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１ インタフェース規定 
本節では、国保連合会と市町村、都道府県、指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、

指定相談支援事業所等とのインタフェースについて、一般的な規定を述べる。 
 

１．１ インタフェース方式概要 
１．１．１ 概要 

市町村、都道府県（以下、「市町村等」という。）、指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支

援施設、指定相談支援事業所等（以下、「指定事業所等」という。）が作成した交換情報は、伝送に

より国保連合会に送付される。国保連合会では、受領した交換情報を障害者総合支援給付支払

等システム（以下、「支払等システム」という。）内に取り込み、各業務処理を実行する。 

また、支払等システムが作成した交換情報は、伝送により市町村等及び指定事業所等に送付さ

れる。 

なお、国保連合会と市町村等の伝送は、ISDN 回線、指定事業所等の伝送はインターネットによ

り行うものとする。 

 
 （１） データ交換の流れ 

データ交換の流れ（国保連合会－市町村等） 

市町村等 国保連合会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払等システム 

交換情報作成 
交換情報 伝送（ISDN 回線） 

交換情報 伝送（ISDN 回線） 交換情報受取 
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データ交換の流れ（国保連合会－指定事業所等） 

指定事業所等 国保連合会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２） エラー処理 
市町村等から国保連合会へのデータ交換において、交換情報にエラーが検出される場合とし

て、次のようなものが考えられる。 

 

・データフォーマットエラー 

 ファイルフォーマット、レコードフォーマットの不具合により、交換情報のフォーマット変換時に

エラーが検出された場合。 

・データ内容エラー 

 データ内容の不具合により、交換情報のフォーマット変換終了後、業務処理内でエラーが検

出された場合。 

 

データフォーマットエラー及びデータ内容エラーが検出された場合、基本的にはエラー情報と

して処理することとなるが、国保連合会の判断により、市町村等及び指定事業所等に連絡し、再

提出することも可能とする。 

また、交換情報が重複して読み込まれた場合は、各業務の流れの中でエラー処理を行い、後

発のデータを無効データとして取り扱うこととする。 

支払等システム 

交換情報作成 交換情報 
伝送 

（インターネット） 

交換情報受取 
伝送 

（インターネット） 

電子請求 

受付システム 

交換情報 
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１．２ 交換情報の仕様 
１．２．１ ファイル形式 

市町村等及び指定事業所等との交換情報のファイルは、以下のいずれかによるものとする。 
 
①CSV 形式 

データ形式 改行付き MS-DOS テキスト形式 

ファイル名 英字で始まる半角英数字 8 桁以内の任意の文

字列に拡張子として”.CSV”を付加したもの 

文字コード シフト JIS コード 

 

②PDF 形式 

データ形式 PDF 形式 

（Portable Document Format Version 1.4） 

ファイル名 英字で始まる半角英数字 8 桁以内の任意の文

字列に拡張子として”.PDF”を付加したもの 

 
 

１．２．２ 交換情報（CSV 形式）の仕様 

 （１） ファイルフォーマット 
市町村等及び指定事業所等との交換情報のファイルは、以下の３種類のレコードから構成さ

れる。 

・コントロールレコード 

 ファイルの先頭（第一レコード）に作成し、交換情報の識別、レコード件数、送付元等の制御

情報を設定する。 

・データレコード 

 ファイルの第二レコード以降に作成し、交換情報のデータを設定する。 

・エンドレコード 

 ファイルの最終レコードとして作成し、交換情報の終端を表す。 

 
コントロールレコード 
データレコード 
……… 
データレコード 
エンドレコード 

 

ファイルの第一レコード 

ファイルの第二レコード以降のレコード 

ファイルの最終レコード 
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 （２） レコードフォーマット 
・コントロールレコードフォーマット  

項番 項目 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

１ レコード種別 コード値 1 コントロールレコードを示す 1 を設定 

２ レコード番号（連番） 数値 9 ファイル内の先頭レコードからの連番（1 から始まる通

番）を設定 

３ ボリュ－ム通番 数値 3 0 を設定 

４ レコード件数 数値 9 データレコードの件数を設定（コントロールレコードおよ

びエンドレコードの件数は加算しない） 

５ データ種別 英数 3 「１．６ データ種別一覧」参照 

６ 市町村番号 コード値 6 送付元または送付先が市町村の場合は市町村番号

を設定、市町村以外の場合は 0 を設定する 

７ 事業所番号 コード値 10 送付元または送付先が事業所の場合は事業所番号

を設定、事業所以外の場合は 0 を設定する 

８ 都道府県番号 コード値 2 送付元または送付先が都道府県の場合は都道府県

番号を設定、都道府県以外の場合は 0 を設定 

９ 媒体区分 英数 1 1（伝送）を設定 

１０ 処理対象年月 コード値 6 データの処理対象年月を設定する（注１） 

(例)2007 年 10 月の場合、200710 を設定する 

１１ 予備 数値 6 設定しない 

１２ ブランク 英数 2 改行（16 進ｺｰﾄﾞ…0x0D0A）を設定 

 

・データレコードフォーマット 

項番 項目 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

１ レコード種別 コード値 1 データレコードを示す 2 を設定 

２ レコード番号（連番） 数値 9 ファイル内の先頭レコードからの連番（1 から始まる通

番）を設定 

３ データ   交換情報ごとに、CSV 形式でデータを設定 

設定する内容は、各交換情報の「項目説明」を参照 

４ ブランク 英数 2 改行（16 進ｺｰﾄﾞ…0x0D0A）を設定 

 

・エンドレコードフォーマット 

項番 項目 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

１ レコード種別 コード値 1 エンドレコードを示す 3 を設定 

２ レコード番号（連番） 数値 9 ファイル内の先頭レコードからの連番（1 から始まる通

番）を設定 

３ ブランク 英数 2 改行（16 進ｺｰﾄﾞ…0x0D0A）を設定 
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（データ設定例） 

 データレコード件数＝123、データ種別＝999、事業所番号＝1111111111、処理対象年月＝

2007 年 10 月、ファイル管理番号＝1 の場合のデータ設定例を示す。（事業所からの提出例で

あるため、都道府県番号は 0 になる） 

 

・コントロールレコード設定例 

位置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

設定値 １，１，０，１２３，９９９，０，１１１１１１１１１１，０，４，２００７１０， 改行
コード  

 

・データレコード（2 レコード目）設定例 

位置 1 2 3 4

設定値 ２，２， 改行
コード・・・　データを設定　・・・

・・・・・・・・・

 

 

・エンドレコード（125 レコード目）設定例 

位置 1 2 3 4 5 6 7

設定値 ３，１２５ 改行
コード  

 

 
注１：処理対象年月について 

以下にコントロールレコードの処理対象年月の設定内容について記載する。 
 
①  市町村／事業所等から国保連合会へ受け渡す交換情報の場合 

国保連合会での電算処理を実行する年月を設定する。 

例： ・2007 年 9 月サービス提供分について 10 月に電算処理を実行するための情報を国保連

合会に提出する場合は、”200710”を設定する。 

 ・2007 年 9 月異動分の異動連絡票情報を 2007 年 10 月に国保連合会に提出する場合

は、”200710”を設定する。 

 

②  国保連合会から市町村／事業所等へ受け渡す交換情報の場合 

国保連合会で電算処理を実行した年月が設定される。 

例： ・2007 年 9 月サービス提供分について 10 月に事務点検を実行した結果情報を市町村・

事業所に提供する場合は、”200710”が設定される。 

  ・2007 年 9 月異動分の更新結果情報を市町村に提供する場合は、”200710”が設定され

る。 
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 （３） 文字コード 
    ① シフト JIS コード 

シフト JIS コードは、日本工業規格（JIS X0208：1997 附属書１）で規定されているが、本シ

ステムでは Windows 標準で使用されているコード体系（JIS X0208 の漢字文字集合を未使

用領域にシフトさせたコード体系）で通常に使用できる文字を使用する。 

ただし、交換情報では以下の文字を使用不可とする。 

・使用不可能文字 

項番 使用不可能文字 文字コード（16 進表記） 

１ ‘（シングルコーテーション） 27 

 

    ② 外字 
交換情報の受給者等名及び住所の項目に外字が含まれる場合は、外字部分の文字コード

をシフト JIS の外字コードに変換して格納する。 

ただし、支払等システムでは全ての外字を取り扱い対象外とするため、当該データが印字

対象となる場合はこれをスペースに置き換えて印字し、「外字空白印字リスト」によりこの処置

を通知する。 

したがって、支払等システムで外字を印字する場合は、市町村等と国保連合会との間で外

字コードの取り扱いについての調整が必要となる。 

 

※外字コード 

 シフト JIS コード上での外字コード領域には、16 進ｺｰﾄﾞ…0xF040～0xF9FC の範囲で 2 ﾊﾞｲﾄ

目が 16 進ｺｰﾄﾞ…0x40～0x7E 及び 0x80～0xFC の 1880 文字が割り当てられている。 

 
 （４） 特記事項 

・ 各レコードは可変長レコードとし、レコードの終わりには「改行コード（16 進…0x0D0A）」を設

定する。 

・ 各項目間には区切り（セパレータ）として「カンマ（16 進ｺｰﾄﾞ…0x2C）」を設定する。 

・ 英数属性、数値属性、コード値属性および漢字属性の項目はデータの両側を「ダブルコーテ

ーション（16 進ｺｰﾄﾞ…0x22）」で囲む。ただし、各項目の内容に「カンマ」、「ダブルコーテーショ

ン」、「スペース（16 進ｺｰﾄﾞ…0x20）」および漢字（2 バイトコード）を含まない場合は、データの

両側の「ダブルコーテーション」を省略することができる。 

・ 英数属性の項目の内容に「ダブルコーテーション」を含む場合は、2 つの「ダブルコーテーショ

ン」を連続して設定する。（1 文字の「ダブルコーテーション」として扱われる。） 

・ 数値属性の項目の内容がゼロの場合は、「ゼロ（16 進ｺｰﾄﾞ…0x30）」を設定する。 

・ 各レコードには「改行コード」および漢字（2 バイトコード）を除き、16 進ｺｰﾄﾞ…0x00～0x1F の

文字を使用しない。 

・ 項目の入力を省略する場合は、データを省略して「カンマ」を連続させる。 

・ 全ての桁に意味のある項目の場合は、内容に含まれるスペース、ゼロ等を省略しない。 
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１．３ 表記法 
１．３．１ インタフェース一覧の表記について 
 （１） インタフェース一覧の内容 

 交換情報の一覧を表す。 

    ① 項番 
・ 業務毎の「項目説明」における各交換情報への対応を表す。 

    ② 識別 
・ 交換情報識別番号を表す。 

    ③ 情報名 
・ 交換情報の情報名を表す。 

    ④ 内容 
・ 交換情報の内容を表す。 

    ⑤ ルート 
・ 交換情報の送付元および送付先を表す。 

    ⑥ 周期 
・ 情報交換の周期（月次、日次等の区別）または送付時期を表す。 

    ⑦ 媒体 
・ 交換情報の形式を表す。 

伝送 ： CSV 形式で出力する情報を表す。 

PDF ： PDF 形式で出力する情報を表す。 
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１．３．２ CSV 形式における項目説明の表記について 
 （１） 項目説明の内容 

交換情報のデータレコードに「データ」として設定する項目の内容を表す。 

    ① 項番 
・ 項目の連番。 

この単位でデータの区切り（カンマ）を設定することを表す。 

    ② 項目名 
・ 項目名を表す。 

    ③ 属性 
・ 特に記載が無い限り、以下の形式でデータを設定することを表す。 

   英数 ： 半角の英字、数字、カナ文字１文字をそれぞれ1バイトで表す。半角の英小文

字は使用できない。 

   数値 ： 0，1，2，～，9 の数字 1 桁をそれぞれ 1 バイトで表す。マイナスの数字の場合

は左側に半角のマイナス（”-“）を付加する。 

※１ 属性として数値となっているものは、 

0，1，2，3，4，5，6，7，8，9 の数字 1 桁をそれぞれ 1 バイトで表す。 

※２ マイナス数字については、CSV 形式の場合は左側に半角の（”-“）を付

加する。 

ただし、この場合の”-“を含む設定値の桁数は、各交換情報の項目説

明に示す項目長を超えてはならない。 

例： マイナス 10 は 「-10」で表現する。 

※３ プラス数字およびゼロ値については、CSV 形式の場合は左側には何も

付けない。 

例： プラス 10 は 「10」で表現する。 

※４ 数値属性の項目にゼロが設定されているとき、特に断りがない場合は、

マイナス値を取り得る項目については数字ゼロが入力されているものと

見なし、マイナス値をとり得ない項目については値の入力が省略されて

いるものと見なす。 

  例： 

項目名 入力値 

単位数 （点数） 0（数字ゼロ） 

日数 0（数字ゼロ） 

金額 0（数字ゼロ） 

項番 省略 

提供通番 省略 

※５ 数値属性の項目については必須入力が未設定の場合はエラーとする。 

※６ 任意項目が未設定の場合、”0”が設定されているものとして取り扱う。
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また、CSV 形式の場合、設定値の全桁が”0”であるときは、その設定長

に関わらず上記入力値の判定に従う。 

  例： 項目長＝6 バイトの「金額」項目については、以下の設定値は

全て数字ゼロが設定されているものと見なす。 

   “0”、”000”、“000000” 

 

項目長＝6 バイトの「年月」項目については、以下の設定値は

全て入力が省略されているものと見なす。 

   “0”、”000”、“000000” 

コード値：  0，1，2，～，9 の数字 1 桁をそれぞれ１バイトで表す。 

※１ コード値属性の項目については”0”が 1 桁以上、最大桁以下で設定 

されている場合は未設定として取り扱う。 

※２ 必須項目が未設定の場合（※１により未設定として取り扱う場合を 

含む）はエラーとする。 

ただし、地域生活支援事業単位数台帳の「算定単位区分」に”00” 

が設定されている場合については、例外的に未設定とせず、コード 

値として取り扱う。 

※３  桁数誤り、コードが存在しない場合はエラーとする。 

   漢字 ： 漢字 1 文字をそれぞれ 2 バイトで表す。 

  固定長形式で設定する場合は、漢字シフトコードを付加しない左詰とし、残り

は漢字スペースで埋める。 

 

・ 「英数」項目には漢字（2 バイトコード）を混在させない。 

・ 「漢字」項目には半角の英字、数字、カナ文字（1 バイトコード）を混在させない。 

    ④ バイト数 

・ 設定するデータの長さ（最大桁数）をバイト数で表す。 

    ⑤ 内容 

・ 設定する項目の内容を表す。 

    ⑥ 必須入力 

・ 入力が必須の項目を“○”で表す。 

・ 特定の条件により入力が必須となる場合は、条件のマトリックスまたは注記として表末に記

述する。 

    ⑦ 備考 

・ 設定するデータの形式、コード一覧の参照先等の特記事項を表す。 

 

 データレコードは、「項目説明」で表されるデータの先頭に「レコード種別」（＝“2”）および「レコ

ード番号（連番）」、データの最後に改行（CSV 形式の場合）またはスペース（固定長形式の場

合）を付加して作成する。（詳細は「１．２．２（２） レコードフォーマット」参照） 
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 （２） データ設定例 
以下の交換情報のデータレコードにデータを設定する例を示す。 

項番 項目名 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 

必須

入力 
備考 

 
設定値例 

１ Ａ（文字列） 英数 5 ○   ABCD 

２ Ｂ（数字） 数値 6 ○   1542 

３ Ｃ（漢字文字列） 漢字 8 ○   障害 

４ Ｄ（年月日） コード値 8 ○  
 2007 年 10 月 1

日 

５ Ｅ（中間にスペースを含む文字列） 英数 4 ○   XY Z 

６ Ｆ（ゼロ） 数値 6    0 

７ Ｇ（スペースのみ） 英数 6     

８ Ｈ（先頭にスペースを含む文字列） 英数 5     KLM 

９ Ｉ（数字…金額等） 数値 6    987,654 円 

（レコード番号（連番）＝１２３とする。） 
 

・設定例 

位置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

設定値 2 , 1 2 3 , A B C D , 1 5 4 2 , " " , 2 0 0 7 1 0 0 1 , " X Y  

位置 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

設定値 Z " , 0 , , " K L M " , 9 8 7 6 5 4

障 害

改行
コード  

 
（３） 数値項目とコード値の具体例と例外的な値が設定される項目について 

    ①数値について  

       数値は計算値等の項目を示す。 

項番 項目名 項目例 

１ 単位数（点数） 

・明細書 基本情報レコード 請求額集計欄 合計 給付単位数 
・明細書 明細情報レコード サービス単位数 
・明細書 集計情報レコード 請求額集計欄 給付単位数 
等 

２ 日数 

・明細書 日数情報レコード サービス開始日等 利用日数 
・明細書 日数情報レコード サービス開始日等 入院日数 
・明細書 日数情報レコード サービス開始日等 外泊日数 
・明細書 集計情報レコード 請求額集計欄 サービス利用日数 
等 

