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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 進ｺｰﾄﾞ…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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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） 

29:八級地（旧障害児施設） 

30:九級地（旧障害児施設） 

31:十級地（旧障害児施設） 

32:十一級地（旧障害児施設） 

33:十二級地（旧障害児施設） 

34:十三級地（旧障害児施設） 

35:十四級地（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 
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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 

24:十三級地 25:十四級地 

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:指定発達支援医療機関 

（異動年月日の年月、 

またはサービス提供年月が 

平成 27 年 3 月以前は指定医療機関） 
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項番 コード名称 属性 ﾊﾞｲﾄ数 内容 

３９ 
夜間支援等体制加算 

対象利用者数 
コード値 2 宿泊型自立訓練 

01:3 人以下 

02:4 人以上 6 人以下 

03:7 人以上 9 人以下 

04:10 人以上 12 人以下 

05:13 人以上 15 人以下 

06:16 人以上 18 人以下 

07:19 人以上 21 人以下 

08:22 人以上 24 人以下 

09:25 人以上 27 人以下 

10:28 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 

４１ 多子軽減対象区分 コード値 １ 
1:第２子軽減対象児童 

2:第３子以降軽減対象児童 

４２ 開所時間減算区分 コード値 １ 1:４時間未満 2:４時間以上６時間未満 

※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 27 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 27 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 332000:共同生活援助経過的居宅介護決定 

２ 地域区分コード コード値 2 指定事業所等 

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 

３ 
地域区分コード 

（障害児給付費） 
コード値 2 

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） 

 

 

以下のコードについては平成 28 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 28 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 地域区分コード コード値 2 
児童施設経過

措置事業所 

29:八級地（旧障害児施設） 

30:九級地（旧障害児施設） 

31:十級地（旧障害児施設） 

32:十一級地（旧障害児施設） 

33:十二級地（旧障害児施設） 

34:十三級地（旧障害児施設） 

35:十四級地（旧障害児施設） 

２ 
地域区分コード 

（障害児給付費） 
コード値 2 

指定事業所等 

※１ 

18:八級地 19:九級地 

20:十級地 21:十一級地 22:十二級地 

24:十三級地 25:十四級地 

※１ 平成 24 年 4 月以降、平成 27 年 3 月以前の場合、「18：八級地」「19：九級地」「20：十級地」「21：十一級地」「22：

十二級地」は使用不可。 

 



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 ○
B7G B7G1 77 エラー一覧表情報 連⇒県 月次 伝送 ○
B7H B7H1 78 警告一覧表情報 連⇒県 月次 伝送 ○
B7J B7J1 79 支給量オーバーチェックリスト情報 連⇒県 月次 伝送 ○
B7K B7K1 80 請求時効該当確認リスト情報 連⇒県 月次 伝送 ○
B7L B7L1 81 時効却下リスト情報 連⇒県 月次 伝送 ○

都道府県等審査結果資料情報 B81 B811 82 審査結果票情報 県⇒連 月次 伝送 ○
B82 B821 83 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 84 障害児給付費等払込請求書 連⇒県 月次 帳票 ○
B9B B9B1 85 障害児給付費等払込請求書内訳表 連⇒県 月次 帳票 ○
B9C B9C1 86 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 87 障害児給付費等請求額通知書 連⇒県 月次 PDF ○
B9E B9E1 88 障害児給付費等決定請求明細表 連⇒県 月次 PDF ○
B9F B9F1 89 返戻等一覧表 連⇒県 月次 PDF ○
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市町村編 異動情報 E11 E111 153 受給者異動連絡票情報（基本情報） 市⇒連 月次 伝送 ○ ○

E121 154 受給者異動連絡票情報（支給決定情報） 市⇒連 月次 伝送 ○ ○
E16 E161 155 市町村異動連絡票情報（基本情報） 市⇒連 変更時 伝送 ○ ○

E171 156 市町村異動連絡票情報（独自助成情報） 市⇒連 変更時 伝送 ○ ○
E181 157 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 158 受給者訂正連絡票情報（基本情報） 市⇒連 訂正時 伝送 ○ ○
E221 159 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 160 市町村訂正連絡票情報（基本情報） 市⇒連 訂正時 伝送 ○ ○
E271 161 市町村訂正連絡票情報（独自助成情報） 市⇒連 訂正時 伝送 ○ ○
E281 162 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 163 受給者情報更新結果情報（基本情報） 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
E321 164 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 165 市町村情報更新結果情報（基本情報） 連⇒市 変更時 伝送 ○ ○
E371 166 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 167 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 168 受給者台帳情報（基本情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○
E421 169 受給者台帳情報（支給決定情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○

