
資料６ 

関係機関による参考資料 

大阪府国民健康保険団体連合会

・苦情から見えてくるサービスの質の改善・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４９ 

・Ｏｈ！Ｓｈｉｅｎ（インターネット情報公開支援サービス）・・・・・・・・・・・１５０ 

大阪法務局 

・みんなの人権１１０番への情報提供・・・・・・・・・・・・・・・・・１５１～１５２ 

大阪労働局 

・介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント・・・・・・・・・・・・１５３～１６２ 

・大阪府の最低賃金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６３ 

・社会福祉施設の労働災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６４ 

・職場における新型コロナウイルス感染症対策・・・・・・・・・・・・・１６５～１６６ 

その他（東大阪市 各課資料） 

・高齢介護室窓口等一部業務委託について【高齢介護室】・・・・・・・・・・・・・１６７ 

・令和３年８月からの介護保険の費用負担に関する事項について【給付管理課】・・・１６８～１７１ 

・介護給付費等過誤申出依頼について【給付管理課】・・・・・・・・・・・１７２～１７４ 

・東大阪市介護給付適正化事業について【給付管理課】・・・・・・・・・・・・・・１７５ 

・第三者行為求償対象者に係る情報提供について【給付管理課】・・・・・・・・・・１７６ 

・東大阪市介護予防・生活支援サービス事業サービス費の改定における留意事項 

【地域包括ケア推進課】・・・１７７～１８１ 

・介護扶助の留意点及び介護扶助適正化について【生活福祉課】・・・・・・１８２～１９５ 

・判断能力の不十分な高齢者・障害者の権利擁護に関する支援について（成年後見制度、 

日常生活自立支援事業）【地域福祉課】・・・・・・・・・・・・・・・・・１９６～１９７ 

・支援職が元気になる講座「介護の職場で起こるハラスメントを防ぐ」について 

（※令和３年度の講座申込書あり）【多文化共生・男女共同参画課】・・１９８～１９９ 

・事業系一般廃棄物の適正な処理について【環境事業課】・・・・・・・・・２００～２０１ 

・１１９番通報について【消防局通信指令室】・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０２ 

・救急通報要領・救急要請時対応ガイド【消防局通信指令室】・・・・・・・２０３～２０４ 

・救急情報シート【消防局通信指令室】・・・・・・・・・・・・・・・ ・２０５～２０６ 
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「苦情から見えてくるサービスの質の改善について」 

大阪府国民健康保険団体連合会

◎苦情に繋がらないために 

（「サービスの提供の記録」に関して、日ごろの苦情相談業務を通して見えてきたこと） 

●サービスの提供の記録には、全て意味があります。 

↓ 

それでは、サービス提供の記録は、何のためのものでしょうか 

↓ 

例をご覧ください。 

（例）◆通所介護サービス 

・家族から「利用者は、足の運びが悪いため、入浴時は、特に声かけや見守りに気をつけてほしい。」と要望を聞い

ていた。 

後日、利用者は、入浴中に足を滑らせて転倒した。 

・家族から、説明を求められた時に、 

サービスを提供した記録がない場合 

・職員が利用者に、どのように声かけや見守りをされていたか分からない 

・見守りをしていた利用者の入浴の様子や転倒した状況（いつ、どこで、何がきっかけで）が分からない 

・利用者の転倒後の状態が分からない など 

（対応） 

・記憶で家族へ説明をすることになり、職員によってまちまちな対応となる。 

（結果） 

・家族に不信感を抱かせ、苦情に繋がる。 

●記録は、利用者に関わる情報伝達を統一するためです。口頭による伝達では、個人の記憶に残るだけで、関わ

る人たちで共有する情報にくいちがいが起きたり、忘れたりということがあります。 

（例）のようにならないためにも、サービスの提供の記録が必要です。以下の運営基準を遵守してください。 

（参考） 

平成 31 年度国保連合会苦情相談・苦情申立件数 

苦情相談 288 件  苦情相談：電話や来会等で助言や情報提供等を行ったもの。 

苦情申立 ３件  苦情申立：苦情申立書を受けたもの。 

計 291 件  

・「運営基準」厚生省令第 37 号「通所介護」参照 

＜サービスの提供の記録について＞ 

第 19 条 指定通所介護事業者は、指定通所介護を提供した際には、当該指定通所介護の提供日及び内容、当該指定通所介護について法第 41 条第６項

の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準

ずる書面に記載しなければならない。 

２  指定通所介護事業者は、指定通所介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合

には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 
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●「Ｏｈ!Ｓｈｉｅｎについて」 

●「介護給付費等請求に係るエラーコード対応マニュアルについて」
本会が通知している「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」において特に件数の多いエラーの説明

と対応方法を取りまとめたマニュアルを、本会ホームページに掲載しておりますので、併せてご活用ください。

【取得方法及びマニュアル例】

介護保険事業所等の皆様 → 審査関連（エラーコード表等） → 介護給付費等請求に係るエラーコード対応マニュアル 

大阪府国民健康保険団体連合会 介護保険室介護保険課 

TEL：06-6949-5446 FAX：06-6949-5417 
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令和３年５月 

介護保険サービス事業者 御中 

東大阪市福祉部高齢介護室長 

高齢介護室窓口等一部業務委託について（お知らせ）

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は､本市の介護保険事業の推進にご協力いただきましてありがとうございます。 

さて、令和３年６月１日から、高齢介護室（介護保険料課・給付管理課・地域包括ケア

推進課）の窓口等一部業務を民間事業者に委託します。これに伴い、窓口及び電話は委託

先の事業者が応対することがありますので、よろしくお願いいたします。 

 なお電話番号等は変更ありません。 

問合先 

東大阪市福祉部高齢介護室 

介護保険料課  TEL 06-4309-3188 

給付管理課 TEL 06-4309-3186 

地域包括ケア推進課 TEL 06-4309-3013 
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令和３年度介護保険サービス事業者集団指導資料 高齢介護室給付管理課 

令和３年８月からの介護保険の費用負担に関する事項について 

（１） 負担割合について 

１ 負担割合区分 

   負担割合区分については以下のとおりです。 

（平成３０年８月１日から）

本人が市町村民税を 本人の 年金収入＋その他合計所得金額　　 １人の世帯　　　　　     ３４０万円
課税されている場合 合計所得金額 かつ  特別控除後　　 ２人以上の世帯  　　　　４６３万円

特別控除後が 　　　　　　　　　　　（単身で年金収入のみの場合は、３４４万円以上に相当）
２２０万円以上

３割負担

3割の対象とならない人で

本人の 年金収入＋その他合計所得金額　　 １人の世帯　　　　　　   ２８０万円
合計所得金額 かつ  特別控除後　　 ２人以上の世帯 　　　 　３４６万円
特別控除後が
１６０万円以上 ２割負担

上記以外の利用者 １割負担

本人が市町村民税を
課税されていない又は
生活保護を受給されて １割負担
いる場合

6
5
歳
以
上
の
人

＞

＞

２ 今後の予定 

７月中旬に利用者負担を示す証明書として、オレンジ色の「介護保険負担割合証」を要

介護（支援）認定者等へ送付します。７月以降に要介護認定が決定した場合は、７月下旬

に順次送付します。令和２年中の所得情報に基づき、令和３年８月１日から令和４年７月３

１日までの有効期間となります。介護保険事業者は、「介護保険負担割合証」を必ず確認し

てください。 
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３ 負担割合の変更がある場合 

所得更正や世帯構成の変更により負担割合の変更がある場合、変更後の「介護保険負

担割合証」を改めて発行します。下記の③に該当する場合は、予め変更前と変更後の負

担割合を併記した「介護保険負担割合証」を発行します。 

① 住民税の所得更正による場合 

「介護保険負担割合証」の有効期間の始期である直近の８月まで遡って変更。 

② 世帯員の転出入、死亡などにより世帯内の第１号被保険者数が変わる場合 

当該事実があった月の翌月初日から変更。（当該日が初日の場合は、その月から変更） 

③ ６５歳到達の第１号被保険者の場合 

  ２割負担となる場合、年齢到達月の翌月初日から変更。（当該日が初日の場合は、その

月から変更） 

４ 留意事項 

負担割合が３割負担者に対する給付制限は４割負担となり、それ以外は３割負担となり

ます。 

給付制限対象者についても、１割～３割が記載された「介護保険負担割合証」を発送し

ますが、負担額は被保険者証の記載のとおり、給付制限の期間は３割または４割負担とな

りますので、ご注意ください。 

適用期間が記載されていま

す。年度途中で負担割合に変

更がある場合は、上段記載が

変更前で、下段記載が変更後

となります。 

介護サービスを受けるときの負

担割合が記載されていますの

で、確認してください。 
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（２） 特定入所者介護（介護予防）サービス等について 