３ 金額 

・明細書 基本情報レコード 上限額管理事業所 管理結果額 
・明細書 基本情報レコード 請求額集計欄 合計 決定利用者負担額 
・明細書 集計情報レコード 特定障害者特別給付費 給付費請求額 
等 
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項番 項目名 項目例 

４ 件数 

・請求書 基本情報レコード 小計 介護給付費等・特例介護給付費等 

件数 
・サービス利用計画作成費請求書等 基本情報レコード 件数 
・事務点検結果票 点検件数 正常件数 警告件数 エラー件数 
等 

５ 割合 

・明細書 集計情報レコード 請求額集計欄 給付率 

・実績記録票 基本情報レコード 重度包括 実績割合(％) 

・受給者台帳(基本情報) 法第三十一条に基づく給付率 

・障害児支援受給者台帳(基本情報) 法第二十四条に基づく給付率 

・市町村台帳(独自助成情報) 助成率 

・都道府県等台帳(独自助成情報) 助成率 

６ 支給量 

・受給者台帳(支給決定情報) 決定支給量 

・受給者台帳(支給決定情報) １回当たりの最大提供量 

・明細書 契約情報レコード 契約支給量 

・地域生活支援事業単位数台帳 決定支給量換算単位 

７ 項番 ・サービス利用計画作成費請求書等 明細情報レコード 項番 
・利用者負担上限額管理結果票 明細情報レコード 項番 

８ 時間 

・実績記録票 基本情報レコード 合計１ 内訳１００％ 内訳７０％ 内

訳重訪 合計算定時間数計 
・実績記録票 基本情報レコード 重度包括 その他サービス合計時間

数 
・実績記録票 明細情報レコード 自立訓練 訪問型時間数 
等 

９ 提供通番 ・実績記録票 明細情報レコード 提供通番 

１０ 頁 ・支払決定増減表情報 ヘッダレコード 頁 
・返戻等一覧表 ヘッダレコード 頁 

１１ 保障単位数 ・事業所台帳(サービス情報) 保障単位数 

１２ 定員数 

・事業所台帳(サービス情報) 利用定員数 

・事業所台帳(サービス情報) 旧法施設定員数 

・障害児施設台帳(サービス情報) 入所定員数 

・障害児施設台帳(サービス情報) 旧法施設定員数 

１３ 回数 ・明細書 明細情報レコード 回数 
等 

 

       例外的な値が設定される数値項目 

項番 項目名 項目例 

１ 未設定項目 

・障害児給付費等 明細書 基本情報レコード 請求額集計欄合計 A

型減免 事業者減免額 

・障害児給付費等 明細書 基本情報レコード 請求額集計欄合計 A

型減免 減免後利用者負担額 

・地域生活支援事業 明細書 基本情報レコード 上限額管理事業所 

管理結果額 

・地域生活支援事業 明細書 基本情報レコード 請求額集計欄合計 

請求額 特別対策費 

等 
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      ②コード値について  

        コード値は組み合わせにより、意味を表す項目を示す。 

項番 項目名 項目例 

１ 年月日（日付） 

・各異動情報及び台帳情報の異動年月日 
・受給者台帳（基本情報） 障害支援区分情報 障害支援区分認定有

効期間 開始年月日／終了年月日 
・受給者台帳（基本情報） 利用者負担上限額情報 利用者負担上限

月額有効期間 開始年月日／終了年月日 
・受給者台帳（基本情報） 利用者負担上限額管理情報 上限額管理

有効期間 開始年月日／終了年月日 
等 

２ 年月 
・明細書 基本情報レコード サービス提供年月 

・事務点検結果票情報 基本情報レコード 受付年月 

等 

３ 区分 
・受給者台帳(基本情報) 障害区分コード 

・事業所台帳(サービス情報) 地域区分コード 

等 

４ 番号 

・市町村番号 

・都道府県等番号 

・事業所番号 

等 

５ コード 

・決定サービスコード 

・サービスコード 

・サービス種類コード 

等 

６ フラグ 

・実績記録票 明細情報レコード 運転フラグ 

・実績記録票 明細情報レコード 退所時支援特別加算 

・実績記録票 明細情報レコード 地域移行加算 

等 

 

        例外的な値が設定されるコード値項目 

項番 項目名 項目例 

１ 固定値 

・市町村台帳（基本情報） 異動事由 
・都道府県等台帳（基本情報） 異動事由 
・事業所台帳（基本情報） 異動事由 
等 

２ 未設定項目 

・障害児給付費等 明細書 基本情報レコード 障害支援区分コード 
・地域生活支援事業 明細書 基本情報レコード 上限額管理事業所 

指定事業所番号 
・地域生活支援事業 明細書 基本情報レコード 上限額管理事業所 

管理結果 
等 
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項番 項目名 項目例 

３ 
省略時にスペースを入

力することになってい

る項目 

・各種支払支援処理(出力情報) 振込データ情報ヘッダレコード 預金

種目（依頼人） 

・各種支払支援処理(出力情報) 振込データ情報ヘッダレコード 口座

番号（依頼人） 

・各種支払支援処理(出力情報) 振込データ情報データレコード 手形

交換所番号 

・各種支払支援処理(出力情報) 振込データ情報データレコード 顧客

コード１ 

・各種支払支援処理(出力情報) 振込データ情報データレコード 顧客

コード２ 

・各種支払支援処理(出力情報) 振込データ情報データレコード 振込

指定区分 

※固定長 CSV のため 
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１．４ コード一覧 
項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

１ 
異動

事由 

受給者異動事由 コード値 2 

01:受給資格取得 

02:受給資格喪失 

03:政令市における受給者の区間異動 

04:合併による新規 

99:その他異動 

事業所異動事由 コード値 2 01:固定値（省略可能） 

市町村異動事由 コード値 2 01:固定値（省略可能） 

２ 証記載市町村番号 コード値 6 

受給者証記載の市町村番号 

 

 

                チェックデジット 

               市区町村コード 

       都道府県コード 

３ 政令市市町村番号 コード値 6 
政令市が受給者を行政区で分けて管理する場合のみ政令市

の市町村番号を設定 

４ 受給者証番号 英数 10 
受給者証記載の受給者証番号が 10 桁に満たない場合は右詰

とし、左側を 0 で埋める 

５ 障害区分コード コード値 2 
01:身体障害者 02:知的障害者 03:精神障害者 04: 障害児 

05:難病等対象者 

６ 障害支援区分コード 英数 2 
21:区分１ 22:区分２ 23:区分３ 

24:区分４ 25:区分５ 26:区分６ 99:なし 

７ 所得区分コード※２ 英数 2 

01:生活保護 02:低所得１ 03:低所得２  

04:一般１   05: 一般２  99:その他 ※６ 

（一般 1：所得割 16 万未満、一般 2：所得割 16 万以上とする。

但し、平成 19 年 4 月から 6 月迄に所得認定を受けた者につ

いては、16 万円を 10 万円と読み替えること） 

８ 決定サービスコード コード値 6 

111000:居宅介護身体介護決定 

112000:居宅介護家事援助決定 

113000:居宅介護通院介助（身体介護伴う）決定 

114000:居宅介護通院介助（身体介護伴わない）決定 

115000:居宅介護通院等乗降介助決定 

110908:居宅介護加算特別地域加算対象者 

121000:重度訪問介護１５％加算対象者決定 

122000:重度訪問介護７．５％加算対象者決定 

123000:重度訪問介護その他決定 

120901:重度訪問介護加算移動介護 

120908:重度訪問介護加算特別地域加算対象者 

131000:行動援護基本決定 

130908:行動援護加算特別地域加算対象者 

141000:重度包括基本決定 

140908:重度包括支援加算特別地域加算対象者 

151000:同行援護（身体介護伴う）決定 

152000:同行援護（身体介護伴わない）決定 

150908:同行援護加算特別地域加算対象者 

211000:療養介護基本決定 

212000:療養介護経過的措置対象者決定 

213000:療養介護児童移行者対象者決定 

221000:生活介護基本決定 

222000:生活介護経過的措置対象者決定 

223000:生活介護地域移行個別支援対象者決定 

 

×１ ×２ ×３ ×４ ×５ ×６ 
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項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

８ 決定サービスコード コード値 6 

224000:生活介護児童移行者対象者決定（知的障害児） 

225000:生活介護児童移行者対象者決定（自閉症児） 

226000:生活介護児童移行者対象者決定（盲児） 

227000:生活介護児童移行者対象者決定（ろうあ児） 

228000:生活介護児童移行者対象者決定（肢体不自由児） 

220917:生活介護児童移行者加算強度行動障害 

220918:生活介護児童移行者加算重度重複 

220919:生活介護児童移行者加算自活訓練 

220920:生活介護児童移行者加算重度障害児支援（知的障害

児（Ⅰ）） 

220921:生活介護児童移行者加算重度障害児支援（知的障害

児（Ⅱ）） 

220922:生活介護児童移行者加算重度障害児支援（盲ろうあ

児（Ⅰ）） 

220923:生活介護児童移行者加算重度障害児支援（盲ろうあ

児（Ⅱ）） 

220924:生活介護児童移行者加算重度障害児支援（肢体不自

由児） 

231000:児童デイ基本決定 

241000:短期入所障害者決定 

242000:短期入所障害者医療型（療養介護）決定 

243000:短期入所障害者医療型（その他）決定 

244000:短期入所障害児決定 

245000:短期入所障害児医療型（重心）決定 

246000:短期入所障害児医療型（その他）決定 

240902:短期入所加算重度障害者支援加算対象者 

240925:短期入所加算特別重度支援加算Ⅰ対象者 

240926:短期入所加算特別重度支援加算Ⅱ対象者 

311000:共同生活介護基本決定 

312000:共同生活介護経過的居宅介護決定 

313000:共同生活介護重度障害者居宅介護利用対象者決定 

310902:共同生活介護加算重度障害者支援加算対象者 

310903:共同生活介護加算自立生活支援加算対象者 

310906:共同生活介護加算地域生活移行個別支援加算 

対象者 

310801:共同生活介護特定障害者特別給付費対象者 

321000:施設入所支援基本決定 

322000:施設入所支援経過的措置対象者決定 

323000:施設入所支援訓練等給付利用者決定 

324000:施設入所支援地域移行個別支援対象者決定 

325000:施設入所支援児童移行者対象者決定（知的障害児） 

326000:施設入所支援児童移行者対象者決定（自閉症児） 

327000:施設入所支援児童移行者対象者決定（盲児） 

328000:施設入所支援児童移行者対象者決定（ろうあ児） 

329000:施設入所支援児童移行者対象者決定（肢体不自由

児） 

320901:施設入所支援加算重度障害者支援（体制）加算Ⅰ（基

本）対象者 

320902:施設入所支援加算重度障害者支援（体制）加算Ⅰ（重

度）対象者 

320903:施設入所支援加算重度障害者支援加算Ⅱ対象者 

320906:施設入所支援加算地域生活移行個別支援加算対象

者 
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項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

８ 決定サービスコード コード値 6 

320917:施設入所支援児童移行者加算強度行動障害 

320918:施設入所支援児童移行者加算重度重複 

320919:施設入所支援児童移行者加算自活訓練 

320920:施設入所支援児童移行者加算重度障害児支援（知的

障害児（Ⅰ）） 

320921:施設入所支援児童移行者加算重度障害児支援（知的

障害児（Ⅱ）） 

320922:施設入所支援児童移行者加算重度障害児支援（盲ろ

うあ児（Ⅰ）） 

320923:施設入所支援児童移行者加算重度障害児支援（盲ろ

うあ児（Ⅱ）） 

320924:施設入所支援児童移行者加算重度障害児支援（肢体

不自由児） 

331000:共同生活援助基本決定 

332000:共同生活援助経過的居宅介護決定 

333000:共同生活援助重度障害者居宅介護利用対象者決定 

330902:共同生活援助加算重度障害者支援加算対象者 

330903:共同生活援助加算自立生活支援加算対象者 

330906:共同生活援助加算地域生活移行個別支援加算 

対象者 

330801:共同生活援助特定障害者特別給付費対象者 

330802:共同生活援助受託居宅介護サービス費対象者 

341000:宿泊型自立訓練基本決定 

342000:宿泊型自立訓練長期入院等対象者決定 

340906:宿泊型自立訓練加算地域生活移行個別支援加算 

対象者 

411000:自立訓練（機能訓練）基本決定 

412000:自立訓練（機能訓練）基本決定（視覚障害） 

413000:自立訓練（機能訓練）障害児施設移行者経過的措置

対象者決定 

421000:自立訓練（生活訓練）基本決定 

422000:自立訓練（生活訓練）障害児施設移行者経過的措置

対象者決定 

420903:自立訓練（生活訓練）加算精神障害者退院 

支援施設加算対象者 

420904:自立訓練（生活訓練）加算継続的短期滞在 

加算対象者 

420905:自立訓練（生活訓練）加算短期滞在加算対象者 

431000:就労移行支援基本決定 

432000:就労移行支援障害児施設移行者経過的措置対象者

決定 

430903:就労移行支援加算精神障害者退院支援施設 

加算対象者 

441000:就労移行支援（養成施設）基本決定 

442000:就労移行支援（養成施設）障害児施設移行者経過的

措置対象者決定 

451000:就労継続支援Ａ型基本決定 

452000:就労継続支援Ａ型障害児施設移行者経過的措置対象

者決定 

461000:就労継続支援Ｂ型基本決定 

462000:就労継続支援Ｂ型障害児施設移行者経過的措置対象

者決定 
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項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

８ 決定サービスコード コード値 6 

511000:相談支援事業Ⅰ決定 

512000:相談支援事業Ⅱ決定 

510908:相談支援事業加算特別地域加算対象者 

513000:相談支援事業Ⅰ特別地域加算対象者決定 

514000:相談支援事業Ⅱ特別地域加算対象者決定 

521000:計画相談支援決定 

522000:計画相談支援特別地域加算対象者決定 

523000:計画相談支援居宅介護支援費重複減算Ⅰ対象者決

定 

524000:計画相談支援居宅介護支援費重複減算Ⅱ対象者決

定 

525000:計画相談支援介護予防支援費重複減算対象者決定 

526000:計画相談支援居宅介護支援費重複減算Ⅰ・特別地域

加算対象者決定 

527000:計画相談支援居宅介護支援費重複減算Ⅱ・特別地域

加算対象者決定 

528000:計画相談支援介護予防支援費重複減算・特別地域加

算対象者決定 

531000:地域移行支援基本決定 

530908:地域移行支援加算特別地域加算対象者 

541000:地域定着支援基本決定 

540908:地域定着支援加算特別地域加算対象者 

810000:旧身体入所更生基本決定 

810911:旧身体入所更生加算重複障害 

820000:旧身体通所更生基本決定 

820911:旧身体通所更生加算重複障害 

830000:旧身体入所療護基本決定 

830911:旧身体入所療護加算重複障害 

830915:旧身体入所療護加算ＡＬＳ 

830916:旧身体入所療護加算遷延性 

840000:旧身体通所療護基本決定 

840911:旧身体通所療護加算重複障害 

850000:旧身体入所授産基本決定 

850911:旧身体入所授産加算重複障害 

860000:旧身体通所授産基本決定 

860911:旧身体通所授産加算重複障害 

910000:旧知的入所更生基本決定 

910911:旧知的入所更生加算重複障害 

910912:旧知的入所更生加算強行 

910913:旧知的入所更生加算自活（内） 

910914:旧知的入所更生加算自活（外） 

920000:旧知的通所更生基本決定 

920911:旧知的通所更生加算重複障害 

930000:旧知的入所授産基本決定 

930911:旧知的入所授産加算重複障害 

930913:旧知的入所授産加算自活（内） 

930914:旧知的入所授産加算自活（外） 

940000:旧知的通所授産基本決定 

940911:旧知的通所授産加算重複障害 

950000:旧知的通勤寮基本決定 

９ 旧障害程度区分等コード 英数 2 01:A 02:B 03:C 04:1 05:2 06:3 



- １８ - 

項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

１０ 事業所番号 コード値 10 

 

 

 

 

都道府県       郡市区コード   通番    チェック 

コード 事業所区分コード               デジット 

※ 都道府県コードの先頭０は省略不可とする 

※ チェックデジットはモジュラス 10 方式とする 

（モジュラス 10 ウエイト 2-1 分割 Ｍ10Ｗ21） 

１１ 事業所区分コード 英数 1 

1:総合支援法（指定事業所）(ＧＨ・相談支援事業所を除く) 

（異動年月日の年月、またはサービス提供年月が 

平成 26 年 3 月以前は 

総合支援法（指定事業所）(ＧＨ・CＨ・相談支援事業所を除く)） 

2:総合支援法（指定事業所）(ＧＨ) 

（異動年月日の年月、またはサービス提供年月が 

平成 26 年 3 月以前は 

総合支援法（指定事業所）(ＧＨ・CＨ)） 

3:総合支援法（指定事業所）（相談支援事業所） 

4:総合支援法（基準該当事業所） 

5:児童福祉法（指定事業所）(障害児相談支援事業所を除く) 

6:地域生活支援事業 

7:児童福祉法（指定事業所）（障害児相談支援事業所） 

8:児童福祉法（基準該当事業所） 

１２ サービスコード コード値 6 

 

