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第1章  ﾘ武蔵葭腰補к器ナ〉ンタヸあ┪方検討委員会ﾙ設置┎背卓 

 

武蔵葭腰補к器ナ〉ンタヸ鰺以½ﾘ〉ンタヸﾙ鯲┏ﾎﾘ補к器ナ鵜┓⇒宅改善┋関ベ┫総合相

談ﾎ情報提供鵜┓関Ｉ機関┈┎ネットワヸ╆┎壬点ﾙ┈ベ┫バ┈┲目的┋ﾎ鎖成5裟鰛男┋設

立さ┬ﾎ＞護保険制祭┋先駆デ┆ﾎ60歳以¿┎腰民┲対象┈ブ〞武蔵葭腰鰺以½ﾘ腰ﾙ鯲┎事

業┇あ┫ﾘ補к器ナ┎貸Üヷ給付ﾙﾎﾘ⇒宅改善ﾙ事業┲唄皓ブ┆ゾ〞ﾏ 

ブズブﾎ鎖成12裟祭┎＞護保険制祭施行以降ﾎﾘ福祉用ナ貸Üヷ給付ﾙ┈ﾘ⇒宅改修ﾙ┏＞

護保険制祭┎′ヸビ]┈ブ┆確立ブﾎ専門職┈ブ┆福祉用ナ専門相談員鰺以½ﾘ専門相談員ﾙ鯲

ゼﾎ福祉用ナ貸Ü事業者┋配置さ┬〞ﾏ 

┞〞ﾎ制祭┎浸透┈┈┢┋ﾎ現在┇┏＞護保険制祭┋ジデ┫リハビリテヸ‶ョン鰺以½ﾘリ

ハビリﾙ鯲専門職ゼﾎリハビリ┎実施┈共┋ﾎ福祉用ナ┎選定や⇒宅改修┎プランニン╇┊┉物

理的環境整備

台鰆

┋┢関わ┫┨う┋┊┃┆い┫ﾏ 

そ┎〞┡〉ンタヸ事業┢ﾎ腰┎ﾘ補к器ナ┎貸Üヷ給付ﾙﾎﾘ⇒宅改善ﾙ事業┎実施ズ┩ﾎ腰

民′ヸビ]┎質┲確保ベ┫〞┡┎ﾎ⇒環境整備┲中心┈ブ〞総合相談┈ﾎ専門職┋対ベ┫┹ド

バ┻]ゼ主┈┊┃┆ジ┪ﾎ〉ンタヸ┎役割ゼ腰民や関Ｉ者ズ┩見え┋ヂヂ┊┃┆い┫ﾏ 

 ┞〞ﾎ〉ンタヸ┋┏作業療法士鰺以½ﾘ鶯鴒ﾙ鯲2疫ゼ配置さ┬┆い┫ゼﾎ組織┎あ┪方ﾎ後

進┎育成┲┏プ┡┈ブ〞武蔵葭腰福祉公社鰺以½ﾘ公社ﾙ鯲┋ジデ┫専門職┎活用方法┋┄い┆

┢検討ベ┫時期┋来┆い┫ﾏ 

以¿┎┨う┊動向┋加えﾎ＜後┎後期高齢者┎激増┈夷療ヷ＞護┎連携┎必要性ﾎ＞護保険

制祭┎改柏やﾎﾘ武蔵葭腰┋ジデ┫2025裟┘向デ〞“┞━ヅ┫┟┎支え合い┎♂組┟┅ヂ┪”ﾙ

┎構築┋対応ブ┆いヂバ┈┲視葭┋入┬ﾎ〉ンタヸ┎役割ヷあ┪方┋┄い┆検証ブﾎ見直ベ必

要ゼあ┫ﾏ 

そ┎〞┡ﾎ補к器ナ〉ンタヸ┎メンバヸ┲中心┋腰高齢者支援課┎職員┲╁ブ¨ヸバヸ┋迎

えﾎﾘ補к器ナ〉ンタヸあ┪方検討委員会ﾙ┲設置ブﾎ5回┋わ〞┪〉ンタヸ┎現状ﾎ課軫┈＜

後┎方向性┋┄い┆協議ブ〞〞┡報告ベ┫ﾏ 

 

 

                                     

台鰆 物理的環境整備  

⇒宅改修や生活動線ヷ]ペヸ]┎変更ﾎ家ナ┎配置変え┊┉┎⇒環境┲福祉用ナ┎活用┢視葭┋い┬ﾎトヸ

タル的┋┹〉]メントブﾎ環境┲整え┫バ┈┇在宅生活┋ジデ┫課軫┲解決ベ┫方法ﾏ福祉用ナ┎活用方法┎

┹ドバ┻]等┢含┠ﾏ 

そ┎♀┎課軫解決┎方法┈ブ┆ﾘ筑人┎能力向¿ﾙﾘ＞護力鰺人的支援鯲┎活用ﾙ等ゼあ┫ﾏ 
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第2章 〉ンタヸ┎経緯┈評価           

 

鰆 設立┋関わ┫経緯┈措置時代┎役割 

 

鰺鰆鯲 設立┋関わ┫経緯 

腰┇┏ﾎ国┎制祭┋先駆デﾎ鎖成元裟┨┪当時┎老後福祉課┇勳護師┩専門職┋┨┫ﾘ高齢

者⇒宅設備改善事業ﾙ┲開始ブ〞ﾏそ┬┋先行ブ┆ﾎ昭和52裟ズ┩ﾘ高齢者日常生活用ナ等

給付事業ﾙ┲実施ブ┆ゾ〞ﾏ 

鎖成 5 裟 7 男ﾎ腰立高齢者総合〉ンタヸ┎開設┈液時┋〉ンタヸ┲設置ﾎ¿皙┎鰈事業┲

引ゾ怫ダﾎﾘ補к器ナ貸Üヷ給付ﾙﾎﾘ⇒宅改善ﾙ事業┲唄皓ブﾎﾘ単┊┫補к金┎給付┇┏┊ヂﾎ

専門職┋┨┫⇒環境整備┎プランニン╇┎給付┲ﾙ┈いう趣続┎½ﾎ〉ンタヸ┋理学療法士鰺以

½ﾘ鴣鴒ﾙ鯲1疫┲配置ブ〞ﾏ 

ﾘ補к器ナ〉ンタヸﾙ┈いう疫称┏ﾎデンマヸ╆┎ﾘ補к器ナ〉ンタヸ

台鰈

ﾙ┎機能や‶]テ

ム┲モデル┋ブ〞バ┈ズ┩整用さ┬〞ﾏ 

 

鰺鰈鯲措置時代┎役割 

ﾘ補к器ナ貸Üヷ給付ﾙﾎﾘ⇒宅改善ﾙ事業┋ジデ┫〉ンタヸ┎役割┏ﾎ在宅＞護支援〉ンタ

ヸ鰺以½ﾘ在支ﾙ鯲職員┈┎協働┋┨┫ﾎ福祉用ナ鰺以½ﾘ用ナﾙ鯲┎機種┎選定ﾎ⇒宅改善┎

プランニン╇ﾎ事業者ヷ＞護者┘┎┹ドバ┻]ﾎ書類┎作成┊┉ﾎそ┎運用┈適柏化┇あ┃〞ﾏ 

対象者┏鰮鰌歳以¿┎ﾎ心身状況┎¬½等┋┨┪在宅生活┋困難┲生プ┆い┫腰民┇ﾎ給付

┎嬰否┋┄い┆┏ﾎ〉ンタヸ┈在支ﾎ腰主管課┎職員┎合議┋┨┪決定ブ〞ﾏ 

用ナ┎貸Üヷ給付件数┏ﾎ事業開始時┇あ┫鎖成 5 裟祭┎ 553 件ズ┩鎖成 11 裟祭┋┏

2,337件┋増加ﾎ液様┋⇒宅改善┢ﾎ鎖成5裟祭┎160件ズ┩鎖成11裟祭┋┏最多┎681

件┋┊┃〞鰺轄鰆鯲ﾏ 

 

                                  

台鰈 デンマヸ╆┎補к器ナ〉ンタヸ 

デンマヸ╆┎社会′ヸビ]法鰺112条鯲┋規定さ┬┆い┫補к器ナ貸Ü′ヸビ]┎担当ゼﾎ補к器ナ〉ンタ

ヸ┇あ┪ﾎ補к器ナ┎選定┋┄い┆┏ OT ゼ相談┋乗┪ﾎフ┺ッテ┺ン╇┲行┃┆使用法┢指導ベ┫ﾏ各コム

ヸネ鰺腰亳衷鯲┏補к器ナ保管庫┲持━ﾎ常時数千種┎補к器ナ┲保管ブ┆い┫┎┇ﾎ最適┊┢┎ゼベヅ┋選┙

┫ﾏ体型┎変化やﾎ諠害┎進行┋┨┃┆器ナゼ合わ┊ヂ┊┫┈新ブい┢┎┋変更┇ゾﾎ閏い器ナ┏洗浄ブ┆リ

′┻╆ルさ┬┫ﾏ以½┎条件ﾎﾘ補к器ナゼ諠害┲軽減ベ┫┈ο断さ┬┫バ┈ﾙﾘ補к器ナゼ日常生活┎困難┲

軽減ベ┫┈認┡┩┬┫バ┈ﾙﾘ諠害者ゼ就労ベ┫〞┡┋補к器ナゼ必要┈認┡┩┬┫バ┈ﾙ┎ 1┄┋睹当ベ┬

┐ﾎ無料┇貸Üゼ┇ゾ┫ﾏ 

参考資料 ﾘ諠害者┎福祉′ヸビ]┎利用┎♂組┟┋Ｉ┫国謔比較┋関ベ┫調査研究事業報告書 厚生労働省 

 鎖成20裟祭諠害者保健福祉推進事業鰺諠害者自立支援調査研究プロ[┾╆ト鯲 鎖成21裟3男 

箝団法人日筑諠害者リハビリテヸ‶ョン協会ﾙ 
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用ナ┎貸Ü┋┄い┆┏ﾎ〉ンタヸ職員┋┨┫直接支援┎必要┊菻祭者┲除ゾﾎ┹〉]メント

┈′ヸビ]導入┋┄い┆┏各在支職員ゼ担当ブ〞ﾏ┞〞ﾎ実謔┎用ナ┎供給やメンテナン]┋

┄い┆┏ﾎ腰ハ┋営業所ゼあ┃〞福祉用ナ┎事業者┈〉ンタヸゼ委皓契約┲結┓依軛ブ〞ﾏ 

⇒宅改善┋┄い┆┏施工事業者┎指定制祭┏┊ヂﾎ〉ンタヸ職員ゼ全件訪問┲実施ブﾎプラ

ンニン╇や事業者┘┎指導┲行うバ┈┇′ヸビ]┎質┲確保ブ〞ﾏ 

♀┋┢ﾎﾜ補к器ナ〉ンタヸ運営実施要綱ﾝ┋定┡┩┬〞補к器ナヷ⇒宅改善┋関ベ┫総合相

談ﾎ情報提供ﾎ関Ｉ機関┈┎ネットワヸ╆┎壬点┈ブ┆┢機能ブ〞ﾏ 

 

轄鰆 ﾔ腰┎補к器ナ貸Üヷ給付ﾎ⇒宅改善事業┎実績 鎖成5～11裟祭 鰺件鯲ﾕ 

                         鰺出ニ 補к器ナ〉ンタヸ統計資料鯲 

裟祭 5裟祭 6裟祭 7裟祭 8裟祭 9裟祭 10裟祭 11裟祭 

補к器ナ貸Üヷ給付 553 1,481 1,835 1,732 1,597 1,992 2,337 

⇒宅改善  160 283 512 511 554 603 681 

 

鰺鰒鯲措置時代┎特徴 

当時┏ヘルパヸ┎数┢Ö足ブﾎ人的′ヸビ]┎確保ゼ難ブヂﾎそ┎状況┲⇒宅改善や用ナ┎

導入┇補うバ┈ゼ多ズ┃〞ﾏ身体機能┎¬½ﾎ環境┎畜整備ﾎ生活┎困窮┊┉ズ┩長期臥床┲

余儀┊ヂさ┬┆い┫高齢者┢多ズ┃〞ゼﾎ〉ンタヸ┎′ヸビ]利用┋┨┪生活┎大幅┊改善ゼ

見┩┬〞ﾏ心身状況┈ブ┆┏ﾎ＞護保険制祭┋ジデ┫要＞護3相当以¿┲要件┈ブ┆い〞ﾏ 

┞〞ﾎ訪問リハビリ事業ゼ安定供給さ┬┆い┊い状況┋あ┪ﾎ在宅┇┎リハビリ訓練┋┄い

┆┢多ヂ┎相談ゼあ┃〞ﾏ更┋┏腰┎各関Ｉ機関や病院┎夷療ヷ福祉┎専門職┈連携ブﾎ福祉

′ヸビ]┎提案や＞護方法ヷリハビリ┎指導┊┉┲実施ブ〞ﾏそ┬┋┨┪自立支援┈＞護筮担

┎軽減┲轄┪ﾎ生活┎再構築┎支援┲行┃〞ﾏ代替′ヸビ]┎┊い状況┇ﾎ腰民ニヸ〈┋応え

┫〞┡┋多岐┋わ〞┫機能┲果〞ブ〞ﾏ 

 

鰺鰊鯲措置時代┎事業┋対ベ┫評価 

＞護保険制祭導入┋先駆デ〞ﾘ補к器ナ給付ヷ貸Üﾙﾎﾘ⇒宅改善ﾙ事業┲軸┈ブﾎ在宅生活

全般┘┎ゾ┡彖ズい支援┲行うバ┈┇ﾎ腰民┎自立支援┈＞護筮担┎軽減┲轄┪ﾎﾘ⇒┟慣┬〞

┞━┇安心ブ┆そ┎人┩ブい生活┲冐┫ﾙ〞┡┋一定┎役割┲果〞ブ〞ﾏ 

当時リハビリ専門職┏ﾎ国┎制祭┈ブ┆地域┋配置さ┬┆ジ┩ペﾎ物理的環境整備┎実施┋

専門職┎配置┲行┃〞腰┎‶]テム┏ﾎ先進的┊嘘┪組┟─┃〞┈いえ┫ﾏ 

 

