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1. XML 形式サンプル 

1.1 介護事業者サービスファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_1_介護事業者サービスファイル> 

    <介護事業者番号>1122334455</介護事業者番号> 

    <介護サービス種類>11</介護サービス種類> 

    <介護サービス種類名称>訪問介護</介護サービス種類名称> 

    <別名称有無>1</別名称有無> 

    <別名称カナ>ホウモンカイゴサービス</別名称カナ> 

    <別名称>訪問介護サービス</別名称> 

</_18_生活保護_1_介護事業者サービスファイル> 

 

1.2 介護事業者情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_2_介護事業者情報ファイル> 

    <介護事業者番号>1122334455</介護事業者番号> 

    <介護事業者名称カナ>エイビーシーカイゴサービス</介護事業者名称カナ> 

    <介護事業者名称>ＡＢＣ介護サービス</介護事業者名称> 

    <介護事業者略称>ＡＢＣ介護</介護事業者略称> 

    <代表者氏名>山田太郎</代表者氏名> 

    <大字コード>0000000001</大字コード> 

    <番地>0000000001</番地> 

    <枝コード 1>0000000001</枝コード 1> 

    <枝コード 2>0000000002</枝コード 2> 

    <枝コード 3>0000000003</枝コード 3> 

    <枝コード 4>0000000004</枝コード 4> 

    <地方公共団体コード>13101</地方公共団体コード> 

    <全国大字コード>000001</全国大字コード> 

    <郵便番号>1234567</郵便番号> 

    <住所>東京都千代田区霞が関２－１－２</住所> 

    <方書>介護事業者ビル１０１</方書> 

    <電話番号>03-123-4567</電話番号> 

    <FAX番号>03-765-4321</FAX 番号> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <生活保護法指定区分>1</生活保護法指定区分> 

    <指定医療区分>1</指定医療区分> 

    <介護事業者設立情報> 

        <開始年月日>20100401</開始年月日> 

        <変更年月日>20100501</変更年月日> 

        <休止年月日>20100601</休止年月日> 

        <廃止年月日>20100701</廃止年月日> 

        <介護事業者区分>1234</介護事業者区分> 

        <法人等種別コード>1234</法人等種別コード> 

        <受領委任有無>1</受領委任有無> 

        <地域包括支援センター>1</地域包括支援センター> 

        <事業コード>000</事業コード> 

    </介護事業者設立情報> 

    <介護事業者口座情報> 

        <振込先区分>00</振込先区分> 

        <口座管理番号>1122334455</口座管理番号> 

        <一連番号>0</一連番号> 

    </介護事業者口座情報> 

</_18_生活保護_2_介護事業者情報ファイル> 
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1.3 学校情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_3_学校情報ファイル> 

    <学校区分>10</学校区分> 

    <学校区分名称>小学校</学校区分名称> 

    <学校コード>12345</学校コード> 

    <学校名称カナ>エイビーシーニシショウガッコウ</学校名称カナ> 

    <学校名称>ＡＢＣ西小学校</学校名称> 

    <学校略称>ＡＢＣ西小</学校略称> 

    <代表者氏名>山田太郎</代表者氏名> 

    <大字コード>0000000001</大字コード> 

    <番地>0000000001</番地> 

    <枝コード 1>0000000001</枝コード 1> 

    <枝コード 2>0000000002</枝コード 2> 

    <枝コード 3>0000000003</枝コード 3> 

    <枝コード 4>0000000004</枝コード 4> 

    <地方公共団体コード>13101</地方公共団体コード> 

    <全国大字コード>000001</全国大字コード> 

    <郵便番号>1234567</郵便番号> 

    <住所>東京都千代田区霞が関２－１－２</住所> 

    <方書>学校ビル１０１</方書> 

    <電話番号>03-123-4567</電話番号> 

    <FAX番号>03-765-4321</FAX 番号> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <福祉事務所コード>000001</福祉事務所コード> 

    <創立年月日>19900401</創立年月日> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <学校口座情報> 

        <振込先区分>00</振込先区分> 

        <口座管理番号>1012345</口座管理番号> 

        <一連番号>0</一連番号> 

    </学校口座情報> 

</_18_生活保護_3_学校情報ファイル> 

 

1.4 学校給食費情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_4_学校給食費情報ファイル> 

    <学校区分>10</学校区分> 

    <学校区分名称>小学校</学校区分名称> 

    <学校コード>12345</学校コード> 

    <年度>2010</年度> 

    <月>04</月> 

    <小学校給食費> 

        <小学 1年>4000</小学 1年> 

        <小学 2年>4250</小学 2年> 

        <小学 3年>4500</小学 3年> 

        <小学 4年>4750</小学 4年> 

        <小学 5年>5000</小学 5年> 

        <小学 6年>5250</小学 6年> 

    </小学校給食費> 

    <中学校給食費> 

        <中学 1年>5500</中学 1年> 

        <中学 2年>5250</中学 2年> 

        <中学 3年>6000</中学 3年> 
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    </中学校給食費> 

</_18_生活保護_4_学校給食費情報ファイル> 

 

1.5 調査依頼先エリアファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_5_調査依頼先エリアファイル> 

    <調査依頼先区分>0001</調査依頼先区分> 

    <調査依頼先コード>1234</調査依頼先コード> 

    <本支店コード>123</本支店コード> 

    <エリアコード>0000</エリアコード> 

    <エリアコード名称>東京都指定</エリアコード名称> 

</_18_生活保護_5_調査依頼先エリアファイル> 

 

1.6 調査依頼先情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_6_調査依頼先情報ファイル> 

    <調査依頼先区分>0001</調査依頼先区分> 

    <調査依頼先コード>1234</調査依頼先コード> 

    <本支店コード>123</本支店コード> 

    <調査依頼先名称カナ>エイビーシーシンタクギンコウ</調査依頼先名称カナ> 

    <調査依頼先名称>ＡＢＣ信託銀行</調査依頼先名称> 

    <調査依頼先略称>ＡＢＣ信託</調査依頼先略称> 

    <本支店名称カナ>チヨダニシシテン</本支店名称カナ> 

    <本支店名称>千代田西支店</本支店名称> 

    <本支店略称>千代田西</本支店略称> 

    <代表者氏名>山田太郎</代表者氏名> 

    <大字コード>0000000001</大字コード> 

    <番地>0000000001</番地> 

    <枝コード 1>0000000001</枝コード 1> 

    <枝コード 2>0000000002</枝コード 2> 

    <枝コード 3>0000000003</枝コード 3> 

    <枝コード 4>0000000004</枝コード 4> 

    <地方公共団体コード>13101</地方公共団体コード> 

    <全国大字コード>000001</全国大字コード> 

    <郵便番号>1234567</郵便番号> 

    <住所>東京都千代田区霞が関２－１－２</住所> 

    <方書>調査依頼先ビル１０１</方書> 

    <電話番号>03-123-4567</電話番号> 

    <FAX番号>03-765-4321</FAX 番号> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <管轄福祉事務所コード>000001</管轄福祉事務所コード> 

</_18_生活保護_6_調査依頼先情報ファイル> 

 

1.7 他法資格情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_7_他法資格情報ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 
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    <員番号>123</員番号> 

    <他法種別コード>11</他法種別コード> 

    <他法種別名称>健康保険</他法種別名称> 

    <他法種別履歴番号>1</他法種別履歴番号> 

    <有効期間_自>20100401</有効期間_自> 

    <有効期間_至>20110331</有効期間_至> 

    <保険者番号>12345678</保険者番号> 

    <受給者番号>1234567</受給者番号> 

    <公費負担者番号>12345678</公費負担者番号> 

    <社会保険関連情報> 

        <記号>12345</記号> 

        <番号>678910</番号> 

        <社保得失>1</社保得失> 

        <社保得失名称>取得</社保得失名称> 

        <本人家族区分>01</本人家族区分> 

        <本人家族区分名称>本人</本人家族区分名称> 

    </社会保険関連情報> 

    <精神結核_自立支援関連情報> 

        <病院医療機関種別>10</病院医療機関種別> 

        <病院医療機関コード>1234567890</病院医療機関コード> 

        <薬局医療機関種別>20</薬局医療機関種別> 

        <薬局医療機関コード>0987654321</薬局医療機関コード> 

    </精神結核_自立支援関連情報> 

    <介護保険関連情報> 

        <介護保険資格区分>01</介護保険資格区分> 

        <介護保険資格区分名称>１号被保険者</介護保険資格区分名称> 

        <介護被保険者番号>1234567890</介護被保険者番号> 

        <要介護状態区分>12</要介護状態区分> 

        <要介護状態区分名称>要支援１</要介護状態区分名称> 

        <認定有効開始年月日>20100401</認定有効開始年月日> 

        <認定有効廃止年月日>20110331</認定有効廃止年月日> 

    </介護保険関連情報> 

    <その他関連情報> 

        <疾患名コード>0001</疾患名コード> 

        <疾患名称>精神疾患</疾患名称> 

        <発行機関>他法資格発行機関</発行機関> 

    </その他関連情報> 

    <備考> 

        <備考>介護保険を優先する。</備考> 

    </備考> 

</_18_生活保護_7_他法資格情報ファイル> 

 

1.8 ケースファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_8_ケースファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <職員番号>123456789012345</職員番号> 

    <ケースの状態に関する情報> 

        <起案フラグ>0</起案フラグ> 

        <決裁フラグ>0</決裁フラグ> 

        <決裁操作中フラグ>0</決裁操作中フラグ> 

        <保留フラグ>0</保留フラグ> 

        <開始フラグ>1</開始フラグ> 

        <廃止フラグ>0</廃止フラグ> 
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        <一括フラグ>0</一括フラグ> 

        <一時保存フラグ>0</一時保存フラグ> 

        <医単フラグ>0</医単フラグ> 

        <分割フラグ>1</分割フラグ> 

    </ケースの状態に関する情報> 

    <ケースの起案に関する情報> 

        <起案区分>1</起案区分> 

        <最終決定調書番号>19</最終決定調書番号> 

        <連続決定年月日>20110401</連続決定年月日> 

        <一時保存決定年月日>20110422</一時保存決定年月日> 

        <一時保存処理内容>2</一時保存処理内容> 

        <一時保存処理内容名称>変更</一時保存処理内容名称> 

    </ケースの起案に関する情報> 

</_18_生活保護_8_ケースファイル> 

 

1.9 決定個人ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_9_決定個人ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <決定年月日>20110401</決定年月日> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <生保受給開始年月日>20100401</生保受給開始年月日> 

    <続柄>02</続柄> 

    <続柄名称>世帯主</続柄名称> 

    <生保年齢>40</生保年齢> 

    <職業情報> 

        <職業コード>00</職業コード> 

        <職業コード名称>無職</職業コード名称> 

        <職業コード他名称>職なし</職業コード他名称> 

    </職業情報> 

    <学年情報> 

        <学年コード>01</学年コード> 

        <学年コード名称>ショウガクイチネン</学年コード名称> 

        <学年コード他名称>ショウイチ</学年コード他名称> 

    </学年情報> 

    <級地情報> 

        <級地>11</級地> 

        <級地名称>１級地－１</級地名称> 

        <冬季加算区>1</冬季加算区> 

        <冬季加算区名称>Ⅰ区</冬季加算区名称> 

    </級地情報> 

    <別居区分入院付添情報> 

        <別居区分>0</別居区分> 

        <別居区分名称>無</別居区分名称> 

        <入院付添コード>1</入院付添コード> 

        <入院付添コード名称>有</入院付添コード名称> 

        <給食寝具負担額>10000</給食寝具負担額> 

    </別居区分入院付添情報> 

    <国籍情報> 

        <国籍>392</国籍> 

        <国籍名称>日本国</国籍名称> 

    </国籍情報> 
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    <医療保険情報> 

        <保護開始前の医療保険>01</保護開始前の医療保険> 

        <保護開始前の医療保険名称>国民健康保険</保護開始前の医療保険名称> 

    </医療保険情報> 

    <住宅情報> 

        <住宅種別>001</住宅種別> 

        <住宅種別名称>借家</住宅種別名称> 

        <住宅実費額>70000</住宅実費額> 

        <住宅認定額>60000</住宅認定額> 

        <住宅費別送区分>00</住宅費別送区分> 

        <住宅費別送区分名称>居宅</住宅費別送区分名称> 

        <民間住宅種別>10</民間住宅種別> 

        <民間住宅コード>1234</民間住宅コード> 

        <住宅管理番号>12345678901234567890</住宅管理番号> 

        <住宅風呂>1</住宅風呂> 

        <住宅風呂名称>有</住宅風呂名称> 

        <共益費別送区分>10</共益費別送区分> 

        <共益費代理納付額>5000</共益費代理納付額> 

    </住宅情報> 

    <加算額合計金額> 

        <加算額合計>12000</加算額合計> 

    </加算額合計金額> 

    <介護保険加算情報> 

        <介護保険資格区分>01</介護保険資格区分> 

        <徴収区分>1</徴収区分> 

        <徴収区分名称>普通徴収</徴収区分名称> 

        <特定疾病>01</特定疾病> 

        <特定疾病名称>筋萎縮性側索硬化症</特定疾病名称> 

        <特定疾病他名称>脳脊髄液減少症</特定疾病他名称> 

        <保険者番号>12345678</保険者番号> 

        <被保険者番号>1234567890</被保険者番号> 

        <保険料額>2700</保険料額> 

        <保険料別送区分>00</保険料別送区分> 

        <保険料別送区分名称>居宅</保険料別送区分名称> 

        <介護費>6000</介護費> 

    </介護保険加算情報> 

    <異動情報> 

        <異動コード>01</異動コード> 

        <異動コード名称>入院</異動コード名称> 

        <備考>精神疾患により入院</備考> 

    </異動情報> 

    <学校情報> 

        <学校種別>12</学校種別> 

        <学校コード>12345</学校コード> 

        <学校基準額>5000</学校基準額> 

        <学校給食費>4000</学校給食費> 

        <学校通学費>5000</学校通学費> 

        <学校給食費別送区分>00</学校給食費別送区分> 

        <学校給食費別送名称>居宅</学校給食費別送名称> 

        <高校基本額>5300</高校基本額> 

        <高校学級費>3000</高校学級費> 

        <高校授業料>100000</高校授業料> 

    </学校情報> 

    <入院情報> 

        <医療機関種別>10</医療機関種別> 

        <医療機関コード>1234567890</医療機関コード> 

        <日用品費区分>1</日用品費区分> 

        <日用品費区分名称>１００％</日用品費区分名称> 

        <日用品費額>23150</日用品費額> 

        <日用品費冬季加算額>3600</日用品費冬季加算額> 

        <病院給食費区分>1</病院給食費区分> 
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        <病院給食費区分名称>有</病院給食費区分名称> 

