
インタフェース仕様書サービス事業所編修正履歴 

 

（内容現在 平成３１年４月１９日） 

Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１ ５ 

ページ番号 ５ 

1.2.1.1.請求情報受け渡し概要 

9の説明 

国保連合会から支払決定額通知

書情報等を受け取る。福祉・介護

職員処遇改善（特別）加算の請求

を行っている場合には処遇改善

（特別）加算総額のお知らせ情報

（※５）を受け取る。 

 

１ ５ 

ページ番号 ５ 

1.2.1.1.請求情報受け渡し概要 

9の説明 

国保連合会から支払決定額通知

書情報等を受け取る。 

福祉・介護職員処遇改善加算等

（※７、※８）の請求を行ってい

る場合には処遇改善加算等総額

のお知らせ情報（※５）を受け取

る。 

１ 

２ ５ 

ページ番号 ５ 

1.2.1.1.請求情報受け渡し概要 

※５）福祉・介護職員処遇改善

（特別）加算（※７）の請求を

行っている場合には障害福祉サ

ービス費等処遇改善（特別）加

算総額のお知らせ情報を受け取

る。 

１ ５ 

ページ番号 ５ 

1.2.1.1.請求情報受け渡し概要 

※５）福祉・介護職員処遇改善

加算等（※７、※８）の請求を

行っている場合には障害福祉サ

ービス費等処遇改善加算等総額

のお知らせ情報を受け取る。 

１ 

３  

 

 ５ 

ページ番号 ５ 

1.2.1.1.請求情報受け渡し概要 

※８ 

を追加 

１ 

４ ６ 

ページ番号 ６ 

請求情報受け渡し概要図 

処遇改善（特別）加算総額のお

知らせ情報（※５） 

１ ６ 

ページ番号 ６ 

請求情報受け渡し概要図 

処遇改善加算等総額のお知らせ

情報（※５） 

１ 

５ １１ 

ページ番号 １１ 

1.2.2.6.支払通知情報（出力情報）

項番(7)の情報名 

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（※

２） 

 

項番(7)の内容 

サービス事業所等へ福祉・介護職

員処遇改善（特別）加算（※２）の

加算総額及び内訳を通知するた

めのリスト 

１ １１ 

ページ番号 １１ 

1.2.2.6.支払通知情報（出力情報）

項番(7)の情報名 

障害福祉サービス費等処遇改善

加算等総額のお知らせ（※２、※

４） 

 

項番(7)の内容 

サービス事業所等へ福祉・介護職

員処遇改善加算等（※２、※４）の

加算総額及び内訳を通知するた

めのリスト 

１ 

６  

 

