
インタフェース仕様書統計編修正履歴 

 

（内容現在 平成２８年８月１８日） 

Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１  

 

 ８３ 

ページ番号 ８３ 

２．１１．１出力ファイルの概要 

ＣＳＶデータ構造のレイアウトイメ

ージについて、明細ヘッダレコード

行が「基本部分」、「加算部分」、

「基金部分」に分かれるよう、記載

内容を見直し 

１ 

２ ８５ 

ページ番号 ８５ 

２．１１．２詳細レイアウト 

明細ヘッダレコード 

項番１ サービス内容 

 

 

 

 

 

項番２～９の内容 

６行目に固定で…を出力 

 

※１ サービス種類コード「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」及び「44：就労移行支援（養成

施設）」に限る。 

１ ８５ 

ページ番号 ８５ 

２．１１．２詳細レイアウト 

明細ヘッダレコード 

項番１ サービス内容１ 

項番２ サービス内容２ 

項番３ サービス内容３ 

項番４ サービス内容４ 

項番５ サービス内容５ 

 

項番６～１３の内容 

固定で…を出力 

 

※１ サービス内容１が「基本部

分」であり、かつサービス種類コー

ド「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」及び「44：就労移

行支援（養成施設）」の場合、出力

する。 

１ 

３ ８６ 

ページ番号 ８６ 

２．１１．２詳細レイアウト 

明細レコード 

※４ サービス種類コード「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」及び「44：就労移行支援（養成

施設）」に限る。 

１ ８６ 

ページ番号 ８６ 

２．１１．２詳細レイアウト 

明細レコード 

※４ 明細ヘッダレコードのサービ

ス内容１が「基本部分」であり、か

つサービス種類コード「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」及び「44：就労移行支援（養成

施設）」の場合、出力する。 

１ 

４  

 

 ８８ 

ページ番号 ８８ 

２．１２．１出力ファイルの概要 

ＣＳＶデータ構造のレイアウトイメ

ージについて、明細ヘッダレコード

行が「基本部分」、「加算部分」、

「基金部分」に分かれるよう、記載

内容を見直し 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

５ ８９ 

ページ番号 ８９ 

２．１２．２詳細レイアウト 

明細ヘッダレコード 

項番１ サービス内容 

 

 

 

 

 

項番２～８の内容 

６行目に固定で…を出力 

1 ９０ 

ページ番号 ９０ 

２．１２．２詳細レイアウト 

明細ヘッダレコード 

項番１ サービス内容１ 

項番２ サービス内容２ 

項番３ サービス内容３ 

項番４ サービス内容４ 

項番５ サービス内容５ 

 

項番６～１２の内容 

固定で…を出力 

1 

６ １２５ 

ページ番号 １２５ 

２．１７． 市町村単位におけるサ

ービス利用状況（概況） 
１ １２６ 

ページ番号 １２６ 

２．１７． 市町村単位におけるサ

ービス利用状況（概況）（障害福祉

サービス） 

１ 

７  

 

