
この資料は、関係者の準備に資するため、現段階で考えられる
事項を整理したものであり、今後、変更があり得るものである。

平成１８年３月

申請書、支給管理台帳で使用する各種コード
体系の標準化（各種コードの統一化）について

４月～９月版

☆注意☆
　
　今回お示ししたものは、当面活用を急ぐものとして、平成１８年
４月分から９月分までの利用者負担の決定等に使用する様式をもと
に作成している。



変更点

NO 区分 変更内容 平成１８年３月以前の情報 平成１８年４月以降の情報

1 変更 法区分 【コード名称】　法区分
【内容】
10番代　身体障害者福祉法
　　11 身体障害者
20番代　知的障害者福祉法
　　21 知的障害者
30番代　児童福祉法
　　31 身体障害者
　　32 知的障害者

【コード名称】　請求区分
【内容】
10番代　身体障害者へのサービス提供
　　11 身体障害者
20番代　知的障害者へのサービス提供
　　21 知的障害者
30番代　障害児へのサービス提供
　　31 身体障害者
　　32 知的障害者
50番代　精神障害者へのサービス提供
　　51 精神障害者

2 変更 申請種別 【内容】
1 居宅生活支援費
2 施設訓練等支援費

【内容】
2 施設訓練等支援費
3 介護給付
4 訓練等給付

3 削除 居宅生活支援費区分 【コード名称】　居宅生活支援費区分
【桁数】　2
【属性】　数値

4 追加 障害程度区分（介護給付） 【内容】　障害程度区分（介護給付）
【桁数】　2
【属性】　英数
【コード】　検討中
【内容】　検討中

5 追加 障害程度区分（訓練等給付）Ⅰ 【内容】　障害程度区分（訓練等給付）Ⅰ
【桁数】　2
【属性】　英数
【コード】　検討中
【内容】　検討中

6 追加 障害程度区分（訓練等給付）Ⅱ 【内容】　障害程度区分（訓練等給付）Ⅱ
【桁数】　検討中
【属性】　数値

7 追加 障害者区分 【内容】　障害者区分
【桁数】　2
【属性】　英数
【コード】　検討中
【内容】　検討中

8 変更 サービス単価 【コード名称】　サービス単価 【コード名称】　サービス単位

9 変更 支援費基準月額単価 【コード名称】　支援費基準月額単価 【コード名称】　利用者負担上限月額

10 変更 当月居宅生活支援費請求額(利用者別) 【コード名称】　当月居宅生活支援費請求額(利用者別) 【コード名称】　当月介護給付費請求額（利用者別）

11 変更 当月居宅生活支援費請求額合計 【コード名称】　当月居宅生活支援費請求額合計 【コード名称】　当月介護給付費請求額合計

12 追加 当月訓練等給付費請求額（利用者別） 【内容】　当月訓練等給付費請求額（利用者別）
【桁数】　10
【属性】　数値

13 追加 当月訓練等給付費請求額合計 【内容】　当月訓練等給付費請求額合計
【桁数】　10
【属性】　数値

14 変更 所得階層区分 【コード名称】　所得階層区分 【コード名称】　所得区分コード
【コード/内容】
   01 生活保護
   02 低所得１
   03 低所得２
   04 一般

15 削除 利用者負担額(標準負担月額) 【コード名称】　利用者負担額 (標準負担月額)
【桁数】　6
【属性】　数値

16 追加 特定入所者食費等給付費（日額） 【コード名称】　特定入所者食費等給付費（日額）
【桁数】　6
【属性】　数値

17 追加 減免区分 【コード名称】　減免区分
【桁数】　2
【属性】　英数
【コード/内容】
　01 定率負担の減免
  02 個別減免
  03 生保への移行防止（定率負担に関するもの）
  04 補足給付
  05 生保への移行防止（補足給付）
  06 社会福祉法人の減免
  07 就労継続支援事業の減免措置
  08 通所施設における食費の人件費支給による軽減措置

平成１７年１２月２６日（月）時点における変更点
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変更点

NO 区分 変更内容 平成１８年３月以前の情報 平成１８年４月以降の情報

18 変更 サービス種類コード 【内容】　10番代　居宅支援
11 居宅介護
12 デイサービス
13 短期入所
14 地域生活援助

【内容】　10番代　居宅支援
11 居宅介護
12 デイサービス（障害者デイサービス、児童デイサービス）
13 短期入所
14 共同生活援助
15 行動援護
16 外出介護