鰈 ＞護保険制祭導入以降┎経緯 

 

鰺鰆鯲事業┈役割┎変化 

鎖成12裟祭┎＞護保険制祭施行┋伴いﾎ在宅生活全般┎┹〉]メントﾎ′ヸビ]┎コヸデ

┺ネヸト┲╈┹マネ[ャヸゼ実施ベ┫┨う┋┊┃〞ﾏﾘ⇒宅改修ﾙﾎﾘ福祉用ナ貸Üヷ購入ﾙ┢制
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祭┈ブ┆∨置┅デ┩┬ﾎそ┬┋伴い〉ンタヸ┎役割┢ﾎ＞護保険制祭┋関連ブ〞相談業務ゼ主

┈┊┃〞ﾏ 

 ＞護保険制祭導入時ﾎ民間┎事業者ゼ⇒宅改修ﾎ福祉用ナδ葭┋新規参入ブ〞ゼﾎ経験ﾎ実

績ゼÖ十δ┇あ┃〞バ┈ズ┩ﾎ腰┇実施ブ┆い〞事業┲民間事業者┋移行ベ┫┋あ〞┪ﾎ腰民

′ヸビ]┎質┲確保ベ┫バ┈ゼ最大┎課軫┇あ┃〞ﾏそ┎〞┡ﾎ╈┹マネ[ャヸや民間┎′ヸ

ビ]提供事業者┋対ベ┫支援┲強化ベ┫必要ゼあ┪ﾎ鎖成13裟1男┋〉ンタヸ┎職員態勢ゼ

職員鰆鰺PT鯲ヷ嘱皓職員鰆鰺OT鯲ズ┩ﾎ職員鰈鰺PTﾎOT各 1鯲ヷ嘱皓職員鰆鰺OT鯲┋増員

さ┬〞ﾏ 

リハビリ┋関ブ┆┢ﾎ＞護保険┎指定事業者┋ジデ┫訪問ヷ通所リハビリ┊┉┎専門職ゼﾎ

訓練┊┉実謔┎′ヸビ]┲担う┨う┋┊┃〞ゼ萪的┋Ö十δ┊状況┇あ┪ﾎ〉ンタヸ┇┎相談

┢怫怦ブ┆実施ブ〞ﾏ 

┞〞ﾎ措置制祭┈比較ブﾎ＞護保険制祭┏┨┪軽祭┊利用者┘┎支援┲幅広ヂ対象┈ブ┆ジ

┪ﾎ腰┎ﾘ補к器ナ貸Üヷ給付ﾙﾎﾘ⇒宅改善ﾙ事業┎対象者

台鰒

ゼ減少ブ〞ﾏ 

更┋ﾎ高肺脳機能諠害や嚥½機能ﾎ排泄┋関ベ┫相談等ゼ増加ブ〞バ┈やﾎ職員┎入替┋┨

┪鎖成鰆鰮裟祭┋OT2疫体制┋┊┃〞バ┈┲契機┋ﾎ鎖成17裟祭┨┪嘱皓職員1疫┎代わ

┪┋ﾎ非常勤┎PTヷ言語聴覚士鰺以½ﾘSTﾙ鯲ヷ一級建築士ヷ排泄相談員┲配置ブﾎ新〞┋専

門相談┲開始ブ〞ﾏ 

 

鰺鰈鯲鎖成18裟┎制祭改柏以降┎役割 

＞護保険制祭導入後数裟ゼ経過ブﾎ制祭ゼ認知さ┬〞┈液時┋参入ベ┫事業者ゼ増加ﾎ全国

的┋そ┎′ヸビ]水準┎格差ゼ課軫┈┊┃〞ﾏ 

福祉用ナ貸Ü┇┏ﾎ国┎調査等┇ﾎ事業者┋配置さ┬┆い┫専門相談員┎]キル等┎差異ﾎ

貸Ü価格┎臍い等ゼ指摘さ┬〞ﾏ 

┞〞ﾎ⇒宅改修┇┏施工事業者┋指定制祭ゼ┊い〞┡ﾎ悪質┊リフ╀ヸム会社ゼ制祭┋便乗

ブ〞例やﾎ全国的┋工事┎Öナ合ゼ軋発ブﾎ工事前┨┪生活ゼÖ自亞┋┊┪危険ゼ増ブ〞等ゼ

新聞等┇┢嘘┪¿ド┩┬〞ﾏそ┬┩┲唄デ┆ﾎ鎖成18裟祭┎制祭改柏┇┏⇒宅改修ゼ原則事

前申請制┈┊┪ﾎ給付適柏化┲目的┈ブ┆ﾎ〉ンタヸゼ保険者┈共┋ﾎ⇒宅改修┎申請書類┎

全件審査┲実施ベ┫ﾘ＞護保険⇒宅改修事前審査業務ﾙ┎唄皓┲開始ブ〞ﾏ 

                               

台鰒 ＞護保険制祭導入以降┎腰┎ﾘ補к器ナ貸Üヷ給付ﾙﾎﾘ⇒宅改善ﾙ事業┎概要 

鰺鰆鯲補к器ナ貸Üヷ給付事業 鰺＞護保険制祭┋準プ〞福祉用ナ種目┎貸Üヷ給付鯲 

ﾔ対象ﾕ 60歳ズ┩64歳┞┇┎＞護保険特定疾病以外┇要支援相当以¿ 

鰺鰈鯲 ⇒宅改善事業 鰺工事種目 e ＞護保険制祭┋準プ〞陥筑工事 f 便器洋式化 g 浴槽嘘換  

h 流ブヷ洗面影┎嘘換 i 居室工事 j 玄関等工事 鯲 

ﾔ対象ﾕ 肺┎いペ┬ズ┲満〞ブ┆い┫バ┈ e 60歳以¿┇要支援ヷ要＞護認定┲唄デ┆い┫鰺工事種目 

fghijゼ対象今介護保険制度の住宅改修が優先困鯲 f 60歳ズ┩64歳┞┇┎＞護保険特定疾病以外┇

要支援相当以¿鰺工事種目efghゼ対象鯲 
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鰺鰒鯲近裟┎特徴 

近裟┋ジい┆┏ﾎ支援┲必要┈ベ┫高齢者┎ニヸ〈ゼ複雑化ヷ多様化ブ┆対応┋臻慮ベ┫╈

ヸ]やﾎ夷療依存祭ゼ高い╈ヸ]┎相談ゼ増加ブ〞ﾏそ┎〞┡ﾎ⇒環境整備等─デ┇┏解決┇

ゾ┊い菻層的┊生活課軫┲持┄╈ヸ]┋対ブ┆ﾎネットワヸ╆┲構築ブﾎ多職種連携┋┨┫支

援体制┲強化ブ〞ﾏ 

更┋ﾎ鎖成23裟祭┎補к器ナ〉ンタヸ事業計亶┎中┇ﾎﾘ地域や関Ｉ機関┈┎連携強化ﾙ┲

∨置付デ〞バ┈┲契機┋ﾎ在支┈共┋ﾎ地域⇒民┋対ブ┆福祉用ナ┎使用方法や＞護方法ﾎ病

気┎特徴やそ┎対応等┎ミニ講斎や研修┲実施ブﾎ地域┅ヂ┪┎〞┡┎瀧鵜啓発┲開始ブ〞ﾏ 

 

鰺鰊鯲＞護保険制祭導入以降┎事業┋対ベ┫評価 

 措置時代ズ┩┎〉ンタヸ┎ノ┽ハ┽ﾎ]キル┲引ゾ怫ダﾎ╈┹マネ[ャヸや′ヸビ]提供事

業者┘┎⇒環境整備等┋ジデ┫後方支援┲行うバ┈┇ﾎ＞護保険′ヸビ]┘┎バ滑┊移行┈腰

民′ヸビ]┎質┎確保┋一定┎成果┲あド┆ゾ〞ﾏ 

鎖成24裟祭┋実施ブ〞ﾘ＞護支援専門員ズ┩┎相談ハ容┎δ析結果台鰊ﾙ ┋ジい┆┢ﾎ 

e 質┎高い′ヸビ]┲提供ベ┫〞┡┎ﾔ⇒宅改修┹ドバ┻¨ヸﾕ┈ﾔ福祉用ナ┎専門職ﾕ┈

ブ┆┎知識ﾎ f 実施ブ〞⇒環境整備や福祉用ナ┲談効┋活用ベ┫〞┡┎ﾔリハビリ専門職ﾕ

┈ブ┆┎技術ﾎ g ﾔ実務┋関ベ┫公的機関┎相談担当者ﾕ┈ブ┆┎役割ゼﾎ〉ンタヸ┎機

能┈ブ┆評価さ┬┆い┫バ┈ゼ明┩ズ┋┊┃┆い┫ﾏバ┬┩╈┹マネ[ャヸ┲┏プ┡┈ブ〞福

祉専門職┎抱え┫課軫┲ワン]トップ┇解決┇ゾ┫利点┈ﾎ公柏中立┊立場ズ┩ﾎ要＞護者等

┎代弁者┇あ┫╈┹マネ[ャヸ等支援者┈ﾎ保険者丑方┎橋渡ブ┲行い連携┲]ムヸ〈┋ベ┫

バ┈┇ﾎ高い水準┇相談機能┲維持ブ┆ゾ〞ﾏ 

┞〞ﾎ鎖成26裟┋実施ブ〞ﾘ╈┹マネ[ャヸ向デ⇒宅改修┎┹ン╈ヸト調査台鰄┎結果ﾙ┇ﾎ

〉ンタヸ┋相談ベ┫理亞┈ブ┆ﾎﾘ⇒宅改修┎プランニン╇ゼÖ安┊┈ゾﾙゼ 84％┈最┢多

ヂ┲占┡ﾎﾘ＜後┢補к器ナ〉ンタヸ┋相談ブ┨う┈思┃┆い┫ﾙ腰ハ┎╈┹マネ[ャヸゼ

100％┇あ┃〞バ┈ズ┩┢ﾎ相談┋対ベ┫к言ゼ適ε┇あ┃〞バ┈ﾎ後方支援┎役割ゼ機能的

┋果〞さ┬┆ゾ〞バ┈ゼ裏付デ┩┬┆い┫ﾏ 

 

 

 

 

                                

台鰊 参考資料 ﾘ⇒環境整備┋ジデ┫専門職┎役割┈相談‶]テム┋┄い┆┎考察｣ 鎖成2鰄裟3男 

国謔夷療福祉大学 福祉援к工学δ葭 福祉用ナ管理指導者養成領域 修士課程 修了レポヸト 

台鰄 ﾘ＞護保険┎⇒宅改修┋関ベ┫┹ン╈ヸト調査ﾙ 鎖成27裟4男  

鎖成27裟3男┋ﾎ〉ンタヸゼ武蔵葭腰鵜┓近隣┎腰亳衷┎╈┹マネ[ャヸ┲対象┋実施ブ〞┹ン╈ヸト調査

┇ﾎﾘ補к器ナ〉ンタヸ事業┋┄い┆┎検証ﾙ┈ﾎﾘ＜後┎高齢者┎⇒環境整備┎質向¿┈適柏化┋ジデ┫支援

体制┎ニヸ〈┲星┫バ┈ﾙ┲目的┋実施ブ〞ﾏ 
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第鰒章 〉ンタヸ┲嘘┪巻ヂ状況 

 

鰆 国┎＞護保険制祭┎動向 

 

ﾘ⇒宅改修ﾙﾎﾘ福祉用ナ貸Üヷ購入ﾙ′ヸビ]┏ﾎ鎖成 12裟祭┋＞護保険制祭┋∨置┅

デ┩┬〞バ┈┇ﾎ全国的┋広ヂ瀧鵜ブ〞ﾏ 

ﾘ⇒宅改修ﾙ┎コヸデ┺ネヸト┏ﾎ筑来╈┹マネ[ャヸ┎役割┇あ┫ゼﾎ専門知識ゼ必要

┇あ┫バ┈等ズ┩ﾎ施工事業者┋一任さ┬┆い┫バ┈ゼ多いﾏそ┎〞┡ﾎ厚生労働省┇┢ﾎ

╈┹プラン┈┎整合性┲轄┫〞┡ﾎ鎖成 20 裟祭┨┪都膺府勵や保険者┈連携ブ実施ブ┆

い┫ﾘ＞護給付等費用適柏化事業ﾙ┎中┋ﾎﾘ⇒宅改修等┎点検ﾙ┲∨置付デ┆い┫ﾏ 

┞〞ﾎ鎖成 27裟 6男 1日┋箝務省箝政制祭等審議会ズ┩出さ┬〞ﾘ箝政健全化計亶等

┋関ベ┫建議

台鰮

ﾙ┎中┇ﾎ＜後┎＞護保険制祭┎持怦嬰能性ﾎ′ヸビ]┎効率化┈質┎向

¿┲Ｊベ観点ズ┩ﾎ軽祭者┋対ベ┫ﾘ⇒宅改修ﾙﾎﾘ福祉用ナ貸Üヷ購入ﾙ′ヸビ]┋ジデ

┫給付┎あ┪方┋対ブﾎﾘ原則自己筮担ﾙ┋ベ┫方向性┲示ブ┆い┫ﾏ 

 

鰈 腰┎状況 

 

鰺鰆鯲 高齢者人瓜┈要＞護等認定者数┎増加 

腰┎高齢者人瓜┏ﾎ＞護保険制祭導入時┎鎖成 12裟鰺4男 1日陥準日鯲┏ 21,611人ﾎ

鎖成 27裟鰺4男 1日陥準日鯲┏ 30,812人┈ 15裟間┇ 9,200人強増加ブ┆い┫鰺轄

鰈鯲ﾏそ┎う━ﾎ後期高齢者数┎増加ゼﾎ9,293 人鰺全高齢者人瓜┎う━ 43.0％鯲ズ┩

15,648鰺液 50.8％鯲人┈ 6,400人強鰺人瓜増┎う━ 69％鯲┲占┡┆ジ┪ﾎそ┬┋伴い

要＞護等認定者数┢ﾎ鎖成 12裟祭鰺鎖成 13裟 3男 31日陥準日鯲┎ 3,063人ズ┩鎖成

26裟祭鰺鎖成 27裟 3男 31日陥準日鯲┋┏ 6,286人┈┊┃┆い┫鰺轄鰒鯲ﾏ 

認定者数┏ﾎ＜後┢高齢者人瓜┎増加┈連動ブ増加ベ┫バ┈ゼ‐測さ┬┫ﾏそ┎〞┡腰┇

┏ﾎ＞護保険制祭や公的′ヸビ]─デ┇┏┊ヂﾎ地域⇒民┋┨┫互кﾎ共кや民間′ヸビ]