 １２７ 

ページ番号 １２７ 

２．１７．１出力ファイルの概要 

出力イメージを差し替え 

１ 

８ １２７ 

ページ番号 １２７ 

２．１７．２詳細レイアウト 

ヘッダレコード 

項番１の内容 

3 列目に固定で「①市町村単位に

おけるサービス利用状況（概況）」

を出力 

１ １２８ 

ページ番号 １２８ 

２．１７．２詳細レイアウト 

ヘッダレコード 

項番１の内容 

3 列目に固定で「①市町村単位に

おけるサービス利用状況（概況）

（障害福祉サービス）」を出力 

１ 

９ １５１ 

ページ番号 １５１ 

２．１７．２詳細レイアウト 

明細レコード 

※７ 利用者数等の集計方法は、

「３．１９ 自立訓練（機能訓練）と

自立訓練（生活訓練）における通

所と訪問の利用者数等の集計方

法＜者事業所、者利用状況概

況、複数利用＞」を参照。 

１ １５２ 

ページ番号 １５２ 

２．１７．２詳細レイアウト 

明細レコード 

※７ 利用者数等の集計方法は、

「３．１９ 自立訓練（機能訓練）と

自立訓練（生活訓練）における通

所と訪問の利用者数等の集計方

法＜者事業所、者利用状況概

況、複数利用、者個人状況＞」を

参照。 

１ 

１０ １９３ 

ページ番号 １９３ 

２．２１．２詳細レイアウト 

明細レコード 

※１ 利用者数の求め方は「３．１

５ 複数サービス利用の集計方法

＜複数利用＞」、「３．１９ 自立訓

練（機能訓練）と自立訓練（生活

訓練）における通所と訪問の利用

者数等の集計方法＜者事業所、

者利用状況概況、複数利用＞」を

参照。 

１ １９４ 

ページ番号 １９４ 

２．２１．２詳細レイアウト 

明細レコード 

※１ 利用者数の求め方は「３．１

５ 複数サービス利用の集計方法

＜複数利用＞」、「３．１９ 自立訓

練（機能訓練）と自立訓練（生活

訓練）における通所と訪問の利用

者数等の集計方法＜者事業所、

者利用状況概況、複数利用、者

個人状況＞」を参照。 

１ 

１１  

 

 １９５ 

ページ番号 １９５ 

２．２２．１出力ファイルの概要 

ＣＳＶデータ構造のレイアウトイメ

ージについて、「集計レコード行

１」と「明細ヘッダレコード行２」の

間に「（空行）」を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１２  

 

 １９９ 

ページ番号 １９９ 

２．２３．１出力ファイルの概要 

ＣＳＶデータ構造のレイアウトイメ

ージについて、「集計レコード行

１」と「明細ヘッダレコード行２」の

間に「（空行）」を追加 

１ 

１３  

 

 ２０３ 

ページ番号 ２０３ 

２．２４．１出力ファイルの概要 

ＣＳＶデータ構造のレイアウトイメ

ージについて、「集計レコード行

１」と「明細ヘッダレコード行２」の

間に「（空行）」を追加 

１ 

１４  

 

 ２０７ 

ページ番号 ２０７ 

２．２５．１出力ファイルの概要 

ＣＳＶデータ構造のレイアウトイメ

ージについて、「集計レコード行

１」と「明細ヘッダレコード行２」の

間に「（空行）」を追加 

１ 

１５ ２１８ 

ページ番号 ２１８ 

２．２８．１出力ファイルの概要 

ＣＳＶデータ構造の記載内容 

 

※Ｎはサービス提供年月時点で

有効な支給決定を受けている受

給者数。 
１ ２１９ 

ページ番号 ２１９ 

２．２８．１出力ファイルの概要 

ＣＳＶデータ構造の記載内容 

 

※Ｎはサービス提供年月時点で

有効な支給決定を受けている受

給者数。 

 （退所後算定可能な加算を請求

され支払対象となっている場合

は、サービス提供年月時点で有

効な支給決定を受けていなくて

も、過去年月時点で受給者として

有 効 で あ れ ば 、 集 計 対 象 と す

る。） 

１ 

１６  

 

 

２２５ 

～ 

２２７ 

ページ番号 ２２５～２２７ 

２．２８．２詳細レイアウト 

明細レコード（利用実績情報） 

項番５～８、１０～１３、３４の備考 

※１ 

を追加 

 

※１ 

を追加 

３ 

１７  

 

 

２２８ 

～ 

２２９ 

ページ番号 ２２８～２２９ 

２．２８．２詳細レイアウト 

明細レコード（費用額情報） 

項番２２～２３、２５～２６の備考 

※３ 

を追加 

 

※３ 

を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１８ ２２９ 

ページ番号 ２２９ 

２．２９．１出力ファイルの概要 

ＣＳＶデータ構造の記載内容 

 

※Ｎはサービス提供年月時点で

有効な支給決定を受けている受

給者数。 
１ ２３０ 

ページ番号 ２３０ 

２．２９．１出力ファイルの概要 

ＣＳＶデータ構造の記載内容 

 

