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1. XML 形式サンプル 

1.1 人事基本情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_1_人事基本情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <移行基準日>20120216</移行基準日> 

    <採用フラグ>1</採用フラグ> 

    <退職フラグ>0</退職フラグ> 

    <職員種別>1</職員種別> 

    <共済番号>1234567890</共済番号> 

    <住基個人番号>1234567890</住基個人番号> 

    <氏名変更年月日>20120216</氏名変更年月日> 

    <氏名漢字>関東 太郎</氏名漢字> 

    <氏名カナ>カントウ タロウ</氏名カナ> 

    <性別>1</性別> 

    <外国人区分>0</外国人区分> 

    <生年月日>20120216</生年月日> 

    <血液型>1</血液型> 

    <血液型_プラスマイナス>1</血液型_プラスマイナス> 

    <旧姓使用区分>1</旧姓使用区分> 

    <旧姓使用_氏名漢字>関西 太郎</旧姓使用_氏名漢字> 

    <旧姓使用_氏名カナ>カンサイ タロウ</旧姓使用_氏名カナ> 

    <現住所_変更年月日>20120216</現住所_変更年月日> 

    <市町村コード>12345</市町村コード> 

    <住所コード>139999</住所コード> 

    <町名_漢字>飯田橋１丁目</町名_漢字> 

    <地番_漢字>１－１</地番_漢字> 

    <方書_漢字>○○ビル１Ｆ</方書_漢字> 

    <住所漢字>東京都千代田区飯田橋１丁目１－１○○ビル１Ｆ</住所漢字> 

    <住所カナ>トウキョウトチヨダクイイダバシ１－</住所カナ> 

    <電話番号>012-345-6789</電話番号> 

    <携帯電話番号>123-1234-5678</携帯電話番号> 

    <郵便番号>1070072</郵便番号> 

    <基礎年金番号>1234567891</基礎年金番号> 

    <メールアドレス>abcde12345@xx.xx.xx</メールアドレス> 

    <学歴コード>1</学歴コード> 

    <学校コード>0</学校コード> 

    <学部コード>0</学部コード> 

    <学科コード>0</学科コード> 

    <専攻コード>0</専攻コード> 

    <課程コード>1</課程コード> 

    <修学年数>4</修学年数> 

    <修了区分>2</修了区分> 

    <修学開始年月日>20120216</修学開始年月日> 

    <修学修了年月日>20120216</修学修了年月日> 

    <学校名称_漢字>○○大学</学校名称_漢字> 

    <学部名称_漢字>○○学部</学部名称_漢字> 

    <採用後取得学歴_学校名称_漢字>○○大学</採用後取得学歴_学校名称_漢字> 

    <採用後取得学歴_学部名称_漢字>○○学部</採用後取得学歴_学部名称_漢字> 

    <採用後取得学歴_学歴コード>1</採用後取得学歴_学歴コード> 

    <採用後取得学歴_学校コード>0</採用後取得学歴_学校コード> 

    <採用後取得学歴_学部コード>0</採用後取得学歴_学部コード> 

    <採用後取得学歴_学科コード>0</採用後取得学歴_学科コード> 

    <採用後取得学歴_専攻コード>0</採用後取得学歴_専攻コード> 

    <採用後取得学歴_修学区分_課程コード>1</採用後取得学歴_修学区分_課程コード> 

    <採用後取得学歴_修学年数>0</採用後取得学歴_修学年数> 

    <採用後取得学歴_修了区分>1</採用後取得学歴_修了区分> 
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    <採用後取得学歴_修学開始年月日>20120216</採用後取得学歴_修学開始年月日> 

