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Ⅰ 電子請求についての概要 
 

◆ 障害者自立支援給付費等の請求はインターネット請求のみとなります。 

◆ インターネット請求を行うには、「電子請求受付システム」ログイン用のＩＤ及びパスワード（※1）、電子証 

明書が必要となります。 

◆ 請求情報等の作成および送信は、国保中央会より無償にて提供される「簡易入力システム」を使用して行いま
す。（※2） 

◆ 毎月概ね 1 日～10 日までが請求受付期間（※3）となり、締切日の前営業日までは仮点検期間中とし一度送信  
した請求について「電子請求受付システム」上で、取下げを行い再度送信することが可能です。 

◆ 仮点検期間中は、重複請求、規定外コードの使用など簡易なエラーについて、点検結果票によりお知らせされ
ます。（電子請求受付システムにて確認できます。） 

◆ インターネットで送信された請求情報等は、「電子請求受付システム」を経由して国保連合会に送信されます。 

◆ 国保連合会へ届いた請求情報はその後、一括して市町へ送られ市町審査ののち、支払額等が決定されます。 

◆ 支払決定額通知を含めた各通知文書については、月末に事業所へ送信されますので、電子請求受付システム  
よりダウンロードしてください。 

 

※１）「電子請求受付システム」にログインするためには、国保連合会より郵送される「電子請求登録結果に関するお知らせ」が必要となります。 

※２）請求情報の作成は市販のソフトウェア（他システム）を使用することもできます。この場合は、他システムで作成した請求情報を取り込み、

送信を行う「取込送信システム」を使用します。（取込送信システムについても電子請求受付システムよりダウンロードできます。） 

※３）請求受付期間については、締切日が曜日により変動する場合があります。愛媛県国民健康保険団体連合会のホームページに年間スケジュー

ルを掲載しておりますので参照ください。 
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【１．電子請求受付システム】 

事業所より請求を行う為の全国共通の標準システムです。 

電子請求に関わることの殆どは「電子請求受付システム」より行います。先に述べたこと以外にも次のようなことができます。 

 

（１） 「簡易入力システム」「取込送信システム」のバージョンアップ版を含むダウンロード 

（２） 各種マニュアルのダウンロード 

（３） 国保中央会及び国保連合会よりのお知らせの確認 

（４） 請求送信後、請求情報等の到達確認及び取下げ依頼 

（５） 電子証明書の申請（更新申請含む）及び発行後のダウンロード 

（６） 電子証明書発行用パスワードの再発行申請 

（７） 期限切れのログインパスワードの変更手続 

（８） 通知文書の取得等 

 

【２．電子証明書】 

インターネットでの請求であるため、請求が真に名義人によってなされたものであるかを確認するため、事業所が保持するこの証明

書により電子署名を行い、それを自動的に添付し請求する仕組みとなっています。 

 

（１） 発行申請は「電子請求受付システム」より行います。 

（２） 証明書が発行されると、電子請求受付システムへ通知されますので、ダウンロード及びインストールを行ってください。 

（３） 請求のほか、通知文書を取得するためにも必要であり、あらかじめ使用されるパソコンにインストールをしておく必要が 

あります。 

（４） 事業所番号または代理人番号毎に必要となり、発行手数料は２，６００円（１年間）です。 

（５） 有効期間は発行日から１年間で、その後更新申請が必要となります。 
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【３．通知文書】 

事業所が送信した請求書、請求明細書、サービス提供実績記録票、利用者負担上限額管理結果票の情報（以下、「請求情報等」とい

う。）は、国保連合会における点検及び市町における市町審査を行い、その結果として「障害福祉サービス費等支払決定増減表」「返戻

等一覧表」「障害福祉サービス費等支払決定額通知書」等を作成し、電子請求受付システムにて通知します。 

 

通知文書一覧 

国保連合会より、通知される帳票は以下のとおりです。 

 （１） 障害福祉サービス費等支払決定増減表 

 （２） 返戻等一覧表 

 （３） 障害福祉サービス費等支払決定額通知書 

 （４） 障害福祉サービス費等支払決定額内訳書 

 （５） 障害福祉サービス費等過誤決定通知書 

 （６） 福祉・介護職員処遇改善（特別）加算総額のお知らせ（平成２４年１１月受付分より開始） 

    ※（６）については、開始月に平成２４年５月～１１月受付分を一括出力いたします。 

 

 

 

なお通知文書の保管期間は、すべての通知文書を取得し、状況が「完了」となってから３ヶ月となります。 
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《帳票イメージ（障害福祉サービス事業所の場合）》 