 １１ 

ページ番号 １１ 

1.2.2.6.支払通知情報（出力情報） 

※４ 

を追加 

１ 

７ １５ 

ページ番号 １５ 

項番１２の内容 

利用者負担上限月額を設定 
１ １５ 

ページ番号 １５ 

項番１２の内容 

所得区分に応じた利用者負担上

限月額を設定 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

８ ５５－２ 

ページ番号 ５５－２ 

※２ 居宅介護、重度訪問介護、

同行援護、行動援護、共同生活

援助（受託居宅介護サービス費）

において、サービス提供年月内で

サービス提供の順に１から通番を

採番する。ただし、居宅介護、同

行援護、共同生活援助（受託居宅

介護サービス費）においては一連

のサービス提供を行った場合（サ

ービス間隔が 2 時間未満の場

合）、一連のサービス提供につい

て同一番号を設定する。・・・ 

（中略） 

・・・2 人派遣により行が分かれる

場合は、提供通番は別番号を設

定する。 

１ ５５－２ 

ページ番号 ５５－２ 

※２ 居宅介護、重度訪問介護、

同行援護、行動援護、共同生活

援助（受託居宅介護サービス費）

において、サービス提供年月内で

サービス提供の順に１から通番を

採番する。ただし、居宅介護（通院

等乗降介助以外） 、同行援護、

共同生活援助（受託居宅介護サ

ービス費）においては一連のサー

ビス提供を行った場合（サービス

間隔が 2 時間未満の場合）、一連

のサービス提供について同一番

号を設定する。・・・ 

（中略） 

・・・2 人派遣により行が分かれる

場合は、提供通番は別番号を設

定する。 

１ 

９ １０３ 

ページ番号 １０３ 

1.2.3.9.支払通知情報 

（７）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

（帳票） 

１ １０３ 

ページ番号 １０３ 

1.2.3.9.支払通知情報 

（７）障害福祉サービス費等処遇

改善加算等総額のお知らせ（帳

票） 

１ 

１０ １０５ 

ページ番号 １０５ 

2.1.1.1.請求情報受け渡し概要 

9の説明 

国保連合会から支払決定額通知

書情報等を受け取る。福祉・介護

職員処遇改善（特別）加算の請求

を行っている場合には処遇改善

（特別）加算総額のお知らせ情報

（※４）を受け取る。 

１ １０５ 

ページ番号 １０５ 

2.1.1.1.請求情報受け渡し概要 

9の説明 

国保連合会から支払決定額通知

書情報等を受け取る。 

福祉・介護職員処遇改善加算等

（※７、※８）の請求を行ってい

る場合には処遇改善加算等総額

のお知らせ情報（※４）を受け取

る。 

１ 

１１ １０５ 

ページ番号 １０５ 

2.1.1.1.請求情報受け渡し概要 

※４）福祉・介護職員処遇改善

（特別）加算（※７）の請求を

行っている場合には障害児給付

費等処遇改善（特別）加算総額

のお知らせ情報を受け取る。 

１ １０５ 

ページ番号 １０５ 

2.1.1.1.請求情報受け渡し概要 

※４）福祉・介護職員処遇改善

加算等（※７、※８）の請求を

行っている場合には障害児給付

費等処遇改善加算等総額のお知

らせ情報を受け取る。 

１ 

１２  

 

 １０５ 

ページ番号 １０５ 

2.1.1.1.請求情報受け渡し概要 

※８ 

を追加 

１ 

１３ １０６ 

ページ番号 １０６ 

請求情報受け渡し概要図 

処遇改善（特別）加算総額のお

知らせ情報（※４） 

１ １０６ 

ページ番号 １０６ 

請求情報受け渡し概要図 

処遇改善加算等総額のお知らせ

情報（※４） 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１４ １１１ 

ページ番号 １１１ 

2.1.2.6.支払通知情報（出力情報）

項番(6)の情報名 

障害児給付費等処遇改善（特別）

加算総額のお知らせ 

（※２） 

 

項番(6)の内容 

障害児施設等へ福祉・介護職員

処遇改善（特別）加算（※２）の加

算総額及び内訳を通知するため

のリスト 

１ １１１ 

ページ番号 １１１ 

2.1.2.6.支払通知情報（出力情報）

項番(6)の情報名 

障害児給付費等処遇改善加算等

総額のお知らせ 

（※２、※４） 

 

項番(6)の内容 

障害児施設等へ福祉・介護職員

処遇改善加算等（※２、※４）の加

算総額及び内訳を通知するため

のリスト 

１ 

１５  

 

 １１１ 

ページ番号 １１１ 

2.1.2.6.支払通知情報（出力情報）

※４ 

を追加 

１ 

１６ １１６ 

ページ番号 １１６ 

項番１２の内容 

利用者負担上限月額を設定 
１ １１６ 

ページ番号 １１６ 

項番１２の内容 

所得区分に応じた利用者負担上

限月額を設定 

１ 

１７  

 

 １２６－４ 

ページ番号 １２６－４ 

※５ 【サービス提供年月が平成

31年 10月以降の場合】 

を追加 

１ 

１８ １２６－４ 

ページ番号 １２６－４ 

※５ 【サービス提供年月が平成

30 年 4 月以降の場合】 
１ １２６－４ 

ページ番号 １２６－４ 

※５ 【サービス提供年月が平成

30 年 4 月以降、平成 31 年 9 月

以前の場合】 

１ 

１９ １５７ 

ページ番号 １５７ 

2.1.3.9.支払通知情報 

（６）障害児給付費等処遇改善

（特別）加算総額のお知らせ（帳

票） 

１ １５７ 

ページ番号 １５７ 

2.1.3.9.支払通知情報 

（６）障害児給付費等処遇改善

加算等総額のお知らせ（帳票） 

 

１ 

 


