
 

 

○大田区高齢者・重度身体障害者緊急通報システム事業実施要綱（平成10年2月13日保福保発第2083

号） 

大田区高齢者・重度身体障害者緊急通報システム事業実施要綱 

平成10年２月13日 

保福保発第2083号 

  

 改正 平成10年６月30日保福保発第532―3号 平成11年５月27日保福保発第388号  

   平成11年６月29日保福保発第625号 平成12年３月31日保福保発第3068号  

   平成17年12月９日保福高収第415号 平成18年３月15日保福高発第1190号  

   平成19年３月29日18保福高事発第10879号 平成20年３月31日19保福高事発第11490号  

   平成21年３月26日20保福高事発第11634号 平成24年７月６日24福障発第11006号  

   平成26年３月31日25福高発第11312号 平成26年８月11日26福障発第11560号  

   平成28年３月17日27福高発第12599号    

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都高齢社会対策区市町村包括補助事業実施要綱（平成19年５月11日付け19

福保高計第28号）、東京都高齢社会対策区市町村包括補助事業実施細則（平成19年５月31日付け19

福保高在第31号）、東京都障害者施策推進区市町村包括補助事業実施要綱（平成19年３月30日付け

18福保障在第1751号）及び東京都障害者施策推進区市町村包括補助事業実施細則（平成19年８月10

日付け19福保障自第489号）に基づき、緊急通報システム事業を運営することにより、対象者の生活

の安全を確保し、その在宅福祉の増進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 大田区高齢者・重度身体障害者緊急通報システム（以下「緊急通報システム」という。）と