E46 E461 170 市町村台帳情報（基本情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○
E471 171 市町村台帳情報（独自助成情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○
E481 172 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 173 受給者情報突合情報（基本情報） 市⇒連 依頼時 伝送 ○ ○
E521 174 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 175 受給者情報突合結果情報（基本情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○
E621 176 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 177 受給者台帳取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
ECB ECB1 178 市町村台帳取込エラーリスト 連⇒市 変更時 PDF ○ ○
ECC ECC1 179 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 180 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 181 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 182 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 183 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 184 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 185 事務点検結果票情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
E72 E721 186 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 187 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 188 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 189 点検済計画相談支援給付費請求書情報 連⇒市 月次 伝送 ○
E743 190 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 191 点検済明細書等情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
E7A E7A1 192 事務点検結果票 連⇒市 月次 PDF ○ ○
E7B E7B1 193 エラー一覧表 連⇒市 月次 PDF ○ ○
E7C E7C1 194 警告一覧表 連⇒市 月次 PDF ○ ○
E7D E7D1 195 支給量オーバーチェックリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
E7E E7E1 196 請求時効該当確認リスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
E7F E7F1 197 時効却下リスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
E7G E7G1 198 エラー一覧表情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
E7H E7H1 199 警告一覧表情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
E7J E7J1 200 支給量オーバーチェックリスト情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
E7K E7K1 201 請求時効該当確認リスト情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
E7L E7L1 202 時効却下リスト情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○

市町村審査結果資料情報 E81 E811 203 審査結果票情報 市⇒連 月次 伝送 ○ ○
E82 E821 204 審査結果一覧情報 市⇒連 月次 伝送 ○ ○

市町村請求情報 E9A E9A1 205 障害福祉サービス費等払込請求書 連⇒市 月次 帳票 ○ ○
E9B E9B1 206 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 207 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 208 障害福祉サービス費等請求額通知書 連⇒市 月次 PDF ○ ○
E9E E9E1 209 障害福祉サービス費等決定請求明細表 連⇒市 月次 PDF ○ ○
E9F E9F1 210 返戻等一覧表 連⇒市 月次 PDF ○ ○

過誤申立書情報 EA1 EA11 211 過誤申立書情報 市⇒連 月次 伝送 ○ ○
過誤決定通知書情報 EBA EBA1 212 過誤決定通知書 連⇒市 月次 PDF ○ ○
取込エラーリスト EEA EEA1 213 審査結果票情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○

EEB EEB1 214 審査結果一覧情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
EEC EEC1 215 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 216 審査結果票情報受付点検エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
EFB EFB1 217 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 218 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
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市町村編 異動情報 B11 B111 219 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 220 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 221 都道府県等異動連絡票情報（基本情報） 市⇒連 変更時 伝送 ○ ○
B171 222 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 223 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 224 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 225 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 226 都道府県等訂正連絡票情報（基本情報） 市⇒連 訂正時 伝送 ○ ○
B271 227 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 228 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 229 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 230 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 231 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 232 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 233 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 234 障害児支援受給者台帳情報（基本情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○
B421 235 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 236 都道府県等台帳情報（基本情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○
B471 237 都道府県等台帳情報（独自助成情報） 連⇒市 依頼時 伝送 ○ ○
B481 238 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 239 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 240 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 241 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 242 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 243 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 244 都道府県等台帳取込エラーリスト 連⇒市 変更時 PDF ○ ○
BCD BCD1 245 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 246 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 247 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 248 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 249 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 250 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 251 事務点検結果票情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
B72 B721 252 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 253 点検済明細書等情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
B74 B741 254 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 255 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 256 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 257 事務点検結果票 連⇒市 月次 PDF ○ ○
B7B B7B1 258 エラー一覧表 連⇒市 月次 PDF ○ ○
B7C B7C1 259 警告一覧表 連⇒市 月次 PDF ○ ○
B7D B7D1 260 支給量オーバーチェックリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
B7E B7E1 261 請求時効該当確認リスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
B7F B7F1 262 時効却下リスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
B7G B7G1 263 エラー一覧表情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
B7H B7H1 264 警告一覧表情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
B7J B7J1 265 支給量オーバーチェックリスト情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
B7K B7K1 266 請求時効該当確認リスト情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○
B7L B7L1 267 時効却下リスト情報 連⇒市 月次 伝送 ○ ○

都道府県等審査結果資料情報 B81 B811 268 審査結果票情報 市⇒連 月次 伝送 ○ ○
B82 B821 269 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 270 障害児給付費等払込請求書 連⇒市 月次 帳票 ○ ○
B9B B9B1 271 障害児給付費等払込請求書内訳表 連⇒市 月次 帳票 ○ ○
B9C B9C1 272 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 273 障害児給付費等請求額通知書 連⇒市 月次 PDF ○ ○
B9E B9E1 274 障害児給付費等決定請求明細表 連⇒市 月次 PDF ○ ○
B9F B9F1 275 返戻等一覧表 連⇒市 月次 PDF ○ ○