等┲組┟合わボ〞包括的┊′ヸビ]提供体制┎構築┲推進ブ┆い┫ﾏ 

                                 

台鰮 ﾘ箝政健全化計亶等┋関ベ┫建議ﾙ鎖成 27裟鰮男 1日箝務省 箝政制祭等審議会 

ﾔ概要ﾕ ＜後ﾎ軽祭者┎福祉用ナ貸Ü等┋┄い┆ﾎ原則自己筮担┋ベ┫方向性┲示ブ┆い┫ﾏ 

ﾔ一部抜粋ﾕﾘ＜後┎制祭┎持怦嬰能性や保険料等┎筮担┲考え┫┈ﾎ大ゾ┊リ]╆┋対応ベ┫┈┎陥筑

的考え方┋沿┃┆ﾎ質┲確保ブ┄┄ﾎ給付範褐┲菻点化ブ┆いヂ必要ゼあ┫ﾏﾙ` 資料位－鰆－12 ヰﾘ┞

ペﾎ軽祭者┋対ベ┫ヷヷヷヷ福祉用ナ貸Ü等┏ﾎ日常生活┇通常筮担ベ┫′ヸビ]ヷ物品┇あ┪ﾎ┞〞ﾎ原

則鰆割筮担┎½┇単価ゼ高拍┞┪ブ┆い┫嬰能性ゼあ┫ﾏ公的保険給付┎菻点化ﾎ競／┲通プ〞′ヸビ]

┎効率化┈質┎向¿┲Ｊベ観点ズ┩ﾎ原則自己筮担鰺一部補к鯲┎♂組┟┋ε┪替え┫┙ゾ┇あ┫ﾏﾙ` 資

料位－鰆－13ﾎ14 ヰ 
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轄鰈 ﾔ高齢者人瓜┈後期高齢者人瓜鰺人鯲ﾕ   轄鰒 ﾔ＞護保険認定者数┎推移鰺人鯲ﾕ 

鰺出ニ 鎖成 13裟～27裟版 武蔵葭腰┎福祉鯲  鰺出ニ 鎖成 13裟～27裟版 武蔵葭腰┎福祉鯲           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鰺鰈鯲 ＞護保険制祭┋ジデ┫⇒宅改修ヷ福祉用ナ′ヸビ]┎状況 

腰┎＞護保険制祭┋ジデ┫⇒宅改修実施者数ヷ福祉用ナ購入件数┏ﾎ裟祭┋┨┪臺詐┎増

減┏あ┫┢┎┎制祭導入時ズ┩┛├横┐い┇あ┫鰺轄鰊鯲ﾏ理亞┈ブ┆ﾎ⇒宅改修┏要＞護状

態囲δ┋ズズわ┩ペ定軾鰺鰈鰌万バ鯲┇設定さ┬┆ジ┪ﾎ特定┎条件┋┨┫リ〉ットﾎ少軾

工事┎複数回実施等┲除ゾﾎ┛├一生┋1回┇あ┫バ┈ゼあド┩┬┫ﾏ 

液様┋福祉用ナ購入┋┄い┆┢ﾎ囲δ支給限祭軾┎定軾設定鰺裟間鰆鰌万バ鯲ﾎ液一物品┎

再購入┎原則給付対象外等ズ┩ﾎ要＞護認定者数┎増減┋影響さ┬┋ヂいバ┈ゼあド┩┬┫ﾏ 

一方ﾎ福祉用ナ貸Ü利用者数┏ﾎ要＞護認定者数┎増加┈連動ブ増加ブ┆い┫ゼﾎそ┎理

亞┈ブ┆ﾎ一祭用ナ┲貸Üブ〞場合ﾎ明┩ズ┊状態変化ゼ┊い限┪利用┲怫怦ベ┫〞┡ﾎ彑

積ブ〞数値┈┊┃┆い┫バ┈ゼあド┩┬┫ﾏそ┎〞┡ﾎ＜後┢要＞護認定者数┎増加┈連動

ブﾎ増加ブ┆いヂバ┈ゼ‐測さ┬┫ﾏ 

 

轄鰊 ﾔ＞護保険┎福祉用ナ貸Ü鰺人鯲ヷ購入′ヸビ]鰺件鯲ヷ⇒宅改修鰺人鯲実績ﾕ 

                           鰺出ニ 武蔵葭腰＞護保険利用者数┨┪抜粋鯲 

 裟祭 13 14 15 16 17 18 19 

用ナ貸Ü 6,940 9,705 12,109 14,192 15,072 13,927 13,568 

用ナ購入 566 607 604 596 636 573 633 

⇒宅改修 452 429 472 490 456 450 434 

 裟祭 20 21 22 23 24 25 26 

用ナ貸Ü 15,250 16,636 18,637 20,146 21,179 21,877 23,005 

用ナ購入 609 652 720 686 671 615 531 

⇒宅改修 413 462 523 487 440 516 470 
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鰺鰒鯲 ＞護保険制祭┋ジデ┫リハビリ関連′ヸビ]┎動向 

＞護保険制祭┎通所ヷ訪問リハビリ′ヸビ]┏ﾎ制祭導入時ズ┩大幅┋増加ブ┆い┫鰺轄鰄鯲ﾏ

そ┬┋連動ブﾎ腰ハ┇活動ベ┫PTﾎOTﾎST┎リハビリ関連職┎数┢増加ブ┆い┫┈考え 

┩┬ﾎ＞護保険制祭┎⇒宅改修ﾎ福祉用ナ′ヸビ]┋┄い┆┢ﾎ┹ドバ┻]等┇関わ┫┨う┋

┊┃┆い┫ﾏ 

          

轄鰄 ﾔ＞護保険┎訪問リハビリ実施回数ヷ通所リハビリ実施回数鰺回鯲ﾕ 

                     鰺出ニ 鎖成13裟～27裟版 武蔵葭腰┎福祉鯲 

 裟祭 13 14 15 16 17 18 19 

訪問リハ

ビリ 
392 587 1,079 2,404 2,445 4,151 6,697 

通所リハ

ビリ 
17,546 18,572 21,316 25,698 29,030 32,877 35,353 

 裟祭 20 21 22 23 24 25 26 

訪問リハ

ビリ 
7,256 14,115 16,852 18,586 18,330 18,767 19,242 

通所リハ

ビリ 
39,003 39,668 42,038 42,843 42,754 45,170 43,766 

 

 

鰒 腰┎諠害者福祉課┎PTﾎOT┎動向 

 

武蔵葭腰諠害者福祉〉ンタヸ鰺以½ﾘ諠害者福祉〉ンタヸﾙ鯲┋┏ﾎ腰┎諠害者福祉課┎PTﾎ

OT各1疫ゼ配置さ┬┆ジ┪ﾎ〉ンタヸ┈┏概┍利用者┎裟齢等┇担当ヷ役割┲δ担ブ┆い┫ﾏ 

現在ﾎ腰┎PTﾎOT┏ﾎ諠害者福祉〉ンタヸ┎管理ヷ運営┈諠害者施策┎ﾘ⇒宅設備改善ﾙﾎ

ﾘ日常生活用ナﾙﾎﾘ補装ナﾙ┎給付┋関ベ┫┹〉]メントﾎプランニン╇等┲実施ブ┆い┫ﾏ 

＜後ﾎそ┎専門性┲ﾎ腰┎諠害施策全体┎相談機能┎強化┈ﾎ人虫育成┋活ズブ┆いヂ方向

┇検討ゼ進┡┩┬┆い┫

台鰛

ﾏ 

 

 

 

 

 

                                     

台鰛 ﾘ諠害者福祉〉ンタヸ┎あ┪方検討委員会報告書ﾙ 鎖成26裟8男  

武蔵葭腰健康福祉部諠害者福祉課 
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 第 4章 〉ンタヸ┎現状 

 

鰆 事業ハ容  

  

〉ンタヸ┏ﾎ第 2 章┇示ブ〞┈ジ┪ﾎ設置当初ズ┩┎ﾘ補к器ナ鵜┓⇒宅改善┋関ベ┫

総合相談ﾎ情報提供鵜┓関Ｉ機関┈┎ネットワヸ╆┎壬点ﾙ┈ブ┆┎機能┲果〞ブ┊ゼ┩ﾎ

社会情勢や腰民ニヸ〈┋応プ┆そ┎役割┲変化さボ┆ゾ〞ﾏそ┎〞┡ﾎ〉ンタヸ事業┎中心

┢ﾎ腰┎ﾘ補к器ナ貸Üヷ給付ﾙﾎﾘ⇒宅改善ﾙ事業┎実施ズ┩ﾎ腰民┎生活支援や′ヸビ]

┎質┎確保┎〞┡┎専門職┘┎後方支援ﾎ＞護保険制祭┎質┎適柏化ﾎ人虫育成ﾎ地域⇒民

┘┎瀧鵜啓発等┋┨┫ﾘ┞━ヅ┫┟┎支え合い┎♂組┟┅ヂ┪ﾙ┋移行さ┬┆い┫ﾏ 

現在実施ブ┆い┫事業┏以½┎┈ジ┪┇あ┫鰺轄鰮鯲ﾏ 

 

轄鰮 ﾔ〉ンタヸ事業ﾕ          鰺27裟祭 補к器ナ〉ンタヸ事業計亶┨┪鯲 

事業疫 ハ容 

鰺鰆鯲 ⇒宅改修ヷ福祉用 

ナヷリハビリ等┋関

ベ┫総合相談窓瓜 

e ⇒宅改修ﾎ福祉用ナﾎリハビリ等┋関ベ┫情報提供ﾎジ

┨┓ネットワヸ╆┎壬点等┈ブ┆ﾎ腰民ﾎ関Ｉ機関┲対

象┈ブ〞総合相談窓瓜機能 

f 訪問ヷ電睾ヷ来所┋┨┫福祉用ナ┎選定やﾎ⇒宅改修┎

プランニン╇等ﾎ腰民ﾎ専門職┲対象┈ブ〞個π相談 

鰺鰈鯲 ＞護保険制祭⇒宅 

 改修適柏化事業 

e ⇒宅改修┎事前申請書類┎審査  

f 訪問調査 

鰺鰒鯲 腰┎事業┎実施 
e 補к器ナ貸Üヷ給付事業 

f ⇒宅改善事業 

鰺鰊鯲 福祉用ナ┎短期貸出 
e 腰民ﾎ事業者┘┎福祉用ナ短期貸出ﾎ使用方法┎┹ド

バ┻] 

鰺鰄鯲 広報ﾎ瀧鵜ﾎ展示┋

関ベ┫事業 

e 腰民┋対ベ┫研修会ヷミニ講斎┎開催┈講師派遣 

f リヸフレット┎配甑 

g 福祉用ナや╂タロ╇等┎展示 

鰺鰮鯲 関Ｉ機関┈┎連携 

e 各連絡協議会ﾎ研修会┘┎参加 

f 個π╈ヸ]┎支援┲┈ジブ┆┎連携 

鰺鰛鯲 人虫育成 

e 関Ｉ機関や腰ハ専門職┋対ベ┫研修会┎実施┈〉ンタ

ヸ職員┎講師派遣 

f 個π╈ヸ]┎支援┲┈ジブ┆┎]キル┎伝臉 

鰺鰥鯲 専門相談 

e PTﾎSTﾎ排泄相談員ﾎ一級建築士┋┨┫専門相談┎

実施 

f 研修ﾎ講斎┘┎専門相談員┎講師派遣 
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鰈 各事業┎実施状況 

 

鰺鰆鯲 ⇒宅改修ヷ福祉用ナヷリハビリ等┋関ベ┫総合相談窓瓜 

鎖成 5 裟┎〉ンタヸ設立当時ズ┩ﾎ腰ハ関Ｉ機関┈腰民┋対ベ┫⇒環境整備等┎総合相

談ﾎ情報提供ﾎ関Ｉ機関┈┎ネットワヸ╆┎壬点┈ブ┆機能ブ┆い┫ﾏ鎖成 26 裟祭┎電

睾ﾎ来所┋┨┫延┙相談件数┏ﾎ2,129件┋¿┃┆い┫ﾏ 

個π┎相談実数鰺新規相談数鯲┏ﾎ裟祭┋┨┪臺詐┎増減┏あ┫┢┎┎鰺轄鰛鯲ﾎ鎖成 26

裟祭┋実施ブ〞ﾘ╈┹マネ[ャヸ向デ⇒宅改修┎┹ン╈ヸト調査鰺P鰄台鰄参照鯲┎結果ﾙ

┇ﾎﾘ＜後┢補к器ナ〉ンタヸ┋相談ブ┨う┈思┃┆い┫ﾙ腰ハ┎╈┹マネ[ャヸゼ 100％

┇あ┃〞バ┈等ズ┩┢ﾎ高い水準┇相談機能┲維持ブ┆い┫┈いえ┫ﾏ 

相談ハ容┏ﾎ＞護保険制祭┎′ヸビ]┋関ベ┫バ┈ゼ主┇あ┫ゼﾎ単独┎′ヸビ]┎┹ド

バ┻]┋┈┉┞┫バ┈┊ヂﾎ生活全般┲広ヂ捉えﾎリハビリ専門職┎視点ズ┩疾患┎特徴ﾎ

麻痺┎状態や筋力ﾎ関節┎動ゾ等┲瞎彖┋評価ブﾎそ┬┲陥┋┉┎┨う┊方法┇あ┬┐生活

動作ゼ自立┇ゾ┫ズ等┎‐測┲〞┆ﾎ⇒宅改修┎プランニン╇や福祉用ナ┎選定ﾎ＞護方法

や動作┋┄い┆総合的┊┹ドバ┻]┲実施ブ┆い┫ﾏ 

更┋⇒宅改修┋ジい┆┏ﾎ施工事業者┏高齢者┎心身状況等┎特徴┋┄い┆ﾎ╈┹マネ[

ャヸ┏建築┎専門用語┋┄い┆ﾎド々知識ゼÖ十δ┊バ┈ゼ多ヂﾎ〉ンタヸ職員ゼ関わ┪丑

方┲補完ベ┫バ┈┇ﾎ関Ｉ者┎]キルや経験┎差異┋関Ｉ┊ヂﾎベ┙┆┎要＞護者等高齢者

ゼ一定┎水準以¿┎⇒宅改修┲実施┇ゾ┆い┫ﾏ 

 

