
様式第1号(第8条関係)

№ 所管グループ等名 所管担当名 処分の概要 法令(例規）名 根拠条項
審査
基準

標準処
理期間

備考

1 保健福祉グループ 民生担当 児童手当の受給資格・額の認定 児童手当法 第7条第1項 ×ア 1日

2 保健福祉グループ 民生担当 児童手当の増額改定 児童手当法 第9条 ×ア 1日

3 保健福祉グループ 障がい福祉担当 介護給付費等の支給
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

第19条第1項 ×ア 30日

4 保健福祉グループ 障がい福祉担当 支給決定の変更
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

第24条第1項 ×ア 15日

5 保健福祉グループ 障がい福祉担当 介護給付費又は訓練等給付費の支給
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

第29条第1項 ×ア 40日

6 保健福祉グループ 障がい福祉担当 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給
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

第30条第1項 ×ア 40日

7 保健福祉グループ 障がい福祉担当 介護給付費等の負担額の特例認定
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

第31条 ×ア 30日

8 保健福祉グループ 障がい福祉担当 特定障害者特別給付費の支給
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

第34条第1項 ×ア 40日

9 保健福祉グループ 障がい福祉担当 特例特定障害者特別給付費の支給
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

第35条第1項 ×ア 40日

10 保健福祉グループ 障がい福祉担当 自立支援医療費の支給認定
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

第52条第1項 ×ア 30日

11 保健福祉グループ 障がい福祉担当 支給認定の変更
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

第56条第1項 ×ア 15日

12 保健福祉グループ 障がい福祉担当 自立支援医療費の支給
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

第58条第1項 ×ア 40日

13 保健福祉グループ 障がい福祉担当 療養介護医療費の支給
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

第70条第1項 ×ア 40日
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14 保健福祉グループ 障がい福祉担当 補装具費の支給
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

第76条第1項 ×ア 40日

15 保健福祉グループ 障がい福祉担当 受給者証の再交付
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施
行令

第16条 ×ア 30日

16 保健福祉グループ 障がい福祉担当 医療受給者証の再交付
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施
行令

第33条第1項 ×ア 30日

17 保健福祉グループ 障がい福祉担当 助成の決定
美幌町重度心身障害者及びひとり
親家庭等の医療費の助成に関す
る条例

第3条 ○ 15日

18 保健福祉グループ 障がい福祉担当 受給資格の認定及び受給者証の交付
美幌町重度心身障害者及びひとり
親家庭等の医療費の助成に関す
る条例

第6条第1項 ○ 5日

19 保健福祉グループ 障がい福祉担当 受給者証の更新
美幌町重度心身障害者及びひとり
親家庭等の医療費の助成に関す
る条例施行規則

第4条第3項 ○ 15日

20 保健福祉グループ 障がい福祉担当 受給者証の再交付
美幌町重度心身障害者及びひとり
親家庭等の医療費の助成に関す
る条例施行規則

第5条 ○ 15日

21 保健福祉グループ 高齢者福祉担当 老人憩の家の使用の許可 美幌町老人憩の家条例 第5条第1項 ○ 3日

22 保健福祉グループ 介護保険担当 被保険者証の交付 介護保険法 第12条第3項 ×ア 7日

23 保健福祉グループ 介護保険担当 要介護認定 介護保険法 第27条第1項 ×ア 30日

24 保健福祉グループ 介護保険担当 要介護認定の更新 介護保険法 第28条第2項 ×ア 30日

25 保健福祉グループ 介護保険担当 要介護状態区分の変更の認定 介護保険法 第29条第1項 ×ア 30日

26 保健福祉グループ 介護保険担当 要支援認定 介護保険法 第32条第1項 ×ア 30日
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27 保健福祉グループ 介護保険担当 要支援認定の更新 介護保険法 第33条第2項 ×ア 30日