１ 令和３年８月からの制度改正について 

①基準費用額（食費）の変更 

（変更前）食費 ： 1,392 円 ⇒ （変更後）食費 ： 1,445 円 

②負担限度額の変更 

第３段階が細分化され、食費の負担限度額の一部（掛け部分）が変更します。 

・介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は（ ）内の金額 

③預貯金等の要件の変更

変更前 全段階 単身 1,000 万円以下、夫婦 2,000 万円以下 

変更後 

第１段階 単身 1,000 万円以下、夫婦 2,000 万円以下 

第２段階 単身 650 万円以下、夫婦 1,650 万円以下 

第３段階① 単身 550 万円以下、夫婦 1,550 万円以下 

第３段階② 単身 500 万円以下、夫婦 1,500 万円以下 

※第２号被保険者の預貯金基準は段階に関わらず従来どおり 

利用者負担段階 
食費 居住費（変更なし） 

施設 短期入所 ユニ個 ユニ個多 従来個室 多床 

第

1 

市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者、生活保護

受給者 
300 円 300 円 820 円 490 円 

490 円 

（320 円） 
0 円 

第

2 

市町村民税世帯非課税で年金収入+その他合計所得金額

が 80 万円以下の人 
390 円 

390 円 

→600 円 
820 円 490 円 

490 円 

（420 円） 
370 円 

第

3 

市町村民税

世帯非課税

で、利用者負

担段階第 2

段階以外の

人 

（第 3①：令和 3年 8 月から）

左に該当し、年金収入+その他の合計所得

金額が 80 万円超 120 万以下の人

650 円 
650 円 

→1,000 円 

1,310 円 1,310 円 
1,310 円 

（820 円） 
370 円 

（第 3②：令和 3年 8 月から） 

左に該当し、年金収入+その他の合計所得

金額が 120 万円を超える人 

（新設） 

1,360 円 

（新設） 

1,300 円 

基

準 

次のいずれかに該当する人 

・市町村民税世帯課税の人 

・配偶者（世帯分離をしている配偶者、内縁関係等含む）

が市町村民税課税の人 

・預貯金等が一定額を超える人 

1,392 円 

→1,445 円 

1,392 円 

→1,445 円 
2,006 円 1,668 円 

1,668 円 

（1,171 円） 

377 円 

(855 円） 
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２ 申請について

新規・更新の申請には預貯金等の確認資料（通帳の写しなど）の添付が必要です。令和

２年度のみ新型コロナウィルス拡大防止のため更新の場合は不要としていましたが、令和

３年度は預貯金等の要件が変更するため必ず添付してください。 

（３） 高額介護サービス費について 

令和３年８月からの制度改正にいて 

高額介護（予防）サービス費の自己負担限度額の区分が次のとおり変更します。 

区  分 
自己負担限度額（月額） 

（令和３年７月まで） 

自己負担限度額（月額） 

（令和３年８月から） 

現
役
並
み
所
得
者
※

年収約 1160 万円以上 140,100 円 

年収約 770 万円以上約

1160 万円未満 
44,400 円 93,000 円 

年収約 383 万円以上約

770 万円未満 
 44,400 円 

一般 44,400 円 44,400 円 

市町村民税世帯非課税等 24,600 円 24,600 円 

年金収入 80 万円以下等 15,000 円（個人） 15,000 円（個人） 

生活保護受給者等 15,000 円 15,000 円 

※世帯内に課税所得 145万円以上の被保険者がいる場合であって、世帯年収520万円以上（単身世帯の場合は383万円以上） 

（４） その他 

負担割合や負担限度額、高額介護サービス費の上限額（受領委任払いの場合）が遡及

変更した場合の利用者負担については、サービス事業所が東大阪市に介護給付費の過

誤申立を行い再請求することにより、被保険者に追加徴収又は差額返還での調整をお願

いします。 
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介護給付費等過誤申出依頼について 

介護保険の過誤申立依頼とは 

 居宅介護支援費やサービス費等の国民健康保険団体連合会 (以下 「国保連 」という。) に対する請

求において、請求明細の記載誤りによって実際のサービス提供実績とは異なった額で支払われた場合

に行う手続きで、支払い決定済みの請求を取り消す(＝取り下げる)ことです。 

 請求明細の記載誤りによって、実際のサービス提供実績とは異なった額で支払われた場合には、一度

請求を「取り下げ」て、支払われた介護給付費を返還した上で再請求を行わなければ、正しい介護給付

費の支払いを受けることができません。 

 この「取り下げ」を行わずに再請求を行った場合には、既に国保連に支払い実績が存在していますの

で重複請求エラーとなってしまいます。 

 また、請求すべきではない請求を行い、支払いが行われた場合にも、この「取り下げ」の方法により介護

給付費の返還を行わなければなりません。 

過誤申立依頼のしかた 

 一般過誤 (通常の過誤取下 )と同月過誤があります。過誤申立依頼書の右上の欄の、一般 ・同月の

区分に○をつけ、同月過誤の場合は再請求する月を記入してください。取下げのみは一般過誤になりま

す。 

※請求した月と同月に過誤申立はできません。 

※審査が終了していないものは過誤申立できません。審査が確定したもののみ過誤申立の対象になる

ので、翌月過誤申立してください。 

※大量に過誤申立を行う場合は必ず事前にご連絡ください。 

一般過誤(通常の過誤取下) 

 審査決定の翌月以降に、保険者に過誤申出をし、請求 (給付実績 )のあった給付費明細書を取下げ

ます。その後 、国保連より送付されます「介護給付費過誤決定通知書 」を確認のうえ、事業所は国保連

へ再請求を行ってください。 

一般過誤申立の〆切日 ：毎月 10 日

同月過誤 

 過誤取下と再請求を同一月内に処理することです。そのため「介護給付費過誤決定通知書 」を未確

認のまま再請求することになります。同月過誤取下の申立をされた場合は、国保連に対し、保険者の〆

切日の翌月 1～10 日の受付期間中に過誤取下分の再請求を必ず行ってください。  

※他都道府県の事業所の場合は、念のため同月過誤について各国保連に確認をしてください。 

同月過誤申立の〆切日 ：毎月 20 日

提出書類

①介護給付費過誤申立依頼書または介護予防 ・日常生活支援総合事業費過誤申立依頼書  

②国保連に請求した明細書の写しと修正 した明細書の写し。それぞれに正と誤を記入して添付 (一般過

誤、同月過誤ともに) 

問合先  

 東大阪市福祉部高齢介護室給付管理課      TEL：06(4309 )3186 
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※一般過誤または同月過誤を○で囲み、同月過誤の場合は

再請求月を必ず記入してください。

様式

申立理由

 注）　この依頼書に大阪府国民健康保険団体連合会に請求した明細書の写しと正しい明細書を

　　　正と誤を明記した上でそれぞれ１部添付してください。

備考

（　　　　　　　　　）
受付者

（　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

受　付　印

高額介護サービス費確認

有　　　　・　　　　無

申立理由番号 申　立　理　由

０２ 請求誤りによる実績取り下げ

４９ 適正化による保険者申立の取り下げ

６１ 施設サービス等介護給付費明細書（介護医療院サービス） 様式第9の2

７０ 施設サービス等介護給付費明細書（介護療養施設サービス） 様式第10

５０
施設サービス等・地域密着型サービス介護給付費明細書
（介護福祉施設サービス・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）

様式第8

６０ 施設サービス等介護給付費明細書（介護保健施設サービス） 様式第9

４０ 居宅介護支援介護給付費明細書 様式第7

４１ 介護予防支援介護給付費明細書 様式第7の2

３５
地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書
（介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用））

様式第6の6

３６
居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書
（特定施設入居者生活介護（短期利用）・地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用））

様式第6の7

３３ 介護予防サービス介護給付費明細書（介護予防特定施設入居者生活介護） 様式第6の4

３４ 地域密着型サービス介護給付費明細書（認知症対応型共同生活介護（短期利用）） 様式第6の5

３１
地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書
(介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外））

