14_介護保険

1. XML 形式サンプル
1.1 被保険者ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_1_被保険者ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<管理通番>10005</管理通番>
<異動事由>001</異動事由>
<異動年月日>20101010</異動年月日>
<資格異動届出人氏名漢字>東西 花子</資格異動届出人氏名漢字>
<資格異動届出人関係コード>002</資格異動届出人関係コード>
<資格異動届出人電話番号>03-1234-5678</資格異動届出人電話番号>
<資格異動届出年月日>20101010</資格異動届出年月日>
<資格取得事由>001</資格取得事由>
<資格取得年月日>20101010</資格取得年月日>
<資格取得届出人氏名漢字>東西 花子</資格取得届出人氏名漢字>
<資格取得届出人関係コード>002</資格取得届出人関係コード>
<資格取得届出人電話番号>03-1234-5678</資格取得届出人電話番号>
<資格取得届出年月日>20101010</資格取得届出年月日>
<資格喪失事由>209</資格喪失事由>
<資格喪失年月日>20110820</資格喪失年月日>
<資格喪失届出人氏名漢字>東西 花子</資格喪失届出人氏名漢字>
<資格喪失届出人関係コード>002</資格喪失届出人関係コード>
<資格喪失届出人電話番号>03-1234-5678</資格喪失届出人電話番号>
<資格喪失届出年月日>20110820</資格喪失届出年月日>
<識別番号>000000050000001</識別番号>
<個人区分>1</個人区分>
<都道府県コード>13</都道府県コード>
<市町村コード>101</市町村コード>
<町名コード>003002</町名コード>
<氏名カナ>トウザイ タロウ</氏名カナ>
<通称名カナ>トウザイ タロウ</通称名カナ>
<氏名漢字>東西 太郎</氏名漢字>
<通称名漢字>東西 太郎</通称名漢字>
<本名通称名区分>0</本名通称名区分>
<生年月日年号>03</生年月日年号>
<生年月日>19271027</生年月日>
<性別>1</性別>
<都道府県名_漢字>東京都</都道府県名_漢字>
<市町村名_漢字>南北市</市町村名_漢字>
<住所_漢字>北北西町</住所_漢字>
<番地_漢字>１－２０</番地_漢字>
<方書_漢字>東西マンションＡ棟１０１号</方書_漢字>
<郵便番号>1100005</郵便番号>
<電話番号>03-1234-5678</電話番号>
<転入元市町村名_漢字>南西市</転入元市町村名_漢字>
<介護住所地特例>1</介護住所地特例>
<住所地特例者適用開始年月日>20070601</住所地特例者適用開始年月日>
<住所地特例者適用変更年月日>20090501</住所地特例者適用変更年月日>
<住所地特例者適用終了年月日>20100101</住所地特例者適用終了年月日>
<施設所在保険者番号>123456</施設所在保険者番号>
<適用除外事由>2</適用除外事由>
<適用除外開始年月日>20071112</適用除外開始年月日>
<適用除外終了年月日>20080801</適用除外終了年月日>
<賦課対象コード>0</賦課対象コード>
<番地区分>1</番地区分>
<番地>3</番地>
<号番号>1</号番号>
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<枝番号>8</枝番号>
<行政区コード>000001</行政区コード>
<方書カナ>トウザイマンションＡトウ１０１ゴウ</方書カナ>
<市内外区分>1</市内外区分>
<在留開始年月日>20100401</在留開始年月日>
<在留終了年月日>20110331</在留終了年月日>
<在留資格>001</在留資格>
<世代通番>1000000002</世代通番>
<日常生活圏域コード>00000002</日常生活圏域コード>
</_14_介護保険_1_被保険者ファイル>

1.2 介護世帯ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_2_介護世帯ファイル>
<賦課年度>2011</賦課年度>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<世帯番号>000000000103212</世帯番号>
<管理通番>10023</管理通番>
<識別番号>000000050000001</識別番号>
<個人区分>1</個人区分>
<氏名カナ>トウザイ ハナコ</氏名カナ>
<通称名カナ>トウザイ ハナコ</通称名カナ>
<氏名漢字>東西 花子</氏名漢字>
<通称名漢字>東西 花子</通称名漢字>
<本名通称名区分>0</本名通称名区分>
<生年月日年号>03</生年月日年号>
<生年月日>19271027</生年月日>
<性別>1</性別>
<続柄>02</続柄>
<本人区分>0</本人区分>
<賦課対象異動年月日>20110107</賦課対象異動年月日>
<異動年月日>20110410</異動年月日>
<都道府県コード>13</都道府県コード>
<市町村コード>101</市町村コード>
<町名コード>003002</町名コード>
<都道府県名_漢字>東京都</都道府県名_漢字>
<市町村名_漢字>南北市</市町村名_漢字>
<住所_漢字>北北西町</住所_漢字>
<番地_漢字>１－２０</番地_漢字>
<方書_漢字>東西マンションＡ棟１０１号</方書_漢字>
<郵便番号>1100005</郵便番号>
<市内外区分>1</市内外区分>
<課税非課税区分>1</課税非課税区分>
<非課税区分>00</非課税区分>
<賦課対象年度>2011</賦課対象年度>
<合計所得>500000</合計所得>
<課税年金収入>500000</課税年金収入>
</_14_介護保険_2_介護世帯ファイル>

1.3 生保受給者ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_3_生保受給者ファイル>
<識別番号>000000050000001</識別番号>
<個人区分>1</個人区分>
<市町村コード>101</市町村コード>
<管理通番>10003</管理通番>
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<生保受給開始年月日>20100601</生保受給開始年月日>
<生保受給廃止年月日>20110531</生保受給廃止年月日>
<生保受給一時停止区分>0</生保受給一時停止区分>
<生保ケース番号>0000000000000018</生保ケース番号>
<福祉事務所コード>0000000325</福祉事務所コード>
<行政区コード>000001</行政区コード>
<生保代理納付対象者コード>1</生保代理納付対象者コード>
<生保代理納付開始年月日>20100701</生保代理納付開始年月日>
<生保代理納付廃止年月日>20110401</生保代理納付廃止年月日>
</_14_介護保険_3_生保受給者ファイル>

1.4 老福受給者ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_4_老福受給者ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<管理通番>10003</管理通番>
<老福年金受給開始年度>2002</老福年金受給開始年度>
<老福年金受給終了年度>2008</老福年金受給終了年度>
<老福年金受給開始年月>200204</老福年金受給開始年月>
<老福年金受給終了年月>201008</老福年金受給終了年月>
<老福年金管理番号>1000000000001023</老福年金管理番号>
<行政区コード>000001</行政区コード>
</_14_介護保険_4_老福受給者ファイル>

1.5 適用除外ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_5_適用除外ファイル>
<識別番号>000000050000001</識別番号>
<個人区分>1</個人区分>
<市町村コード>101</市町村コード>
<管理通番>10005</管理通番>
<適用除外事由>1</適用除外事由>
<適用除外開始年月日>20100509</適用除外開始年月日>
<適用除外終了年月日>20101204</適用除外終了年月日>
<転入日>20100401</転入日>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<転入前介護保険者番号>13101001</転入前介護保険者番号>
<氏名カナ>トウザイ タロウ</氏名カナ>
<氏名漢字>東西 太郎</氏名漢字>
<生年月日年号>03</生年月日年号>
<生年月日>19271027</生年月日>
<性別>1</性別>
<施設名称_漢字>南北療養所</施設名称_漢字>
<施設都道府県コード>13</施設都道府県コード>
<施設市町村コード>101</施設市町村コード>
<施設町名コード>003002</施設町名コード>
<施設郵便番号>1100005</施設郵便番号>
<施設都道府県名_漢字>東京都</施設都道府県名_漢字>
<施設市町村名_漢字>南北市</施設市町村名_漢字>
<施設住所_漢字>北北西町</施設住所_漢字>
<施設番地_漢字>１－２０</施設番地_漢字>
<施設方書_漢字>南北マンション２０１号</施設方書_漢字>
<施設電話番号>03-1234-5678</施設電話番号>
<施設入所年月日>20080401</施設入所年月日>
<施設変更年月日>20090501</施設変更年月日>
<施設退所年月日>20110601</施設退所年月日>
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<施設退所事由>2</施設退所事由>
<入所連絡票発行年月日>20080402</入所連絡票発行年月日>
<変更連絡票発行年月日>20090502</変更連絡票発行年月日>
<退所連絡票発行年月日>20110602</退所連絡票発行年月日>
<事業者都道府県コード>13</事業者都道府県コード>
<事業者番号>85342101</事業者番号>
<事業者区分>01</事業者区分>
<事業者種別コード>03</事業者種別コード>
<施設区分>01</施設区分>
<施設行政区コード>000001</施設行政区コード>
<施設種別フラグ>1</施設種別フラグ>
</_14_介護保険_5_適用除外ファイル>

1.6 受給者基本ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_6_受給者基本ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<管理通番>10005</管理通番>
<要介護状態区分>25</要介護状態区分>
<認定年月日>20100320</認定年月日>
<結果変更事由>20</結果変更事由>
<認定結果通知書発行年月日>20100320</認定結果通知書発行年月日>
<認定期間開始日>20100301</認定期間開始日>
<認定期間終了日>20100901</認定期間終了日>
<支給限度管理期間終了年月日>20100801</支給限度管理期間終了年月日>
<再審査フラグ>1</再審査フラグ>
<申請取消事由>03</申請取消事由>
<申請取消年月日>20100322</申請取消年月日>
<認定中断事由>01</認定中断事由>
<認定中断年月日>20100821</認定中断年月日>
<認定取消事由>02</認定取消事由>
<認定取消年月日>20100821</認定取消年月日>
<認定申請種別コード_法令>02</認定申請種別コード_法令>
<認定申請種別コード>02</認定申請種別コード>
<認定申請年月日>20100301</認定申請年月日>
<申請かかりつけ医コード>00000016</申請かかりつけ医コード>
<申請者関係コード>002</申請者関係コード>
<訪問対象地区コード>00001</訪問対象地区コード>
<同意書有無>1</同意書有無>
<前保険者名称_漢字>東京都東西市</前保険者名称_漢字>
<申請者名_漢字>東西 花子</申請者名_漢字>
<申請者電話番号>03-1234-5678</申請者電話番号>
<申請書備考_漢字>転倒により骨折のため</申請書備考_漢字>
<居宅住所都道府県コード>13</居宅住所都道府県コード>
<居宅住所市町村コード>101</居宅住所市町村コード>
<居宅住所町名コード>003002</居宅住所町名コード>
<居宅都道府県名_漢字>東京都</居宅都道府県名_漢字>
<居宅市町村名_漢字>南北市</居宅市町村名_漢字>
<居宅住所_漢字>北北西町</居宅住所_漢字>
<居宅番地_漢字>１－２０</居宅番地_漢字>
<居宅方書_漢字>東西マンションＡ棟１０１号</居宅方書_漢字>
<居宅郵便番号>1100005</居宅郵便番号>
<居宅電話番号>03-1234-5678</居宅電話番号>
<居宅市内外区分>1</居宅市内外区分>
<特定疾病コード>03</特定疾病コード>
<介護保険審査会結果前要介護状態区分>25</介護保険審査会結果前要介護状態区分>
<受給者情報処理年月日>20111118</受給者情報処理年月日>
<意見書聴取結果期限年月日>20100320</意見書聴取結果期限年月日>
<意見書聴取結果目標年月日>20100317</意見書聴取結果目標年月日>
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<意見書聴取結果取消年月日>20100312</意見書聴取結果取消年月日>
<意見書聴取結果依頼書発行年月日>20100302</意見書聴取結果依頼書発行年月日>
<意見書聴取結果受理年月日>20100308</意見書聴取結果受理年月日>
<意見書聴取結果前回かかりつけ医コード>00000016</意見書聴取結果前回かかりつけ医コード>
<認定審査会コード>00000016</認定審査会コード>
<認定審査会簡素化種別>1</認定審査会簡素化種別>
<意見書聴取結果備考_漢字>転倒により骨折のため</意見書聴取結果備考_漢字>
<意見書聴取結果処理年月日>20111118</意見書聴取結果処理年月日>
<前回認定審査会コード>00000016</前回認定審査会コード>
<認定審査結果処理年月日>20111118</認定審査結果処理年月日>
<訪問調査員コード>00000016</訪問調査員コード>
<訪問調査結果前回訪問調査員コード>00000015</訪問調査結果前回訪問調査員コード>
<訪問調査結果期限年月日>20100320</訪問調査結果期限年月日>
<医療保険者番号>13842029</医療保険者番号>
<医療保険被保険者証記号_漢字>１３１００１００１２</医療保険被保険者証記号_漢字>
<医療保険被保険者証番号>13100000000000012201</医療保険被保険者証番号>
<老人保健市町村番号>10120012</老人保健市町村番号>
<老人保健受給者番号>2013110</老人保健受給者番号>
<認定遅延者遅延事由>02</認定遅延者遅延事由>
<認定遅延者認定処理予定年月日>20111225</認定遅延者認定処理予定年月日>
<認定遅延者通知書発行年月日>20111201</認定遅延者通知書発行年月日>
</_14_介護保険_6_受給者基本ファイル>