※Ｎはサービス提供年月時点で

有効な支給決定を受けている受

給者数。 

 （退所後算定可能な加算を請求

され支払対象となっている場合

は、サービス提供年月時点で有

効な支給決定を受けていなくて

も、過去年月時点で受給者として

有 効 で あ れ ば 、 集 計 対 象 と す

る。） 

１ 

１９ ２３８ 

ページ番号 ２３８ 

２．３０．２詳細レイアウト 

明細レコード（基本情報） 

※２ サービス「サービス提供単

位番号」が複数存在する場合、最

小の事業開始年月日を出力す

る。 

１ ２３９ 

ページ番号 ２３９ 

２．３０．２詳細レイアウト 

明細レコード（基本情報） 

※２ サービス種類コードにより

「サービス提供単位番号」が複数

存在する場合、最小の事業開始

年月日を出力する。 

１ 

２０  

 

 

２４０ 

～ 

２４２ 

ページ番号 ２４０～２４２ 

２．３０．２詳細レイアウト 

明細レコード（合計情報） 

項番４～３９の項目名 

※２ 

を追加 

 

項番２２～３０の備考 

※３ 

を追加 

 

※２、３ 

を追加 

２ 

２１  

 

 ２７９ 

ページ番号 ２７９ 

２．３２．１出力ファイルの概要 

出力イメージを差し替え 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

２２  

 

 ２８６ 

ページ番号 ２８６ 

３．補足説明 

【凡例】の対象 

個人ごとの状況（障害福祉サービ

ス、相談支援、地域相談支援） ：

「者個人状況」 

個人ごとの状況（障害児支援、障

害児相談支援）：「児個人状況」 

事業所ごとのサービス提供状況

（障害福祉サービス、相談支援、

地域相談支援）：「者事業所状況」 

事業所ごとのサービス提供状況

（障害児支援、障害児相談支援）：

「児事業所状況」 

地域別のサービス提供と利用状

況（障害福祉サービス、相談支

援、地域相談支援）：「者地域状

況」 

地域別のサービス提供と利用状

況（障害児支援、障害児相談支

援）：「児地域状況」 

を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

２３ 

２８６ 

～ 

２８７ 

ページ番号 ２８６～２８７ 

３．１．対象とするデータ 

（1）介護給付費等明細書情報 ＜

者受給者、…、複数利用＞障害

児給付費等明細書情報 ＜児受

給者、…、児利用状況概況＞ 

 

 

 

 

（2）受給者台帳情報 ＜者受給

者、…、障害程度変更＞障害児

支援施設受給者台帳情報 ＜児

受給者、…、児相支給決定＞ 

 

 

 

（3）サービス利用計画作成費請求

書情報、計画相談支援給付費請

求書情報及び特例計画相談支援

給付費請求書情報 ＜相受給

者、…、者利用状況概況＞障害

児相談支援給付費請求書等情報 

＜児相受給者、…、児利用状況

概況＞ 

 

 

 

（4）サービス提供実績記録票情報 

＜者加算等、者利用状況概況、

利用状況個表＞ 

 

 

（5）市町村台帳情報 ＜市町村＞    

都道府県等台帳情報 ＜市町村

＞ 

 

 

（6）事業所台帳情報、全国事業所

台帳 ＜者事業所、…、複数利用

＞ 障害児施設台帳情報 ＜児事

業所、児相事業所＞ 

２ 

２８７ 

～ 

２８８ 

ページ番号 ２８７～２８８ 

３．１．対象とするデータ 

（1）介護給付費等明細書情報 ＜

者受給者、…、複数利用、者個人

状況、者事業所状況、者地域状

況＞障害児給付費等明細書情報 

＜児受給者、…、児利用状況概

況、児個人状況、児事業所状況、

児地域状況＞ 

 

（2）受給者台帳情報 ＜者受給

者、…、障害程度変更、者個人状

況、者事業所状況＞障害児支援

受給者台帳情報 ＜児受給者、

…、児相支給決定、児個人状況、

児事業所状況＞ 

 