様式第6の2

３２
居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書
（特定施設入居者生活介護（短期利用以外）・地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用以外））

様式第6の3

２Ｂ 介護予防サービス介護給付費明細書（介護医療院における介護予防短期入所療養介護） 様式第4の4

３０ 地域密着型サービス介護給付費明細書(認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）） 様式第6

２６ 介護予防サービス介護給付費明細書（病院等における介護予防短期入所療養介護） 様式第5の2

２Ａ 居宅サービス介護給付費明細書（介護医療院における短期入所療養介護） 様式第4の3

２５
介護予防サービス介護給付費明細書
（介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護）

様式第4の2

２３ 居宅サービス介護給付費明細書（病院等における短期入所療養介護） 様式第5

２４ 介護予防サービス介護給付費明細書（介護予防短期入所生活介護） 様式第3の2

２２ 居宅サービス介護給付費明細書（介護老人保健施設における短期入所療養介護） 様式第4

１１
介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書
(介護予防居宅療養管理指導・介護予防福祉用具貸与・介護予防小規模多機能型居宅介護　等）

様式第2の2

２１ 居宅サービス介護給付費明細書（短期入所生活介護） 様式第3

※該当する様式番号・申立理由番号を○で囲んでください。

様式番号 様　式　名　称 明細書様式

１０
居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書
（訪問介護・通所介護・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・小規模多機能型居宅介護　等）

様式第2

被保険者番号

電話番号 　　　　　　　（　　　　　　）
被保険者氏名

FAX番号 　　　　　　　（　　　　　　）

サービス
提供年月

　 　　　　　　年　　　　月
～　　        年　　　　月

担当者名

介護給付費過誤申立依頼書

一般過誤

同月過誤（　　　　　年　　　月再請求分）

保険者名 東大阪市 事業所番号

事業所名
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※一般過誤または同月過誤を○で囲み、同月過誤の場合は

再請求月を必ず記入してください。

様式

申立理由

 注）　この依頼書に大阪府国民健康保険団体連合会に請求した明細書の写しと正しい明細書を
　　　正と誤を明記した上でそれぞれ１部添付してください。

備考

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立依頼書

一般過誤

同月過誤（　　　　年　　月再請求分）

保険者名 東大阪市 事業所番号

事業所名
被保険者番号

電話番号 　　　　　　　（　　　　　　）
被保険者氏名

FAX番号 　　　　　　　（　　　　　　）

サービス
提供年月

　 　　　　　　年　　　　月
～　　        年　　　　月

担当者名

２０ 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書（介護予防ケアマネジメント費） 様式第7の3

９９ 東大阪市からの勧奨によるもの

（　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

申立理由番号 申　立　理　由

０２ 請求誤りによる実績取り下げ

有　　　　・　　　　無

（　　　　　　　　　）
受付者

受　付　印

高額介護予防サービス費相当事業確認

※該当する様式番号・申立理由番号を○で囲んでください。

様式番号 様　式　名　称 明細書様式

１０ 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書（訪問型サービス費・通所型サービス費） 様式第2の3
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３．東大阪市介護給付適正化事業について 

東大阪市では「東大阪市介護給付適正化計画重要事業実施計画書」を策定し、「要介護認定

の適正化」「ケアプランの点検」「医療給付情報の突合」「縦覧点検」「給付費通知」「住宅改修の適

正化」「福祉用具購入・貸与の調査」「給付実績の活用」の適正化事業を実施しています。 

令和３年４月より、福祉用具の利用者にかかる訪問調査を実施いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

１． 要介護認定の適正化 

・認定調査票及び主治医意見書を点検する。 

・認定調査員の新規及び現任研修、介護認定審査会委員に対する研修を実施する。 

・市の認定調査員職員が委託事業所新規調査員に実地見学研修を行う。 

２． ケアプランの点検 

ケアプラン等を点検し、利用者の自立につながる、真に必要なサービスが適切に位置づけら

れているか確認する。 

３． 医療給付情報の突合 

国保連介護給付適正化システムから出力される「医療情報との突合リスト」等を用いて、給

付状況を確認する。 

４． 縦覧点検 

国保連介護給付適正化システムから出力されるリスト等を用いて、給付状況を確認する。 

５． 給付費通知 

給付実績等から、利用者ごとに直近６か月の利用実績を記載した給付費通知書を送付す

る。 

６． 住宅改修の適正化 

・事前協議及び事後申請の書類を点検する。 
・申請の一部を抽出して、住宅改修の計画内容の適正化を検証する実地調査を実施。特定
非営利法人に委託。 

７． 福祉用具購入・貸与の調査 

・（新）利用者の一部を抽出して、リハビリテーション専門職による福祉用具の利用状況及び

計画内容を点検する訪問調査を実施。 

・ケアプランの点検実施時に福祉用具購入・貸与について、必要性を確認する。 

・介護支援専門員から提出された理由書により軽度者の福祉用具貸与について必要性を確

認する。 

・国保連合会から配信される給付実績の情報を活用して点検する。 

８． 給付実績の活用 

・国保連合会から配信される給付実績等の情報を活用して、不適正な給付がないか確認す

る。 
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第三者行為求償対象者に係る情報提供について（お願い） 

1. 第三者求償とは 

交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介

護給付が必要となったりした被害者（被保険者）が介護サービスを利用した場合、その

費用は加害者である第三者が負担すべきと考えられています。 

介護保険では、介護保険法第 21 条第 1項の規定に基づき、第三者行為が原因による

介護保険給付額を限度として、保険者（東大阪市）は、被保険者が第三者（加害者）に

対して有する損害賠償の請求権を取得するとされています。 

このように、第三者行為が原因で、保険者が受けた損害を補てんするための求償行為

を「第三者行為求償」といいます。 

平成 28 年 4 月 1 日より、第三者行為により介護保険給付を受ける場合、被保険者は

保険者への届出が義務となりました。 

2. 第三者行為により介護が生じる可能性がある場合について 

第三者行為による求償事務は、被保険者が東大阪市へ届出することによります。第三

者行為が原因で介護保険給付を受けることになった場合、速やかに東大阪市に届出が必

要です。サービス事業者においては、該当者について東大阪市への情報提供にご協力願

います。東大阪市は、損害賠償の徴収等に関する一連の手続きを「大阪府国民健康

保険団体連合会」に委託しています。東大阪市に提出された書類に基づき、第三者側

（加害者・損害保険会社等）と東大阪市から委託された大阪府国民健康保険団体連合

会が損害賠償の交渉を行います。 

3. 届出の提出書類 

① 第三者行為による傷病届 

② 事故発生状況報告書 

③ 同意書 

④ 誓約書（第三者が記入） 

⑤ 交通事故証明書（警察署で発行）の写し 

4. その他 

第三者行為による介護保険給付を受けている可能性がある被保険者の方について、

東大阪市から届出についてご案内する場合がありますので、ご協力願います。 

問合先：東大阪市福祉部高齢介護室給付管理課 ℡06-4309-3186 
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介護扶助の留意点及び介護扶助適正化について 