 

 

 

サービス種類コード  サービス項目コード 

＊サービス項目コードはサービスの内容・行為を表す 

１３ 法人等種別コード コード値 2 

01:社会福祉法人（社協以外） 02:社会福祉法人（社協） 

03:医療法人 04:民法法人（社団・財団） 05:営利法人 

06:非営利法人（ＮＰＯ） 07:農協 08:生協 

09:その他法人 10:地方公共団体（都道府県） 

11:地方公共団体（市町村） 

12:地方公共団体（広域連合・一部事務組合等） 

13:非法人 14: 国立施設 99:その他 

１４ 
指定／基準該当等 

事業所区分コード 
コード値 1 

1:指定事業所 

2:基準該当事業所 

3:特定基準該当事業所 

×１ ×２ ×３ ×４ ×５ ×６ ×７ ×８ ×９ ×10 

×１ ×２ ×３ ×４ ×５ ×６ 



- １９ - 

項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

１５ サービス種類コード コード値 2 

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  

23:児童デイ 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） 

51:相談支援事業 

52:計画相談支援 53:地域移行支援 

54:地域定着支援 

81:身体入所更生 82:身体通所更生 

83:身体入所療護 84:身体通所療護 

85:身体入所授産 86:身体通所授産 

91:知的入所更生 92:知的通所更生 

93:知的入所授産 94:知的通所授産 

95:知的通勤寮 

１６ 地域区分コード コード値 2 

指定事業所等 

01:一級地 02:二級地 03:三級地 

04:四級地 05:五級地 06:六級地 

07:七級地 08:八級地 09:九級地 

10:十級地 11:十一級地 12:十二級地 

13:十三級地 14:十四級地 15:十五級地 

16:十六級地 17:十七級地 18:十八級地 

19:十九級地 20:その他 

児童施設経過

措置事業所 

21:一級地（旧障害児施設） 

22:二級地（旧障害児施設） 

23:三級地（旧障害児施設） 

24:四級地（旧障害児施設） 

25:五級地（旧障害児施設） 

26:六級地（旧障害児施設） 

27:七級地（旧障害児施設） 

28:その他（旧障害児施設） 

 地域区分コード コード値 2 

01:特別区  02:特甲地 03:甲地 04:乙地 05:丙地 

11:一級地 12:二級地 13:三級地 14:四級地 

15:五級地 16:六級地 17:七級地 18:八級地 

19:九級地 20:十級地 21:十一級地 22:十二級地 

23:その他 

１７ 施設等の区分 コード値 1 

生活介護※３ 

1:一般 2:小規模多機能 

3:当該施設が単独施設 

4:当該施設に併設する施設が主たる施設 

5:当該施設が主たる施設 

短期入所※５ 1:福祉型 2:医療型  

施設入所支援 

1:当該施設が単独施設 

2:当該施設に併設する施設が主たる施設 

3:当該施設が主たる施設 

就労継続支援 

(Ｂ型) 
1:一般 2:強化型 

児童デイ 
1: 児童デイサービス(Ⅰ) 

2: 児童デイサービス(Ⅱ) 

身体入所更生 

身体通所更生 

1:内部障害者更生施設以外 

2:内部障害者更生施設 



- ２０ - 

項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

１７ 施設等の区分 コード値 1 

知的入所更生 
1:併設施設 

2:主たる施設 

身体通所授産 

知的通所更生 

知的通所授産 

1:入所通所部 

2:入所分場 

3:通所本体 

4:通所分場 

共同生活援助 
1:介護サービス包括型 

2:外部サービス利用型 

１８ 

定員区分 

（多機能型等定員区分

（加算）） 

コード値 2 

生活介護 

療養介護 

自立訓練 

就労移行支援 

就労継続支援 

施設入所支援 

01:40 人以下  

02:41 人以上 60 人以下 

03:61 人以上 80 人以下 

04:81 人以上 

生活介護 

自立訓練 

就労移行支援 

就労継続支援 

01:21 人以上 40 人以下 

02:41 人以上 60 人以下 

03:61 人以上 80 人以下 

04:81 人以上 

05:20 人以下 

身体入所更生 

身体入所授産 

知的入所授産 

01:40 人以下  

02:41 人以上 60 人以下 

03:61 人以上 90 人以下 

04:91 人以上 

身体入所療護 

知的入所更生 

01:10 人  

02:11 人以上 20 人以下 

03:30 人以上 40 人以下 

04:41 人以上 60 人以下 

05:61 人以上 90 人以下 

06:91 人以上 

身体通所療護 

01:4 人 

02:5 人以上 10 人以下 

03:11 人以上 20 人以下 

身体通所授産 

知的通所更生 

知的通所授産 

01:20 人  

02:21 人以上 40 人以下 

03:41 人以上 60 人以下 

04:61 人以上 

児童デイ 

01:10 人以下 

02:11～20 人 

03:21 人以上 



- ２１ - 

項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

１９ 人員配置区分 コード値 2 

生活介護 

01:Ⅰ型(1.7:1 以上) 

02:Ⅱ型(2:1 以上) 

03:Ⅲ型(2.5:1 以上) 

04:Ⅳ型(3:1 以上) 

05:Ⅴ型(3.5:1 以上) 

06:Ⅵ型(4:1 以上) 

07:Ⅶ型(4.5:1 以上) 

08:Ⅷ型(5:1 以上) 

09:Ⅸ型(5.5:1 以上) 

10:Ⅹ型(6:1 以上) 

療養介護 

01:Ⅰ型(2:1 以上) 

02:Ⅱ型(3:1 以上) 

03:Ⅲ型(4:1 以上) 

04:Ⅳ型(6:1 以上) 

05:Ⅴ型(特定旧法受給者) 

施設入所支援 

01:Ⅰ型 

(平均障害程度区分 5.0 以上、 

障害程度区分 6 が 60％以上) 

02:Ⅱ型 

(平均障害程度区分 5.0 以上、 

障害程度区分 6 が 50％以上 60％未満) 

03:Ⅲ型 

(平均障害程度区分 5.0 以上、 

障害程度区分 6 が 40％以上 50％未満) 

04:Ⅳ型 

(平均障害程度区分 5.0 以上、 

障害程度区分 6 が 40％未満)または 

(平均障害程度区分 4.5 以上 5 未満、 

障害程度区分 5,6 が 50％以上) 

05:Ⅴ型 

(平均障害程度区分 4.5 以上 5 未満、 

障害程度区分 5,6 が 40％以上 50％未満) 

06:Ⅵ型 

(平均障害程度区分 4.5 以上 5 未満、 

障害程度区分 5，6 が 40％未満)または 

(平均障害程度区分 4 以上 4.5 未満、 

障害程度区分 5,6 が 40％以上) 

07:Ⅶ型 

(平均障害程度区分 4 以上 4.5 未満、 

障害程度区分 5,6 が 30％以上 40％未満) 

08:Ⅷ型 

(平均障害程度区分 4 以上 4.5 未満、障害 

程度区分 5,6 が 30％未満)または(平均障 

害程度区分 4 未満、障害程度区分 5,6 が 

30％以上) 

09:Ⅸ型 

(平均障害程度区分 4 未満、障害程度区分 

5,6 が 20％以上 30％未満) 

10:Ⅹ型 

(平均障害程度区分 4 未満、障害程度区分 

5,6 が 20％未満) 



- ２２ - 

項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

１９ 人員配置区分 コード値 2 

共同生活援助 

※７ 

01:Ⅰ型(6:1 以上) 

02:Ⅱ型(10:1 以上) 

01:Ⅲ型(6:1 以上) 

02:Ⅳ型(10:1 以上) 

03:Ⅰ型(4:1 以上) 

04:Ⅱ型(5:1 以上) 

共同生活介護 

01:Ⅰ型(4:1 以上) 

02:Ⅱ型(5:1 以上) 

03:Ⅲ型(6:1 以上) 

就労継続支援 
01:Ⅰ型(7.5:1) 

02:Ⅱ型(10:1) 

２０ 

 

栄養士配置加算の基準 

※１ 

コード値 1 
1:無し 2: その他栄養士 

3:常勤栄養士 4:常勤管理栄養士 

２１ 
精神障害者退院支援施

設加算の有無 
コード値 1 

1:無し 

2:宿直体制あり 

3:夜勤体制あり 

２２ 
大規模住居等減算の有

無 
コード値 1 

生活介護 1:無し 5:定員 81 人以上 

共同生活介護 

1:無し 2:定員 8 人以上 3:定員 21 人以上 

4:定員 21 人以上（一体的な運営が行われ

ている場合） 

共同生活援助 

1:無し 2:定員 8 人以上 3:定員 21 人以上

4:定員 21 人以上（一体的な運営が行われ

ている場合） 

 大規模住居減算の有無 コード値 1 1:無し 2:定員 8 人以上 3:定員 21 人以上 

２３ 短期滞在加算の有無 コード値 1 1:無し 2:宿直体制あり 3:夜勤体制あり 

 
共同生活介護夜間支援

対象利用者数 
コード値 2 

01:10 人以下 02:11 人 03:12 人 04:13 人 

05:14 人 06:15 人 07:16 人 08:17 人 09:18 人 

10:19 人 11:20 人 12:21 人以上 30 人以下 13:4 人以下 14:5

人 15:6 人 16:7 人 17:8 人以上 10 人以下 18:11 人以上 13

人以下 19:14 人以上 16 人以下 20:17 人以上 20 人以下 

 

共同生活援助夜間防災・

緊急時支援対象利用者

数 

コード値 2 01:4 人以下 02:5 人 03:6 人 04:7 人 05:8 人以上 30 人以下 

 
夜間支援対象利用者数 

（小規模事業所） 
コード値 1 1:4 人 2:5 人 3:6 人 4:7 人 5:8 人 6:9 人 

２４ 障害児施設区分 コード値 2 
生活介護 

施設入所支援 

01:知的障害の場合 

02:自閉症の場合 

03:盲の場合 

04:ろうあの場合 

05:肢体不自由の場合 

２５ 支給量単位区分 コード値 1 1:時間 2:日数 3:単位 4:回 



- ２３ - 

項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

２６ 申立事由コード 英数 4 

 

 

 

様式番号   申立理由番号 

 

【様式番号（上２桁）】 

10:介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二） 

11:訓練等給付費等明細書（様式第三） 

（サービス提供年月が平成 26 年 3 月以前は 

介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第三）） 

12:地域相談支援給付費明細書（様式第五） 

20:サービス利用計画作成費請求書（様式第四） 

21:計画相談支援給付費請求書（様式第四） 

30:特例介護給付費・特例訓練等給付費等明細書 

（様式第六） 

31:特例計画相談支援給付費請求書（様式第十） 

40:障害児施設給付費明細書（様式第二） 

41:障害児通所給付費・入所給付費等明細書（様式第二） 

50:地域生活支援事業明細書 

60:障害児相談支援給付費請求書（様式第三） 

70:特例障害児通所給付費等明細書（様式第五） 

71:特例障害児相談支援給付費請求書（様式第六） 

 

【申立理由番号（下２桁）】 

01:台帳誤り修正による市町村申立の過誤調整  

02:請求誤りによる実績取り下げ  

09:時効による市町村申立の取り下げ  

11:台帳誤り修正による事業所申立の実績取り下げ  

32:提供実績記録票誤りによる実績の取り下げ 

33:上限の誤りによる実績取り下げ 

90:その他の事由による台帳過誤 

99:その他の事由による実績の取り下げ 

２７ 都道府県等番号 コード値 6 

 

 

 

                 

都道府県コード      下 4 桁は「0」 固定 

 

 

 

               0 又はチェックデジット 

             「0」固定 

       都道府県コード 

 

２８ 金融機関コード コード値 4 全銀協が定めたコード体系 

２９ 金融機関支店コード コード値 3 全銀協が定めたコード体系 

３０ 口座種目 コード値 1 1:普通預金  2:当座預金  3:別段  9:その他 

３１ 口座番号 コード値 7 全銀協が定めたコード体系 

×１ ×２ ×３ ×４ 

×１ ×２ ×３ ×４ ×５ ×６ 

×１ ×２ ×３ ×４ ×５ ×６ 



- ２４ - 

項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

３２ 
世帯算定所得区分 

※２、※４ 
英数 2 

01:生活保護 02:低所得１ 03:低所得２ 04:一般 

11:生活保護（支給決定保護者以外）  

12:低所得１（支給決定保護者以外）  

13:低所得２（支給決定保護者以外）  

14:一般（支給決定保護者以外） 

３３ 算定単位区分 コード値 2 

00:算定単位なし  01:１回につき  02:１時間につき 
03:１日につき  04:１月につき  05:月１回限度 
06:月２回限度  07:片道につき 

３４ 
決定サービスコード 

（障害児給付費） 
コード値 6 

111000:知的障害児施設基本決定 

110903:知的障害児施設加算重度知的障害児（１） 

110904:知的障害児施設加算重度知的障害児（２） 

110908:知的障害児施設加算強度行動障害 

110909:知的障害児施設加算重度重複 

110910:知的障害児施設加算自活訓練 

121000:第１種自閉症児施設基本決定 

120903:第１種自閉症児施設加算重度知的障害児（１） 

120904:第１種自閉症児施設加算重度知的障害児（２） 

120909:第１種自閉症児施設加算重度重複 

120910:第１種自閉症児施設加算自活訓練 

131000:第２種自閉症児施設基本決定 

130903:第２種自閉症児施設加算重度知的障害児（１） 

130904:第２種自閉症児施設加算重度知的障害児（２） 

130908:第２種自閉症児施設加算強度行動障害 

130909:第２種自閉症児施設加算重度重複 

130910:第２種自閉症児施設加算自活訓練 

211000:知的障害児通園施設基本決定 

210901:知的障害児通園施設加算幼児 

311000:盲児施設基本決定 

310901:盲児施設加算幼児 

310905:盲児施設加算重度盲児（１） 

310906:盲児施設加算重度盲児（２） 

310909:盲児施設加算重度重複 

321000:ろうあ児施設基本決定 

320901:ろうあ児施設加算幼児 

320905:ろうあ児施設加算重度盲児（１） 

320906:ろうあ児施設加算重度盲児（２） 

320909:ろうあ児施設加算重度重複 

331000:難聴幼児通園施設基本決定 

330901:難聴幼児通園施設加算幼児 

330911:難聴幼児通園施設加算人工内耳装用児支援加算 

411000:肢体不自由児施設（入所）基本決定 

410902:肢体不自由児施設（入所）加算乳幼児 

410907:肢体不自由児施設（入所）加算重度 

410909:肢体不自由児施設（入所）加算重度重複 

421000:肢体不自由児施設（通所）基本決定 

420901:肢体不自由児施設（通所）加算幼児 

431000:肢体不自由児療護施設基本決定 

430907:肢体不自由児療護施設加算重度 

430909:肢体不自由児療護施設加算重度重複 

441000:肢体不自由児通園施設基本決定 

440901:肢体不自由児通園施設加算幼児 
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項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

３４ 
決定サービスコード 

（障害児給付費） 
コード値 6 

451000:指定医療機関（肢体不自由児）基本決定 

450901:指定医療機関（肢体不自由児）加算乳幼児 

450907:指定医療機関（肢体不自由児）加算重度 

450909:指定医療機関（肢体不自由児）加算重度重複 

511000:重症心身障害児施設基本決定 

521000:指定医療機関（重心）基本決定 

551000:障害児相談支援決定 

552000:障害児相談支援特別地域加算対象者決定 

611000:児童発達支援基本決定 

612000:児童発達支援基本決定（難聴児） 

613000:児童発達支援基本決定（重症心身障害児） 

610911:児童発達支援加算人工内耳装用児支援 

621000:医療型児童発達支援基本決定（肢体不自由児） 

622000:医療型児童発達支援基本決定（重症心身障害児） 

631000:放課後等デイサービス基本決定 

632000:放課後等デイサービス基本決定（重症心身障害児） 

641000:保育所等訪問支援基本決定 

711000:児童入所支援基本決定（知的障害児） 

712000:児童入所支援基本決定（自閉症児） 

713000:児童入所支援基本決定（盲児） 

714000:児童入所支援基本決定（ろうあ児） 

715000:児童入所支援基本決定（肢体不自由児） 

710901:児童入所支援加算幼児 

710908:児童入所支援加算強度行動障害 

710909:児童入所支援加算重度重複 

710910:児童入所支援加算自活訓練 

710913:児童入所支援加算重度障害児支援（知的障害児

（Ⅰ）） 

710914:児童入所支援加算重度障害児支援（知的障害児

（Ⅱ）） 

710915:児童入所支援加算重度障害児支援（盲ろうあ児（Ⅰ）） 

710916:児童入所支援加算重度障害児支援（盲ろうあ児（Ⅱ）） 

710917:児童入所支援加算重度障害児支援（肢体不自由児） 

721000:医療型児童入所支援基本決定（自閉症児） 

722000:医療型児童入所支援基本決定（肢体不自由児） 

723000:医療型児童入所支援基本決定（重症心身障害児） 

724000:医療型児童入所支援基本決定（強度行動障害児） 

720901:医療型児童入所支援加算幼児 

720921:医療型児童入所支援加算乳幼児 

720909:医療型児童入所支援加算重度重複 

720910:医療型児童入所支援加算自活訓練 

720918:医療型児童入所支援加算重度障害児支援（自閉症児

（Ⅰ）） 

720919:医療型児童入所支援加算重度障害児支援（自閉症児

（Ⅱ）） 

720920:医療型児童入所支援加算重度障害児支援（肢体不自

由児） 
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項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