（１）障害福祉サービス費等支払決定増減表 

   市町、サービス提供年月ごとに請求差、返戻の状況を通知するための帳票です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各列の件数および単位数の合
計を表示します。（特定障害者特
別給付費は含まれません。） 
該当事業所で複数ページに跨る
場合には、最終ページに合計値
を表示します。 

請求書に記載された単位数と決
定した請求明細書の単位数に差
が生じた場合、その差分を表示
します（特定障害者特別給付費
に差が生じた場合には、次行に
給付費請求額を表示します。） 

返戻となった請求明細書の件数
と単位数を表示します。（特定障
害者特別給付費に差が生じた場
合には、次行に給付費請求額を
表示します。） 

請求書に記載された件数と、決
定した請求明細書の件数に差が
生じた場合、その差分を表示し
ます。 
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（２）返戻等一覧表 

   返戻となった請求情報等を確認するための帳票です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返戻となった様式ごとに、その種
別が表示されます。 
※種別と様式の関係は、欄外に
表示しています。 

「返戻等一覧表」に表示された請求情報等については、様式単位に返戻となります。 
例えば、複数のサービス種類の記載がある請求明細書のうち、１つのサービス種類が返戻
となった場合、請求明細書単位で返戻となるため、他のサービス種類についても支払が行
われません。したがって、再請求する場合には、他のサービス種類も含めて再作成する必
要があります。 

返戻となった請求明細書等のサ
ービス種類が表示されます。 
詳細については、次ページ「種
別とサービス種類について」をご
参照ください。 
※エラーの内容によっては空欄
の場合もあります。 

返戻となった請求明細書等のエ
ラーコードとエラーの原因を表示
します。 

返戻となった請求明細書等の単
位数（または特定障害者特別給
付費）を表示します。 
※エラー内容によっては空欄の
場合もあります。 
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＜種別とサービス種類について＞ 

種別 サービス番号・サービス種類 

11 居宅介護 
12 重度訪問介護 

13 行動援護 
14 重度包括 

15 同行援護 
21 療養介護 

22 生活介護 
24 短期入所 

31 共同生活介護 
32 施設入所支援 

33 共同生活援助 
34 宿泊型自立訓練 

41 自立訓練(機能訓練) 
42 自立訓練(生活訓練) 

43 就労移行支援 
44 就労移行支援(養成施設) 

45 就労継続支援(A 型) 
46 就労継続支援(Ｂ型) 

53 地域移行支援 
54 地域定着支援 

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 

 
請…請求書 
明…請求明細書 

64 保育所等訪問支援 

52 計画相談支援 計…計画相談支援給付費請求
書/サービス利用計画作成費
請求書 55 障害児相談支援 

 

種別 様式番号・サービス種類 

01 居宅介護 
02 行動援護 

03 重度訪問介護//児童発達支援 
04 重度包括//医療型児童発達支援 

05 放課後デイ 
06 短期入所//保育所等訪問支援 

07 生活介護 
08 共同生活介護 

09 施設入所支援 
13 自立訓練（機能訓練） 

14 自立訓練（生活訓練） 
15 宿泊型自立訓練 

16 就労移行支援 
17 就労継続支援 

18 共同生活援助 
19 同行援護 

20 地域移行支援 

サ…サービス提供実績記録票 

21 地域定着支援 

利…利用者負担上限額管理結
果票 

表示されません 
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（３）障害福祉サービス費等支払決定額通知書 

   支払決定額を通知するための帳票です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給付費の振込先の銀行名及び
支店名が表示されます。（国保
連合会に登録いただいた内容で
す。） 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

受付月に対する総支払金額で
す。⑤の当月支払金額を表示し
ています。 

「障害福祉サービス費等支払決
定額内訳書」に表示されている
支払決定欄の「特別対策費」「自
治体助成分請求額」「高額障害
福祉サービス費」「市町村負担
金額」合計を表示します。 

支払決定した訪問調査委託料お
よび消費税額を表示します。 

③＝①＋②。受付月における給
付費等決定額を表示します。 

給付費から相殺される証明書の
発行手数料を表示します。 

⑤＝③-④。受付月における支
払決定額を表示します。 
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（４）障害福祉サービス費等支払決定額内訳書 

   給付費等決定額の内訳を市町、サービス提供年月、サービス種類ごとに通知するための帳票です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払決定された請求明細書の件
数、日数、単位数、金額（総費用
額）を表示します。下段は、特定
障害者特別給付費の件数、日
数、金額を表示します。 