東大阪市生活支援部生活福祉室生活福祉課 

令和３年５月 
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１. 生活保護制度について 

 生活保護法は、日本国憲法第 25 条の理念により、国が生活に困窮するすべての国民に対し、

その困窮の程度に応じ必要な保護をおこない、最低限度の生活の保障と自立を助長することを目

的としています。 

〇生活保護制度の基本原理 

生活保護法には生活保護制度を運営するにあたって、国民が等しく理解し、遵守しなけれ

ばならない原理が明記されています。 

最低生活保障の原理（生活保護法第 1条） 

国はその責任において、生活に困窮する全ての国民の最低限度の生活を保障すると

ともに、その自立を助長します。 

無差別平等の原理（生活保護法第 2条） 

生活困窮におちいった原因を一切問わず、生活に困窮しているかどうかという経済

状態だけに着目して行います。 

最低生活保障の原理（生活保護法第 3条） 

憲法で定められた、健康で文化的な生活水準を維持することができる、最低限度の

生活が保障されます。 

保護の補足性の原理（生活保護法第 4条） 

資産の活用：資産があれば活用してまず生活費に充てます 

能力の活用：稼働能力があればそれを活用することが求められています。 

扶養義務者の扶養：民法上の扶養義務が優先されます。 

他法他施策優先：活用できる他の制度をまず活用します。 

保護の種類（要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われます） 

種類 内容 給付 

生活扶助 衣食その他の日常生活品を購入する生活費、光熱水費 

現金給付 教育扶助 義務教育に必要な費用（学費、学用品、給食費、通学用品） 

住宅扶助 家賃や住宅を維持するのに必要な費用 

医療扶助 健康保険に準じて治療に必要な費用 
現物給付 

介護扶助 介護サービスに必要な費用 

出産扶助 分娩に必要な費用 

現金給付 生業扶助 就労に必要な費用、高校就学費用 

葬祭扶助 葬祭に必要な費用 

収入と医療扶助・介護扶助の関係例 

① 収入 生活扶助 医療扶助・介護扶助 

最低生活費 医療・介護の費用 

② 収入 医療扶助・介護扶助 

不足分を給付します 
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２. 介護扶助とは 

生活保護における８つの扶助の１つであり、介護保険創設（平成１２年度）とともに新たな

扶助として創設されたものです。生活保護受給者（以下、「受給者」）がサービスを利用した場

合に現物給付されます。介護扶助の給付を受けるには、要介護認定、要支援認定又は基本チェ

ックリストによる確認を受け、要介護状態、要支援状態、基本チェックリストに該当する状態

であると認定されることが必要です。 

介護扶助は、居宅介護支援計画に基づいて行うものに限られています。そのため介護扶助の

決定は、担当のケアマネジャーが居宅介護支援計画等（サービス利用票・利用票別表・居宅（施

設）サービス計画書等）を各福祉事務所に提出することにより行われます。居宅介護等に係る

介護扶助の程度は、介護保険法に定める居宅介護サービス費等区分支給限度額の範囲内で必要

かつ最小限の額です。生活保護受給者のケアプラン作成にあたっては、区分支給限度額を超え

るものは認められません。 

居宅介護等に係る介護扶助の程度は介護保険法に定める区分支給限度額の範囲内であること 

（介護扶助実施方式） 

福祉事務所は居宅介護支援計画等を確認した後、介護サービスごとに事業者に対して介護券

を毎月発行・送付します。サービス事業者は介護券に基づき公費分を国保連合会にご請求いた

だくこととなります。 

介護扶助の種類 

内容 給付
居宅介護 
介護予防 
介護予防・日常
生活支援

居宅サービスについて居宅介護（介護予防）支援計画等に基づ
き支給を決定し現物給付します。 現物

給付 

福祉用具 
介護予防福祉用
具 

被保護者の申請により、福祉用具購入の対象であるかを確認
し、原則として現金給付します。 
※ 被保険者以外の者にあっては、障害者総合支援法の日常生
活用具の給付等を受けることができない場合であること

現金
給付 

住宅改修 
介護予防住宅改
修 

被保護者の申請により、住宅改修の対象であるかを確認し、原
則として現金給付します。 
※ 被保護者以外の者にあっては、障害者施策での給付を受け
ることができない場合であること

現金
給付 

施設介護 施設サービスについて施設サービス計画等に基づき支給を決
定し現物給付します。

現物
給付

移送 居宅サービス利用時の交通費や介護施設への入所・退所に伴う
移送の交通費等（なるべく現物給付）について、最小限の実費
を支給します。

現物
給付 
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被保険者と介護扶助の負担割合 

被保険者 負担割合 

【第１号被保険者】 

 市町村の区域内に住所を有する６５歳以上の者 

 (生活保護受給者でも被保険者となる) 

介護保険９０％ 
介護扶助 

１０％ 

【第２号被保険者】 

 市町村の区域内に住所を有する４０歳以上６５歳未満

の医療保険加入者※1で加齢に伴う特定疾病※2により要介

護(要支援)状態の者 

介護保険９０％ 
介護扶助 

１０％ 

【被保険者以外の者（２号みなし）】 

 市町村の区域内に住所を有する４０歳以上６５歳未 

満の医療保険未加入者※１で加齢に伴う特定疾病※２によ

り要介護(要支援)状態の者 

介護扶助１００％ 

※１ 国民健康保険に加入していた場合は、生活保護受給者になることにより、国民健康保険の被保険者

から除かれる（国民健康保険法第６条）ため介護保険の被保険者とはならない。 

国民健康保険法（適用除外） 

第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康

保険の被保険者としない。 
九 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）による保護を受けている世帯（その保護を停

止されている世帯を除く。）に属する者

※２ 加齢に伴う特定疾病１６種類【介護保険法施行令第２条】 

①末期がん（医師が判断したものに限る）、②関節リウマチ、③筋萎縮性側索硬化症④後縦靭帯骨化症、

⑤骨折を伴う骨粗鬆症、⑥初老期における認知症、⑦進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパ

ーキンソン病、⑧脊髄小脳変性症、⑨脊柱管狭窄症、⑩早老症、⑪多系統萎縮症、⑫糖尿病性神経障害・

糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、⑬脳血管疾患、⑭閉塞性動脈硬化症、⑮慢性閉塞性肺疾患、⑯両側

の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

被保険者以外の者（2号みなし）とは 

介護保険の被保険者に該当しないため、介護給付費全額が介護扶助より給付されます。給

付対象サービスは最低限度の生活を保障するという生活保護制度の趣旨目的から原則とし

て介護保険の給付対象サービスと同範囲とされています。（生活保護法第１５条の２） 

 被保険者番号はHから始まり費用の全額を介護扶助に請求します。ケアプランの作成料も

介護扶助に請求することになります。 

全額が介護扶助で支給されるため、他に使える制度（障害者総合支援法、難病法など）が

ある場合は優先して他の制度を利用することになります。介護扶助は他の制度で給付されな

いものを支給することになります。 
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３. 生活保護法改正に伴う指定介護機関の指定申請について 

指定介護機関について 

指定介護機関とは、生活保護法による介護扶助を行うため介護を担当する機関をいい、都道

府県知事・政令市または中核市の市長が管内の事業所について、その事業ごとに指定します。 

指定介護機関が遵守すべき内容として指定介護機関介護担当規定が定められています。また、

医療機関等に関しても指定医療機関医療担当規則が定められています。 

（指定介護機関の義務） 

第 1条 指定介護機関は、生活保護法に定めるところによるほか、この規定の定めるところに

より、介護を必要とする被保護者の介護を担当しなければならない。（以下略）

<参考>指定介護機関介護担当規定（厚生省告示第 191 号 平成 12年 3月 31 日） 

<指定介護機関の義務（生活保護法第５０条）> 

(１)生活保護法の規定により指定を受けた介護機関は、厚生労働大臣の定めるところ（指定介

護機関介護担当規程）により、懇切丁寧に被保護者の介護を担当しなければなりません。 

(２)指定介護機関は、被保護者の介護について、厚生労働大臣又は都道府県知事、政令市及び

中核市の市長の行なう指示に従わなければなりません。 

<指定介護機関における留意事項> 

(１)介護扶助はサービスを受ける保護受給者の生活保護を実施している福祉事務所から委託さ

れることにより現物給付していただくことになります。福祉事務所から送付される介護券

を確認のうえサービスを行ってください。（受給者番号、有効期間、本人支払額等の確認） 

(２)介護券からレセプト（介護給付費明細書）へ必要事項の転記を正確に行ってください。 

(３)介護券については、福祉事務所におけるレセプトの点検が終了するまで保管してください。

点検終了後は介護機関において適正な処分をしてください。 

(４)介護券に本人支払額の記載がある場合は、本人から当該金額を徴収し、残額を介護報酬と

して大阪府国民健康保険団体連合会(国保連)に請求して下さい。 

居宅介護の場合の本人支払額の上限は 15,000 円です。本人支払額の全額が徴収でき

ない場合は、速やかに福祉事務所へ連絡のうえ調整をお願いします。 

※ 介護保険被保険者に限る。2号みなしの者については介護費全額が上限です。 

(５)生活保護制度においては最低限度の生活の保障という観点から、介護保険の対象となる範

囲についてのみ給付を行ないます。 

(６)被保護者の個室等の利用は、生活保護法では、原則認められません。利用を認める場合は

「居住費の利用者負担分について、保護費で対応しなくても入所が可能な場合」に限定さ

れます。 

介護保険における経過措置により居住費についての取扱いが多床室と同様の取

扱いとされる場合 

自治体の単独事業により居住費の利用者負担分が免除される場合 

施設側が利用者の収入の状況にかんがみ、利用者から居住費の徴収を行わない場

合 

(７)生活保護法による指定を受ける際に同時に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（以降、「中国残留邦人