    <採用後取得学歴_修学修了年月日>20120216</採用後取得学歴_修学修了年月日> 

    <採用区分>1</採用区分> 

    <採用試験区分>1</採用試験区分> 

    <採用試験年度>2012</採用試験年度> 

    <採用年月日>20120216</採用年月日> 

    <実採用年月日>20120216</実採用年月日> 

    <発令年月日_現職>20120216</発令年月日_現職> 

    <発令年月日_現所属>20120216</発令年月日_現所属> 

    <発令年月日>20120216</発令年月日> 

    <現級発令年月日>20120216</現級発令年月日> 

    <発令事由コード>10</発令事由コード> 

    <身分コード>1</身分コード> 

    <職級コード>03</職級コード> 

    <所属区分>001100220033</所属区分> 

    <職名コード>1003</職名コード> 

    <階級コード>04</階級コード> 

    <職種コード>01</職種コード> 

    <会計コード>01</会計コード> 

    <財務所属コード>001100220033</財務所属コード> 

    <予算所属コード>001100220033</予算所属コード> 

    <款コード>02</款コード> 

    <項コード>03</項コード> 

    <目コード>04</目コード> 

    <事業コード>05060708</事業コード> 

    <給料_発令年月日>20120216</給料_発令年月日> 

    <発令形態コード>1010</発令形態コード> 

    <給料表コード>1</給料表コード> 

    <等級>2</等級> 

    <号給>102</号給> 

    <給料月額>300000</給料月額> 

    <保障給>0</保障給> 

    <併任フラグ>0</併任フラグ> 

    <兼任フラグ>0</兼任フラグ> 

    <兼務フラグ>0</兼務フラグ> 

    <事務取扱フラグ>0</事務取扱フラグ> 

    <出向フラグ>0</出向フラグ> 

    <派遣フラグ>0</派遣フラグ> 

    <専従許可フラグ>0</専従許可フラグ> 

    <特殊発令フラグ>0</特殊発令フラグ> 

    <休業_休職_停職フラグ>0</休業_休職_停職フラグ> 

    <定数外フラグ>0</定数外フラグ> 

    <退職_発令年月日>20120216</退職_発令年月日> 

    <退職理由コード>1</退職理由コード> 

    <退職_在職期間>120</退職_在職期間> 

    <退職_加算期間>12</退職_加算期間> 

    <退職_除算期間_休業_休職>10</退職_除算期間_休業_休職> 

    <退職_除算期間_その他>10</退職_除算期間_その他> 

    <退職_通算期間>300</退職_通算期間> 

    <退職_特別昇給前_給料表>1</退職_特別昇給前_給料表> 

    <退職_特別昇給前_等級>7</退職_特別昇給前_等級> 

    <退職_特別昇給前_号給>53</退職_特別昇給前_号給> 

    <退職_特別昇給前_給料月額>464000</退職_特別昇給前_給料月額> 

    <退職_特別昇給後_給料表>1</退職_特別昇給後_給料表> 

    <退職_特別昇給後_等級>7</退職_特別昇給後_等級> 

    <退職_特別昇給後_号給>56</退職_特別昇給後_号給> 

    <退職_特別昇給後_給料月額>494000</退職_特別昇給後_給料月額> 

    <退職_給料改定率>1</退職_給料改定率> 

    <退職_改定給料月額>494000</退職_改定給料月額> 

    <退職_支給率>20</退職_支給率> 

    <退職_手当金>10000000</退職_手当金> 
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    <納付日>20120331</納付日> 

