
共同生活援助(GH)の請求等について

令和3年2月

福祉部 障害者サービス調整担当課

障害者給付係



本日の内容

1 請求から支払いまでの流れ

2 請求時の留意事項について

3 加算の算定について

4 GH都加算について

5 その他
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1 請求から支払いまでの流れ

区 国保連合会 GH事業所

審査結果通知

電子請求
（10日まで）

請求内容の審査

請求書送付

請求内容と
支給決定内容
の突合・点検

（受給者番号、支給決定期間等）

支給決定情報を登録

事業所への
支払額確定

点検結果通知

支払い

結果通知
(月末）

確
認

支払い 給付費受領
（翌月15日）

請求および支払いは国保連合会を通して行われる



2 請求時の留意事項について
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入退院時の「実績記録票」の記入方法

・入院の初日からGHへ戻った日まで「入院」と

記入。

・病院からGHに戻り、同日に再度入院した場合

は、「入院→GH→入院」と記入。

（1）入退院時の取扱いについて
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・GHを退居し、同日に別のGHに入居する場合、

本体報酬は、原則、夜間の支援を行ったGHが

算定。

👉 都加算は両方のGHが算定可能。

・特定障害者特別給付費(以下、補足給付費）は、

家賃額を日割りで計算する。(上限１万円）

ひと月に複数の事業所を利用した場合は、事業者

どうしで確認を行い、合計の金額が１万円以内に

なるように算定。

（2）月途中の入退居に係る取扱いについて
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グループホームへの入居を具体的に検討している場合、
正式な支給決定の前に、体験的に入居し、そこでの生活が
できるかどうかを確認するためのもの。

留意事項

👉 都加算の請求も可能。
施設借上費の算定がある場合は、確認票や契約書の
写しなどの書類も併せて提出。

（3）体験利用について

・支給決定等の手続きが必要。
・GH入居中でも、体験利用が可能。
（同一敷地内・同一事業所の他のGHを除く）

・施設入所中でも、併用可能。
・請求は体験利用のコード「共同生活援助サービス費（Ⅳ）」
を使用。
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同一月に、複数のサービス事業所の利用があり、1月あたりの

利用者負担額が、上限月額を超えることが予測される者について、

利用者負担額の上限を超えないように上限額の管理を行う。

上限額管理を行う事業所の順序

・提供されるサービス量等から総合的に勘案し、順序が定められている。

居住系サービスが1番目。

上限額管理事務について

・支給決定機関へ「上限額管理事務依頼届出書」を提出。

・サービス提供事業所と連絡調整の上、「上限額管理結果票」を作成し

関係事業所へ負担額通知を行う。

・国保連合会への請求時に「上限額管理結果票」も伝送。

（4）利用者負担上限額管理とは
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① 受給者証番号相違

② 障害支援区分の誤り

③ 利用者負担額や補足給付費の誤り

④ 同日入退居に係る、支給量や補足給付費の超過

⑤ 都の事業者台帳との不一致（加算要件等）

参考：東京都障害者サービス情報＞書式ライブラリー

（5）よくある請求誤り
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請求内容が確定した後に、誤りが発覚した場合は、過誤

処理で請求内容を訂正。

過誤処理の流れと手続き
① 「過誤申立書」を障害者給付係へ提出

（毎月10日締め切り）
↓

② 「過誤申立書｣を提出した翌月に国保連へ再請求が可能
※過誤申立書の提出が１０日を過ぎた場合は、再請求
は翌々月。

👉 都加算の額にも変更が生じる場合、返還もしくは
追加支給。

毎月10日
まで！

（6）過誤処理について



3 加算の算定について
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加算算定の意義

・算定にあたっては、算定できる理由およびその

主旨の考察を！

算定要件の確認

・加算の算定要件を満たしているのか必ず確認を！

要件を満たしていない場合の処理

・返還の措置（＋加算の届け出内容の変更）

（1）加算の算定について
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障害支援区分６であって、重症心身障害者等

重度障害者等包括支援の対象となる者が1人以上

利用している場合であって、指定基準に定める

人員基準に加えて生活支援員を加配するとともに、

一定数のサービス管理責任者または生活支援員が

一定の研修を終了している場合に、1日につき

所定単位を加算。

※支給決定が必要

・令和3年度改定予定⇒重度障害者支援加算Ⅱの新設

（2）重度障害者支援加算
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医療観察法に基づく通院医療の利用者や刑務所出所
者などに対して、地域で生活するために必要な相談援
助や個別支援を行った場合について算定対象。