３５ 
サービス種類コード 

（障害児給付費） 
コード値 2 

11:知的障害児施設  12:第１種自閉症児施設 

13:第２種自閉症児施設  21:知的障害児通園施設 

31:盲児施設  32:ろうあ児施設 

33:難聴幼児通園施設 

41:肢体不自由児施設（入所） 

42:肢体不自由児施設（通所） 

43:肢体不自由児療護施設 

44:肢体不自由児通園施設 

45:指定医療機関（肢体不自由児） 

51:重症心身障害児施設 

52:指定医療機関（重心） 

55:障害児相談支援 

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 64:保育所等訪問支援 

71:障害児入所支援 

72:医療型障害児入所支援 

３６ 
地域区分コード 

（障害児給付費） 
コード値 2 

指定事業所等 

11:一級地 12:二級地 13:三級地 

14:四級地 15:五級地 16:六級地 

17:七級地 18:八級地 19:九級地 

20:十級地 21:十一級地 22:十二級地 

23:その他 

児童デイ経過措置

事業所 

31:一級地（旧児童デイ） 

32:二級地（旧児童デイ） 

33:三級地（旧児童デイ） 

34:四級地（旧児童デイ） 

35:五級地（旧児童デイ） 

36:六級地（旧児童デイ） 

37:七級地（旧児童デイ） 

38:八級地（旧児童デイ） 

39:九級地（旧児童デイ） 

40:十級地（旧児童デイ） 

41:十一級地（旧児童デイ） 

42:十二級地（旧児童デイ） 

43:十三級地（旧児童デイ） 

44:十四級地（旧児童デイ） 

45:十五級地（旧児童デイ） 

46:十六級地（旧児童デイ） 

47:十七級地（旧児童デイ） 

48:十八級地（旧児童デイ） 

49:十九級地（旧児童デイ） 

50:二十級地（旧児童デイ） 

51:その他（旧児童デイ） 

３７ 
施設等の区分 

（障害児給付費） 
コード値 1 

児童発達支援 
1:児童発達支援センター 

2:児童発達支援センター以外 

医療型児童発達

支援 

1:医療型児童発達支援センター 

2:指定医療機関 

知的障害児施設、

盲児施設、ろうあ

児施設 

障害児入所支援 

1:当該施設が単独施設 

2:当該施設に併設する施設が主たる施設 

3:当該施設が主たる施設 

医療型障害児入

所支援 

1:医療型障害児入所施設 

2:指定医療機関 
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項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

 
定員区分 

（障害児給付費） 
コード値 2 

知的障害児施設 

1:5 人以上 10 人未満 

2:10 人 

3:11 人以上 20 人以下 

4:21 人以上 30 人以下 

5:31 人以上 40 人以下 

6:41 人以上 50 人以下 

7:51 人以上 60 人以下 

8:61 人以上 70 人以下 

9:71 人以上 80 人以下 

10:81 人以上 90 人以下 

11:91 人以上 100 人以下 

12:101 人以上 110 人以下 

13:111 人以上 120 人以下 

14:121 人以上 130 人以下 

15:131 人以上 140 人以下 

16:141 人以上 150 人以下 

17:151 人以上 160 人以下 

18:161 人以上 170 人以下 

19:171 人以上 180 人以下 

20:181 人以上 190 人以下 

21:191 人以上 

第２種自閉症児施設 

1:40 人以下 

2:41 人以上 50 人以下 

3:51 人以上 60 人以下 

4:61 人以上 70 人以下 

5:71 人以上 

知的障害児通園施設 

1:30 人以下 

2:31 人以上 40 人以下 

3:41 人以上 50 人以下 

4:51 人以上 60 人以下 

5:61 人以上 70 人以下 

6:71 人以上 80 人以下 

7:81 人以上 

盲児施設 

ろうあ児施設 

1:5 人 

2:6 人以上 9 人以下 

3:10 人 

4:11 人以上 15 人以下 

5:16 人以上 20 人以下 

6:21 人以上 25 人以下 

7:26 人以上 30 人以下 

8:31 人以上 40 人以下 

9:41 人以上 50 人以下 

10:51 人以上 60 人以下 

11:61 人以上 70 人以下 

12:71 人以上 80 人以下 

13:81 人以上 90 人以下 

14:91 人以上 

難聴幼児通園施設 

1:30 人以下 

2:31 人以上 40 人以下 

3:41 人以上 
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項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

 
定員区分 

（障害児給付費） 
コード値 2 

知的障害児通園施設 

難聴幼児通園施設 

肢体不自由児施設（通所） 

肢体不自由児通園施設 

1:21 人以上 30 人以下 

2:31 人以上 40 人以下 

3:41 人以上 50 人以下 

4:51 人以上 60 人以下 

5:61 人以上 70 人以下 

6:71 人以上 80 人以下 

7:81 人以上 

8:20 人 

肢体不自由児療護施設 

1:50 人以下 

2:51 人以上 60 人以下 

3:61 人以上 70 人以下 

4:71 人以上 

放課後等デイサービス 

01:10 人以下 

02:11 人以上 20 人以下 

03:21 人以上 

３８ 
障害児施設区分 

（障害児給付費） 
コード値 2 

児童発達支援 

放課後等デイ 

サービス 

01:重症心身障害以外の場合 

02:重症心身障害の場合 

障害児入所支援 

01:知的障害の場合 

02:自閉症の場合 

03:盲の場合 

04:ろうあの場合 

05:肢体不自由の場合 

３９ 
夜間支援等体制加算対

象利用者数 
コード値 2 

01:4 人以下 02:5 人 03:6 人 04:7 人 05:8 人以上 10 人以下 

06:11 人以上 13 人以下 07:14 人以上 16 人以下  

08:17 人以上 20 人以下 09:21 人以上 30 人以下 

４０ 主たる事業所施設区分 コード値 1 
1:介護サービス包括型 

2:外部サービス利用型 

※１ 保健所との連携をしている場合の届出については「2:その他栄養士」のコードを使用 

して届出を行うこと。 

   ※２ 平成 22 年 4 月以降、低所得１・低所得２は「低所得」として一本化されるが、低所得１・低所得２のコード 

は使用可能とするため、どちらのコードも設定可能とする。 

   ※３ 小規模多機能型居宅介護事業所において、基準該当として生活介護を提供する場合のみ「2:小規模 

多機能」を設定する。それ以外の場合は、「1:一般」を設定する。 

   ※４ 平成 22 年 4 月以降、世帯算定所得区分を設定する受給者と同一世帯に障害児がいる場合、当該受給者

が障害児の保護者ではない場合に、11～14 のコードで設定する。 

   ※５ 小規模多機能型居宅介護事業所において、基準該当として短期入所を提供する場合は「1:福祉型」を 

設定する。 

   ※６ 所得区分「99:その他」は地域相談支援のみ給付決定を受け、所得区分認定がない場合、もしくは障害福

祉サービス等の給付決定の前に計画相談支援、または障害児相談支援の給付決定を行う場合に設定す

る。 

   ※７ 平成 26 年 4 月以降、介護サービス包括型の場合は、「01:Ⅲ型(6:1 以上)」「03:Ⅰ型(4:1 以上)」「04:Ⅱ型(5:1

以上)」を設定する。外部サービス利用型の場合は、「01:Ⅲ型(6:1 以上)」「02:Ⅳ型(10:1 以上)」「03:Ⅰ型(4:1

以上)」「04:Ⅱ型(5:1 以上)」を設定する。 
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  以下のコードについては平成 21 年 4月以降、使用不可となるコードである。当該コードは 

異動年月・サービス提供年月等が平成 21年 3 月までのデータに関してのみ有効となる。 

項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

１ 決定サービスコード コード値 6 
420904:自立訓練（生活訓練）加算継続的短期滞在 

加算対象者 

２ 施設等の区分 コード値 1 
就労継続支援 

(Ｂ型) 
1:一般 2:強化型 

３ 人員配置区分 コード値 2 施設入所支援 

01:Ⅰ型 

(平均障害程度区分 5.0 以上、 

障害程度区分 6 が 60％以上) 

02:Ⅱ型 

(平均障害程度区分 5.0 以上、 

障害程度区分 6 が 50％以上 60％未満) 

03:Ⅲ型 

(平均障害程度区分 5.0 以上、 

障害程度区分 6 が 40％以上 50％未満) 

04:Ⅳ型 

(平均障害程度区分 5.0 以上、 

障害程度区分 6 が 40％未満)または 

(平均障害程度区分 4.5 以上 5 未満、 

障害程度区分 5,6 が 50％以上) 

05:Ⅴ型 

(平均障害程度区分 4.5 以上 5 未満、 

障害程度区分 5,6 が 40％以上 50％未満) 

06:Ⅵ型 

(平均障害程度区分 4.5 以上 5 未満、 

障害程度区分 5，6 が 40％未満)または 

(平均障害程度区分 4 以上 4.5 未満、 

障害程度区分 5,6 が 40％以上) 

07:Ⅶ型 

(平均障害程度区分 4 以上 4.5 未満、 

障害程度区分 5,6 が 30％以上 40％未満) 

08:Ⅷ型 

(平均障害程度区分 4 以上 4.5 未満、障害 

程度区分 5,6 が 30％未満)または(平均障 

害程度区分 4 未満、障害程度区分 5,6 が 

30％以上) 

09:Ⅸ型 

(平均障害程度区分 4 未満、障害程度区分 

5,6 が 20％以上 30％未満) 

10:Ⅹ型 

(平均障害程度区分 4 未満、障害程度区分 

5,6 が 20％未満) 

４ 夜間支援対象利用者数 コード値 2 

01:10 人以下 02:11 人 03:12 人 04:13 人 

05:14 人 06:15 人 07:16 人 08:17 人 09:18 人 

10:19 人 11:20 人 

５ 
夜間支援対象利用者数 

（小規模事業所） 
コード値 1 1:4 人 2:5 人 3:6 人 4:7 人 5:8 人 6:9 人 
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項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

６ 
定員区分 

（障害児施設給付費） 
コード値 2 

知的障害児 

通園施設 

1:30 人以下 

2:31 人以上 40 人以下 

3:41 人以上 50 人以下 

4:51 人以上 60 人以下 

5:61 人以上 70 人以下 

6:71 人以上 80 人以下 

7:81 人以上 

難聴幼児通園

施設  

1:30 人以下 

2:31 人以上 40 人以下 

3:41 人以上 

 
 
 

以下のコードについては平成 24年 4 月以降、使用不可となるコードである。当該コードは 

異動年月・サービス提供年月等が平成 24年 3 月までのデータに関してのみ有効となる。 

項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

１ 決定サービスコード コード値 6 

231000:児童デイ基本決定 

511000:相談支援事業Ⅰ決定 

512000:相談支援事業Ⅱ決定 

513000:相談支援事業Ⅰ特別地域加算対象者決定 

514000:相談支援事業Ⅱ特別地域加算対象者決定 

810000:旧身体入所更生基本決定 

810911:旧身体入所更生加算重複障害 

820000:旧身体通所更生基本決定 

820911:旧身体通所更生加算重複障害 

830000:旧身体入所療護基本決定 

830911:旧身体入所療護加算重複障害 

830915:旧身体入所療護加算ＡＬＳ 

830916:旧身体入所療護加算遷延性 

840000:旧身体通所療護基本決定 

840911:旧身体通所療護加算重複障害 

850000:旧身体入所授産基本決定 

850911:旧身体入所授産加算重複障害 

860000:旧身体通所授産基本決定 

860911:旧身体通所授産加算重複障害 

910000:旧知的入所更生基本決定 

910911:旧知的入所更生加算重複障害 

910912:旧知的入所更生加算強行 

910913:旧知的入所更生加算自活（内） 

910914:旧知的入所更生加算自活（外） 

920000:旧知的通所更生基本決定 

920911:旧知的通所更生加算重複障害 

930000:旧知的入所授産基本決定 

930911:旧知的入所授産加算重複障害 

930913:旧知的入所授産加算自活（内） 

930914:旧知的入所授産加算自活（外） 

940000:旧知的通所授産基本決定 

940911:旧知的通所授産加算重複障害 

950000:旧知的通勤寮基本決定 
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項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

２ 旧障害程度区分コード 英数 2 01:A 02:B 03:C 

３ サービス種類コード コード値 2 

23:児童デイ 

51:相談支援事業 

81:身体入所更生 82:身体通所更生 

83:身体入所療護 84:身体通所療護 

85:身体入所授産 86:身体通所授産 

91:知的入所更生 92:知的通所更生 

93:知的入所授産 94:知的通所授産 

95:知的通勤寮 

４ 施設等の区分 コード値 1 

児童デイ 
1: 児童デイサービス(Ⅰ) 

2: 児童デイサービス(Ⅱ) 

身体入所更生 

身体通所更生 

1:内部障害者更生施設以外 

2:内部障害者更生施設 

知的入所更生 
1:併設施設 

2:主たる施設 

身体通所授産 

知的通所更生 

知的通所授産 

1:入所通所部 

2:入所分場 

3:通所本体 

4:通所分場  

５ 地域区分コード コード値 2 

01:特別区  02:特甲地 03:甲地 04:乙地 05:丙地 

11:一級地 12:二級地 13:三級地 14:四級地 

15:五級地 16:六級地 17:七級地 18:八級地 

19:九級地 20:十級地 21:十一級地 22:十二級地 

23:その他 

６ 

定員区分 

（多機能型等定員区分

（加算）） 

コード値 2 

身体入所更生 

身体入所授産 

知的入所授産 

01:40 人以下  

02:41 人以上 60 人以下 

03:61 人以上 90 人以下 

04:91 人以上 

身体入所療護 

知的入所更生 

01:10 人  

02:11 人以上 20 人以下 

03:30 人以上 40 人以下 

04:41 人以上 60 人以下 

05:61 人以上 90 人以下 

06:91 人以上 

身体通所療護 

01:4 人 

02:5 人以上 10 人以下 

03:11 人以上 20 人以下 

身体通所授産 

知的通所更生 

知的通所授産 

01:20 人  

02:21 人以上 40 人以下 

03:41 人以上 60 人以下 

04:61 人以上 

児童デイ 

01:10 人以下 

02:11～20 人 

03:21 人以上 

７ 大規模住居減算の有無 コード値 1 1:無し 2:定員 8 人以上 3:定員 21 人以上 

８ 申立事由コード 英数 4 

【様式番号（上２桁）】 

20:サービス利用計画作成費請求書（様式第四） 

40:障害児施設給付費明細書（様式第二） 
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項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

９ 

決定サービスコード 

（障害児施設給付費） 

 

コード値 6 

111000:知的障害児施設基本決定 

110903:知的障害児施設加算重度知的障害児（１） 

110904:知的障害児施設加算重度知的障害児（２） 

110908:知的障害児施設加算強度行動障害 

110909:知的障害児施設加算重度重複 

110910:知的障害児施設加算自活訓練 

121000:第１種自閉症児施設基本決定 

120903:第１種自閉症児施設加算重度知的障害児（１） 

120904:第１種自閉症児施設加算重度知的障害児（２） 

120909:第１種自閉症児施設加算重度重複 

120910:第１種自閉症児施設加算自活訓練 

131000:第２種自閉症児施設基本決定 

130903:第２種自閉症児施設加算重度知的障害児（１） 

130904:第２種自閉症児施設加算重度知的障害児（２） 

130908:第２種自閉症児施設加算強度行動障害 

130909:第２種自閉症児施設加算重度重複 

130910:第２種自閉症児施設加算自活訓練 

211000:知的障害児通園施設基本決定 

210901:知的障害児通園施設加算幼児 

311000:盲児施設基本決定 

310901:盲児施設加算幼児 

310905:盲児施設加算重度盲児（１） 

310906:盲児施設加算重度盲児（２） 

310909:盲児施設加算重度重複 

321000:ろうあ児施設基本決定 

320901:ろうあ児施設加算幼児 

320905:ろうあ児施設加算重度盲児（１） 

320906:ろうあ児施設加算重度盲児（２） 

320909:ろうあ児施設加算重度重複 

331000:難聴幼児通園施設基本決定 

330901:難聴幼児通園施設加算幼児 

330911:難聴幼児通園施設加算人工内耳装用児支援加算 

411000:肢体不自由児施設（入所）基本決定 

410902:肢体不自由児施設（入所）加算乳幼児 

410907:肢体不自由児施設（入所）加算重度 

410909:肢体不自由児施設（入所）加算重度重複 

421000:肢体不自由児施設（通所）基本決定 

420901:肢体不自由児施設（通所）加算幼児 

431000:肢体不自由児療護施設基本決定 

430907:肢体不自由児療護施設加算重度 

430909:肢体不自由児療護施設加算重度重複 

441000:肢体不自由児通園施設基本決定 

440901:肢体不自由児通園施設加算幼児 

451000:指定医療機関（肢体不自由児）基本決定 

450901:指定医療機関（肢体不自由児）加算乳幼児 

450907:指定医療機関（肢体不自由児）加算重度 

450909:指定医療機関（肢体不自由児）加算重度重複 

511000:重症心身障害児施設基本決定 

521000:指定医療機関（重心）基本決定 
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項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

