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東日本大震災に係る介護報酬の請求方法等について 

 

東日本大震災に係る介護報酬の請求について、被保険者番号等の把握有無などにより請求方法が

現行と異なる場合があります。下記パターンを参照のうえ、請求してください。 

 

 

居宅介護支援事業所等の場合（給付管理票・居宅介護支援費） 

被保険者番号等

の把握 

居宅サービス計画

作成の届が保険者

において受理 

請求方法 
紙欄外記載（赤色） 

      ※１ 

 

すべて確認可能 
受理 現行通り ※２ ― ①  

未受理 紙 給１ ②  

一部不詳 ― 紙 不詳・給１ ③  

 

介護サービス事業所等の場合（介護給付費明細書） 

居宅介護支援 

事業所等の請求 

被保険者番号等の

把握 
請求方法 

紙欄外記載（赤色） 

      ※１ 

 

上表① 
すべて確認可能 現行通り ※２ ― ④  

一部不詳 紙 不詳・災 1 ⑤  

上表②，③ 
すべて確認可能 紙 給１ ⑥  

一部不詳 紙 不詳・災 1・給１ ⑦  

給付管理票を 

必要としない 

すべて確認可能 現行通り ※２ ― ⑧  

一部不詳 紙 不詳・災１ ⑨  

               ※１ 紙欄外記載該当の場合、当対象者の住所も記載 

※２ 現行通りとは、本会に現在請求している方法 

留意事項 

 

 ・「不詳」の場合、当対象者の住所も記載してください。 

 ・減免等対象者の場合、請求額集計欄の保険分給付率は「１００」となります。（特定入所者介護

サービス費の欄は、負担限度額および利用者負担額が「０」となります。） 

また、現在請求方法が紙請求の場合、減免等対象者において紙欄外に記載する場合（上表②、

③、⑤～⑦、⑨）と記載しない場合（上表①、④、⑧）に分かれます。紙欄外に記載した明細

書と現行通りの明細書を分けて請求書を作成し提出してください。 

 ・減免等対象者の場合、公費負担者番号および公費受給者番号の記載は必要ありません。 

 ・地域密着型サービス等、該当市町村の事業所指定が必要な場合は、本会に指定登録されるまで

請求を控えてください。 

 ・現行通りの請求（上表①、④、⑧）で返戻となった場合、紙での再請求（上表②、③、⑤～⑦、

⑨）となる場合があります。 
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記載例１：被保険者証等提示なし、減免等対象者、給付管理票提出なし （前表⑦） 
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記載例２：被保険者証提示なし （前表③） 
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記載例３：被保険者証等提示なし、減免等対象者 （前表⑤、⑨） 

 

 