支払決定された請求明細書の特
別対策費、自治体助成分請求
額、高額障害福祉サービス費を
表示します。 

支払決定された請求明細書にお
ける、障害福祉サービス費の市
町村負担金額を表示します。下
段は、特定障害者特別給付費の
金額を表示します。 

該当事業所で複数ページに
跨る場合には、最終ページ
に合計値を表示します。 

各列の合計を表示します。件数
は、明細書の実件数を表示するた
め、合計は一致しないこともありま
す。（１枚の請求明細書で複数サー
ビス種類の請求がある場合等） 

「障害福祉サービス費等
過誤決定通知書」の合計
値が表示されます。 

決定から過誤調整を差し
引いた値を表示します。 
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（５）障害福祉サービス費等過誤決定通知書 

   過誤申立の決定状況等を市町、受給者ごとに通知するための帳票です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過誤となった事由を
表示します。 

過誤となった請求明細書
の単位数を表示します。
（特定障害者特別給付費
の場合、次行に給付費請
求額を表示します。） 

過誤となった請求明細書の市町村負
担額、特別対策費、自治体助成分請
求額、高額障害福祉サービス費を表
示します。（特定障害者特別給付費
の場合、次行に給付費請求額を表示
します。） 

件数の合計を表示します。明細書
の実件数を表示するため、合計は
一致しないこともあります。（１枚の
請求明細書で複数サービス種類の
請求がある場合等） 

単位数の合計を表示します。（特定
障害者特別給付費は含まれませ
ん。） 

各列の合計を表示します。 
該当事業所で複数ページに跨る場
合には、最終ページに合計値を表
示します。 
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（６）福祉・介護職員処遇改善（特別）加算総額のお知らせ（※平成２４年１１月受付分より開始） 

   請求受付年月毎の加算の総額について、サービス種類別にお知らせをする帳票です。 

                                 

 

● 平成２４年５月～１１月受付分については、１１月末の通知文書と一緒にまと

めて電子請求受付システムよりダウンロードできます。 

 

 

● 平成２４年１２月受付分以降については、請求受付年月毎の通知となります。 
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 Ⅱ 電子請求受付システム利用にあたって行う準備作業 

※国保連合会からテストＩＤ通知が送付される前に、口座情報を国保連合会へ提出した場合は、テストＩＤと本番ＩＤ通知を同時に取得できます。 
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Ⅲ 電子請求受付システム等に関するお問い合わせ 

■ 電子請求受付システムのアドレス(URL:Uniform Resource Locator) 

http://www.e-seikyuu.jp/  （電子請求受付システムの総合窓口） 

上記アドレスより、電子請求を開始するまでの準備作業（ログイン/パスワード変更/マニュアルの取得方法等）を記載した資料「電子請求をはじめる前に」が取
得できます。 

取得方法につきましては、以下の手順にて行います。 

    ① 【電子請求受付システム総合窓口】画面にて               をクリックします。 

② ログイン前の【お知らせ一覧】画面が表示されます。画面左上にある         をクリックし、取得します。 

■ 電子請求受付システム及び簡易入力システム又は取込送信システムに関するお問い合わせ 

◆国保中央会電子請求ヘルプデスクへのお問い合わせの前に・・・ 

     ①各マニュアル記載のトラブルシューティングを確認してください。 

     ②電子請求受付システムの【ＦＡＱ】画面の内容を確認してください。 

     ③上記の確認を行っても解決しない場合は、下記「国保中央会電子請求ヘルプデスク」へお問い合わせください。 

●メールでのお問い合わせ E-mail ： mail@e-seikyuu-heip.jp  （「問い合わせ票」に必要事項を記入のうえ、メールに添付してください。） 

※「問い合わせ票」につきましては、電子請求受付システムの「ＦＡＱ」よりダウンロードできます。 

●TEL ： ０３－５９１１－１５５９（毎月１～１０日は、つながりにくくなることが予測されますのでメール、ＦＡＸでのお問い合わせにご協力をお願いします。） 

●FAX ： ０３－５９１１－１５９９ 

《受付時間》 

請求期間（毎月１～１０日）の受付時間                請求期間以外（毎月１１日～月末）の受付時間 

   平日     １０：００～１９：００                     平日１０：００～１７：００ 

   土曜日   １０：００～１７：００                     ※土・日・祝日の受付は行いません。 

※各受付時間内の１２：００～１３：００は、電話による受付を行いません。 


