考える必要があります。本人･家族目線だけでなく専門家に相談す
ることが重要です。ご利用者や家屋の状態によっては例えばﾄｲﾚの扉の改修＜内開き→外開き：狭いﾄｲﾚの場合
中で倒れると扉が開けられなくなる＞浴室扉＜内開き→折れ戸＞やﾄﾞｱﾉﾌﾞの交換＜握り玉→ﾚﾊﾞｰ式＞、浴室内
工事等様々な改修のﾎﾟｲﾝﾄがあります。また、手すり等はﾚﾝﾀﾙにした方が良い場合もあります。
Q：申請の方法は？
清水：事前申請が原則です「住宅改修費支給申請書」「住宅改修が必要な理由書」「見積書」他様々な書類が必
要になりますのｹｱﾏﾈｼﾞｬｰや福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等に相談することをお薦めします。施工業者は特に登録事業者
である必要はありませんが、登録事業者でないと「受領委任払い：利用者が事業者に保険給付分の受領を委任
し、利用者は自己負担分のみを事業者へ支払うやり方」が出来ません、また申請やその後のﾒｲﾝﾃﾅﾝｽ等を考える
と登録事業者に依頼するのが無難です。
Q：住宅改修というとどうしても「持ち家」でないと、と考えがちです？
清水：住宅改修を行うにしても賃貸物件であるために諦める方も多いですが、実は賃貸物件の場合＜ｱﾊﾟｰﾄ/ﾏﾝ
ｼｮﾝ/一軒家＞でも制度の利用は可能です。但し、家主の許可が必要となります、退去時に原状回復を求められ
手すりに摑まることで足腰
るｹｰｽもありますので、十分な話し合い、取り決めが必要になります。
にかかる負担が分散され歩
くことや転倒のｻﾎﾟｰﾄになり
Q：上手な使い方の秘訣は？
ます。需要の多い手すりです
小島：20 万円は原則としてお一人一回だけですが、何回かに分けて使うことも出来ます。
（介護度に応じ数回に
が、設置場所や用途に合わせ
分けて活用するのも賢い利用法の場合もあります）
。更に、ご夫婦で介護認定されていればお二人分の 40 万円
て様々なﾀｲﾌﾟがあります。か
を利用できることができます（改修の範囲を特定し重複しないようにする必要があります）。注意が必要なの
なりの荷重がかかるので取
は、新築や増改築の場合には支給されません。老朽化したから改修というのは NG で、あくまでも申請者の自立
り付けはﾌﾟﾛの仕事になりま
す。また、場所や用途によっ
や安全性の確保が目的になります。更にｹｱﾏﾈｼﾞｬｰとともに信頼と実績のある施工業者を選ぶこともﾎﾟｲﾝﾄです。
てはﾚﾝﾀﾙにした方が良い場
清水：住宅改修のご相談は介護用品ﾚﾝﾀﾙの柴橋商会川崎営業所まで是非どうぞ、直接担当の清水までご連絡く
合もあります。
ﾚﾝﾀﾙ品＜据え置き型＞
ださい＜電話:044-280-7130＞

BEFORE

＜玄関てすりの設置＞ AFTER

出っ張りが少なく玄関が狭くなりません。壁に向かって R
状になっているので衣類をひっかける危険を防止します。

BEFORE

＜玄関ｽﾃｯﾌﾟの設置＞

AFTER

上がり框(かまち)に約半分の段差ｽﾃｯﾌﾟを取り付け安心し
て昇り降りができるようになります。

BEFORE

＜床材の変更＞

AFTER

畳の床をﾌﾛｰﾘﾝｸﾞに変更。歩行車や車いすのｷｬｽﾀｰが沈み
込むのを解消し、より安全な移動が可能になりました。

BEFORE

＜扉開閉方向の変更＞

AFTER

実は危険な内開きﾄﾞｱ<中で倒れるとﾄﾞｱが開けられなく
なり出ることが出来なくなります>から安心の外開きへ。

BEFORE

＜和式便器の洋式化＞

AFTER

立ち座りの困難を解消します。立ち上がり動作が不安定な方
は介護する方も不安が軽減します。ｼｬﾜｰﾄｲﾚは保険外

BEFORE

＜玄関ｱﾌﾟﾛｰﾁの舗装＞

AFTER

歩幅にあわせた庭石等は車いすの走行に不向きです、玄関
から道路・駐車場まで舗装すると走行がｽﾑｰｽﾞになります。

川崎市中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉」より

川崎市川崎区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園」より

ｶﾞｰﾃﾞﾝ･ﾊﾟﾗｿﾙ大成功!!