1.7 支給限度ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_7_支給限度ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<管理通番>10005</管理通番>
<支給限度サービス種類コード>10</支給限度サービス種類コード>
<支給限度拡大措置後支給限度点数>35830</支給限度拡大措置後支給限度点数>
<支給限度拡大措置後市町村上乗せ点数>10</支給限度拡大措置後市町村上乗せ点数>
<支給限度切り分け点数>10</支給限度切り分け点数>
<支給限度管理期間開始年月日>20100401</支給限度管理期間開始年月日>
<支給限度管理期間終了年月日>20111020</支給限度管理期間終了年月日>
</_14_介護保険_7_支給限度ファイル>

1.8 居宅サービス計画ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_8_居宅サービス計画ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<申請年月日>20090401</申請年月日>
<申請者関係コード>002</申請者関係コード>
<申請者氏名漢字>東西 花子</申請者氏名漢字>
<申請者電話番号>03-1234-5678</申請者電話番号>
<作成者区分>1</作成者区分>
<事業者都道府県コード>13</事業者都道府県コード>
<事業者番号>84235601</事業者番号>
<サービス種類コード>10</サービス種類コード>
<事業者支店区分>00</事業者支店区分>
<有効開始年月日>20100401</有効開始年月日>
<有効終了年月日>20100930</有効終了年月日>
<小規模多機能型居宅利用有無>1</小規模多機能型居宅利用有無>
</_14_介護保険_8_居宅サービス計画ファイル>

5

14_介護保険

1.9 施設入退所者ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_9_施設入退所者ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<事業者都道府県コード>13</事業者都道府県コード>
<事業者種別コード>01</事業者種別コード>
<事業者番号>84235601</事業者番号>
<サービス種類コード>10</サービス種類コード>
<事業者支店区分>00</事業者支店区分>
<入所年月日>20100401</入所年月日>
<入所事由>02</入所事由>
<入所連絡年月日>20100401</入所連絡年月日>
<入所連絡者名漢字>東西 花子</入所連絡者名漢字>
<入所前郵便番号>1100005</入所前郵便番号>
<入所前都道府県コード>13</入所前都道府県コード>
<入所前市町村コード>101</入所前市町村コード>
<入所前町名コード>003002</入所前町名コード>
<入所前都道府県名_漢字>東京都</入所前都道府県名_漢字>
<入所前市町村名_漢字>南北市</入所前市町村名_漢字>
<入所前住所_漢字>北北東町</入所前住所_漢字>
<入所前番地_漢字>１－１８</入所前番地_漢字>
<入所前方書_漢字>東西マンションＢ棟１０３号</入所前方書_漢字>
<退所年月日>20110401</退所年月日>
<退所事由>02</退所事由>
<退所連絡年月日>20110401</退所連絡年月日>
<退所連絡者名漢字>東西 花子</退所連絡者名漢字>
<退所先郵便番号>1100006</退所先郵便番号>
<退所先都道府県コード>13</退所先都道府県コード>
<退所先市町村コード>102</退所先市町村コード>
<退所先町名コード>003003</退所先町名コード>
<退所先都道府県名_漢字>東京都</退所先都道府県名_漢字>
<退所先市町村名_漢字>東西市</退所先市町村名_漢字>
<退所先住所_漢字>北北西町</退所先住所_漢字>
<退所先番地_漢字>１－２０</退所先番地_漢字>
<退所先方書_漢字>東西マンションＡ棟１０１号</退所先方書_漢字>
<退所先電話番号>03-1234-5678</退所先電話番号>
<入所区分>01</入所区分>
<入所前市内外区分>1</入所前市内外区分>
<退所先市内外区分>1</退所先市内外区分>
<地域密着型介護老人フラグ>1</地域密着型介護老人フラグ>
</_14_介護保険_9_施設入退所者ファイル>

1.10 利用者負担減免ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_10_利用者負担減免ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<利用者負担減免種類コード>1</利用者負担減免種類コード>
<公費負担者番号>06130488</公費負担者番号>
<公費受給者番号>1346722</公費受給者番号>
<申請年月日>20100901</申請年月日>
<申請事由>01</申請事由>
<申請者関係コード>002</申請者関係コード>
<申請者都道府県コード>13</申請者都道府県コード>
<申請者市町村コード>101</申請者市町村コード>
<申請者町名コード>003002</申請者町名コード>
<申請者都道府県名_漢字>東京都</申請者都道府県名_漢字>
<申請者市町村名_漢字>南北市</申請者市町村名_漢字>
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<申請者住所_漢字>北北西町</申請者住所_漢字>
<申請者番地_漢字>１－２０</申請者番地_漢字>
<申請者方書_漢字>東西マンションＡ棟１０１号</申請者方書_漢字>
<申請者郵便番号>1100005</申請者郵便番号>
<申請者市内外区分>1</申請者市内外区分>
<申請者氏名漢字>東西 花子</申請者氏名漢字>
<申請者電話番号>03-1234-5678</申請者電話番号>
<決定年月日>20100903</決定年月日>
<決定区分>3</決定区分>
<却下事由>01</却下事由>
<有効期間開始年月日>20100903</有効期間開始年月日>
<有効期間終了年月日>20110630</有効期間終了年月日>
<利用者負担額>0</利用者負担額>
<利用者負担減免率>97.5</利用者負担減免率>
<利用者負担減免特別対策給付率>2</利用者負担減免特別対策給付率>
<審査結果通知書発行年月日>20100903</審査結果通知書発行年月日>
<認定証発行年月日>20100903</認定証発行年月日>
<認定証交付年月日>20100903</認定証交付年月日>
<取消年月日>20110331</取消年月日>
<取消事由>01</取消事由>
<確認番号>0000000048</確認番号>
</_14_介護保険_10_利用者負担減免ファイル>

1.11 負担限度額認定ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_11_負担限度額認定ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<管理通番>10005</管理通番>
<負担限度額認定種類コード>1</負担限度額認定種類コード>
<申請年月日>20101205</申請年月日>
<申請者都道府県コード>13</申請者都道府県コード>
<申請者市町村コード>102</申請者市町村コード>
<申請者町名コード>003003</申請者町名コード>
<申請者都道府県名_漢字>東京都</申請者都道府県名_漢字>
<申請者市町村名_漢字>東西市</申請者市町村名_漢字>
<申請者住所_漢字>北北西町</申請者住所_漢字>
<申請者番地_漢字>１－２０</申請者番地_漢字>
<申請者方書_漢字>東西マンションＡ棟１０１号</申請者方書_漢字>
<申請者郵便番号>1100006</申請者郵便番号>
<申請者市内外区分>1</申請者市内外区分>
<申請者氏名漢字>東西 太郎</申請者氏名漢字>
<申請者電話番号>03-1234-5678</申請者電話番号>
<入所年月日>20101205</入所年月日>
<決定年月日>20101205</決定年月日>
<決定区分>2</決定区分>
<利用者負担段階決定区分>2</利用者負担段階決定区分>
<特例減額措置対象フラグ>1</特例減額措置対象フラグ>
<居住費負担個室限度額決定額>820</居住費負担個室限度額決定額>
<居住費負担準個室限度額決定額>490</居住費負担準個室限度額決定額>
<居住費負担従来個室限度額決定額>490</居住費負担従来個室限度額決定額>
<居住費負担多床室限度額決定額>320</居住費負担多床室限度額決定額>
<居住費負担従来個室 2 限度額決定額>420</居住費負担従来個室 2 限度額決定額>
<食費負担限度額決定額>390</食費負担限度額決定額>
<利用者負担段階区分適用期間開始年月日>20101205</利用者負担段階区分適用期間開始年月日>
<利用者負担段階区分適用期間終了年月日>20110630</利用者負担段階区分適用期間終了年月日>
<審査結果通知書発行年月日>20101205</審査結果通知書発行年月日>
<証発行年月日>20101205</証発行年月日>
<証交付年月日>20101205</証交付年月日>
<取消年月日>20110225</取消年月日>
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<取消事由>01</取消事由>
<基準年月日>20101205</基準年月日>
<生保受給区分>0</生保受給区分>
<老福受給区分>0</老福受給区分>
<課税非課税区分>0</課税非課税区分>
<世帯課税区分>1</世帯課税区分>
<合計所得金額>500000</合計所得金額>
<課税年金収入額>500000</課税年金収入額>
<非課税年金収入額>500000</非課税年金収入額>
<課税年金収入額フラグ>1</課税年金収入額フラグ>
<激変緩和措置フラグ>2</激変緩和措置フラグ>
<配偶者有無区分>1</配偶者有無区分>
<配偶者課税状況区分>0</配偶者課税状況区分>
<収入等申告区分>2</収入等申告区分>
<預貯金等申告区分>1</預貯金等申告区分>
<預貯金額>500000</預貯金額>
<金融機関調査フラグ>0</金融機関調査フラグ>
<有価証券評価額>500000</有価証券評価額>
<その他_現金-負債>500000</その他_現金-負債>
<被保険者特殊事情登録フラグ>0</被保険者特殊事情登録フラグ>
<配偶者特殊事情登録フラグ>0</配偶者特殊事情登録フラグ>
<不正受給フラグ>0</不正受給フラグ>
<激変緩和措置フラグ 2>1</激変緩和措置フラグ 2>
<激変緩和不支給通知理由コード>2</激変緩和不支給通知理由コード>
<年金保険者受給区分 1_日本年金機構>1</年金保険者受給区分 1_日本年金機構>
<年金保険者受給区分 2_地方公務員共済>1</年金保険者受給区分 2_地方公務員共済>
<年金保険者受給区分 3_国家公務員共済>1</年金保険者受給区分 3_国家公務員共済>
<年金保険者受給区分 4_私学共済>1</年金保険者受給区分 4_私学共済>
</_14_介護保険_11_負担限度額認定ファイル>

1.12 賦課基本情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_12_賦課基本情報ファイル>
<賦課年度>2011</賦課年度>
<調定年度>2011</調定年度>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<所得段階区分>05</所得段階区分>
<徴収方法区分>1</徴収方法区分>
<調定額>50000</調定額>
<年額>50000</年額>
<月割額>50000</月割額>
<確定保険料額>50000</確定保険料額>
<賦課年月日>20110701</賦課年月日>
<賦課期日年月日>20110401</賦課期日年月日>
<通知書決定理由コード>01</通知書決定理由コード>
<賦課結果コード>03</賦課結果コード>
<前回徴収方法区分>2</前回徴収方法区分>
<納入通知書発行年月日>20110701</納入通知書発行年月日>
<特別徴収義務者コード>700</特別徴収義務者コード>
<年金コード>0130</年金コード>
<基礎年金番号>0150120110</基礎年金番号>
<回付情報各種年月日>20110821</回付情報各種年月日>
<特別徴収依頼作成年月日>20110904</特別徴収依頼作成年月日>
<特別徴収中止区分>01</特別徴収中止区分>
<特別徴収中止事由>01</特別徴収中止事由>
<特別徴収中止依頼作成年月日>20111115</特別徴収中止依頼作成年月日>
<特別徴収中止通知書発行年月日>20111115</特別徴収中止通知書発行年月日>
<仮徴収額変更年月日>20110428</仮徴収額変更年月日>
<仮徴収額変更依頼作成年月日>20110428</仮徴収額変更依頼作成年月日>
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<仮徴収額変更通知書発行年月日>20110428</仮徴収額変更通知書発行年月日>
<減免区分>00</減免区分>
<徴収猶予区分>00</徴収猶予区分>
<行政区コード>000001</行政区コード>
<激変緩和措置フラグ>2</激変緩和措置フラグ>
<特例標準割合適用フラグ>1</特例標準割合適用フラグ>
<月割開始月>04</月割開始月>
<月割終了月>03</月割終了月>
<算出額>30000</算出額>
<保険料額>30000</保険料額>
<生保受給区分>0</生保受給区分>
<老福年金受給区分>0</老福年金受給区分>
<三段階特例標準割合適用フラグ>1</三段階特例標準割合適用フラグ>
</_14_介護保険_12_賦課基本情報ファイル>

