
資料１

令和元年６月26日（水）
障害者総合支援給付担当者研修会障害者総合支援給付担当者研修会

１ 審査支払事務について審査支払事務に いて

鹿児島県国民健康保険団体連合会

介護保険課介護保険課
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審査支払業務の仕組み審査支払業務の仕組み

障害福祉 ビ 事業 障害 支援事業障害福祉サービス事業所 障害児支援事業所

ビ

障害福祉サ ビス費 障害児給付費

サービスを提供したら・・・給付費として市町村へ請求する

障害福祉サービス費 障害児給付費

市町村は二次審査・支払をすること

一次審査及び支払事務は
連合会へ委託連合会へ委託
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連合会での一次審査及び支払業務とは・・・

１ 事業所から障害福祉サービス費等の請求明細書を受け付け
以 情報と突合て、以下の情報と突合

①受給者台帳（市町村から情報提供）

⇒例）支給決定情報等が正しいか

②事業所台帳（県から情報提供）

⇒例）加算が算定できる事業所であるか⇒例）加算が算定できる事業所であるか

など、請求内容が適正であるか否かについてのシステム的
チェックを行い 市町村における二次審査で使用する一次審査チェックを行い、市町村における二次審査で使用する一次審査
結果資料を作成

２ 市町村での二次審査の結果を基に、事業所の請求情報を確
定後 市町村へ給付費等を請求し 事業所へ支払う また 事定後、市町村へ給付費等を請求し、事業所へ支払う。また、事
業所の請求誤りの場合は返戻等の通知を行う。 3

審査支払業務全体概要図審査支払業務全体概要図
⑤一次審査
結果資料

国保連合会
④受付・一次審査
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④受付 次審査
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①サービス提供

求 払

障害福祉
ビ 事業者等

利用者
（受給者）

①サ 提供
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4



毎月１０日までの処理について毎月１０日までの処理について

【市町村】

・受給者異動情報

【県】

受給者異動情報

（受給者台帳）

・過誤申立情報

【事業所】

・請求明細書
・事業所異動情報

（事業所台帳）

・過誤申立情報

※毎月３日締め切り

請求明細書

・サービス提供実績記録
票

※毎月１日締め切り

※毎月３日締め切り
・上限管理結果票

連合会

次審査

※毎月１０日しめ切り

一次審査

（１１日～２０日）
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市町村（毎月４日～10日に行うこと）市町村（毎月４日 10日に行うこと）

連合会にて、受給者異動情報を点検・登録する。連合会にて、受給者異動情報を点検 登録する。

エラーになったら、連合会から伝送またはＦＡＸで通知。

通知を受けたら・・・

① 伝送通信ソフトまたはＦＡＸで、エラー内容の確認

② エラー箇所を修正した受給者異動情報を作成し、送付② ラ 箇所を修 受給者異動情報を作成 、送付

その後・・・

③ 再エラーがないか伝送通信ソフト及びＦＡＸを確認③ 再エラーがないか伝送通信ソフト及びＦＡＸを確認

再エラーとなった場合・・・

④ ① ③ を 度 給者台帳④ ①～③の手順を再度行い、１０日までに受給者台帳

の情報を正しくする。
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事業所からの請求について

事業所が連合会に提出するもの

事業所からの請求について

事業所が連合会に提出するもの・・・

①請求明細書（契約情報含む）①請求明細書（契約情報含む）

②サービス提供実績記録票

③上限額管理結果票（該当がある場合）

※サービスの種類によって様式が異なるサ 種類 様式 異なる
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請求明細書（例）

受給者の資格情報を入力
（市町村番号や受給者証番号、独自

助成の助成自治体番号、利用者負担
上限月額情報など）

給付費明細欄に請求サ ビス給付費明細欄に請求サービスコー
ドを入力
（サービスコード毎に単位数が決まっ
ている。）

請求額集計欄にサービス種類毎に請求額集計欄にサ ビス種類毎に
計算を行い、請求を行う
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サービスコードについてサービスコードについて