は、次条に規定する対象者が家庭内で緊急の事態に陥ったとき、無線発報器等を用いて東京消防庁

等に通報することにより、あらかじめ組織された地域協力体制による速やかな援助を得てその救護

等を行う制度をいう。 

（対象者） 

第３条 緊急通報システムの対象者は、区内に住所を有し、次のいずれかに該当するものとする。 

(１) 65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯であって、身体上、慢性疾患があるなど日常

生活を営む上で、常時注意を要する状態にある高齢者のうち、世帯全員の当該年度の特別区民税

額（当該年度の特別区民税額が明らかでないときは、前年度分の特別区民税額。）が非課税の者 

(２) 障害が重度であるなど緊急時に援助を必要とする18歳以上のひとり暮らし等の在宅重度身

体障害者 

(３) 障害が重度であるなど緊急時に援助を必要とする18歳以上のひとり暮らし等の在宅特殊疾

病患者（「東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則」（平成12年東京都規則第94号）

に定める難病等の助成対象となる疾病に罹（り）患している者）で前号に該当しない者 

(４) その他区長が特に必要と認める者 

（利用者の決定） 

第４条 緊急通報システムの利用を希望する者（以下「利用希望者」という。）は、大田区高齢者・

重度身体障害者緊急通報システム利用申請書（別記第１号様式）により、区長に申請しなければな

らない。 

２ 利用希望者が借家等に居住しているときは、家屋所有者緊急通報システム機器設置承諾書を添付

するものとする。 

３ 利用希望者が前条第３号に該当するときは、難病医療券の写し又は難病診断書等を添付するもの

とする。 

（利用の承認及び不承認） 

第５条 区長は、前条の申請があったときは利用希望者の生活状況等を調査し、利用の承認を行うも

のとする。この場合において、第３条第３号に該当するときは緊急通報システム機器の設置に伴う

調査書（別記第２号様式）等により調査の上、承認を行うものとする。 



２ 区長は、前項の利用承認を行ったときは大田区高齢者・重度身体障害者緊急通報システム利用承

認通知書（別記第３号様式）により、承認しなかったときは大田区高齢者・重度身体障害者緊急通

報システム利用不承認通知書（別記第４号様式）により、申請者に通知するものとする。 

（機器の設置） 

第６条 区長は、前条の規定により利用の承認をした者（以下「利用者」という。）に対し、次に掲

げる緊急通報システム機器（以下「機器」という。）を貸与する。 

(１) 無線発報器 

(２) 無線受信機（専用通報機組み込み型を含む。） 

(３) 有線発報器（専用通報機組み込み型を含む。） 

(４) 専用通報機 

２ 機器の貸与を受ける利用者は、区長に緊急通報システム利用確認書（別記第１号様式）を提出す

るものとする。 

３ 第１項の規定に基づき貸与した機器が、故障等によってその機能が損なわれた場合又は損なわれ

たおそれがある場合には、区長は、速やかに当該機器の修理又は取替えを行うことにより、機器の

機能維持に努めなければならない。 

（費用負担） 

第７条 本事業の利用者は、次の各号の規定に基づき、機器の設置に要する費用を負担するものとす

る。 

(１) 第３条第１号の規定に基づく利用者の費用は区が全額負担する。 

(２) 第３条第２号及び第３号の規定に基づく利用者の費用負担額は、別表による。 

(３) 第３条第４号の規定に基づく利用者の費用負担額は、前２号に準じる。 

２ 前項に規定する費用負担額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。 

３ 前条第３項の規定に基づく機器の修理又は取替えを行った場合には、利用者の責に帰すべき場合

を除き、第１項に規定する利用者負担は要しないものとする。 

（機器の管理） 

第８条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。 

２ 利用者は、機器についてこれを改造し、転貸し、又は本事業の目的以外のものに使用してはなら

ない。 

（届出事項） 

第９条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、大田区高齢者・重度身体障害者緊急通報

システム利用者等異動届（別記第５号様式）により速やかに区長に届け出なければならない。 

(１) 氏名又は住所を変更したとき。 

(２) 緊急連絡先を変更したとき。 

(３) 第12条に定める緊急通報協力員を変更したとき。 

(４) 第３条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。 

(５) 入院等により、おおむね１週間以上不在となるとき。 

（機器の返還） 

第10条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の登録を取り消し、速やか

に貸与してある機器を返還させるものとする。 

(１) 利用者が死亡したとき。 

(２) 第３条の規定に該当しないと認めたとき。 

(３) 辞退の申出があったとき。 

(４) この要綱に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定に基づき利用者の登録の取消しを行ったときは、大田区高齢者・重度身体障

害者緊急通報システム利用廃止通知書（別記第６号様式）により利用者に通知するものとする。 

（関係機関との連携） 

第11条 区長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。 

２ 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに東京消防庁（利用者の居住地を管轄す

る消防署）に通知するものとする。 

(１) 第５条の規定により利用者を決定したとき、第３条第１号に定める対象者である場合は高齢



者緊急通報火災安全システム利用者決定・利用者登録内容変更通知書（別記東京都高齢社会対策

区市町村包括補助事業実施細則に基づく共通様式（以下「都共通様式（高齢関係）」という。）

第２号）により、第３条第２号又は第３号に定める対象者である場合は重度身体障害者等緊急通

報重度心身障害者火災安全システム利用者決定・利用者登録内容変更通知書（別記東京都障害者

施策推進区市町村包括補助事業実施細則に基づく共通様式（以下「都共通様式（障害関係）」と

いう。）第２号）により通知する。なお、既に通知した登録の内容を変更したときも同様とする。 

(２) 機器を設置するときは、第３条第１号に定める対象者である場合は高齢者緊急通報火災安全

システム家庭用機器等設置計画書（別記都共通様式（高齢関係）第３号）により、第３条第２号

又は第３号に定める対象者である場合は重度身体障害者等緊急通報重度心身障害者火災安全シス

テム家庭用機器等設置計画書（別記都共通様式（障害関係）第３号）により通知する。 

(３) 第９条第４号の規定に基づく届出があったとき、及び第10条の規定により利用者の登録を取

り消したとき第３条第１号に定める対象者である場合は高齢者緊急通報火災安全システム利用者

の異動通知書（別記都共通様式（高齢関係）第４号）により、第３条第２号又は第３号に定める

対象者である場合は重度身体障害者等緊急通報重度心身障害者火災安全システム利用者の異動通

知書（別記都共通様式（障害関係）第４号）により通知する。 

(４) その他本事業を実施する上で通知を必要とする事項のあったとき。 

（緊急通報協力員の設置及び活動内容） 

第12条 区長は、本事業の運営のため、原則として利用者１人につきおおむね３人の緊急通報協力員

（以下「協力員」という。）を設置する。 

２ 協力員は、高齢者福祉・障害者福祉に理解のある地域の民間協力者をもって充て、機器の設置か

ら返還までの間、次の各号に掲げる活動を行う。 

(１) 区及び東京消防庁との密接な連携のもとに利用者の安否の確認を行うこと。 

(２) 前号の確認結果について、区、東京消防庁及びその他の必要な関係機関へ連絡すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要な活動 