    <退職控除_所得税>150000</退職控除_所得税> 

    <退職控除_市町村民税>150000</退職控除_市町村民税> 

    <退職控除_県民税>150000</退職控除_県民税> 

    <退職控除_住民税特徴残額税>150000</退職控除_住民税特徴残額税> 

    <退職控除_退職互助会一時拠出金>150000</退職控除_退職互助会一時拠出金> 

    <退職控除_共済弁済金>150000</退職控除_共済弁済金> 

    <退職控除_共済物資>150000</退職控除_共済物資> 

    <退職控除_控除額計>150000</退職控除_控除額計> 

    <退職控除_差引支給額>10000000</退職控除_差引支給額> 

    <退職その他支給額>200000</退職その他支給額> 

    <退職その他控除額>50000</退職その他控除額> 

    <給与計算区分>0</給与計算区分> 

    <扶養手当区分>1</扶養手当区分> 

    <通勤手当区分>1</通勤手当区分> 

    <住居手当区分>1</住居手当区分> 

    <時間外手当区分>1</時間外手当区分> 

    <宿日直手当区分>001</宿日直手当区分> 

    <管理職特別勤務手当区分>1</管理職特別勤務手当区分> 

    <産業教育手当区分>0</産業教育手当区分> 

    <定時制通信教育手当区分>0</定時制通信教育手当区分> 

    <期末区分>1</期末区分> 

    <勤勉区分>1</勤勉区分> 

    <差額区分>1</差額区分> 

    <共済掛金区分>1</共済掛金区分> 

    <共済負担金区分>1</共済負担金区分> 

    <社会保険該当フラグ>1</社会保険該当フラグ> 

    <互助会掛金区分>1</互助会掛金区分> 

    <互助会負担金区分>1</互助会負担金区分> 

    <退職負担金区分>1</退職負担金区分> 

    <退職者互助会掛金区分>1</退職者互助会掛金区分> 

    <児童手当掛金区分>1</児童手当掛金区分> 

    <児童手当負担金区分>1</児童手当負担金区分> 

    <介護該当フラグ>0</介護該当フラグ> 

    <職員互助会費コード>0</職員互助会費コード> 

    <職員組合費コード>0</職員組合費コード> 

    <派遣_再任用コード>0</派遣_再任用コード> 

    <減額措置コード>0</減額措置コード> 

    <給料調整コード_3級加算>1</給料調整コード_3級加算> 

    <給料調整個人分母_3級加算>100</給料調整個人分母_3級加算> 

    <給料調整個人分子_3級加算>100</給料調整個人分子_3級加算> 

    <給料調整個人入力額_3級加算>100</給料調整個人入力額_3級加算> 

    <給料調整コード_教職調整>1</給料調整コード_教職調整> 

    <給料調整個人分母_教職調整>100</給料調整個人分母_教職調整> 

    <給料調整個人分子_教職調整>100</給料調整個人分子_教職調整> 

    <給料調整個人入力額_教職調整>0</給料調整個人入力額_教職調整> 

    <給料調整コード_給料調整>1</給料調整コード_給料調整> 

    <給料調整個人分母_給料調整>100</給料調整個人分母_給料調整> 

    <給料調整個人分子_給料調整>100</給料調整個人分子_給料調整> 

    <給料調整個人入力額_給料調整>0</給料調整個人入力額_給料調整> 

    <給料分母>100</給料分母> 

    <給料分子>100</給料分子> 

    <管理職手当コード>001</管理職手当コード> 

    <管理職手当個人分母>100</管理職手当個人分母> 

    <管理職手当個人分子>100</管理職手当個人分子> 

    <管理職手当個人入力額>15000</管理職手当個人入力額> 

    <地域手当コード_地域手当>1</地域手当コード_地域手当> 

    <地域手当個人分母_地域手当>100</地域手当個人分母_地域手当> 

    <地域手当個人分子_地域手当>100</地域手当個人分子_地域手当> 

    <地域手当個人入力額_地域手当>15000</地域手当個人入力額_地域手当> 

    <地域手当コード_広域異動手当>1</地域手当コード_広域異動手当> 
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    <地域手当個人分母_広域異動手当>100</地域手当個人分母_広域異動手当> 