1.13 賦課期割情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_13_賦課期割情報ファイル>
<調定年度>2010</調定年度>
<賦課年度>2010</賦課年度>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<期別番号>09</期別番号>
<徴収方法区分>1</徴収方法区分>
<調定後期割額>5000</調定後期割額>
<期割額>5000</期割額>
<賦課年月日>20100701</賦課年月日>
<納付書発行年月日>20100701</納付書発行年月日>
<口座振替作成年月日>20100731</口座振替作成年月日>
<納期限年月日>20110331</納期限年月日>
<徴収猶予前納期限年月日>20101231</徴収猶予前納期限年月日>
<督促催告不要コード>1</督促催告不要コード>
<延滞金調定額>500</延滞金調定額>
<督促手数料調定額>150</督促手数料調定額>
<滞納処理区分>1</滞納処理区分>
<過誤納処理区分>1</過誤納処理区分>
<不納欠損年月日>20110401</不納欠損年月日>
<不納欠損事由>1</不納欠損事由>
<不納欠損額>5000</不納欠損額>
<滞納収納済コード>0</滞納収納済コード>
<滞納督促状発行年月日>20110501</滞納督促状発行年月日>
<滞納督促状納期限年月日>20110531</滞納督促状納期限年月日>
<滞納催告書発行年月日>20110501</滞納催告書発行年月日>
<滞納催告納期限年月日>20110531</滞納催告納期限年月日>
<減免申請書年月日>20101220</減免申請書年月日>
<減免事由>01</減免事由>
<減免対象開始年月日>20110901</減免対象開始年月日>
<減免対象終了年月日>20111130</減免対象終了年月日>
<減免申請期割額>2400</減免申請期割額>
<減免申請減免金額>1000</減免申請減免金額>
<減免決定年月日>20110901</減免決定年月日>
<減免決定事由>12</減免決定事由>
<減免承認不承認通知年月日>20110901</減免承認不承認通知年月日>
<減免取消年月日>20111025</減免取消年月日>
<減免取消通知年月日>20111025</減免取消通知年月日>
<徴収猶予申請書年月日>20110901</徴収猶予申請書年月日>
<徴収猶予事由>01</徴収猶予事由>
<徴収猶予対象開始年月日>20110901</徴収猶予対象開始年月日>
<徴収猶予対象終了年月日>20120930</徴収猶予対象終了年月日>
<徴収猶予期割額>2400</徴収猶予期割額>
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<徴収猶予決定年月日>20110901</徴収猶予決定年月日>
<徴収猶予決定事由>13</徴収猶予決定事由>
<徴収猶予承認不承認通知年月日>20110901</徴収猶予承認不承認通知年月日>
<徴収猶予取消年月日>20111120</徴収猶予取消年月日>
<徴収猶予取消通知年月日>20111120</徴収猶予取消通知年月日>
<行政区コード>000001</行政区コード>
</_14_介護保険_13_賦課期割情報ファイル>

1.14 収納履歴情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_14_収納履歴情報ファイル>
<調定年度>2010</調定年度>
<賦課年度>2010</賦課年度>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<期別番号>09</期別番号>
<徴収方法区分>2</徴収方法区分>
<収納額>5000</収納額>
<延滞金収納額>273</延滞金収納額>
<督促手数料収納額>80</督促手数料収納額>
<領収年月日>20110511</領収年月日>
<収納年月日>20110511</収納年月日>
<納入方法コード>03</納入方法コード>
<行政区コード>000001</行政区コード>
</_14_介護保険_14_収納履歴情報ファイル>

1.15 過誤納情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_15_過誤納情報ファイル>
<調定年度>2010</調定年度>
<賦課年度>2010</賦課年度>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<還付充当管理通番>10005</還付充当管理通番>
<期別番号>09</期別番号>
<徴収方法区分>2</徴収方法区分>
<過誤納処理区分>1</過誤納処理区分>
<過誤納発生年月日>20100930</過誤納発生年月日>
<過誤納発生理由>1</過誤納発生理由>
<過誤納保険料分金額>1100</過誤納保険料分金額>
<過誤納延滞金分金額>44</過誤納延滞金分金額>
<過誤納督促料分金額>0</過誤納督促料分金額>
<還付充当処理年月日>20101001</還付充当処理年月日>
<還付方法区分>2</還付方法区分>
<還付充当済通知書発行年月日>20101001</還付充当済通知書発行年月日>
<還付充当処理済年月日>20101001</還付充当処理済年月日>
<還付充当口座振込依頼年月日>20101001</還付充当口座振込依頼年月日>
<還付充当口座振込予定年月日>20101008</還付充当口座振込予定年月日>
<還付充当区分>0</還付充当区分>
<過誤納直接還付金額>1000</過誤納直接還付金額>
<年金保険者還付金額>200</年金保険者還付金額>
<過誤納充当還付金額>300</過誤納充当還付金額>
<過誤納還付加算金額>200</過誤納還付加算金額>
<還付充当元収納期割額>4100</還付充当元収納期割額>
<還付充当元延滞金調定額>93</還付充当元延滞金調定額>
<還付充当元督促手数料調定額>23</還付充当元督促手数料調定額>
<充当先調定年度 1>2010</充当先調定年度 1>
<充当先賦課年度 1>2010</充当先賦課年度 1>
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<充当先期別番号 1>01</充当先期別番号 1>
<充当先充当額 1>200</充当先充当額 1>
<充当先充当延滞金額 1>20</充当先充当延滞金額 1>
<充当先充当督促手数料額 1>20</充当先充当督促手数料額 1>
<充当先調定年度 2>2010</充当先調定年度 2>
<充当先賦課年度 2>2010</充当先賦課年度 2>
<充当先期別番号 2>02</充当先期別番号 2>
<充当先充当額 2>200</充当先充当額 2>
<充当先充当延滞金額 2>20</充当先充当延滞金額 2>
<充当先充当督促手数料額 2>20</充当先充当督促手数料額 2>
<充当先調定年度 3>2010</充当先調定年度 3>
<充当先賦課年度 3>2010</充当先賦課年度 3>
<充当先期別番号 3>03</充当先期別番号 3>
<充当先充当額 3>200</充当先充当額 3>
<充当先充当延滞金額 3>20</充当先充当延滞金額 3>
<充当先充当督促手数料額 3>20</充当先充当督促手数料額 3>
<充当先調定年度 4>2010</充当先調定年度 4>
<充当先賦課年度 4>2010</充当先賦課年度 4>
<充当先期別番号 4>04</充当先期別番号 4>
<充当先充当額 4>200</充当先充当額 4>
<充当先充当延滞金額 4>20</充当先充当延滞金額 4>
<充当先充当督促手数料額 4>20</充当先充当督促手数料額 4>
<充当先調定年度 5>2010</充当先調定年度 5>
<充当先賦課年度 5>2010</充当先賦課年度 5>
<充当先期別番号 5>05</充当先期別番号 5>
<充当先充当額 5>200</充当先充当額 5>
<充当先充当延滞金額 5>20</充当先充当延滞金額 5>
<充当先充当督促手数料額 5>20</充当先充当督促手数料額 5>
<充当先調定年度 6>2010</充当先調定年度 6>
<充当先賦課年度 6>2010</充当先賦課年度 6>
<充当先期別番号 6>06</充当先期別番号 6>
<充当先充当額 6>200</充当先充当額 6>
<充当先充当延滞金額 6>20</充当先充当延滞金額 6>
<充当先充当督促手数料額 6>20</充当先充当督促手数料額 6>
<充当先調定年度 7>2010</充当先調定年度 7>
<充当先賦課年度 7>2010</充当先賦課年度 7>
<充当先期別番号 7>07</充当先期別番号 7>
<充当先充当額 7>200</充当先充当額 7>
<充当先充当延滞金額 7>20</充当先充当延滞金額 7>
<充当先充当督促手数料額 7>20</充当先充当督促手数料額 7>
<充当先調定年度 8>2010</充当先調定年度 8>
<充当先賦課年度 8>2010</充当先賦課年度 8>
<充当先期別番号 8>08</充当先期別番号 8>
<充当先充当額 8>200</充当先充当額 8>
<充当先充当延滞金額 8>20</充当先充当延滞金額 8>
<充当先充当督促手数料額 8>20</充当先充当督促手数料額 8>
<充当先調定年度 9>2010</充当先調定年度 9>
<充当先賦課年度 9>2010</充当先賦課年度 9>
<充当先期別番号 9>09</充当先期別番号 9>
<充当先充当額 9>200</充当先充当額 9>
<充当先充当延滞金額 9>20</充当先充当延滞金額 9>
<充当先充当督促手数料額 9>20</充当先充当督促手数料額 9>
<充当先調定年度 10>2010</充当先調定年度 10>
<充当先賦課年度 10>2010</充当先賦課年度 10>
<充当先期別番号 10>10</充当先期別番号 10>
<充当先充当額 10>200</充当先充当額 10>
<充当先充当延滞金額 10>20</充当先充当延滞金額 10>
<充当先充当督促手数料額 10>20</充当先充当督促手数料額 10>
<行政区コード>000001</行政区コード>
</_14_介護保険_15_過誤納情報ファイル>
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1.16 名寄せ情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_16_名寄せ情報ファイル>
<処理年度>2010</処理年度>
<基礎年金番号>0150120110</基礎年金番号>
<社保地共済区分>0</社保地共済区分>
<被保険者番号>0150120110</被保険者番号>
<年金受給者市区町村区分コード>13101</年金受給者市区町村区分コード>
<特別徴収義務者コード>700</特別徴収義務者コード>
<回付情報通知内容コード>00</回付情報通知内容コード>
<作成年月日>20100625</作成年月日>
<年金コード>0130</年金コード>
<年金受給者生年月日>19280820</年金受給者生年月日>
<年金受給者性別>1</年金受給者性別>
<年金受給者氏名カナ>トウザイ タロウ</年金受給者氏名カナ>
<年金受給者氏名漢字>東西 太郎</年金受給者氏名漢字>
<年金保険者郵便番号>1100005</年金保険者郵便番号>
<年金受給者住所_カナ>ﾄｳｷｮｳﾄﾅﾝﾎﾞｸｼﾎｸﾎｸｾｲﾁｮｳ 1-20</年金受給者住所_カナ>
<年金受給者住所_漢字連結>東京都南北市北北西町１－２０</年金受給者住所_漢字連結>
<年金受給者各種区分>01</年金受給者各種区分>
<年金受給者各種 3 金額>200000</年金受給者各種 3 金額>
<年金証書記号番号>151301243201</年金証書記号番号>
<特別徴収開始期別番号>04</特別徴収開始期別番号>
<社保地共済捕捉月>04</社保地共済捕捉月>
</_14_介護保険_16_名寄せ情報ファイル>

1.17 時効中断ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_17_時効中断ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<調定年度>2010</調定年度>
<賦課年度>2010</賦課年度>
<徴収方法区分>2</徴収方法区分>
<期別番号>06</期別番号>
<時効中断管理通番>100005</時効中断管理通番>
<時効中断年月日>20101212</時効中断年月日>
<時効停止開始年月日>20101030</時効停止開始年月日>
<時効停止終了年月日>20101130</時効停止終了年月日>
<時効停止日数>31</時効停止日数>
<時効中断_停止事由>2</時効中断_停止事由>
<行政区コード>000001</行政区コード>
</_14_介護保険_17_時効中断ファイル>