１０ 
サービス種類コード 

（障害児施設給付費） 
コード値 2 

11:知的障害児施設  12:第１種自閉症児施設 

13:第２種自閉症児施設  21:知的障害児通園施設 

31:盲児施設  32:ろうあ児施設 

33:難聴幼児通園施設 

41:肢体不自由児施設（入所） 

42:肢体不自由児施設（通所） 

43:肢体不自由児療護施設 

44:肢体不自由児通園施設 

45:指定医療機関（肢体不自由児） 

51:重症心身障害児施設 

52:指定医療機関（重心） 

１１ 
定員区分 

（障害児施設給付費） 
コード値 2 

知的障害児施設 

1:5 人以上 10 人未満 

2:10 人 

3:11 人以上 20 人以下 

4:21 人以上 30 人以下 

5:31 人以上 40 人以下 

6:41 人以上 50 人以下 

7:51 人以上 60 人以下 

8:61 人以上 70 人以下 

9:71 人以上 80 人以下 

10:81 人以上 90 人以下 

11:91 人以上 100 人以下 

12:101 人以上 110 人以下 

13:111 人以上 120 人以下 

14:121 人以上 130 人以下 

15:131 人以上 140 人以下 

16:141 人以上 150 人以下 

17:151 人以上 160 人以下 

18:161 人以上 170 人以下 

19:171 人以上 180 人以下 

20:181 人以上 190 人以下 

21:191 人以上 

第２種自閉症児施設 

1:40 人以下 

2:41 人以上 50 人以下 

3:51 人以上 60 人以下 

4:61 人以上 70 人以下 

5:71 人以上 

盲児施設 

ろうあ児施設 

1:5 人 

2:6 人以上 9 人以下 

3:10 人 

4:11 人以上 15 人以下 

5:16 人以上 20 人以下 

6:21 人以上 25 人以下 

7:26 人以上 30 人以下 

8:31 人以上 40 人以下 

9:41 人以上 50 人以下 

10:51 人以上 60 人以下 

11:61 人以上 70 人以下 

12:71 人以上 80 人以下 

13:81 人以上 90 人以下 

14:91 人以上 
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項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

１１ 
定員区分 

（障害児施設給付費） 
コード値 2 

知的障害児通

園施設 

難聴幼児通園

施設 

肢体不自由児

施設（通所） 

肢体不自由児

通園施設 

1:21 人以上 30 人以下 

2:31 人以上 40 人以下 

3:41 人以上 50 人以下 

4:51 人以上 60 人以下 

5:61 人以上 70 人以下 

6:71 人以上 80 人以下 

7:81 人以上 

8:20 人 

肢体不自由児

療護施設 

1:50 人以下 

2:51 人以上 60 人以下 

3:61 人以上 70 人以下 

4:71 人以上 

 
 

以下のコードについては平成 26年 4 月以降、使用不可となるコードである。当該コードは 

異動年月・サービス提供年月等が平成 26年 3 月までのデータに関してのみ有効となる。 

項番 コード名称 属性 
ﾊﾞｲﾄ

数 
内容 

１ 決定サービスコード コード値 6 

311000:共同生活介護基本決定 

312000:共同生活介護経過的居宅介護決定 

313000:共同生活介護重度障害者居宅介護利用対象者決定 

310902:共同生活介護加算重度障害者支援加算対象者 

310903:共同生活介護加算自立生活支援加算対象者 

310906:共同生活介護加算地域生活移行個別支援加算 

対象者 

310801:共同生活介護特定障害者特別給付費対象者 

330903:共同生活援助加算自立生活支援加算対象者 

２ サービス種類コード コード値 2 31:共同生活介護  

３ 人員配置区分 コード値 2 共同生活介護 

01:Ⅰ型(4:1 以上) 

02:Ⅱ型(5:1 以上) 

03:Ⅲ型(6:1 以上) 

４ 
大規模住居等減算の有

無 
コード値 1 共同生活介護 

1:無し 2:定員 8 人以上 3:定員 21 人以上 

4:定員 21 人以上（一体的な運営が行われてい

る場合） 

５ 
共同生活介護夜間支援

対象利用者数 
コード値 2 

01:10 人以下 02:11 人 03:12 人 04:13 人 

05:14 人 06:15 人 07:16 人 08:17 人 09:18 人 

10:19 人 11:20 人 12:21 人以上 30 人以下 13:4 人以下 14:5 人

15:6 人 16:7 人 17:8 人以上 10 人以下 18:11 人以上 13 人以下 

19:14 人以上 16 人以下 20:17 人以上 20 人以下 

６ 

共同生活援助夜間防

災・緊急時支援対象利

用者数 

コード値 2 01:4 人以下 02:5 人 03:6 人 04:7 人 05:8 人以上 30 人以下 
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１．５ 留意事項 
１．５．１ 項目設定共通事項 
 （１） 「年月日」欄 

・年月日を西暦年 4 桁、月 2 桁、日 2 桁の半角数字で表す。 

・月、日が 1 桁の場合は、それぞれ直前に“0”を付加して 2 桁にする。 

 

（例） 

 2007 年 10 月 1 日 の場合は、“20071001”を設定する。 

 
 （２） 「年月」欄 

・年月を西暦年 4 桁、月 2 桁の半角数字で表す。 

・月が 1 桁の場合は、直前に“0”を付加して 2 桁にする。 

 

（例） 

 2008 年 1 月 の場合は、“200801”を設定する。 

 
 （３） 「単位数単価」欄 

・単位数の単価を整数部 2 桁、小数部 3 桁の半角数字で表す。 

 

（例） 

 5.6 円 の場合は、“05600”を設定する。または”5600”を設定する。 

 

 （４） 「開始時間・終了時間」欄 
・開始時間、終了時間等の時間を設定する項目については、右詰・0 省略として扱っている。 
 

     （例） 

 “2104”を設定した場合は 21:04 で取り扱う。 

 “412”を設定した場合は 04:12 で取り扱う。 

 “35”を設定した場合は 00:35 で取り扱う。 

 ‘0”を設定した場合は 00:00 で取り扱う。 
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１．６ データ種別一覧 
交換情報ファイルに格納するコントロールレコードのデータ種別は、続いて格納するデータレコード

の交換情報識別番号の上 3 桁を設定する。また、同一ファイル上に複数の交換情報識別番号のデ

ータレコードがある場合には、最初に格納するデータレコードの交換情報識別番号の上3桁を設定す

る。 

ただし、一部の交換情報については受け渡しする情報の構成内容によりレコードの編綴方法に複

数の形態があり得るため、例外として、最初に格納するデータレコードの交換情報識別番号とは直接

対応しないデータ種別の設定が必要な場合がある。 
 

以下に、コントロールレコードのデータ種別とデータレコードの交換情報識別番号との対応を整理

した一覧を示す。 
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１．７ 媒体による交換情報の送付 
障害者総合支援制度においては、市町村等及び指定事業所等と国保連合会とのデータ交換は、

伝送により行うこととしているが、ネットワーク障害等により伝送による送信が不可となった場合には、

以下の規程により媒体を作成し送付することとする。 
 
１．７．１ 交換情報の仕様 
 （１） 媒体仕様 

・MO 

媒体 230MB、640MB MO 

媒体フォーマット MS-DOS フォーマット 

ボリューム名 英字で始まる半角英数字 8 桁以内の任意の文

字列 

 
・フロッピーディスク 

媒体 3.5 インチ FD（1.44MB） 

媒体フォーマット MS-DOS フォーマット 

ボリューム名 英字で始まる半角英数字 8 桁以内の任意の文

字列 

 

 交換情報のファイル名については、以下の形式とする。 

 

・市町村／事業所等から国保連合会へ受け渡す交換情報の場合 

MS-DOS フォーマットとして許容されるファイル名の内、英字で始まる半角英数字 8 桁以内の

任意の文字列に、拡張子を付加したものとする。 

複数のファイルを 1 媒体に格納する場合は、各々のファイル名が一意となるように設定する。 

 例： J1110004.CSV 

    DATA01.CSV 

 

・国保連合会から市町村／事業所等へ受け渡す交換情報の場合 

コントロールレコード上のデータ種別（3 桁）と、”00000”から始まる数字 5 桁の通番（注１）から

なる 8 桁の文字列に、拡張子を付加したものとする。 

 例： J8100000.CSV 

    E7100000.CSV 

 

注１：一回の操作にて複数データを出力する場合、”00000”～”99999”の連番が自動的に採番

される。 
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 交換情報のファイルは、原則として 1 つのボリューム（媒体）に閉じて、シングルファイルボリュ

ームまたはマルチファイルボリュームとして作成する。 

 ただし、交換情報の大きさとボリュームの容量との関係から１つのファイルが 1 ボリュームに格

納しきれない場合には、例外的にマルチボリュームファイルとして作成することができる。 

 

 
 （２） レコードフォーマット 

・コントロールレコードフォーマット  

項番 項目 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

１ レコード種別 コード値 1 コントロールレコードを示す 1 を設定 

２ レコード番号（連番） 数値 9 ファイル内の先頭レコードからの連番（1 から始まる通

番）を設定 

マルチボリュームファイルの場合、マルチボリューム全

体での通番となる 

３ ボリュ－ム通番 数値 3 ボリュームに対して付与する番号 

ボリュームにまたがらない単独のファイルの場合は 0

を設定 

マルチボリュームファイルの場合は先頭ボリュームか

らの連番（1 から始まる通番）を設定 

４ レコード件数 数値 9 データレコードの件数を設定（コントロールレコードおよ

びエンドレコードの件数は加算しない） 

マルチボリュームファイルの場合、分割されたそれぞ

れのファイル内でのデータレコード件数を設定する 

５ データ種別 英数 3 「１．６ データ種別一覧」参照 

６ 市町村番号 コード値 6 送付元または送付先が市町村の場合は市町村番号

を設定、市町村以外の場合は 0 を設定する 

７ 事業所番号 コード値 10 送付元または送付先が事業所の場合は事業所番号

を設定、事業所以外の場合は 0 を設定する 

８ 都道府県番号 コード値 2 送付元または送付先が都道府県の場合は都道府県

番号を設定、都道府県以外の場合は０を設定 

９ 媒体区分 英数 1 2（MO）または 4（FD）を設定 

１０ 処理対象年月 コード値 6 データの処理対象年月を設定する 

(例)2007 年 10 月の場合、200710 を設定する 

１１ ファイル管理番号 コード値 6 マルチボリュームファイルの場合にのみ意味を持つ 

作成するファイル単位に一意な値を設定（分割された

複数のファイルは全て同じ管理番号となる 

１２ ブランク 英数 2 改行（16 進ｺｰﾄﾞ…0x0D0A）を設定 

 

・データレコードフォーマット 

項番 項目 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

１ レコード種別 コード値 1 データレコードを示す 2 を設定 

２ レコード番号（連番） 数値 9 ファイル内の先頭レコードからの連番（1 から始まる通

番）を設定 

マルチボリュームファイルの場合、マルチボリューム全

体での通番となる 

３ データ   交換情報ごとに、CSV 形式でデータを設定 

設定する内容は、各交換情報の「項目説明」を参照 

４ ブランク 英数 2 改行（16 進ｺｰﾄﾞ…0x0D0A）を設定 
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・エンドレコードフォーマット 

項番 項目 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

１ レコード種別 コード値 1 エンドレコードを示す 3 を設定 

２ レコード番号（連番） 数値 9 ファイル内の先頭レコードからの連番（1 から始まる通

番）を設定 

マルチボリュームファイルの場合、マルチボリューム全

体での通番となる 

３ ブランク 英数 2 改行（16 進ｺｰﾄﾞ…0x0D0A）を設定 

 
 
 （３） 磁気媒体のファイル構造 

交換情報を格納する磁気媒体は、次の何れかのファイル構造をもつ。 

・シングルファイルボリューム 

 1 ボリューム内に１つのファイルだけが格納されているものをいう。 

・マルチファイルボリューム 

 1 ボリューム内に複数のファイルが格納されているものをいう。 

・マルチボリュームファイル 

 1 つのファイルが複数のボリュームにまたがって格納されているものをいう。 

 

上記「１．７．１（２）レコードフォーマット」（コントロールレコード）に示す規定に従い、複数のボ

リュームに格納されたファイルを論理的に結び付けたマルチボリュームファイルを構成する。 

コントロールレコードは分割された全てのファイルに各々格納され、ボリューム通番により各フ

ァイルの順序性、連続性を表す。 

エンドレコードは分割された最後のファイルにのみ格納され、マルチボリュームファイルの終

端を表す。 
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シングルファイルボリュームのファイル構造 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マルチファイルボリュームのファイル構造 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シングルファイルボリューム 

ファイル 

ﾌｧｲﾙ管理番号：1 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：1 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ 
ﾚｺｰﾄﾞ

   ・ 
   ・ 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ ﾚｺｰﾄﾞ番号：2 
ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ ﾚｺｰﾄﾞ番号：3 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：99 ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ 
  ・ 

ﾎﾞﾘｭｰﾑ通番 ：0 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：100 ｴﾝﾄﾞﾚｺｰﾄﾞ 

マルチファイルボリューム 

ファイル 

ﾌｧｲﾙ管理番号：1 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：1 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ 
ﾚｺｰﾄﾞ

   ・ 
   ・ 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ ﾚｺｰﾄﾞ番号：2 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ ﾚｺｰﾄﾞ番号：3 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：38 ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ 
  ・ 

ﾎﾞﾘｭｰﾑ通番 ：0 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：39 ｴﾝﾄﾞﾚｺｰﾄﾞ 

ファイル 

ﾌｧｲﾙ管理番号：1 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：1 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ 
ﾚｺｰﾄﾞ

   ・ 
   ・ 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ ﾚｺｰﾄﾞ番号：2 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ ﾚｺｰﾄﾞ番号：3 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：81 ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ 
  ・ 

ﾎﾞﾘｭｰﾑ通番 ：0 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：82 ｴﾝﾄﾞﾚｺｰﾄﾞ 

ファイル 

ﾌｧｲﾙ管理番号：1 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：1 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ 
ﾚｺｰﾄﾞ

   ・ 
   ・ 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ ﾚｺｰﾄﾞ番号：2 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ ﾚｺｰﾄﾞ番号：3 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：73 ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ 
  ・ 

ﾎﾞﾘｭｰﾑ通番 ：0 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：74 ｴﾝﾄﾞﾚｺｰﾄﾞ 
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マルチボリュームファイルのファイル構造 
 

・フロッピーディスク及び MO の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ボリューム１－１ 

ファイル 

ﾌｧｲﾙ管理番号：1 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：1 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ 
ﾚｺｰﾄﾞ

   ・ 
   ・ 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ ﾚｺｰﾄﾞ番号：2 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ ﾚｺｰﾄﾞ番号：3 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：123 ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ 
  ・ 

ﾎﾞﾘｭｰﾑ通番 ：1 

ボリューム１－２ 

ファイル 

ﾌｧｲﾙ管理番号：1 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：124 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ 
ﾚｺｰﾄﾞ

   ・ 
   ・ 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ ﾚｺｰﾄﾞ番号：125 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ ﾚｺｰﾄﾞ番号：126 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：246 ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ 
  ・ 

ﾎﾞﾘｭｰﾑ通番 ：2 

ファイル 

ﾌｧｲﾙ管理番号：1 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：247 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ 
ﾚｺｰﾄﾞ

   ・ 
   ・ 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ ﾚｺｰﾄﾞ番号：248 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ ﾚｺｰﾄﾞ番号：249 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：380 ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ 

ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾄﾞ 
  ・ 

ﾎﾞﾘｭｰﾑ通番 ：3 

ﾚｺｰﾄﾞ番号：381 ｴﾝﾄﾞﾚｺｰﾄﾞ 

ボリューム１－３ 

ｴﾝﾄﾞﾚｺｰﾄﾞが存在しない 

ため次のﾎﾞﾘｭｰﾑへ 

ｴﾝﾄﾞﾚｺｰﾄﾞが 

存在するため終了 

ｴﾝﾄﾞﾚｺｰﾄﾞが存在しない 

ため次のﾎﾞﾘｭｰﾑへ 
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１．７．２ 磁気媒体作成上の留意事項 
 （１） 全般 

・ 磁気媒体上のファイル名については、支払等システムではチェックの対象外とする。ただし、

原則として同一月の交換情報は同一ファイル名を使用せず、送付元で識別できる名称とす

る。 

・ 市町村と指定事業所等、異なる市町村及び異なる指定事業所等からの情報を 1 枚（1 巻）の

媒体に混在させてはならない。 

（例） 市町村が指定事業所等として請求明細等を提出する場合も別媒体にして提出する。 

・ 事業所が他の事業所の媒体作成（送信）を代行する場合は、事業所毎に媒体を作成する。 

・ 同一市町村または同一事業所から異なる様式の情報を同時期に提出する場合は、1 枚（1

巻）の磁気媒体に混在させることも可能とする。 

 