    <地域手当個人分子_広域異動手当>100</地域手当個人分子_広域異動手当> 

    <地域手当個人入力額_広域異動手当>15000</地域手当個人入力額_広域異動手当> 

    <地域手当コード_研究員調整手当>1</地域手当コード_研究員調整手当> 

    <地域手当個人分母_研究員調整手当>100</地域手当個人分母_研究員調整手当> 

    <地域手当個人分子_研究員調整手当>100</地域手当個人分子_研究員調整手当> 

    <地域手当個人入力額_研究員調整手当>15000</地域手当個人入力額_研究員調整手当> 

    <単身赴任手当コード>1</単身赴任手当コード> 

    <単身赴任手当距離>250</単身赴任手当距離> 

    <単身赴任手当個人入力額>15000</単身赴任手当個人入力額> 

    <初任給調整手当開始年月日>20120216</初任給調整手当開始年月日> 

    <初任給調整手当職員区分>1</初任給調整手当職員区分> 

    <初任給調整手当期間区分>12</初任給調整手当期間区分> 

    <初任給調整手当個人入力額>15000</初任給調整手当個人入力額> 

    <特地勤務手当コード>1</特地勤務手当コード> 

    <特地勤務手当異動年月日>20120216</特地勤務手当異動年月日> 

    <特地勤務手当異動前基礎額>15000</特地勤務手当異動前基礎額> 

    <特地勤務手当個人分母>100</特地勤務手当個人分母> 

    <特地勤務手当個人分子>100</特地勤務手当個人分子> 

    <特地勤務手当個人入力額>15000</特地勤務手当個人入力額> 

    <準特地勤務手当コード>1</準特地勤務手当コード> 

    <準特地勤務手当転居年月日>20120216</準特地勤務手当転居年月日> 

    <準特地勤務手当異動前基礎額>15000</準特地勤務手当異動前基礎額> 

    <準特地勤務手当個人分母>100</準特地勤務手当個人分母> 

    <準特地勤務手当個人分子>100</準特地勤務手当個人分子> 

    <準特地勤務手当個人入力額>15000</準特地勤務手当個人入力額> 

    <義務教育等教員特別手当コード>1</義務教育等教員特別手当コード> 

    <義務教育等教員特別手当個人調整数分母>100</義務教育等教員特別手当個人調整数分母> 

    <義務教育等教員特別手当個人調整数分子>100</義務教育等教員特別手当個人調整数分子> 

    <義務教育等教員特別手当個人入力額>15000</義務教育等教員特別手当個人入力額> 

    <寒冷地級地区分>1</寒冷地級地区分> 

    <寒冷地世帯区分>1</寒冷地世帯区分> 

    <寒冷地手当個人加算額>15000</寒冷地手当個人加算額> 

    <所得税指定税率分母>1000</所得税指定税率分母> 

    <所得税指定税率分子>20</所得税指定税率分子> 

    <所得税甲乙丙>1</所得税甲乙丙> 

    <所得税税配偶者>1</所得税税配偶者> 

    <所得税控対配>01</所得税控対配> 

    <所得税一般>1</所得税一般> 

    <所得税特定>1</所得税特定> 

    <所得税老人>1</所得税老人> 

    <所得税同居老親>1</所得税同居老親> 

    <所得税同居特障>1</所得税同居特障> 

    <所得税特障>1</所得税特障> 

    <所得税障害>1</所得税障害> 

    <所得税本人障害>1</所得税本人障害> 

    <所得税本人老年>0</所得税本人老年> 

    <所得税本人寡婦>1</所得税本人寡婦> 

    <所得税本人特定寡婦>1</所得税本人特定寡婦> 

    <所得税本人勤労>0</所得税本人勤労> 

    <所得税年少>0</所得税年少> 

    <差押コード>1</差押コード> 

    <差押開始年月>201202</差押開始年月> 

    <差押取下げ年月>201202</差押取下げ年月> 

    <差押総額>1500000</差押総額> 

    <差押済額>500000</差押済額> 

    <差押残額>1000000</差押残額> 

    <定額差押額月例>100000</定額差押額月例> 

    <定額差押額賞与>200000</定額差押額賞与> 

    <定額差押額寒冷地>200000</定額差押額寒冷地> 

    <定額差押額差額>200000</定額差押額差額> 
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    <差押禁止割合分母>100</差押禁止割合分母> 