1.18 住宅改修事前申請ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_18_住宅改修事前申請ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<管理通番>10005</管理通番>
<申請受理年月日>20100930</申請受理年月日>
<申請者区分>1</申請者区分>
<申請者氏名漢字>東西 花子</申請者氏名漢字>
<申請者郵便番号>1100005</申請者郵便番号>
<申請者都道府県名_漢字>東京都</申請者都道府県名_漢字>
<申請者市町村名_漢字>南北市</申請者市町村名_漢字>
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<申請者住所_漢字>北北西町</申請者住所_漢字>
<申請者番地_漢字>１－２０</申請者番地_漢字>
<申請者方書_漢字>東西マンションＡ棟１０１号</申請者方書_漢字>
<申請者電話番号>03-1234-5678</申請者電話番号>
<申請者市内外区分>1</申請者市内外区分>
<必要書類有無 1 コード>1</必要書類有無 1 コード>
<必要書類有無 2 コード>1</必要書類有無 2 コード>
<必要書類有無 3 コード>1</必要書類有無 3 コード>
<必要書類有無 4 コード>1</必要書類有無 4 コード>
<必要書類有無 5 コード>1</必要書類有無 5 コード>
<必要書類有無 6 コード>1</必要書類有無 6 コード>
<住宅改修地郵便番号>1100005</住宅改修地郵便番号>
<住宅改修地都道府県名_漢字>東京都</住宅改修地都道府県名_漢字>
<住宅改修地市町村名_漢字>南北市</住宅改修地市町村名_漢字>
<住宅改修地住所_漢字>北北西町</住宅改修地住所_漢字>
<住宅改修地番地_漢字>１－２０</住宅改修地番地_漢字>
<住宅改修地方書_漢字>東西マンションＡ棟１０１号</住宅改修地方書_漢字>
<住宅改修地市内外区分>1</住宅改修地市内外区分>
<住宅所有者コード>01</住宅所有者コード>
<住宅所有者氏名漢字>東西 太郎</住宅所有者氏名漢字>
<住宅改修業者名漢字>西南住宅改修事業所</住宅改修業者名漢字>
<住宅改修業者郵便番号>1100005</住宅改修業者郵便番号>
<住宅改修業者都道府県名_漢字>東京都</住宅改修業者都道府県名_漢字>
<住宅改修業者市町村名_漢字>南北市</住宅改修業者市町村名_漢字>
<住宅改修業者住所_漢字>北北西町</住宅改修業者住所_漢字>
<住宅改修業者番地_漢字>１－２０</住宅改修業者番地_漢字>
<住宅改修業者方書_漢字>東西マンションＡ棟１０１号</住宅改修業者方書_漢字>
<住宅改修業者電話番号>03-1234-5678</住宅改修業者電話番号>
<住宅改修業者市内外区分>1</住宅改修業者市内外区分>
<改修予定額>100000</改修予定額>
<着工予定日>20101004</着工予定日>
<完成予定日>20101031</完成予定日>
<改修内容 1 コード>1</改修内容 1 コード>
<改修内容 2 コード>1</改修内容 2 コード>
<改修内容 3 コード>1</改修内容 3 コード>
<改修内容 4 コード>1</改修内容 4 コード>
<改修内容 5 コード>1</改修内容 5 コード>
<改修内容 6 コード>1</改修内容 6 コード>
<承認不承認区分>01</承認不承認区分>
<承認不承認事由>00</承認不承認事由>
<支給予定額>8000</支給予定額>
<決定年月日>20101001</決定年月日>
<通知書発行年月日>20101001</通知書発行年月日>
</_14_介護保険_18_住宅改修事前申請ファイル>

1.19 住宅改修費ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_19_住宅改修費ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<給付実績支給対象年月>201009</給付実績支給対象年月>
<給付実績整理番号>000000152</給付実績整理番号>
<住宅改修種目コード>01</住宅改修種目コード>
<事業者都道府県コード>13</事業者都道府県コード>
<事業者番号>84235601</事業者番号>
<交換情報識別番号>21D1</交換情報識別番号>
<申請年月日>20100919</申請年月日>
<申請受理年月日>20100919</申請受理年月日>
<支給申請者区>1</支給申請者区>
<申請者氏名漢字>東西 花子</申請者氏名漢字>
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<申請者郵便番号>1100005</申請者郵便番号>
<申請者都道府県名_漢字>東京都</申請者都道府県名_漢字>
<申請者市町村名_漢字>南北市</申請者市町村名_漢字>
<申請者住所_漢字>北北西町</申請者住所_漢字>
<申請者番地_漢字>１－２０</申請者番地_漢字>
<申請者方書_漢字>東西マンションＡ棟１０１号</申請者方書_漢字>
<申請者電話番号>03-1234-5678</申請者電話番号>
<業者名_漢字>西南住宅改修事業所</業者名_漢字>
<支給事由発生年月日>20101001</支給事由発生年月日>
<業者郵便番号>1100005</業者郵便番号>
<業者都道府県名_漢字>東京都</業者都道府県名_漢字>
<業者市町村名_漢字>南北市</業者市町村名_漢字>
<業者住所_漢字>北北東町</業者住所_漢字>
<業者番地_漢字>１－１８</業者番地_漢字>
<業者方書_漢字>東西マンションＢ棟１０１号</業者方書_漢字>
<業者電話番号>03-1234-6666</業者電話番号>
<改修地郵便番号>1100005</改修地郵便番号>
<改修地都道府県名_漢字>東京都</改修地都道府県名_漢字>
<改修地市町村名_漢字>南北市</改修地市町村名_漢字>
<改修地住所_漢字>北北西町</改修地住所_漢字>
<改修地番地_漢字>１－２０</改修地番地_漢字>
<改修地方書_漢字>東西マンションＡ棟１０１号</改修地方書_漢字>
<支払方法区分>2</支払方法区分>
<支給決定年月日>20100919</支給決定年月日>
<改修費用>20000</改修費用>
<給付実績保険給付率>90</給付実績保険給付率>
<給付実績集計請求額>18000</給付実績集計請求額>
<給付実績集計サービス項目点数>1800</給付実績集計サービス項目点数>
<支払済金額>18000</支払済金額>
<支払年月日>20101031</支払年月日>
<支給不支給区分>10</支給不支給区分>
<支払場所コード>0001</支払場所コード>
<支払期間コード>0001</支払期間コード>
<領収年月日>20111201</領収年月日>
<受領委任事業者都道府県コード>13</受領委任事業者都道府県コード>
<受領委任事業者番号>84235601</受領委任事業者番号>
</_14_介護保険_19_住宅改修費ファイル>

1.20 福祉用具購入費ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_20_福祉用具購入費ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<給付実績支給対象年月>201009</給付実績支給対象年月>
<給付実績整理番号>0000000028</給付実績整理番号>
<福祉用具種目コード>03</福祉用具種目コード>
<事業者都道府県コード>13</事業者都道府県コード>
<事業者番号>84235601</事業者番号>
<交換情報識別番号>21C1</交換情報識別番号>
<申請年月日>20100919</申請年月日>
<申請受理年月日>20100919</申請受理年月日>
<支給申請者区分>1</支給申請者区分>
<申請者氏名漢字>東西 花子</申請者氏名漢字>
<申請者郵便番号>1100005</申請者郵便番号>
<申請者都道府県名_漢字>東京都</申請者都道府県名_漢字>
<申請者市町村名_漢字>南北市</申請者市町村名_漢字>
<申請者住所_漢字>北北西町</申請者住所_漢字>
<申請者番地_漢字>１－２０</申請者番地_漢字>
<申請者方書_漢字>東西マンションＡ棟１０１号</申請者方書_漢字>
<申請者電話番号>03-1234-5678</申請者電話番号>
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<販売事業者名_漢字>西南福祉用具販売事業所</販売事業者名_漢字>
<支給事由発生年月日>20101001</支給事由発生年月日>
<販売事業者郵便番号>1100005</販売事業者郵便番号>
<販売事業者都道府県名_漢字>東京都</販売事業者都道府県名_漢字>
<販売事業者市町村名_漢字>南北市</販売事業者市町村名_漢字>
<販売事業者住所_漢字>北北東町</販売事業者住所_漢字>
<販売事業者番地_漢字>１－１８</販売事業者番地_漢字>
<販売事業者方書_漢字>東西マンションＢ棟１０１号</販売事業者方書_漢字>
<販売事業者電話番号>03-1234-6666</販売事業者電話番号>
<福祉用具名称_漢字>入浴用椅子</福祉用具名称_漢字>
<製造事業者名_漢字>東西福祉用具</製造事業者名_漢字>
<支払方法区分>2</支払方法区分>
<支給決定年月日>20100919</支給決定年月日>
<購入金額>20000</購入金額>
<給付実績保険給付率>90</給付実績保険給付率>
<給付実績集計請求額>18000</給付実績集計請求額>
<給付実績集計サービス項目点数>1800</給付実績集計サービス項目点数>
<支払済金額>18000</支払済金額>
<支払年月日>20101031</支払年月日>
<支給不支給区分>10</支給不支給区分>
<支払場所コード>0001</支払場所コード>
<支払期間コード>0001</支払期間コード>
<受領委任事業者都道府県コード>13</受領委任事業者都道府県コード>
<受領委任事業者番号>84235601</受領委任事業者番号>
</_14_介護保険_20_福祉用具購入費ファイル>

1.21 高額介護支給実績ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_21_高額介護支給実績ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<支給対象年月>201106</支給対象年月>
<支給申請者区分>1</支給申請者区分>
<申請者氏名漢字>東西 花子</申請者氏名漢字>
<申請者郵便番号>1100005</申請者郵便番号>
<申請者都道府県名_漢字>東京都</申請者都道府県名_漢字>
<申請者市町村名_漢字>南北市</申請者市町村名_漢字>
<申請者住所_漢字>北北東町</申請者住所_漢字>
<申請者番地_漢字>１－１８</申請者番地_漢字>
<申請者方書_漢字>東西マンションＢ棟１０３号</申請者方書_漢字>
<申請者電話番号>03-1234-5678</申請者電話番号>
<世帯合算区分>1</世帯合算区分>
<所得区分>1</所得区分>
<保険者負担額>88000</保険者負担額>
<自己負担額>35000</自己負担額>
<支払方法区分>2</支払方法区分>
<申請受理年月日>20110701</申請受理年月日>
<支給決定年月日>20110701</支給決定年月日>
<支給決定額>20000</支給決定額>
<支給不支給区分>10</支給不支給区分>
<不支給事由>0102</不支給事由>
<支給額>20000</支給額>
<高額介護支給年月日>20110701</高額介護支給年月日>
<支払場所コード>0001</支払場所コード>
<支払期間コード>0001</支払期間コード>
<自己負担上限額>15000</自己負担上限額>
<利用者負担段階>2</利用者負担段階>
<振込予定年月日>20110715</振込予定年月日>
<受領委任事業者都道府県コード>13</受領委任事業者都道府県コード>
<受領委任事業者番号>84235601</受領委任事業者番号>
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</_14_介護保険_21_高額介護支給実績ファイル>

1.22 合算支給決定情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_22_合算支給決定情報ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<支給申請書整理番号>42106131001000001</支給申請書整理番号>
<決定年月日>20110628</決定年月日>
<支給区分>1</支給区分>
<支給額>6800</支給額>
<給付種類選択コード>2</給付種類選択コード>
<給付種類区分>01</給付種類区分>
<不支給理由選択コード>2</不支給理由選択コード>
<不支給事由区分>01</不支給事由区分>
<支払方法区分>1</支払方法区分>
<支払方法選択コード>2</支払方法選択コード>
<窓口払場所区分>0001</窓口払場所区分>
<窓口払開始年月日>20110701</窓口払開始年月日>
<窓口払終了年月日>20110731</窓口払終了年月日>
<窓口払開始時間>0900</窓口払開始時間>
<窓口払終了時間>1600</窓口払終了時間>
<宛先選択コード>1</宛先選択コード>
<通知書発行年月日>20110630</通知書発行年月日>
<振込年月日>20110710</振込年月日>
<被保険者氏名漢字>東西 太郎</被保険者氏名漢字>
</_14_介護保険_22_合算支給決定情報ファイル>

1.23 送付先情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_23_送付先情報ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<送付先管理区分>001</送付先管理区分>
<送付先使用開始年月日>20101014</送付先使用開始年月日>
<送付先使用終了年月日>20251231</送付先使用終了年月日>
<送付先届出年月日>20101014</送付先届出年月日>
<送付先氏名カナ>トウザイ ハナコ</送付先氏名カナ>
<送付先氏名漢字>東西 花子</送付先氏名漢字>
<送付先都道府県名_漢字>東京都</送付先都道府県名_漢字>
<送付先市町村名_漢字>南北市</送付先市町村名_漢字>
<送付先住所_漢字>北北西町</送付先住所_漢字>
<送付先番地_漢字>１－２０</送付先番地_漢字>
<送付先方書_漢字>東西マンションＡ棟１０１号</送付先方書_漢字>
<送付先郵便番号>1100005</送付先郵便番号>
<送付先電話番号>03-1234-5678</送付先電話番号>
<送付先市内外区分>1</送付先市内外区分>
</_14_介護保険_23_送付先情報ファイル>