        <病院給食費>3000</病院給食費> 

        <日用品費別送区分>00</日用品費別送区分> 

        <日用品費別送区分名称>居宅</日用品費別送区分名称> 

        <病類区分>01</病類区分> 

        <病類区分名称>一般</病類区分名称> 

    </入院情報> 

    <施設情報> 

        <施設種別>101</施設種別> 

        <施設コード>12345678</施設コード> 

        <入所年月日>20100401</入所年月日> 

        <施設基準区分>11</施設基準区分> 

        <施設基準区分名称>救護</施設基準区分名称> 

        <施設基準額>57820</施設基準額> 

        <施設冬季加算額>8720</施設冬季加算額> 

        <施設給食費>3000</施設給食費> 

        <施設費別送区分>00</施設費別送区分> 

        <施設費別送区分名称>居宅</施設費別送区分名称> 

        <施設事務費区分>1</施設事務費区分> 

        <施設事務費区分名称>有</施設事務費区分名称> 

        <施設事務費>10000</施設事務費> 

    </施設情報> 

    <期末一時情報> 

        <期末一時区分>1</期末一時区分> 

        <期末一時区分名称>有</期末一時区分名称> 

    </期末一時情報> 

    <居宅生活費情報> 

        <第 1類額>29590</第 1類額> 

        <別居第 2類額>33660</別居第 2類額> 

        <別居冬季加算額>18870</別居冬季加算額> 

        <期末一時額>10990</期末一時額> 

        <居宅生活費計>63250</居宅生活費計> 

    </居宅生活費情報> 

    <就労収入情報> 

        <就労収入コード>001</就労収入コード> 

        <就労収入コード名称>月額</就労収入コード名称> 

        <収入額>30000</収入額> 

        <不安定収入額>5000</不安定収入額> 

        <不安定控除額>1000</不安定控除額> 

        <基礎控除区分>1</基礎控除区分> 

        <基礎控除区分名称>１人目</基礎控除区分名称> 

        <基礎控除額>11780</基礎控除額> 

        <新規就労控除区分>1</新規就労控除区分> 

        <新規就労控除区分名称>有</新規就労控除区分名称> 

        <新規就労控除額>10400</新規就労控除額> 

        <新規就労控除期限>201202</新規就労控除期限> 

        <未成年者控除区分>1</未成年者控除区分> 

        <未成年者控除区分名称>有</未成年者控除区分名称> 

        <未成年者控除額>11600</未成年者控除額> 

        <必要経費>0</必要経費> 

        <必要経費_税金>0</必要経費_税金> 

        <必要経費_社会保険料>0</必要経費_社会保険料> 

        <必要経費_交通費>0</必要経費_交通費> 

        <必要経費_その他>0</必要経費_その他> 

        <特別控除額>0</特別控除額> 

        <特別控除期限>0</特別控除期限> 

        <控除額計>33780</控除額計> 

    </就労収入情報> 

    <就労外収入情報> 

        <就労外収入計>20000</就労外収入計> 

    </就労外収入情報> 
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    <賞与情報> 

        <賞与額>5000</賞与額> 

        <賞与必要経費>0</賞与必要経費> 

        <賞与必要経費_税金>0</賞与必要経費_税金> 

        <賞与必要経費_社保料>0</賞与必要経費_社保料> 

        <賞与必要経費_その他>0</賞与必要経費_その他> 

        <賞与特別控除額>3000</賞与特別控除額> 

        <賞与特別控除認定月>4</賞与特別控除認定月> 

        <賞与分割回数>1</賞与分割回数> 

        <賞与認定期限>201105</賞与認定期限> 

        <賞与認定額>2000</賞与認定額> 

        <廃止区分>0</廃止区分> 

        <最低生活費計>63250</最低生活費計> 

        <収入充当額計>20000</収入充当額計> 

        <収入日割する計>0</収入日割する計> 

        <収入日割なし計>20000</収入日割なし計> 

    </賞与情報> 

    <居宅以外への定例支給額> 

        <定例_外_居宅>5000</定例_外_居宅> 

        <定例_外_日用品費>5000</定例_外_日用品費> 

        <定例_外_宿提施設>5000</定例_外_宿提施設> 

        <定例_外_介護施設>5000</定例_外_介護施設> 

        <定例_外_他施設>5000</定例_外_他施設> 

        <定例_外_日常生活>5000</定例_外_日常生活> 

        <定例_外_保険料>5000</定例_外_保険料> 

        <定例_外_保険料代理>5000</定例_外_保険料代理> 

        <定例_外_共益代理>5000</定例_外_共益代理> 

        <定例_外_ひとり親>5000</定例_外_ひとり親> 

        <定例_外_住宅>5000</定例_外_住宅> 

        <定例_外_住宅代理>5000</定例_外_住宅代理> 

        <定例_外_教育基準>5000</定例_外_教育基準> 

        <定例_外_教育給食>5000</定例_外_教育給食> 

        <定例_外_教育通学>5000</定例_外_教育通学> 

        <定例_外_高校基本>5000</定例_外_高校基本> 

        <定例_外_高校学級>5000</定例_外_高校学級> 

        <定例_外_高校授業>5000</定例_外_高校授業> 

        <定例_外_期末一時>5000</定例_外_期末一時> 

        <定例_外_救護費>5000</定例_外_救護費> 

        <定例_外_更生費>5000</定例_外_更生費> 

        <定例_外_救護事務費>5000</定例_外_救護事務費> 

        <定例_外_更生事務費>5000</定例_外_更生事務費> 

        <定例_外_施設保険料>5000</定例_外_施設保険料> 

        <定例_外_施設日品>5000</定例_外_施設日品> 

        <定例_外_施設期末>5000</定例_外_施設期末> 

        <定例_外_合計>80000</定例_外_合計> 

    </居宅以外への定例支給額> 

    <状況_雇用形態> 

        <入院入所状況>4</入院入所状況> 

        <障害傷病状況>4</障害傷病状況> 

        <開始後初就労開始>201004</開始後初就労開始> 

        <雇用形態>2</雇用形態> 

        <職業分類>01</職業分類> 

        <就労開始年月>201004</就労開始年月> 

        <就労日数>30</就労日数> 

    </状況_雇用形態> 

</_18_生活保護_9_決定個人ファイル> 

 

1.10 決定個人一時ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
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<_18_生活保護_10_決定個人一時ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <決定年月日>20100401</決定年月日> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <一時扶助情報> 

        <連番 2桁>12</連番 2桁> 

        <経理科目コード>000101</経理科目コード> 

        <経理科目コード名称>生活・居宅基準額</経理科目コード名称> 

        <金現区分>1</金現区分> 

        <金現区分名称>金銭給付</金現区分名称> 

        <支給額>4000</支給額> 

        <件数>5</件数> 

        <月分>4</月分> 

        <認定期限>201003</認定期限> 

    </一時扶助情報> 

    <一時扶助の支払先情報> 

        <支払先別送区分>00</支払先別送区分> 

        <支払先別送区分名称>居宅</支払先別送区分名称> 

        <医療機関種別>10</医療機関種別> 

        <医療機関コード>1234567890</医療機関コード> 

        <業者種別>10</業者種別> 

        <業者コード>1234</業者コード> 

        <施設種別>101</施設種別> 

        <施設コード>12345678</施設コード> 

        <支払種別>10</支払種別> 

        <支払種別名称>定例</支払種別名称> 

    </一時扶助の支払先情報> 

    <一時扶助の訂正情報> 

        <訂正用既認定額>10000</訂正用既認定額> 

        <訂正用認定額>12000</訂正用認定額> 

        <訂正用差額>2000</訂正用差額> 

    </一時扶助の訂正情報> 

</_18_生活保護_10_決定個人一時ファイル> 

 

1.11 決定個人加算ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_11_決定個人加算ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <決定年月日>20100401</決定年月日> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <加算情報> 

        <加算コード>21</加算コード> 

        <加算コード名称>シンショウイチニコッカイッキュウ</加算コード名称> 

        <人数>01</人数> 

        <加算額>14380</加算額> 

        <母子_経過的加算種別>1</母子_経過的加算種別> 

        <母子_経過的加算名称>経過的加算 （１）</母子_経過的加算名称> 
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        <母子_対象世帯員数>3</母子_対象世帯員数> 

        <母子_対象者年齢>10</母子_対象者年齢> 

        <母子_経過的加算人数>1</母子_経過的加算人数> 

        <児童_経過的加算人数>2</児童_経過的加算人数> 

        <経過的加算額>1090</経過的加算額> 

        <加算停止区分>1</加算停止区分> 

        <加算停止区分名称>有</加算停止区分名称> 

        <加算採用区分>1</加算採用区分> 

        <加算採用区分名称>有</加算採用区分名称> 

        <加算期限>20103</加算期限> 

    </加算情報> 

</_18_生活保護_11_決定個人加算ファイル> 

 

1.12 決定個人就労外ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_12_決定個人就労外ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <決定年月日>20100401</決定年月日> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <連番 2桁>12</連番 2桁> 

    <就労外収入情報> 

        <コード>0004</コード> 

        <コード名称>国民年金</コード名称> 

        <金額>12000</金額> 

        <控除額>2000</控除額> 

        <認定額>10000</認定額> 

        <認定期限>201003</認定期限> 

        <日割区分>1</日割区分> 

        <日割区分名称>有</日割区分名称> 

    </就労外収入情報> 

</_18_生活保護_12_決定個人就労外ファイル> 

 

1.13 決定個人保険料ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_13_決定個人保険料ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <決定年月日>20100401</決定年月日> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <介護保険料情報> 

        <月>12</月> 

        <保険料額>4000</保険料額> 

    </介護保険料情報> 

</_18_生活保護_13_決定個人保険料ファイル> 
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1.14 決定世帯ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_14_決定世帯ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <決定年月日>20100401</決定年月日> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <起案区分>1</起案区分> 

    <起案区分名称>単独起案</起案区分名称> 

    <処理内容>1</処理内容> 

    <処理内容名称>開始</処理内容名称> 

    <地区コード>1234567890</地区コード> 

    <地区コード名称>ＡＢＣ地区</地区コード名称> 

    <民生委員番号>1234567890</民生委員番号> 

    <世帯主識別番号>123456789012345</世帯主識別番号> 

    <保護開始情報> 

        <生保受給開始年月日>20100401</生保受給開始年月日> 

        <開始理由>11</開始理由> 

        <開始理由名称>世帯主の傷病</開始理由名称> 

        <開始理由他名称>世帯主の怪我、病気</開始理由他名称> 

        <申請職権区分>01</申請職権区分> 

        <申請職権区分名称>申請受理</申請職権区分名称> 

        <遅延理由>01</遅延理由> 

        <遅延理由名称>関係書類の提出が遅延したため</遅延理由名称> 

        <遅延理由他名称>関係書類の準備が遅延したため</遅延理由他名称> 

        <開始種別>1</開始種別> 

        <開始種別名称>新規</開始種別名称> 

        <保護歴>00</保護歴> 

        <保護歴名称>保護歴無し</保護歴名称> 

    </保護開始情報> 

    <保護変更情報> 

        <生保受給変更年月日>20100401</生保受給変更年月日> 

        <変更理由名称>入院したため</変更理由名称> 

    </保護変更情報> 

    <保護停止情報> 

        <生保受給停止年月日>20100331</生保受給停止年月日> 

        <停止理由>01</停止理由> 

        <停止理由名称>生活状況観察のため</停止理由名称> 

        <停止理由他名称>不正受給発見のため</停止理由他名称> 

        <停止期限>20100331</停止期限> 

    </保護停止情報> 

    <保護再開情報> 

        <生保受給再開年月日>20110901</生保受給再開年月日> 

        <再開理由>01</再開理由> 

        <再開理由名称>最低生活維持困難なため</再開理由名称> 

        <再開理由他名称>服役・拘禁解除のため</再開理由他名称> 

    </保護再開情報> 

    <保護廃止情報> 

        <生保受給廃止年月日>20100331</生保受給廃止年月日> 

        <廃止理由>11</廃止理由> 

        <廃止理由名称>世帯主の傷病治癒</廃止理由名称> 

        <廃止理由他名称>世帯主の健康回復</廃止理由他名称> 

    </保護廃止情報> 

    <世帯情報> 

        <世帯類型>1</世帯類型> 
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        <世帯類型名称>高齢者</世帯類型名称> 