轄鰛 ﾔ〉ンタヸ┎⇒宅改修ﾎ福祉用ナﾎリハビリ┊┉┋関ベ┫訪問相談件数鰺件鯲  

鎖成鰆鰛～26裟祭ﾕ               鰺出ニ 武蔵葭腰┎福祉┨┪抜粋鯲 

 裟祭 

項目  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

新規相談

実数鰺人鯲 
377 383 475 490 537 475 409 397 435 447 

⇒

宅

改

修 

＞保 567 556 611 602 550 506 468 421 526 517 

腰単 53 48 26 17 14 14 鰆鰥 17 19 5 

♀ 164 147 126 140 80 108 120 89 131 90 

福祉用ナ 442 582 704 720 748 657 525 509 509 454 

リハビリ 24 50 64 45 37 80 105 88 96 50 

そ ┎ ♀ 224 345 423 338 230 229 198 190 197 110 

合  計 

鰺延┙件

数鯲 

1474 1728 1954 1862 1659 1594 1434 1314 1478 1226 
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鰺鰈鯲 ＞護保険制祭⇒宅改修適柏化事業 

〉ンタヸ職員ゼ要＞護者等┘┎事前┎訪問調査┈申請書類┎全件審査鰺鎖成 26 裟祭

130 回 508 件鯲┲実施ベ┫バ┈┇ﾎ利用者┎心身状況や╈┹プラン┈ﾎ⇒宅改修プラン

┈┎整合性┲確認ブ┆い┫ﾏ♀┎保険者┇┏ﾎ事前審査┏書類┎Ö備┎確認┋終始ブﾎ改修

プラン┎ハ容┞┇精査┇ゾ┆い┊い┈バ┭┢多いﾏ 

┞〞ﾎ事前┎訪問調査┲実施ブ┆い┊い利用者┎書類審査┇ﾎ状態像┈┎整合性ゼ認┡┩

┬┊いﾎ┞〞┏改修┋┨┃┆生活目標ゼ改善さ┬┊いﾎ┢ブヂ┏危険性ゼ増ベ┈‐測さ┬┫

場合等┏ﾎ保険者┈協議ブﾎ╈┹マネ[ャヸ┲┈ジブ┆プランニン╇┎再考┎依軛やﾎ〉ン

タヸ職員┎訪問等┋┨┪ﾎπ┎改修プランや動作┎変更ﾎ福祉用ナ┎活用等┋┨┫代替案┲

提案ブ┆い┫ﾏ 

更┋ﾎ♀┎保険者┇┏ﾎﾘ事業者┋対ベ┫指導や研修ゼ難ブいﾙﾘ事業者┎技術ヷ施工水準

┎バラツキゼ大ゾいﾙﾘ⇒宅改修施工前後┎点検ﾎ確認┋ジい┆知識や]キル┲持┃〞人虫

ゼい┊い〞┡ﾎ適柏化┎実施ゼ難ブいﾙ等ゼ課軫┈ブ┆あド┩┬┆い┫

台8台9
ﾏそ┬┋対ブ腰

┇┏ﾎ〉ンタヸ職員ゼ利用者宅┋事前┋訪問ブﾎ事業者┈共┋利用者┎状況や生活動作等┲

確認ブ┊ゼ┩ﾎ疾患┎特徴ﾎ心身状況や改修┎目的┋┄い┆説明ブﾎ工事施工┎謔┎留意点

や部虫等┋┄い┆┢┹ドバ┻]ベ┫バ┈┇ﾎ¿皙┎課軫ゼあゼ┃┆い┊い┎┟┊┩ペﾎ＞護

保険制祭┎給付費用┋見合┃〞効果┲引ゾ出ベバ┈ゼ嬰能┋┊┃┆い┫ﾏ 

バ┎┨う┋ﾎ〉ンタヸゼﾘ⇒宅改修′ヸビ]┎質┎適柏化ﾙ┲轄┪ﾎ保険者┈一体的┋機

能ベ┫バ┈┇ﾎﾘ給付┎適柏化ﾙ┋┢┄┊ゼ┃┆い┫ﾏ 

 

鰺鰒鯲腰┎ﾘ補к器ナ貸Üヷ給付ﾙﾎﾘ⇒宅改善ﾙ事業┎実施 

腰┎ﾘ補к器ナ貸Üヷ給付ﾙﾎﾘ⇒宅改善ﾙ事業鰺以½ﾘ腰┎独自事業ﾙ鯲┏近裟減少ブ

┆い┫鰺轄鰥鯲ﾏ 

減少ブ〞理亞┈ブ┆ﾎ鎖成鰆鰄裟祭┋そ┬┞┇ﾘ⇒宅改善ﾙ事業┇実施ブ┆い〞ﾘ浴槽

┎嘘替工事ﾙゼﾎ＞護保険制祭┎ﾘ段差解消工事ﾙ┈ブ┆認┡┩┬〞バ┈ﾎ鎖成鰆鰥裟祭

┋ﾘゼ┳竹期ﾙゼ＞護保険┎特定疾病┋含┞┬ﾎ第鰈号被保険者┎⇒環境整備等┲＞護保

険制祭┇実施┇ゾ┫┨う┋┊┃〞バ┈ゼあド┩┬┫ﾏ 

ブズブﾎ実績┏少┊い┊ゼ┩ﾎ腰┎独自事業┏＞護保険制祭ゼ利用┇ゾ┊い高齢腰民

鰺P4台3参照鯲┎〉ヸフテ┺ネット┎役割┲果〞ブ┆い┫ﾏ 

 

 

                              

台8 ﾘ⇒宅改修事業者┎腰囲亳衷┋ジデ┫状況把握ﾎ管理状況┋関ベ┫調査研究事業 調査結果報告書ﾙ 

鎖成 26裟 3男 一般社団法人‶ルバヸ′ヸビ]振興会 鎖成 25裟祭老人保健事業推進費等補к金 老

人保健検討増進等事業 

台9 ﾘ⇒宅改修┎効果的ヷ効率的┊実施方法┋関ベ┫調査研究事業 報告書ﾙ 鎖成 25裟 3男  

公益箝団法人テ╆ノ┿┻ド協会 鎖成 24裟祭老人保健事業推進費等補к金 老人保健健康増進等事業 
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轄 8 ﾔ腰┎ﾘ補к器ナ貸Üヷ給付事業ﾙﾎﾘ⇒宅改善ﾙ事業┎実績(件) 鎖成 14～

26裟祭ﾕ          鰺出ニ 鎖成 14裟～27裟版 武蔵葭腰┎福祉┨┪抜粋鯲 

 

 

鰺鰊鯲 福祉用ナ┎短期貸出 

＞護保険┇用ナ┲購入ベ┫前┋ﾎ購入┎必要性┲見極┡ﾎ適ε┊機種┲選定ベ┫〞┡┋ﾎ

在支┈協力ブﾎ腰民┋対ブ福祉用ナ┎短期貸出や使用方法┎┹ドバ┻]┲実施ブ┆い┫ﾏ 

┞〞ﾎ入院中┎腰民ゼ一時外泊ヷ外出┲ベ┫謔や急遽肭院┈┊┃〞場合ﾎ┞〞┏外傷等┋

┨┪一時的┋必要┋┊┃〞場合┋┢液様┋短期貸出┲実施ブ┆い┫ﾏ 

鎖成 26裟祭┎実績┏鰺轄鰤鯲┎┈ジ┪┇ﾎ専門知識ゼ必要┊用ナ┎貸出┎謔┏ﾎ〉ンタ

ヸ職員ゼ利用者┎状況┋合わボﾎ使用方法等┎┹ドバ┻]┲実施ブ┆い┫ﾏ 

 特┋ポヸタブルト┻レ┏ﾎ事業者┋試用品┲置い┆い┊いバ┈┢多ヂﾎ保険┋┨┫給付┈

比較ブﾎ消毒等メンテナン]┋ズズ┫費用┏一影あ〞┪そ┎ 1 割┋┢満〞┊い〞┡ﾎ〉ン

タヸズ┩貸出ブﾎ購入┎必要性┲見極┡┫バ┈┇給付┎適柏化┋┢┄┊ゼ┃┆い┫ﾏ 

 

轄鰤 ﾔ福祉用ナ短期貸出件数鰺件鯲 鎖成鰈鰮裟祭ﾕ 

鰺出ニ 補к器ナ〉ンタヸ統計資料鯲 

種目 件数 種目 件数 

車いベ 194 ポヸタブルト┻レ 64 

]ロヸプ 2 補高便斎 7 

歩行器ﾎ杖ﾎ歩行関連 16 ‶ャワヸ┻] 75 

体∨変換器ﾎ吊┪ナ等 22 浴槽ハ┻] 37 

自кナ 鰄 ♀入浴用ナ 64 

合計鰺件数鯲 486 

 

鰺鰄鯲広報ﾎ瀧鵜ﾎ展示┋関ベ┫事業 

地域⇒民┋┨┫互кﾎ共к等ﾎ包括的┊′ヸビ]提供体制┎構築┎一環┎〞┡ﾎ在支ﾎ

社会活動〉ンタヸ鰺以½ﾘ社活ﾙ鯲ﾎ高齢者支援課等┈協力ブﾎ地域福祉┎会ﾎコミュニテ

┺╂フ┾等様々┊機会┲利用ブ┆ﾎ腰民向デ┋ミニ講斎や福祉用ナ┎相談会┎実施ﾎ研修

や講斎┘┎講師派遣ﾎ〉ンタヸ事業┎リヸフレット┎配甑等┲実施ブ┆い┫ﾏ 

58
47

36
16 8 6 4

6
4 5 5 5

1

114 116

86

0 0 0 0

10

46

0 0 0

25

0

50

100

150

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

件

裟祭

住宅改善 補助器具貸与質給付
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┞〞ﾎ〉ンタヸ┋┏各福祉用ナ事業所┎パンフレット┲展示ブﾎ福祉用ナ┲選定ベ┫

謔ﾎ嘘扱い種目ﾎ貸Ü費等┲比較ブ〞うえ┇ﾎ腰民や支援者ゼ用ナ┲選択┇ゾ┫┨う┋情

報┲提供ブ┆い┫ﾏ 

鎖成 26裟祭┏関Ｉ機関┈協力ブﾎ講斎ﾎ相談会等┲ 4回ﾎ講師派遣┲ 8回実施ブ〞ﾏ 

 鎖成 27裟祭┏ﾎ試来┎講斎開催や講師派遣┋加え┆ﾎ＞護保険事業┎人虫確保や活性

化ﾎ先進的┊嘘┪組┟┎事例発表等┋┨┫′ヸビ]┎質┎向¿ﾎ腰民や関Ｉ者間┎相互理

解等┲目的┋腰ゼ開催ブ〞ﾘ╈┹リンピッ╆武蔵葭 2015ﾙ┋ﾎ実行委員┈ブ┆参加ブﾎ

＞護保険′ヸビ]┎瀧鵜啓発┋л┡〞ﾏ 

 

鰺鰮鯲 関Ｉ機関┈┎連携 

地域┇活動ベ┫専門職ヷ関Ｉ機関┈連携┲強化ブﾎ卒急┋課軫┲解決┇ゾ┫体制┲構築ベ

┫〞┡ﾎ関連┎連絡協議会や事例検討会┘┎参加ﾎ個π┎╈ヸ]╂ンフ┸レン]等┲┈ジブ

┆ﾎ関Ｉ機関や夷師ﾎ勳護師等┎夷療職┈輕┎見え┫関Ｉ┅ヂ┪┲進┡┆い┫ﾏ 

腰┇┏鎖成 20 裟 2 男┋ﾜ福祉用ナ事業者連絡会議ﾝ┲設置ブﾎ協力体制┎構築ﾎ情報

共談┲轄┃┆ゾ〞ﾏ更┋〉ンタヸ┈╈┹マネ[ャヸﾎ専門相談員ゼ個π┎利用者┎支援┲┈

ジブ┆連携┲轄┫バ┈┇ﾎ＞護保険┎種目┋告示¿含┞┬┆い┫用ナ┇あ┃┆┢ﾎ個π┋＞

護保険制祭適用┎嬰否┋┄い┆ﾎ〉ンタヸ職員┈保険者ゼ相談ブﾎ適柏┊給付┲行う〞┡┎

体制ゼ整┃┆い┫ﾏ 

┞〞ﾎ鎖成 21裟 7男設置┎ﾜ訪問勳護･訪問リハビリテヸ‶ョン事業者連絡協議会ﾝ┋

┢参加ブﾎ訪問勳護ﾎリハビリ職員┈相互┋協力┇ゾ┫体制┅ヂ┪┲行┃┆い┫ﾏ 

更┋┻ンフ╀ヸマル┇┏あ┫ゼﾎ鎖成 27裟祭竹┋腰ハリハビリ専門職ゼ立━¿ド〞ﾜ武

蔵葭腰 PTヷOTヷST協議会ﾝ┲┈ジブ┆ﾎ腰ハリハビリ専門職┈一層┎連携┲轄┃┆いヂ

‐定┇あ┫ﾏ 

 