1.24 連帯納付義務者情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_24_連帯納付義務者情報ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<連帯納付義務者識別番号>000000050000001</連帯納付義務者識別番号>
<連帯納付義務者開始年月日>20001212</連帯納付義務者開始年月日>
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<連帯納付義務者終了年月日>20111220</連帯納付義務者終了年月日>
<連帯納付義務者届出年月日>20001212</連帯納付義務者届出年月日>
<連帯納付義務者廃止年月日>20111220</連帯納付義務者廃止年月日>
<連帯納付義務者本名通称名区分>0</連帯納付義務者本名通称名区分>
<連帯納付義務者氏名カナ>トウザイ ハナコ</連帯納付義務者氏名カナ>
<連帯納付義務者氏名漢字>東西 花子</連帯納付義務者氏名漢字>
<連帯納付義務者通称名カナ>トウザイ ハナコ</連帯納付義務者通称名カナ>
<連帯納付義務者通称名漢字>東西 花子</連帯納付義務者通称名漢字>
<連帯納付義務者生年月日>19271027</連帯納付義務者生年月日>
<連帯納付義務者性別>2</連帯納付義務者性別>
<連帯納付義務者都道府県名_漢字>東京都</連帯納付義務者都道府県名_漢字>
<連帯納付義務者市町村名_漢字>南北市</連帯納付義務者市町村名_漢字>
<連帯納付義務者住所_漢字>北北西町</連帯納付義務者住所_漢字>
<連帯納付義務者番地_漢字>１－２０</連帯納付義務者番地_漢字>
<連帯納付義務者方書_漢字>東西マンションＡ棟１０１号</連帯納付義務者方書_漢字>
<連帯納付義務者郵便番号>1100005</連帯納付義務者郵便番号>
<連帯納付義務者個人電話番号>03-1234-5678</連帯納付義務者個人電話番号>
<連帯納付義務者市内外区分>1</連帯納付義務者市内外区分>
</_14_介護保険_24_連帯納付義務者情報ファイル>

1.25 口座情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_25_口座情報ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<口座使用者区分>01</口座使用者区分>
<口座使用者番号>1000001234</口座使用者番号>
<口座区分>01</口座区分>
<金融機関種別>01</金融機関種別>
<金融機関コード>0005</金融機関コード>
<支店コード>003</支店コード>
<口座種別>1</口座種別>
<口座番号>1012765</口座番号>
<口座名義人カナ>トウザイ タロウ</口座名義人カナ>
<口座名義人名>東西 太郎</口座名義人名>
<口座有効期間開始年月日>20001010</口座有効期間開始年月日>
<口座有効期間終了年月日>20251125</口座有効期間終了年月日>
<口座届出年月日>20001010</口座届出年月日>
<口座名義名連絡先電話番号>03-1234-5678</口座名義名連絡先電話番号>
</_14_介護保険_25_口座情報ファイル>

1.26 医療保険者ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_26_医療保険者ファイル>
<医療保険者番号>13842356</医療保険者番号>
<医療保険者名漢字>東西市第一介護保険事務所</医療保険者名漢字>
<医療保険者名カナ>トウザイシダイイチカイゴホケンジムショ</医療保険者名カナ>
<医療保険者郵便番号>1100005</医療保険者郵便番号>
<医療保険者都道府県コード>13</医療保険者都道府県コード>
<医療保険者市町村コード>101</医療保険者市町村コード>
<医療保険者町名コード>003003</医療保険者町名コード>
<医療保険者都道府県名_漢字>東京都</医療保険者都道府県名_漢字>
<医療保険者市町村名_漢字>南北市</医療保険者市町村名_漢字>
<医療保険者住所_漢字>北北東町</医療保険者住所_漢字>
<医療保険者番地_漢字>１－１８</医療保険者番地_漢字>
<医療保険者方書_漢字>東西マンションＢ棟１０１号</医療保険者方書_漢字>
<医療保険者電話番号>03-1234-5678</医療保険者電話番号>
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<医療保険者 FAX>03-1234-5666</医療保険者 FAX>
<医療保険者廃止年月日>20111220</医療保険者廃止年月日>
<医療保険者市内外区分>1</医療保険者市内外区分>
</_14_介護保険_26_医療保険者ファイル>

1.27 かかりつけ医ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_27_かかりつけ医ファイル>
<かかりつけ医コード>21034879</かかりつけ医コード>
<かかりつけ医指定医区分>01</かかりつけ医指定医区分>
<かかりつけ医氏名漢字>東西 太郎</かかりつけ医氏名漢字>
<かかりつけ医氏名カナ>トウザイ タロウ</かかりつけ医氏名カナ>
<かかりつけ医専門コード>001</かかりつけ医専門コード>
<医療機関コード都道府県コード>13</医療機関コード都道府県コード>
<医療機関コード>1013409</医療機関コード>
<医療機関名漢字>東西市総合病院</医療機関名漢字>
<医療機関名カナ>トウザイシソウゴウビョウイン</医療機関名カナ>
<医療機関都道府県名_漢字>東京都</医療機関都道府県名_漢字>
<医療機関市町村名_漢字>南北市</医療機関市町村名_漢字>
<医療機関都道府県コード>13</医療機関都道府県コード>
<医療機関市町村コード>101</医療機関市町村コード>
<医療機関町名コード>003003</医療機関町名コード>
<医療機関住所_漢字>北北東町</医療機関住所_漢字>
<医療機関番地_漢字>１－１８</医療機関番地_漢字>
<医療機関方書_漢字>東西マンションＢ棟１０１号</医療機関方書_漢字>
<医療機関郵便番号>1100005</医療機関郵便番号>
<医療機関電話番号>03-1234-5678</医療機関電話番号>
<医療機関 FAX>03-1234-5666</医療機関 FAX>
<医療機関市内外区分>1</医療機関市内外区分>
<かかりつけ医取消年月日>20111220</かかりつけ医取消年月日>
<事業者都道府県コード>13</事業者都道府県コード>
<事業者番号>84235601</事業者番号>
<サービス種類コード>10</サービス種類コード>
<事業者支店区分>00</事業者支店区分>
</_14_介護保険_27_かかりつけ医ファイル>

1.28 訪問調査員ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_28_訪問調査員ファイル>
<訪問調査員コード>13842356</訪問調査員コード>
<訪問調査員委託区分>90</訪問調査員委託区分>
<訪問対象地区>00001</訪問対象地区>
<訪問調査員区分>004</訪問調査員区分>
<訪問調査員名漢字>東西 花子</訪問調査員名漢字>
<訪問調査員名カナ>トウザイ ハナコ</訪問調査員名カナ>
<訪問調査員都道府県コード>13</訪問調査員都道府県コード>
<訪問調査員市町村コード>101</訪問調査員市町村コード>
<訪問調査員町名コード>003002</訪問調査員町名コード>
<訪問調査員都道府県名_漢字>東京都</訪問調査員都道府県名_漢字>
<訪問調査員市町村名_漢字>南北市</訪問調査員市町村名_漢字>
<訪問調査員住所_漢字>北北西町</訪問調査員住所_漢字>
<訪問調査員番地_漢字>１－２０</訪問調査員番地_漢字>
<訪問調査員方書_漢字>東西マンションＡ棟１０１号</訪問調査員方書_漢字>
<訪問調査員郵便番号>1100005</訪問調査員郵便番号>
<訪問調査員電話番号>03-1234-5678</訪問調査員電話番号>
<訪問調査員 FAX>03-1234-5666</訪問調査員 FAX>
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<訪問調査員取消年月日>20111212</訪問調査員取消年月日>
<訪問調査員市内外区分>1</訪問調査員市内外区分>
<事業者都道府県コード>13</事業者都道府県コード>
<事業者番号>84235601</事業者番号>
<サービス種類コード>10</サービス種類コード>
<事業者支店区分>00</事業者支店区分>
</_14_介護保険_28_訪問調査員ファイル>

1.29 滞納状況_2 号被保険者ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_29_滞納状況_2 号被保険者ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<医療保険料賦課年度>2011</医療保険料賦課年度>
<医療保険加入開始年月日>20000909</医療保険加入開始年月日>
<医療保険加入終了年月日>20300909</医療保険加入終了年月日>
<医療保険料調査年月日>20110810</医療保険料調査年月日>
<医療保険料第 1 期額>24000</医療保険料第 1 期額>
<医療保険料第 2 期額>24000</医療保険料第 2 期額>
<医療保険料第 3 期額>24000</医療保険料第 3 期額>
<医療保険料第 4 期額>24000</医療保険料第 4 期額>
<医療保険料第 5 期額>24000</医療保険料第 5 期額>
<医療保険料第 6 期額>24000</医療保険料第 6 期額>
<医療保険料第 7 期額>24000</医療保険料第 7 期額>
<医療保険料第 8 期額>24000</医療保険料第 8 期額>
<医療保険料第 9 期額>24000</医療保険料第 9 期額>
<医療保険料第 10 期額>24000</医療保険料第 10 期額>
<医療保険料第 11 期額>24000</医療保険料第 11 期額>
<医療保険料第 12 期額>24000</医療保険料第 12 期額>
<医療保険料随時期額>288000</医療保険料随時期額>
<医療保険料第 1 期滞納額>24000</医療保険料第 1 期滞納額>
<医療保険料第 2 期滞納額>24000</医療保険料第 2 期滞納額>
<医療保険料第 3 期滞納額>24000</医療保険料第 3 期滞納額>
<医療保険料第 4 期滞納額>24000</医療保険料第 4 期滞納額>
<医療保険料第 5 期滞納額>24000</医療保険料第 5 期滞納額>
<医療保険料第 6 期滞納額>24000</医療保険料第 6 期滞納額>
<医療保険料第 7 期滞納額>24000</医療保険料第 7 期滞納額>
<医療保険料第 8 期滞納額>24000</医療保険料第 8 期滞納額>
<医療保険料第 9 期滞納額>24000</医療保険料第 9 期滞納額>
<医療保険料第 10 期滞納額>24000</医療保険料第 10 期滞納額>
<医療保険料第 11 期滞納額>24000</医療保険料第 11 期滞納額>
<医療保険料第 12 期滞納額>24000</医療保険料第 12 期滞納額>
<医療保険料随時期滞納額>288000</医療保険料随時期滞納額>
</_14_介護保険_29_滞納状況_2 号被保険者ファイル>

