コード構成表

No.

業務名

バージョン

介護保険

V2.7

説明

備考

コード名

1

介護異動事由

被保険者の異動事由

2

介護保険本人との関係

市町村に届を届出た人の被保険者との関係を表すコード

3

資格取得事由

被保険者の資格取得事由を表すコード

4

介護保険喪失事由

被保険者の資格喪失事由を表すコード

5

本名通称名区分

被保険者が外国人の場合、被保険者証等の出力時に本名を使用するか通称名を使用するかを表すコード

6

適用除外事由

適用除外施設入所者か他市町村住所地特例者かを表すコード

7

賦課対象コード

被保険者の賦課対象可否を表すコード

8

番地区分

番地表示を区分するコード

9

市内外区分

住所の市内／市外の区分を表すコード

APPLIC標準仕様のコード辞書（介護保険）より引用

10 在留資格

外国人被保険者の在留資格を表すコード

11 本人区分

本人/世帯構成員の区分を表すコード

12 課税非課税区分

賦課根拠とした課税非課税区分を表すコード

13 生保受給一時停止区分

生活保護の受給一時停止を表すコード

14 施設退所事由

施設退所事由を表すコード

15 事業者区分

事業者の区分を表すコード

16 事業者種別コード

事業者種別を表すコード

17 施設区分

適用除外者の入所施設区分を表すコード

18 施設種別フラグ

他市町村住所地特例者の入所施設の種別を表すコード

19 結果変更事由

二次判定と市町村認定結果が異なる場合の変更事由を表すコード

20 再審査フラグ

再審査となった受給者かを表すコード
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APPLIC標準仕様のコード辞書（個人住民税）より引用
※一部コード値を追加

コード構成表

No.

業務名

バージョン

介護保険

V2.7

説明

備考

コード名

21 申請取消事由

申請取消を行なった事由を表すコード

22 認定中断事由

認定処理を中断した事由を表すコード

23 認定取消事由

認定を取り消した事由を表すコード

24 認定申請種別コード

認定申請の種別を表すコード

25 同意書有無

受給者が同意書を提出したことを識別するコード

26 支給限度サービス種類コード

支給限度管理を行うサービス種類を表すコード

27 作成者区分

居宅サービス計画の作成者の区分を表すコード

28 事業者支店区分

事業所の支店がある場合の区部を表すコード

29 入所事由

施設へ入所した事由を表すコード

30 退所事由

施設から退所した事由を表すコード

31 入所区分

住所地特例・旧措置入所者を区分するコード

32 地域密着型介護老人フラグ

地域密着型介護老人福祉施設に入所していることを表すコード

33 利用者負担減免種類コード

利用者負担減免の減免の種類を表すコード

34 減免事由

減免の事由を表すコード

35 決定区分

決定または却下を表すコード

36 却下事由

利用者負担減免の申請を却下した事由を表すコード

37 利用者負担減免取消事由

利用者負担減免取消の事由を表すコード

38 負担限度額認定種類コード

負担限度額認定の種類を表すコード

39 利用者負担段階決定区分

決定した利用者負担段階区分のコード

40 特例減額措置対象フラグ

課税層の特例減額措置対象に該当するか否かを判断するフラグ
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コード構成表

No.

業務名

バージョン

介護保険

V2.7

説明

備考

コード名

41 負担限度額認定取消事由

負担限度額認定取消の事由を表すコード

42 負担限度額生保受給区分

負担限度額認定時の生活保護の受給の有無を表すコード

43 負担限度額老福受給区分

負担限度額認定時の老齢福祉年金の受給の有無を表すコード

44 生保受給区分

保険料算定時の生活保護の受給の有無を表すコード

45 老福受給区分

保険料算定時の老齢福祉年金の受給の有無を表すコード

46 世帯課税区分

負担限度額算定情報の世帯課税区分コード

47 課税年金収入額フラグ

年金収入額の取得の有無を表すフラグ

48 激変緩和措置フラグ

激変緩和措置対象者を表すフラグ

49 徴収方法区分

保険料の徴収方法を表すコード

50 決定理由コード

保険料通知に至った決定理由を表すコード

51 賦課結果コード

確定賦課における保険料増減の結果を表すコード

52 特別徴収中止区分

特別徴収中止の理由区分を表すコード

53 特別徴収中止事由

回付情報の特別徴収中止事由に設定するコード

54 減免区分

減免の区分を表すコード

55 徴収猶予区分

徴収猶予の区分を表すコード

56 保険料激変緩和措置フラグ

保険料の激変緩和措置対象者を表すフラグ

57 特例標準割合適用フラグ

特例（標準）割合適用対象者を表すフラグ

58 督促催告不要コード

督促・催告処理の要否を表すコード

59 滞納処理区分

滞納処理の有無や督促状発行済みの区分を表すコード

60 過誤納処理区分

過誤納の有無や還付充当済みの区分を表すコード
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No.