鰺鰛鯲 人虫育成 

腰ハ関Ｉ機関等┎専門職┋対ベ┫⇒環境整備等┎研修会┋ﾎ講師派遣やﾎ共催┋┨┫研修

等┲実施ブ]キル┹ップ┲轄┃┆い┫ﾏ 

┞〞ﾎ⇒環境整備等┋ジデ┫関Ｉ者┎後方支援┈腰民┋対ベ┫個π┎在宅生活┎支援┲

┈ジブ┆ﾎ関Ｉ者┋対ベ┫]キル┎伝臉等実施ブ┆い┫ﾏ 

鎖成 26裟祭┏ﾎ腰ハ＞護職ﾎ訪問勳護ヷ訪問リハビリ職員ﾎ╈┹マネ[ャヸ向デ研修等

┋講師┎派遣┈ﾎ高齢者支援課┈共催ブ⇒宅改修事業者向デ研修┲実施ブ〞ﾏ 

 ┞〞ﾎ鎖成 27裟祭┏そ┎┨う┊講師派遣ﾎ共催┋加えﾎ〉ンタヸ主催┇ﾘ⇒環境整備┎

┹〉]メントヷプランニン╇研修ﾙ┲腰ハ専門職向デ┋開催ブ〞ﾏ 

 

鰺鰥鯲専門相談 

PTﾎ一級建築士ﾎSTﾎ排泄相談員┎専門相談員┲配置ブﾎ個π相談┲実施ベ┫一方ﾎ＞

護‐防や腰民向デ┎講斎┋講師┈ブ┆協力ブ┆い┫ﾏ 
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PT┏ﾎ鎖成 16裟祭┋〉ンタヸゼOT2疫態勢┋┊┃〞バ┈ズ┩ﾎ主┋歩行状態┎評価

や歩行関連用ナ┋┄い┆┎相談┋対応ブ┆ゾ〞ﾏ 

一級建築士┏ﾎ＞護保険制祭導入時┋新規参入ブ〞民間┎施工事業者┎]キル等ゼ十δ

┇┊ズ┃〞バ┈ズ┩ﾎ〉ンタヸ職員や事業者┎┹ドバ┻¨ヸ┎役割┲果〞ブ┆ゾ〞ﾏ 

ST┏ﾎ個π┎利用者┋対ブﾎ失語症┊┉┎高肺脳機能諠害や嚥½機能ﾎ瓜腔╈┹┋対ベ

┫評価や┹ドバ┻]┲電睾ﾎ訪問等┇実施ベ┫┛ズﾎ関Ｉ者や地域⇒民┋対ブ┆ﾎ講斎や研

修┲実施ブ瀧鵜啓発┋┢л┡┆い┫ﾏ 

排泄相談員

台10
┏ﾎ腰┇┏〉ンタヸ┎┟ゼ配置ブ┆ジ┪ﾎ個π┎利用者┎排泄┋関わ┫生

活課軫┋対ブ┆┹〉]メント┲実施ﾎ原因┲明┩ズ┋ブﾎ筑人ﾎ家族や＞護専門職┘┎解決

手段┎提案や夷療職┘┎情報提供等┲行┃┆い┫ﾏ┞〞ﾎ鴕鴒┈液様ﾎ地域⇒民ﾎ関Ｉ者┋

対ブ┆講斎や研修┲┈ジブ┆瀧鵜啓発┋┢л┡┆い┫ﾏ 

鎖成 25裟祭┎個π相談件数┏ ST53件ﾎ排泄相談 35件ﾎ鎖成 26裟祭┏ ST57件ﾎ

排泄相談 43件┇あ┃〞ﾏ♀┋┢地域⇒民┋対ベ┫講斎やﾎ╈┹マネ[ャヸﾎ＞護職向デ┎

研修等┋講師┈ブ┆協力ブ〞ﾏ 

 

鰒 〉ンタヸ┎現状┎組織運営 

 

現在〉ンタヸ┏高齢者総合〉ンタヸ┎在支┈組織┲一元化ブﾎ在支┈〉ンタヸ業務┲組

織ハ┇δデ┆い┫ﾏ 

ﾘ武蔵葭腰補к器ナ〉ンタヸ運営実施要綱ﾙ┇┏ﾎﾘ〉ンタヸ┋┏⇒宅改修┹ドバ┻¨ヸ

┲鰆人以¿配置ブﾎそ┎職種┲ PTﾎOTﾎ又┏建築士ﾙ┈定┡┆い┫ﾏそ┎〞┡ﾎ鎖成 16

裟祭┋ PT1 疫ゼ肭職ブﾎOT鰆疫┲整用ブ〞後ﾎ職員体制┋変化ゼ┊ヂﾎ後進┎育成ゼ┇

ゾ┆い┊い状況┇あ┫ﾏ 

┞〞ﾎ約 10裟後┋┏現職員OT2疫ゼﾎ液時期┋肭職┲迎え┫‐定┇あ┫ﾏ 

 

鰊 〉ンタヸ┲┡ヅ┫箝政状況 

〉ンタヸ収入┏ベ┙┆腰┎委皓費┇賄┃┆ジ┪ﾎ鎖成27裟祭‐算軾┏22,894千バ┇ﾎ

う━人件費ゼ 18,473 千バ┈ 80.1％┲占┡┆い┫ﾏ〉ンタヸ┏ﾎ専門職┎┟配置さ┬┆

い┫バ┈ズ┩職員┎固定化┋┨┪ﾎ毎裟人件費ゼ増加ブ┆い┫ﾏ 

 

 

                                    

台10 排泄相談員┈┏ﾎ夷療ヷ福祉┎国家資格┲陥礎資格┈ブﾎ鴦鴣鶯法人日筑コンチネン]協会鰺以½

ﾘコンチネン]協会ﾙ鯲ゼ実施ブ┆い┫研修┎修了者┋対ブ┆ﾎコンチネン]協会ゼ認定ブ┆い┫資格┇あ

┫ﾏ初級ﾎ中級ﾎ¿級研修ゼ実施さ┬┆ジ┪ﾎ各研修┋対応ブ〞資格┲設デ┆い┫ﾏ中級研修唄講┎条件┏

初級┲修了ブ┆い┫バ┈ﾎ¿級研修唄講┎条件┏中級┲修了ブ┆い┫バ┈┇あ┫ﾏ当〉ンタヸ┎排泄相談

員┢勳護師ヷ＞護福祉士┎談資格者┇ﾎコンチネン]協会┎¿級研修┲修了ブ認定┲唄デ〞コンチネン]

┹ドバ┻¨ヸ鰺認定排泄╈┹専門員 1級鯲┇あ┫
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第鰄章 課軫┋┄い┆ 

 

 〉ンタヸ┲嘘┪巻ヂ情勢や事業実施状況ﾎ現状┎組織運営等┲踏┞えﾎ以½┋解決ベ┙

ゾ課軫┲示ベﾏ 

  

鰆 〉ンタヸ事業┎∨置┅デ┈役割┎明確化 

 

〉ンタヸ┏ﾎﾘ補к器ナ鵜┓⇒宅改善┋関ベ┫総合相談ﾎ情報提供鵜┓関Ｉ機関┈┎ネッ

トワヸ╆┎壬点ﾙ┈ベ┫バ┈┲目的┋鎖成 5 裟┋設立さ┬ﾎ腰┎事業┇あ┫ﾘ補к器ナ┎

貸Üヷ給付ﾙ┈ﾘ⇒宅改善ﾙ事業┲唄皓ブ┆ゾ〞ﾏブズブﾎ鎖成 12裟祭┎＞護保険制祭施

行以降ﾎﾘ福祉用ナ貸Üヷ給付ﾙ┈ﾘ⇒宅改修ﾙ┏＞護保険制祭┎′ヸビ]┈ブ┆∨置┅デ

┩┬ﾎ腰┎ﾘ補к器ナ貸Üヷ給付ﾙﾎﾘ⇒宅改善ﾙ事業ゼ減少ブ〞バ┈やﾎ＞護保険制祭┋専

門職ゼ∨置付デ┩┬〞バ┈┇ﾎ〉ンタヸ┎役割ゼ腰民ﾎ関Ｉ者ズ┩見え┋ヂヂ┊┃┆い┫ﾏ 

ブズブﾎ第 4 章┋示ブ〞┈ジ┪ﾎ〉ンタヸ┏設置当初ズ┩┎ﾘ補к器ナ鵜┓⇒宅改善┋

関ベ┫総合相談ﾎ情報提供鵜┓関Ｉ機関┈┎ネットワヸ╆┎壬点ﾙ┈ブ┆┎機能┲果〞ブ┊

ゼ┩ﾎ社会情勢や腰民ニヸ〈┋応プﾎそ┎役割┲変化さボ┆ゾ〞ﾏそ┎〞┡〉ンタヸ事業┎

中心┢ﾎ腰┎ﾘ補к器ナ貸Üヷ給付ﾙﾎﾘ⇒宅改善ﾙ事業┎実施ズ┩ﾎ腰民生活┎支援や′ヸ

ビ]┎質┎確保┎〞┡┎専門職┘┎後方支援ﾎ＞護保険制祭┎質┎適柏化ﾎ人虫育成ﾎ地域

⇒民┘┎瀧鵜啓発等┋┨┫ﾘ┞━ヅ┫┟┎支え合い┎♂組┟┅ヂ┪ﾙ┋移行さ┬┆い┫ﾏ 

＜後ﾎそ┬┩┲改┡┆ﾘ〉ンタヸ事業┈役割ﾙ┈ブ┆明確┋∨置┅デﾎ広ヂ腰民や関Ｉ者

┋示ブ┆いヂ必要ゼあ┫ﾏ┞〞ﾎﾘ武蔵葭腰補к器ナ〉ンタヸ運営実施要綱ﾙやﾘ疫称ﾙ┋

┄い┆┢現状┋即ブ〞┢┎┋見直ブ┆いヂ必要ゼあ┫ﾏ 

 

鰈 ⇒環境整備┎支援体制┎充実┈′ヸビ]┎質┎確保 

 

腰民ゼﾎﾘ⇒┟慣┬〞地域┇安心ブ┆生活┲怫怦ベ┫ﾙ〞┡┎支援方法┈ブ┆ﾎﾘ⇒環境

整備ﾙﾘ筑人┎能力向¿ﾙﾘ＞護力鰺人的支援鯲┎活用ﾙ等ゼあ┫ﾏブズブﾎ要＞護者等高齢

者┎能力向¿┋┏限界ゼあ┪ﾎ公的′ヸビ]┋ジデ┫人的支援┏要＞護認定者数┎増加┋

追い付デペﾎ将来Ö足ベ┫バ┈ゼ‐測さ┬┫ﾏそ┎〞┡ﾎ⇒環境整備等┋ジデ┫′ヸビ]

┎質┲確保ベ┫バ┈ゼﾎ益々菻要┋┊┃┆いヂ┈考え┩┬┫ﾏ 

＜後┢在宅訪問等┋┨┫腰民┋対ベ┫生活支援┲怫怦ブﾎ╈┹マネ[ャヸ等┎関Ｉ者や

専門職┘┎後方支援体制┲更┋充実さボﾎ′ヸビ]┎質┲確保ブ┆いヂ必要ゼあ┫ﾏ 
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鰒 ＞護保険制祭適柏化事業┎怫怦ヷ尋充 

 

鎖成 18裟祭┎＞護保険制祭改柏以降ﾎ国┏制祭┎ﾘ持怦嬰能性ﾙ┲う〞┃┆ジ┪ﾎ要

＞護者等┎増加┋鑑┟┬┐ﾎ在宅生活┲怫怦ベ┫¿┇′ヸビ]┲必要┈ベ┫高齢腰民ゼﾎ

適柏┋⇒宅改修や福祉用ナ′ヸビ]┲活用┇ゾ┫バ┈ゼ菻要┈┊┫ﾏ 

特┋腰┎福祉用ナ貸Ü┋ジデ┫給付費┏ﾎ鎖成 13裟祭┎ 86,744,220バ鰺＞護保険

総給付費┋占┡┫割合 1.7％鯲ズ┩ﾎ鎖成 26裟祭┋┏ 314,033,003バ鰺液 3.鰄％鯲

┈＞護保険導入初期ズ┩約 3.6倍ﾎ総給付費┋占┡┫割合┢ 2倍強┈┊┃┆ジ┪ﾎ更┋＜

後需要ゼ伸┓┆いヂバ┈ゼ‐測さ┬┫ﾏ 

┞〞ﾎ腰┇┏要＞護者等高齢者ゼﾎ＞護保険制祭┇⇒宅改修┲実施ベ┫謔┏ﾎ〉ンタヸ

職員ゼﾎ╈┹マネ[ャヸﾎ施工事業者┈液行訪問ブﾎ約 7割┎事前調査┲実施ブ┆い┫ﾏ

┞〞ﾎ腰担当者┈〉ンタヸ職員┋┨┫事前申請書類┎全件審査┢実施ブ┆い┫ﾏブズブﾎ

補к器ナ〉ンタヸゼ事前訪問調査┲実施ベ┫┎┏ﾎ事前┋╈┹マネ[ャヸ┲┈ジブ┆相談

┲唄デ〞利用者┎┟┇あ┪ﾎ相談体制┋偏┪ゼあ┫バ┈やﾎ事後┎効果ο定┋┄い┆┢陥

準ゼ┊ヂﾎそ┎効果┋┄い┆検証ゼ┇ゾ┆い┊い状況┇あ┫ﾏそ┎〞┡ﾎ＜後保険者┈協

議ブﾎ⇒宅改修┲過Ö足┊ヂ高い水準┇実施┇ゾ┫┨う┋ベ┫┈共┋ﾎ効果ο定┋┄い┆

検証┇ゾ┫♂組┟┅ヂ┪ゼ必要┇あ┫ﾏ 

更┋ﾎ現在事業┈ブ┆明確┋┏∨置┅デ┩┬┆い┊い福祉用ナ′ヸビ]┋ジデ┫適柏化

事業┇あ┫ゼﾎベ┇┋モデル的┋着手ブ〞保険者┢あ┪

台11
ﾎ＜後そ┎動ゾ┏全国┋広ゼ

┃┆いヂバ┈ゼ‐測さ┬┫ﾏ腰┇┢ﾎそ┎実施┈方法┋┄い┆検討ゼ必要┇あ┫┈考え

┫ﾏ 

 