みんなで応援東京 2020

9 月に入りようやく暑さもひと段落、例年であれば日差しの強い時間を避け
入居者様をお連れし付近を散策出来る季節になりましたがｺﾛﾅ禍の中それ
もままなりません。川崎市中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉」では、そ
んな今だからこそ何か施設の敷地内で出来ることが無いか考えました。幸
いにも「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉」は園芸やお庭での生活が楽しめる施設です、直射
日光を避け、おやつやお茶を召し上がっていただけるよう、そして少人数の
ｸﾞﾙｰﾌﾟで楽しんで頂けるように大きめの「ｶﾞｰﾃﾞﾝ･ﾊﾟﾗｿﾙ」を購入すること
にしました。
「ｶﾞｰﾃﾞﾝ･ﾊﾟﾗｿﾙ」と言えば日除け・雨よけに便利なだけでなく、
庭に置いてｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞや DIY・子どもの庭遊びなどに使ったり、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰな
どのｱｳﾄﾄﾞｱｼｰﾝでも活用できる人気の高いｱｲﾃﾑです。もともとﾖｰﾛｯﾊﾟの街角
でﾏｰｹｯﾄの日除けのために立てられているものからﾋﾝﾄを得ていることか
ら、別名「ﾏｰｹｯﾄﾊﾟﾗｿﾙ」とも呼ばれており、これがあるだけで庭がﾊﾟｯと明
るくなり、お洒落な気分になれますよね。ﾊﾟﾗｿﾙと専用のﾃｰﾌﾞﾙが施設に到
着し早速設置。入居者様に「皆さんお庭にｶﾞｰﾃﾞﾝ･ﾊﾟﾗｿﾙを用意したので外
でお茶を飲みませんか？」と伺うと、いつもは「暑いからご遠慮！」などと
仰られる方々が窓からｶﾞｰﾃﾞﾝ･ﾊﾟﾗｿﾙを指さして「何だか大きな傘が開いて
いるよ！」
「あの傘の下なら涼しそうだから行ってみようかしら？」と皆様
連れ立ってお庭に出てこられました。ｶﾞｰﾃﾞﾝ･ﾃｰﾌﾞﾙの上におやつと飲み物
を何種類か用意し皆様に選んで頂きます「お庭でおやつもおしゃれでいい
ね！」
「私これがいい。」
「こっちも美味しそうよ？」
「私もそれにしようかし
ら」など楽しそう。
「暑くって、外に出るのは億劫だけどたまにはこうやっ
てみんなで外に出ると楽しいね!!」「なんかｷｬﾝﾌﾟに来たみたいだね。」「外
国に来たみたいだよ！」などとなど話も弾みます。ｺﾛﾅ禍で気軽に外出する
ことが出来ない今だからこそ思いついたｱｲﾃﾞｱですが意外なほど皆様に楽
しんでいただくことができて大成功、これから秋に向かって「ｶﾞｰﾃﾞﾝ･ﾊﾟﾗｿ
ﾙ」大活躍間違いなしです!!

