
障害者自立支援給付支払等システムについて 

平成２４年１月１３日 

社会･援護局 障害保健福祉部 企画課 

※今後の検討により、内容等に変更が生じることがありうる。 
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１．今後の主なスケジュールについて 



  

1月 2月 3月 4月 5月 

中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 

国 

説明会等 

事業者の業務管理 
体制の整備 

利用者負担の見直し 

相談支援体制の充実 

障害児支援の強化 

政令市・中核市への 
事業所指定権限移譲 

平成24年度報酬改定                         

国保中央会                         

国保連合会                         

都道府県                         

市町村                         

障害福祉サービス等事業者                         

平成２４年４月施行分及び報酬改定に係るシステム関係スケジュール 

1日～ 

新報酬に
よる請求
受付開始 

異動情報作成 

システム開発 

異動情報作
成 

★上旬 

台帳機能リリー
ス 

★1/13合同担当者説明会 
（4月施行分システム対応等） 

★1/13報酬改定検討チーム 
★合同担当者説明会 
 （報酬改定関係）（予定） 

ベンダテスト 
1日～ 

新報酬に
よる請求
開始 

システム開発 ベンダテスト 

システム開発       ベンダテスト 

システム開発 

ベンダテスト 

異動情報 

登録 

請求様式案の提示 

インタフェース仕様書案 
の検討・提示 

留意事項通知案 
サービスコード表案 

の提示 

利用者負担認定の 
手引き改訂版の提示 

解釈通知改訂版 
留意事項通知 
事務処理要領 

インタフェース仕様書 
算定構造 

サービスコード表の提示 

確認検査指針等の提示 

★施行 

★中旬 

簡易入力システム、 

支払等システムリ
リース 

※ 障害者自立支援法等改正に伴う政省令等の 
  改正については、順次案が固まり次第情報 
  提供する予定。 
  （関係政令については、１月下旬に閣議決定 
  する予定。） 
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２．平成２４年４月インタフェース仕様書の主な変更点について 



平成２４年４月インタフェース仕様書の主な変更点について  

改正内容 情報名 改正内容に基づく対応 

相談支援の充実 サービス種類コード 新設サービスのサービス種類コード「52：計画相談支援」、「53：地域移行支援」、「54：地域定着支援」、「55：障害児相談
支援」を追加 

決定サービスコード 新設サービスの決定サービスコードを追加 

事業所区分コード 事業所区分コードに、「7：児童福祉法（指定事業所）（障害児相談支援事業所）」を追加 

申立事由コード 計画相談支援給付費請求書、特例計画相談支援給付費請求書、地域相談支援給付費明細書、障害児相談支援給付
費請求書、特例障害児相談支援給付費請求書を過誤申立書情報にて過誤できるように、様式番号（申立事由コードの
上２桁）を追加 

障害児支援の強化 サービス種類コード 新設サービスのサービス種類コード「61：児童発達支援」、「62：医療型児童発達支援」、「63：放課後等デイサービス」、
「64：保育所等訪問支援」 、「71：障害児入所支援」、「72：医療型障害児入所支援」を追加 

決定サービスコード 新設サービスの決定サービスコードを追加 

事業所区分コード 事業所区分コードに、以下を追加・変更 

 ・「5：児童福祉法（指定事業所）」⇒「5：児童福祉法（指定事業所）（障害児相談支援事業所を除く）」 

 ・「8：児童福祉法（基準該当事業所）」を追加 

申立事由コード 

 

障害児通所給付費・入所給付費等明細書、特例障害児通所給付費等明細書を過誤申立書情報にて過誤できるように、
様式番号（申立事由コードの上２桁）を追加 

施設等の区分 児童発達支援、医療型児童発達支援、医療型障害児入所支援に関する施設等の区分を追加 

定員区分 放課後等デイサービスに関する定員区分を追加 

■共通編 

 平成２４年４月より施行される「利用者負担の見直し」、「相談支援の充実」、「障害児支援の強化」及び「事
業所指定の権限移譲」等に伴い、各システム間のインタフェースについても所要の見直しを行う。 