 
 



インタフェース一覧

障害福祉
サービス

障害福祉
サービス

（基準該当）

障害児
支援

障害児
支援

（基準該当）

地域生活
支援事業

高額
障害福祉

サービス費

高額
障害児
給付費

都道府県編 台帳管理業務 異動情報 A1A A1A1 1 事業所異動連絡票情報（基本情報） 県⇒連 月次 伝送 ○ ○
                                                                                                                            A1B1 2 事業所異動連絡票情報（サービス情報） 県⇒連 月次 伝送 ○ ○

E16 E161 3 市町村異動連絡票情報（基本情報） 県⇒連 変更時 伝送 ○ ○
訂正情報 A2A A2A1 4 事業所訂正連絡票情報（基本情報） 県⇒連 訂正時 伝送 ○ ○

A2B1 5 事業所訂正連絡票情報（サービス情報） 県⇒連 訂正時 伝送 ○ ○
E26 E261 6 市町村訂正連絡票情報（基本情報） 県⇒連 訂正時 伝送 ○ ○

更新結果情報 A3A A3A1 7 事業所情報更新結果情報（基本情報） 連⇒県 月次 伝送 ○ ○
A3B1 8 事業所情報更新結果情報（サービス情報） 連⇒県 月次 伝送 ○ ○

E36 E361 9 市町村情報更新結果情報（基本情報） 連⇒県 変更時 伝送 ○ ○
国保連合会台帳情報 A4A A4A1 10 事業所台帳情報（基本情報） 連⇒県 依頼時 伝送 ○ ○

A4B1 11 事業所台帳情報（サービス情報） 連⇒県 依頼時 伝送 ○ ○
E46 E461 12 市町村台帳情報（基本情報） 連⇒県 依頼時 伝送 ○ ○

取込エラーリスト A5A A5A1 13 事業所台帳取込エラーリスト 連⇒県 月次 PDF ○ ○
ECB ECB1 14 市町村台帳取込エラーリスト 連⇒県 変更時 PDF ○ ○

受付点検エラーリスト A6A A6A1 15 事業所台帳受付点検エラーリスト（基本情報） 連⇒県 月次 PDF ○ ○
A6B1 16 事業所台帳受付点検エラーリスト（サービス情報） 連⇒県 月次 PDF ○ ○

EDC EDC1 17 市町村台帳受付点検エラーリスト（基本情報） 連⇒県 変更時 PDF ○ ○
未登録確認一覧 A7A A7A1 18 事業所台帳サービス情報未登録確認一覧 連⇒県 月次 PDF ○ ○

支払業務 都道府県助成金請求情報 E72 E721 19 点検済介護給付費・訓練等給付費等請求書情報 連⇒県 月次 伝送 ○
E73 E731 20 点検済特例介護給付費・特例訓練等給付費請求書情報 連⇒県 月次 伝送 ○
A8A A8A1 21 障害福祉サービス費等処遇改善助成金決定請求明細表情報 連⇒県 月次 伝送 ○ ○
A8B A8B1 22 処遇改善助成金事業所別過誤差額調整残高一覧情報 連⇒県 月次 伝送 ○ ○
A8C A8C1 23 障害福祉サービス費等処遇改善助成金未調整事業所一覧情報 連⇒県 月次 伝送 ○ ○
A8D A8D1 24 障害福祉サービス費等処遇改善助成金決定請求明細表 連⇒県 月次 PDF ○ ○
A8E A8E1 25 処遇改善助成金事業所別過誤差額調整残高一覧 連⇒県 月次 PDF ○ ○
A8F A8F1 26 障害福祉サービス費等処遇改善助成金未調整事業所一覧 連⇒県 月次 PDF ○ ○
A8G A8G1 27 障害福祉サービス費等処遇改善助成金払込請求書 連⇒県 月次 帳票 ○ ○
A8H A8H1 28 障害福祉サービス費等処遇改善助成金払込請求書内訳表 連⇒県 月次 帳票 ○ ○

異動情報 B11 B111 29 障害児支援受給者異動連絡票情報（基本情報） 県⇒連 月次 伝送 ○
B121 30 障害児支援受給者異動連絡票情報（支給決定情報） 県⇒連 月次 伝送 ○

B16 B161 31 都道府県等異動連絡票情報（基本情報） 県⇒連 変更時 伝送 ○
B171 32 都道府県等異動連絡票情報（独自助成情報） 県⇒連 変更時 伝送 ○

B1A B1A1 33 障害児施設異動連絡票情報（基本情報） 県⇒連 月次 伝送 ○ ○
B1B1 34 障害児施設異動連絡票情報（サービス情報） 県⇒連 月次 伝送 ○ ○

訂正情報 B21 B211 35 障害児支援受給者訂正連絡票情報（基本情報） 県⇒連 訂正時 伝送 ○
B221 36 障害児支援受給者訂正連絡票情報（支給決定情報） 県⇒連 訂正時 伝送 ○

B26 B261 37 都道府県等訂正連絡票情報（基本情報） 県⇒連 訂正時 伝送 ○
B271 38 都道府県等訂正連絡票情報（独自助成情報） 県⇒連 訂正時 伝送 ○

B2A B2A1 39 障害児施設訂正連絡票情報（基本情報） 県⇒連 訂正時 伝送 ○ ○
B2B1 40 障害児施設訂正連絡票情報（サービス情報） 県⇒連 訂正時 伝送 ○ ○

更新結果情報 B31 B311 41 障害児支援受給者情報更新結果情報（基本情報） 連⇒県 月次 伝送 ○
B321 42 障害児支援受給者情報更新結果情報（支給決定情報） 連⇒県 月次 伝送 ○

B36 B361 43 都道府県等情報更新結果情報（基本情報） 連⇒県 変更時 伝送 ○
B371 44 都道府県等情報更新結果情報（独自助成情報） 連⇒県 変更時 伝送 ○

B3A B3A1 45 障害児施設情報更新結果情報（基本情報） 連⇒県 月次 伝送 ○ ○
B3B1 46 障害児施設情報更新結果情報（サービス情報） 連⇒県 月次 伝送 ○ ○

国保連合会台帳情報 B41 B411 47 障害児支援受給者台帳情報（基本情報） 連⇒県 依頼時 伝送 ○
B421 48 障害児支援受給者台帳情報（支給決定情報） 連⇒県 依頼時 伝送 ○

B46 B461 49 都道府県等台帳情報（基本情報） 連⇒県 依頼時 伝送 ○
B471 50 都道府県等台帳情報（独自助成情報） 連⇒県 依頼時 伝送 ○

B4A B4A1 51 障害児施設台帳情報（基本情報） 連⇒県 依頼時 伝送 ○ ○
B4B1 52 障害児施設台帳情報（サービス情報） 連⇒県 依頼時 伝送 ○ ○

受給者情報突合情報 B51 B511 53 障害児支援受給者情報突合情報（基本情報） 県⇒連 依頼時 伝送 ○
B521 54 障害児支援受給者情報突合情報（支給決定情報） 県⇒連 依頼時 伝送 ○

受給者情報突合結果情報 B61 B611 55 障害児支援受給者情報突合結果情報（基本情報） 連⇒県 依頼時 伝送 ○
B621 56 障害児支援受給者情報突合結果情報（支給決定情報） 連⇒県 依頼時 伝送 ○

BCA BCA1 57 障害児支援受給者台帳取込エラーリスト 連⇒県 月次 PDF ○
BCB BCB1 58 都道府県等台帳取込エラーリスト 連⇒県 変更時 PDF ○
BCC BCC1 59 障害児施設台帳取込エラーリスト 連⇒県 月次 PDF ○ ○
BCD BCD1 60 障害児支援受給者情報突合情報取込エラーリスト 連⇒県 依頼時 PDF ○
BDA BDA1 61 障害児支援受給者台帳受付点検エラーリスト（基本情報） 連⇒県 月次 PDF ○

BDB1 62 障害児支援受給者台帳受付点検エラーリスト（支給決定情報） 連⇒県 月次 PDF ○
BDC BDC1 63 都道府県等台帳受付点検エラーリスト（基本情報） 連⇒県 変更時 PDF ○

BDD1 64 都道府県等台帳受付点検エラーリスト（独自助成情報） 連⇒県 変更時 PDF ○
BDE BDE1 65 障害児施設台帳受付点検エラーリスト（基本情報） 連⇒県 月次 PDF ○ ○

BDF1 66 障害児施設台帳受付点検エラーリスト（サービス情報） 連⇒県 月次 PDF ○ ○
未登録確認一覧 BGA BGA1 67 障害児施設台帳サービス情報未登録確認一覧 連⇒県 月次 PDF ○ ○

支払業務 都道府県等審査用資料情報 B71 B711 68 事務点検結果票情報 連⇒県 月次 伝送 ○
B72 B721 69 点検済障害児通所給付費・入所給付費等請求書情報 連⇒県 月次 伝送 ○
B73 B731 70 点検済明細書等情報 連⇒県 月次 伝送 ○
B7A B7A1 71 事務点検結果票 連⇒県 月次 PDF ○
B7B B7B1 72 エラー一覧表 連⇒県 月次 PDF ○
B7C B7C1 73 警告一覧表 連⇒県 月次 PDF ○
B7D B7D1 74 支給量オーバーチェックリスト 連⇒県 月次 PDF ○
B7E B7E1 75 請求時効該当確認リスト 連⇒県 月次 PDF ○
B7F B7F1 76 時効却下リスト 連⇒県 月次 PDF ○

都道府県等審査結果資料情報 B81 B811 77 審査結果票情報 県⇒連 月次 伝送 ○
B82 B821 78 審査結果一覧情報 県⇒連 月次 伝送 ○

都道府県等請求情報 B9A B9A1 79 障害児給付費等払込請求書 連⇒県 月次 帳票 ○
B9B B9B1 80 障害児給付費等払込請求書内訳表 連⇒県 月次 帳票 ○
B9C B9C1 81 障害児給付費等支払手数料払込請求書 連⇒県 月次 帳票 ○
B9D B9D1 82 障害児給付費等請求額通知書 連⇒県 月次 PDF ○
B9E B9E1 83 障害児給付費等決定請求明細表 連⇒県 月次 PDF ○
B9F B9F1 84 返戻等一覧表 連⇒県 月次 PDF ○

インタフェー
ス

仕様書
業務種別 業務内容 情報区分

データ
種別

交換情報
識別番号

受付点検エラーリスト

No

対応業務

障害福祉サービス

障害児支援 台帳管理業務

取込エラーリスト

ルート情報名 周期
媒体
区分
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インタフェース一覧

障害福祉
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障害福祉
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（基準該当）

障害児
支援

障害児
支援

（基準該当）

地域生活
支援事業

高額
障害福祉

サービス費

高額
障害児
給付費

インタフェー
ス

仕様書
業務種別 業務内容 情報区分

データ
種別

交換情報
識別番号

No

対応業務

ルート情報名 周期
媒体
区分

都道府県編 支払業務 過誤申立書情報 BA1 BA11 85 過誤申立書情報 県⇒連 月次 伝送 ○
過誤決定通知書情報 BBA BBA1 86 過誤決定通知書 連⇒県 月次 PDF ○
取込エラーリスト BEA BEA1 87 審査結果票情報取込エラーリスト 連⇒県 月次 PDF ○

BEB BEB1 88 審査結果一覧情報取込エラーリスト 連⇒県 月次 PDF ○
BEC BEC1 89 過誤申立書情報取込エラーリスト 連⇒県 月次 PDF ○

受付点検エラーリスト BFA BFA1 90 審査結果票情報受付点検エラーリスト 連⇒県 月次 PDF ○
BFB BFB1 91 審査結果一覧情報受付点検エラーリスト 連⇒県 月次 PDF ○
BFC BFC1 92 過誤申立書情報受付点検エラーリスト 連⇒県 月次 PDF ○

都道府県助成金請求情報 BHA BHA1 93 障害児給付費等処遇改善助成金決定請求明細表情報 連⇒県 月次 伝送 ○ ○
BHB BHB1 94 処遇改善助成金事業所別過誤差額調整残高一覧情報 連⇒県 月次 伝送 ○ ○
BHC BHC1 95 障害児給付費等処遇改善助成金未調整事業所一覧情報 連⇒県 月次 伝送 ○ ○
BHD BHD1 96 障害児給付費等処遇改善助成金決定請求明細表 連⇒県 月次 PDF ○ ○
BHE BHE1 97 処遇改善助成金事業所別過誤差額調整残高一覧 連⇒県 月次 PDF ○ ○
BHF BHF1 98 障害児給付費等処遇改善助成金未調整事業所一覧 連⇒県 月次 PDF ○ ○
BHG BHG1 99 障害児給付費等処遇改善助成金払込請求書 連⇒県 月次 帳票 ○ ○
BHH BHH1 100 障害児給付費等処遇改善助成金払込請求書内訳表 連⇒県 月次 帳票 ○ ○

異動情報 C13 C131 101 高額障害児給付費世帯等異動連絡票情報 県⇒連 月次 伝送 ○
C14 C141 102 高額障害児給付費都道府県等異動連絡票情報 県⇒連 変更時 伝送 ○
C1A C1A1 103 地域生活支援事業事業所異動連絡票情報（基本情報） 県⇒連 月次 伝送 ○

C1B1 104 地域生活支援事業事業所異動連絡票情報（サービス情報） 県⇒連 月次 伝送 ○
訂正情報 C23 C231 105 高額障害児給付費世帯等訂正連絡票情報 県⇒連 訂正時 伝送 ○

C24 C241 106 高額障害児給付費都道府県等訂正連絡票情報 県⇒連 訂正時 伝送 ○
C2A C2A1 107 地域生活支援事業事業所訂正連絡票情報（基本情報） 県⇒連 訂正時 伝送 ○

C2B1 108 地域生活支援事業事業所訂正連絡票情報（サービス情報） 県⇒連 訂正時 伝送 ○
更新結果情報 C33 C331 109 高額障害児給付費世帯等情報更新結果情報 連⇒県 月次 伝送 ○

C34 C341 110 高額障害児給付費都道府県等情報更新結果情報 連⇒県 変更時 伝送 ○
C3A C3A1 111 地域生活支援事業事業所情報更新結果情報（基本情報） 連⇒県 月次 伝送 ○

C3B1 112 地域生活支援事業事業所情報更新結果情報（サービス情報） 連⇒県 月次 伝送 ○
国保連合会台帳情報 C43 C431 113 高額障害児給付費世帯等台帳情報 連⇒県 依頼時 伝送 ○

C44 C441 114 高額障害児給付費都道府県等台帳情報 連⇒県 依頼時 伝送 ○
C4A C4A1 115 地域生活支援事業事業所台帳情報（基本情報） 連⇒県 依頼時 伝送 ○

C4B1 116 地域生活支援事業事業所台帳情報（サービス情報） 連⇒県 依頼時 伝送 ○
取込エラーリスト CEA CEA1 117 高額障害児給付費世帯等台帳取込エラーリスト 連⇒県 月次 PDF ○

CEB CEB1 118 高額障害児給付費都道府県等台帳取込エラーリスト 連⇒県 変更時 PDF ○
CEC CEC1 119 地域生活支援事業事業所台帳取込エラーリスト 連⇒県 月次 PDF ○

受付点検エラーリスト CFA CFA1 120 高額障害児給付費世帯等台帳受付点検エラーリスト 連⇒県 月次 PDF ○
CFB CFB1 121 高額障害児給付費都道府県等台帳受付点検エラーリスト 連⇒県 変更時 PDF ○
CFC CFC1 122 地域生活支援事業事業所台帳受付点検エラーリスト（基本情報） 連⇒県 月次 PDF ○

CFD1 123 地域生活支援事業事業所台帳受付点検エラーリスト（サービス情報） 連⇒県 月次 PDF ○
高額障害児給付費情報 CC1 CC11 124 高額障害児給付費給付判定結果情報 県⇒連 月次 伝送 ○

CC2 CC21 125 高額障害児給付費給付のお知らせ情報 連⇒県 月次 伝送 ○
CC3 CC31 126 高額障害児給付費支給（不支給）決定通知書情報 連⇒県 月次 伝送 ○
CC4 CC41 127 高額障害児給付費振込依頼書情報 連⇒県 月次 伝送 ○
CCA CCA1 128 高額障害児給付費給付対象者一覧表 連⇒県 月次 PDF ○
CCB CCB1 129 高額障害児給付費給付のお知らせ 連⇒県 月次 PDF ○
CCC CCC1 130 高額障害児給付費支給申請書 連⇒県 月次 PDF ○
CCD CCD1 131 外字空白印字リスト（高額障害児給付費給付対象者） 連⇒県 月次 PDF ○
CCE CCE1 132 高額障害児給付費支給（不支給）決定者一覧表 連⇒県 月次 PDF ○
CCF CCF1 133 高額障害児給付費支給（不支給）決定通知書 連⇒県 月次 PDF ○
CCG CCG1 134 外字空白印字リスト（高額障害児給付費支給（不支給）決定者） 連⇒県 月次 PDF ○
CCH CCH1 135 高額障害児給付費振込依頼書 連⇒県 月次 PDF ○