鰊 肺期＞護保険制祭改柏┘┎対応 

 

ﾘ箝政健全化計亶等┋関ベ┫建議鰺P鰮台鰮参照鯲ﾙ┇示さ┬〞┨う┋ﾎ＞護保険制祭┎

肺期改柏鰺鎖成 30裟祭改柏鯲┎ハ容┋┨┃┆┏ﾎ軽祭者┎ﾘ⇒宅改修ﾙﾎﾘ福祉用ナ貸Üヷ

給付ﾙ′ヸビ]ゼﾎ各保険者┎総合事業等┇実施さ┬┫嬰能性ゼあ┫ﾏそ┎謔┋┏ﾎ〉ンタ

ヸゼ唄皓ブ┆い┫腰┎ﾘ補к器ナ貸Üヷ給付ﾙﾎﾘ⇒宅改善ﾙ┋準プﾎ軽祭要＞護者等高齢者

ゼ生活ベ┫うえ┇ﾎ⇒宅改修や福祉用ナ┎利用ゼ必要ズ┉うズ┲個π┋見極┡ﾎそ┎効果┲

最大限┋引ゾ出ベ〞┡┋ﾎ〉ンタヸ┎関┃┆ゾ〞ノ┽ハ┽ﾎ]キルゼ必要┈さ┬┫ﾏ 

＜後ﾎ肺期改柏┎動向┲見極┡ﾎ保険者┈協調ブ対応ブ┆いヂバ┈ゼ求┡┩┬┫ﾏ 

                                   

※11 烋成 27烝 6月 沖縄県浦添市で実施した、福祉用具貸与事業者に福祉用具サ実ビス

計画の自己点検を求めた内容
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鰄 ⇒環境整備等┋ジデ┫人虫育成┎必要性 

 

＜後ﾎ要＞護者等高齢者┎増加┋対ブ┆ﾎヘルパヸ等┲┏プ┡┈ベ┫人的資源ゼÖ足

ベ┫バ┈ゼ‐測さ┬┫ﾏそ┬┲補う〞┡ﾎ⇒宅改修や福祉用ナ┎利用┋┨┪自立┲支援

ブ┆いヂバ┈ゼ益々菻要┈┊┪ﾎ⇒環境整備等┎質┲確保ベ┫〞┡┋ﾎ人虫┲育成ベ┫

必要ゼあ┫ﾏ 

＞護保険制祭施行┋┨┪ﾎ⇒環境整備┎専門職┈ブ┆専門相談員ﾎ訪問ヷ通所リハビリ┎

PTﾎOT 等ゼ∨置付デ┩┬〞ﾏブズブﾎ専門相談員┏ﾎ資格要件┊ヂ 50 時間┎講習┋┨

┪嘘誌┇ゾ┫〞┡ﾎ福祉用ナ┎知識ヷ技術┋┄い┆Ö十δ┊バ┈┢多いﾏ 

┞〞ﾎ⇒宅改修┎プランニン╇ﾎ福祉用ナ┎選定┲ベ┫謔┏ﾎ心身機能┎評価や‐後‐測ﾎ

動作δ析等ゼ必要┇あ┫ﾏそ┎〞┡ﾎリハビリ専門職┈′ヸビ]提供事業者ゼ連携ブ┆実施

ベ┫┎ゼ望┞ブいﾏブズブﾎPTﾎOT ┎教育╂リキュラム┋⇒宅改修や福祉用ナゼ組┟込

┞┬〞┎┏最近┇あ┪ﾎ養成機関┋┨┃┆┢差ゼあ┫〞┡ﾎ全┆┎リハビリ専門職ゼ知識┲

持┃┆い┫わデ┇┏┊いﾏ 

故┋ﾎ＞護保険制祭┋∨置┅デ┩┬〞各専門職ゼﾎ＜後増加ベ┫要＞護者等┋対応ブﾎ質

┎高い⇒環境整備┲実施ブ┆いヂ〞┡┋┏ﾎ体系的┊研修等┎支援ゼ必要┇あ┫┈考え┫ﾏ 

 

鰮 専門相談┎方向性 

 

専門相談┎う━ﾎPTゼ実施ブ┆ゾ〞歩行や歩行関連用ナ┎相談┋┄い┆┏ﾎ〉ンタヸ職

員┎経験ﾎ]キルゼ蓄積さ┬〞バ┈┇対応┇ゾ┫┨う┋┊┃┆ジ┪ﾎ鴣鴒┋┨┫相談態勢┲

見直ベ必要ゼあ┫ﾏ 

┞〞ﾎ建築士ゼ実施ブ┆ゾ〞事業者┋対ベ┫┹ドバ┻]等┋┄い┆┢ﾎ⇒宅改修┎事業者

┎]キルゼ向¿ブ〞バ┈やﾎ〉ンタヸ職員┎経験ﾎ]キルゼ蓄積さ┬ﾎ┹ドバ┻]等┢実施

┇ゾ┫┨う┋┊┃┆い┫バ┈ズ┩ﾎ建築士┎配置┎必要性┲見極┡┫必要ゼあ┫ﾏ 

STゼ実施ブ┆い┫失語症┊┉┎高肺脳機能諠害や嚥½機能ﾎ瓜腔╈┹┋対ベ┫評価や┹

ドバ┻]等┋┄い┆┏ﾎババ数裟ﾎ民間┎事業者┋┢ STゼ配置さ┬〞♀ﾎ鎖成 27裟祭┨

┪在宅高齢者訪問歯科検診┇腰ハ┎歯科夷師ゼﾎ摂食支援┎〞┡┎摂食嚥½機能評価┲積

極的┋嘘┪入┬始┡〞バ┈等ズ┩ﾎ菻複ブ┆い┫機能┋┄い┆┏ﾎ当〉ンタヸ┎鴕鴒┋┨┫

相談┎必要性┈差π化┋┄い┆検討ブ┆いヂﾏ 

排泄相談┋┄い┆┏ﾎ腰┇┢ﾎﾜ武蔵葭腰高齢者福祉計亶ヷ第 6期＞護保険事業計亶～┞

━ヅ┫┟┎支えあい～鰺地域包括╈┹鯲┎推進┋向デ┆ﾝ┎中┇ﾎﾘ中ヷ菻祭者┈軽祭者┎

状態像┎臍い┈ブ┆ﾎ最┢輒著┊┎┏ﾎ排泄┋関ベ┫╈┹┎自立祭ﾙ┇あ┪ﾎﾘ地域┎専門

職┇ﾎ排泄╈┹┎改善 鰺排泄自立┋向デ〞嘘組┟鯲ﾙ┈いう共通目標┲┈ジブ┆地域包括╈

┹‶]テム┎規範的統合┲成ブ遂ド┫バ┈┎菻要性┲う〞┃┆い┫ﾏ 
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夷療ヷ福祉専門職┎中┇┢ﾎ排泄┲専門δ葭┈ベ┫排泄相談員鰺鴣14台11参照鯲┏♀┎

専門職┇┏代替ゼ利ズペﾎ＜後┢当〉ンタヸ┎排泄相談員┋┨┫要＞護者等┘┎直接支援

┏┢┈┨┪ﾎ′ヸビ]提供事業者┎後方支援┲積極的┋行いﾎ尋充推進ブ┆いヂ必要ゼあ┫ﾏ 

 

鰛 組織運営¿┎課軫 

 

〉ンタヸ┋┏現在鶯鴒2 疫ゼ配置さ┬┆い┫ﾏ現在┎体制┇┏職員┎異動や専門職┎補

充ゼ┊ヂﾎそ┎専門性ﾎ経験┲組織ハ┇後進┋伝臉ヷ育成┎機会ゼ┊い状況┇あ┫ﾏそ┎〞

┡ﾎ約 10裟後┋┏職員┎肭職┋┨┪ﾎ〉ンタヸ機能ゼ維持┇ゾペ⇒環境整備等┋ジデ┫′

ヸビ]水準┎¬½や適柏化事業ゼ困難┋┊┫バ┈ゼ‐測さ┬┫ﾏ 

┞〞ﾎ腰┇┏第鰮肺職員定数適柏化計亶鰺鎖成 25裟祭～28裟祭鯲┋則┪ﾎリハビリ職

員┎怫怦雇用┋慎菻┊姿勢┲示ブ┆い┫ﾏそ┎〞┡ﾎ現在腰┎ PTﾎOT ゼ┹〉]メントﾎ

プランニン╇等実施ブ┆い┫ﾘ⇒宅設備改善ﾙﾎﾘ日常生活用ナﾙﾎﾘ補装ナﾙ等┎諠害者施策

┲担うリハビリ専門職ゼﾎ現職員┎肭職後Ö在┈┊┫嬰能性ゼあ┪ﾎ将来的┋〉ンタヸ事業

┈ブ┆担┃┆いヂバ┈┢視葭┋入┬┫必要ゼあ┫ﾏ 
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第 6章 課軫┲解決ベ┫〞┡┋～〉ンタヸ┎方向性┈＜後┎嘘┪組┟～ 

 

 第 5章┎課軫┲解決ベ┫〞┡┋ﾎ＜後以½┎┈ジ┪対応ブ┆いヂﾏ 

 

鰆 〉ンタヸ事業┎∨置┅デﾎ役割┲明確┋ベ┫ 

 

⇒  課軫鰆 〉ンタヸ事業┎∨置┅デ┈役割┎明確化  ┋対応 

 

ﾘ補к器ナ〉ンタヸあ┪方検討委員会ﾙ┇事業┲検証ブ〞結果ﾎ＜後┢設立目的┇あ┫

ﾘ⇒環境整備┎総合相談窓瓜ﾙ┈ブ┆┎機能┲果〞ブ┊ゼ┩ﾎ現在実施ブ┆い┫事業┲怫怦

ブﾎ更┋課軫┋対応ベ┫〞┡ﾎ事業┎尋充┲轄┫┙ゾ┇あ┫┈┎結論┋臉ブ〞ﾏ 

特┋ﾎ肺期＞護保険制祭改柏┋対応ブ〞＞護保険制祭⇒宅改修ヷ福祉用ナ′ヸビ]┋ジデ

┫適柏化事業┎尋充や総合事業┎唄皓ﾎ更┋ﾘ武蔵葭腰┋ジデ┫ 2025裟┘向デ〞“┞━

ヅ┫┟┎支え合い┎♂組┟┅ヂ┪”ﾙ┋ﾎリハビリ専門職┎視点ズ┩積極的┋参亶ブ┆いヂﾏ 

＜後ﾎそ┬┩┲ﾘ〉ンタヸ事業┈役割ﾙ┈ブ┆改┡┆明確┋∨置┅デﾎﾘ武蔵葭腰運営実

施要綱ﾙﾘ疫称ﾙ┋┄い┆┢現状┋即ブ〞┢┎┋見直ブ┆いヂﾏ 

 

鰈 ﾘ⇒環境整備┎総合相談窓瓜ﾙ┈ブ┆腰民ﾎ関Ｉ者┋相談ブやベいﾎ身近┇

開ズ┬〞〉ンタヸ┲目指ベ 

 

⇒  課軫鰈 ⇒環境整備┎支援体制┎充実┈′ヸビ]┎質┎確保  ┋対応  

   

ﾘ疫称ﾙ┲変えﾎ疫称ズ┩〉ンタヸ┎事業ハ容┈役割ゼベヅ┋解┫┨う┋ベ┫バ┈┇ﾎ腰

民や庁ハﾎ関Ｉ機関等ﾎ武蔵葭腰全┆┎人┋┈┃┆ﾎﾘ相談ブやベヂﾎ身近┇開ズ┬〞ﾎ親

ブ┟やベい〉ンタヸﾙ┲目指ブ┆いヂﾏ 

┞〞ﾎ＜┞┇主┋╈┹マネ[ャヸ┲┈ジブ┆唄デ┆い〞相談┲ﾎ腰民や♀┎夷療ヷ福祉専

門職┢直接相談┇ゾ┫ﾘ⇒環境整備等┎総合相談窓瓜ﾙ┈ベ┫バ┈┲目指ブﾎ相談┎開始時

期ﾎ方法┋┄い┆┏＜後検討ブ┆いヂﾏ 

更┋ﾎ電睾ﾎ来所ﾎ訪問等┎個π相談┋┨┪ﾎ専門職┎後方支援┲┈ジブ┆腰民┋対ベ┫

生活支援┲怫怦ブﾎ⇒環境整備等┋ジデ┫支援体制┎充実┲轄┫バ┈┇ﾎ′ヸビ]┎質┲確

保ブ┆いヂﾏ 

 

鰒 ＞護保険制祭┋ジデ┫⇒環境整備┎適柏化事業┎唄皓ヷ実施機関┈ブ┆┎ 

役割┲果〞ベ 

 

⇒  課軫鰒 ＞護保険制祭適柏化事業┎怫怦ヷ尋充  ┋対応 
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ﾘ保険者機能┲補充ヷ補完ブﾎ民間┇┏代替┎┇ゾ┊い事業ﾙ┲実施ベ┫バ┈ゼ公社┎役

割┇あ┪ﾎそ┬┋則┪＜後┢ﾘ＞護保険適柏化事業ﾙ┎唄皓ヷ実施機関┈ブ┆┎役割┲担┃

┆いヂﾏナ体的┋┏腰┈協議┊ゼ┩以½┎┨う┋実施ブ┆いヂﾏ 

 

鰺鰆鯲 ﾘ＞護険制祭⇒宅改修適柏化事業ﾙ┎怫怦ヷ尋充 

現在実施ブ┆い┫利用者宅┘┎事前訪問調査┈申請書類┎全件審査┋┨┫ﾘ＞護保険⇒

宅改修適柏化事業ﾙ┎怫怦┈⇒宅改修┎事後ﾎ効果┲検証ベ┫〞┡┎陥準┈┊┫評価‶ヸト

等┲導入ブﾎ⇒宅改修適柏化事業┎尋充┲轄┃┆いヂﾏ 

 