19 変更 障害程度区分 【内容】　障害程度区分（介護給付）
【桁数】　2
【属性】　英数
【コード】　検討中
【内容】　検討中

【内容】　障害者区分
【桁数】　2
【属性】　英数
【コード】
　01：非該当、21：区分１、22：区分２、23：区分３、24：区分４
　25：区分５、26：区分６、31：再調査、88：取消、99：なし

20 削除 障害程度区分（訓練等給付）Ⅰ 【内容】　障害程度区分（訓練等給付）Ⅰ
【桁数】　2
【属性】　英数
【コード】　検討中
【内容】　検討中

21 変更 訓練等給付（スコア） 【内容】　障害程度区分（訓練等給付）Ⅱ
【桁数】　検討中
【属性】　数値

【内容】　訓練等給付（スコア）
【桁数】　6
【属性】　数値
【内容】　10000倍の値を格納

22 削除 障害者区分 【コード名称】　障害者区分　　 ※１
【桁数】　2
【属性】　英数
【内容】
10番代　身体障害者
11:身体障害者（肢体不自由者）
12:身体障害者（視覚障害者）
13:身体障害者（聴覚・言語障害者）
14:身体障害者（内部障害者）
･･･
20番代　知的障害者
21:知的障害者（１）
22:知的障害者（２）
･･･
30番代　障害児
31:障害児（１）
32:障害児（２）
･･･
40番代　精神障害者
41:精神障害者（１）
42:精神障害者（２）

23 変更 減免区分 【内容】
01 定率負担の減免
02 個別減免
03 生保への移行防止（定率負担に関するもの）
04 補足給付
05 生保への移行防止（補足給付）
06 社会福祉法人の減免
07 就労継続支援事業の減免措置
08 通所施設における食費の人件費支給による軽減措置
【備考】　空白

【内容】
01 定率負担の減免
02 個別減免
03 生保への移行防止（定率負担に関するもの）
04 補足給付
05 生保への移行防止（補足給付）
06 社会福祉法人の減免
【備考】
※所得区分コードが「04：一般」の方に対しては、定率負担
　の減免区分は未設定とする。

24 追加 社会福祉法人等による軽減額 【コード名称】　社会福祉法人等による軽減額
【桁数】　6
【属性】　数値

平成１８年３月１日（水）時点における変更点
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1．全体に共通するコード体系

No. コード名称 桁数 属性 コード 内容 備考

1 性別コード 1 数値 1 男

2 女

2 年号コード 1 数値 1 明治

2 大正

3 昭和

4 平成

3 金融機関コード 4 英数 全銀協が定めたコード体系

4 金融機関支店コード 3 全銀協が定めたコード体系

5 口座種目 1 全銀協が定めたコード体系

6 法区分 2 数値

請求区分 11 身体障害者

21 知的障害者

31 身体障害者

32 知的障害者

51 精神障害者

２．申請に関するコード体系

No. コード名称 桁数 属性 コード 内容 備考

7 申請区分 1 数値 1 新規申請

2 新規申請（継続）

3 変更申請

4 職権申請

8 申請種別 1 数値 1 居宅生活支援費

2 施設訓練等支援費

3 介護給付

4 訓練等給付

9 要介護状態区分コード 2 英数 00 要介護認定無し

01 非該当

11 要支援

21 要介護1

22 要介護2

23 要介護3

24 要介護4

25 要介護5

10 施設入所･通所区分 1 数値 1 入所施設

2 通所施設

10番代　身体障害者福祉法　身体障害者へのサービス提供

20番代　知的障害者福祉法　知的障害者へのサービス提供

30番代　児童福祉法　障害児へのサービス提供

50番代　精神障害者へのサービス提供
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3．支給管理台帳に関するコード体系