◎サービスコードは６桁の数字◎サ ビスコ ドは６桁の数字

例：請求サービスコード「１２１１７１」

→１２：重度訪問介護

「１２１１７１」：重度訪問介護サービスを重度障害者等が「１２１１７１」：重度訪問介護サ ビスを重度障害者等が

日中に１時間未満利用した場合

（事業所の請求用のサービスコード表に掲載されている）

※市町村の決定サービスコードは対応表を見て確認※市町村の決定サ ビスコ ドは対応表を見て確認

「 重度訪問介護重度障害者等→「１２１０００：重度訪問介護重度障害者等

包括支援対象者決定」
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包括支援対象者決定」

一次審査について（11日以降）次審査について（11日以降）

連合会（１１日～２０日）連合会（１１日～２０日）

受付審査

事業所請求情報 （

資格審査

事業所請求情報

支給量審査

•上限額管理•事業所請求情報 （P４
①〜③）の入力漏れ
や誤りのチェック

•事業所請求情報
と主に受給者台
帳との突合

•上限額管理
結果票と請求
明細書の突
合

誤り ック

•事業所請求情報と主
に事業所台帳との突
合

合

合

事業所台帳・受給者台帳の設定に誤りがある
と、事業所の請求に誤りがなくても返戻に！！
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一次審査であがるエラーについて

連合会にて各台帳と事業所請求情報を突合させ、

次審査であがるエラ について

連合会にて各台帳と事業所請求情報を突合させ、

受付審査及び資格審査を行った後・・・

・事業所台帳関連エラー →県へ照会

・受給者台帳資格エラー →市町村へ照会

①連合会より資格エラーリストを該当市町村へ送付

（毎月11日以降、伝送通信ソフトにて送付）

②市町村は受け取り次第 内容確認を行い 台帳誤りであ②市町村は受け取り次第、内容確認を行い、台帳誤りであ
れば、正しい受給者台帳（異動連絡票・訂正連絡票）を連
合会へ送付合会へ送付
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二次審査について

連合会 市町村

二次審査について

連合会 市町村

【一次審査結果資料作成及び送付】
毎月２１日頃

一次審査終了後、一次審査結果
資料を作成し、市町村へ伝送する。 【二次審査】 ２２日～２５日頃

次審査結果資料を基に 事業一次審査結果資料を基に、事業
所からの請求内容を審査し、二次
審査結果（E81orE82、B81orB82）を【確定処理】 ２６日頃 審査結果（E81orE82、B81orB82）を
連合会へ伝送する。

【確定処理】 ２６日頃

二次審査結果情報を基に事業所
からの請求確定処理を行う。
【返戻通知】 月末

確定した請求情報を基に一次審査
及び二次審査で返戻となったものを
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及び二次審査で返戻となったものを
事業所へ通知する。



支払業務について

連合会 市町村連合会 市町村

【市町村への請求処理】 月末頃【市町村への請求処理】 月末頃

確定した請求情報を基に、市町村へ
給付費の請求を行う。

【給付費の支払】１日～１０日

払込請求書を基 連合会 給付
【支払通知】 ７日頃

払込請求書を基に連合会へ給付
費等を支払う。

【支払通知】 ７日頃

確定した請求情報を基に、事業所へ
支払通知書等を送付する。

【支払】 １５日頃【支払】 １５日頃

市町村から支払われた給付費を、事
業所の指定口座へ振り込む。
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業所の指定口座 振り込む。

・請求情報確定後に送付する通知関係請求情報確定後 送付する通知関係

•返戻等一覧表
〈事業所へ〉

【帳票】

•返戻等 覧表

•障害福祉サービス費等支払決定増減表審査結果

（受付月の月末）
•返戻等一覧表 ・請求額通知書

•過誤決定通知書 ・決定請求明細書

•障害福祉サービス費等払込請求書〈市町村へ〉 •障害福祉サ ビス費等払込請求書

•障害児給付費払込請求書

•障害福祉サービス費等払込請求書内訳表

〈市町村へ〉

請求額確定

（受付月の月末）
•障害児給付費払込請求書内訳書

•審査支払手数料払込請求書

（受付月の月末）

•障害福祉サービス費等支払決定額通知書

•障害福祉サービス費等支払決定額内訳書

障害福祉サ ビス費等過誤決定通知書

〈事業所へ〉

支払帳票

•障害福祉サービス費等過誤決定通知書（受付翌月７日頃）

事業所への支払

（受付翌月の１５日頃）
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