鰺鰈鯲 福祉用ナ貸Üヷ給付′ヸビ]適柏化事業┎新規立━¿ド 

＞護保険制祭福祉用ナ貸Üヷ購入′ヸビ]┋ジデ┫適柏化事業┋┄い┆ﾎ専門職┎視点ズ

┩ﾎそ┎実施┈♂組┟作┪┋┄い┆ﾎ＜後保険者┈共┋検討ブ┆いヂﾏ 

 

鰊 ﾘ⇒宅改修ﾙﾘ福祉用ナﾙ′ヸビ]┋ジデ┫腰┎事業┎唄皓機関┈ブ┆┎役

割┲果〞ベ 

 

⇒  課軫鰊 肺期＞護保険制祭改柏┘┎対応  ┋対応 

 

ﾘ⇒宅改修ﾙﾘ福祉用ナﾙ′ヸビ]┏ﾎ利益誘導┋直結ブやベヂﾎ腰┎事業┲唄皓ベ┫┋

あ〞┃┆┏ﾎ常┋公柏中立┊立場┇業務┲遂行ベ┫必要ゼあ┫ﾏそ┎〞┡ﾎ実謔┋事業┲実

施ベ┫事業者┲持〞┊い公社ゼﾎ＜後┢腰┎ﾘ⇒宅改修ﾙﾘ福祉用ナﾙ┋関わ┫事業┲唄皓

ブﾎ非営利ﾎ公益性┋〞┃┆腰┎事業┎唄皓機関┈ブ┆┎役割┲果〞ブ┆いヂﾏ 

 ナ体的┋┏腰┈協議ブ┊ゼ┩以½┎┨う┋実施ブ┆いヂﾏ 

 

鰺鰆鯲 腰┎ﾘ補к器ナ貸Üヷ給付ﾙﾎﾘ⇒宅改善ﾙ事業┎怫怦 

現在唄皓ブ┆い┫腰┎ﾘ補к器ナ貸Üヷ給付ﾙﾎﾘ⇒宅改善ﾙ事業┲怫怦ブﾎ＜後┢＞護保

険制祭┎認定ゼ唄デ┩┬┊い 60 歳ズ┩ 64 歳┞┇┎＞護保険特定疾病以外┇ﾎ′ヸビ]

ゼ必要┊腰民やﾎ＞護保険制祭┎⇒宅改修┎実施┎┟┇┏在宅生活ゼ怫怦┇ゾ┊い要＞護

者等高齢者┎〉ヸフテ┺ネット┈ブ┆機能ブ┆いヂﾏ 

 

鰺鰈鯲 ⇒宅改修ヷ福祉用ナ貸Üヷ給付′ヸビ]┎総合事業等┎唄皓 

肺期＞護保険制祭改柏┋┨┪ﾎ＜後実施ベ┫嬰能性┎高い軽祭者┎総合事業等┲┏プ┡ﾎ

腰ゼ⇒環境整備等┋関連ブ〞事業┲実施ベ┫謔┋┏ﾎ〉ンタヸ┎関┃┆ゾ〞ノ┽ハ┽ﾎ]キ

ル┲活ズブﾎ腰┈協調ブﾎ事業┎唄皓機関┈ブ┆┎役割┲果〞ブ┆いヂﾏ 

┞〞ﾎ新規事業┎唄皓┋謔ブ┆┏ﾎ職員┎補充┢必要┈┊┫バ┈ゼ想定さ┬┫ﾏ 
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鰄 ⇒環境整備等┋ジデ┫腰ハ専門職┎人虫育成┎支援機関┈ブ┆┎役割┲ 

果〞ベ 

 

⇒  課軫鰄 ⇒環境整備等┋ジデ┫人虫育成┎必要性  ┋対応 

 

課軫┇示ブ〞┈ジ┪ﾎ＜後ﾎ要＞護者等高齢者┎増加┋対ブ┆ヘルパヸ等┎人的資源ゼÖ

足ベ┫バ┈ゼ‐測さ┬ﾎ⇒環境整備等┎質┲確保ベ┫バ┈ゼ益々菻要┋┊┃┆ヂ┫ﾏ質┎高

い⇒環境整備┲実施┇ゾ┫人虫┲育成ベ┫〞┡┋ﾎ〉ンタヸゼ関┃┆ゾ〞]キル┲ﾎ腰ハ専

門職や関連機関職員┎研修等┋活ズベバ┈┇ﾎﾘ人虫育成┎支援機関ﾙ┈ブ┆┎役割┲果〞

ブ┆いヂﾏそ┬┋┨┪ﾎ腰全体┎福祉力┎向¿┋┢寄Üブ┆いヂﾏ 

ナ体的┋┏以½┎┨う┋実施ブ┆いヂﾏ 

 

鰺鰆鯲 ⇒環境整備等┋ジデ┫関Ｉ者┋対ベ┫体系的┊研修等┎実施 

腰や各事業者連絡会ﾎ公社┎ホヸムヘルプ〉ンタヸ等┎研修事業┈連携ブ┊ゼ┩ﾎ体系的

┊研修┲企亶ブﾎ実施ブ┆いヂﾏ 

 

鰺鰈鯲 腰民┋対ベ┫個π支援┲怫怦ベ┫バ┈┇ﾎ専門職┋]キル┲伝臉ベ┫ 

＜後┢腰民┋対ベ┫個π┎支援┲┈ジブ┆ﾎ腰ハ┇活動ベ┫専門職┋]キル┲伝臉ブﾎ人

虫育成┲支援ブ┆いヂﾏ 

 

鰺鰒鯲 将来的┋福祉公社┎研修事業┈ブ┆統合 

公社┎役割┈ブ┆┢腰全体┎福祉┎レベル┹ップ┋寄Üベ┫バ┈ゼﾘ公社定款 第3条ﾙ

┋定┡┩┬┆ジ┪ﾎ公社┎ホヸムヘルプ〉ンタヸ┇実施ブ┆い┫腰ハ訪問＞護事業者┋対

ベ┫研修事業等┈共┋ﾎ将来的┋公社┎研修事業┈ブ┆統合ベ┫バ┈┢視葭┋入┬┫ﾏ 

 

鰮 各専門相談┎腰民ニヸ〈┲見極┡ﾎ需要┋応プ┆尋充ベ┫ 

 

⇒  課軫鰮 専門相談┎方向性  ┋対応 

 

専門相談┎中┇ﾎ歩行や歩行関連用ナ┎相談ﾎ⇒宅改修事業者┘┎┹ドバ┻]等┏ﾎ〉ン

タヸ職員┎経験や]キルゼ蓄積さ┬〞バ┈┇対応┇ゾ┫┨う┋┊┃┆ジ┪ﾎ鴣鴒ﾎ一級建築

士┎配置┋┄い┆┏ﾎ廃拍┎方向┇見直ブ┆いヂﾏ 

鴕鴒ゼ実施ブ┆い┫相談事業┋┄い┆┏ﾎ＜後腰民ニヸ〈や専門職┋対ベ┫後方支援┎

必要性┲見極┡ﾎ腰┎事業や♀制祭┎′ヸビ]┈┎差π化┋┄い┆検討ベ┫ﾏ 
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排泄相談┋┄い┆┏ﾎ在宅生活┎怫怦┈生活┎質┲向¿さボ┫〞┡┋ﾎ排泄┎課軫┲解決

ベ┫バ┈ゼÖ嬰背┇あ┫バ┈等ズ┩ﾎ＜後┢需要ゼ高┞┫バ┈ゼ‐測さ┬┫ﾏそ┬┋対応ベ

┫〞┡ﾎ機能┎尋充┲轄┃┆いヂﾏ 

ナ体的┋┏ﾎ要＞護者等高齢者ゼ排泄┋┄い┆何┩ズ┎課軫┲抱え〞時┋ﾎ卒急┋〉ンタ

ヸ┎排泄相談┋┄┊ド┩┬┫┨う┋ﾎ専門職や腰民┋広報ブ周知┲轄┃┆いヂﾏ 

┞〞ﾎ専門職や地域⇒民┋対ベ┫研修やミニ講斎┎開催等┎機会┲増やブﾎ知識や]キル

等┎瀧鵜┋л┡ﾎ地域┎自кヷ互кヷ共к┎支援体制┎構築┎〞┡┋寄Üベ┫ﾏ 

 

鰛 事業┲実施ベ┫〞┡┋～望┞ブい組織┎あ┪方┈必要┊人員体制～ 

 

⇒  課軫鰛 組織運営¿┎課軫  ┋対応 

 

鰺鰆鯲 望┞ブい組織┎あ┪方 

〉ンタヸ事業┲怫怦ヷ発展さボ┆いヂ〞┡┋ﾎ職員┎異動やリハビリ専門職┎整用┋┨┪ﾎ

組織┲活性化さボ┫┈液時┋ﾎそ┎専門性ヷ経験┲後進┋引怫ダﾎ公社┎専門職┲育成ブ┆

いヂﾏそ┬┋┨┪ﾎ将来┋わ〞┃┆┢現在以¿┎′ヸビ]水準┲維持┇ゾ┫体制┲構築ブ┆

いヂﾏ 

┞〞ﾎ〉ンタヸ事業┲尋充ベ┫┋あ〞┃┆┏ﾎ一層中立性ﾎ公鎖性ﾎ公益性┲菻┳プ┆業

務┲遂行ブ┆いヂ┈共┋ﾎ現状┈液様┋＜後┢透明性┲確保ブ┆いヂﾏ 

 

鰺鰈鯲 必要┊人員体制 

〉ンタヸ事業┎実施┋必要┊人員体制┋┄い┆鰺轄鰆鰌鯲┋示ベﾏ 

┞〞ﾎ腰┇┏第鰮肺職員定数適柏化計亶鰺鎖成 25裟祭～28裟祭鯲┋則┪ﾎリハビリ職

員┎怫怦雇用┋慎菻┊姿勢┲示ブ┆い┫ﾏそ┎〞┡ﾎ公社ゼリハビリ専門職┲怫怦的┋整用ﾎ

育成ブﾎ事業┋対応ブ〞適柏┊人員配置┲ブ┆いヂバ┈┇ﾎ現在腰┎ PTﾎOTゼ担┃┆い

┫諠害者施策┲┏プ┡┈ブ〞専門職┎視点ゼ必要┈さ┬┫事業┲ﾎ補充ヷ補完ブ┆いヂバ┈

ゼ嬰能┈┊┫ﾏ
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轄10 ﾔ＜後┎事業┎方向性┈必要┊人員体制ﾕ 

現在┎事業ハ容 現行体制 方向性 ＜後┎役割ヷ事業ハ容 ＜後┎体制 

鰺鰆鯲 ⇒宅改修ヷ福祉用ナヷリハビリ等┋関ベ┫総合相談窓瓜 

 

e 情報提供ﾎネットワヸ╆┎壬点 

f 個π相談┋┨┫腰民┋対ベ┫生活支援 

g ╈┹マネ[ャヸ等専門職┘┎後方支援 

 

 

鰺鰈鯲＞護保険制祭⇒宅改修適柏化事業 

e ⇒宅改修┎事前申請書類┎審査  

f 訪問調査 

 

 

 

鰺鰒鯲腰┎ﾘ補к器ナ貸Üヷ給付ﾙﾘ⇒宅改善ﾙ事業┎唄皓 

e ﾘ補к器ナ貸Üヷ給付ﾙ事業 

f ﾘ⇒宅改善ﾙ事業 

 

 

鰺鰊鯲 福祉用ナ┎短期貸出 

 

鰺鰄鯲 広報ﾎ瀧鵜ﾎ展示┋関ベ┫事業 

e 腰民┋対ベ┫研修会ヷミニ講斎┎開催や用ナ┎展示 

f リヸフレット┎配甑 

g 福祉用ナや╂タロ╇等┎展示 

 

鰺鰮鯲関Ｉ機関┈┎連携 

e 各連絡協議会ﾎ研修会┘┎参加 

f 個π╈ヸ]┎支援┲通ブ┆┎連携 

 

鰺鰛鯲 人虫育成 

 

e 関Ｉ機関や腰ハ専門職┋対ベ┫研修会┎実施┈〉ンタヸ職員┎講師

派遣 

f 個π╈ヸ]┎支援┲┈ジブ┆専門職┋]キル┎伝臉 

 

 

 

鰺鰥鯲 専門相談 

e 排泄相談員┋┨┫排泄┋関ベ┫相談 講師派遣 

f 鴕鴒┋┨┫嚥½機能ﾎ高肺脳機能諠害┋関ベ┫相談ﾎ講師派遣 

g 鴣鴒┋┨┫歩行ﾎ歩行補к用ナ┋関ベ┫相談ﾎ講師派遣 

h 一級建築士┋┨┫⇒宅改修等┋関ベ┫事業者┘┎┹ドバ┻]等 

OT2疫 

 

 

 

 

 

 

OT2疫 

 

 

 

 

 

OT2疫 

 

 

 

 

補кヷ在支 

 

補кヷ在支 

 

 

 

 

OT2疫 

 

 

 

OT2疫 

 

 

 

 

 

 

 

 

排泄相談員

ST 

PT 

一級建築士 

怫怦ヷ変更 

 

怫怦 

怫怦 

怫怦 

変更 

 

怫怦ヷ尋充 

怫怦 

怫怦 

新規 

新規 

 

怫怦ヷ尋充 

怫怦 

怫怦 

新規 

 

怫怦 

 

怫怦ヷ推進 

 

 

 

 

怫怦 

 

 

 

怫怦ヷ尋充 

 

怫怦ヷ尋充 

 

怫怦 

尋充 

 

 