過誤申立書情報 BA1 BA11 276 過誤申立書情報 市⇒連 月次 伝送 ○ ○
過誤決定通知書情報 BBA BBA1 277 過誤決定通知書 連⇒市 月次 PDF ○ ○
取込エラーリスト BEA BEA1 278 審査結果票情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○

BEB BEB1 279 審査結果一覧情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
BEC BEC1 280 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 281 審査結果票情報受付点検エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○
BFB BFB1 282 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 283 過誤申立書情報受付点検エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○ ○

台帳管理業務

取込エラーリスト

受付点検エラーリスト

障害児支援
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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

周期
媒体
区分

No

対応業務

ルート情報名
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

市町村編 E71 E711 326 事務点検結果票情報 連⇒市 月次 伝送 ○
E72 E721 327 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 328 点検済明細書等情報 連⇒市 月次 伝送 ○
E7A E7A1 329 事務点検結果票 連⇒市 月次 PDF ○
E7B E7B1 330 エラー一覧表 連⇒市 月次 PDF ○
E7C E7C1 331 警告一覧表 連⇒市 月次 PDF ○
E7D E7D1 332 支給量オーバーチェックリスト 連⇒市 月次 PDF ○
E7E E7E1 333 請求時効該当確認リスト 連⇒市 月次 PDF ○
E7F E7F1 334 時効却下リスト 連⇒市 月次 PDF ○
E7G E7G1 335 エラー一覧表情報 連⇒市 月次 伝送 ○
E7H E7H1 336 警告一覧表情報 連⇒市 月次 伝送 ○
E7J E7J1 337 支給量オーバーチェックリスト情報 連⇒市 月次 伝送 ○
E7K E7K1 338 請求時効該当確認リスト情報 連⇒市 月次 伝送 ○
E7L E7L1 339 時効却下リスト情報 連⇒市 月次 伝送 ○
E81 E811 340 審査結果票情報 市⇒連 月次 伝送 ○
E82 E821 341 審査結果一覧情報 市⇒連 月次 伝送 ○
E9A E9A1 342 障害福祉サービス費等払込請求書 連⇒市 月次 帳票 ○
E9B E9B1 343 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 344 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 345 障害福祉サービス費等請求額通知書 連⇒市 月次 PDF ○
E9E E9E1 346 障害福祉サービス費等決定請求明細表 連⇒市 月次 PDF ○
E9F E9F1 347 返戻等一覧表 連⇒市 月次 PDF ○

過誤申立書情報 EA1 EA11 348 過誤申立書情報 市⇒連 月次 伝送 ○
過誤決定通知書情報 EBA EBA1 349 過誤決定通知書 連⇒市 月次 PDF ○
取込エラーリスト EEA EEA1 350 審査結果票情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○

EEB EEB1 351 審査結果一覧情報取込エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○
EEC EEC1 352 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 353 審査結果票情報受付点検エラーリスト 連⇒市 月次 PDF ○
EFB EFB1 354 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 355 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 356 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 357 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 358 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 359 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 360 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 361 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 362 高額障害福祉サービス費支給申請書 連⇒市 月次 PDF ○
FCD FCD1 363 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 364 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 365 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 366 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 367 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 368 高額障害児給付費給付判定結果情報 市⇒連 月次 伝送 ○
CC2 CC21 369 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 370 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 371 高額障害児給付費振込依頼書情報 連⇒市 月次 伝送 ○
CCA CCA1 372 高額障害児給付費給付対象者一覧表 連⇒市 月次 PDF ○
CCB CCB1 373 高額障害児給付費給付のお知らせ 連⇒市 月次 PDF ○
CCC CCC1 374 高額障害児給付費支給申請書 連⇒市 月次 PDF ○
CCD CCD1 375 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 376 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 377 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 378 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 379 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 380 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 381 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 382 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 383 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 384 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 385 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 386 振込データ情報 連⇒市 月次 伝送 ○
FJA FJA1 387 障害福祉サービス費等払込請求書 連⇒市 月次 帳票 ○
FJB FJB1 388 振込者一覧表 連⇒市 月次 PDF ○
FJC FJC1 389 振込不能者一覧表 連⇒市 随時 PDF ○
CD1 CD11 390 振込データ情報 連⇒市 月次 伝送 ○
CDA CDA1 391 障害児給付費等払込請求書 連⇒市 月次 帳票 ○
CDB CDB1 392 振込者一覧表 連⇒市 月次 PDF ○
CDC CDC1 393 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 394 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 395 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 396 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 397 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 398 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 399 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 400 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 401 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 402 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 403 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 404 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 405 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 ○ ○

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 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）

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
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