28 保健福祉グループ 介護保険担当 要支援状態区分の変更の認定 介護保険法 第33条の2第1項 ×ア 30日

29 保健福祉グループ 介護保険担当 居宅介護サービス費の支給 介護保険法 第41条第1項 ×ア 30日

30 保健福祉グループ 介護保険担当 地域密着型介護サービス費の支給 介護保険法 第42条の2第1項 ×ア 30日

31 保健福祉グループ 介護保険担当 居宅介護福祉用具購入費の支給 介護保険法 第44条第1項 ×ア 30日

32 保健福祉グループ 介護保険担当 居宅介護住宅改修費の支給 介護保険法 第45条第1項 ×ア 30日

33 保健福祉グループ 介護保険担当 居宅介護サービス計画費の支給 介護保険法 第46条第1項 ×ア 30日

34 保健福祉グループ 介護保険担当 施設介護サービス費の支給 介護保険法 第48条第1項 ×ア 30日

35 保健福祉グループ 介護保険担当 高額介護サービス費の支給 介護保険法 第51条第1項 ×ア 30日

36 保健福祉グループ 介護保険担当 高額医療合算介護サービス費の支給 介護保険法 第51条の2第1項 ×ア 30日

37 保健福祉グループ 介護保険担当 特定入所者介護サービス費の支給 介護保険法 第51条の3第1項 ×ア 30日

38 保健福祉グループ 介護保険担当 介護予防サービス費の支給 介護保険法 第53条第1項 ×ア 30日

39 保健福祉グループ 介護保険担当 地域密着型介護予防サービス費の支給 介護保険法 第54条の2第1項 ×ア 30日
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40 保健福祉グループ 介護保険担当 介護予防福祉用具購入費の支給 介護保険法 第56条第1項 ×ア 30日

41 保健福祉グループ 介護保険担当 介護予防住宅改修費の支給 介護保険法 第57条第1項 ×ア 30日

42 保健福祉グループ 介護保険担当 介護予防サービス計画費の支給 介護保険法 第58条第1項 ×ア 30日

43 保健福祉グループ 介護保険担当 高額介護予防サービス費の支給 介護保険法 第61条第1項 ×ア 30日

44 保健福祉グループ 介護保険担当 高額医療合算介護予防サービス費の支給 介護保険法 第61条の2第1項 ×ア 30日

45 保健福祉グループ 介護保険担当 特定入所者介護予防サービス費の支給 介護保険法 第61条の3第1項 ×ア 30日

46 保健福祉グループ 介護保険担当 指定地域密着型サービス事業者の指定 介護保険法 第78条の2第1項 ×ア 30日

47 保健福祉グループ 介護保険担当
指定地域密着型サービス事業者の指定の更新(第70条の2
の準用

介護保険法 第78条の12 ×ア 30日

48 保健福祉グループ 介護保険担当 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 介護保険法 第115条の12第1項 ×ア 30日

49 保健福祉グループ 介護保険担当
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新(第
70条の2の準用）

介護保険法 第115条の21 ×ア 30日

50 保健福祉グループ 介護保険担当 指定介護予防支援事業者の指定 介護保険法 第115条の22第1項 ×ア 30日

51 保健福祉グループ 介護保険担当 指定介護予防支援事業者の指定の更新(第70条の2の準用） 介護保険法 第115条の31 ×ア 30日

52 保健福祉グループ 介護保険担当 被保険者証の再交付 介護保険法施行規則 第27条第1項 ×ア 7日
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53 保健福祉グループ 介護保険担当 特定入所者の負担限度額の認定 介護保険法施行規則
第83条の6(第97条の4及び
第172条の2において準用
する場合を含む｡)

×ア 7日

54 保健福祉グループ 介護保険担当 負担限度額認定証の再交付 介護保険法施行規則
第83条の6第7項(第97条の
4及び第172条の2において
準用する場合を含む｡)

×ア 7日

55 保健福祉グループ 介護保険担当 保険料の徴収猶予 美幌町介護保険条例 第8条 ○ 30日

56 保健福祉グループ 介護保険担当 保険料の減免 美幌町介護保険条例 第9条 ○ 30日

57 保健福祉グループ 健康担当 保健福祉総合センターの使用の許可 美幌町保健福祉総合センター条例 第7条第1項 ○ 5日

注　1　根拠法令ごとに根拠条項順に記載すること。
2 「審査基準」欄は、次により記載すること。
　(1)　 「○」　　審査基準を設定している場合
　(2) 　「×」　　審査基準を設定していない場合
　　ア：審査基準が法令の定めに尽くされているもの　イ：申請実績がない又は将来的に見込みのないもの　ウ：あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
3 「標準処理期間」欄は、「○日」、「○週」等により記載すること。標準処理期間未設定の場合は、空欄とすること。
4　行政上特別の支障があるため審査基準を公にできない場合は、備考欄に「非公開」と記載すること。
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