        <労働力類型>1</労働力類型> 

        <労働力類型名称>世帯主が働いている世帯：常用勤労者</労働力類型名称> 

        <扶助の種類>1</扶助の種類> 

        <扶助の種類名称>医療扶助のみ</扶助の種類名称> 

        <ケース格付>01</ケース格付> 

        <ケース格付名称>Ａ１</ケース格付名称> 

        <母子世帯別>1</母子世帯別> 

        <母子世帯別名称>生別</母子世帯別名称> 

        <児童世帯別>0</児童世帯別> 

        <児童世帯別名称>児童世帯以外</児童世帯別名称> 

        <世帯分離有無>1</世帯分離有無> 

        <世帯分離有無名称>有</世帯分離有無名称> 

        <世帯分離メモ>子の転居により世帯分離とする</世帯分離メモ> 

    </世帯情報> 

    <費用区分> 

        <費用区分>1</費用区分> 

        <費用区分名称>市費</費用区分名称> 

    </費用区分> 

    <支払方法> 

        <居宅支払方法>01</居宅支払方法> 

        <居宅支払方法名称>口座振込</居宅支払方法名称> 

        <口座管理番号>123456789012345</口座管理番号> 

        <決裁連番号>12345678901234567890</決裁連番号> 

        <決定調書番号>123</決定調書番号> 

    </支払方法> 

    <住宅費> 

        <住宅種別>001</住宅種別> 

        <住宅種別名称>借家</住宅種別名称> 

        <住宅実費額>70000</住宅実費額> 

        <住宅認定額>60000</住宅認定額> 

        <住宅期限>201003</住宅期限> 

        <地代期限>201003</地代期限> 

    </住宅費> 

    <短期入院期限> 

        <短期入院期限>201003</短期入院期限> 

    </短期入院期限> 

    <第 2類に関する情報> 

        <世帯主員番号>123</世帯主員番号> 

        <保護人数>4</保護人数> 

        <第 2類人数>4</第 2類人数> 

        <第 1類プラス第 2類額>45230</第 1類プラス第 2類額> 

        <第 2類額>45230</第 2類額> 

        <冬季加算額>25030</冬季加算額> 

    </第 2類に関する情報> 

    <受けている扶助に関するフラグ> 

        <生活扶助フラグ>1</生活扶助フラグ> 

        <住宅扶助フラグ>1</住宅扶助フラグ> 

        <教育扶助フラグ>1</教育扶助フラグ> 

        <介護扶助フラグ>1</介護扶助フラグ> 

        <医療扶助フラグ>1</医療扶助フラグ> 

        <出産扶助フラグ>1</出産扶助フラグ> 

        <生業扶助フラグ>1</生業扶助フラグ> 

        <葬祭扶助フラグ>1</葬祭扶助フラグ> 

    </受けている扶助に関するフラグ> 

    <最低生活費> 

        <最生_居宅>235090</最生_居宅> 

        <最生_経過的加算>0</最生_経過的加算> 

        <最生_日用品費>0</最生_日用品費> 

        <最生_宿提施設>0</最生_宿提施設> 

        <最生_介護施設>0</最生_介護施設> 
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        <最生_他施設>0</最生_他施設> 

        <最生_日常生活>0</最生_日常生活> 

        <最生_保険料>2700</最生_保険料> 

        <最生_保険料代理>0</最生_保険料代理> 

        <最生_ひとり親>0</最生_ひとり親> 

        <最生_住宅>60000</最生_住宅> 

        <最生_住宅代理>0</最生_住宅代理> 

        <最生_教育基準>14640</最生_教育基準> 

        <最生_教育給食>9300</最生_教育給食> 

        <最生_教育通学>0</最生_教育通学> 

        <最生_高校基本>0</最生_高校基本> 

        <最生_高校学級>0</最生_高校学級> 

        <最生_高校授業>0</最生_高校授業> 

        <最生_期末一時>46520</最生_期末一時> 

        <最生_救護費>0</最生_救護費> 

        <最生_更生費>0</最生_更生費> 

        <最生_救護事務費>0</最生_救護事務費> 

        <最生_更生事務費>0</最生_更生事務費> 

        <最生_施設保険料>0</最生_施設保険料> 

        <最生_施設日用品費>0</最生_施設日用品費> 

        <最生_施設期末一時>0</最生_施設期末一時> 

        <最生_介護費>6000</最生_介護費> 

        <最生_合計>321730</最生_合計> 

    </最低生活費> 

    <収入充当額> 

        <収入充当額計>72550</収入充当額計> 

        <収入日割する計>0</収入日割する計> 

        <収入日割なし計>72550</収入日割なし計> 

    </収入充当額> 

    <定例で支給する額> 

        <定例_居宅>162540</定例_居宅> 

        <定例_日用品費>0</定例_日用品費> 

        <定例_宿提施設>0</定例_宿提施設> 

        <定例_介護施設>0</定例_介護施設> 

        <定例_他施設>0</定例_他施設> 

        <定例_日常生活>0</定例_日常生活> 

        <定例_保険料>2700</定例_保険料> 

        <定例_保険料代理>0</定例_保険料代理> 

        <定例_共益代理>5000</定例_共益代理> 

        <定例_ひとり親>0</定例_ひとり親> 

        <定例_住宅>60000</定例_住宅> 

        <定例_住宅代理>0</定例_住宅代理> 

        <定例_教育基準>14640</定例_教育基準> 

        <定例_教育給食>9300</定例_教育給食> 

        <定例_教育通学>0</定例_教育通学> 

        <定例_高校基本>0</定例_高校基本> 

        <定例_高校学級>0</定例_高校学級> 

        <定例_高校授業>0</定例_高校授業> 

        <定例_期末一時>46520</定例_期末一時> 

        <定例_救護費>0</定例_救護費> 

        <定例_更生費>0</定例_更生費> 

        <定例_救護事務費>0</定例_救護事務費> 

        <定例_更生事務費>0</定例_更生事務費> 

        <定例_施設保険料>0</定例_施設保険料> 

        <定例_施設日用品費>0</定例_施設日用品費> 

        <定例_施設期末一時>0</定例_施設期末一時> 

        <定例_介護費>6000</定例_介護費> 

        <定例_合計>249180</定例_合計> 

    </定例で支給する額> 

    <居宅への定例で支給する額> 

        <定例_居_居宅>162540</定例_居_居宅> 
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        <定例_居_日用品費>0</定例_居_日用品費> 

        <定例_居_宿提施設>0</定例_居_宿提施設> 

        <定例_居_介護施設>0</定例_居_介護施設> 

        <定例_居_他施設>0</定例_居_他施設> 

        <定例_居_日常生活>0</定例_居_日常生活> 

        <定例_居_保険料>2700</定例_居_保険料> 

        <定例_居_ひとり親>0</定例_居_ひとり親> 

        <定例_居_住宅>60000</定例_居_住宅> 

        <定例_居_教育基準>14640</定例_居_教育基準> 

        <定例_居_教育給食>9300</定例_居_教育給食> 

        <定例_居_教育通学>0</定例_居_教育通学> 

        <定例_居_高校基本>0</定例_居_高校基本> 

        <定例_居_高校学級>0</定例_居_高校学級> 

        <定例_居_高校授業>0</定例_居_高校授業> 

        <定例_居_期末一時>0</定例_居_期末一時> 

        <定例_居_合計>249180</定例_居_合計> 

    </居宅への定例で支給する額> 

    <余剰金> 

        <余剰金額>10000</余剰金額> 

        <前回の廃止年月>199504</前回の廃止年月> 

        <扶養数_配偶者>1</扶養数_配偶者> 

        <仕送数_配偶者>1</仕送数_配偶者> 

        <仕送額_配偶者>20000</仕送額_配偶者> 

        <扶養数_父母>2</扶養数_父母> 

        <仕送数_父母>2</仕送数_父母> 

        <仕送額_父母>40000</仕送額_父母> 

        <扶養数_子>1</扶養数_子> 

        <仕送数_子>1</仕送数_子> 

        <仕送額_子>20000</仕送額_子> 

        <扶養数_兄弟姉妹>1</扶養数_兄弟姉妹> 

        <仕送数_兄弟姉妹>1</仕送数_兄弟姉妹> 

        <仕送額_兄弟姉妹>20000</仕送額_兄弟姉妹> 

        <扶養数_その他>1</扶養数_その他> 

        <仕送数_その他>1</仕送数_その他> 

        <仕送額_その他>20000</仕送額_その他> 

        <介護本人支払額員番号>001</介護本人支払額員番号> 

        <介護本人支払額>5000</介護本人支払額> 

        <医療本人支払額員番号>002</医療本人支払額員番号> 

        <医療本人支払額>5000</医療本人支払額> 

    </余剰金> 

    <逓減率> 

        <逓減率>95</逓減率> 

        <逓減率_平成 24年度>95</逓減率_平成 24年度> 

        <逓減率_平成 29年度>88.50</逓減率_平成 29年度> 

        <逓減率_平成 30年度>85.48</逓減率_平成 30年度> 

    </逓減率> 

    <中国世帯情報> 

        <中国世帯区分>1</中国世帯区分> 

        <中国世帯人数>1</中国世帯人数> 

        <中国世帯備考>祖父が中国残留邦人支援給付制度の受給者</中国世帯備考> 

    </中国世帯情報> 

</_18_生活保護_14_決定世帯ファイル> 

 

1.15 決定世帯日割事業者ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_15_決定世帯日割事業者ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 
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    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <余剰金の医療_介護への充当に関する情報> 

        <月区分>1</月区分> 

        <対象対象外区分>1</対象対象外区分> 

        <余剰金額>15000</余剰金額> 

        <介護員番号>001</介護員番号> 

        <介護事業者 1>1122334455</介護事業者 1> 

        <介護負担額 1>10000</介護負担額 1> 

        <介護事業者 2>0</介護事業者 2> 

        <介護負担額 2>0</介護負担額 2> 

        <介護事業者 3>0</介護事業者 3> 

        <介護負担額 3>0</介護負担額 3> 

        <医療員番号>002</医療員番号> 

        <医療負担額>5000</医療負担額> 

    </余剰金の医療_介護への充当に関する情報> 

</_18_生活保護_15_決定世帯日割事業者ファイル> 

 

1.16 決定調整額ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_16_決定調整額ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <決定年月日>20100401</決定年月日> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <調整額に関する情報> 

        <連番 2桁>12</連番 2桁> 

        <経理科目コード>000101</経理科目コード> 

        <経理科目コード名称>生活・居宅基準額</経理科目コード名称> 

        <調整額>2000</調整額> 

        <認定期限>201003</認定期限> 

    </調整額に関する情報> 

</_18_生活保護_16_決定調整額ファイル> 

 

1.17 決定日ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_17_決定日ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <決定状態に関する情報> 

        <決定年月日>20100401</決定年月日> 

        <履歴番号>1</履歴番号> 

        <状態区分>1</状態区分> 

        <状態区分名称>処理済</状態区分名称> 

        <処理内容>1</処理内容> 

        <処理内容名称>開始</処理内容名称> 
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        <決定調書番号>123</決定調書番号> 

    </決定状態に関する情報> 

</_18_生活保護_17_決定日ファイル> 

 

1.18 現業支給ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_18_現業支給ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <現業支給内容> 

        <月区分>3</月区分> 

        <居宅>182540</居宅> 

        <日用品費>0</日用品費> 

        <宿提施設>0</宿提施設> 

        <介護施設>0</介護施設> 

        <他施設>0</他施設> 

        <日常生活>0</日常生活> 

        <保険料>2700</保険料> 

        <保険料代理>0</保険料代理> 

        <ひとり親>0</ひとり親> 

        <住宅>0</住宅> 

        <住宅代理>0</住宅代理> 

        <教育基準>14640</教育基準> 

        <教育給食>9300</教育給食> 

        <教育通学>0</教育通学> 

        <高校基本>0</高校基本> 

        <高校学級>0</高校学級> 

        <高校授業>0</高校授業> 

        <期末一時>0</期末一時> 

        <救護費>0</救護費> 

        <更生費>0</更生費> 

        <救護事務費>0</救護事務費> 

        <更生事務費>0</更生事務費> 

        <施設保険料>0</施設保険料> 

        <施設日用品費>0</施設日用品費> 

        <施設期末一時>0</施設期末一時> 

        <合計>209180</合計> 

    </現業支給内容> 

</_18_生活保護_18_現業支給ファイル> 

 

1.19 申請個人ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_19_申請個人ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <申請内容に関する情報> 
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        <世帯主フラグ>1</世帯主フラグ> 

        <資産申告フラグ>1</資産申告フラグ> 

        <収入申告フラグ>1</収入申告フラグ> 

        <同意書フラグ>1</同意書フラグ> 

        <検診命令フラグ>1</検診命令フラグ> 

        <扶養調査フラグ>1</扶養調査フラグ> 

        <預貯金調査フラグ>1</預貯金調査フラグ> 

        <処理内容>1</処理内容> 

    </申請内容に関する情報> 

</_18_生活保護_19_申請個人ファイル> 

 

1.20 申請世帯ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_20_申請世帯ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <世帯主識別番号>123456789012345</世帯主識別番号> 

    <申請に関する情報> 

        <申請年月日>20100401</申請年月日> 

        <申請職権区分>01</申請職権区分> 

        <申請職権区分名称>申請受理</申請職権区分名称> 

        <申請理由>11</申請理由> 

        <申請理由名称>世帯主の傷病</申請理由名称> 

        <申請理由他名称>世帯主の失踪</申請理由他名称> 

        <申請経路>01</申請経路> 

        <申請経路名称>直接来所</申請経路名称> 

        <申請経路他名称>通行人発見による来所</申請経路他名称> 

        <世帯類型>1</世帯類型> 

        <世帯類型名称>高齢者</世帯類型名称> 

        <転入有無>1</転入有無> 

        <転入有無名称>無</転入有無名称> 

        <不動産土地有無>1</不動産土地有無> 

        <不動産土地有無名称>有</不動産土地有無名称> 

        <不動産家屋有無>1</不動産家屋有無> 

        <不動産家屋有無名称>有</不動産家屋有無名称> 

        <自動車有無>1</自動車有無> 

        <自動車有無名称>有</自動車有無名称> 

        <原付バイク有無>1</原付バイク有無> 

        <原付バイク有無名称>有</原付バイク有無名称> 

        <生命保険有無>1</生命保険有無> 

        <生命保険有無名称>有</生命保険有無名称> 

        <学資保険有無>1</学資保険有無> 

        <学資保険有無名称>有</学資保険有無名称> 

        <申請者氏名カナ>ヤマダ タロウ</申請者氏名カナ> 

        <申請者氏名>山田 太郎</申請者氏名> 

        <申請者郵便番号>1234567</申請者郵便番号> 

        <申請者住所>東京都千代田区霞が関２－１－２</申請者住所> 

        <申請者方書/> 

        <申請者電話番号>03-123-4567</申請者電話番号> 

        <受付職員番号>123456789012345</受付職員番号> 

        <備考>後日、保険証をもってくるとのこと</備考> 

    </申請に関する情報> 

    <申請後の情報> 

        <処理内容>1</処理内容> 

        <処理内容名称>開始</処理内容名称> 
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        <生保受給開始年月日>20100401</生保受給開始年月日> 

