
 

 

○大田区重度身体障害者（児）等住宅改造相談・助成事業実施要綱（平成6年4月1日福障発第1号の2） 

大田区重度身体障害者（児）等住宅改造相談・助成事業実施要綱 

平成６年４月１日 

福障発第１―２号 

  

 改正 平成７年３月30日福障発第806号 平成10年３月９日保福保発第2351号  

   平成10年12月28日保福保発第1631号 平成11年３月４日保福保発第2111号  

   平成12年３月31日保福保発第3067号 平成14年６月28日保福保発第327号  

   平成15年10月８日保福保発第1177号 平成18年12月11日18保福障発第11888号  

   平成20年３月17日19保福障発第13392号 平成21年３月30日20保福障発第120806号  

   平成24年６月11日24福障発第10761号 平成24年７月６日24福障発第11006号  

   平成25年４月10日25福障発第10087号    

（目的） 

第１条 この要綱は、在宅の重度身体障害者（児）等の自立の向上と介護者の介護の軽減のために、

居宅の浴室等の改造相談及び改造費の助成をすることによって、福祉の増進を図ることを目的とす

る。 

（対象者） 

第２条 対象者は、別表第１の対象者欄に掲げる者で区内に居住する重度身体障害者（児）等とする。

ただし、次に掲げる者は、その対象としない。 

(１) 65歳以上の者 

(２) 学齢児未満の者 

(３) 現に障害者施設、児童福祉施設、生活保護施設又は老人福祉施設等（通所施設を除く。）に

入所中の者及び入院中の者 

(４) 同一世帯で２人以上の身体障害者（児）が居住している場合においては、そのうちの１名以

外の者 

(５) 自己の所有に係る家屋以外に居住する者であって、その家屋の所有者又は管理者から改造に

つき承諾を得られないもの 

(６) 別表第１の種目欄に掲げる改造工事を実施済みの者。ただし、改造後において、当該設備が、

別表第２の理由により日常生活に支障が生じると区長が認めるときは、改めて助成の対象とする

ことができるものとする。 

(７) 40歳から64歳までの介護保険法（平成９年法律第123号）の対象者で、介護保険法の介護予防

住宅改修費又は居宅介護住宅改修費（以下、「介護保険による住宅改修費」という。）の受給要

件を満たす者及び受給済みの者。ただし、介護保険による住宅改修費の支給を受けて、費用がな

お不足する改造工事及び介護保険による住宅改修費の助成の対象とならない改造工事で、区長が

必要と認める工事については、別表第１の種目欄の中規模住宅改修の助成をすることができる。

また、別表第１の種目欄の屋内移動設備（階段昇降機を含む。）の設置についても、その助成を

することができる。 

(８) 大田区高齢者自立支援住宅改修費の受給条件を満たす者及び受給済みの者 

（助成の種目、方法及び助成対象） 

第３条 助成種目は、別表第１の種目欄に掲げるものとする。なお、助成は、一世帯あたり同一種目

一件とし、中規模改修は小規模改修と同時に助成するものとする。 

２ 別表第１の種目欄の小規模住宅改修の助成対象となる改造工事は次に掲げるものとし、助成対象

となる改造費は工事費（該当する改造工事が複数ある場合はその合計）及び改修に伴う用具の購入

費とする。 

(１) 手すりの取付け 

(２) 段差の解消 

(３) 滑り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) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 

３ 別表第１の種目欄の中規模住宅改修の助成対象となる改造工事は次に掲げるものとし、助成対象

となる改造費は工事費（該当する改造工事が複数ある場合はその合計）及び改修に伴う用具の購入

費とする。 

(１) 小規模住宅改修において助成の対象となる改造工事で、小規模住宅改修の助成を受けてなお

費用が不足する工事 

(２) 小規模改修による助成の対象とならない改造工事で、区長が必要と認める工事 

４ 住宅改造の助成に当たっては、小規模住宅改修による助成を優先し、なお不足する場合には、中

規模住宅改修による助成をするものとする。 

５ 小規模住宅改修による助成の対象とならない改造工事で、区長が必要と認める工事は、中規模住

宅改修による助成ができるものとする。 

６ 住宅改造費の助成は、新築工事に併せて実施する場合は、助成対象としない。ただし、屋内移動

設備（階段昇降機を含む。）に限り、新築工事と併せて実施する場合も助成対象とする。 

（改造相談） 

第４条 区長は、第１条に規定する目的を達成するため、必要な相談業務を大田区高齢者・ 障害者

住宅改善団体連絡協議会に委託するものとする。 

（申請） 

第５条 住宅改造費の助成は、対象者の申請に基づき行うものとする。 

（助成額） 

第６条 住宅改造費の助成額は、住宅改造に要する費用から次条に掲げる本人負担額を控除した額と

する。ただし、別表第１の基準額欄に掲げる額をもって限度とする。 

（費用の負担） 

第７条 助成対象者又はその扶養義務者は、住宅改造に要する費用のうち、別表第１に掲げる基準額

を超えるもののほか、別表第３に掲げる額を負担しなければならない。 

２ 助成対象者の負担する費用については、助成対象者が直接施工業者に支払うものとする。 

（設備の管理） 

第８条 住宅改造費の助成を受けた身体障害者及びその扶養義務者は、当該設備を助成の目的に反し

て使用してはならない。これに違反したときは、区長は当該助成に要した費用の全部又は一部を返

還させることができる。 

（委任） 

第９条 この要綱の実施に必要な細目については、大田区重度身体障害者（児）住宅改造相 談・助

成事業実施要領で定める。 

付 則 

１ この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

２ 大田区重度身体障害者（児）住宅設備改善費給付事業実施要綱（昭和62年４月１日障障発第１―

２号助役決定）は、廃止する。 

付 則 

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成10年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、平成10年４月１日以降の申請分について適用し、平成10年３月31日以前