等支援法」）による指定も受けることとなります。中国残留邦人等支援法にかかる介護支援

給付は生活保護の介護扶助に準じた方法で実施されますが、詳細についてはサービスを受

ける受給者の支援給付を実施している福祉事務所へご確認ください。
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４. 生活保護法指定介護機関の各種申請手続について 

みなし指定について 

平成 26年 7月 1日以降に介護保険法の規定による指定または開設許可をうけた全ての介護

機関について、生活保護法の規定による指定がなされたものともとみなされます。（みなし指定） 

また、介護機関の指定取消し等があった場合は、生活保護法による指定の効力も失効します。 

「介護サービス事業所は要介護高齢者等の身体及び生命に直接関わるサービスを提供しており、

法令遵守が求められることから、悪質な事業者や介護支援専門員等を排除するため、介護保険法

第 69条の２第1項第三号、第77条第 1項第十号等において「国民の福祉に関する法律」につ

いて規定し、介護保険施行令第 35条の２及び第35条の５において列挙した法律において一定

の事由に該当した事業者等の登録拒否や指定取り消しが可能」となっています。この「国民の福

祉に関する法律」の中に生活保護法も含まれており生活保護法による指定を取り消された場合、

介護保険の指定も取り消される場合があります。 

なお、平成 26年７月１日法改正以前に介護保険法の指定を受けていた事業所が生活保護の指

定を新たに希望するときは、みなし指定の適用はされませんので、生活保護の指定申請が必要で

す。この場合、介護機関のサービスを一部又は全部を廃止した際は廃止届が必要になります。 

※訪問看護ステーションで「医療扶助」の請求を行う場合は、みなし指定とはなりませんので

別途、生活保護法指定医療機関の申請が必要です。 

<生活保護のみなし指定を不要とする場合> 

介護保険法の規定による指定または開設許可をうけた介護機関が生活保護の指定を不要とす

る場合、申出書により「別段の申出」を行う必要があります。 

<介護機関の変更等について> 

事業者名の変更等の変更事項（表１参照）は「みなし指定」にはなりません。生活保護法の

指定を既に受けている介護機関は、介護保険法だけでなく生活保護法についても変更届等の提

出が必要となります。 

申 請 ・ 届 出 を 要 す る 事 項 提出書類 

指定介護機関の名称、所在地、電話番号の変更 変更届 

開設した事業者の名称又は事業者の主たる事務所の所在地（個人の場合

は氏名や住所）の変更、電話番号の変更 
変更届 

事業所の管理者氏名の変更 変更届 

事業者の代表者氏名の変更 変更届 

事業を休止する場合 休止届 

休止した指定介護機関が再開した場合 再開届 

生活保護法の指定を辞退するとき 辞退届 

※申請様式に関しましては東大阪市ホームページ＞事業者の方へ＞福祉・介護保険＞生活保護法＞生活保護法

等による介護機関の指定にございますのでご参照ください。 
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５. 介護券について 

生活保護受給者が介護サービスを利用した場合、本人には現物給付が行われます。被保護

者に対して介護サービスを提供いただく場合には、担当のケアマネジャーが必ず居宅介護支

援計画等（サービス利用票・利用票別表・居宅（施設）サービス計画書等）を各福祉事務所

にご提出ください。福祉事務所は居宅介護支援計画等を確認した後、介護サービスごとに事

業者に対して介護券を毎月発行・送付します。居宅介護支援計画書等の作成にあたりまして

は、必ず要介護（要支援）状態区分が確定したものについて、区分支給限度額内で収まるよ

うに調整いただきますようお願いいたします。事業所は、介護券の内容に基づき国保連合会

に介護扶助相当額を請求いただくことになります。なお、平成 29 年 4 月よりシステムの変

更に伴い介護券の様式が変更となっております。介護券の内容をご確認の上、介護給付費明

細書に公費負担者番号、受給者番号等の必要事項を正確に転記してください。 

６. 生活保護行政適正化について 

本市では、生活保護受給者が人口の約 4％であり、市の予算全体の約 2 割を占める状況とな

り、財政硬直化の主たる要因ともなっています。これを受け、平成 24 年 1 月に市長を本部長

とした「生活保護行政適正化推進本部」が設置されました。 

また、平成 24 年 9 月には、適正化に向け具体的な内容や数値目標を盛り込んだ「東大阪市

生活保護行政適正化行動計画」を策定しました。この計画の中で、介護扶助の適正化も推進し

ており、福祉事務所に専門の適正化推進員を配置し、請求内容の検証や請求誤りの点検などを

行っております。 

適正化に伴う点検について 

点検では、被保護者の状態に応じた適切なケアプランが作成されているか、被保険者以外の

者（２号みなし）の者について、「生活保護法 4条の２」の他法優先の原則により、障害者総合

支援法や難病法など他法が活用できないか、また、受給資格など請求内容に過誤がないか等の

確認を行っています。事業者の皆さまにも請求内容などについて確認させていただくことがあ

ると思いますのでご協力お願いいたします。 

〈参考：介護扶助の程度〉 

介護扶助の程度は、生活保護法第 8条に被保護者の需要を基とし、不足分を補う程度におい

て行うもので、必要な事情を考慮して最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであっ

て、且つ、これを超えないものでなければならないとされています。 

生活保護法第 54 条の 2第 4 項において準用する同法第 52 条の規定による介護の方針及

び介護の報酬に基づきその者の介護サービスに必要な最小限度の額 

厚生労働大臣の定める基準 昭和 38 年厚告１５８「生活保護法による保護の基準」 

〈参考：介護扶助の適正化について〉H23.3.31 社援保発 0331第 14号 

１ 居宅サービス計画（ケアプラン）の確認 

２ 介護券交付処理簿と介護給付費公費受給者別一覧表との照合 

３ 医療扶助給付情報との照合 
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適正化業務における主な指摘事項について

内容 対処 参考 

古い受給者番号が使用さ

れている。 

福祉事務所より送付された介

護券を確認のうえ請求をして

ください 

介護扶助運営要領５－２－（７）

－オ 

（ウ）介護券から介護給付費明

細書への正確な転記 すでに廃止された受給者

についての請求がある 

保険者へ過誤申立をおこなっ

てください。※１ 

福祉事務所が変更となった場合に

は公費負担者番号が変更となってい

ます。誤った古い公費負担者番号で

の請求が増えていますのでご注意く

ださい。 

２号みなしの受給者が月

途中で１号被保険者とな

っているが、全額介護扶

助での請求がある。 

保険者へ過誤申し立てをおこ

なってください。それぞれの保

険者へ請求を分けて行ってく

ださい。 

月額包括報酬の日割り請求にか

かる適用（平成 30 年 3 月 30 日老

健局介護保険計画課・老人保健課事務

連絡）

2 号みなしの受給者への

他法他施策の適用ができ

ていない 

介護扶助に優先して給付され

る他法他施策を活用してくだ

さい。 

介護扶助運営要領５－２－（２） 

他法他施策との関係 

区分支給限度額を超えた

サービスの提供が行われ

ている 

介護扶助の程度は、区分支給限

度額の範囲内であること。居宅

サービス計画の見直し 

介護扶助運営要領５－２－（１） 

決定の際の留意事項（ア） 

受給者の状態からみて過

剰なサービスの提供が行

われている。 

受給者の介護サービスに必要

な最小限度の額とすること。居

宅サービス計画の見直し 

生活保護法第 8条 

厚告158生活保護法による保護

の基準 

※１ 他市が保険者である場合は公費分過誤申出書により福祉事務所が返戻する場合があります。 

介護扶助の受給資格確認について 

介護扶助における受給資格の確認については以下のとおりとなっています。保護廃止後や受給

決定前など受給資格がないと思われる請求があった場合は、福祉事務所より各事業所に連絡をさ

せていただきます。 

 １号・２号被保険者 ２号みなし 

資格点検 福祉事務所 国保連合会 

資格確認 介護給付費公費受給者一覧 被保護者異動連絡票 

確認月 請求月の翌々月 請求月 
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７. 介護扶助と他法他施策との関係 