    <差押禁止割合分子>0</差押禁止割合分子> 

    <差押禁止割合端数処理>1</差押禁止割合端数処理> 

    <差押禁止上限額>3000000</差押禁止上限額> 

    <共済長期免除>1</共済長期免除> 

    <組合員種別>10</組合員種別> 

    <勤務予定区分>1</勤務予定区分> 

    <給与支払者>1</給与支払者> 

    <採用試験年月日>20120216</採用試験年月日> 

    <採用試験合格年月日>20120216</採用試験合格年月日> 

    <週勤務時間>2325</週勤務時間> 

    <自治体コード>123456</自治体コード> 

    <給与種別>0</給与種別> 

    <給料特例減額給料調整 3級加算コード>1</給料特例減額給料調整 3級加算コード> 

    <給料特例減額率分母>1000</給料特例減額率分母> 

    <給料特例減額率分子>0</給料特例減額率分子> 

    <給料特例減額本給>0</給料特例減額本給> 

    <給料特例減額教職加算コード>1</給料特例減額教職加算コード> 

    <給料特例減額管理職手当特例減額率分母>1000</給料特例減額管理職手当特例減額率分母> 

    <給料特例減額管理職手当特例減額率分子>0</給料特例減額管理職手当特例減額率分子> 

    <給料特例減額管理職手当特例減額>0</給料特例減額管理職手当特例減額> 

    <給料特例減額給料調整コード>1</給料特例減額給料調整コード> 

    <給料特例減額給料調整個人調整数分母>0</給料特例減額給料調整個人調整数分母> 

    <給料特例減額給料調整個人調整数分子>0</給料特例減額給料調整個人調整数分子> 

    <給料特例減額差額>0</給料特例減額差額> 

</_21_人事給与_1_人事基本情報ファイル> 

 

1.2 氏名履歴情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_2_氏名履歴情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <履歴番号>10</履歴番号> 

    <氏名変更年月日>20120216</氏名変更年月日> 

    <氏名漢字>関東 太郎</氏名漢字> 

    <氏名カナ>カントウ タロウ</氏名カナ> 

    <旧姓使用区分>0</旧姓使用区分> 

</_21_人事給与_2_氏名履歴情報ファイル> 

 

1.3 住所履歴情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_3_住所履歴情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <履歴番号>10</履歴番号> 

    <現住所_変更年月日>20120216</現住所_変更年月日> 

    <住所漢字>東京都千代田区</住所漢字> 

    <住所カナ>トウキョウトチヨダクイイダバシ１－</住所カナ> 

    <市町村コード>12345</市町村コード> 

    <住所コード>139999</住所コード> 

    <町名_漢字>飯田橋１丁目</町名_漢字> 

    <地番_漢字>１－１</地番_漢字> 

    <方書_漢字>○○ビル１Ｆ</方書_漢字> 

    <郵便番号>1020072</郵便番号> 

</_21_人事給与_3_住所履歴情報ファイル> 
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1.4 学歴履歴情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_4_学歴履歴情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <履歴番号>10</履歴番号> 

    <採用前後フラグ>1</採用前後フラグ> 

    <学歴コード>1</学歴コード> 

    <学校コード>0</学校コード> 

    <学部コード>0</学部コード> 

    <学科コード>0</学科コード> 

    <専攻コード>0</専攻コード> 

    <課程コード>1</課程コード> 

    <修学年数>4</修学年数> 

    <修了区分>1</修了区分> 

    <修学開始年月日>20120216</修学開始年月日> 

    <修学修了年月日>20120216</修学修了年月日> 

    <学校名称_漢字>○○大学</学校名称_漢字> 

    <学部名称_漢字>○○学部</学部名称_漢字> 

    <学科名称_漢字>○○学科</学科名称_漢字> 

    <専攻名称_漢字>○○専攻</専攻名称_漢字> 

    <初任給学歴>0</初任給学歴> 

</_21_人事給与_4_学歴履歴情報ファイル> 

 

1.5 資格履歴情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_5_資格履歴情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <資格種類コード>0</資格種類コード> 

    <資格コード>0</資格コード> 

    <取得年月日>20120401</取得年月日> 

    <登録番号>A001</登録番号> 

    <資格名称_漢字>認定看護師</資格名称_漢字> 

    <有効年月日>20170331</有効年月日> 

    <発行者>○○○○協会</発行者> 

</_21_人事給与_5_資格履歴情報ファイル> 

 

1.6 表彰履歴情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_6_表彰履歴情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <履歴番号>10</履歴番号> 

    <表彰種類コード>0</表彰種類コード> 

    <表彰コード>0</表彰コード> 

    <表彰名称_漢字>永年勤続表彰</表彰名称_漢字> 

    <発令年月日_表彰>20120216</発令年月日_表彰> 

    <発令事由コード>310</発令事由コード> 

    <発令形態コード>31010</発令形態コード> 

    <発令分類コード>31011</発令分類コード> 

    <発令文>○○○賞を授与する</発令文> 

    <任命権者コード>1</任命権者コード> 

</_21_人事給与_6_表彰履歴情報ファイル> 
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1.7 休職履歴情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_7_休職履歴情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <履歴番号>10</履歴番号> 

