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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 英数 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:重度訪問介護重度障害者等包括支援対象者決定 

（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月以前は重度訪問介護１５％加算対象者決定） 

122000:重度訪問介護障害支援区分６該当者決定 

（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 

140906:重度包括支援加算地域生活移行個別支援加算対象者 

140908:重度包括支援加算特別地域加算対象者 

140930:重度包括支援加算精神障害者地域移行特別加算対象

者 

140931:重度包括支援加算強度行動障害者地域移行特別加算

対象者 

151000:同行援護（身体介護伴う）決定 ※８ 

152000:同行援護（身体介護伴わない）決定 ※８ 

153000:同行援護基本決定 

154000:同行援護基本決定（盲ろう者） 

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 

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） 

220902:生活介護加算重度障害者支援加算対象者 

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）） 
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   ※７ 平成 26年 4月以降、平成 30年 3月以前、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。 

      平成 30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。日中サービス支援型の場合は、「11:日中支援Ⅰ型(3:1以上)」「12:

日中支援Ⅱ型(4:1以上)」「13:日中支援Ⅲ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 31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 31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 

※１ 
英数 6 

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 

※１ 平成 30年 3月以前までに決定サービスコード「151000:同行援護（身体介護伴う）決定」または「152000:同行援

護（身体介護伴わない）決定」の支給決定を受けた者については、平成 30年 4月以降においても、当該支給決

定の有効期間に限り「151000:同行援護（身体介護伴う）決定」または「152000:同行援護（身体介護伴わない）

決定」を設定可能とする。 

ただし、受給者異動連絡票情報（支給決定情報）の異動区分が「新規」の場合、平成 30年 3月以前まで設定可

能とする。  
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インタフェース
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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 460 介護給付費・訓練等給付費等請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
J121 461 介護給付費・訓練等給付費等明細書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
J131 462 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 463 地域相談支援給付費明細書情報 事⇒連 月次 伝送 ○

J21 J211 464 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 465 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 466 サービス利用計画作成費請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
J312 467 計画相談支援給付費請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
J321 468 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 469 利用者負担上限額管理結果票情報 事⇒連 月次 伝送 ○ ○
J421 470 利用者負担上限額管理結果票情報（複数児童） 事⇒連 月次 伝送 ○ ○

利用者負担額一覧表情報 J51 J511 471 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 472 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 473 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 474 返戻等一覧表情報 連⇒事 月次 伝送 ○ ○
J7A J7A1 475 障害福祉サービス費等支払決定増減表 連⇒事 月次 PDF ○ ○
J7B J7B1 476 返戻等一覧表 連⇒事 月次 PDF ○ ○

支払通知情報 J8A J8A1 477 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 478 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 479 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 480 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 481 訪問調査委託料支払明細一覧表 連⇒事 月次 PDF ○ ○
J8F J8F1 482 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 483 障害福祉サービス費等処遇改善加算等総額のお知らせ 連⇒事 月次 PDF ○ ○

請求業務 請求書・明細書情報 K11 K111 484 障害児施設給付費請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
K112 485 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 486 障害児施設給付費明細書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
K122 487 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 488 特例障害児通所給付費等請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
K221 489 特例障害児通所給付費等明細書情報 事⇒連 月次 伝送 ○

K31 K311 490 障害児相談支援給付費請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
K321 491 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 492 利用者負担上限額管理結果票情報 事⇒連 月次 伝送 ○ ○
K421 493 利用者負担上限額管理結果票情報（複数児童） 事⇒連 月次 伝送 ○ ○

利用者負担額一覧表情報 K51 K511 494 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 495 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 496 障害児給付費等支払決定増減表情報 連⇒事 月次 伝送 ○ ○

K72 K721 497 返戻等一覧表情報 連⇒事 月次 伝送 ○ ○
K7A K7A1 498 障害児給付費等支払決定増減表 連⇒事 月次 PDF ○ ○
K7B K7B1 499 返戻等一覧表 連⇒事 月次 PDF ○ ○

支払通知情報 K8A K8A1 500 障害児給付費等支払決定額通知書 連⇒事 月次 PDF ○ ○
K8B K8B1 501 障害児給付費等支払決定額内訳書 連⇒事 月次 PDF ○ ○
K8C K8C1 502 事業所別障害児給付費等支払明細書 連⇒事 月次 PDF ○ ○
K8D K8D1 503 障害児給付費等支払過誤決定通知書 連⇒事 月次 PDF ○ ○
K8E K8E1 504 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 505 障害児給付費等処遇改善加算等総額のお知らせ 連⇒事 月次 PDF ○ ○

請求業務 請求書・明細書情報 L11 L111 506 地域生活支援事業請求書情報 事⇒連 月次 伝送 ○
L121 507 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 508 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 509 返戻等一覧表情報 連⇒事 月次 伝送 ○
L7A L7A1 510 地域生活支援事業等支払決定増減表 連⇒事 月次 PDF ○
L7B L7B1 511 返戻等一覧表 連⇒事 月次 PDF ○

支払通知情報 L8A L8A1 512 地域生活支援事業等支払決定額通知書 連⇒事 月次 PDF ○
L8B L8B1 513 地域生活支援事業等支払決定額内訳書 連⇒事 月次 PDF ○
L8C L8C1 514 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 515 地域生活支援事業等支払過誤決定通知書 連⇒事 月次 PDF ○

市町村
事務共同処理

障害福祉サービス

障害児支援

※網掛け箇所は、併用を表している。 - 57 -