３ 区長は、前項の協力員の設置を行うときは、緊急通報協力員申出書を提出させるものとし、これ

を協力員として依頼するときは、緊急通報協力員依頼書（別記様式第７号）をもって通知するもの

とする。 

４ 区長は、協力員に活動に要する費用（以下「活動費」という。）を支給するものとする。ただし、

利用者と協力員が親族関係（２親等以内）にある場合は、この限りでない。区長は、協力員から活

動費の受領を辞退したいと申し出があった場合は、辞退届を徴するものとし、辞退届の様式は、別

に定める。 

５ 前項の活動費の額は、別に定める額とし、原則として、上期については10月、下期については４

月にそれぞれ支払うものとする。 

（民間事業者を利用した緊急通報システム） 

第13条 区長は、前条の緊急通報協力員に代えて、その活動業務を民間の受信センター（以下「受信

センター」という。）に委託し、緊急通報システムを運用することができる。 

２ 前項の受信センターは、東京都高齢社会対策区市町村包括補助事業実施細則に定める要件のもの

で、次の各号の業務を含めてあらかじめ区が委託した事業者とする。 

(１) 機器の設置、撤去及び維持管理 

(２) 緊急通報の受信、状況確認、関係機関への連絡及び専門の現場派遣員による速やかな対応措

置又は利用者からの相談対応 

(３) 前号に掲げる業務の実績報告 

３ 区長は、緊急対応に必要な利用者の情報を、あらかじめ利用者本人の同意を得て、第３条第１号

の規定に基づく利用者については、高齢者緊急通報システム（民間）利用者登録カード送付書（別

記都共通様式（高齢関係）第５号）により、第３条第２号又は第３号の規定に基づく利用者につい

ては、高齢者緊急通報システム（民間）利用者登録カード送付書（別記都共通様式（高齢関係）第

５号表）の題名に「重度身体障害者」の文言を追加し、高齢者緊急通報システム（民間）利用者カ

ード（別記都共通様式（高齢関係）第５号裏）の右上に障の表示を追加した上で、受信センターに

提供するものとする。 

４ 受信センターは、前項の情報を、あらかじめ利用者本人の同意を得て、東京消防庁の求めにより



提供するものとする。 

５ 区長及び受信センターは、前２項に規定する情報提供に当たって、個人情報の保護に関する必要

な措置を講じておくものとする。 

（台帳の整備） 

第14条 区長は、機器の利用状況を明確にするため、高齢者・重度身体障害者緊急通報システム貸与

台帳を整備するものとする。この場合において、台帳は必要事項を記録した高齢障害システムの電

磁的記録をもって充てることができる。 

（実施細目） 

第15条 この要綱の実施に必要な事項は、福祉部長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成10年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行の際、「大田区高齢者緊急通報システム事業運営要綱」（昭和63年８月３日付け厚

老発第736号助役決定）、「大田区高齢者緊急通報システム事業実施細目」（昭和63年８月５日付け

厚老発第771号部長決定）「大田区重度身体障害者等緊急通報システム事業運営要綱」（平成２年６

月30日付け障障発第233号助役決定）及び「大田区重度身体障害者等緊急通報システム事業実施要領」

（平成２年11月26日付け障障発第653号部長決定）により、現に利用者として決定していた者につい

てはこの要綱の規定により利用者として決定されたものとみなす。 

（大田区高齢者緊急通報システム事業運営要綱等の廃止） 

３ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

(１) 大田区高齢者緊急通報システム事業運営要綱 

(２) 大田区重度身体障害者等緊急通報システム事業運営要綱 

付 則 

この要綱は、平成10年７月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成10年10月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成11年６月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成11年７月１日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成12年４月１日から施行する。 

２ 改正後のこの要綱の規定は、平成12年４月１日以後に申請のあったものから適用し、同日前に申

請のあったものについては、なお従前の例による。 

付 則 

この要綱は、平成18年１月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成18年３月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、決定の日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、決定の日から施行し、平成24年７月１日以後の申請に係るものから適用する。 