都道府県 保険者番号 保険者名称 保険者名称カナ 証記載保険者番号 証記載保険者名称 保険者区分
岩手県 032011盛岡市 ﾓﾘｵｶｼ 032011 盛岡市 単独保険者
岩手県 032029宮古市 ﾐﾔｺｼ 032029 宮古市 単独保険者
岩手県 032037大船渡市 ｵｵﾌﾅﾄｼ 032037 大船渡市 単独保険者
岩手県 032052花巻市 ﾊﾅﾏｷｼ 032052 花巻市 単独保険者
岩手県 032060北上市 ｷﾀｶﾐｼ 032060 北上市 単独保険者
岩手県 032086遠野市 ﾄｵﾉｼ 032086 遠野市 単独保険者
岩手県 032102陸前高田市 ﾘｸｾﾞﾝﾀｶﾀｼ 032102 陸前高田市 単独保険者
岩手県 032110釜石市 ｶﾏｲｼｼ 032110 釜石市 単独保険者
岩手県 032151奥州市 ｵｳｼｭｳｼ 032151 奥州市 単独保険者
岩手県 033019雫石町 ｼｽﾞｸｲｼﾁﾖｳ 033019 雫石町 単独保険者
岩手県 033050滝沢村 ﾀｷｻﾞﾜﾑﾗ 033050 滝沢村 単独保険者
岩手県 033217紫波町 ｼﾜﾁﾖｳ 033217 紫波町 単独保険者
岩手県 033225矢巾町 ﾔﾊﾊﾞﾁﾖｳ 033225 矢巾町 単独保険者
岩手県 033662西和賀町 ﾆｼﾜｶﾞﾏﾁ 033662 西和賀町 単独保険者
岩手県 033811金ケ崎町 ｶﾈｶﾞｻｷﾁﾖｳ 033811 金ケ崎町 単独保険者
岩手県 034413住田町 ｽﾐﾀﾁﾖｳ 034413 住田町 単独保険者
岩手県 034611大槌町 ｵｵﾂﾁﾁﾖｳ 034611 大槌町 単独保険者
岩手県 034827山田町 ﾔﾏﾀﾞﾏﾁ 034827 山田町 単独保険者
岩手県 034835岩泉町 ｲﾜｲｽﾞﾐﾁﾖｳ 034835 岩泉町 単独保険者
岩手県 034843田野畑村 ﾀﾉﾊﾀﾑﾗ 034843 田野畑村 単独保険者
岩手県 038281二戸地区広域行政事務組合 ﾆﾉﾍﾁｸｺｳｲｷｷﾞﾖｳｾｲｼﾞﾑｸﾐｱｲ 032136 岩手県二戸市 広域保険者
岩手県 038281二戸地区広域行政事務組合 ﾆﾉﾍﾁｸｺｳｲｷｷﾞﾖｳｾｲｼﾞﾑｸﾐｱｲ 035014 岩手県九戸郡軽米町 広域保険者
岩手県 038281二戸地区広域行政事務組合 ﾆﾉﾍﾁｸｺｳｲｷｷﾞﾖｳｾｲｼﾞﾑｸﾐｱｲ 035063 岩手県九戸郡九戸村 広域保険者
岩手県 038281二戸地区広域行政事務組合 ﾆﾉﾍﾁｸｺｳｲｷｷﾞﾖｳｾｲｼﾞﾑｸﾐｱｲ 035246 岩手県二戸郡一戸町 広域保険者
岩手県 038299盛岡北部行政事務組合 ﾓﾘｵｶﾎｸﾌﾞｷﾞﾖｳｾｲｼﾞﾑｸﾐｱｲ 032144 岩手県八幡平市 広域保険者
岩手県 038299盛岡北部行政事務組合 ﾓﾘｵｶﾎｸﾌﾞｷﾞﾖｳｾｲｼﾞﾑｸﾐｱｲ 033027 岩手県岩手郡葛巻町 広域保険者
岩手県 038299盛岡北部行政事務組合 ﾓﾘｵｶﾎｸﾌﾞｷﾞﾖｳｾｲｼﾞﾑｸﾐｱｲ 033035 岩手県岩手郡岩手町 広域保険者
岩手県 038802久慈広域連合 ｸｼﾞｺｳｲｷﾚﾝｺﾞｳ 032078 岩手県久慈市 広域保険者
岩手県 038802久慈広域連合 ｸｼﾞｺｳｲｷﾚﾝｺﾞｳ 034850 岩手県下閉伊郡普代村 広域保険者
岩手県 038802久慈広域連合 ｸｼﾞｺｳｲｷﾚﾝｺﾞｳ 035030 岩手県九戸郡野田村 広域保険者