 インタフェース仕様書の主な変更点は、以下のとおり。 
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改正内容 情報名 改正内容に基づく対応 

利用者負担の見直し 障害児支援受給者情報 「法第二十四条に基づく給付率」を、「都道府県等が定める額」に項目名を変更 

都道府県等審査用資料情報 点検済明細書等情報（集計情報）レコードの以下の項目名を変更 

 ・「給付率に基づく請求額」⇒「１割相当額」 

 ・「給付率に基づく利用者負担額②」⇒「利用者負担額②」 

相談支援の充実 事業所情報 指定一般相談支援事業所のみなし指定を管理する項目を追加 

障害児支援の強化 全体 「障害児支援」、「障害児通所給付費」、「障害児入所給付費」等への全体的な名称の変更 

障害児施設情報 基準該当事業所を管理する項目を追加 

障害児施設等のみなし指定を管理する項目を追加 

新設サービスに係る加算等を管理する項目を追加 

障害児支援受給者情報 障害児入所支援、医療型障害児入所支援の支給決定情報を設定できるように変更 

都道府県等審査用資料情報 点検済情報に、障害児入所給付費に関する情報を追加 

都道府県等審査結果資料情報 障害児入所給付費について、審査結果一覧情報を作成できるように変更 

過誤申立書情報 障害児通所給付費・入所給付費等明細書を過誤申立書情報にて過誤できるように、様式番号（申立事由コードの上２桁）
を追加 

事業所指定事務の 

市町村への権限移譲 

事業所情報 事業所を指定した市町村を管理する項目を追加 

障害児施設情報 障害児施設等を指定した市町村を管理する項目を追加 

■都道府県編 
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改正内容 情報名 改正内容に基づく対応 

利用者負担の見直し 受給者情報 「法第三十一条に基づく給付率」を、「市町村が定める額」に項目名を変更 

障害児支援受給者情報 「法第二十四条に基づく給付率」を、「都道府県等が定める額」に項目名を変更 

市町村審査用資料情報 点検済明細書等情報（集計情報）レコードの以下の項目名を変更 

 ・「給付率に基づく請求額」⇒「１割相当額」 

 ・「給付率に基づく利用者負担額②」⇒「利用者負担額②」 

給付実績交換情報 障害福祉サービス費市町村保有給付実績情報、障害福祉サービス費市町村保有給付実績更新結果情報に、補装具費
支給レコードを追加 

相談支援の充実 受給者情報 「サービス利用計画作成」を、「計画相談支援」に項目名を変更 

計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援の支給決定情報を設定できるように変更 

障害児支援受給者情報 障害児相談支援の実施事業所等を管理する項目を追加 

障害児相談支援の支給決定情報を設定できるように変更 

市町村審査用資料情報 

都道府県等審査用資料情報 

事務点検結果票情報に、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、地域相談支援給付費、障害児相談支援給
付費、特例障害児相談支援給付費に関する情報を追加 

点検済情報に、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、地域相談支援給付費、障害児相談支援給付費、特
例障害児相談支援給付費に関する情報を追加 

市町村審査結果資料情報 

都道府県等審査結果資料情報 

計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、地域相談支援給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支
援給付費について、審査結果一覧情報を作成できるように変更 

過誤申立書情報 計画相談支援給付費請求書、特例計画相談支援給付費請求書、地域相談支援給付費明細書、障害児相談支援給付
費請求書、特例障害児相談支援給付費請求書を過誤申立書情報にて過誤できるように、様式番号（申立事由コードの
上２桁）を追加 

障害児支援の強化 全体 「障害児支援」、「障害児通所給付費」、「障害児入所給付費」等への全体的な名称の変更 

障害児支援受給者情報 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の支給決定情報を設定できるように
変更 