業務名

バージョン

介護保険

V2.7

説明

備考

コード名

61 不納欠損事由

不納欠損の事由を表すコード

62 滞納収納済コード

滞納に対する収納状況を表すコード

63 減免決定事由

減免の審査結果（承認（免除・減額）・不承認）を決定した事由を表すコード

64 徴収猶予事由

徴収猶予の申請をおこなった事由を表すコード

65 徴収猶予決定事由

徴収猶予の審査結果（承認・不承認）の審査を決定した事由を表すコード

66 納入方法コード

納入方法を表すコード

67 過誤納発生理由

過誤納が発生した理由を表すコード

68 還付方法区分

還付方法を表すコード

69 還付充当区分

充当の有無を表すコード

70 社保地共済区分

回付元（社保庁・地共済）の区分を表すコード

71 住宅改修種目コード

住宅改修のサービス種類を表すコード

72 支給申請者区分

申請を行った者が被保険者本人か否かを表すコード

73 支給不支給区分

支給不支給の区分を表すコード

74 支払場所コード

支払いを行う場所を表すコード

75 支払期間コード

支払いを行う期間を表すコード

76 支払方法区分

支払い方法の区分を表すコード

77 福祉用具種目コード

福祉用具のサービス種類を表すコード

78 世帯合算区分

高額介護・高額介護相当事業において世帯合算の有無を表すコード

79 所得区分

高額介護・高額介護相当事業の所得区分（４段階）を表すコード

80 不支給事由

不支給を決定したときの理由を表すコード
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業務名

バージョン

介護保険

V2.7

説明

備考

コード名

81 利用者負担段階

利用者負担段階（５段階）を表すコード

82 合算支給不支給区分

合算の支給不支給区分を表すコード

83 入力区分選択コード

給付種類を選択する場合の入力区分を表すコード

84 給付種類区分

高額医療合算の給付種類を表すコード

85 合算不支給事由

高額医療合算を不支給とした事由を表すコード

86 合算支払方法区分

高額医療合算の支払い方法を表すコード

87 合算支払方法選択コード

高額医療合算の支払方法を設定した区分を表すコード。

88 合算宛先選択コード

高額医療合算に使用する宛名を設定した区分を表すコード

89 送付先管理区分

帳票の送付先を登録する管理区分を表すコード。

90 口座使用者区分

口座の使用者区分を表すコード

91 口座区分

口座の区分を表すコード

92 金融機関種別

口座の金融機関の種別を表すコード

93 かかりつけ医指定医区分

かかりつけ医の指定医の区分を表すコード

94 かかりつけ医専門コード

かかりつけ医の専門を表すコード（内科、神経科、外科等）

95 訪問調査員委託区分

委託業者の区分を表すコード

96 訪問調査員区分

訪問調査員の職種を表すコード

97 給付制限解除事由

給付制限を解除した事由コード

98 給付額減額解除事由

給付額の減額の措置を中止した事由コード

99 督促手数料コード

分納計算時に督促手数料を含んで行ったか、含まずに行ったかを表すコード

100 申請内容区分

償還払いの申請内容を表すコード

5ページ

コード構成表

No.