「要保護者の介護扶助にあたっては、補足性の原理により優先して活用できる他法他施策が

ある場合には、当該保護者に対してこれを活用すべきことを指導するとともに、当該他法他施

策の運営実施機関に連絡して、当該要保護者に関する処遇が適正円滑に行われるように配慮す

ること」となっています。 

とくに２号みなしの受給者は、他法他施策が優先されるため難病法や障害者総合支援法など

が利用できる場合には優先して活用をお願いします。2 号みなしは全額が介護扶助による給付

となるため、原則、他法で給付されないサービスについてのみ介護扶助が適用されます。 

生活保護では、他に使用できる法律や施策がある場合は、生活保護による扶助に優先されます（他法優先）。 

第 4条の２ 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優

先して行われるものとする（生活保護法） 

介護扶助に優先される主な介護保険優先公費等 

公費負担医療等 負担割合 対象サービス 資格証明等 

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（精神通院医療） 

100 

訪問看護、介護予防訪問看護 受給者証 

原子爆弾被爆者に対する援

護に関する法律（一般疾病医

療費の給付） 

100 

介護老人保健施設サービス及び介護医療院サービス含め医療系

サービス（介護予防サービスを含む）の全て 

※食費及び居住費を除く 

被爆者健康

手帳 

難病の患者に対する医療等

に関する法律（難病医療費助

成） 
100 

訪問看護、介護予防訪問看護、医療機関及び介護医療院の訪問リ

ハビリテーション、医療機関及び介護医療院の介護予防訪問リハ

ビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

及び介護療養施設サービス及び介護医療院サービス 

受給者証 

被爆体験者精神影響等調査

研究事業 

100 

訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予

防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療

養管理指導、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテ

ーション、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、介護

保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービ

スの医療系サービスの全て。※食費及び居住費を除く 

受給者証 

原爆被爆者の訪問介護利

用者負担に対する助成事

業 

100 

訪問介護、訪問型サービス（みなし）及び訪問型サービス（独

自） 

（前年度の収入により決定、申請先は保健センター） 

被爆者健康

手帳（要受給

資格認定） 

原爆被爆者の介護保険等

利用者負担に対する助成

事業 

100 

介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活

介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅

介護、通所型サービス（みなし）及び通所型サービス（独自） 

令和 3年 4月追加分（国保連へは令和 3年 9月請求分より） 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）、（介

護予防）認知症対応型共同生活介護（短期利用） 

被爆者健康

手帳 
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８. その他 

介護保険負担限度額認定申請の手続きについて 

短期入所サービスや施設サービスを利用する場合に食費や居住費の減免を受けるには、被保護

者が保険者に対して負担限度額認定申請を行う必要があります。申請により、利用者負担第１段

階が適用される為、利用前に手続きをおこなってください。本人が手続きを行うことが困難な場

合には、申請のお手伝いをお願いします。 

また、ユニット型居室に入居する等により居室料の減免が必要な受給者などで社会福祉法人等

による利用者負担の減額等の制度が活用できる場合は、手続きをお願いします。 

短期入所サービスや施設サービスの利用について 

短期入所サービスや施設サービスを利用する場合、被保護者は第一段階の負担限度額となりま

すが、費用の減免をおこなうためには保険者に対して負担限度額認定申請を行う必要があります。

本人が手続きを行うことが困難な場合には、申請のご協力をお願いします。2号みなしについて

は被保険者ではないため補足給付の対象になりませんが、補足給付相当額を福祉事務所が支給し

ます。 

また、ユニット型居室に入居する等により居室料の減免が必要な受給者で社会福祉法人等によ

る利用者負担の減額（居住費及び滞在費のみ）等の制度が活用できる場合は、手続きをお願いし

ます。 

〈被保護者が利用できる利用者負担軽減制度等〉 

 食費 滞在費・居住費 

介護保険負担限度額認定 

（特定入所者介護サービス費） 

1 号・2号 〇 〇 

2 号みなし × × 

社会福祉法人等による生計困難者等に

対する利用者負担軽減制度事業 

1 号・2号 × 〇 

2 号みなし × 〇 

※ 被保護者に係る食費及び居住費（滞在費）については介護保険の「食費の基準費用額」

及び「居住費（滞在費）の基準費用額」の値の範囲内であることが義務付けられていま

す。食費について 300円/日を超える額で国保連に請求した場合は返戻されます。 

<参考>生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針及

び介護の報酬（厚生省告示第 214 号 平成 12 年 4月 19日） 

九 介護保険法第 51 条の３第 5 項に基づき特定入居者介護サービス費の支給があったとみなされた場

合にあっては、同条第 2 項第一号に規定する食費の負担限度額又は同条第二号に規定する居住費の負担

限度額を超える額の支払いを受けてはならない。（以下略） 
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<被保護者の個室利用について> 

居室の種類 施設入所 短期入所 備考 

多床室 ○ ○  

従来型個室 ▲ ○ 短期入所は被保護者本人が滞在

費を支払える場合は利用可、福祉

事務所からの扶助は行われない。 

ユニット型個室 ▲ ○ 

ユニット型個室的多床室 ▲ ○ 

特別な居室 × × 利用者が選定する特別な居室 

○利用可、▲例外的対応または減免等により費用が発生しない場合は可、×利用不可 

平成１７年９月１４日 厚生労働省社会・援護局保護課 事務連絡より 

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護における泊りサービスについて 

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護における泊りサービスの食費や宿泊費

については、補足給付の対象とはなりません。別に保護費での給付も行われないため、食費並

びに宿泊費は本人負担となります。本人が支払を行える場合には利用は可能ですが、費用が高

額となる可能性もあるため、利用にあたっては本人又は家族への説明を十分に行ってください。

また、月途中に入院した場合は、生活保護制度における必要かつ最小限の給付という観点から

一時的に契約を終了し、日割り計算での請求をお願いいたします。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と入院について 

「入院の場合、契約は継続しているので月額包括報酬の請求は可能である。ただし、利用者負

担を考慮して日割りで請求することも差し支えない。」（H25 年 10 月 28 日世田谷区介護保険課が厚生労

働省老健局振興課基準第 1 係に電話確認）生活保護制度における必要かつ最小限の給付という観点から

一時的に契約を終了し、日割り計算での請求をお願いいたします。 

９. 高齢者向け住宅における生活保護実施に関する取り扱い指針について
東大阪市では、被保護者が高齢者向け住宅に入居する場合に生活保護基準への整合性の確認と

サービス内容に関して最低生活の維持・確保を確認することを目的とした指針を定めています。 

指針の概要は、被保護者が入居する施設は原則として各法に定められた住宅であり、東大阪市

有料老人ホーム設置運営指針等の法令を遵守している事業者であることなどが定められています。

要保護者が入居する場合は事前に福祉事務所までご相談ください。直近のデータによると高齢者

向け住宅に入居した被保護者の 1/4が他市からの転入となっています。要保護者が他市から転入

する場合には入居にいたる経過の詳細を福祉事務所に報告願います。 

最近では喀痰吸引や経管栄養など医療依存度の高い受給者を高齢者向け住宅へ入居させる事例

が増えてきています。入居を検討する場合には、喀痰吸引等事業者への登録など医行為を行える

体制を整備してください。入居事業者が医行為を行う場合には、文書による医師の個別指示を受

け各法に則って実施してください。施設の看護師が医行為を実施する場合にも文書による個別指

示が必要です、包括的指示や口頭指示による医行為の実施はできません。 
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保健師助産師看護師法 37条で、「主治の医師又は歯科医師の指示があった場合を除くほか、診療

器械を使用し、医薬品を授与し、医薬品についての指示をし、その他医師又は歯科医師が行うの

でなければ衛生上、危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない（臨時の応急の手当ては例

外的に許容）。」と規定し、「医師の指示」なしに「診療の補助」を行うことが禁止されています。 

内容 根拠法 指示 

療
養
上
の
世
話

患者の症状等の観察、環境整備、食事

の世話、清拭及び排泄の介助、生活指

導などであり、看護師の主体的な判断

と技術をもって行う、看護師の本来的

な業務 

食事（栄養）の管理・援助 

排泄の管理・援助 

清潔の管理・援助 

家族への支援 など 

看護師の本来的業務、

看護師独自の判断で業

とすることができる。 

主治医の指示を必要と

しない 

保助看法 

第５条 

不要 

診
療
の
補
助

身体的侵襲の比較的軽微な医療行為の

一部について補助するもので、比較的

単純なものから、採血、静脈注射、点

滴、医療機器の操作、処置など多岐に

わたっている（静脈注射は平成14年9

月 30 日の通知で診療の補助として正

式に認められた） 

血圧測定 

検温 

採尿 など 

本来的には医師が行う

べき医行為の一部につ

き「医師の指示に基づ

く」という条件を付し

た上で、看護師にも許

容した業務 

医師の指示を必要とす

る行為 

保助看法 

第５条 包括 

褥瘡の処置 

カテーテル管理等医療機

器の管理（喀痰吸引・経管

栄養等） 

静脈注射 

採血 など 

保助看法 

第３７条 

（危険行為） 

医師の指示が

なければ行い

えないもの 

個別 

また、訪問看護事業所との連携により実施する場合には、業務連携に関する契約を締結し、運

営基準に則り、介護保険や医療保険など他の制度による給付との違いを明確に区別してください。 

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成 11年 9月老企第 25号） 

同条 2項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サービスでない指定訪問介護を提供した際に、その