の申請分については、なお従前の例による。 

付 則 

この要綱は、平成11年１月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成11年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成12年４月１日から施行する。 

付 則 



この要綱は、平成14年７月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、決定の日から施行し、平成15年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、決定の日から施行し、平成18年10月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、決定の日から施行する。 

付 則 

この要綱は、決定の日から施行し、平成24年７月１日以後の申請に係るものから適用する。 

付 則 

この要綱は、決定の日から施行し、平成25年４月１日から適用する。 

別表第１ 

  

 種目 対象者 基準額  

 小規模 １ 下肢又は体幹に係る障害の程度

が３級以上の者（ただし、特殊便器

への取替えについては、上肢に係る

障害が２級以上の者を含む。）及び

視覚に係る障害の程度が２級以上

の者並びに内部に係る障害を有す

る者で補装具として車いすの交付

を受けているもの 

２ 障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第123号）第４条に規定

する治療方法が確立していない疾

病その他の特殊の疾病であって政

令で定めるものによる障害の程度

が厚生労働大臣が定める程度であ

る者（以下「難病等患者」という。）

で下肢又は体幹機能に障害のある

ものとし、医師の意見書から区長が

認める者 

200,000円  

 住宅    

 改修    

 中規模 下肢、体幹又は視覚に係る障害の程度

が２級以上の者及び内部に係る障害

を有する者で補装具として車いすの

交付を受けているもの 

641,000円  

 住宅    

 改修    

 屋内 上肢、下肢又は体幹機能のいずれかの

障害の程度が１級（階段昇降機につい

ては２級以上）の者で、かつ、歩行が

できない状態のもの及び内部に係る

障害を有する者で補装具として車い

すの交付を受けているもの 

機器本体及び付属機器  

 移動 979,000円  

 設備 設置費  

 （階段昇降機を含む。） 353,000円  

別表第２ 

  



 理由 条件  

 老朽 理学療法士、ケースワーカー、業者などが立会いのもと修理不可能と判断され

た場合 

 

 障害の変化 身体障害者手帳に、障害の重度化又は新たな障害が認められた場合  

 災害 り災証明書等の資料添付があり、災害が原因により修理不可能と判断された場

合 

 

 転居 転居により、再度給付が必要と認められた場合  

別表第３ 

  

 世帯階層区分 利用者負担額  

 Ａ 生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯（単給世帯

を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立支援に関する法律（平成６年法律第30号）による支援給付を

受けている世帯（単給世帯を含む。） 

0円  

 Ｂ Ａ階層及びＤ階層を除き当該年度分の市町村民税（特別区民税を含

む。以下同じ。）非課税世帯 

1,100円  

 Ｃ１ 

Ａ階層を除き前年分

の所得税非課税世帯 

当該年度分の市町村民税所得割 2,250円  

   非課税世帯（均等割のみ課税）    

 Ｃ２ 当該年度分の市町村民税所得割 2,900円  

   課税世帯      

 Ｄ１ Ａ階層を除き前年分

の所得税課税世帯で

あって、その所得税

額の区分が次の区分

に該当するもの 

2,400円以下   3,450円  

 Ｄ２ 2,401円以上 4,800円以下 3,800円  

 Ｄ３ 4,801円以上 8,400円以下 4,250円  

 Ｄ４ 8,401円以上 12,000円以下 4,700円  

 Ｄ５ 12,001円以上 16,200円以下 5,500円  

 Ｄ６   16,201円以上 21,000円以下 6,250円  

 Ｄ７   21,001円以上 46,200円以下 8,100円  

 Ｄ８   46,201円以上 60,000円以下 9,350円  

 Ｄ９   60,001円以上 78,000円以下 11,550円  

 Ｄ10   78,001円以上 100,500円以下 13,750円  

 Ｄ11   100,501円以上 190,000円以下 17,850円  

 Ｄ12   190,001円以上 299,500円以下 22,000円  

 Ｄ13   299,501円以上 831,900円以下 26,150円  

 Ｄ14   831,901円以上 1,467,000円以下 40,350円  

 Ｄ15   1,467,001円以上 1,632,000円以下 42,500円  

 Ｄ16   1,632,001円以上 2,302,900円以下 51,450円  

 Ｄ17   2,302,901円以上 3,117,000円以下 61,250円  

 Ｄ18   3,117,001円以上 4,173,000円以下 71,900円  

 Ｄ19   4,173,001円以上   全額  

備考 

１ 世帯の所得税額が4,173,000円以下である場合において、利用者が世帯主又はその世帯における

最多収入者であるときは、この表に掲げる利用者負担額に２分の１を乗じて得た額を利用者負担

額とする。 

２ 当該年度の市町村民税が明らかでないときは、前年度分の市町村民税による。 

３ Ｄ階層に該当する世帯で、当該所得税の課税される年において特別減税が実施された場合には、

減税前の税額をもって階層区分とする。 

４ 所得税の額を計算する場合には、所得税法（昭和40年法律第33号）第84条第１項中「控除対象

扶養親族」とあるのは「扶養親族」と、「特定扶養親族」とあるのは「扶養親族のうち、年齢16



歳以上23歳未満の者」と読み替えるものとする。 

５ 市町村民税所得割の課税又は非課税を判定するに当たっては、地方税法等の一部を改正する法

律（平成22年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号）第292

条第１項第８号に規定する扶養親族（16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。）及び同

法第314条の２第１項第11号に規定する特定扶養親族（19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」

という。）があるときは、同号に規定する額（扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの

（扶養親族に係る額に相当するものを除く。）に限る。）に同法第314条の３第１項に規定する所

得割の税率を乗じて得た額を当該年度の所得割額から控除した額で行うものとする。  