【支給決定に関する部分】
No. コード名称 桁数 属性 コード 内容 備考

11 居宅生活支援費区分 2 数値

12 障害程度区分（支援費） 2 数値

13 障害程度区分 2 英数 01 非該当

21 区分１

22 区分２

23 区分３

24 区分４

25 区分５

26 区分６

31 再調査

88 取消

99 なし

14 障害程度区分（訓練等給付）Ⅰ 2 英数 21 重度区分Ⅰ

22 重度区分Ⅱ

･･･

15
障害程度区分（訓練等給付）Ⅱ
訓練等給付（スコア）

6 数値 10000倍の値を格納

16 支給量 数値 整数部分3桁、小数部分2桁

17 障害者区分　　 2 英数 10番代　身体障害者

※１ 11 身体障害者（肢体不自由者）

12 身体障害者（視覚障害者）

13 身体障害者（聴覚・言語障害者）

14 身体障害者（内部障害者）

･･･

20番代　知的障害者

21 知的障害者（１）

22 知的障害者（２）

･･･

30番代　障害児

31 障害児（１）

32 障害児（２）

･･･

40番代　精神障害者

41 精神障害者（１）

42 精神障害者（２）

･･･

※１ 統計用に受給者の障害者区分を判別する情報として障害者区分を新たに設けることを考えている。

コードの内容については、統計の仕様を考慮して今後検討する。コード作成方法の考え方については上記の通り。

内容については検討中。

障害者認定ソフトの仕様に統一
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【サービス利用に関する部分】
No. コード名称 桁数 属性 コード 内容 備考

18 サービス単価 6 数値

サービス単位

19 数量 2 数値

20 単位 4 数値

21 サービス計 8 数値

22 支援費基準月額単価 6 数値

利用者負担上限月額

23 当月居宅生活支援費請求額(利用者別) 10 数値

当月介護給付費請求額（利用者別）

24 当月居宅生活支援費請求額合計 10 数値

当月介護給付費請求額合計

25 当月施設訓練等支援費請求額(利用者別) 10 数値

26 当月施設訓練等支援費請求額合計 10 数値

27 当月訓練等給付費請求額（利用者別） 10 数値

28 当月訓練等給付費請求額合計 10 数値

29 所得階層区分 2 英数

所得区分コード 01 生活保護

02 低所得１

03 低所得２

04 一般

30 利用者負担額(標準負担月額) 6 数値

31 支払方法区分 1 数値 1 口座振替払い

2 納付書払い

3 不払い

32 特定入所者食費等給付費（日額） 6 数値

33 減免区分 2 英数 01 定率負担の減免 ※所得区分コードが「04：一般」の方に対しては、

02 個別減免 　　定率負担の減免区分は未設定とする。

03 生保への移行防止（定率負担に関するもの）

04 補足給付

05 生保への移行防止（補足給付）

06 社会福祉法人の減免

07 就労継続支援事業の減免措置

08 通所施設における食費の人件費支給による軽減措置

34 社会福祉法人等による軽減額 6 数値
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４．サービス種類に関するコード体系

No. コード名称 桁数 属性 コード 内容 備考

34 サービス種類コード 2 数値

(申請種別･障害種別　入所･通所管理有) 11 居宅介護

12 デイサービス（障害者デイサービス、児童デイサービス）

13 短期入所

14 地域生活援助　共同生活援助

15 行動援護

16 外出介護

31 身体障害者肢体不自由者更生施設 法区分「１」：身障

32 身体障害者肢体不自由者更生施設（通所事業） 法区分「１」：身障

33 身体障害者視覚障害者更生施設 法区分「１」：身障

34 身体障害者視覚障害者更生施設（通所事業） 法区分「１」：身障

35 身体障害者聴覚・言語障害者更生施設 法区分「１」：身障

36 身体障害者聴覚・言語障害者更生施設（通所事業） 法区分「１」：身障

37 身体障害者内部障害者更生施設 法区分「１」：身障

38 身体障害者内部障害者更生施設（通所事業） 法区分「１」：身障

41 身体障害者療護施設 法区分「１」：身障

42 身体障害者療護施設（通所事業） 法区分「１」：身障

51 身体障害者入所授産施設 法区分「１」：身障

52 身体障害者入所授産施設（通所事業） 法区分「１」：身障

53 身体障害者通所授産施設 法区分「１」：身障

31 知的障害者入所更生施設 法区分「２」：知障

32 知的障害者入所更生施設（通所事業） 法区分「２」：知障

33 知的障害者通所更生施設 法区分「２」：知障

51 知的障害者入所授産施設 法区分「２」：知障

52 知的障害者入所授産施設（通所事業） 法区分「２」：知障

53 知的障害者通所授産施設 法区分「２」：知障

61 知的障害者通勤寮 法区分「２」：知障

66 のぞみの園が設置する施設 法区分「４」：その他
67 のぞみの園が設置する施設（通所事業） 法区分「４」：その他

10番代　居宅支援

30番代～　施設支援
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