        <生保受給却下年月日>0</生保受給却下年月日> 

        <生保受給取下げ年月日>0</生保受給取下げ年月日> 

        <統計計上年月>201004</統計計上年月> 

    </申請後の情報> 

</_18_生活保護_20_申請世帯ファイル> 

 

1.21 扶養義務者ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_21_扶養義務者ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <照会先連番>123</照会先連番> 

    <扶養義務者に関する情報> 

        <被養育者区分>1</被養育者区分> 

        <扶養義務者氏名カナ>ヤマダ タロウ</扶養義務者氏名カナ> 

        <扶養義務者氏名>山田 太郎</扶養義務者氏名> 

        <扶養義務者郵便番号>1234567</扶養義務者郵便番号> 

        <扶養義務者住所>東京都千代田区霞が関２－１－２</扶養義務者住所> 

        <扶養義務者方書>扶養義務者ビル１０１</扶養義務者方書> 

        <扶養者からの続柄>51</扶養者からの続柄> 

        <扶養者からの続柄名称>父</扶養者からの続柄名称> 

        <要被保護者からの続柄>51</要被保護者からの続柄> 

        <要被保護者からの続名>父</要被保護者からの続名> 

        <扶養義務者電話番号>03-123-4567</扶養義務者電話番号> 

        <登録年月日>20100401</登録年月日> 

    </扶養義務者に関する情報> 

    <継続発行の有無に関する情報> 

        <次回照会有無>1</次回照会有無> 

        <次回照会有無名称>有</次回照会有無名称> 

        <処理対象フラグ>1</処理対象フラグ> 

    </継続発行の有無に関する情報> 

</_18_生活保護_21_扶養義務者ファイル> 

 

1.22 扶養義務者調査ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_22_扶養義務者調査ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <扶養義務調査の発行に関する情報> 

        <照会先連番>1</照会先連番> 

        <調査年月日>20100401</調査年月日> 

        <回答期限年月日>20100331</回答期限年月日> 

        <発行年月日>20100401</発行年月日> 

    </扶養義務調査の発行に関する情報> 

    <扶養義務調査の結果に関する情報> 
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        <回答年月日>20100331</回答年月日> 

    </扶養義務調査の結果に関する情報> 

    <職業に関する情報> 

        <職業コード>06</職業コード> 

        <職業コード名称>自営</職業コード名称> 

    </職業に関する情報> 

    <学年に関する情報> 

        <学年コード>01</学年コード> 

        <学年コード名称>ショウガクイチネン</学年コード名称> 

    </学年に関する情報> 

    <支援に関する情報> 

        <精神的支援可否>1</精神的支援可否> 

        <精神的支援可否名称>可</精神的支援可否名称> 

        <精神的支援開始時期>201005</精神的支援開始時期> 

        <精神的支援内容>定期的に相談に乗る</精神的支援内容> 

        <精神的支援緊急連絡先>03-123-4567</精神的支援緊急連絡先> 

        <金銭的支援可否>1</金銭的支援可否> 

        <金銭的支援可否名称>可</金銭的支援可否名称> 

        <金銭的支援可否理由>金銭的に支援の余裕があるため</金銭的支援可否理由> 

        <金銭的支援開始時期>201005</金銭的支援開始時期> 

        <金銭的支援援助金額>50000</金銭的支援援助金額> 

        <金銭的支援内容>毎月、１００００円を銀行振り込みしている。</金銭的支援内容> 

    </支援に関する情報> 

    <資産に関する情報> 

        <資産状況有無>1</資産状況有無> 

        <資産状況有無名称>有</資産状況有無名称> 

        <資産状況家屋延面積>１００００</資産状況家屋延面積> 

        <資産状況宅地延面積>１００００</資産状況宅地延面積> 

        <資産状況田畑延面積>１００００</資産状況田畑延面積> 

        <資産状況山林延面積>１００００</資産状況山林延面積> 

    </資産に関する情報> 

    <負債に関する情報> 

        <負債状況有無>1</負債状況有無> 

        <負債状況有無名称>有</負債状況有無名称> 

        <住宅ローン返済額>80000</住宅ローン返済額> 

        <住宅ローン返済予定>203001</住宅ローン返済予定> 

        <負債状況その他>その他負債なし</負債状況その他> 

    </負債に関する情報> 

    <保険に関する情報> 

        <健保加入コード>01</健保加入コード> 

        <健保加入コード名称>国民健康保険</健保加入コード名称> 

        <健保加入コード他名称>未加入</健保加入コード他名称> 

    </保険に関する情報> 

    <扶養義務者としての認定情報> 

        <被扶養者認定コード>000001</被扶養者認定コード> 

        <被扶養者認定名称>認定されている。</被扶養者認定名称> 

        <被扶養者認定他名称>認定手続き中</被扶養者認定他名称> 

    </扶養義務者としての認定情報> 

    <回答登録年月日次回照会有無> 

        <回答登録年月日>20100401</回答登録年月日> 

        <次回照会有無>1</次回照会有無> 

    </回答登録年月日次回照会有無> 

    <備考> 

        <備考>継続的に十分な援助を期待できる。</備考> 

    </備考> 

</_18_生活保護_22_扶養義務者調査ファイル> 

 

1.23 面接ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
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<_18_生活保護_23_面接ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <面接識別番号>123456789012345</面接識別番号> 

    <面接番号>1234567890</面接番号> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <面接の日時に関する情報> 

        <面接年月日>20100401</面接年月日> 

        <面接時刻>00008</面接時刻> 

        <面接時刻名称>８時</面接時刻名称> 

    </面接の日時に関する情報> 

    <面接者情報> 

        <面接関係コード>00001</面接関係コード> 

        <面接関係名称>本人</面接関係名称> 

        <面接関係他名称>友人</面接関係他名称> 

        <面接者氏名カナ>ヤマダ タロウ</面接者氏名カナ> 

        <面接者氏名>山田 太郎</面接者氏名> 

        <面接者郵便番号>1234567</面接者郵便番号> 

        <面接者住所>東京都千代田区霞が関２－１－２</面接者住所> 

        <面接者方書>面接対象者ビル１０１</面接者方書> 

        <面接者電話番号>03-123-4567</面接者電話番号> 

        <面接内容>01</面接内容> 

        <面接内容名称>世帯主の傷病</面接内容名称> 

        <面接内容他名称>世帯主の失踪</面接内容他名称> 

    </面接者情報> 

    <面接結果> 

        <面接結果>01</面接結果> 

        <面接結果名称>申請受理</面接結果名称> 

        <面接職員番号>123456789012345</面接職員番号> 

        <申請意思有無>1</申請意思有無> 

        <申請意思有無名称>有</申請意思有無名称> 

        <特記事項>一人で自活するのは困難である。</特記事項> 

    </面接結果> 

</_18_生活保護_23_面接ファイル> 

 

1.24 医療本人支払額累積ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_24_医療本人支払額累積ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <決定年月日>20100401</決定年月日> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <医療本人支払額>4000</医療本人支払額> 

</_18_生活保護_24_医療本人支払額累積ファイル> 

 

1.25 開廃累積ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_25_開廃累積ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 
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    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <決定年月日>20100401</決定年月日> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <処理内容>1</処理内容> 

    <処理内容名称>開始</処理内容名称> 

</_18_生活保護_25_開廃累積ファイル> 

 

1.26 経理状況ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_26_経理状況ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <経理科目コード>000101</経理科目コード> 

    <経理科目名称>生活・居宅基準額</経理科目名称> 

    <当期累計> 

        <当期累計_支払件数>95</当期累計_支払件数> 

        <当期累計_支払枚数>0</当期累計_支払枚数> 

        <当期累計_支払額>7694846</当期累計_支払額> 

        <当期累計_戻入件数>2</当期累計_戻入件数> 

        <当期累計_戻入額>40500</当期累計_戻入額> 

    </当期累計> 

    <当期当月> 

        <当期当月_支払件数>11</当期当月_支払件数> 

        <当期当月_支払枚数>0</当期当月_支払枚数> 

        <当期当月_支払額>1029050</当期当月_支払額> 

        <当期当月_戻入件数>2</当期当月_戻入件数> 

        <当期当月_戻入額>30000</当期当月_戻入額> 

    </当期当月> 

    <当期翌月> 

        <当期翌月_支払件数>13</当期翌月_支払件数> 

        <当期翌月_支払枚数>0</当期翌月_支払枚数> 

        <当期翌月_支払額>40000</当期翌月_支払額> 

        <当期翌月_戻入件数>1</当期翌月_戻入件数> 

        <当期翌月_戻入額>2000</当期翌月_戻入額> 

    </当期翌月> 

    <翌期累計> 

        <翌期累計_支払件数>0</翌期累計_支払件数> 

        <翌期累計_支払枚数>0</翌期累計_支払枚数> 

        <翌期累計_支払額>0</翌期累計_支払額> 

        <翌期累計_戻入件数>0</翌期累計_戻入件数> 

        <翌期累計_戻入額>0</翌期累計_戻入額> 

    </翌期累計> 

    <翌期当月> 

        <翌期当月_支払件数>0</翌期当月_支払件数> 

        <翌期当月_支払枚数>0</翌期当月_支払枚数> 

        <翌期当月_支払額>0</翌期当月_支払額> 

        <翌期当月_戻入件数>0</翌期当月_戻入件数> 

        <翌期当月_戻入額>0</翌期当月_戻入額> 

    </翌期当月> 

    <翌期翌月> 

        <翌期翌月_支払件数>0</翌期翌月_支払件数> 

        <翌期翌月_支払枚数>0</翌期翌月_支払枚数> 

        <翌期翌月_支払額>0</翌期翌月_支払額> 
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        <翌期翌月_戻入件数>0</翌期翌月_戻入件数> 

        <翌期翌月_戻入額>0</翌期翌月_戻入額> 

    </翌期翌月> 

</_18_生活保護_26_経理状況ファイル> 

 

1.27 支給履歴ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_27_支給履歴ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <年度>2010</年度> 

    <支給に関する情報> 

        <年月分>201004</年月分> 

        <支給年月日>20100401</支給年月日> 

        <支払区分>10</支払区分> 

        <支払区分名称>定例</支払区分名称> 

        <別送区分>00</別送区分> 

        <別送区分名称>居宅</別送区分名称> 

        <居宅支払方法>01</居宅支払方法> 

        <居宅支払方法名称>口座振込</居宅支払方法名称> 

        <金現区分>1</金現区分> 

        <金現区分名称>金銭給付</金現区分名称> 

        <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

        <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    </支給に関する情報> 

    <医療機関情報> 

        <医療機関種別>10</医療機関種別> 

        <医療機関コード>1234567890</医療機関コード> 

    </医療機関情報> 

    <施設情報> 

        <施設種別>101</施設種別> 

        <施設コード>12345678</施設コード> 

    </施設情報> 

    <学校情報> 

        <学校種別>10</学校種別> 

        <学校コード>12345</学校コード> 

    </学校情報> 

    <業者情報> 

        <業者種別>10</業者種別> 

        <業者コード>1234</業者コード> 

    </業者情報> 

    <住宅情報> 

        <民間住宅種別>10</民間住宅種別> 

        <民間住宅コード>1234</民間住宅コード> 

        <住宅管理番号>12345678901234567890</住宅管理番号> 

    </住宅情報> 

    <被保険者番号> 

        <被保険者番号>1234567890</被保険者番号> 

    </被保険者番号> 

    <戻入指定年月> 

        <戻入指定年月>201003</戻入指定年月> 

    </戻入指定年月> 

    <金額情報> 

        <連番>12</連番> 

        <金額計>71280</金額計> 

        <生活扶助計>20420</生活扶助計> 
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        <住宅扶助計>10000</住宅扶助計> 