取込エラーリスト CGA CGA1 136 高額障害児給付費給付判定結果情報取込エラーリスト 連⇒県 月次 PDF ○
受付点検エラーリスト CHA CHA1 137 高額障害児給付費給付判定結果情報受付点検エラーリスト 連⇒県 月次 PDF ○
給付判定結果エラーリスト CIA CIA1 138 高額障害児給付費給付判定結果エラーリスト 連⇒県 月次 PDF ○

CD1 CD11 139 振込データ情報 連⇒県 月次 伝送 ○
CDA CDA1 140 障害児給付費等払込請求書 連⇒県 月次 帳票 ○
CDB CDB1 141 振込者一覧表 連⇒県 月次 PDF ○
CDC CDC1 142 振込不能者一覧表 連⇒県 随時 PDF ○
D11 D111 143 障害児給付費都道府県等保有給付実績情報 県⇒連 月次 伝送 ○
D12 D121 144 障害児給付費都道府県等保有給付実績更新結果情報 連⇒県 月次 伝送 ○
D13 D131 145 障害児給付費国保連合会保有給付実績情報 連⇒県 依頼時 伝送 ○ ○

取込エラーリスト D2A D2A1 146 障害児給付費都道府県等保有給付実績情報取込エラーリスト 連⇒県 月次 PDF ○
給付実績情報チェックエラーリスト D3A D3A1 147 障害児給付費都道府県等保有給付実績情報チェックエラーリスト 連⇒県 月次 PDF ○

都道府県等
事務共同処理

台帳管理業務

高額支給処理業務

各種支払支援処理業務 各種支払支援処理情報
（高額障害児給付費）

給付実績交換処理 給付実績交換処理業務 給付実績交換処理情報
（障害児給付費）

障害児支援
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対応業務

ルート情報名 周期
媒体
区分

市町村編 異動情報 E11 E111 148 受給者異動連絡票情報（基本情報） 市⇒連 月次 伝送 ○ ○

E121 149 受給者異動連絡票情報（支給決定情報） 市⇒連 月次 伝送 ○ ○
E16 E161 150 市町村異動連絡票情報（基本情報） 市⇒連 変更時 伝送 ○ ○

E171 151 市町村異動連絡票情報（独自助成情報） 市⇒連 変更時 伝送 ○ ○
E181 152 市町村異動連絡票情報（行政区情報） 市⇒連 変更時 伝送 ○ ○

訂正情報 E21 E211 153 受給者訂正連絡票情報（基本情報） 市⇒連 訂正時 伝送 ○ ○
E221 154 受給者訂正連絡票情報（支給決定情報） 市⇒連 訂正時 伝送 ○ ○

E26 E261 155 市町村訂正連絡票情報（基本情報） 市⇒連 訂正時 伝送 ○ ○
E271 156 市町村訂正連絡票情報（独自助成情報） 市⇒連 訂正時 伝送 ○ ○
E281 157 市町村訂正連絡票情報（行政区情報） 市⇒連 訂正時 伝送 ○ ○

更新結果情報 E31 E311 158 受給者情報更新結果情報（基本情報） 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
E321 159 受給者情報更新結果情報（支給決定情報） 連⇒市 月次 伝送 ○ ○

E36 E361 160 市町村情報更新結果情報（基本情報） 連⇒市 変更時 伝送 ○ ○
E371 161 市町村情報更新結果情報（独自助成情報） 連⇒市 変更時 伝送 ○ ○
E381 162 市町村情報更新結果情報（行政区情報） 連⇒市 変更時 伝送 ○ ○

国保連合会台帳情報 E41 E411 163 受給者台帳情報（基本情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○
E421 164 受給者台帳情報（支給決定情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○

E46 E461 165 市町村台帳情報（基本情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○
E471 166 市町村台帳情報（独自助成情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○
E481 167 市町村台帳情報（行政区情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○

受給者情報突合情報 E51 E511 168 受給者情報突合情報（基本情報） 市⇒連 依頼時 伝送 ○ ○
E521 169 受給者情報突合情報（支給決定情報） 市⇒連 依頼時 伝送 ○ ○

受給者情報突合結果情報 E61 E611 170 受給者情報突合結果情報（基本情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○
E621 171 受給者情報突合結果情報（支給決定情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○

取込エラーリスト ECA ECA1 172 受給者台帳取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
ECB ECB1 173 市町村台帳取込エラーリスト 連⇒市 変更時 PDF ○ ○
ECC ECC1 174 受給者情報突合情報取込エラーリスト 連⇒市 依頼時 PDF ○ ○

受付点検エラーリスト EDA EDA1 175 受給者台帳受付点検エラーリスト（基本情報） 連⇒市 月次 PDF ○ ○
EDB1 176 受給者台帳受付点検エラーリスト（支給決定情報） 連⇒市 月次 PDF ○ ○

EDC EDC1 177 市町村台帳受付点検エラーリスト（基本情報） 連⇒市 変更時 PDF ○ ○
EDD1 178 市町村台帳受付点検エラーリスト（独自助成情報） 連⇒市 変更時 PDF ○ ○
EDE1 179 市町村台帳受付点検エラーリスト（行政区情報） 連⇒市 変更時 PDF ○ ○

支払業務 市町村審査用資料情報 E71 E711 180 事務点検結果票情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
E72 E721 181 点検済介護給付費・訓練等給付費等請求書情報 連⇒市 月次 伝送 ○
E73 E731 182 点検済特例介護給付費・特例訓練等給付費請求書情報 連⇒市 月次 伝送 ○
E74 E741 183 点検済サービス利用計画作成費請求書情報 連⇒市 月次 伝送 ○

E742 184 点検済計画相談支援給付費請求書情報 連⇒市 月次 伝送 ○
E743 185 点検済特例計画相談支援給付費請求書情報 連⇒市 月次 伝送 ○

E75 E751 186 点検済明細書等情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
E7A E7A1 187 事務点検結果票 連⇒市 月次 PDF ○ ○
E7B E7B1 188 エラー一覧表 連⇒市 月次 PDF ○ ○
E7C E7C1 189 警告一覧表 連⇒市 月次 PDF ○ ○
E7D E7D1 190 支給量オーバーチェックリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
E7E E7E1 191 請求時効該当確認リスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
E7F E7F1 192 時効却下リスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○

市町村審査結果資料情報 E81 E811 193 審査結果票情報 市⇒連 月次 伝送 ○ ○
E82 E821 194 審査結果一覧情報 市⇒連 月次 伝送 ○ ○

市町村請求情報 E9A E9A1 195 障害福祉サービス費等払込請求書 連⇒市 月次 帳票 ○ ○
E9B E9B1 196 障害福祉サービス費等払込請求書内訳表 連⇒市 月次 帳票 ○ ○
E9C E9C1 197 障害福祉サービス費等支払手数料払込請求書 連⇒市 月次 帳票 ○ ○
E9D E9D1 198 障害福祉サービス費等請求額通知書 連⇒市 月次 PDF ○ ○
E9E E9E1 199 障害福祉サービス費等決定請求明細表 連⇒市 月次 PDF ○ ○
E9F E9F1 200 返戻等一覧表 連⇒市 月次 PDF ○ ○

過誤申立書情報 EA1 EA11 201 過誤申立書情報 市⇒連 月次 伝送 ○ ○
過誤決定通知書情報 EBA EBA1 202 過誤決定通知書 連⇒市 月次 PDF ○ ○
取込エラーリスト EEA EEA1 203 審査結果票情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○

EEB EEB1 204 審査結果一覧情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
EEC EEC1 205 過誤申立書情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○

受付点検エラーリスト EFA EFA1 206 審査結果票情報受付点検エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
EFB EFB1 207 審査結果一覧情報受付点検エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
EFC EFC1 208 過誤申立書情報受付点検エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○

障害福祉サービス 台帳管理業務

※網掛け箇所は、併用を表している。 - 45 -



インタフェース一覧

障害福祉
サービス

障害福祉
サービス

（基準該当）

障害児
支援

障害児
支援

（基準該当）

地域生活
支援事業

高額
障害福祉

サービス費

高額
障害児
給付費

インタフェー
ス

仕様書
業務種別 業務内容 情報区分

データ
種別

交換情報
識別番号

No

対応業務

ルート情報名 周期
媒体
区分

市町村編 異動情報 B11 B111 209 障害児支援受給者異動連絡票情報（基本情報） 市⇒連 月次 伝送 ○ ○
B121 210 障害児支援受給者異動連絡票情報（支給決定情報） 市⇒連 月次 伝送 ○ ○

B16 B161 211 都道府県等異動連絡票情報（基本情報） 市⇒連 変更時 伝送 ○ ○
B171 212 都道府県等異動連絡票情報（独自助成情報） 市⇒連 変更時 伝送 ○ ○
B181 213 都道府県等異動連絡票情報（行政区情報） 市⇒連 変更時 伝送 ○ ○

訂正情報 B21 B211 214 障害児支援受給者訂正連絡票情報（基本情報） 市⇒連 訂正時 伝送 ○ ○
B221 215 障害児支援受給者訂正連絡票情報（支給決定情報） 市⇒連 訂正時 伝送 ○ ○

B26 B261 216 都道府県等訂正連絡票情報（基本情報） 市⇒連 訂正時 伝送 ○ ○
B271 217 都道府県等訂正連絡票情報（独自助成情報） 市⇒連 訂正時 伝送 ○ ○
B281 218 都道府県等訂正連絡票情報（行政区情報） 市⇒連 訂正時 伝送 ○ ○

更新結果情報 B31 B311 219 障害児支援受給者情報更新結果情報（基本情報） 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
B321 220 障害児支援受給者情報更新結果情報（支給決定情報） 連⇒市 月次 伝送 ○ ○

B36 B361 221 都道府県等情報更新結果情報（基本情報） 連⇒市 変更時 伝送 ○ ○
B371 222 都道府県等情報更新結果情報（独自助成情報） 連⇒市 変更時 伝送 ○ ○
B381 223 都道府県等情報更新結果情報（行政区情報） 連⇒市 変更時 伝送 ○ ○

国保連合会台帳情報 B41 B411 224 障害児支援受給者台帳情報（基本情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○
B421 225 障害児支援受給者台帳情報（支給決定情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○

B46 B461 226 都道府県等台帳情報（基本情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○
B471 227 都道府県等台帳情報（独自助成情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○
B481 228 都道府県等台帳情報（行政区情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○

受給者情報突合情報 B51 B511 229 障害児支援受給者情報突合情報（基本情報） 市⇒連 依頼時 伝送 ○ ○
B521 230 障害児支援受給者情報突合情報（支給決定情報） 市⇒連 依頼時 伝送 ○ ○

受給者情報突合結果情報 B61 B611 231 障害児支援受給者情報突合結果情報（基本情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○
B621 232 障害児支援受給者情報突合結果情報（支給決定情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○

BCA BCA1 233 障害児支援受給者台帳取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
BCB BCB1 234 都道府県等台帳取込エラーリスト 連⇒市 変更時 PDF ○ ○
BCD BCD1 235 障害児支援受給者情報突合情報取込エラーリスト 連⇒市 依頼時 PDF ○ ○
BDA BDA1 236 障害児支援受給者台帳受付点検エラーリスト（基本情報） 連⇒市 月次 PDF ○ ○

BDB1 237 障害児支援受給者台帳受付点検エラーリスト（支給決定情報） 連⇒市 月次 PDF ○ ○
BDC BDC1 238 都道府県等台帳受付点検エラーリスト（基本情報） 連⇒市 変更時 PDF ○ ○

BDD1 239 都道府県等台帳受付点検エラーリスト（独自助成情報） 連⇒市 変更時 PDF ○ ○
BDD2 240 都道府県等台帳受付点検エラーリスト（行政区情報） 連⇒市 変更時 PDF ○ ○

支払業務 都道府県等審査用資料情報 B71 B711 241 事務点検結果票情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
B72 B721 242 点検済障害児通所給付費・入所給付費等請求書情報 連⇒市 月次 伝送 ○
B73 B731 243 点検済明細書等情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
B74 B741 244 点検済障害児相談支援給付費請求書情報 連⇒市 月次 伝送 ○

B742 245 点検済特例障害児相談支援給付費請求書情報 連⇒市 月次 伝送 ○
B75 B751 246 点検済特例障害児通所給付費等請求書情報 連⇒市 月次 伝送 ○
B7A B7A1 247 事務点検結果票 連⇒市 月次 PDF ○ ○
B7B B7B1 248 エラー一覧表 連⇒市 月次 PDF ○ ○
B7C B7C1 249 警告一覧表 連⇒市 月次 PDF ○ ○
B7D B7D1 250 支給量オーバーチェックリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
B7E B7E1 251 請求時効該当確認リスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
B7F B7F1 252 時効却下リスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○

都道府県等審査結果資料情報 B81 B811 253 審査結果票情報 市⇒連 月次 伝送 ○ ○
B82 B821 254 審査結果一覧情報 市⇒連 月次 伝送 ○ ○

都道府県等請求情報 B9A B9A1 255 障害児給付費等払込請求書 連⇒市 月次 帳票 ○ ○
B9B B9B1 256 障害児給付費等払込請求書内訳表 連⇒市 月次 帳票 ○ ○
B9C B9C1 257 障害児給付費等支払手数料払込請求書 連⇒市 月次 帳票 ○ ○
B9D B9D1 258 障害児給付費等請求額通知書 連⇒市 月次 PDF ○ ○
B9E B9E1 259 障害児給付費等決定請求明細表 連⇒市 月次 PDF ○ ○
B9F B9F1 260 返戻等一覧表 連⇒市 月次 PDF ○ ○

過誤申立書情報 BA1 BA11 261 過誤申立書情報 市⇒連 月次 伝送 ○ ○
過誤決定通知書情報 BBA BBA1 262 過誤決定通知書 連⇒市 月次 PDF ○ ○
取込エラーリスト BEA BEA1 263 審査結果票情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○

BEB BEB1 264 審査結果一覧情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
BEC BEC1 265 過誤申立書情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○

受付点検エラーリスト BFA BFA1 266 審査結果票情報受付点検エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
BFB BFB1 267 審査結果一覧情報受付点検エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
BFC BFC1 268 過誤申立書情報受付点検エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○

障害児支援

取込エラーリスト

受付点検エラーリスト

台帳管理業務
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インタフェース一覧

障害福祉
サービス

障害福祉
サービス

（基準該当）

障害児
支援

障害児
支援

（基準該当）

地域生活
支援事業

高額
障害福祉

サービス費

高額
障害児
給付費

インタフェー
ス

仕様書
業務種別 業務内容 情報区分

データ
種別

交換情報
識別番号

No

対応業務

ルート情報名 周期
媒体
区分

市町村編 異動情報 F11 F111 269 地域生活支援事業受給者異動連絡票情報（基本情報） 市⇒連 月次 伝送 ○
F121 270 地域生活支援事業受給者異動連絡票情報（支給決定情報） 市⇒連 月次 伝送 ○

F13 F131 271 高額障害福祉サービス費世帯等異動連絡票情報 市⇒連 月次 伝送 ○
C13 C131 272 高額障害児給付費世帯等異動連絡票情報 市⇒連 月次 伝送 ○
F14 F141 273 高額障害福祉サービス費市町村異動連絡票情報 市⇒連 変更時 伝送 ○
C14 C141 274 高額障害児給付費都道府県等異動連絡票情報 市⇒連 変更時 伝送 ○
F15 F151 275 地域生活支援事業単位数異動連絡票情報 市⇒連 変更時 伝送 ○

訂正情報 F21 F211 276 地域生活支援事業受給者訂正連絡票情報（基本情報） 市⇒連 訂正時 伝送 ○
F221 277 地域生活支援事業受給者訂正連絡票情報（支給決定情報） 市⇒連 訂正時 伝送 ○

F23 F231 278 高額障害福祉サービス費世帯等訂正連絡票情報 市⇒連 訂正時 伝送 ○
C23 C231 279 高額障害児給付費世帯等訂正連絡票情報 市⇒連 訂正時 伝送 ○
F24 F241 280 高額障害福祉サービス費市町村訂正連絡票情報 市⇒連 訂正時 伝送 ○
C24 C241 281 高額障害児給付費都道府県等訂正連絡票情報 市⇒連 訂正時 伝送 ○
F25 F251 282 地域生活支援事業単位数訂正連絡票情報 市⇒連 訂正時 伝送 ○

更新結果情報 F31 F311 283 地域生活支援事業受給者情報更新結果情報（基本情報） 連⇒市 月次 伝送 ○
F321 284 地域生活支援事業受給者情報更新結果情報（支給決定情報） 連⇒市 月次 伝送 ○