業務名

バージョン

介護保険

V2.7

説明

備考

コード名

101 認定申請遅延事由

受給者がサービスを受ける前に認定申請を行なえなかった事由を表すコード。

102 支給申請状態区分

支給申請の状態を表すコード

103 給付制限区分

償還払い給付制限の区分を表すコード

104 一時差止区分

一時差止の区分を表すコード

105 一時差止進行区分

一時差止の進行状況を表すコード

106 一時差止中止事由

一時差止の措置を中止した事由を表すコード

107 退所（院）後状態区分

退所の事由を表すコード

108 時効中断・停止事由

時効中断・停止の事由コード

109 必要書類有無

必要書類の有無を表すコード

110 住宅所有者コード

住宅改修地の所有者との関係を表すコード

111 改修内容有無

改修内容の有無を表すコード

112 承認不承認区分

承認か不承認かを表すコード

113 承認不承認事由

不承認の時の理由を表すコード

114 氏名分類コード

外国人の「氏名（英字）」「併記用氏名（漢字）」の表示方法を表すコード

115 異動事由(日本人)

住民異動内容の事由を表したコード （日本人の場合に使用）

116 異動事由(外国人)

住民異動内容の事由を表したコード （外国人の場合に使用）

117 世帯登録区分

世帯の登録区分を表すコード

118 更正事由

更正事由を表すコード

119 非課税区分

非課税区分を表すコード

120 申告区分

申告区分を表すコード
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コード構成表

No.

業務名

バージョン

介護保険

V2.7

説明

備考

コード名

121 市町村民税激変緩和措置フラグ

市町村民税激変緩和措置かを表すフラグ

122 認定遅延事由

認定遅延事由を表すコード

123 行政区コード

行政区を表すコード

※自治体ごとに個別に設定

124 訪問対象地区コード

訪問調査先の地区を表すコード

※自治体ごとに個別に設定

125 かかりつけ医コード

かかりつけ医を表すコード

※自治体ごとに個別に設定

126 適用除外施設コード

適用除外施設を表すコード

※自治体ごとに個別に設定

127 認定審査会コード

認定審査会を表すコード

※自治体ごとに個別に設定

128 訪問調査員コード

訪問調査員を表すコード

※自治体ごとに個別に設定

129 日常生活圏域コード

日常生活圏域を表すコード

※自治体ごとに個別に設定

130 給付実績整理番号

給付申請にかかわる整理番号

※自治体ごとに個別に設定

131 所得段階区分

納付原簿の所得段階を表すコード

※自治体ごとに個別に設定

132 地方公共団体コード

地方公共団体を表すコード

※全国地方公共団体コードを参照

133 都道府県コード

都道府県を表すコード

全国地方公共団体コード等の利用を想定。コード化が必要な範
囲に応じて自治体で個別に設定する。

134 市町村コード

市町村を表すコード

全国地方公共団体コード等の利用を想定。コード化が必要な範
囲に応じて自治体で個別に設定する。

135 町名コード

町名を表すコード

全国地方公共団体コード等の利用を想定。コード化が必要な範
囲に応じて自治体で個別に設定する。

136 住民種別

住民の区分を表すコード

APPLIC標準仕様のコード辞書（共通）より引用

137 年号

年号を表すコード

138 性別

性別を表すコード

APPLIC標準仕様のコード辞書（共通）より引用

139 続柄

続柄を表すコード

住民基本台帳ネットワークシステムのコードより引用

140 介護住所地特例

住所地特例者であることを表すコード

APPLIC標準仕様のコード辞書（介護保険）より引用
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コード構成表

No.