        <教育高校計>5300</教育高校計> 

        <他一時扶助計>1000</他一時扶助計> 

        <現物科目コード>000101</現物科目コード> 

        <現物科目コード名称>生活・居宅基準額</現物科目コード名称> 

        <収容費>0</収容費> 

        <日用品費>23150</日用品費> 

        <介護保険料>4200</介護保険料> 

        <期末一時>10990</期末一時> 

        <施設事務費>0</施設事務費> 

        <保険料代理>0</保険料代理> 

        <住宅費代理>0</住宅費代理> 

        <給食費代理>0</給食費代理> 

    </金額情報> 

    <給食費代理納付対象の児童情報> 

        <児童識別番号 1>123456789012345</児童識別番号 1> 

        <児童識別番号 2>123456789012345</児童識別番号 2> 

        <児童識別番号 3>123456789012345</児童識別番号 3> 

        <児童識別番号 4>123456789012345</児童識別番号 4> 

        <児童識別番号 5>123456789012345</児童識別番号 5> 

        <児童識別番号 6>123456789012345</児童識別番号 6> 

    </給食費代理納付対象の児童情報> 

    <地区担当員情報> 

        <地区担当職員番号>123456789012345</地区担当職員番号> 

        <地区担当名称>生保 太郎</地区担当名称> 

    </地区担当員情報> 

    <民生委員情報> 

        <民生委員番号>1234567890</民生委員番号> 

        <民生委員名称>民生 太郎</民生委員名称> 

    </民生委員情報> 

    <費用区分> 

        <費用区分>1</費用区分> 

        <費用区分名称>市費</費用区分名称> 

    </費用区分> 

    <地区コード> 

        <地区コード>1234567890</地区コード> 

        <地区コード名称>ＡＢＣ地区</地区コード名称> 

    </地区コード> 

    <被保護者情報> 

        <保護人数>3</保護人数> 

        <被保護者氏名カナ>ヤマダ タロウ</被保護者氏名カナ> 

        <被保護者氏名>山田 太郎</被保護者氏名> 

        <被保護者郵便番号>1234567</被保護者郵便番号> 

        <被保護者住所>東京都千代田区霞が関２－１－２</被保護者住所> 

        <被保護者方書>被保護者ビル１０１</被保護者方書> 

    </被保護者情報> 

    <支払先情報> 

        <支払先名称>山田 太郎</支払先名称> 

        <支払先郵便番号>1234567</支払先郵便番号> 

        <支払先住所>東京都千代田区霞が関２－１－２</支払先住所> 

        <支払先方書>生活保護費支給先ビル１０１</支払先方書> 

    </支払先情報> 

    <口座情報> 

        <金融機関コード>1234</金融機関コード> 

        <金融機関名称>ＡＢＣ信託銀行</金融機関名称> 

        <支店コード>123</支店コード> 

        <支店名称>千代田支店</支店名称> 

        <口座種別>1</口座種別> 

        <口座種別名称>普通預金</口座種別名称> 

        <口座番号>1234567</口座番号> 

        <口座名義人カナ>ヤマダ タロウ</口座名義人カナ> 
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        <口座名義人名>山田 太郎</口座名義人名> 

        <給付一連番号>0</給付一連番号> 

    </口座情報> 

    <給食費代理納付対象の児童氏名> 

        <児童氏名 1>山田 一郎</児童氏名 1> 

        <児童氏名 2>山田 二郎</児童氏名 2> 

        <児童氏名 3>山田 三郎</児童氏名 3> 

        <児童氏名 4>山田 四郎</児童氏名 4> 

        <児童氏名 5>山田 五郎</児童氏名 5> 

        <児童氏名 6>山田 六郎</児童氏名 6> 

    </給食費代理納付対象の児童氏名> 

</_18_生活保護_27_支給履歴ファイル> 

 

1.28 障害加算累積ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_28_障害加算累積ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <決定年月日>20100401</決定年月日> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <障害者加算情報> 

        <加算コード>21</加算コード> 

        <加算コード名称>シンショウイチニコッカイッキュウ</加算コード名称> 

    </障害者加算情報> 

</_18_生活保護_28_障害加算累積ファイル> 

 

1.29 単併給累積ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_29_単併給累積ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <決定年月日>20100401</決定年月日> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <単併給情報> 

        <単併給区分>01</単併給区分> 

        <単併給区分名称>単給</単併給区分名称> 

    </単併給情報> 

</_18_生活保護_29_単併給累積ファイル> 

 

1.30 費用区分累積ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_30_費用区分累積ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 
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    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <決定年月日>20100401</決定年月日> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <費用区分情報> 

        <費用区分>1</費用区分> 

        <費用区分名称>市費</費用区分名称> 

    </費用区分情報> 

</_18_生活保護_30_費用区分累積ファイル> 

 

1.31 保護履歴ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_31_保護履歴ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <最終決定年月日>20100401</最終決定年月日> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <続柄>02</続柄> 

    <続柄コード名称>世帯主</続柄コード名称> 

    <生保受給開始年月日>20100401</生保受給開始年月日> 

    <生保受給廃止年月日>20110331</生保受給廃止年月日> 

    <生活扶助フラグ>1</生活扶助フラグ> 

    <住宅扶助フラグ>1</住宅扶助フラグ> 

    <教育扶助フラグ>1</教育扶助フラグ> 

    <介護扶助フラグ>1</介護扶助フラグ> 

    <医療扶助フラグ>1</医療扶助フラグ> 

    <出産扶助フラグ>1</出産扶助フラグ> 

    <生業扶助フラグ>1</生業扶助フラグ> 

    <葬祭扶助フラグ>1</葬祭扶助フラグ> 

    <住宅種別>001</住宅種別> 

    <住宅種別名称>借家</住宅種別名称> 

    <住宅実費額>70000</住宅実費額> 

    <住宅認定額>60000</住宅認定額> 

    <職業コード>00</職業コード> 

    <職業コード名称>無職</職業コード名称> 

    <学年コード>01</学年コード> 

    <学年コード名称>ショウガクイチネン</学年コード名称> 

    <施設種別>101</施設種別> 

    <施設コード>１２３４５６７８</施設コード> 

    <学校区分>10</学校区分> 

    <学校コード>１２３４５</学校コード> 

    <医療機関種別/> 

    <医療機関コード>１２３４５６７８９０</医療機関コード> 

    <級地>11</級地> 

    <級地名称>１級地－１</級地名称> 

    <冬季加算区>1</冬季加算区> 

    <冬季加算区名称>Ⅰ区</冬季加算区名称> 

    <ケース格付>01</ケース格付> 

    <ケース格付名称>Ａ</ケース格付名称> 

    <世帯類型>1</世帯類型> 
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    <世帯類型名称>高齢者</世帯類型名称> 

    <扶助の種類>1</扶助の種類> 

    <扶助の種類名称>医療扶助のみ</扶助の種類名称> 

    <地区コード>1234567890</地区コード> 

    <地区コード名称>ＡＢＣ地区</地区コード名称> 

    <民生委員番号>1234567890</民生委員番号> 

    <地区担当員番号>123456789012345</地区担当員番号> 

    <口座管理番号>123456789012345</口座管理番号> 

    <定例支払方法>01</定例支払方法> 

    <定例支払方法名称>口座振込</定例支払方法名称> 

    <労働力類型>1</労働力類型> 

    <労働力類型名称>世帯主が働いている世帯：常用勤労者</労働力類型名称> 

    <費用区分>1</費用区分> 

    <費用区分名称>市費</費用区分名称> 

</_18_生活保護_31_保護履歴ファイル> 

 

1.32 意見書情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_32_意見書情報ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <交付番号>1234567890</交付番号> 

    <意見書コード>01</意見書コード> 

    <意見書名称>一般（医）</意見書名称> 

    <発行区分>1</発行区分> 

    <発行区分名称>新規</発行区分名称> 

    <意見書の医療機関情報> 

        <医療機関種別>10</医療機関種別> 

        <医療機関コード>１２３４５６７８９０</医療機関コード> 

    </意見書の医療機関情報> 

    <意見書の業者情報> 

        <業者種別>10</業者種別> 

        <業者コード>1234</業者コード> 

    </意見書の業者情報> 

    <意見書の要否伺> 

        <伺年月日>20100401</伺年月日> 

    </意見書の要否伺> 

    <意見書の要否伺結果> 

        <受理年月日>20100415</受理年月日> 

        <要否>2</要否> 

        <要否名称>要</要否名称> 

    </意見書の要否伺結果> 

    <担当職員情報> 

        <地区担当職員番号>123456789012345</地区担当職員番号> 

        <地区担当職員名>山田 太郎</地区担当職員名> 

        <取扱担当職員番号>123456789012345</取扱担当職員番号> 

        <取扱担当職員名>山田 太郎</取扱担当職員名> 

    </担当職員情報> 

    <意見書の単併給情報> 

        <単併給区分>01</単併給区分> 

        <単併給区分名称>単給</単併給区分名称> 

    </意見書の単併給情報> 

    <意見書の発行情報> 
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        <発行年月日>20100415</発行年月日> 

        <発行年度>2010</発行年度> 

    </意見書の発行情報> 

</_18_生活保護_32_意見書情報ファイル> 

 

1.33 医療継続情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_33_医療継続情報ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <医療区分>1</医療区分> 

    <医療区分名称>入院</医療区分名称> 

    <単独併用別コード>01</単独併用別コード> 

    <単独併用別名称>単独</単独併用別名称> 

    <医療機関種別>10</医療機関種別> 

    <医療機関コード>1234567890</医療機関コード> 

    <処方医療機関種別>20</処方医療機関種別> 

    <処方医療機関コード>1234567890</処方医療機関コード> 

    <開始年月>201004</開始年月> 

    <履歴番号>2</履歴番号> 

    <開始年月日>20100401</開始年月日> 

    <要否伺年月>201102</要否伺年月> 

    <廃止年月日>20110331</廃止年月日> 

    <入院理由コード>01</入院理由コード> 

    <入院理由名称>保護開始と同時入院</入院理由名称> 

    <退院理由コード>01</退院理由コード> 

    <退院理由名称>保護廃止による入院廃止</退院理由名称> 

    <転帰年月日>20100501</転帰年月日> 

    <転帰区分>1</転帰区分> 

    <転帰区分名称>治療</転帰区分名称> 

    <長期入院定例フラグ>1</長期入院定例フラグ> 

</_18_生活保護_33_医療継続情報ファイル> 

 

1.34 医療券情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_34_医療券情報ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <医療区分>1</医療区分> 

    <医療区分名称>入院</医療区分名称> 

    <単独併用別コード>01</単独併用別コード> 

    <単独併用別名称>単独</単独併用別名称> 

    <医療機関種別>10</医療機関種別> 

    <医療機関コード>1234567890</医療機関コード> 

    <開始年月>201004</開始年月> 
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    <履歴番号>2</履歴番号> 

    <診療年月>201004</診療年月> 

    <診療年度>2010</診療年度> 

    <有効期間始期>1</有効期間始期> 

    <有効期間終期>31</有効期間終期> 

    <受給者番号>1234567</受給者番号> 

    <交付番号>1234567890</交付番号> 

    <医療本人支払額>2100</医療本人支払額> 

    <単併給区分>01</単併給区分> 

    <単併給区分名称>単給</単併給区分名称> 

    <費用区分>1</費用区分> 

    <費用区分名称>市費</費用区分名称> 

    <病類コード>01</病類コード> 

    <病類名称>一般</病類名称> 

    <後保コード>01</後保コード> 

    <後保名称>後保</後保名称> 

    <発行年月日>20100401</発行年月日> 

    <定例選択コード>01</定例選択コード> 

    <定例選択名称>次回定例発行</定例選択名称> 

    <発券枚数>5</発券枚数> 

    <長期入院定例フラグ>1</長期入院定例フラグ> 

    <担当職員情報> 

        <地区担当職員番号>123456789012345</地区担当職員番号> 

        <地区担当職員名>山田 太郎</地区担当職員名> 

        <取扱担当職員番号>123456789012345</取扱担当職員番号> 

        <取扱担当職員名>山田 太郎</取扱担当職員名> 

    </担当職員情報> 

</_18_生活保護_34_医療券情報ファイル> 

 

1.35 医療券他法情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_35_医療券他法情報ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <医療区分>1</医療区分> 

    <医療区分名称>入院</医療区分名称> 

    <単独併用別コード>01</単独併用別コード> 

    <単独併用別名称>単独</単独併用別名称> 

    <医療機関種別>10</医療機関種別> 

    <医療機関コード>1234567890</医療機関コード> 

    <開始年月>201004</開始年月> 

    <履歴番号>123</履歴番号> 

    <診療年月>201004</診療年月> 

    <他法種別コード>11</他法種別コード> 

    <他法種別名称>健康保険</他法種別名称> 

    <他法種別履歴番号>123</他法種別履歴番号> 

</_18_生活保護_35_医療券他法情報ファイル> 

 

1.36 給付継続情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_36_給付継続情報ファイル> 
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    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <施術給付区分>61</施術給付区分> 

    <施術給付区分名称>柔道整復</施術給付区分名称> 

    <他法種別有無>01</他法種別有無> 

    <他法種別有無名称>単独</他法種別有無名称> 

    <医療機関種別>10</医療機関種別> 

    <医療機関コード>1234567890</医療機関コード> 

    <開始年月>201004</開始年月> 

    <履歴番号>123</履歴番号> 

    <開始年月日>20100401</開始年月日> 

    <要否伺年月>201102</要否伺年月> 

    <廃止年月日>20110331</廃止年月日> 

</_18_生活保護_36_給付継続情報ファイル> 

 

1.37 給付券情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_37_給付券情報ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <施術給付区分>61</施術給付区分> 

    <施術給付区分名称>柔道整復</施術給付区分名称> 

    <他法種別有無>01</他法種別有無> 

    <他法種別有無名称>単独</他法種別有無名称> 

    <医療機関種別>10</医療機関種別> 

    <医療機関コード>1234567890</医療機関コード> 

    <開始年月>201004</開始年月> 

    <履歴番号>2</履歴番号> 

    <診療年月>201004</診療年月> 

    <診療年度>2010</診療年度> 

    <有効期間始期>1</有効期間始期> 

    <有効期間終期>31</有効期間終期> 

    <交付番号>1234567890</交付番号> 

    <医療本人支払額>1500</医療本人支払額> 

    <単併給区分>01</単併給区分> 

    <単併給区分名称>単給</単併給区分名称> 

    <費用区分>1</費用区分> 

    <費用区分名称>市費</費用区分名称> 

    <病類コード>01</病類コード> 

    <病類名称>一般</病類名称> 

    <後保コード>01</後保コード> 

    <後保名称>後保</後保名称> 

    <発行年月日>20100401</発行年月日> 

    <定例選択コード>01</定例選択コード> 

    <定例選択名称>次回定例発行</定例選択名称> 

    <発券枚数>5</発券枚数> 

    <担当職員情報> 

        <地区担当職員番号>123456789012345</地区担当職員番号> 
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        <地区担当職員名>山田 太郎</地区担当職員名> 