尋充ヷ見直 

尋充 

怫怦 

廃拍 

廃拍 

鰺鰆鯲 ⇒宅改修ﾎ福祉用ナﾎリハビリ等┋関ベ┫総合相談窓瓜 ⇒ ﾘ疫称ﾙ┲変えﾎ〉ン

タヸ事業ﾎ役割┲解┪やベヂベ┫バ┈┇ﾎ身近┇開ズ┬〞〉ンタヸ┲目指ベ 

e 情報提供ﾎネットワヸ╆┎壬点 

f 個π相談┋┨┫腰民┋対ベ┫生活支援 

g ╈┹マネ[ャヸ等専門職┘┎後方支援 

h ﾘ武蔵葭腰補к器ナ〉ンタヸ運営実施要綱ﾙﾘ疫称ﾙ┋┄い┆事業ハ容┋即ブ〞┢┎┋変

更ブ┆いヂ 

鰺鰈鯲＞護保険┎⇒宅改修ヷ福祉用ナ′ヸビ]等┎適柏化事業┎唄皓ヷ実施機関 

e ⇒宅改修┎事前申請書類┎審査 

f 訪問調査 

g ⇒宅改修┎効果検証┎♂組┟┅ヂ┪ 

h 福祉用ナ貸Üヷ給付′ヸビ]適柏化事業┎♂組┟┅ヂ┪ 

 

鰺鰒鯲⇒環境整備等┋ジデ┫腰┎事業┎唄皓機関 

e ﾘ補к器ナ貸Üヷ給付ﾙ事業 

f ﾘ⇒宅改善ﾙ事業 

g ⇒環境整備┋ジデ┫総合事業等ﾎリハビリ専門職┎視点ゼ必要┈さ┬┫腰┎事業┎唄皓 

 

鰺鰊鯲 福祉用ナ┎短期貸出 

 

鰺鰄鯲広報ﾎ瀧鵜ﾎ展示┋関ベ┫事業┲┈ジブ┆ﾘ┞━ヅ┫┟┎支え合い┎♂組┟┅ヂ┪ﾙ

┲推進 

e 腰民┋対ベ┫研修会ヷミニ講斎┎開催や腰ゼ実施ベ┫ﾘいゾいゾ′ロンﾙ等┘┎協力 

f リヸフレット┎配甑 

g ╂タロ╇等┎展示 

鰺鰮鯲関Ｉ機関┈┎連携 

e 各連絡協議会ﾎ研修会┘┎参加 

f 個π╈ヸ]┎支援┲通ブ┆┎連携 

 

鰺7鯲⇒宅改修ﾎ福祉用ナﾎリハビリﾎ♀専門δ葭┋ジデ┫腰ハ専門職┎人虫育成等┎支援機

関 

e  ⇒環境整備等┋ジデ┫関Ｉ者ﾎ専門職┋対ベ┫体系的┊研修等┎実施 

 

f  個π╈ヸ]┎支援┲┈ジブ┆専門職┋]キル┎伝臉 

g  将来的┋福祉公社┎研修事業┈ブ┆統合┲検討 

 

 

鰺鰥鯲 専門相談 

e 排泄相談員┋┨┫相談事業┎周知┲轄┫ﾎ講斎ヷ研修┎機会┲増やベ 

f 鴕鴒┋┨┫相談事業┎怫怦┎必要性┲見極┡ﾎ♀┎事業┈差π化┲轄┫ 

g 〉ンタヸ職員ゼ対応ベ┫バ┈ゼ嬰能┋┊┃〞バ┈ズ┩鴣鴒┋┨┫相談事業┏廃拍 

h 〉ンタヸ職員ゼ対応ベ┫バ┈ゼ嬰能┋┊┃〞バ┈等ズ┩一級建築士┋┨┫相談事業┏廃拍 

リハビリ専門

職 2疫 

 

 

 

 

 

リハビリ専門

職 2疫 

 

 

 

 

リハビリ専門

職 2疫 

 

職員補充 

 

補кヷ在支 

 

補кヷ在支 

 

 

 

 

リハビリ専門

職 2疫 

 

 

リハビリ専門

職2疫 

 

 

 

畜定 

 

 

 

排泄相談員 

ST 

リハビリ専門

職 2疫 
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ﾔ資料 事業実施計亶 ﾖ新規ヷ尋充事業ﾗﾕ 

裟祭 

ハ容                        男 

28 29 

9 鰆鰌 鰆鰆 鰆鰈 鰆 鰈 鰒 鰊～ 

実 

施 

ハ 

容 

ﾘ武蔵葭腰補к器ナ〉ンタヸ運営実施要綱ﾙﾘ疫称ﾙ┎見

直ブ 

       ➡ 

     29裟祭以降検討 

＞護保険制祭柏 

化事業┎尋充 

⇒宅改修事後評価モデル事業┎実 

施鰺評価‶ヸト┎導入鯲 

➡➡ ➡➡ ➡➡  ➡ 

実施方法検討 周知┲轄┫ 試行  試行 

福祉用ナ適柏化モデル事業┎実施 
➡➡ ➡➡ ➡➡  ➡ 

実施方法検討 周知┲轄┫ 試行  試行 

人虫育成 
⇒環境整備等┎体系的┊研修等┎ 

実施 

    ➡➡➡ ➡ 

準備ヷ企亶 実施 

ﾘ┞━ヅ┫┟┎ 

支え合い┎♂組 

┟┅ヂ┪ﾙ┘┎ 

参亶 

地域⇒民向デミニ講斎 
➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 

随時実施 

腰ハリハビリ専門職┎協力体制┅ 

ヂ┪ 

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 

推進 

専門相談員┎活用 言葉╂フ┾┎ 

開催ﾎ排泄相談┎尋充 

➡➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ 

準備ヷ周知 試行 実施 

肺期＞護保険制 

祭改柏┘┎対応 

⇒宅改修ヷ福祉用ナ貸Üヷ給付′ヸ 

ビ]等┎総合事業等┎唄皓 

       ➡ 

    30裟祭改柏┋向デ┆検討 

 

ﾔ 検討経過 ﾕ 

 開催日 議軫 

第鰆回 鎖成27裟 8男鰊日 補к器ナ〉ンタヸ┎沿革ﾎ現状┈課軫ﾎ＜後┎役割┋┄い┆ 

第鰈回 鎖成27裟10男20日 補к器ナ〉ンタヸ┎事業♂δデﾎ求┡┩┬┫役割┋┄い┆ 

第鰒回 鎖成27裟12男21日 
課軫┎整理┈＜後┎あ┪方┋┄い┆ 

補к器ナ〉ンタヸあ┪方検討委員会報告書概要┋┄い┆ 

第鰊回 鎖成28裟 2男 5日 補к器ナ〉ンタヸあ┪方検討委員会報告書鰺案鯲┋┄い┆ 

第鰄回 鎖成28裟 2男23日 補к器ナ〉ンタヸあ┪方検討委員会報告書鰺案鯲┋┄い┆ 

 

ﾔ 補к器ナ〉ンタヸあ┪方検討委員会 委員 ﾕ 

◎ 松原 窺子 高齢者総合〉ンタヸ在宅＞護支援ヷ補к器ナ〉ンタヸ長 

 堀家 京子 高齢者総合〉ンタヸ在宅＞護支援ヷ補к器ナ〉ンタヸ主任 

 石橋 美奈 高齢者総合〉ンタヸ在宅＞護支援ヷ補к器ナ〉ンタヸ主任 

◎ 委員長 

ﾔ 腰╁ブ¨ヸバヸ ﾕ 

長坂 朋子 健康福祉部高齢者支援課相談支援課長補⇔ 

梅于 信行 健康福祉部高齢者支援課＞護保険Ｉ長 

鰺鎖成28裟3男31日現在鯲 
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ﾔ 各事業┎実施状況 資料 鰺出ニ 武蔵葭腰補к器ナ〉ンタヸ統計資料鯲ﾕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾔ＞護保険制祭⇒宅改修事前申請書類審査実績ﾕ 

裟祭 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 彑積審査数 

審査件数 393 418 442 480 532 496 474 514 524 4,273 

ﾔ＞護保険制祭⇒宅改修実績鰺人鯲┈補к器ナ〉ンタヸ┋┨┫事前訪問調査鰺回数鯲┎推移ﾕ 

  

ﾔ鎖成26裟祭 ＞護保険制祭⇒宅改修実績┈〉ンタヸ┋┨┫事前調査ヷ審査数┈割合ﾕ 

延件数 実施者数 
事前訪問調査数 事前書類審査件数 

調査数 割合 審査実施件数 ⇒宅改修実施者┎審査割合 

592件 470人 359人 76.4％ 524件 100％ 

 

523人 487人 440人 516人 470人

506回 468回
421回

526回 517回

0

500

0

500

22 23 24 25 26

ﾔ人ﾕ

ﾔ回ﾕﾔ裟祭ﾕ

武蔵葭腰＞護保険⇒

宅改修実施者数(人鯲

補к器ナ〉ンタヸ訪

問調査回数鰺回鯲

■ ＞護保険制祭⇒宅改修適柏化事業 実施状況 鰺出ニ 武蔵葭腰＞護保険利用者数┨┪抜粋鯲 

 

 

 

359
357

181
359

212
353
348
359

0 100 200 300 400

⇒宅改修┎┹〉]メント

⇒宅改修プランニン╇

事業者指導

╈┹マネ[ャヸ┘┎к言

家族調整

制祭ヷ書類説明

心身機能評価

ADL評価

38
189

113
25
21

8
15
14

112
76

7

0 50 100 150 200

車いベ

手ベ┪

歩行器

歩行補к杖

特殊寝影

リフト鰺バ]リフト含鯲

床ペ┬防拍用ナ

]ロヸプ

入浴補к用ナ

排ボ┄用ナ

諮徊星知機

ﾔ福祉用ナﾕ

17 
81 

35 
96 

83 
67 

12 
11 

4 
17 

0 100 200

╂ンフ┸レン]┎参加

＞к方法┎指導

移乗方法┎指導

動作指導

⇒環境整備┎手段┎ο断

′ヸビ]担当者会議┘┎参加

リハビリ資源┎紹＞

訪問リハビリ┈┎連携

リハビリプロ╇ラム┎提案

病院リハビリ職員┈┎連携

ﾔ⇒宅改修ﾕ 

〈リハビリヷそ┎♀ﾕ H22 H23 H24 H25 H26

住宅改修(件） 628 606 527 676 612

福祉用具(件） 657 525 509 509 454

リハビリ(件） 80 105 88 96 50

その他(件） 229 198 190 197 110

新規訪問相談

実人数

475 409 397 435 447

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ﾔ裟祭ﾕ

■ ⇒宅改修ヷ福祉用ナヷリハビリ等┋関ベ┫訪問相談実績推移┈相談ハ容瞎彖鰺H26裟祭鯲 
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ヷ⇒宅改修事後評価モデル事業┎実施鰺評価‶ヸト┎導入鯲 

ヷ福祉用ナ適柏化モデル事業┎実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾔ ナ体的┊嘘┪組┟ 資料 ﾕ 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヷ福祉用ナ相談会(腰役所高齢者支援課共催ヷ腰役所ロビヸ) 

ヷコミュニテ┺╂フ┾ 福祉用ナ┎展示ヷ排泄ミニ講斎(高齢者総合〉ンタヸ) 

ヷテヸブル菜園]タッフ講斎 高齢者┎身体特性(腰民農園) 

ヷ地囲π全体研修会 補к器ナ〉ンタヸ┋┄い┆(高齢者支援課) 

ヷ家族＞護支援教室 ┟┉┪┎輪 福祉用ナ┎使い方(高齢者総合〉ンタヸ在宅＞護支援〉ンタヸ) 

ヷ家族＞護支援教室 腰痛┋┊┩┊い福祉用ナ┎使い方(ナヸ‶ン╇在宅＞護支援〉ンタヸ) 

ヷ心┈ズ┩─┎健康講斎 脳┈手┎トレヸニン╇(高齢者総合〉ンタヸ社会活動〉ンタヸ) 

ヷ東学園生詩対象 車いベ講斎鰺学校法人武蔵葭腰東学園鯲 

ヷ桜堤╈┹ハ┽] 福祉祭┪ 福祉用ナ┎使い方(桜堤╈┹ハ┽]) 

ヷUR健康講斎 靴┎選┓方┋┄い┆(緑亳公団自治会協議会) 

ヷﾘ┒┓┎さ┳━ﾙ相談会 床ズ┩┎立━¿ゼ┪方ワンポ┻ント講斎鰺┒┓┎さ┳━鯲 

■ 広報ヷ瀧鵜ヷ展示 鰺H26裟祭実施 研修ヷミニ講斎鯲 

  

 

ヷﾜ訪問勳護･訪問リハビリテヸ‶ョン事業者連絡会 隔男開催時参加 

ヷﾜ福祉用ナ事業者連絡協議会ﾝ 開催時参加 

ヷﾜ武蔵葭腰PTヷOTヷST協議会鰺鎖成27裟祭3男設立任意団体鯲理事会ﾝ 開催時参加 

 ■ 関Ｉ機関┈┎連携 

 

 

ヷ＞護職員初任者研修講師(ホヸムヘルプ〉ンタヸ)  

ヷ腰ハ＞護事業者対象 ⇒環境整備┎ワンポ┻ント講斎(ホヸムヘルプ〉ンタヸ)  

ヷ訪問勳護ヷ訪問リハビリテヸ‶ョン事業者連絡会 研修会講師 マットレ]┋┄い┆(高齢者支援課) 

ヷ地囲π╈ヸ]検討会 福祉機器展液行 ワンポ┻ント講斎 (筑亳在宅＞護支援〉ンタヸ) 

ヷ⇒宅改修事業者向デ研修(高齢者支援課主催) 

■ 人虫育成 鰺H26裟祭 講師派遣ヷ研修会共催ヷ研修会┎開催鯲 

■

ヷ地域┘┎出張┋┨┫講斎等┎実施ﾎ⇒民向

デミニ講斎ﾎ福祉用ナﾎ＞護方法┎相談会┎

怫怦 

ヷ武蔵葭腰ゼ実施ベ┫ﾘいゾいゾ′ロンﾙ┘

┎腰ハリハビリ専門職┎協力体制┅ヂ┪ 

ヷ補к器ナ〉ンタヸ専門相談ST┋┨┫ﾘ言

葉╂フ┾ﾙ開催 

 

ﾘ┞━ヅ┫┟┎支え合い┎♂組┟┅ヂ┪ﾙ ＞護保険制祭┎適柏化事業┎尋充  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益箝団法人 

武蔵葭腰福祉公社 