（3）サービス利用計画作成費請求

書情報、計画相談支援給付費請

求書情報及び特例計画相談支援

給付費請求書情報 ＜相受給

者、…、者利用状況概況、者個人

状況、者事業所状況、者地域状

況＞障害児相談支援給付費請求

書等情報 ＜児相受給者、…、児

利用状況概況、児個人状況、児

事業所状況、児地域状況＞ 

 

（4）サービス提供実績記録票情報 

＜者加算等、者利用状況概況、

利用状況個表、者個人状況、者

事業所状況＞ 

 

（5）市町村台帳情報 ＜市町村、

者地域状況＞    都道府県等台

帳情報 ＜市町村、児地域状況

＞ 

 

（6）事業所台帳情報、全国事業所

台帳 ＜者事業所、…、複数利

用、者個人状況、者事業所状況

＞ 障害児施設台帳情報 ＜児事

業所、児相事業所、児事業所状

況＞ 

２ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

２４  

 

 ２８９ 

ページ番号 ２８９ 

３．２．受給者数と利用者数の集

計方法 

（２）利用者数の集計 

・事業所ごとのサービス提供状況

（障害福祉サービス、相談支援、

地域相談支援） 

・事業所ごとのサービス提供状況

（障害児支援、障害児相談支援） 

・地域別のサービス提供と利用状

況（障害福祉サービス、相談支

援、地域相談支援） 

・地域別のサービス提供と利用状

況（障害児支援、障害児相談支

援） 

を追加 

１ 

２５ ２８９ 

ページ番号 ２８９ 

３．３．障害支援区分の判定方法

＜者受給者、…、地事業所＞ 

 

 

（３）障害支援区分（新法）と…でき

た場合 

※平成 26 年 3 月以前は「障害支

援区分」を「障害程度区分」と読み

替える。 

１ ２９０ 

ページ番号 ２９０ 

３．３．障害支援区分の判定方法

＜者受給者、…、地事業所、者個

人状況、者事業所状況＞ 

 

（３）障害支援区分（新法）と…でき

た場合 

※サービス提供年月が平成 26 年

3 月以前は、「障害支援区分」を

「障害程度区分」と読み替える。 

１ 

２６ ２９４ 

ページ番号 ２９４ 

３．１１．日中活動系サービス、

…、保育所等訪問支援の場合の

集計について ＜者利用状況概

況、児利用状況概況＞ 

１ ２９５ 

ページ番号 ２９５ 

３．１１．日中活動系サービス、

…、保育所等訪問支援の場合の

集計について ＜者利用状況概

況、児利用状況概況、者個人状

況、児個人状況、者事業所状況、

児事業所状況＞ 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

２７ ２９５ 

ページ番号 ２９５ 

３．１２．訪問系サービスの場合の

集計について＜者利用状況概

況、利用状況個表＞ 

 

 

受給者がサービスを利用した実

時間を、サービス種類ごとに以下

に記載の方法で集計する。 

１ 

２９６ 

～ 

２９８ 

ページ番号 ２９６～２９８ 

３．１２．訪問系サービスの場合の

集計について＜者利用状況概

況、利用状況個表、者個人状況、

者事業所状況＞ 

 

「者利用状況概況」、「利用状況個

表」及び「者個人状況」の様式に

ついては、受給者がサービスを利

用した実時間（重複時間を除く）

を、「者事業所状況」の様式につ

いては、受給者がサービスを利用

した時間（重複時間を含める）を、

サービス種類ごとに以下に記載

の方法で集計する。 

 

また、サービス種類ごとの集計方

法について、①「者利用状況概

況」、「利用状況個表」及び「者個

人状況」の様式の場合と②「者事

業所状況」の様式の場合に分け

て記載するよう、記載内容を見直

し 

３ 

２８ ２９６ 

ページ番号 ２９６ 

３．１３．サービス利用した実時間

の出力について＜者利用状況概

況、利用状況個表＞ 

１ ２９９ 

ページ番号 ２９９ 

３．１３．サービス利用した実時間

の出力について＜者利用状況概

況、利用状況個表、者個人状況

＞ 

１ 

２９  

 