    <発令年月日>20120216</発令年月日> 

    <発令フラグ>1</発令フラグ> 

    <発令事由コード>10</発令事由コード> 

    <発令形態コード>23010</発令形態コード> 

    <発令分類コード>23011</発令分類コード> 

    <開始年月日>20120216</開始年月日> 

    <終了年月日>20120216</終了年月日> 

    <延長年月日>20120216</延長年月日> 

    <短縮年月日>20120216</短縮年月日> 

    <給料停止年月日>20120216</給料停止年月日> 

    <法律条例>1</法律条例> 

    <法律項>1</法律項> 

    <法律号>1</法律号> 

    <減額分母>100</減額分母> 

    <減額分子>50</減額分子> 

    <停職月>0</停職月> 

    <停職日>0</停職日> 

    <減給分母>100</減給分母> 

    <減給分子>0</減給分子> 

    <減給期間>6</減給期間> 

    <始期年月>201202</始期年月> 

    <週勤務時間>2325</週勤務時間> 

</_21_人事給与_7_休職履歴情報ファイル> 

 

1.8 口座情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_8_口座情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <金融機関コード>0001</金融機関コード> 

    <支店コード>125</支店コード> 

    <口座種別>1</口座種別> 

    <口座番号>01234567</口座番号> 

    <口座名義人カナ>カントウ タロウ</口座名義人カナ> 

    <振込区分>1</振込区分> 

    <口座振込第二口座>10000</口座振込第二口座> 

    <口座振込第三口座>10000</口座振込第三口座> 

    <口座現金月例>10000</口座現金月例> 

</_21_人事給与_8_口座情報ファイル> 

 

1.9 扶養台帳基本情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_9_扶養台帳基本情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <扶養者番号>1</扶養者番号> 

    <氏名漢字>関東 太郎</氏名漢字> 

    <氏名カナ>カントウ タロウ</氏名カナ> 

    <続柄コード>01</続柄コード> 

    <生年月日>20120216</生年月日> 

    <手当_扶養手当該当>1</手当_扶養手当該当> 
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    <手当_扶養手当加算該当>1</手当_扶養手当加算該当> 

    <税該当扶養>1</税該当扶養> 

    <税同居>1</税同居> 

    <税障害フラグ>1</税障害フラグ> 

    <税_一般>1</税_一般> 

    <税_特定>1</税_特定> 

    <税_老人>1</税_老人> 

    <別居区分>1</別居区分> 

    <別居_住所>東京都千代田区飯田橋１丁目１－１○○ビル１Ｆ</別居_住所> 

    <別居_カナ住所>トウキョウトチヨダクイイダバシ１－</別居_カナ住所> 

    <別居_市町村コード>12345</別居_市町村コード> 

    <別居_住所コード>139999</別居_住所コード> 

    <別居_町名_漢字>飯田橋１丁目</別居_町名_漢字> 

    <別居_地番_漢字>１－１</別居_地番_漢字> 

    <別居_方書_漢字>○○ビル１Ｆ</別居_方書_漢字> 

    <別居_郵便番号>1020072</別居_郵便番号> 

    <国外住所>1</国外住所> 

    <非居住者>1</非居住者> 

    <生計を一にする事実_送金額>1200000</生計を一にする事実_送金額> 

    <生計を一にする事実_備考>生活費として送金</生計を一にする事実_備考> 

    <共済_被扶養者>1</共済_被扶養者> 

    <共済_特定疾病>1</共済_特定疾病> 

    <共済_老人医療>1</共済_老人医療> 

    <共済_遠隔地>1</共済_遠隔地> 

    <備考_給与用>扶養者確認事項有り</備考_給与用> 

    <児童手当支給開始年月>201202</児童手当支給開始年月> 

    <児童手当非該当年月>201202</児童手当非該当年月> 

    <児童手当該当区分 1>1</児童手当該当区分 1> 

    <児童手当該当区分 2>1</児童手当該当区分 2> 

    <児童手当該当区分 3>1</児童手当該当区分 3> 

    <児童手当該当区分 4>1</児童手当該当区分 4> 

    <児童手当支給事由 1>1</児童手当支給事由 1> 

    <児童手当支給事由 2>1</児童手当支給事由 2> 

    <児童手当支給事由 3>1</児童手当支給事由 3> 

    <児童手当支給事由 4>1</児童手当支給事由 4> 

    <児童手当支給月数>4</児童手当支給月数> 

</_21_人事給与_9_扶養台帳基本情報ファイル> 

 