1.30 給付制限ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_30_給付制限ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<管理通番>10005</管理通番>
<給付額減額履歴通番>12671</給付額減額履歴通番>
<償還払い予告決定年月日>20100930</償還払い予告決定年月日>
<弁明書提出期限年月日>20101031</弁明書提出期限年月日>
<開始時被保険者証提出期限年月日>20101115</開始時被保険者証提出期限年月日>
<弁明書提出年月日>20101015</弁明書提出年月日>
<支払方法変更中止年月日>20101015</支払方法変更中止年月日>
<支払方法変更決定年月日>20101031</支払方法変更決定年月日>
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<支払方法変更開始年月日>20101031</支払方法変更開始年月日>
<給付差止開始年月日>20101031</給付差止開始年月日>
<支払方法変更予告通知書発行年月日>20101031</支払方法変更予告通知書発行年月日>
<支払方法変更通知書発行年月日>20101115</支払方法変更通知書発行年月日>
<給付制限解除年月日>20101215</給付制限解除年月日>
<給付制限解除事由>02</給付制限解除事由>
<解除時被保険者証提出期限年月日>20101215</解除時被保険者証提出期限年月日>
<給付額減額決定年月日>20101215</給付額減額決定年月日>
<給付額減額開始年月日>20101215</給付額減額開始年月日>
<給付額減額終了年月日>20110215</給付額減額終了年月日>
<給付額減額中止開始年月日>20110110</給付額減額中止開始年月日>
<給付額減額中止終了年月日>20110210</給付額減額中止終了年月日>
<給付額減額解除事由>02</給付額減額解除事由>
<給付額減額期間>1.25</給付額減額期間>
<給付額減額通知書発行年月日>20101215</給付額減額通知書発行年月日>
<保険料徴収権消滅期間>1.25</保険料徴収権消滅期間>
<保険料納付済期間>2.097</保険料納付済期間>
<給付額減額 1 保険料賦課年度>2011</給付額減額 1 保険料賦課年度>
<給付額減額 1 未納_時効消滅額>0</給付額減額 1 未納_時効消滅額>
<給付額減額 1 納付額>0</給付額減額 1 納付額>
<給付額減額 1 年賦課額>22400</給付額減額 1 年賦課額>
<給付額減額 2 保険料賦課年度>2010</給付額減額 2 保険料賦課年度>
<給付額減額 2 未納_時効消滅額>0</給付額減額 2 未納_時効消滅額>
<給付額減額 2 納付額>1600</給付額減額 2 納付額>
<給付額減額 2 年賦課額>16400</給付額減額 2 年賦課額>
<給付額減額 3 保険料賦課年度>2009</給付額減額 3 保険料賦課年度>
<給付額減額 3 未納_時効消滅額>0</給付額減額 3 未納_時効消滅額>
<給付額減額 3 納付額>20000</給付額減額 3 納付額>
<給付額減額 3 年賦課額>20000</給付額減額 3 年賦課額>
<給付額減額 4 保険料賦課年度>2008</給付額減額 4 保険料賦課年度>
<給付額減額 4 未納_時効消滅額>0</給付額減額 4 未納_時効消滅額>
<給付額減額 4 納付額>20000</給付額減額 4 納付額>
<給付額減額 4 年賦課額>20000</給付額減額 4 年賦課額>
<給付額減額 5 保険料賦課年度>2007</給付額減額 5 保険料賦課年度>
<給付額減額 5 未納_時効消滅額>20000</給付額減額 5 未納_時効消滅額>
<給付額減額 5 納付額>0</給付額減額 5 納付額>
<給付額減額 5 年賦課額>20000</給付額減額 5 年賦課額>
<給付額減額 6 保険料賦課年度>2006</給付額減額 6 保険料賦課年度>
<給付額減額 6 未納_時効消滅額>0</給付額減額 6 未納_時効消滅額>
<給付額減額 6 納付額>0</給付額減額 6 納付額>
<給付額減額 6 年賦課額>0</給付額減額 6 年賦課額>
<給付額減額 7 保険料賦課年度>2005</給付額減額 7 保険料賦課年度>
<給付額減額 7 未納_時効消滅額>0</給付額減額 7 未納_時効消滅額>
<給付額減額 7 納付額>0</給付額減額 7 納付額>
<給付額減額 7 年賦課額>0</給付額減額 7 年賦課額>
<給付額減額 8 保険料賦課年度>2004</給付額減額 8 保険料賦課年度>
<給付額減額 8 未納_時効消滅額>0</給付額減額 8 未納_時効消滅額>
<給付額減額 8 納付額>0</給付額減額 8 納付額>
<給付額減額 8 年賦課額>0</給付額減額 8 年賦課額>
<給付額減額 9 保険料賦課年度>2003</給付額減額 9 保険料賦課年度>
<給付額減額 9 未納_時効消滅額>0</給付額減額 9 未納_時効消滅額>
<給付額減額 9 納付額>0</給付額減額 9 納付額>
<給付額減額 9 年賦課額>0</給付額減額 9 年賦課額>
<給付額減額 10 保険料賦課年度>2002</給付額減額 10 保険料賦課年度>
<給付額減額 10 未納_時効消滅額>0</給付額減額 10 未納_時効消滅額>
<給付額減額 10 納付額>0</給付額減額 10 納付額>
<給付額減額 10 年賦課額>0</給付額減額 10 年賦課額>
<給付額減額 11 保険料賦課年度>2001</給付額減額 11 保険料賦課年度>
<給付額減額 11 未納_時効消滅額>0</給付額減額 11 未納_時効消滅額>
<給付額減額 11 納付額>0</給付額減額 11 納付額>
<給付額減額 11 年賦課額>0</給付額減額 11 年賦課額>
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<給付額減額期間計算対象最新賦課年度>2007</給付額減額期間計算対象最新賦課年度>
<給付額減額期間計算最新期別番号>09</給付額減額期間計算最新期別番号>
<滞納保険料控除額>0</滞納保険料控除額>
</_14_介護保険_30_給付制限ファイル>

1.31 分納計画ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_31_分納計画ファイル>
<調定年度>2010</調定年度>
<賦課年度>2010</賦課年度>
<徴収方法区分>2</徴収方法区分>
<期別番号>01</期別番号>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<回数>3</回数>
<分納計画通番>0</分納計画通番>
<金額>800</金額>
<徴収期限年月日>20101029</徴収期限年月日>
<納期限年月日>20100802</納期限年月日>
<分納誓約書発行年月日>20100401</分納誓約書発行年月日>
<分納承認連絡表発行年月日>20100401</分納承認連絡表発行年月日>
<分納納付書発行年月日>20100401</分納納付書発行年月日>
<督促手数料コード>1</督促手数料コード>
<分納期別番号>00</分納期別番号>
<行政区コード>000001</行政区コード>
</_14_介護保険_31_分納計画ファイル>

1.32 償還払い支給実績ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_32_償還払い支給実績ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<支給対象年月>201009</支給対象年月>
<事業者都道府県コード>13</事業者都道府県コード>
<事業者番号>13842356</事業者番号>
<サービスコード>211111</サービスコード>
<管理通番>10005</管理通番>
<サービス種類区分別支給限度管理元サービスコード>941111</サービス種類区分別支給限度管理元サービス
コード>
<申請受理年月日>20101004</申請受理年月日>
<申請内容区分>0101</申請内容区分>
<申請者氏名漢字>東西 花子</申請者氏名漢字>
<申請者郵便番号>1100005</申請者郵便番号>
<申請者都道府県名_漢字>東京都</申請者都道府県名_漢字>
<申請者市町村名_漢字>南北市</申請者市町村名_漢字>
<申請者住所_漢字>北北西町</申請者住所_漢字>
<申請者番地_漢字>１－２０</申請者番地_漢字>
<申請者方書_漢字>東西マンションＡ棟１０１号</申請者方書_漢字>
<申請者電話番号>03-1234-5678</申請者電話番号>
<支給申請者区分>1</支給申請者区分>
<申請額>251460</申請額>
<申請点数>25146</申請点数>
<申請サービス利用期間開始年月日>20100901</申請サービス利用期間開始年月日>
<申請サービス利用期間終了年月日>20100915</申請サービス利用期間終了年月日>
<申請サービス利用回数日数>3</申請サービス利用回数日数>
<認定申請遅延事由>02</認定申請遅延事由>
<受給者申請年月日>20100901</受給者申請年月日>
<支払方法区分>2</支払方法区分>
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<支給不支給区分>10</支給不支給区分>
<支給決定年月日>20101004</支給決定年月日>
<支給率>90</支給率>
<支給決定額>226314</支給決定額>
<支給決定点数>22632</支給決定点数>
<保険料控除額>0</保険料控除額>
<保険料控除点数>0</保険料控除点数>
<支給額>226314</支給額>
<支給点数>22632</支給点数>
<支給決定通知年月日>20101004</支給決定通知年月日>
<歳出情報通知年月日>20101004</歳出情報通知年月日>
<支給年月日>20101015</支給年月日>
<不支給事由>0102</不支給事由>
<支給申請状態区分>09</支給申請状態区分>
<給付制限区分>00</給付制限区分>
<申請管理番号>1000001459</申請管理番号>
<申請登録年月日>20101004</申請登録年月日>
<決定内容登録年月日>20101004</決定内容登録年月日>
<申請者市内外区分>1</申請者市内外区分>
<入所日数>0</入所日数>
<外泊日数>0</外泊日数>
<入所年月日>20100901</入所年月日>
<退所年月日>20100915</退所年月日>
<退所_院後状態区分>1</退所_院後状態区分>
<一時差止予定額>48690</一時差止予定額>
<一時差止滞納保険料納付年月日>20101019</一時差止滞納保険料納付年月日>
<一時差止通知書発行年月日>20101001</一時差止通知書発行年月日>
<一時差止決定額>48690</一時差止決定額>
<一時差止区分>02</一時差止区分>
<一時差止当初進行区分>10</一時差止当初進行区分>
<一時差止最終進行区分>10</一時差止最終進行区分>
<一時差止中止年月日>20101025</一時差止中止年月日>
<一時差止中止事由>02</一時差止中止事由>
<施設所在保険者番号>001201</施設所在保険者番号>
<受領委任事業者都道府県コード>13</受領委任事業者都道府県コード>
<受領委任事業者番号>84235601</受領委任事業者番号>
</_14_介護保険_32_償還払い支給実績ファイル>

1.33 適用除外施設ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_33_適用除外施設ファイル>
<適用除外施設コード>00000012</適用除外施設コード>
<適用除外施設区分>01</適用除外施設区分>
<適用除外施設名漢字>南北療養所</適用除外施設名漢字>
<適用除外施設名カナ>ナンボクリョウヨウジョ</適用除外施設名カナ>
<郵便番号>1100005</郵便番号>
<都道府県名_漢字>東京都</都道府県名_漢字>
<市町村名_漢字>南北市</市町村名_漢字>
<都道府県コード>13</都道府県コード>
<市町村コード>101</市町村コード>
<町名コード>003002</町名コード>
<住所_漢字>北北西町</住所_漢字>
<番地_漢字>１－２０</番地_漢字>
<方書_漢字>南北マンション２０１号</方書_漢字>
<電話番号>03-1234-5678</電話番号>
<市内外区分>1</市内外区分>
</_14_介護保険_33_適用除外施設ファイル>
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1.34 住基情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_34_住基情報ファイル>
<地方公共団体コード>131016</地方公共団体コード>
<管理通番>10005</管理通番>
<識別番号>000000050000001</識別番号>
<個人区分>1</個人区分>
<世帯番号>000000000103212</世帯番号>
<住民票コード>10000000001</住民票コード>
<基礎年金番号>0150120110</基礎年金番号>
<氏名カナ>トウザイ タロウ</氏名カナ>
<通称氏名カナ>トウザイ タロウ</通称氏名カナ>
<氏名漢字>東西 太郎</氏名漢字>
<通称名漢字>東西 太郎</通称名漢字>
<本名通称名区分>0</本名通称名区分>
<氏名英字>TOZAI TARO</氏名英字>
<併記用氏名漢字>東西 太郎</併記用氏名漢字>
<氏名分類コード>2</氏名分類コード>
<生年月日年号>03</生年月日年号>
<生年月日>19271027</生年月日>
<性別>1</性別>
<続柄>02</続柄>
<異動年月日>20111027</異動年月日>
<異動届出年月日>20111027</異動届出年月日>
<異動事由>001</異動事由>
<世帯登録区分>2</世帯登録区分>
<住民年月日>20111027</住民年月日>
<消除年月日>20111218</消除年月日>
<都道府県コード>13</都道府県コード>
<市町村コード>101</市町村コード>
<町名コード>003002</町名コード>
<現住所>北北西町</現住所>
<現番地>１－２０</現番地>
<現方書>東西マンションＡ棟１０１号</現方書>
<郵便番号>1100005</郵便番号>
<転入前都道府県コード>13</転入前都道府県コード>
<転入前市町村コード>101</転入前市町村コード>
<転入前都道府県名>東京都</転入前都道府県名>
<転入前市町村名>南西市</転入前市町村名>
<転入前住所>北北東町</転入前住所>
<転入前番地>１－１８</転入前番地>
<転入前方書>東西マンションＢ棟２０３号</転入前方書>
<転入前郵便番号>1110007</転入前郵便番号>
<転出先都道府県コード>13</転出先都道府県コード>
<転出先市町村コード>102</転出先市町村コード>
<転出先都道府県名>東京都</転出先都道府県名>
<転出先市町村名>南東市</転出先市町村名>
<転出先住所>北町</転出先住所>
<転出先番地>２－１８</転出先番地>
<転出先方書>東西マンションＣ棟５０４号</転出先方書>
<転出先郵便番号>1120009</転出先郵便番号>
<在留資格期間コード>T030108010</在留資格期間コード>
<在留資格>001</在留資格>
<在留開始年月日>20010808</在留開始年月日>
<在留終了年月日>20111212</在留終了年月日>
<番地区分>1</番地区分>
<番地>3</番地>
<号番号>1</号番号>
<枝番号>8</枝番号>
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<行政区コード>000001</行政区コード>
<方書カナ>トウザイマンションＡトウ１０１ゴウ</方書カナ>
</_14_介護保険_34_住基情報ファイル>