※支給決定が必要

支援内容

（3）地域生活移行個別支援特別加算

・アセスメントに基づき、誘発しないような環境調整と専門的支援

が組み込まれた計画の作成

・指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催

・日常生活や人間関係に関する助言

・通院の支援

・日中活動の場における緊急時の対応

・その他必要な支援
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居宅における単身等での生活が可能であると見込まれる
利用者の退居に先立って、利用者に対して、退居後の生活
について相談援助を行い、

かつ利用者が退居後に生活する居宅を訪問し、

利用者及びその家族等に対して退居後のサービス等につい
て相談援助および連絡調整を行った場合に入居中2回

退居後３０日以内に利用者の居宅を訪問し、相談援助を
行った場合に、退居後1回を限度として算定。

（4）自立生活支援加算

👉 支給決定期間は、退居後の支援実施日まで残す。

👉 他の指定共同生活援助を行う住居に入居したり、他の
社会福祉施設に入所する場合等は算定不可。



16・どちらの加算も個別支援計画への位置づけが必要

（5）日中支援加算(Ⅰ)/日中支援加算(Ⅱ)

加算 内容

日中支援加算
（Ⅰ）

６５歳以上または障害支援区分４以上の障害者で、

日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難な利
用者に対して、必要な支援を行ったときに算定。

・日中に支援を行う従事者の加配が必要

日中支援加算
（Ⅱ）

日中活動サービスの支給決定を受けている利用者

や就労している利用者などが、心身の状況等によ
り、日中活動サービスを利用できない期間が月に
3日以上ある場合に、日中に介護等の支援を行っ

た場合、３日目から算定。

・生活支援員又は世話人の加配が必要
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家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が、
病院または診療所への入院を要した場合、入院先に訪問し、
連絡調整および被服等の準備その他の日常生活上の支援を
行った場合に算定。

※入院の初日と最終日は除いて算定

※入院日数を確認し、各月ごとにどちらかの加算を選択し算定

（6)入院時支援特別加算 / 長期入院時支援特別加算

加算 回数・期間

入院時支援
特別加算

・1月に1回を限度として、入院
期間の日数の合計に応じて算
定

3日以上7日未満
⇒561単位/回

7日以上⇒1122単位/回

長期入院時支援
特別加算
（原則、週に１
回以上訪問）

・1月の入院期間（初日と最終
日を除く）の日数が2日を超
える場合に、当該日数を超え
る期間について1日につき算定

・継続して入院している場合、
入院の初日から起算して3月に
限る

指定共同生活援助事業

所 ⇒122単位/日
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例）10/1～10/8の入院

10月1日 （初日不算定）

10月2,3,4,5,6,7日 (入院日）

10月8日 （最終日不算定）

加算が算定可能な日数は6日間

⇒入院時支援加算は、入院の実日数をカウントし、

3日以上超えているかを確認。

◎３日以上７日未満(訪問1回）⇒ ５６１単位/回

7日以上 (訪問2回）⇒１１２２単位/回

（6）入院時支援特別加算を算定する場合
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例）10/1～10/8の入院

10月1日 （初日不算定）
10月2,3日 （加算算定対象外）
10月4,5,6,7日（入院日）
10月8日 （最終日不算定）

加算が算定可能な日数は4日間

⇒122単位/日×4日分（488単位）

厚生労働省のHP 「障害福祉サービス等に関するQ&A」に入院に関する

加算の算定例あり

（6）長期入院時支援特別加算を算定する場合
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計画に基づき、家族等の居宅等に外泊した場合に、家族
等との連絡調整や交通手段の確保の支援を行った場合に算
定。外泊の初日および最終日を除いて算定

（7）帰宅時支援加算／長期帰宅時支援加算

加算 回数・期間 単位数

帰宅時
支援加算

・1月に１回を限度として、外泊

期間の日数の合計に応じて算定

3日以上7日未満⇒187単位/回

7日以上 ⇒374単位/回

長期帰宅時
支援加算

・1月の外泊期間（外泊の初日と

最終日を除く）の日数が2日を

超える場合に、当該日数を超え

る期間について算定

・継続して外泊している場合、

外泊の初日から起算して３月

に限る

指定共同生活援助事業所

⇒40単位/日

👉 帰宅時支援加算は、長期帰宅時支援加算が算定されている月は算定できない。
👉 帰省している間、家族等との連携を十分に図り、居宅での生活状況を把握し、

その内容について記録しておく。



4 GH都加算について
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（1）請求の流れ

サービス提供月

翌月

翌々月

・～10 日：請求書類提出

（10 日が土曜日曜祝日の場合、翌開庁日）

・月末～ ：訂正依頼（電話または郵送）

・ 25 日 ：請求額振込み

（25 日が土曜日曜祝日の場合、前開庁日）

・みずほ銀行を経由しての振込となります。ご指定の銀行・信用金庫等に
おいて振込手続きに２～３日お時間をいただく場合がございます。25日
以降に銀行にて振込額をご確認ください。
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（2）算定上の留意事項