付 則（平成26年３月31日25福高発第11312号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 



（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に改正前の大田区高齢者・重度身体障害者緊急通報システム事業実施要

綱第３条第１号に該当し、第４条に基づく申請があり、第５条第１項の規定による利用の承認があ

った者については、この要綱の改正後の第３条第１号に該当し、第４条に基づく申請があり、第５

条第１項の規定により承認のあったものとみなし、機器の設置に要する費用は区の負担とする。 

付 則 

この要綱は、平成26年８月11日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

別表（第７条関係） 

大田区高齢者・重度身体障害者緊急通報システム費用負担基準（障害者） 

  

 世帯階層区分 利用者負担額  

 Ａ 生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯（単給世帯

を含む。） 

0円  

 Ｂ Ａ階層及びＤ階層を除き当該年度分の市町村民税（特別区民税を含

む。以下同じ。）非課税世帯 

1,100円  

 Ｃ１ Ａ階層を除き前年分

の所得税非課税世帯 

当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯

（均等割のみ課税） 

2,250円  

 Ｃ２ 当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 2,900円  

 Ｄ１ Ａ階層を除き前年分

の所得税課税世帯で

あって、その所得税

額の区分が次の区分

に該当するもの 

4,800円以下   3,450円  

 Ｄ２ 4,801円以上 9,600円以下 3,800円  

 Ｄ３ 9,601円以上 16,800円以下 4,250円  

 Ｄ４ 16,801円以上 24,000円以下 4,700円  

 Ｄ５ 24,001円以上 32,400円以下 5,500円  

 Ｄ６   32,401円以上 42,000円以下 6,250円  

 Ｄ７   42,001円以上 92,400円以下 8,100円  

 Ｄ８   92,401円以上 120,000円以下 9,350円  

 Ｄ９   120,001円以上 156,000円以下 11,550円  

 Ｄ10   156,001円以上 198,000円以下 13,750円  

 Ｄ11   198,001円以上 287,500円以下 17,850円  

 Ｄ12   287,501円以上 397,000円以下 22,000円  

 Ｄ13   397,001円以上 929,400円以下 26,150円  

 Ｄ14   929,401円以上 1,500,000円以下 40,350円  

 Ｄ15   1,500,001円以上 1,650,000円以下 42,500円  

 Ｄ16   1,650,001円以上 2,260,000円以下 51,450円  

 Ｄ17   2,260,001円以上 3,000,000円以下 61,250円  

 Ｄ18   3,000,001円以上 3,960,000円以下 71,900円  

 Ｄ19   3,960,001円以上   全額  

備考 

１ 所得税の額を計算する場合には、所得税法（昭和40年法律第33号）第84条第１項中「控除対象

扶養親族」とあるのは「扶養親族」と、「特定扶養親族」とあるのは「扶養親族のうち、年齢16

歳以上23歳未満の者」と読み替えるものとする 

２ 市町村民税所得割の課税又は非課税を判定するに当たっては、地方税法等の一部を改正する法

律（平成22年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号）第292

条第１項第８号に規定する扶養親族（16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。）及び同

法第314条の２第１項第11号に規定する特定扶養親族（19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」

という。）があるときは、同号に規定する額（扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの



（扶養親族に係る額に相当するものを除く。）に限る。）に同法第314条の３第１項に規定する所

得割の税率を乗じて得た額を当該年度の所得割額から控除した額で行うものとする 

３ 世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、利用者が世帯主又はその世帯における

最多収入者であるときは、この表に掲げる利用者負担額に２分の１を乗じて得た額を利用者負担

額とする。 

４ 利用者負担額が緊急通報システムの設置に要する費用を超える場合は、設置に要する費用をも

って利用者負担額とする。 

５ 当該年度の市町村民税が明らかでないときは、前年度分の市町村民税による。 

６ Ｄ階層に該当する世帯で、当該所得税の課税される年において特別減税が実施された場合には、

減税前の税額をもって階層区分とする。 

第１号様式 

（第４条、第６条関係） 

第２号様式 

（第５条関係） 

第３号様式 

（第５条関係） 

第４号様式 

（第５条関係） 

第５号様式 

（第９条関係） 

第６号様式 

（第10条関係） 

第７号様式 

（第12条関係） 