1.10 扶養台帳履歴情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_10_扶養台帳履歴情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <申請年月日>20120216</申請年月日> 

    <登録年月日>20120216</登録年月日> 

    <扶養者番号>1</扶養者番号> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <異動開始年月日>20120216</異動開始年月日> 

    <支給開始年月日>20120201</支給開始年月日> 

    <支給開始理由>1</支給開始理由> 

    <異動終了年月日>20120216</異動終了年月日> 

    <支給終了年月日>20120229</支給終了年月日> 

    <支給終了理由>1</支給終了理由> 

    <備考_給与用>扶養者確認事項有り</備考_給与用> 

</_21_人事給与_10_扶養台帳履歴情報ファイル> 

 

1.11 通勤手当台帳情報ファイル 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_21_人事給与_11_通勤手当台帳情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <発生年月日>20120216</発生年月日> 

    <申請年月日>20120216</申請年月日> 

    <受理年月日>20120216</受理年月日> 

    <登録年月日>20120216</登録年月日> 

    <条文区分>1</条文区分> 

    <支給開始年月日>20120201</支給開始年月日> 

    <支給開始理由>1</支給開始理由> 

    <支給終了年月日>20120229</支給終了年月日> 

    <支給終了理由>1</支給終了理由> 

    <通勤手当_支給額>0</通勤手当_支給額> 

    <非課税>0</非課税> 

    <備考_給与用>通勤手当変更予定有り</備考_給与用> 

</_21_人事給与_11_通勤手当台帳情報ファイル> 

 

1.12 通勤手当台帳経路情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_12_通勤手当台帳経路情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <経路番号>1</経路番号> 

    <適用年月日>20120201</適用年月日> 

    <通勤方法コード>7</通勤方法コード> 

    <定期月数>1</定期月数> 

    <通勤経路>Ａ公園～Ｂ市役所前</通勤経路> 

    <通勤運賃>7500</通勤運賃> 

    <通勤距離>10</通勤距離> 

    <支給額>7500</支給額> 

    <うち非課税額>7500</うち非課税額> 

</_21_人事給与_12_通勤手当台帳経路情報ファイル> 

 

1.13 住居手当台帳情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_13_住居手当台帳情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <発生年月日>20120216</発生年月日> 

    <申請年月日>20120216</申請年月日> 

    <登録年月日>20120216</登録年月日> 

    <住居手当コード>1</住居手当コード> 

    <家賃額>80000</家賃額> 

    <家賃額_留守宅分>0</家賃額_留守宅分> 

    <支給開始年月日>20120201</支給開始年月日> 

    <支給開始理由>1</支給開始理由> 

    <支給終了年月日>20120229</支給終了年月日> 

    <支給終了理由>1</支給終了理由> 

    <住居手当額>20000</住居手当額> 

    <新築_購入年月日>20120216</新築_購入年月日> 

    <住居 5年を経過する日>2017215</住居 5年を経過する日> 

    <備考_給与用>転居予定有り</備考_給与用> 

    <経過措置適用フラグ>1</経過措置適用フラグ> 

</_21_人事給与_13_住居手当台帳情報ファイル> 
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1.14 生命保険加入者台帳情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_14_生命保険加入者台帳情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <生命保険会社コード>9820</生命保険会社コード> 