1.35 税情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_35_税情報ファイル>
<地方公共団体コード>131016</地方公共団体コード>
<税情報市町村コード>101</税情報市町村コード>
<賦課年度>2010</賦課年度>
<識別番号>000000050000001</識別番号>
<個人区分>1</個人区分>
<納税者台帳番号>0000001000001987</納税者台帳番号>
<更正年月日>20110706</更正年月日>
<更正事由>2</更正事由>
<課税非課税区分>1</課税非課税区分>
<非課税区分>00</非課税区分>
<申告区分>1</申告区分>
<市町村民税額>180000</市町村民税額>
<市町村民税均等割額>20000</市町村民税均等割額>
<市町村民税所得割額>20000</市町村民税所得割額>
<総合営業所得額>350000</総合営業所得額>
<総合農業所得額>1200000</総合農業所得額>
<総合その他事業所得額>1500000</総合その他事業所得額>
<総合不動産所得額>300000</総合不動産所得額>
<総合利子所得額>25000</総合利子所得額>
<総合株式配当所得額>50000</総合株式配当所得額>
<総合その他配当所得額>10000</総合その他配当所得額>
<総合給与所得額>2000000</総合給与所得額>
<総合年金所得額>500000</総合年金所得額>
<総合雑所得額>100000</総合雑所得額>
<総合譲渡一時所得額>10000</総合譲渡一時所得額>
<総合所得額>3500000</総合所得額>
<分離土地事業所得額>200000</分離土地事業所得額>
<分離土地事業超短期所得額>100000</分離土地事業超短期所得額>
<分離短期譲渡一般控除後所得額>28000</分離短期譲渡一般控除後所得額>
<分離短期譲渡一般控除額>16000</分離短期譲渡一般控除額>
<分離短期譲渡軽減控除後所得額>12000</分離短期譲渡軽減控除後所得額>
<分離短期譲渡軽減控除額>11000</分離短期譲渡軽減控除額>
<分離長期譲渡一般控除後所得額>8000</分離長期譲渡一般控除後所得額>
<分離長期譲渡一般控除額>4000</分離長期譲渡一般控除額>
<分離長期譲渡特定控除後所得額>7000</分離長期譲渡特定控除後所得額>
<分離長期譲渡特定控除額>6000</分離長期譲渡特定控除額>
<分離長期譲渡軽減控除後所得額>80000</分離長期譲渡軽減控除後所得額>
<分離長期譲渡軽減控除額>3000</分離長期譲渡軽減控除額>
<分離長期譲渡軽課控除後所得額>120000</分離長期譲渡軽課控除後所得額>
<分離長期譲渡軽課控除額>9000</分離長期譲渡軽課控除額>
<分離株式譲渡所得額>100000</分離株式譲渡所得額>
<分離山林所得額>40000</分離山林所得額>
<分離退職所得額>50000</分離退職所得額>
<分離特別控除額>6000</分離特別控除額>
<繰越損失金額>3000</繰越損失金額>
<合計所得額>4200000</合計所得額>
<課税年金収入額>200000</課税年金収入額>
<激変緩和措置フラグ>1</激変緩和措置フラグ>
<その他の合計所得金額>200000</その他の合計所得金額>
<年金所得額>30000</年金所得額>
<課税所得_調整控除含む>13000</課税所得_調整控除含む>
<課税所得_調整控除含む状況コード>1</課税所得_調整控除含む状況コード>
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<課税所得_調整控除含まない>12500</課税所得_調整控除含まない>
<扶養親族人数_16 歳未満>01</扶養親族人数_16 歳未満>
<扶養親族人数_16 歳以上 19 歳未満>02</扶養親族人数_16 歳以上 19 歳未満>
<扶養親族人数確定フラグ_16 歳以上 19 歳未満>1</扶養親族人数確定フラグ_16 歳以上 19 歳未満>
<一般の控除対象扶養親族人数>03</一般の控除対象扶養親族人数>
<分離短期一般特別控除額>1000000</分離短期一般特別控除額>
<分離短期軽減特別控除額>2000000</分離短期軽減特別控除額>
<分離長期一般特別控除額>30000</分離長期一般特別控除額>
<分離長期特定特別控除額>40000</分離長期特定特別控除額>
<分離長期軽課特別控除額>5000000</分離長期軽課特別控除額>
</_14_介護保険_35_税情報ファイル>

1.36 国民健康保険ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_36_国民健康保険ファイル>
<国保保険者番号>67131018</国保保険者番号>
<履歴通番>10005</履歴通番>
<国保被保険者証番号>1812345678</国保被保険者証番号>
<国保個人番号>5000000123</国保個人番号>
<都道府県コード>13</都道府県コード>
<市町村コード>101</市町村コード>
<個人区分>1</個人区分>
<識別番号>000000050000001</識別番号>
<国保世帯加入日>20001220</国保世帯加入日>
<国保世帯離脱日>20090526</国保世帯離脱日>
<国保退職該当日>20001220</国保退職該当日>
<国保退職非該当日>20040401</国保退職非該当日>
<氏名カナ>トウザイ タロウ</氏名カナ>
<生年月日>19271027</生年月日>
<性別>1</性別>
<住所>東京都南北市北北西町１－２０</住所>
<住所方書>東西マンションＡ棟１０１号</住所方書>
</_14_介護保険_36_国民健康保険ファイル>

1.37 後期高齢者ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_37_後期高齢者ファイル>
<個人区分>1</個人区分>
<履歴通番>10005</履歴通番>
<識別番号>000000050000001</識別番号>
<後期高齢者保険者番号>12345678</後期高齢者保険者番号>
<被保険者番号>12345678</被保険者番号>
<被保険者資格取得事由>001</被保険者資格取得事由>
<被保険者資格取得年月日>20090401</被保険者資格取得年月日>
<被保険者資格喪失事由>202</被保険者資格喪失事由>
<被保険者資格喪失年月日>20111225</被保険者資格喪失年月日>
<保険者番号適用開始年月日>20100701</保険者番号適用開始年月日>
<保険者番号適用終了年月日>20100930</保険者番号適用終了年月日>
<氏名カナ>トウザイ タロウ</氏名カナ>
<生年月日>19271027</生年月日>
<性別>1</性別>
<現都道府県名>東京都</現都道府県名>
<現市区町村名>南北市</現市区町村名>
<現住所>北北西町１－２０東西マンションＡ棟１０１号</現住所>
<作成年月日>20111225</作成年月日>
<作成時刻>104500</作成時刻>
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</_14_介護保険_37_後期高齢者ファイル>

1.38 二次予防事業対象者ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_38_二次予防事業対象者ファイル>
<交換情報識別番号>0010</交換情報識別番号>
<データ作成年月日>20121017</データ作成年月日>
<事業所番号>1384235601</事業所番号>
<証記載被保険者番号>128375</証記載被保険者番号>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<基本チェックリスト回答年月日>20121001</基本チェックリスト回答年月日>
<削除区分>0</削除区分>
<氏名カナ>トウザイ タロウ</氏名カナ>
<生年月日>19271027</生年月日>
<性別>1</性別>
<判定年月日>20121012</判定年月日>
<二次予防事業対象者区分コード>2</二次予防事業対象者区分コード>
<拡張 1>9</拡張 1>
<有効期限開始年月日>20121101</有効期限開始年月日>
<有効期限終了年月日>00000000</有効期限終了年月日>
<基本チェックリスト回答 1>1</基本チェックリスト回答 1>
<基本チェックリスト回答 2>1</基本チェックリスト回答 2>
<基本チェックリスト回答 3>1</基本チェックリスト回答 3>
<基本チェックリスト回答 4>1</基本チェックリスト回答 4>
<基本チェックリスト回答 5>1</基本チェックリスト回答 5>
<基本チェックリスト回答 6>1</基本チェックリスト回答 6>
<基本チェックリスト回答 7>1</基本チェックリスト回答 7>
<基本チェックリスト回答 8>1</基本チェックリスト回答 8>
<基本チェックリスト回答 9>1</基本チェックリスト回答 9>
<基本チェックリスト回答 10>1</基本チェックリスト回答 10>
<基本チェックリスト回答 11>1</基本チェックリスト回答 11>
<基本チェックリスト回答 12>1</基本チェックリスト回答 12>
<身長>01628</身長>
<体重>00521</体重>
<BMI>0198</BMI>
<基本チェックリスト回答 13>1</基本チェックリスト回答 13>
<基本チェックリスト回答 14>1</基本チェックリスト回答 14>
<基本チェックリスト回答 15>1</基本チェックリスト回答 15>
<基本チェックリスト回答 16>1</基本チェックリスト回答 16>
<基本チェックリスト回答 17>1</基本チェックリスト回答 17>
<基本チェックリスト回答 18>1</基本チェックリスト回答 18>
<基本チェックリスト回答 19>1</基本チェックリスト回答 19>
<基本チェックリスト回答 20>1</基本チェックリスト回答 20>
<基本チェックリスト回答 21>1</基本チェックリスト回答 21>
<基本チェックリスト回答 22>1</基本チェックリスト回答 22>
<基本チェックリスト回答 23>1</基本チェックリスト回答 23>
<基本チェックリスト回答 24>1</基本チェックリスト回答 24>
<基本チェックリスト回答 25>1</基本チェックリスト回答 25>
</_14_介護保険_38_二次予防事業対象者ファイル>

1.39 事業対象者ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_39_事業対象者ファイル>
<交換情報識別番号>0011</交換情報識別番号>
<データ作成年月日>20150501</データ作成年月日>
<事業所番号>1384235601</事業所番号>
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<証記載被保険者番号>128375</証記載被保険者番号>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<基本チェックリスト実施年月日>20150401</基本チェックリスト実施年月日>
<削除区分>0</削除区分>
<氏名カナ>トウザイ タロウ</氏名カナ>
<生年月日>19271027</生年月日>
<性別>1</性別>
<事業対象者区分コード>2</事業対象者区分コード>
<有効期限開始年月日>20150401</有効期限開始年月日>
<有効期限終了年月日>00000000</有効期限終了年月日>
<基本チェックリスト回答 1>1</基本チェックリスト回答 1>
<基本チェックリスト回答 2>1</基本チェックリスト回答 2>
<基本チェックリスト回答 3>1</基本チェックリスト回答 3>
<基本チェックリスト回答 4>1</基本チェックリスト回答 4>
<基本チェックリスト回答 5>1</基本チェックリスト回答 5>
<基本チェックリスト回答 6>1</基本チェックリスト回答 6>
<基本チェックリスト回答 7>1</基本チェックリスト回答 7>
<基本チェックリスト回答 8>1</基本チェックリスト回答 8>
<基本チェックリスト回答 9>1</基本チェックリスト回答 9>
<基本チェックリスト回答 10>1</基本チェックリスト回答 10>
<基本チェックリスト回答 11>1</基本チェックリスト回答 11>
<基本チェックリスト回答 12>1</基本チェックリスト回答 12>
<身長>01628</身長>
<体重>00521</体重>
<BMI>0198</BMI>
<基本チェックリスト回答 13>1</基本チェックリスト回答 13>
<基本チェックリスト回答 14>1</基本チェックリスト回答 14>
<基本チェックリスト回答 15>1</基本チェックリスト回答 15>
<基本チェックリスト回答 16>1</基本チェックリスト回答 16>
<基本チェックリスト回答 17>1</基本チェックリスト回答 17>
<基本チェックリスト回答 18>1</基本チェックリスト回答 18>
<基本チェックリスト回答 19>1</基本チェックリスト回答 19>
<基本チェックリスト回答 20>1</基本チェックリスト回答 20>
<基本チェックリスト回答 21>1</基本チェックリスト回答 21>
<基本チェックリスト回答 22>1</基本チェックリスト回答 22>
<基本チェックリスト回答 23>1</基本チェックリスト回答 23>
<基本チェックリスト回答 24>1</基本チェックリスト回答 24>
<基本チェックリスト回答 25>1</基本チェックリスト回答 25>
<介護予防ケアマネジメント届出年月日>20150401</介護予防ケアマネジメント届出年月日>
<介護予防ケアマネジメント有効期間開始年月日>20150401</介護予防ケアマネジメント有効期間開始年月日>
<介護予防ケアマネジメント有効期間終了年月日>00000000</介護予防ケアマネジメント有効期間終了年月日>
</_14_介護保険_39_事業対象者ファイル>

1.40 負担割合情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_40_負担割合情報ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<負担割合年度>2015</負担割合年度>
<管理通番>10005</管理通番>
<履歴通番>10001</履歴通番>
<判定基準年月日>20150801</判定基準年月日>
<負担割合証交付年月日>20150801</負担割合証交付年月日>
<負担割合>1</負担割合>
<負担割合開始年月日>20150801</負担割合開始年月日>
<負担割合終了年月日>20160731</負担割合終了年月日>
<負担割合判定区分>1</負担割合判定区分>
</_14_介護保険_40_負担割合情報ファイル>
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1.41 負担割合根拠情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_41_負担割合根拠情報ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<負担割合年度>2015</負担割合年度>
<管理通番>10005</管理通番>
<履歴通番>10001</履歴通番>
<世帯被保険者番号>0000000125</世帯被保険者番号>
<異動年月日>20150901</異動年月日>
<合計所得金額>500000</合計所得金額>
<課税年金収入額>800000</課税年金収入額>
<その他合計所得金額>10000</その他合計所得金額>
</_14_介護保険_41_負担割合根拠情報ファイル>