利用者から支払いを受ける利用料の額と、法定代理受領サービスである指定訪問介護に係る費用の額の間に、一方の管理費用

の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはならないこととしたものである。 

 なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定訪問介護のサービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方

法により別の料金設定をして差し支えない。 

イ) 利用者に、当該事業が指定訪問介護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービ

スであることを説明し理解を得ること。 

ロ) 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪問介護事業の運営規定とは別に定められていること。 

ハ) 会計が指定訪問介護の事業の会計と区分されていること。 

<参考 各法に位置づけられた住宅> 

老人福祉法 

第５条の２ 認知症対応型老人共同生活援助事業（グループホーム） 

第５条の３ 養護老人ホーム、経費老人ホーム（ケアハウス） 

第２９条 有料老人ホーム（介護付き・住宅型など） 

高齢者住まい法 第５条 サービス付き高齢者向け住宅 

※平成３１年４月より特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を算定する施設に被

保護者が入居した場合は従前の福祉事務所が保護の実施機関となります。 
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１０. 医療扶助適正化への取り組みについて 

東大阪市では、医療扶助の適正化へ向けて取り組みを行っています。給付要否意見書やレセプ

トの点検で医療扶助の訪問看護などで介護との給付調整により請求できないものや、請求内容が

患者の病状と整合性がとれておらず給付要件を満たしていないものが散見されています。 

このような状況を鑑み、本市では、事業所様に対する聞取りや、訪問看護指示書の確認、受給

者への病状の確認や聞き取りなどを行い、医療扶助の適正な給付が行えるよう点検を強化してお

ります。医療扶助では福祉事務所が医療費の全額を負担する保険者になります。 

〈医療扶助適正化業務における主な指摘事項について〉 

申請内容 指摘事項 

要介護者が退院直後の理由により週３回程度の

訪問看護が必要、特別訪問看護の指示があった

ため医療扶助の支給申請があった。 

特別訪問看護指示は、主治医が診療に基づき、

急性増悪、終末期、退院直後等の事由により、

週４回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に当

該患者に行う必要性を認めた場合に交付されま

す。ここでいう頻回の訪問看護を一時的に行う

必要性とは、恒常的な頻回の訪問看護の必要性

ではなく、状態の悪化等で日常行っている訪問

看護の回数では対応できない場合です。特別訪

問看護指示は医師の診療の日から１４日間で

す。診療を伴わない特別指示が散見されます。

指示を受ける場合には具体的な内容を文書で確

認してください。口頭指示は不可です。 

経管栄養等を受けている要介護受給者に対し、

毎月１４日間急性増悪による特別訪問看護指示

による医療扶助の支給申請があった。 

診療の前の日に点滴指示があったり、診察に伴

わない点滴指示や特別訪問看護指示があった。

指示書には点滴指示が記載されているが具体的

に薬剤名等や期間の指示がされていない。また、

特別指示日が未来の日付であったなど 

真皮を超える褥瘡のため１４日×２回の特別訪

問看護指示があった。 

被保護者の病状確認に訪問をおこなったとこ

ろ、表皮の発赤程度で真皮を超えるような褥瘡

はみられなかった。 

要介護者で難病があるとの理由で、医療扶助の

訪問看護の申請があった。 

要介護者で介護給付が行われないものは、利用

者等告示・四 厚生労働大臣が定める疾病等に

該当する場合であり、これに該当しない難病に

関しては介護給付が優先される。 

要介護者で自立支援医療（精神通院医療）を受

給中で精神科訪問看護指示があったため医療扶

助の訪問看護の申請があった。 

他法優先の原則により、医療扶助ではなく自立

支援医療（精神通院医療）の給付が優先される。 

医療機関からの請求で要介護者にも関わらず定

期的な在宅患者訪問看護・指導料の請求があっ

た。 

要介護者への在宅患者訪問看護・指導料の請求

は難病や急性増悪をのぞき医療と介護の給付調

整により原則できないことになっています。 

末期がんの病名にて在宅がん医療総合診療料の

算定が６か月を超え相当期間ある 

縦覧により６か月を超えて算定されているもの

は社会保険診療報酬支払基金への再審査請求 
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１１. 個別指導の実施 

 東大阪市では、被保護者の処遇が効果的に行われるよう福祉事務所と指定介護機関相互の協

力体制を確保することを主眼として、指定介護機関の個別指導を行っています。 

被保護者の介護サービスの給付に関する事務及び給付状況、介護扶助に対する理解等につい

て介護記録その他の帳簿書類等を閲覧し、懇談形式で実施しますので、ご協力をお願いします。 

〈参考：指定介護機関に対する指導及び検査〉 

 指導 検査 

目的 

被保護者の処遇向上と自立助長に資する

ため、法による介護の給付が適正に行わ

れるよう制度の趣旨、介護扶助に関する

事務取扱等の周知徹底を図る。 

被保護者に係る介護サービスの内容及び

介護の報酬の適否を調査して介護の方針

を徹底させ、介護扶助の適正な実施を図

る 

対象 

すべての指定介護機関 個別指導の結果、検査を行う必要がある

と認められる介護機関及び個別指導を拒

否する指定介護機関 

内容及び

方法 

一般 法並びにこれに基づく命令、告

示及び通知に定める事項につい

て周知徹底を図るため、講習会、

懇談、広報、文書等の方法によ

り行う。 

被保護者に係る介護サービスの内容及び

介護の報酬の請求の適否について、介護

給付費公費受給者一覧表等と介護記録そ

の他の帳簿書類の照合、設備等の調査に

より実地に行う。 

必要に応じ要介護者等についての調査を

合わせて行うこととする 

。 

個別 被保護者の介護サービス給付に

関する事務及び給付状況等につ

いて介護記録その他の帳簿類等

を閲覧し、懇談指導を行う。 

特に必要があると認められると

きは、被保護者についてその介

護サービスの受給状況等を調査

することができる。 

措置 

 介護サービスの内容又は報酬の請求の不

正又は不当の程度に応じて、指定取消、

指定の全部又は一部の効力停止、戒告、

注意とする 

経済上の措置として報酬の返還 

（お問い合わせ先） 

東大阪市生活支援部 

生活福祉室生活福祉課 

TEL：06-4309-3226
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【判断能力の不十分な高齢者・障害者の権利擁護に関する支援について】 