        <取扱担当職員番号>123456789012345</取扱担当職員番号> 

        <取扱担当職員名>山田 太郎</取扱担当職員名> 

    </担当職員情報> 

</_18_生活保護_37_給付券情報ファイル> 

 

1.38 給付券他法情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_38_給付券他法情報ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <施術給付区分>61</施術給付区分> 

    <施術給付区分名称>柔道整復</施術給付区分名称> 

    <他法種別有無>01</他法種別有無> 

    <他法種別有無名称>単独</他法種別有無名称> 

    <医療機関種別>10</医療機関種別> 

    <医療機関コード>1234567890</医療機関コード> 

    <開始年月>201004</開始年月> 

    <履歴番号>2</履歴番号> 

    <診療年月>201004</診療年月> 

    <他法種別コード>11</他法種別コード> 

    <他法種別名称>健康保険</他法種別名称> 

    <他法種別履歴番号>123</他法種別履歴番号> 

</_18_生活保護_38_給付券他法情報ファイル> 

 

1.39 治療材料券継続情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_39_治療材料券継続情報ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <交付番号>1234567890</交付番号> 

    <施術給付区分>61</施術給付区分> 

    <施術給付区分名称>柔道整復</施術給付区分名称> 

    <他法種別有無>01</他法種別有無> 

    <他法種別有無名称>単独</他法種別有無名称> 

    <業者種別>10</業者種別> 

    <業者コード>1234</業者コード> 

    <開始年月日>20100401</開始年月日> 

    <終了年月日>20110331</終了年月日> 

    <医療本人支払額>2000</医療本人支払額> 

    <単併給区分>01</単併給区分> 

    <単併給区分名称>単給</単併給区分名称> 

    <発行年月日>20100401</発行年月日> 

    <発行年度>2010</発行年度> 

    <担当職員情報> 
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        <地区担当職員番号>123456789012345</地区担当職員番号> 

        <地区担当職員名>山田 太郎</地区担当職員名> 

        <取扱担当職員番号>123456789012345</取扱担当職員番号> 

        <取扱担当職員名>山田 太郎</取扱担当職員名> 

    </担当職員情報> 

</_18_生活保護_39_治療材料券継続情報ファイル> 

 

1.40 治療材料券他法情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_40_治療材料券他法情報ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <交付番号>1234567890</交付番号> 

    <施術給付区分>61</施術給付区分> 

    <施術給付区分名称>柔道整復</施術給付区分名称> 

    <他法種別コード>11</他法種別コード> 

    <他法種別名称>健康保険</他法種別名称> 

    <他法種別履歴番号>123</他法種別履歴番号> 

</_18_生活保護_40_治療材料券他法情報ファイル> 

 

1.41 異動連絡票ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_41_異動連絡票ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <年度>2010</年度> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <履歴番号>2</履歴番号> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <担当者職員番号>123456789012345</担当者職員番号> 

    <担当者氏名>山田 太郎</担当者氏名> 

    <証記載保険者番号>12345678</証記載保険者番号> 

    <被保険者番号>1234567890</被保険者番号> 

    <異動年月日>20100401</異動年月日> 

    <異動区分>01</異動区分> 

    <異動区分名称>新規</異動区分名称> 

    <訂正年月日>20100401</訂正年月日> 

    <訂正区分>02</訂正区分> 

    <訂正区分名称>修正</訂正区分名称> 

    <異動事由コード>001</異動事由コード> 

    <異動事由名称>資格取得</異動事由名称> 

    <資格取得年月日>20100401</資格取得年月日> 

    <資格喪失年月日>20110331</資格喪失年月日> 

    <みなし区分>1</みなし区分> 

    <要介護状態区分>12</要介護状態区分> 

    <要介護状態区分名称>要支援状態１</要介護状態区分名称> 

    <有効期間開始年月日>20100401</有効期間開始年月日> 

    <有効期間終了年月日>20110331</有効期間終了年月日> 
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    <公費負担上限額減額>10000</公費負担上限額減額> 

    <計画作成区分>01</計画作成区分> 

    <計画作成区分名称>要介護者</計画作成区分名称> 

    <居宅介護事業者番号>1234567890</居宅介護事業者番号> 

    <適用開始年月日>20100401</適用開始年月日> 

    <適用終了年月日>20110331</適用終了年月日> 

    <通所支給限度基準額>10000</通所支給限度基準額> 

    <通所適用開始年月日>20100401</通所適用開始年月日> 

    <通所適用終了年月日>20110331</通所適用終了年月日> 

    <入所支給限度基準額>10000</入所支給限度基準額> 

    <入所適用開始年月日>20100401</入所適用開始年月日> 

    <入所適用終了年月日>20110331</入所適用終了年月日> 

    <申請種別コード>01</申請種別コード> 

    <申請種別名称>新規申請</申請種別名称> 

    <変更申請中区分>01</変更申請中区分> 

    <変更申請中区分名称>申請無し</変更申請中区分名称> 

    <申請年月日>20100401</申請年月日> 

    <広域保険者番号>12345678</広域保険者番号> 

    <小規模居宅利用コード>02</小規模居宅利用コード> 

    <小規模居宅利用名称>利用有り</小規模居宅利用名称> 

</_18_生活保護_41_異動連絡票ファイル> 

 

1.42 介護継続情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_42_介護継続情報ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <年度>2010</年度> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <介護扶助番号>2010000004</介護扶助番号> 

    <履歴番号>2</履歴番号> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <介護サービス種類>11</介護サービス種類> 

    <介護サービス種類名称>訪問介護</介護サービス種類名称> 

    <単独併用別コード>01</単独併用別コード> 

    <単独併用別名称>単独</単独併用別名称> 

    <居宅介護事業者番号>1234567890</居宅介護事業者番号> 

    <介護機関>1234567890</介護機関> 

    <開始年月日>20100401</開始年月日> 

    <廃止年月日>20110331</廃止年月日> 

</_18_生活保護_42_介護継続情報ファイル> 

 

1.43 介護券情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_43_介護券情報ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <年度>2010</年度> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <介護扶助番号>2010000004</介護扶助番号> 

    <履歴番号>2</履歴番号> 
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    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <サービス年月>201004</サービス年月> 

    <サービス年度>2010</サービス年度> 

    <有効期間始期>1</有効期間始期> 

    <有効期間終期>31</有効期間終期> 

    <受給者番号>1234567</受給者番号> 

    <介護本人支払額>2200</介護本人支払額> 

    <単併給区分>01</単併給区分> 

    <単併給区分名称>単給</単併給区分名称> 

    <費用区分>1</費用区分> 

    <費用区分名称>市費</費用区分名称> 

    <発行年月日>20100401</発行年月日> 

    <定例選択コード>01</定例選択コード> 

    <定例選択名称>次回定例発行</定例選択名称> 

    <発券枚数>5</発券枚数> 

    <介護被保険者番号>1234567890</介護被保険者番号> 

    <介護保険者番号>12345678</介護保険者番号> 

    <要介護状態区分>12</要介護状態区分> 

    <要介護状態区分名称>要支援１</要介護状態区分名称> 

    <認定有効開始年月日>20100401</認定有効開始年月日> 

    <認定有効廃止年月日>20110331</認定有効廃止年月日> 

    <担当職員情報> 

        <地区担当職員番号>123456789012345</地区担当職員番号> 

        <地区担当職員名>山田 太郎</地区担当職員名> 

        <取扱担当職員番号>123456789012345</取扱担当職員番号> 

        <取扱担当職員名>山田 太郎</取扱担当職員名> 

    </担当職員情報> 

</_18_生活保護_43_介護券情報ファイル> 

 

1.44 介護券他法情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_44_介護券他法情報ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <年度>2010</年度> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <介護扶助番号>2010000004</介護扶助番号> 

    <履歴番号>2</履歴番号> 

    <サービス年月>201004</サービス年月> 

    <他法種別コード>11</他法種別コード> 

    <他法種別名称>健康保険</他法種別名称> 

    <他法種別履歴番号>2</他法種別履歴番号> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区福祉事務所</管轄コード名称> 

</_18_生活保護_44_介護券他法情報ファイル> 

 

1.45 統計ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_45_統計ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 
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    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <処理年月>201004</処理年月> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <世帯調査番号>12345000010001</世帯調査番号> 

    <性別>1</性別> 

    <性別名称>男</性別名称> 

    <続柄>02</続柄> 

    <続柄コード名称>世帯主</続柄コード名称> 

    <国籍>392</国籍> 

    <国籍名称>日本国</国籍名称> 

    <最終決定年月日>20100331</最終決定年月日> 

    <職員番号>123456789012345</職員番号> 

    <申請理由>11</申請理由> 

    <申請理由名称>世帯主の傷病</申請理由名称> 

    <申請経路>01</申請経路> 

    <申請経路名称>直接来所</申請経路名称> 

    <開始種別>1</開始種別> 

    <開始種別名称>新規</開始種別名称> 

    <申請職権区分>01</申請職権区分> 

    <申請職権区分名称>申請受理</申請職権区分名称> 

    <開始理由>11</開始理由> 

    <開始理由名称>世帯主の傷病</開始理由名称> 

    <停止理由>01</停止理由> 

    <停止理由名称>生活状況観察のため</停止理由名称> 

    <廃止理由>11</廃止理由> 

    <廃止理由名称>世帯主の傷病治癒</廃止理由名称> 

    <却下理由>01</却下理由> 

    <却下理由名称>収入が最低生活費を上回るため</却下理由名称> 

    <取下理由>01</取下理由> 

    <取下理由名称>辞退により</取下理由名称> 

    <世帯類型>1</世帯類型> 

    <世帯類型名称>高齢者</世帯類型名称> 

    <労働力類型>1</労働力類型> 

    <労働力類型名称>世帯主が働いている世帯：常用勤労者</労働力類型名称> 

    <扶助の種類>1</扶助の種類> 

    <扶助の種類名称>医療扶助のみ</扶助の種類名称> 

    <ケース格付>01</ケース格付> 

    <ケース格付名称>Ａ</ケース格付名称> 

    <母子世帯別>1</母子世帯別> 

    <母子世帯別名称>生別</母子世帯別名称> 

    <児童世帯別>0</児童世帯別> 

    <児童世帯別名称>児童世帯以外</児童世帯別名称> 

    <世帯分離有無>1</世帯分離有無> 

    <世帯分離有無名称>有</世帯分離有無名称> 

    <費用区分>1</費用区分> 

    <費用区分名称>市費</費用区分名称> 

    <住宅種別>001</住宅種別> 

    <住宅種別名称>借家</住宅種別名称> 

    <住宅実費額>70000</住宅実費額> 

    <住宅認定額>60000</住宅認定額> 

    <定例支払方法>01</定例支払方法> 

    <定例支払方法名称>口座振込</定例支払方法名称> 

    <地区コード>1234567890</地区コード> 

    <地区コード名称>ＡＢＣ地区</地区コード名称> 

    <民生委員番号>1234567890</民生委員番号> 

    <級地>11</級地> 

    <級地名称>１級地－１</級地名称> 

    <冬季加算区>1</冬季加算区> 
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    <冬季加算区名称>Ⅰ区</冬季加算区名称> 

    <開始年月日>20100401</開始年月日> 

    <廃止年月日>20110331</廃止年月日> 

    <生保年齢>50</生保年齢> 

    <生年月日>19610501</生年月日> 

    <生活扶助フラグ>1</生活扶助フラグ> 

    <住宅扶助フラグ>1</住宅扶助フラグ> 

    <教育扶助フラグ>0</教育扶助フラグ> 

    <介護扶助フラグ>0</介護扶助フラグ> 

    <医療扶助フラグ>1</医療扶助フラグ> 

    <出産扶助フラグ>0</出産扶助フラグ> 

    <生業扶助フラグ>0</生業扶助フラグ> 

    <葬祭扶助フラグ>0</葬祭扶助フラグ> 

    <施設事務費フラグ>0</施設事務費フラグ> 

    <生活一時扶助フラグ>1</生活一時扶助フラグ> 

    <住宅一時扶助フラグ>0</住宅一時扶助フラグ> 

    <教育一時扶助フラグ>0</教育一時扶助フラグ> 

    <介護一時扶助フラグ>0</介護一時扶助フラグ> 

    <医療一時扶助フラグ>0</医療一時扶助フラグ> 

    <出産一時扶助フラグ>0</出産一時扶助フラグ> 

    <生業一時扶助フラグ>0</生業一時扶助フラグ> 

    <葬祭一時扶助フラグ>0</葬祭一時扶助フラグ> 

    <第 2類人数>3</第 2類人数> 

    <保護人数>3</保護人数> 

    <処理内容>1</処理内容> 

    <処理内容名称>開始</処理内容名称> 

    <増異動コード>01</増異動コード> 

    <増異動コード名称>入院</増異動コード名称> 

    <減異動コード>02</減異動コード> 

    <減異動コード名称>退院</減異動コード名称> 

    <職業コード>00</職業コード> 

    <職業コード名称>無職</職業コード名称> 

    <学年コード>01</学年コード> 

    <学年コード名称>ショウガクイチネン</学年コード名称> 

    <施設種別>101</施設種別> 

    <施設コード>１２３４５６７８</施設コード> 

    <学校種別>10</学校種別> 

    <学校コード>１２３４５</学校コード> 

    <医療機関種別>10</医療機関種別> 

    <医療機関コード>1234567890</医療機関コード> 

    <基礎控除区分>1</基礎控除区分> 

    <特別控除区分>1</特別控除区分> 

    <新規就労控除区分>1</新規就労控除区分> 

    <未成年者控除区分>1</未成年者控除区分> 

    <保護歴>00</保護歴> 

    <保護歴名称>保護歴無し</保護歴名称> 

    <保護開始前の医療保険>01</保護開始前の医療保険> 

    <保護開始前の医療保険名称>国民健康保険</保護開始前の医療保険名称> 

    <入院理由コード>01</入院理由コード> 

    <入院理由名称>保護開始と同時入院</入院理由名称> 

    <退院理由コード>01</退院理由コード> 

    <退院理由名称>保護廃止による入院廃止</退院理由名称> 

    <入院病類コード>01</入院病類コード> 

    <入院病類名称>一般</入院病類名称> 

    <入院外病類コード>01</入院外病類コード> 

    <入院外病類名称>一般</入院外病類名称> 

    <月初入院>1</月初入院> 

    <月初入院外>0</月初入院外> 

    <月末入院>1</月末入院> 

    <月末入院外>0</月末入院外> 

    <入院_老健施設再掲>0</入院_老健施設再掲> 



18_生活保護 

36 

    <入院外_訪問看護再掲>0</入院外_訪問看護再掲> 

    <月初_福祉施設>0</月初_福祉施設> 

    <月初_保健施設>0</月初_保健施設> 

    <月初_療養施設>0</月初_療養施設> 

    <月初_地域施設>0</月初_地域施設> 

    <月初_居宅介護>0</月初_居宅介護> 

    <月初_介護予防>0</月初_介護予防> 

    <月末_福祉施設>0</月末_福祉施設> 

    <月末_保健施設>0</月末_保健施設> 

    <月末_療養施設>0</月末_療養施設> 

    <月末_地域施設>0</月末_地域施設> 

    <月末_居宅介護>0</月末_居宅介護> 

    <月末_介護予防>0</月末_介護予防> 

    <作成区分>01</作成区分> 

</_18_生活保護_45_統計ファイル> 

 