業務名

バージョン

介護保険

V2.7

説明

備考

コード名

141 要介護状態区分

要介護状態区分を表すコード

APPLIC標準仕様のコード辞書（介護保険）より引用

142 取得事由

後期高齢者医療の資格取得事由を表すコード

APPLIC標準仕様のコード辞書（後期高齢者医療）より引用

143 喪失事由

後期高齢者医療の資格喪失事由を表すコード

APPLIC標準仕様のコード辞書（後期高齢者医療）より引用

144 事業者番号

サービス事業者を表すコード

※国保中央会のシステムインタフェース仕様書の「事業所番
号」コード（都道府県コードを除いた8桁）を参照

145 サービス種類コード

サービス種類を表すコード

※国保中央会のシステムインタフェース仕様書のコードを参照

146 金融機関

(全銀協）統一金融機関コード

APPLIC標準仕様のコード辞書（共通）より引用

147 支店

(全銀協）統一店番号

APPLIC標準仕様のコード辞書（共通）より引用

148 口座種別

(全銀協）預金種目

APPLIC標準仕様のコード辞書（共通）より引用

149 医療機関コード

医療機関を表すコード

※県で発行しているコード内容別医療機関一覧表にて設定

150 認定申請種別コード_法令

認定申請の種別を表すコード

※介護保険総合データベースの規定するデータ項目を参照

151 特定疾病

特定疾病を表すコード。

APPLIC標準仕様のコード辞書（介護保険）より引用

152 交換情報識別番号

交換情報を識別するための番号

※国保中央会のシステムインタフェース仕様書のコードを参照

153 年金コード

被保険者の年金の種別を表すコード

※年金からの特別徴収における情報交換媒体作成仕様書（国
保連合会－市町村間）を参照

154 特別徴収義務者コード

特別徴収義務者を表すコード

※年金からの特別徴収における情報交換媒体作成仕様書（国
保連合会－市町村間）を参照

155 通知内容コード

年金受給者の回付情報通知内容を表すコード

※年金からの特別徴収における情報交換媒体作成仕様書（国
保連合会－市町村間）を参照

156 年金受給者各種区分

年金受給者の各種区分を表すコード

※年金からの特別徴収における情報交換媒体作成仕様書（国
保連合会－市町村間）を参照

157 市区町村区分コード

市区町村を表すコード

※年金からの特別徴収における情報交換媒体作成仕様書（国
保連合会－市町村間）を参照

158 在留資格期間コード

在留資格期間を表すコード

※法務省(市町村連携仕様連携インターフェース仕様)で定めら
れているコードを参照

159 福祉事務所コード

福祉事務所を表すコード

※厚生労働省が定めたコードを参照

160 ３段階特例標準割合適用フラグ

３段階特例（標準）割合適用対象者を表すフラグ
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No.

業務名

バージョン

介護保険

V2.7

説明

備考

コード名

161 削除区分

削除区分を表すコード

162 二次予防事業対象者区分コード

二次予防事業対象者区分を表すコード

163 小規模多機能型居宅利用有無

小規模多機能型居宅利用有無を表すコード

164 配偶者有無区分

配偶者の有無を表すコード

165 配偶者課税状況区分

配偶者の課税状況を表すコード

166 収入等申告区分

収入等に関する申告内容を表すコード

167 預貯金等申告区分

預貯金等に関する申告内容を表すコード

168 特殊事情登録フラグ

被保険者が算定時点でDV等の特殊事情が登録されていることを表すフラグ

169 金融機関調査フラグ

預貯金を金融機関に調査していることを表すフラグ

170 不正受給フラグ

不正受給があったことを表すフラグ

171 激変緩和措置フラグ2

平成27年8月施行の介護保険法改正による激変緩和措置対象者を表すフラグ

172 激変緩和不支給通知理由コード

激変緩和措置対象の場合の不支給理由を表すコード

173 課税所得（調整控除含む）状況コード

「税情報課税所得額(年少扶養控除廃止に伴う調整控除を含む)」の項目の状況を示すコード

174 16歳以上19歳未満の扶養親族人数確定フラグ

「税情報16歳以上19歳未満の扶養親族人数」が確定しているかを判定するフラグ

175 事業対象者区分

介護予防・生活支援サービス事業対象の対象か否かを表すコード

176 負担割合判定区分

負担割合判定で１割の場合の根拠を表すコード

177 生保代理納付対象者コード

生活保護の代理納付の対象者を表すコード

178 サービス項目コード

サービス項目を表すコード

179 税情報有無フラグ

税情報の有無を表すフラグ

180 収入情報登録有無

収入情報の登録有無を表すコード

※国保中央会が送付する介護給付費単位数表標準マスタに設
定されるサービス項目コードを参照
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コード構成表

No.

業務名

バージョン

介護保険

V2.7

説明

備考

コード名

181 年金保険者コード

年金保険者を表すコード

介護保険の補足給付における非課税年金勘案媒体作成仕様
書（国保連合会－市町村間）より引用

182 訂正表示

非課税年金情報の初回回付と訂正回付を区分を表すコード

介護保険の補足給付における非課税年金勘案媒体作成仕様
書（国保連合会－市町村間）より引用

183 処理結果

非課税年金情報の各通知内容の処理結果を表すコード

介護保険の補足給付における非課税年金勘案媒体作成仕様
書（国保連合会－市町村間）より引用

184 年金保険者受給区分

申告に基づく年金保険者毎の受給を表すコード

185 認定審査会簡素化種別

認定審査会について簡素化対象であるかを表すコード
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