〇同日入退居の取扱い
（一方のGHを退居後、同日に他方のGHに入居した場合）

・国報酬：夜間支援を行ったGHのみ算定。

・都加算：両方のGHで算定が可能

※退居した日も都加算の基準日数に含めて算定。

※月の初日が退去日で、本体報酬が0円でも、

都加算は1日分算定可能。
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〇施設借上費の助成とは

GH事業者が負担した入居者（主に精神障害者）の居住する居室借上費の

一定額について行う。

〇基準額（上限額）

月額69,800円

〇計算方法

家賃額等－｛（補足給付費）＋（住宅扶助費※生保者の場合）｝

※家賃額等の範囲

事業者と貸借人との契約で、実際に支払われているものであれば対象。

（更新料、礼金、共益費、環境維持費等）

ただし、開設準備経費として計上されているものは不可。

（3）施設借上費について①
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〇請求にあたり必要な書類

１．施設借上費確認票（区独自様式）

２．利用者との契約書の写し（家賃額の記載があるもの）

３．大家等との契約書の写し

※毎年、度初めに該当年度分を提出。

※年度途中で新規入居者が発生した場合は、随時提出。

※提出した確認票の内容に変更が生じた場合は、随時報告。

（4）施設借上費について②
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〇月途中において入退居があった場合の施設借上費の計算方法

補助基準額および家賃額の日割額を計算し、金額の低い方を請求。

例：家賃額60,000円の居室をR3.1.15 日退居した場合

［請求明細書イメージ］

①算定日数欄に基準日数（その月の利用日数）を入力すると、上段の補助

基準額の日割額が自動計算される 。

②家賃額の日割額を入力し。（60,000円÷31日×15日分）

※日割額の小数点以下は切捨て

③(ｱ)、(ｲ)のうち、金額の低い方を請求。

施
設
借
上
費

請求額

（ア）（イ）の低い方の額

19,032

69,800

15 31
家賃額
c

算定日
数

月総日
数

補助
基準額

（ア）
a-b

補足給付
b

29,032

Ｄ

0 10,000 0 19,032

33,774 10,000 23,774

（イ）
c+d-b-e

住宅扶助
e

補足給付
b

更新料・礼金

d

日割り額
a

（5）施設借上費について③
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（6）都加算補助要件について

１．福祉サービス第三者評価受審（ 3 年に 1 度）

年度初めまたは受審後最初に請求する月に 、受審日を記載した

「請求書（別紙）」と「第三者評価受審報告書」の写しを提出。

２．外部研修等受講（ 1 年に 1 度）

年度初めまたは受講後最初に請求する月に、必要事項を記載した

「請求書（別紙）」と 、受講を確認できる書類（資料・報告書等）

を提出。

※補助要件を満たさない場合は、その年度の都加算の支払ができない

ので注意。

※「請求書（別紙）」にてご報告ください。



5 その他
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（1）請求関係書式掲載場所

練馬区HPトップページ ＞ 保健福祉 ＞ 障害のある方 ＞ 事業
者向け ＞ 請求関係 ＞

・GH都加算請求関係
都加算請求関係 ＞ GH都加算の請求について

・過誤申立書
障害者総合支援法請求関係 ＞
介護給付・訓練等給付費、障害児通所給付費の
過誤申立の手続きについて ＞ 過誤申立書

・利用者負担上限額管理届書
障害者総合支援法請求関係 ＞ 契約内容報告書について
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（3）令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の
情報について

厚生労働省のホームページ
「社会保障審議会 障害者部会」

「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」

令和3年4月以降の変更点
① 基本報酬の見直し

② 夜間支援等体制加算の見直し

③ 加算の新設

・医療的ケア対応支援加算

・強度行動障害者体験利用加算

・重度障害者支援加算Ⅱ



ご視聴
ありがとうございました。

31