岩手県 038802久慈広域連合 ｸｼﾞｺｳｲｷﾚﾝｺﾞｳ 035071 岩手県九戸郡洋野町 広域保険者
岩手県 038828一関地区広域行政組合 ｲﾁﾉｾｷﾁｸｺｳｲｷｷﾞｮｳｾｲｸﾐｱｲ 032094 岩手県一関市 広域保険者
岩手県 038828一関地区広域行政組合 ｲﾁﾉｾｷﾁｸｺｳｲｷｷﾞｮｳｾｲｸﾐｱｲ 034025 岩手県西磐井郡平泉町 広域保険者
岩手県 038828一関地区広域行政組合 ｲﾁﾉｾｷﾁｸｺｳｲｷｷﾞｮｳｾｲｸﾐｱｲ 034223 岩手県東磐井郡藤沢町 広域保険者
宮城県 041004仙台市 ｾﾝﾀﾞｲｼ 041012 仙台市青葉区 政令市
宮城県 041004仙台市 ｾﾝﾀﾞｲｼ 041020 仙台市宮城野区 政令市
宮城県 041004仙台市 ｾﾝﾀﾞｲｼ 041038 仙台市若林区 政令市
宮城県 041004仙台市 ｾﾝﾀﾞｲｼ 041046 仙台市太白区 政令市
宮城県 041004仙台市 ｾﾝﾀﾞｲｼ 041053 仙台市泉区 政令市
宮城県 042028石巻市 ｲｼﾉﾏｷｼ 042028 石巻市 単独保険者
宮城県 042036塩竈市 ｼｵｶﾞﾏｼ 042036 塩竈市 単独保険者
宮城県 042051気仙沼市 ｹｾﾝﾇﾏｼ 042051 気仙沼市 単独保険者
宮城県 042069白石市 ｼﾛｲｼｼ 042069 白石市 単独保険者
宮城県 042077名取市 ﾅﾄﾘｼ 042077 名取市 単独保険者
宮城県 042085宮城県角田市 ﾐﾔｷﾞｹﾝｶｸﾀﾞｼ 042085 宮城県角田市 単独保険者
宮城県 042093多賀城市 ﾀｶﾞｼﾞﾖｳｼ 042093 多賀城市 単独保険者
宮城県 042119岩沼市 ｲﾜﾇﾏｼ 042119 岩沼市 単独保険者
宮城県 042127登米市 ﾄﾒｼ 042127 登米市 単独保険者
宮城県 042135栗原市 ｸﾘﾊﾗｼ 042135 栗原市 単独保険者
宮城県 042143東松島市 ﾋｶﾞｼﾏﾂｼﾏｼ 042143 東松島市 単独保険者
宮城県 042150大崎市 ｵｵｻｷｼ 042150 大崎市 単独保険者
宮城県 043018蔵王町 ｻﾞｵｳﾏﾁ 043018 蔵王町 単独保険者
宮城県 043026七ヶ宿町 ｼﾁｶｼﾕｸﾏﾁ 043026 七ヶ宿町 単独保険者
宮城県 043216大河原町 ｵｵｶﾞﾜﾗﾏﾁ 043216 大河原町 単独保険者
宮城県 043224村田町 ﾑﾗﾀﾏﾁ 043224 村田町 単独保険者
宮城県 043232柴田町 ｼﾊﾞﾀﾏﾁ 043232 柴田町 単独保険者
宮城県 043240川崎町 ｶﾜｻｷﾏﾁ 043240 川崎町 単独保険者
宮城県 043414丸森町 ﾏﾙﾓﾘﾏﾁ 043414 丸森町 単独保険者
宮城県 043612亘理町 ﾜﾀﾘﾁﾖｳ 043612 亘理町 単独保険者
宮城県 043620山元町 ﾔﾏﾓﾄﾁﾖｳ 043620 山元町 単独保険者
宮城県 044016松島町 ﾏﾂｼﾏﾏﾁ 044016 松島町 単独保険者
宮城県 044040七ヶ浜町 ｼﾁｶﾞﾊﾏﾏﾁ 044040 七ヶ浜町 単独保険者
宮城県 044065利府町 ﾘﾌﾁﾖｳ 044065 利府町 単独保険者
宮城県 044214大和町 ﾀｲﾜﾁﾖｳ 044214 大和町 単独保険者