行政区単位で管理される受給者を管理する項目を追加 

障害児通所支援の実施主体が市町村となることに伴い、市町村から国保連合会へ障害児支援受給者情報の提出を追
加 

■市町村編 
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改正内容 情報名 改正内容に基づく対応 

障害児支援の強化 都道府県等情報 障害児通所支援の実施主体が市町村となることに伴い、市町村から国保連合会へ都道府県等情報（基本情報、独自助
成情報）の提出を追加 

障害児通所支援の実施主体が市町村となることに伴い、行政区単位で管理されている受給者を管理するため、市町村
から国保連合会へ都道府県等情報（行政区情報）の提出を追加 

都道府県等審査用資料情報 障害児通所支援の実施主体が市町村となることに伴い、国保連合会から市町村へ都道府県等審査用資料情報の提出
を追加 

点検済情報に、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費に関する情報を追加 

都道府県等審査結果資料情報 審査結果票情報に、高額障害児通所給付費を設定できるように変更 

障害児通所給付費、特例障害児通所給付費について、審査結果一覧情報を作成できるように変更 

過誤申立書情報 障害児通所給付費・入所給付費等明細書、特例障害児通所給付費等明細書を過誤申立書情報にて過誤できるように、
様式番号（申立事由コードの上２桁）を追加 

給付実績交換情報 市町村受付・支払分の特例障害児通所給付費の給付実績を給付実績交換の対象情報に追加 
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改正内容 情報名 改正内容に基づく対応 

利用者負担の見直し 介護給付費等請求書・明細書情報 介護給付費等 明細書 集計情報レコードの以下の項目名を変更 

 ・「給付率に基づく請求額」⇒「１割相当額」 

 ・「給付率に基づく利用者負担額②」⇒「利用者負担額②」 

障害児給付費等請求書・明細書情報 障害児給付費等 明細書 集計情報レコードの以下の項目名を変更 

 ・「給付率に基づく請求額」⇒「１割相当額」 

 ・「給付率に基づく利用者負担額②」⇒「利用者負担額②」 

相談支援の充実 介護給付費等請求書・明細書情報 相談支援事業所が地域相談支援給付費の請求を行う際に提出する「地域相談支援給付費明細書情報」を追加 

サービス利用計画作成費請求書等情報 相談支援事業所が計画相談支援給付費の請求を行う際に提出する「計画相談支援給付費請求書情報」を追加 

相談支援事業所が特例計画相談支援給付費の請求を行う際に提出する「特例計画相談支援給付費請求書情報」を追
加 

サービス提供実績記録票情報 「地域移行支援提供実績記録票情報」、「地域定着支援提供実績記録票情報」を追加 

障害児相談支援給付費請求書等情報 障害児相談支援事業所が障害児相談支援給付費の請求を行う際に提出する「障害児相談支援給付費請求書情報」を
追加 

障害児相談支援事業所が特例障害児相談支援給付費の請求を行う際に提出する「特例障害児相談支援給付費請求書
情報」を追加 

障害児支援の強化 全体 「障害児支援」、「障害児通所給付費」、「障害児入所給付費」等への全体的な名称の変更 

障害児給付費等請求書・明細書情報 障害児施設等から障害児通所給付費・入所給付費の請求を行う際に提出する「障害児通所給付費・入所給付費等請求
書情報」、 「障害児通所給付費・入所給付費等明細書情報」を追加 

障害児施設等から特例障害児通所給付費の請求を行う際に提出する「特例障害児通所給付費等請求書情報」、「特例
障害児通所給付費等明細書情報」を追加 

「61：児童発達支援」、「62：医療型児童発達支援」、「63：放課後等デイサービス」、「64：保育所等訪問支援」のサービス
について、必要に応じて契約情報を提出できるように、契約情報レコードを追加 

サービス提供実績記録票情報 「障害児施設支援（入所）提供実績記録票情報」を、「障害児入所支援提供実績記録票情報」に情報名を変更 

「児童発達支援提供実績記録票情報」、「医療型児童発達支援提供実績記録票情報」、「放課後等デイサービス提供実
績記録票情報」、「保育所等訪問支援提供実績記録票情報」を追加 

■サービス事業所編 
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