平成 12 年 4 月、介護保険制度の導入や、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の

法律の施行により、福祉サービスが措置から契約へと移行する中で、判断能力の不十分な人であっても福祉サ

ービスの利用が適切に契約できるよう助け、これに伴う日常的金銭管理等をあわせて行う仕組みとして、「日常

生活自立支援事業」の創設と、自己決定の尊重と現有能力の活用、ノーマライゼーションの理念を趣旨として、

判断能力の不十分な人の権利擁護のために「成年後見制度」の施行が行われました。 

これらは、共に判断能力の不十分な高齢者・障害者の権利を守るためのものであり、個々の「判断能力」や、

「具体的な課題」、そして「本人の意思」を尊重した適切な支援が求められています。 

１．成年後見制度 

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な方の権利を守るた

めに、家庭裁判所が選任した後見人等が、本人を保護し、支援する制度です。成年後見制度は、法定後

見制度と任意後見制度の２つに分かれています。法定後見制度は、現在すでに判断能力が十分でない方

が対象になり、本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の３つの区分に分かれます。任意後見

制度は、判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人になる人

を定めて、どのような支援をしてもらうかを契約しておく制度です。 

●法定後見制度について 

 後見人等は同意権・取消権、代理権などの権限の範囲に応じて、財産管理（本人の預貯金や不動

産などの管理、遺産分割協議などの相続手続など）、身上保護（介護・福祉サービスの利用契約や施

設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など）の支援を行います。 

同意権・取消権 

⇒本人が法律行為を行うときに後見人等の同意が必要となります。後見人等の同意がない場

合、後見人等が契約を取り消すことができます。例えば、悪質商法等被害にあい、本人に不

利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまった場合、契約を取り消

し、本人を法的に保護します。 

代理権 

⇒後見人等が本人に代わって財産管理や身上保護に関する契約などの法律行為、それに関する

手続きを行うことができます。 

２．日常生活自立支援事業 

日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方

が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等（「福

祉サービスの利用援助」、「日常的金銭管理サービス」、「書類等預かりサービス」）を行うものです。 

●対象となる人 

  『判断能力が十分ではなく、契約能力のある方』 

※本人に契約能力があっても、施設入所等の契約や高額財産の管理、頻繁な消費者被害の取り消し

など、日常生活の範囲を超える法律行為に援助が必要な場合は、成年後見制度の活用を検討しま

す。 

●サービス利用料～福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービス（１回につき）～ 

  階層区分 

   Ａ階層（生活保護受給者）              ０円 

   Ｂ階層（所得税非課税者）          １，５００円 

   Ｃ階層（前年所得税１４０，０００円以下）  ２，０００円 

   Ｄ階層（前年所得税１４０，００１円以上）  ２，５００円 

●書類等預かりサービス（貸金庫利用料）（年額）３，０００円（月額２５０円） 

●≪問い合わせ先≫ 日常生活自立支援センター  06-4309-7572
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３．成年後見制度（法定後見制度）と日常生活自立支援事業の違い 

４．成年後見制度に関する相談窓口 

◇成年後見制度の利用などの権利擁護相談窓口 

高齢者に関する権利擁護相談 基幹型地域包括支援センター、地域包括支援センター 

障害者に関する権利擁護相談 基幹相談支援センター、委託相談支援センター 

◇高齢者や障害者の権利擁護相談、成年後見制度の利用手続き等の援助を行っている専門職団体 

大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センターひまわり TEL：06-6364-1251 

（公社）成年後見センター リーガルサポート大阪支部 TEL：06-4790-5643 

（公社）大阪社会福祉士会相談センター ぱあとなあ TEL：06-4304-2727 

◇国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」 

【日本司法支援センター法テラス】 

法的なトラブルの解決に必要な情報提供。また、経済的に余裕のない方への法律相談（一般法律相談

援助）、資力にかかわらず法的サービスの提供を自発的に求めることが期待できない方への法律相談（特

定援助対象者事業）、弁護士・司法書士の費用等の立替え（代理援助・書類作成援助）など 

5．成年後見制度利用促進を図るため、本人や後見人等、さまざまな機関へ向けての情報提供 

【厚生労働省ポータルサイト】  https://guardianship.mhlw.go.jp/ 

6．成年後見利用促進に関する中核機関（東大阪市と東大阪市社会福祉協議会の共同設置） 

【東大阪市成年後見サポートセンター】 

成年後見制度を適切に利用できる仕組みづくりや関係機関のネットワーク化、制度に関する情報発

信、制度の周知、市内の成年後見制度に関する相談窓口のスキル向上を推進。 

TEL：06-4309-7589 http://www.heartnet-hoshakyo.org/independence.php 

成年後見制度（法定後見制度） 日常生活自立支援事業 
・地域包括支援センター（高齢者） 

・基幹、委託相談支援センター（障害者） 

相談先 ・日常生活自立支援センター 

・判断能力が低下した方（不十分な方、著しく 

 不十分な方、欠けている方） 

対象者 ・判断能力が不十分な方 
（事業内容の理解ができ、契約能力がある方） 

・本人、４親等内の親族、市長等が家庭裁判所 

へ申立て 

利用 

手続き 

・日常生活自立支援センターへの相談、 

申し込み 

・不動産や預貯金等の財産管理 

・福祉サービスの利用手続き、契約、利用料の 

 支払い 

・訪問販売・振り込め詐欺被害等、本人に不利 

 益な契約の取り消し 等 

内容 ・福祉サービスの利用援助 

・日常的金銭管理サービス 

・書類等預かりサービス 

 （契約書・実印等） 

・成年後見人、保佐人、補助人 援助者 ・日常生活自立支援センターの職員 
（専門員・生活支援員） 

・本人負担（家庭裁判所が決定） 利用料 ・本人負担 
（1,500～2,500円/1回） 

・生活保護世帯は公費負担 
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事業系一般廃棄物の適正な処理について

廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない」と明記されています。さらに、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用な
どを行うことによりその減量に努めるなどの事業者の責務が定められています。

事務所・事業所・店舗などで、事業活動から排出される事業系一般廃棄物は、東大阪市の一般廃棄
物収集運搬業の許可を受けた業者に依頼（収集運搬業務を委託）して適切に処理してください。

事業系一般廃棄物について

廃
棄
物
（
ご
み
）

家庭系ごみ

事業系ごみ

事業系一般廃棄物

産業廃棄物

事業活動に伴って発生した廃棄物のうち段
ボール、ＯＡ用紙、生ごみなどの産業廃棄物
以外のもの

事業活動に伴って発生した廃棄物のうちス
チール製品、廃油、蛍光管・電球など法令に
定められた２０種類の廃棄物

事業系一般廃棄物

・生ごみ（料理くず、残飯、茶かす等）
・木くず（割りばし、剪定枝等）
・紙くず（ちり紙、紙コップ）
・繊維くず

紙くず（段ボール・新聞紙などの
古紙）、繊維くず（古着・古布）など
でリサイクルできるもの

東大阪市の許可業者以外へ処理を委託することは、廃棄物処理法に違反します。

許可業者に委託する場合は、料金・排出量・排出方法・収集日時・資源ごみの扱い等について、事
前に相談してください。

廃棄物処理法には「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と明記されており、違反者には罰則
規定があります。

東大阪都市清掃施設組合
（中間処理施設）

民間の資源再生ルートへ

資源ごみ

東大阪清掃事業協同組合

ＴＥＬ ０６－６７８３－００５３

月～金（休日・祝日除く） ９：００～１５：００

東大阪市環境部 環境事業課

ＴＥＬ ０６－４３０９－３２００
ＦＡＸ ０６－４３０９－３８１８

排出事業者の責務について

事業系一般廃棄物の適正な処理について

収集運搬
許可業者
に委託

自己搬入または

資源回収業者
等と相談のうえ、
委託

ご注意ください

問合せ先

収集運搬の許可業者に関すること この通知文に関すること

東大阪市荒本北１丁目１番１号
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◇収集することができるもの

　　▽家庭ごみ
　　▽あきかん・あきびん
　　▽不燃の小物
　　▽プラスチック製容器包装
　　▽ペットボトル

◇対象
　家庭ごみなどをごみ集積所まで持ち出すことが困難で次のいずれかに該当する方

　　▽要介護認定で要介護度２以上の方
　　▽身体障害者手帳の交付を受け、かつ障害の程度が１級または２級の方
　　▽療育手帳の交付を受け、かつ知的障害の程度がＡの方
　　▽精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ障害の程度が１級の方

上記の対象要件に該当しない方でお困りの方…

まずは　北部環境事業所　へご相談ください。

◇申請方法

申請書に必要事項を書き、必要書類を添えて郵送または直接お持ちください。
申請書は北部環境事業所、市役所　環境事業課（本庁15階）で配布しています。
また、市ウェブサイトからダウンロードすることができます。

◇申請・問合せ先

北部環境事業所 〒577-0046　東大阪市西堤本通西2-1-16
電話　06-6618-1851　ＦＡＸ　06-6789-9044

市役所　環境事業課 〒577-8521　東大阪市荒本北1-1-1
電話　06-4309-3200　ＦＡＸ　06-4309-3829

東大阪市では 　　　  収集を実施しています。

家庭ごみを、ごみ集積場所（ステーション）へ持ち出すことが困難な

高齢者や障害者の方などはいらっしゃいませんか？

当市では市職員が毎週１回決められた曜日に戸別訪問し家庭ごみなどを収集しています。

普通救命講習を修了した職員が
収集に伺います。

また、ご希望があれば、お声かけ

いたします！
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