宮城県 044222大郷町 ｵｵｻﾄﾁﾖｳ 044222 大郷町 単独保険者
宮城県 044230富谷町 ﾄﾐﾔﾏﾁ 044230 富谷町 単独保険者
宮城県 044248大衡村 ｵｵﾋﾗﾑﾗ 044248 大衡村 単独保険者
宮城県 044446色麻町 ｼｶﾏﾁﾖｳ 044446 色麻町 単独保険者
宮城県 044453加美町 ｶﾐﾏﾁ 044453 加美町 単独保険者
宮城県 045013涌谷町 ﾜｸﾔﾁﾖｳ 045013 涌谷町 単独保険者
宮城県 045054美里町 ﾐｻﾄﾏﾁ 045054 美里町 単独保険者
宮城県 045815女川町 ｵﾅｶﾞﾜﾁﾖｳ 045815 女川町 単独保険者
宮城県 046060南三陸町 ﾐﾅﾐｻﾝﾘｸﾁｮｳ 046060 南三陸町 単独保険者
福島県 072017福島市 ﾌｸｼﾏｼ 072017 福島市 単独保険者
福島県 072025会津若松市 ｱｲﾂﾞﾜｶﾏﾂｼ 072025 会津若松市 単独保険者
福島県 072033郡山市 ｺｵﾘﾔﾏｼ 072033 郡山市 単独保険者
福島県 072041いわき市 ｲﾜｷｼ 072041 いわき市 単独保険者
福島県 072058白河市 ｼﾗｶﾜｼ 072058 白河市 単独保険者
福島県 072074須賀川市 ｽｶｶﾞﾜｼ 072074 須賀川市 単独保険者
福島県 072082喜多方市 ｷﾀｶﾀｼ 072082 喜多方市 単独保険者
福島県 072090相馬市 ｿｳﾏｼ 072090 相馬市 単独保険者
福島県 072108二本松市 ﾆﾎﾝﾏﾂｼ 072108 二本松市 単独保険者
福島県 072116田村市 ﾀﾑﾗｼ 072116 田村市 単独保険者
福島県 072124南相馬市 ﾐﾅﾐｿｳﾏｼ 072124 南相馬市 単独保険者
福島県 072132伊達市 ﾀﾞﾃｼ 072132 伊達市 単独保険者
福島県 072140本宮市 ﾓﾄﾐﾔｼ 072140 本宮市 単独保険者
福島県 073015桑折町 ｺｵﾘﾏﾁ 073015 桑折町 単独保険者
福島県 073031国見町 ｸﾆﾐﾏﾁ 073031 国見町 単独保険者
福島県 073080川俣町 ｶﾜﾏﾀﾏﾁ 073080 川俣町 単独保険者
福島県 073221大玉村 ｵｵﾀﾏﾑﾗ 073221 大玉村 単独保険者
福島県 073429鏡石町 ｶｶﾞﾐｲｼﾏﾁ 073429 鏡石町 単独保険者
福島県 073445天栄村 ﾃﾝｴｲﾑﾗ 073445 天栄村 単独保険者
福島県 073627下郷町 ｼﾓｺﾞｳﾏﾁ 073627 下郷町 単独保険者
福島県 073643檜枝岐村 ﾋﾉｴﾏﾀﾑﾗ 073643 檜枝岐村 単独保険者
福島県 073676只見町 ﾀﾀﾞﾐﾏﾁ 073676 只見町 単独保険者
福島県 073684南会津町 ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞﾏﾁ 073684 南会津町 単独保険者
福島県 074021北塩原村 ｷﾀｼｵﾊﾞﾗﾑﾗ 074021 北塩原村 単独保険者
福島県 074054西会津町 ﾆｼｱｲﾂﾞﾏﾁ 074054 西会津町 単独保険者
福島県 074070磐梯町 ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾏﾁ 074070 磐梯町 単独保険者