東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸですが、無観客ではありますが開催が決定、ﾃ
ﾚﾋﾞから中継が流れるようになりました。川崎市川崎区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「川崎大
師ﾊﾞﾅﾅ園」では「お客さんがいないのだからここで沢山応援をしよう!!」と
いう入居者様の思いを込め、お手製の団扇を作成して選手たちの応援する
ことになりました。団扇には「頑張れ日本」と「日の丸」を付けました。ご
入居者様にとっては 2 度目の「東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ」
。1964 年の開催の記憶もしっ
かりと残っている方から「我が家ではあの年に子供が生まれて、子供を抱い
てﾃﾚﾋﾞを見ながら主人と 3 人で応援をしたの。幸せいっぱいの毎日だった
のよ。」と優しい笑顔でお話をして下さいました。ﾃﾚﾋﾞ中継に時差が無いの
はとても有難いのですが、沢山のﾃﾚﾋﾞ局で様々な競技を放送しているので、
皆様が見たい競技を決めてﾁｬﾝﾈﾙを合わせるのが一苦労です。いつもﾃﾚﾋﾞの
リﾓｺﾝ片手にﾁｬﾝﾈﾙ当番をして下さっている方がどの競技が見たいか意見を
聞いて、一番意見の多いものに合わせてくれます。沢山の競技の中で一番人
気の競技は柔道でした「日本は柔道が強いから金ﾒﾀﾞﾙを取ってくれるよ。み
んなで応援しよう」と、やはり柔道に対する期待は大きいのですね。試合中
継に釘付けになっている皆さんの手に力が入っているのが分かります。選
手が投げられると「あーっ」と悲鳴が上がり一気に緊張感が走ります。普段
は静かな方から大きな声が出ているのにｽﾀｯﾌもびっくりです。ご存じの通
り柔道の結果はﾒﾀﾞﾙﾗｯｼｭ!!9 つの金メダル獲得は、五輪柔道史上最多。阿部
一二三･詩が日本史上初となる兄妹同日金メダルも獲得しました。その後
のﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの応援も熱心にされ、特に車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙに皆さま釘付けに
なっていました。華麗な車椅子さばきと体当たりで向かっていく姿、観客が
いない為車椅子のﾀｲﾔが「ｷｭｯｷｭ」ときしむ音がﾘｱﾙに伝わってきます。
「倒れ
る、危ない、はいったー」賑やかな時間が流れます「どれだけ練習をしたの
かしら。怪我も一杯したよね。
」と皆様選手に惜しみない拍手を送りました。
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸから沢山の感動と元気をもらいました。季節はｽﾎﾟｰﾂの
秋です、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ選手のようにはなれませんが、少しでも体を動かし身も心
も軽やかな毎日を送れるようにしたいと思います。

私がﾁｬﾝﾈﾙ当番よ!!

お庭に出るだけでおやつも随分と美味しく感じるものです。「ｷｬﾝﾌﾟに来
たみたい」「なんか外国にきたみたい」おしゃべりも弾みます。ｶﾞｰﾃﾞﾝ･
ﾊﾟﾗｿﾙ大活躍間違いなし!!

バナナ園ｸﾞﾙｰﾌﾟで働きｽﾃｯﾌﾟ・アップをしませんか？

介護スタッフ募集中
★介護はｱｲﾃﾞｨｱ～未経験だからこそのｱｲﾃﾞｨｱが必要です!
■募集要項
★職種：ｹｱ･ｽﾀｯﾌ<①正社員/②非常勤職員>★無資格･未経験からｽﾀｰﾄ/年齢不問
★給与：① 月給：224,781 円～<18 歳資格なし夜勤 6 日含む>
② 時給 1,040 円<無資格>～1,190 円<介護福祉士>
※夜勤 1 回 18,000～20,000 円＜介護福祉士＞①②処遇改善加算交付金含

★時間：9：00～17：00 17：00～翌 9：00
★待遇：社保・有休・交通費規定内支給：月額 50,000 円迄
★勤務場所：当社各施設 10 箇所の中から通勤し易い
場所を選べます。
●問合せ：㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 採用担当まで

☎044-455-6117

2022 年 3 月新卒社員募集中

会社説明会随時開催中
ｴﾝﾄﾘｰはこちらから→

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸでは柔道の他に水泳、陸上競技、卓球、水泳等個人競技に人気
が集まりました。ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸはﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙそしてﾃﾆｽに人気が集中。

バナナ園グループ
【グループホーム】
●川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園 ☎ 044-280-2386
●第 2 ﾊﾞﾅﾅ園 ☎044-587-1773
●ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉 ☎044-863-7101
●ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家 ☎044-722-5361
●のんびりーす等々力 ☎044-750-9203
●のんびりーす ☎044-422-2295
●ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ ☎044-911-1599 ●バナナ園生田の杜 ☎044-789-5691/5692
●ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉 ☎044-789-5693 ●ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手 ☎ 045-264-9634

グループホーム空室情報
空室情報、入居に関するお問い合わせは右記
の各施設もしくは総合案内

044-455-6119
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