 

３０２ 

～ 

３０３ 

ページ番号 ３０２～３０３ 

３．１５．複数サービス利用の集計

方法＜複数利用＞ 

④受給者が複数の事業所で異な

るサービスを利用した場合 

（例２） 

を追加し、以降の項番を繰り下げ 

２ 

３０ ３０４ 

ページ番号 ３０４ 

３．１９．自立訓練（機能訓練）と自

立訓練（生活訓練）における通所

と訪問の利用者数等の集計方法

＜者事業所、者利用状況概況、

複数利用＞ 

１ ３０７ 

ページ番号 ３０７ 

３．１９．自立訓練（機能訓練）と自

立訓練（生活訓練）における通所

と訪問の利用者数等の集計方法

＜者事業所、者利用状況概況、

複数利用、者個人状況＞ 

１ 

３１  

 

 

３０７ 

～ 

３０９ 

ページ番号 ３０７～３０９ 

３．２０．決定支給量及び利用実

績の集計方法＜者個人状況、児

個人状況＞ 

を追加 

３ 

３２  

 

 ３１０ 

ページ番号 ３１０ 

３．２１．地域別のサービス提供と

利用状況の集計範囲について＜

者地域状況、児地域状況＞  

を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

３３ ３０４ 

ページ番号 ３０４ 

３．２０．その他留意事項 

③月途中での転居等により、…集

計される。 

＜者受給者、…、障害程度変更

＞ 

 

 

 

④同一の受給者が複数種類のサ

ービスを利用した場合、それぞれ

のサービス種類に集計される。 

＜者事業所、…、利用状況個表

＞ 

 

 

 

⑤集計の対象は自県受給者分に

限られる。 

＜者受給者、…、障害程度変更

＞ 

 

⑥集計の対象は自県に所在地を

持つ事業所に限られる。 

＜者事業所、・・・、児相事業所＞  

 

 

 

 

 

 

⑧政令市において、行政区を跨る

異動が発生し、…集計される。 

＜者受給者、…、障害程度変更

＞ 

１ ３１１ 

ページ番号 ３１１ 

３．２２．その他留意事項 

③月途中での転居等により、…集

計される。 

＜者受給者、…、障害程度変更、

者個人状況、児個人状況、者事

業所状況、児事業所状況、者地

域状況、児地域状況＞ 

 

④同一の受給者が複数種類のサ

ービスを利用した場合、それぞれ

のサービス種類に集計される。 

＜者事業所、…、利用状況個表、

者個人状況、児個人状況、者事

業所状況、児事業所状況、者地

域状況、児地域状況＞ 

 

⑤集計の対象は自県受給者分に

限られる。 

＜者受給者、…、障害程度変更、

者個人状況、児個人状況＞ 

 

⑥集計の対象は自県に所在地を

持つ事業所に限られる。 

＜者事業所、・・・、児相事業所、

者事業所状況（※）、児事業所状

況（※）＞  

※他県に所在地を持つが、自県

受給者が利用した基準該当事業

所も対象とする。 

 

⑧政令市において、行政区を跨る

異動が発生し、…集計される。 

＜者受給者、…、障害程度変更、

者事業所状況、児事業所状況、

者地域状況、児地域状況＞ 

 

⑨ 

を追加 

１ 

３４  

 

 別２－１ 

ページ番号 別２－１ 

「【別紙２】マトリクス_事業所ごとの

サービス提供状況」の基本情報レ

コード及び合計情報レコードにお

けるサービス種類毎の項目出力

有無マトリクスに、※１～４の注釈

を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

３５  

 

 

別２－３ 

～ 

別２－１４ 

ページ番号 別２－３～別２－１４ 

「【別紙２】マトリクス_事業所ごとの

サービス提供状況」の単位数情報

レコード、利用者数情報レコード

及び提供量情報レコードにおける

サービス種類毎の項目出力有無

マトリクスに、※２～３の注釈を追

加 

１２ 

 