被災保険者一覧
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都道府県 保険者番号 保険者名称 保険者名称カナ 証記載保険者番号 証記載保険者名称 保険者区分
福島県 074088猪苗代町 ｲﾅﾜｼﾛﾏﾁ 074088 猪苗代町 単独保険者
福島県 074211会津坂下町 ｱｲﾂﾞﾊﾞﾝｹﾞﾏﾁ 074211 会津坂下町 単独保険者
福島県 074229湯川村 ﾕｶﾞﾜﾑﾗ 074229 湯川村 単独保険者
福島県 074237柳津町 ﾔﾅｲﾂﾞﾏﾁ 074237 柳津町 単独保険者
福島県 074443三島町 ﾐｼﾏﾏﾁ 074443 三島町 単独保険者
福島県 074450金山町 ｶﾈﾔﾏﾏﾁ 074450 金山町 単独保険者
福島県 074468昭和村 ｼﾖｳﾜﾑﾗ 074468 昭和村 単独保険者
福島県 074476会津美里町 ｱｲﾂﾞﾐｻﾄﾏﾁ 074476 会津美里町 単独保険者
福島県 074617西郷村 ﾆｼｺﾞｳﾑﾗ 074617 西郷村 単独保険者
福島県 074641泉崎村 ｲｽﾞﾐｻﾞｷﾑﾗ 074641 泉崎村 単独保険者
福島県 074658中島村 ﾅｶｼﾞﾏﾑﾗ 074658 中島村 単独保険者
福島県 074666矢吹町 ﾔﾌﾞｷﾏﾁ 074666 矢吹町 単独保険者
福島県 074815棚倉町 ﾀﾅｸﾞﾗﾏﾁ 074815 棚倉町 単独保険者
福島県 074823矢祭町 ﾔﾏﾂﾘﾏﾁ 074823 矢祭町 単独保険者
福島県 074831塙町 ﾊﾅﾜﾏﾁ 074831 塙町 単独保険者
福島県 074849鮫川村 ｻﾒｶﾞﾜﾑﾗ 074849 鮫川村 単独保険者
福島県 075010石川町 ｲｼｶﾜﾏﾁ 075010 石川町 単独保険者
福島県 075028玉川村 ﾀﾏｶﾜﾑﾗ 075028 玉川村 単独保険者
福島県 075036平田村 ﾋﾗﾀﾑﾗ 075036 平田村 単独保険者
福島県 075044浅川町 ｱｻｶﾜﾏﾁ 075044 浅川町 単独保険者
福島県 075051古殿町 ﾌﾙﾄﾞﾉﾏﾁ 075051 古殿町 単独保険者
福島県 075218三春町 ﾐﾊﾙﾏﾁ 075218 三春町 単独保険者
福島県 075226小野町 ｵﾉﾏﾁ 075226 小野町 単独保険者
福島県 075416広野町 ﾋﾛﾉﾏﾁ 075416 広野町 単独保険者
福島県 075424楢葉町 ﾅﾗﾊﾏﾁ 075424 楢葉町 単独保険者
福島県 075432富岡町 ﾄﾐｵｶﾏﾁ 075432 富岡町 単独保険者
福島県 075440川内村 ｶﾜｳﾁﾑﾗ 075440 川内村 単独保険者
福島県 075457大熊町 ｵｵｸﾏﾏﾁ 075457 大熊町 単独保険者
福島県 075465双葉町 ﾌﾀﾊﾞﾏﾁ 075465 双葉町 単独保険者
福島県 075473浪江町 ﾅﾐｴﾏﾁ 075473 浪江町 単独保険者
福島県 075481葛尾村 ｶﾂﾗｵﾑﾗ 075481 葛尾村 単独保険者
福島県 075614新地町 ｼﾝﾁﾏﾁ 075614 新地町 単独保険者
福島県 075648飯舘村 ｲｲﾀﾃﾑﾗ 075648 飯舘村 単独保険者
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