1.46 決定内容ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_46_決定内容ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <年度>2010</年度> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <債権番号>123</債権番号> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <履歴番号>2</履歴番号> 

    <費用区分>1</費用区分> 

    <費用区分名称>市費</費用区分名称> 

    <決定年月日>20100401</決定年月日> 

    <法令コード>0000000063</法令コード> 

    <法令コード名称>生活保護法第６３条</法令コード名称> 

    <債務者識別番号>123456789012345</債務者識別番号> 

    <担当職員番号>123456789012345</担当職員番号> 

    <民生委員番号>1234567890</民生委員番号> 

    <決定理由コード>0000000001</決定理由コード> 

    <決定理由コード名称>年金の遡及受給のため</決定理由コード名称> 

    <決定理由メモ>１９９０年４月～１９９５年３月分の遡及受給</決定理由メモ> 

    <全一区分>1</全一区分> 

    <全一区分名称>一括払い</全一区分名称> 

    <対象扶助額>230000</対象扶助額> 

    <対象期間_自>20090401</対象期間_自> 

    <対象期間_至>20100331</対象期間_至> 

    <控除適用有無>1</控除適用有無> 

    <控除適用有無名称>有</控除適用有無名称> 

    <返還控除総額>20000</返還控除総額> 

    <決定総額>200000</決定総額> 

    <未納総額>200000</未納総額> 

    <不納欠損総額>0</不納欠損総額> 

    <納付区分>1</納付区分> 

    <納付区分名称>全額納付</納付区分名称> 

    <納付期限年月日>20100331</納付期限年月日> 

    <納付開始年月>201004</納付開始年月> 

    <納付終了年月>201103</納付終了年月> 

    <納付回数>30</納付回数> 

    <端数位置コード>1</端数位置コード> 

    <端数位置コード名称>初回</端数位置コード名称> 

    <発行年月日>20100401</発行年月日> 
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    <通知番号>1234</通知番号> 

    <督促番号>1234</督促番号> 

    <催告番号>1234</催告番号> 

    <起案年月日>20100401</起案年月日> 

    <決裁フラグ>1</決裁フラグ> 

    <上乗率>40</上乗率> 

    <上乗額>40000</上乗額> 

</_18_生活保護_46_決定内容ファイル> 

 

1.47 決定内容履歴ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_47_決定内容履歴ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <年度>2010</年度> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <債権番号>75</債権番号> 

    <履歴番号>2</履歴番号> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <費用区分>1</費用区分> 

    <費用区分名称>市費</費用区分名称> 

    <決定年月日>20100401</決定年月日> 

    <法令コード>0000000063</法令コード> 

    <法令コード名称>生活保護法第６３条</法令コード名称> 

    <債務者識別番号>123456789012345</債務者識別番号> 

    <担当職員番号>123456789012345</担当職員番号> 

    <民生委員番号>1234567890</民生委員番号> 

    <決定理由コード>0000000001</決定理由コード> 

    <決定理由コード名称>年金の遡及受給のため</決定理由コード名称> 

    <決定理由メモ>１９９０年４月～１９９５年３月分の遡及受給</決定理由メモ> 

    <全一区分>1</全一区分> 

    <全一区分名称>一括払い</全一区分名称> 

    <対象扶助額>230000</対象扶助額> 

    <対象期間_自>20090401</対象期間_自> 

    <対象期間_至>20100331</対象期間_至> 

    <控除適用有無>1</控除適用有無> 

    <控除適用有無名称>有</控除適用有無名称> 

    <返還控除総額>20000</返還控除総額> 

    <決定総額>210000</決定総額> 

    <未納総額>210000</未納総額> 

    <不納欠損総額>0</不納欠損総額> 

    <納付区分>1</納付区分> 

    <納付区分名称>全額納付</納付区分名称> 

    <納付期限年月日>20100331</納付期限年月日> 

    <納付開始年月>201004</納付開始年月> 

    <納付終了年月>201103</納付終了年月> 

    <納付回数>30</納付回数> 

    <端数位置コード>1</端数位置コード> 

    <端数位置コード名称>初回</端数位置コード名称> 

    <発行年月日>20100401</発行年月日> 

    <通知番号>1234</通知番号> 

    <督促番号>1234</督促番号> 

    <催告番号>1234</催告番号> 

    <起案年月日>20100401</起案年月日> 

    <決裁フラグ>1</決裁フラグ> 

    <上乗率>40</上乗率> 

    <上乗額>40000</上乗額> 
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</_18_生活保護_47_決定内容履歴ファイル> 

 

1.48 納付計画ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_48_納付計画ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <年度>2010</年度> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <債権番号>75</債権番号> 

    <納付年月>201004</納付年月> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <納付年度>2010</納付年度> 

    <履歴番号>123</履歴番号> 

    <決定金額>200000</決定金額> 

    <納付金額>10000</納付金額> 

    <未収残額>190000</未収残額> 

    <納付年月日>20100415</納付年月日> 

    <納付済フラグ>0</納付済フラグ> 

    <督促年月日>20100315</督促年月日> 

    <催告年月日>20100331</催告年月日> 

    <時効年月日>20110331</時効年月日> 

    <時効基準年月日>19900401</時効基準年月日> 

    <時効中断年月日>19950401</時効中断年月日> 

    <不納欠損年月日>20120401</不納欠損年月日> 

    <不納欠損メモ>相続放棄による</不納欠損メモ> 

    <支給調整区分>0</支給調整区分> 

</_18_生活保護_48_納付計画ファイル> 

 

1.49 納付計画履歴ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_49_納付計画履歴ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <年度>2010</年度> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <債権番号>75</債権番号> 

    <納付年月>201004</納付年月> 

    <履歴番号>2</履歴番号> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <納付年度>2010</納付年度> 

    <決定金額>210000</決定金額> 

    <納付金額>10000</納付金額> 

    <未収残額>200000</未収残額> 

    <納付年月日>20100415</納付年月日> 

    <納付済フラグ>1</納付済フラグ> 

    <督促年月日>20100315</督促年月日> 

    <催告年月日>20100331</催告年月日> 

    <時効年月日>20110331</時効年月日> 

    <時効基準年月日>19900401</時効基準年月日> 

    <時効中断年月日>19950401</時効中断年月日> 

    <不納欠損年月日>20120401</不納欠損年月日> 
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    <不納欠損メモ>相続放棄による</不納欠損メモ> 

    <支給調整区分>0</支給調整区分> 

</_18_生活保護_49_納付計画履歴ファイル> 

 

1.50 医療機関情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_50_医療機関情報ファイル> 

    <医療機関種別>10</医療機関種別> 

    <医療機関種別名称>病院</医療機関種別名称> 

    <医療機関コード>1122334455</医療機関コード> 

    <医療機関名称カナ>エイビーシービョウイン</医療機関名称カナ> 

    <医療機関名称>ＡＢＣ病院</医療機関名称> 

    <代表者氏名>山田太郎</代表者氏名> 

    <大字コード>0000000001</大字コード> 

    <番地>0000000001</番地> 

    <枝コード 1>0000000001</枝コード 1> 

    <枝コード 2>0000000002</枝コード 2> 

    <枝コード 3>0000000003</枝コード 3> 

    <枝コード 4>0000000004</枝コード 4> 

    <地方公共団体コード>13101</地方公共団体コード> 

    <全国大字コード>000001</全国大字コード> 

    <郵便番号>1234567</郵便番号> 

    <住所>東京都千代田区霞が関２－１－２</住所> 

    <方書>医療機関ビル１０１</方書> 

    <電話番号>03-123-4567</電話番号> 

    <FAX番号>03-765-4321</FAX 番号> 

    <生保指定医療区分>1</生保指定医療区分> 

    <生保指定医療区分名称>該当</生保指定医療区分名称> 

    <自立支援指定医療区分>1</自立支援指定医療区分> 

    <自立支援指定区分名称>該当</自立支援指定区分名称> 

    <指定医療区分予備>1</指定医療区分予備> 

    <指定医療区分予名称>該当</指定医療区分予名称> 

    <開始年月日>20100401</開始年月日> 

    <終了年月日>20110331</終了年月日> 

    <都道府県コード>001</都道府県コード> 

    <都道府県コード名称>ホッカイドウ</都道府県コード名称> 

    <点数表区分>01</点数表区分> 

    <点数表区分名称>医科（甲表）</点数表区分名称> 

    <地区コード>1234567890</地区コード> 

    <地区コード名称>ＡＢＣ地区</地区コード名称> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区福祉事務所</管轄コード名称> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <生保継続医療券出力様式>1</生保継続医療券出力様式> 

    <医療機関口座情報> 

        <振込先区分>00</振込先区分> 

        <振込先区分名称>受給対象者または保護者</振込先区分名称> 

        <口座管理番号>101122334455</口座管理番号> 

        <一連番号>1</一連番号> 

    </医療機関口座情報> 

</_18_生活保護_50_医療機関情報ファイル> 

 

1.51 施設情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_51_施設情報ファイル> 
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    <施設種別>101</施設種別> 

    <施設種別名称>養護老人ホーム</施設種別名称> 

    <施設コード>11223344</施設コード> 

    <施設名称カナ>エイビーシーホゴシセツ</施設名称カナ> 

    <施設名称>ＡＢＣ保護施設</施設名称> 

    <施設略称>ＡＢＣ保護</施設略称> 

    <代表者氏名>山田太郎</代表者氏名> 

    <大字コード>0000000001</大字コード> 

    <番地>0000000001</番地> 

    <枝コード 1>0000000001</枝コード 1> 

    <枝コード 2>0000000002</枝コード 2> 

    <枝コード 3>0000000003</枝コード 3> 

    <枝コード 4>0000000004</枝コード 4> 

    <地方公共団体コード>13101</地方公共団体コード> 

    <全国大字コード>000001</全国大字コード> 

    <郵便番号>1234567</郵便番号> 

    <住所>東京都千代田区霞が関２－１－２</住所> 

    <方書>生活保護施設ビル１０１</方書> 

    <電話番号>03-123-4567</電話番号> 

    <FAX番号>03-765-4321</FAX 番号> 

    <都道府県コード>001</都道府県コード> 

    <都道府県コード名称>ホッカイドウ</都道府県コード名称> 

    <デイサービス事業型>A</デイサービス事業型> 

    <デイサービス事業名称>デイサービスセンターＡ型</デイサービス事業名称> 

    <管内管外区分>1</管内管外区分> 

    <管内管外区分名称>管内</管内管外区分名称> 

    <設置主体区分>1</設置主体区分> 

    <設置主体区分名称>公立</設置主体区分名称> 

    <設置主体名称>札幌市</設置主体名称> 

    <経営主体区分>1</経営主体区分> 

    <経営主体区分名称>公立</経営主体区分名称> 

    <経営主体名称>札幌市</経営主体名称> 

    <設立年月日>19900401</設立年月日> 

    <許可年月日>19900501</許可年月日> 

    <定員>100</定員> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区福祉事務所</管轄コード名称> 

    <管轄福祉事務所コード>010001</管轄福祉事務所コード> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <施設口座情報> 

        <振込先区分>00</振込先区分> 

        <振込先区分名称>受給対象者または保護者</振込先区分名称> 

        <口座管理番号>1011122334455</口座管理番号> 

        <一連番号>1</一連番号> 

    </施設口座情報> 

</_18_生活保護_51_施設情報ファイル> 

 

1.52 福祉口座情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_52_福祉口座情報ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <振込先区分>00</振込先区分> 

    <振込先区分名称>受給対象者または保護者</振込先区分名称> 

    <口座管理番号>123456789012345</口座管理番号> 

    <一連番号>2</一連番号> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <履歴番号>123</履歴番号> 