F33 F331 285 高額障害福祉サービス費世帯等情報更新結果情報 連⇒市 月次 伝送 ○
C33 C331 286 高額障害児給付費世帯等情報更新結果情報 連⇒市 月次 伝送 ○
F34 F341 287 高額障害福祉サービス費市町村情報更新結果情報 連⇒市 変更時 伝送 ○
C34 C341 288 高額障害児給付費都道府県等情報更新結果情報 連⇒市 変更時 伝送 ○
F35 F351 289 地域生活支援事業単位数情報更新結果情報 連⇒市 変更時 伝送 ○

国保連合会台帳情報 F41 F411 290 地域生活支援事業受給者台帳情報（基本情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○
F421 291 地域生活支援事業受給者台帳情報（支給決定情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○

F43 F431 292 高額障害福祉サービス費世帯等台帳情報 連⇒市 依頼時 伝送 ○
C43 C431 293 高額障害児給付費世帯等台帳情報 連⇒市 依頼時 伝送 ○
F44 F441 294 高額障害福祉サービス費市町村台帳情報 連⇒市 依頼時 伝送 ○
C44 C441 295 高額障害児給付費都道府県等台帳情報 連⇒市 依頼時 伝送 ○
F45 F451 296 地域生活支援事業単位数台帳情報 連⇒市 依頼時 伝送 ○

取込エラーリスト FGA FGA1 297 地域生活支援事業受給者台帳取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○
FGB FGB1 298 高額障害福祉サービス費世帯等台帳取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○
CEA CEA1 299 高額障害児給付費世帯等台帳取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○
FGC FGC1 300 高額障害福祉サービス費市町村台帳取込エラーリスト 連⇒市 変更時 PDF ○
CEB CEB1 301 高額障害児給付費都道府県等台帳取込エラーリスト 連⇒市 変更時 PDF ○
FGD FGD1 302 地域生活支援事業単位数台帳取込エラーリスト 連⇒市 変更時 PDF ○

受付点検エラーリスト FHA FHA1 303 地域生活支援事業受給者台帳受付点検エラーリスト（基本情報） 連⇒市 月次 PDF ○
FHB1 304 地域生活支援事業受給者台帳受付点検エラーリスト（支給決定情報） 連⇒市 月次 PDF ○

FHC FHC1 305 高額障害福祉サービス費世帯等台帳受付点検エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○
CFA CFA1 306 高額障害児給付費世帯等台帳受付点検エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○
FHD FHD1 307 高額障害福祉サービス費市町村台帳受付点検エラーリスト 連⇒市 変更時 PDF ○
CFB CFB1 308 高額障害児給付費都道府県等台帳受付点検エラーリスト 連⇒市 変更時 PDF ○
FHE FHE1 309 地域生活支援事業単位数台帳受付点検エラーリスト 連⇒市 変更時 PDF ○

確認依頼リスト FIA FIA1 310 高額障害福祉サービス費世帯等台帳確認依頼リスト 連⇒市 月次 PDF ○

市町村
事務共同処理

台帳管理業務
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インタフェース一覧

障害福祉
サービス

障害福祉
サービス

（基準該当）

障害児
支援

障害児
支援

（基準該当）

地域生活
支援事業

高額
障害福祉

サービス費

高額
障害児
給付費

インタフェー
ス

仕様書
業務種別 業務内容 情報区分

データ
種別

交換情報
識別番号

No

対応業務

ルート情報名 周期
媒体
区分

市町村編 E71 E711 311 事務点検結果票情報 連⇒市 月次 伝送 ○
E72 E721 312 点検済介護給付費・訓練等給付費等請求書情報 連⇒市 月次 伝送 ○
E75 E751 313 点検済明細書等情報 連⇒市 月次 伝送 ○
E7A E7A1 314 事務点検結果票 連⇒市 月次 PDF ○
E7B E7B1 315 エラー一覧表 連⇒市 月次 PDF ○
E7C E7C1 316 警告一覧表 連⇒市 月次 PDF ○
E7D E7D1 317 支給量オーバーチェックリスト 連⇒市 月次 PDF ○
E7E E7E1 318 請求時効該当確認リスト 連⇒市 月次 PDF ○
E7F E7F1 319 時効却下リスト 連⇒市 月次 PDF ○
E81 E811 320 審査結果票情報 市⇒連 月次 伝送 ○
E82 E821 321 審査結果一覧情報 市⇒連 月次 伝送 ○
E9A E9A1 322 障害福祉サービス費等払込請求書 連⇒市 月次 帳票 ○
E9B E9B1 323 障害福祉サービス費等払込請求書内訳表 連⇒市 月次 帳票 ○
E9C E9C1 324 障害福祉サービス費等支払手数料払込請求書 連⇒市 月次 帳票 ○
E9D E9D1 325 障害福祉サービス費等請求額通知書 連⇒市 月次 PDF ○
E9E E9E1 326 障害福祉サービス費等決定請求明細表 連⇒市 月次 PDF ○
E9F E9F1 327 返戻等一覧表 連⇒市 月次 PDF ○

過誤申立書情報 EA1 EA11 328 過誤申立書情報 市⇒連 月次 伝送 ○
過誤決定通知書情報 EBA EBA1 329 過誤決定通知書 連⇒市 月次 PDF ○
取込エラーリスト EEA EEA1 330 審査結果票情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○

EEB EEB1 331 審査結果一覧情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○
EEC EEC1 332 過誤申立書情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○

受付点検エラーリスト EFA EFA1 333 審査結果票情報受付点検エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○
EFB EFB1 334 審査結果一覧情報受付点検エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○
EFC EFC1 335 過誤申立書情報受付点検エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○

高額障害福祉サービス費情報 FC1 FC11 336 高額障害福祉サービス費給付判定結果情報 市⇒連 月次 伝送 ○
FC2 FC21 337 高額障害福祉サービス費給付のお知らせ情報 連⇒市 月次 伝送 ○
FC3 FC31 338 高額障害福祉サービス費支給（不支給）決定通知書情報 連⇒市 月次 伝送 ○
FC4 FC41 339 高額障害福祉サービス費振込依頼書情報 連⇒市 月次 伝送 ○
FCA FCA1 340 高額障害福祉サービス費給付対象者一覧表 連⇒市 月次 PDF ○
FCB FCB1 341 高額障害福祉サービス費給付のお知らせ 連⇒市 月次 PDF ○
FCC FCC1 342 高額障害福祉サービス費支給申請書 連⇒市 月次 PDF ○
FCD FCD1 343 外字空白印字リスト（高額障害福祉サービス費給付対象者） 連⇒市 月次 PDF ○
FCE FCE1 344 高額障害福祉サービス費支給（不支給）決定者一覧表 連⇒市 月次 PDF ○
FCF FCF1 345 高額障害福祉サービス費支給（不支給）決定通知書 連⇒市 月次 PDF ○
FCG FCG1 346 外字空白印字リスト（高額障害福祉サービス費支給（不支給）決定者） 連⇒市 月次 PDF ○
FCH FCH1 347 高額障害福祉サービス費振込依頼書 連⇒市 月次 PDF ○

高額障害児給付費情報 CC1 CC11 348 高額障害児給付費給付判定結果情報 市⇒連 月次 伝送 ○
CC2 CC21 349 高額障害児給付費給付のお知らせ情報 連⇒市 月次 伝送 ○
CC3 CC31 350 高額障害児給付費支給（不支給）決定通知書情報 連⇒市 月次 伝送 ○
CC4 CC41 351 高額障害児給付費振込依頼書情報 連⇒市 月次 伝送 ○
CCA CCA1 352 高額障害児給付費給付対象者一覧表 連⇒市 月次 PDF ○
CCB CCB1 353 高額障害児給付費給付のお知らせ 連⇒市 月次 PDF ○
CCC CCC1 354 高額障害児給付費支給申請書 連⇒市 月次 PDF ○
CCD CCD1 355 外字空白印字リスト（高額障害児給付費給付対象者） 連⇒市 月次 PDF ○
CCE CCE1 356 高額障害児給付費支給（不支給）決定者一覧表 連⇒市 月次 PDF ○
CCF CCF1 357 高額障害児給付費支給（不支給）決定通知書 連⇒市 月次 PDF ○
CCG CCG1 358 外字空白印字リスト（高額障害児給付費支給（不支給）決定者） 連⇒市 月次 PDF ○
CCH CCH1 359 高額障害児給付費振込依頼書 連⇒市 月次 PDF ○

取込エラーリスト FDA FDA1 360 高額障害福祉サービス費給付判定結果情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○
CGA CGA1 361 高額障害児給付費給付判定結果情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○

受付点検エラーリスト FEA FEA1 362 高額障害福祉サービス費給付判定結果情報受付点検エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○
CHA CHA1 363 高額障害児給付費給付判定結果情報受付点検エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○

給付判定結果エラーリスト FFA FFA1 364 高額障害福祉サービス費給付判定結果エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○
CIA CIA1 365 高額障害児給付費給付判定結果エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○
FJ1 FJ11 366 振込データ情報 連⇒市 月次 伝送 ○
FJA FJA1 367 障害福祉サービス費等払込請求書 連⇒市 月次 帳票 ○
FJB FJB1 368 振込者一覧表 連⇒市 月次 PDF ○
FJC FJC1 369 振込不能者一覧表 連⇒市 随時 PDF ○
CD1 CD11 370 振込データ情報 連⇒市 月次 伝送 ○
CDA CDA1 371 障害児給付費等払込請求書 連⇒市 月次 帳票 ○
CDB CDB1 372 振込者一覧表 連⇒市 月次 PDF ○
CDC CDC1 373 振込不能者一覧表 連⇒市 随時 PDF ○

訪問調査委託料支払情報 FK1 FK11 374 訪問調査委託料支払情報 市⇒連 月次 伝送 ○
取込エラーリスト FLA FLA1 375 訪問調査委託料支払情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○

G11 G111 376 障害福祉サービス費市町村保有給付実績情報 市⇒連 月次 伝送 ○ ○
G12 G121 377 障害福祉サービス費市町村保有給付実績更新結果情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
G13 G131 378 障害福祉サービス費国保連合会保有給付実績情報 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○ ○
D11 D111 379 障害児給付費都道府県等保有給付実績情報 市⇒連 月次 伝送 ○ ○
D12 D121 380 障害児給付費都道府県等保有給付実績更新結果情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
D13 D131 381 障害児給付費国保連合会保有給付実績情報 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○ ○

取込エラーリスト G2A G2A1 382 障害福祉サービス費市町村保有給付実績情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
D2A D2A1 383 障害児給付費都道府県等保有給付実績情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○

給付実績情報チェックエラーリスト G3A G3A1 384 障害福祉サービス費市町村保有給付実績情報チェックエラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
D3A D3A1 385 障害児給付費都道府県等保有給付実績情報チェックエラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○

市町村審査用資料情報

市町村審査結果資料情報

高額支給処理業務

給付実績交換処理情報
（障害福祉サービス費）

給付実績交換処理情報
（障害児給付費）

給付実績交換処理業務

市町村請求情報

各種支払支援処理情報
（高額障害福祉サービス費）

市町村事務
共同処理業務

支払業務
（地域生活支援事業）

各種支払支援処理情報
（高額障害児給付費）

訪問調査委託料
支払処理業務

各種支払支援処理業務

給付実績交換処理
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インタフェース一覧

障害福祉
サービス

障害福祉
サービス

（基準該当）

障害児
支援

障害児
支援

（基準該当）

地域生活
支援事業

高額
障害福祉

サービス費

高額
障害児
給付費

インタフェー
ス

仕様書
業務種別 業務内容 情報区分

データ
種別

交換情報
識別番号

No

対応業務

ルート情報名 周期
媒体
区分

事業所編 請求業務 請求書・明細書情報 J11 J111 386 介護給付費・訓練等給付費等請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
J121 387 介護給付費・訓練等給付費等明細書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
J131 388 介護給付費・訓練等給付費等明細書情報（ＧＨ・ＣＨ） 事⇒連 月次 伝送 ○
J141 389 地域相談支援給付費明細書情報 事⇒連 月次 伝送 ○

J21 J211 390 特例介護給付費・特例訓練等給付費請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
J221 391 特例介護給付費・特例訓練等給付費明細書情報 事⇒連 月次 伝送 ○

J31 J311 392 サービス利用計画作成費請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
J312 393 計画相談支援給付費請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
J321 394 特例計画相談支援給付費請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○

利用者負担上限額管理結果票情報 J41 J411 395 利用者負担上限額管理結果票情報 事⇒連 月次 伝送 ○ ○
利用者負担額一覧表情報 J51 J511 396 利用者負担額一覧表情報 事⇒事 月次 FD等 ○ ○
サービス提供実績記録票情報 J61 J611 397 サービス提供実績記録票情報 事⇒連 月次 伝送 ○ ○
増減単位数返戻通知情報 J71 J711 398 障害福祉サービス費等支払決定増減表情報 連⇒事 月次 伝送 ○ ○

J72 J721 399 返戻等一覧表情報 連⇒事 月次 伝送 ○ ○
J7A J7A1 400 障害福祉サービス費等支払決定増減表 連⇒事 月次 PDF ○ ○
J7B J7B1 401 返戻等一覧表 連⇒事 月次 PDF ○ ○

支払通知情報 J8A J8A1 402 障害福祉サービス費等支払決定額通知書 連⇒事 月次 PDF ○ ○
J8B J8B1 403 障害福祉サービス費等支払決定額内訳書 連⇒事 月次 PDF ○ ○
J8C J8C1 404 事業所別障害福祉サービス費等支払明細書 連⇒事 月次 PDF ○ ○
J8D J8D1 405 障害福祉サービス費等支払過誤決定通知書 連⇒事 月次 PDF ○ ○
J8E J8E1 406 訪問調査委託料支払明細一覧表 連⇒事 月次 PDF ○ ○
J8F J8F1 407 障害福祉サービス費等処遇改善助成金支払決定額内訳書 連⇒事 月次 PDF ○ ○
J8G J8G1 408 障害福祉サービス費等処遇改善（特別）加算総額のお知らせ 連⇒事 月次 PDF ○ ○

請求業務 請求書・明細書情報 K11 K111 409 障害児施設給付費請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
K112 410 障害児通所給付費・入所給付費等請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
K121 411 障害児施設給付費明細書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
K122 412 障害児通所給付費・入所給付費等明細書情報 事⇒連 月次 伝送 ○

K21 K211 413 特例障害児通所給付費等請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
K221 414 特例障害児通所給付費等明細書情報 事⇒連 月次 伝送 ○

K31 K311 415 障害児相談支援給付費請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
K321 416 特例障害児相談支援給付費請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○

利用者負担上限額管理結果票情報 K41 K411 417 利用者負担上限額管理結果票情報 事⇒連 月次 伝送 ○ ○
利用者負担額一覧表情報 K51 K511 418 利用者負担額一覧表情報 事⇒事 月次 FD等 ○ ○
サービス提供実績記録票情報 K61 K611 419 サービス提供実績記録票情報 事⇒連 月次 伝送 ○ ○
増減単位数返戻通知情報 K71 K711 420 障害児給付費等支払決定増減表情報 連⇒事 月次 伝送 ○ ○

K72 K721 421 返戻等一覧表情報 連⇒事 月次 伝送 ○ ○
K7A K7A1 422 障害児給付費等支払決定増減表 連⇒事 月次 PDF ○ ○
K7B K7B1 423 返戻等一覧表 連⇒事 月次 PDF ○ ○

支払通知情報 K8A K8A1 424 障害児給付費等支払決定額通知書 連⇒事 月次 PDF ○ ○
K8B K8B1 425 障害児給付費等支払決定額内訳書 連⇒事 月次 PDF ○ ○
K8C K8C1 426 事業所別障害児給付費等支払明細書 連⇒事 月次 PDF ○ ○
K8D K8D1 427 障害児給付費等支払過誤決定通知書 連⇒事 月次 PDF ○ ○
K8E K8E1 428 障害児給付費等助成金支払決定額内訳書 連⇒事 月次 PDF ○ ○
K8F K8F1 429 障害児給付費等処遇改善（特別）加算総額のお知らせ 連⇒事 月次 PDF ○ ○

請求業務 請求書・明細書情報 L11 L111 430 地域生活支援事業請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
L121 431 地域生活支援事業明細書情報 事⇒連 月次 伝送 ○

増減単位数返戻通知情報 L71 L711 432 地域生活支援事業等支払決定増減表情報 連⇒事 月次 伝送 ○
L72 L721 433 返戻等一覧表情報 連⇒事 月次 伝送 ○
L7A L7A1 434 地域生活支援事業等支払決定増減表 連⇒事 月次 PDF ○
L7B L7B1 435 返戻等一覧表 連⇒事 月次 PDF ○

支払通知情報 L8A L8A1 436 地域生活支援事業等支払決定額通知書 連⇒事 月次 PDF ○
L8B L8B1 437 地域生活支援事業等支払決定額内訳書 連⇒事 月次 PDF ○
L8C L8C1 438 事業所別地域生活支援事業等支払明細書 連⇒事 月次 PDF ○
L8D L8D1 439 地域生活支援事業等支払過誤決定通知書 連⇒事 月次 PDF ○

障害福祉サービス

障害児支援

市町村
事務共同処理
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