1.42 高額介護相当事業支給実績ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_42_高額介護相当事業支給実績ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<支給対象年月>201106</支給対象年月>
<支給申請者区分>1</支給申請者区分>
<申請者氏名漢字>東西 花子</申請者氏名漢字>
<申請者郵便番号>1100005</申請者郵便番号>
<申請者都道府県名_漢字>東京都</申請者都道府県名_漢字>
<申請者市町村名_漢字>南北市</申請者市町村名_漢字>
<申請者住所_漢字>北北東町</申請者住所_漢字>
<申請者番地_漢字>１－１８</申請者番地_漢字>
<申請者方書_漢字>東西マンションＢ棟１０３号</申請者方書_漢字>
<申請者電話番号>03-1234-5678</申請者電話番号>
<世帯合算区分>1</世帯合算区分>
<所得区分>1</所得区分>
<保険者負担額>88000</保険者負担額>
<介護自己負担額>35000</介護自己負担額>
<高額介護相当事業自己負担額>35000</高額介護相当事業自己負担額>
<支払方法区分>2</支払方法区分>
<申請受理年月日>20110701</申請受理年月日>
<支給決定年月日>20110701</支給決定年月日>
<支給決定額>20000</支給決定額>
<支給不支給区分>10</支給不支給区分>
<不支給事由>0102</不支給事由>
<支給額>20000</支給額>
<支給年月日>20110701</支給年月日>
<支払場所コード>0001</支払場所コード>
<支払期間コード>0001</支払期間コード>
<自己負担上限額>15000</自己負担上限額>
<利用者負担段階>2</利用者負担段階>
<振込予定年月日>20110715</振込予定年月日>
<受領委任事業者都道府県コード>13</受領委任事業者都道府県コード>
<受領委任事業者番号>84235601</受領委任事業者番号>
</_14_介護保険_42_高額介護相当事業支給実績ファイル>

1.43 収入情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_43_収入情報ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
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<適用年度>2015</適用年度>
<登録年月日>20150801</登録年月日>
<申請受理年月日>20150801</申請受理年月日>
<適用支給対象開始年月>201508</適用支給対象開始年月>
<適用支給対象終了年月>201607</適用支給対象終了年月>
<公的年金収入額>500000</公的年金収入額>
<給与収入額>5000000</給与収入額>
<その他収入額>300000</その他収入額>
<合計収入額>5800000</合計収入額>
<申請者関係コード>001</申請者関係コード>
<申請者氏名_漢字>東西 花子</申請者氏名_漢字>
<申請者郵便番号>1100005</申請者郵便番号>
<申請者都道府県名_漢字>東京都</申請者都道府県名_漢字>
<申請者市町村名_漢字>南北市</申請者市町村名_漢字>
<申請者住所_漢字>北北東町</申請者住所_漢字>
<申請者番地_漢字>１－１８</申請者番地_漢字>
<申請者方書_漢字>東西マンションＢ棟１０３号</申請者方書_漢字>
<申請者電話番号>03-1234-5678</申請者電話番号>
<利用者負担段階区分>4</利用者負担段階区分>
<通知書発行年月日>20150820</通知書発行年月日>
<適用決定年月日>20150820</適用決定年月日>
<決定通知発行時世帯番号>1234567890123456</決定通知発行時世帯番号>
<申請期限年月日>20150831</申請期限年月日>
</_14_介護保険_43_収入情報ファイル>

1.44 収入申請情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_44_収入申請情報ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<適用年度>2015</適用年度>
<世帯基準年月日>20150801</世帯基準年月日>
<世帯番号>0000000000000001</世帯番号>
<登録年月日>20150801</登録年月日>
<識別番号>000000050000001</識別番号>
<個人区分>1</個人区分>
<続柄>02</続柄>
<生年月日年号>03</生年月日年号>
<生年月日>19271027</生年月日>
<性別>1</性別>
<資格喪失事由>209</資格喪失事由>
<資格喪失年月日>20110820</資格喪失年月日>
<年齢>075</年齢>
<要介護状態区分>25</要介護状態区分>
<事業対象者区分コード>2</事業対象者区分コード>
<世帯被保険者人数>02</世帯被保険者人数>
<税情報有無フラグ>1</税情報有無フラグ>
<税情報更正年月日>20110706</税情報更正年月日>
<税情報課税非課税区分>1</税情報課税非課税区分>
<税情報申告区分>1</税情報申告区分>
<課税所得_調整控除含む>13000</課税所得_調整控除含む>
<課税所得_調整控除含む状況コード>1</課税所得_調整控除含む状況コード>
<課税所得_調整控除含まない>12500</課税所得_調整控除含まない>
<世帯年少扶養人数>02</世帯年少扶養人数>
<課税年金収入額>200000</課税年金収入額>
<その他の合計所得金額>200000</その他の合計所得金額>
<年金収入その他の合計所得金額>400000</年金収入その他の合計所得金額>
<世帯年金収入その他の合計所得金額>800000</世帯年金収入その他の合計所得金額>
<世帯勧奨通知発行年月日>20150801</世帯勧奨通知発行年月日>
<世帯申請書発行年月日>20150801</世帯申請書発行年月日>
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<勧奨通知発行年月日>20150801</勧奨通知発行年月日>
<申請書発行年月日>20150801</申請書発行年月日>
<収入情報登録有無>1</収入情報登録有無>
<収入情報登録年月日>20150810</収入情報登録年月日>
<申請収入額>100000</申請収入額>
</_14_介護保険_44_収入申請情報ファイル>

1.45 非課税年金情報ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_45_非課税年金情報ファイル>
<対象年>2016</対象年>
<基礎年金番号>0150120110</基礎年金番号>
<年金コード>1350</年金コード>
<個人番号>000000050000001</個人番号>
<個人区分コード>1</個人区分コード>
<都道府県コード>13</都道府県コード>
<市町村コード>101</市町村コード>
<年金保険者コード>501</年金保険者コード>
<通知内容コード>93</通知内容コード>
<作成年月日>20150501</作成年月日>
<生年月日>19271027</生年月日>
<性別コード>1</性別コード>
<氏名カナ>トウザイ タロウ</氏名カナ>
<氏名漢字>東西 太郎</氏名漢字>
<郵便番号>1112345</郵便番号>
<住所カナ>トウキョウトナンボクシキタチョウ１－２０</住所カナ>
<住所漢字>東京都南北市北町１－２０</住所漢字>
<訂正表示>0</訂正表示>
<年金受給者各種区分>01</年金受給者各種区分>
<処理結果>00</処理結果>
<非課税年金額>251460</非課税年金額>
<共済年金証書記号番号/>
</_14_介護保険_45_非課税年金情報ファイル>

1.46 年間高額介護支給実績ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_46_年間高額介護支給実績ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<対象年度>2017</対象年度>
<所得区分コード>1</所得区分コード>
<世帯区分>1</世帯区分>
<計算対象期間開始年月日>20170801</計算対象期間開始年月日>
<計算対象期間終了年月日>20180731</計算対象期間終了年月日>
<申請年月日>20181010</申請年月日>
<支給決定年月日>20181020</支給決定年月日>
<支給不支給区分>10</支給不支給区分>
<介護自己負担額>150000</介護自己負担額>
<支給合計額>120000</支給合計額>
<八月分支給額>10000</八月分支給額>
<九月分支給額>10000</九月分支給額>
<十月分支給額>10000</十月分支給額>
<十一月分支給額>10000</十一月分支給額>
<十二月分支給額>10000</十二月分支給額>
<翌一月支給額>10000</翌一月支給額>
<翌二月支給額>10000</翌二月支給額>
<翌三月支給額>10000</翌三月支給額>
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<翌四月支給額>10000</翌四月支給額>
<翌五月支給額>10000</翌五月支給額>
<翌六月支給額>10000</翌六月支給額>
<翌七月支給額>10000</翌七月支給額>
<障害者高額調整金額>20000</障害者高額調整金額>
<不支給事由>0102</不支給事由>
<支払方法区分>2</支払方法区分>
<窓口払場所区分コード>0001</窓口払場所区分コード>
<窓口払期間コード>0001</窓口払期間コード>
<通知書送付年月日>20181021</通知書送付年月日>
<振込予定年月日>20181025</振込予定年月日>
<支給申請者区分>1</支給申請者区分>
<申請者氏名漢字>東西 花子</申請者氏名漢字>
<申請者郵便番号>1100005</申請者郵便番号>
<申請者都道府県名_漢字>東京都</申請者都道府県名_漢字>
<申請者市町村名_漢字>南北市</申請者市町村名_漢字>
<申請者住所_漢字>北北東町</申請者住所_漢字>
<申請者番地_漢字>１－１８</申請者番地_漢字>
<申請者方書_漢字>東西マンションＢ棟１０３号</申請者方書_漢字>
<申請者電話番号>03-1234-5678</申請者電話番号>
<受領委任事業者都道府県コード>13</受領委任事業者都道府県コード>
<受領委任事業者番号>84235601</受領委任事業者番号>
</_14_介護保険_46_年間高額介護支給実績ファイル>

1.47 年間高額介護相当事業支給実績ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_47_年間高額介護相当事業支給実績ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<対象年度>2017</対象年度>
<所得区分コード>1</所得区分コード>
<世帯区分>1</世帯区分>
<計算対象期間開始年月日>20170801</計算対象期間開始年月日>
<計算対象期間終了年月日>20180731</計算対象期間終了年月日>
<申請年月日>20181010</申請年月日>
<支給決定年月日>20181020</支給決定年月日>
<支給不支給区分>10</支給不支給区分>
<総合事業自己負担額>150000</総合事業自己負担額>
<支給合計額>120000</支給合計額>
<八月分支給額>10000</八月分支給額>
<九月分支給額>10000</九月分支給額>
<十月分支給額>10000</十月分支給額>
<十一月分支給額>10000</十一月分支給額>
<十二月分支給額>10000</十二月分支給額>
<翌一月支給額>10000</翌一月支給額>
<翌二月支給額>10000</翌二月支給額>
<翌三月支給額>10000</翌三月支給額>
<翌四月支給額>10000</翌四月支給額>
<翌五月支給額>10000</翌五月支給額>
<翌六月支給額>10000</翌六月支給額>
<翌七月支給額>10000</翌七月支給額>
<不支給事由>0102</不支給事由>
<支払方法区分>2</支払方法区分>
<窓口払場所区分コード>0001</窓口払場所区分コード>
<窓口払期間コード>0001</窓口払期間コード>
<通知書送付年月日>20181021</通知書送付年月日>
<振込予定年月日>20181025</振込予定年月日>
<支給申請者区分>1</支給申請者区分>
<申請者氏名漢字>東西 花子</申請者氏名漢字>
<申請者郵便番号>1100005</申請者郵便番号>
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<申請者都道府県名_漢字>東京都</申請者都道府県名_漢字>
<申請者市町村名_漢字>南北市</申請者市町村名_漢字>
<申請者住所_漢字>北北東町</申請者住所_漢字>
<申請者番地_漢字>１－１８</申請者番地_漢字>
<申請者方書_漢字>東西マンションＢ棟１０３号</申請者方書_漢字>
<申請者電話番号>03-1234-5678</申請者電話番号>
<受領委任事業者都道府県コード>13</受領委任事業者都道府県コード>
<受領委任事業者番号>84235601</受領委任事業者番号>
<介護自己負担合計額>200000</介護自己負担合計額>
<年間高額介護決定世帯負担合計額>300000</年間高額介護決定世帯負担合計額>
</_14_介護保険_47_年間高額介護相当事業支給実績ファイル>

1.48 事業対象者支給限度ファイル
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<_14_介護保険_48_事業対象者支給限度ファイル>
<被保険者番号>0000000035</被保険者番号>
<管理通番>10005</管理通番>
<支給限度拡大措置後支給限度点数>10531</支給限度拡大措置後支給限度点数>
<支給限度拡大措置後市町村上乗せ点数>10</支給限度拡大措置後市町村上乗せ点数>
<支給限度切り分け点数>10</支給限度切り分け点数>
<支給限度管理期間開始年月日>20191001</支給限度管理期間開始年月日>
<支給限度管理期間終了年月日>20200931</支給限度管理期間終了年月日>
</_14_介護保険_48_事業対象者支給限度ファイル>
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