    <金融機関コード>1234</金融機関コード> 

    <支店コード>123</支店コード> 



18_生活保護 

41 

    <口座種別>1</口座種別> 

    <口座種別名称>普通預金</口座種別名称> 

    <口座番号>1234567</口座番号> 

    <口座名義人カナ>ヤマダ タロウ</口座名義人カナ> 

    <開始年月日>20100401</開始年月日> 

    <終了年月日>20110331</終了年月日> 

</_18_生活保護_52_福祉口座情報ファイル> 

 

1.53 民生委員情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_53_民生委員情報ファイル> 

    <民生委員番号>1234567890</民生委員番号> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <氏名>山田 太郎</氏名> 

    <氏名カナ>ヤマダ タロウ</氏名カナ> 

    <郵便番号>1234567</郵便番号> 

    <住所>東京都千代田区霞が関２－１－２</住所> 

    <方書>霞ヶ関マンション１０２</方書> 

    <性別>1</性別> 

    <性別名称>男</性別名称> 

    <生年月日>19600401</生年月日> 

    <電話番号>03-123-4567</電話番号> 

    <FAX番号>03-765-4321</FAX 番号> 

    <民協地区コード>12</民協地区コード> 

    <民協地区コード名称>Ａ地区</民協地区コード名称> 

    <委囑回数>5</委囑回数> 

    <委囑年月日>19900401</委囑年月日> 

    <退任年月日>20100331</退任年月日> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <備考>備考</備考> 

</_18_生活保護_53_民生委員情報ファイル> 

 

1.54 介護本人支払額累積ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_54_介護本人支払額累積ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <員番号>002</員番号> 

    <決定年月日>20100401</決定年月日> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <介護事業者コード>1234567890</介護事業者コード> 

    <介護本人支払額>4000</介護本人支払額> 

</_18_生活保護_54_介護本人支払額累積ファイル> 

 

1.55 業者情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_55_業者情報ファイル> 
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    <業者種別>20</業者種別> 

    <業者種別名称>不動産業者</業者種別名称> 

    <業者コード>11223344</業者コード> 

    <業者名称カナ>ユゲンガイシャ エイビーシーフドウサン</業者名称カナ> 

    <業者名称>有限会社ＡＢＣフドウサン</業者名称> 

    <業者略称>ＡＢＣ不動産</業者略称> 

    <代表者氏名>山田太郎</代表者氏名> 

    <大字コード>0000000001</大字コード> 

    <番地>0000000001</番地> 

    <枝コード 1>0000000001</枝コード 1> 

    <枝コード 2>0000000002</枝コード 2> 

    <枝コード 3>0000000003</枝コード 3> 

    <枝コード 4>0000000004</枝コード 4> 

    <地方公共団体コード>13101</地方公共団体コード> 

    <全国大字コード>000001</全国大字コード> 

    <郵便番号>1234567</郵便番号> 

    <住所>東京都千代田区霞が関２－１－２</住所> 

    <方書>生活保護業者ビル１０１</方書> 

    <電話番号>03-123-4567</電話番号> 

    <FAX番号>03-765-4321</FAX 番号> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <管轄福祉事務所コード>010001</管轄福祉事務所コード> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <業者口座情報> 

        <振込先区分>00</振込先区分> 

        <振込先区分名称>受給対象者または保護者</振込先区分名称> 

        <口座管理番号>1011122334455</口座管理番号> 

        <一連番号>1</一連番号> 

    </業者口座情報> 

</_18_生活保護_55_業者情報ファイル> 

 

1.56 宛名情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_56_宛名情報ファイル> 

    <事業コード>321</事業コード> 

    <識別番号>0000001</識別番号> 

    <宛名種別>01</宛名種別> 

    <表示宛名フラグ>1</表示宛名フラグ> 

    <氏名>山田 太郎</氏名> 

    <氏名カナ>ヤマダ タロウ</氏名カナ> 

    <地方公共団体コード>13101</地方公共団体コード> 

    <大字コード>0000000001</大字コード> 

    <郵便番号>1234567</郵便番号> 

    <住所>東京都千代田区霞が関２－１－２</住所> 

    <方書>霞ヶ関マンション１０２</方書> 

    <電話番号>03-123-4567</電話番号> 

    <行政区コード>123456</行政区コード> 

    <備考>入所中の救護施設の住所</備考> 

</_18_生活保護_56_宛名情報ファイル> 

 

1.57 福祉事務所情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_57_福祉事務所情報ファイル> 

    <福祉事務所コード>010001</福祉事務所コード> 

    <公費負担者番号>01234567</公費負担者番号> 
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    <福祉事務所名称カナ>ヤマダフクシジムショ</福祉事務所名称カナ> 

    <福祉事務所名称>山田福祉事務所</福祉事務所名称> 

    <代表者氏名>山田 太郎</代表者氏名> 

    <大字コード>0000000001</大字コード> 

    <番地>0000000001</番地> 

    <枝コード 1>0000000001</枝コード 1> 

    <枝コード 2>0000000002</枝コード 2> 

    <枝コード 3>0000000003</枝コード 3> 

    <枝コード 4>0000000004</枝コード 4> 

    <地方公共団体コード>13101</地方公共団体コード> 

    <全国大字コード>000001</全国大字コード> 

    <郵便番号>1234567</郵便番号> 

    <住所>東京都千代田区霞が関２－１－２</住所> 

    <方書>霞ヶ関マンション１０２</方書> 

    <電話番号>03-123-4567</電話番号> 

    <FAX番号>03-123-4567</FAX 番号> 

    <担当課名称>福祉援護課</担当課名称> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

</_18_生活保護_57_福祉事務所情報ファイル> 

 

1.58 戻入管理ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_58_戻入管理ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <年度>2010</年度> 

    <年月分>201004</年月分> 

    <支払区分>01</支払区分> 

    <支払区分名称/> 

    <ケース番号>1234</ケース番号> 

    <識別番号>1234567</識別番号> 

    <管理番号>20100001</管理番号> 

    <金額計>7000</金額計> 

    <生活扶助計>2000</生活扶助計> 

    <住宅扶助計>3000</住宅扶助計> 

    <教育高校計>1000</教育高校計> 

    <他一時扶助計>1000</他一時扶助計> 

    <地区担当員情報> 

        <地区担当職員番号>123456789012345</地区担当職員番号> 

        <地区担当名称>生保 太郎</地区担当名称> 

    </地区担当員情報> 

    <民生委員情報> 

        <民生委員番号>1234567890</民生委員番号> 

        <民生委員名称>民生 太郎</民生委員名称> 

    </民生委員情報> 

    <費用区分> 

        <費用区分>1</費用区分> 

        <費用区分名称>市費</費用区分名称> 

    </費用区分> 

    <地区コード> 

        <地区コード>1234567890</地区コード> 

        <地区コード名称>ＡＢＣ地区</地区コード名称> 

    </地区コード> 

    <被保護者情報> 

        <保護人数>3</保護人数> 



18_生活保護 

44 

    </被保護者情報> 

    <戻入受入情報> 

        <戻入金額>7000</戻入金額> 

        <受入金額>7000</受入金額> 

        <消込年月日>20100601</消込年月日> 

        <年度区分>0</年度区分> 

        <受入更新フラグ>1</受入更新フラグ> 

        <不納欠損総額>2000</不納欠損総額> 

    </戻入受入情報> 

</_18_生活保護_58_戻入管理ファイル> 

 

1.59 戻入管理明細ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_59_戻入管理明細ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <年度>2010</年度> 

    <年月分>201004</年月分> 

    <支払区分>01</支払区分> 

    <支払区分名称/> 

    <ケース番号>1234</ケース番号> 

    <識別番号>1234567</識別番号> 

    <員番号>0</員番号> 

    <管理番号>201006</管理番号> 

    <一時扶助区分>0</一時扶助区分> 

    <一時扶助区分名称>本体</一時扶助区分名称> 

    <経理科目コード>000310</経理科目コード> 

    <経理科目コード名称>教育・教育基準額</経理科目コード名称> 

    <金額>1500</金額> 

    <件数>0</件数> 

    <医療機関種別>10</医療機関種別> 

    <医療機関コード>1234567890</医療機関コード> 

    <施設種別>101</施設種別> 

    <施設コード>12345678</施設コード> 

    <学校種別>10</学校種別> 

    <学校コード>12345</学校コード> 

    <業者種別>10</業者種別> 

    <業者コード>1234</業者コード> 

    <民間住宅種別>10</民間住宅種別> 

    <民間住宅コード>1234</民間住宅コード> 

    <住宅管理番号>12345678901234567890</住宅管理番号> 

    <被保険者番号>1234567890</被保険者番号> 

    <戻入受入情報> 

        <戻入金額>7000</戻入金額> 

        <受入金額>7000</受入金額> 

        <消込年月日>20100601</消込年月日> 

        <年度区分>0</年度区分> 

        <受入更新フラグ>1</受入更新フラグ> 

        <不納欠損年月日>20120101</不納欠損年月日> 

        <不納欠損メモ>５年経過したため</不納欠損メモ> 

    </戻入受入情報> 

</_18_生活保護_59_戻入管理明細ファイル> 
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1.60 戻入管理状況ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_60_戻入管理状況ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <年度>2010</年度> 

    <年月分>201004</年月分> 

    <支払区分>01</支払区分> 

    <支払区分名称/> 

    <ケース番号>1234</ケース番号> 

    <識別番号>1234567</識別番号> 

    <管理番号>201006</管理番号> 

    <金額計>7000</金額計> 

    <生活扶助計>2000</生活扶助計> 

    <住宅扶助計>3000</住宅扶助計> 

    <教育高校計>1000</教育高校計> 

    <他一時扶助計>1000</他一時扶助計> 

    <地区担当員情報> 

        <地区担当職員番号>123456789012345</地区担当職員番号> 

        <地区担当名称>生保 太郎</地区担当名称> 

    </地区担当員情報> 

    <民生委員情報> 

        <民生委員番号>1234567890</民生委員番号> 

        <民生委員名称>民生 太郎</民生委員名称> 

    </民生委員情報> 

    <費用区分> 

        <費用区分>1</費用区分> 

        <費用区分名称>市費</費用区分名称> 

    </費用区分> 

    <地区コード> 

        <地区コード>1234567890</地区コード> 

        <地区コード名称>ＡＢＣ地区</地区コード名称> 

    </地区コード> 

    <被保護者情報> 

        <保護人数>3</保護人数> 

    </被保護者情報> 

    <戻入受入情報> 

        <戻入金額>7000</戻入金額> 

        <受入金額>7000</受入金額> 

        <消込年月日>20100601</消込年月日> 

        <年度区分>0</年度区分> 

        <受入更新フラグ>1</受入更新フラグ> 

        <決定総額>7000</決定総額> 

        <未納総額>3000</未納総額> 

        <不納欠損総額>1000</不納欠損総額> 

    </戻入受入情報> 

</_18_生活保護_60_戻入管理状況ファイル> 

 

1.61 訪問計画ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_61_訪問計画ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <年度>2011</年度> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 
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    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <ケース番号>1234</ケース番号> 

    <年月>201203</年月> 

    <訪問計画コード>1</訪問計画コード> 

    <訪問計画コード名称>所内面接</訪問計画コード名称> 

    <訪問計画その他名称>親戚宅で面接</訪問計画その他名称> 

    <年月日>20120314</年月日> 

    <対応職員番号>9999999999</対応職員番号> 

    <住宅状況コード>1</住宅状況コード> 

    <住宅状況コード名称>持ち家－１戸建て</住宅状況コード名称> 

    <住宅状況その他名称>親戚宅に間借り</住宅状況その他名称> 

    <指導指示コード>1</指導指示コード> 

    <指導指示コード名称>就労指導</指導指示コード名称> 

    <指導指示その他名称>借家の解約手続きについての指導</指導指示その他名称> 

    <保有状況>売却できる資産はなし</保有状況> 

</_18_生活保護_61_訪問計画ファイル> 

 

1.62 就労自立給付金ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_62_就労自立給付金ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <決定情報> 

        <決定額>10000</決定額> 

        <支給額>10000</支給額> 

        <支払方法>01</支払方法> 

        <支払方法名称>口座振込</支払方法名称> 

        <口座管理番号>1234567890</口座管理番号> 

        <状態区分>2</状態区分> 

        <状態区分名称>起案中</状態区分名称> 

    </決定情報> 

    <収入情報> 

        <初回収入認定年月>201401</初回収入認定年月> 

        <認定年月 1>201408</認定年月 1> 

        <収入認定額 1>50000</収入認定額 1> 

        <認定年月 2>201409</認定年月 2> 

        <収入認定額 2>50000</収入認定額 2> 

        <認定年月 3>201410</認定年月 3> 

        <収入認定額 3>50000</収入認定額 3> 

        <認定年月 4>201411</認定年月 4> 

        <収入認定額 4>50000</収入認定額 4> 

        <認定年月 5>201412</認定年月 5> 

        <収入認定額 5>50000</収入認定額 5> 

        <認定年月 6>201501</認定年月 6> 

        <収入認定額 6>50000</収入認定額 6> 

    </収入情報> 

</_18_生活保護_62_就労自立給付金ファイル> 
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1.63 進学準備給付金ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_18_生活保護_63_進学準備給付金ファイル> 

    <事業コード>123</事業コード> 

    <福祉事務所コード>123456</福祉事務所コード> 

    <管轄コード>00001</管轄コード> 

    <管轄コード名称>東区１丁目</管轄コード名称> 

    <事業管理番号>1234567890</事業管理番号> 

    <ケース番号>1234567890</ケース番号> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <員番号>123</員番号> 

    <決定情報> 

        <決定額>10000</決定額> 

        <支給額>10000</支給額> 

        <支払方法>01</支払方法> 

        <支払方法名称>口座振込</支払方法名称> 

        <口座管理番号>1234567890</口座管理番号> 

        <状態区分>2</状態区分> 

        <状態区分名称>起案中</状態区分名称> 

    </決定情報> 

</_18_生活保護_63_進学準備給付金ファイル> 

 