    <証券記号番号>1234567890123</証券記号番号> 

    <契約年月日>20120216</契約年月日> 

    <満期区分>1</満期区分> 

    <保険期間>12</保険期間> 

    <払込終期>201212</払込終期> 

    <保険額>1000000</保険額> 

    <保険料 1月>10000</保険料 1月> 

    <保険料 2月>10000</保険料 2月> 

    <保険料 3月>10000</保険料 3月> 

    <保険料 4月>10000</保険料 4月> 

    <保険料 5月>10000</保険料 5月> 

    <保険料 6月>10000</保険料 6月> 

    <保険料 7月>10000</保険料 7月> 

    <保険料 8月>10000</保険料 8月> 

    <保険料 9月>10000</保険料 9月> 

    <保険料 10月>10000</保険料 10月> 

    <保険料 11月>10000</保険料 11月> 

    <保険料 12月>10000</保険料 12月> 

    <保険料 6月賞与>10000</保険料 6月賞与> 

    <保険料 12月賞与>10000</保険料 12月賞与> 

    <保険料合計>140000</保険料合計> 

    <保険種類>1</保険種類> 

    <解約フラグ>0</解約フラグ> 

</_21_人事給与_14_生命保険加入者台帳情報ファイル> 

 

1.15 財形台帳情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_15_財形台帳情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <貯蓄区分>1</貯蓄区分> 

    <金融機関コード>0001</金融機関コード> 

    <共通記入事項_積立開始日>20120201</共通記入事項_積立開始日> 

    <共通記入事項_預入金額_毎月>10000</共通記入事項_預入金額_毎月> 

    <共通記入事項_預入金額_手当>10000</共通記入事項_預入金額_手当> 

    <共通記入事項_積立終了日>20121231</共通記入事項_積立終了日> 

    <最高限度額>3000000</最高限度額> 

</_21_人事給与_15_財形台帳情報ファイル> 

 

1.16 住民税マスタ情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_16_住民税マスタ情報ファイル> 

    <処理年>2012</処理年> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <住民税個人番号>12345678901</住民税個人番号> 

    <受給者番号>1234567890</受給者番号> 

    <住民税住所漢字>東京都千代田区飯田橋１丁目１－１○○ビル１Ｆ</住民税住所漢字> 

    <住民税住所カナ>トウキョウトチヨダクイイダバシ１－</住民税住所カナ> 

    <住民税氏名漢字>関東 太郎</住民税氏名漢字> 

    <住民税氏名カナ>カントウ タロウ</住民税氏名カナ> 
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    <特別徴収額>150150</特別徴収額> 

    <住民税 6月分>12650</住民税 6月分> 

    <住民税 7月分>12500</住民税 7月分> 

    <住民税 8月分>12500</住民税 8月分> 

    <住民税 9月分>12500</住民税 9月分> 

    <住民税 10月分>12500</住民税 10月分> 

    <住民税 11月分>12500</住民税 11月分> 

    <住民税 12月分>12500</住民税 12月分> 

    <住民税 1月分>12500</住民税 1月分> 

    <住民税 2月分>12500</住民税 2月分> 

    <住民税 3月分>12500</住民税 3月分> 

    <住民税 4月分>12500</住民税 4月分> 

    <住民税 5月分>12500</住民税 5月分> 

    <住民税市町村>123456</住民税市町村> 

    <変更月>04</変更月> 

    <摘要>配偶者収入の訂正</摘要> 

</_21_人事給与_16_住民税マスタ情報ファイル> 

 

1.17 支給明細情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_17_支給明細情報ファイル> 

    <年度>2012</年度> 

    <処理年>2012</処理年> 

    <処理月>1</処理月> 

    <処理区分>0</処理区分> 

    <処理名称>平成２２年度 平成２３年 １月</処理名称> 

    <支給年月日>20120216</支給年月日> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <共済番号>1234567890</共済番号> 

    <氏名漢字>関東 太郎</氏名漢字> 

    <氏名カナ>カントウ タロウ</氏名カナ> 

    <性別>1</性別> 

    <性別名称_漢字>男</性別名称_漢字> 

    <生年月日>20120216</生年月日> 

    <職員種別>1</職員種別> 

    <職員種別名称_漢字>一般職</職員種別名称_漢字> 

    <給与種別>0</給与種別> 

    <給与種別名称_漢字>一般職</給与種別名称_漢字> 

    <所属区分>001100220033</所属区分> 

    <所属名称/> 

    <職名コード>1003</職名コード> 

    <職名略称_漢字/> 

    <身分コード>1</身分コード> 

    <身分略称_漢字/> 

    <職級コード>03</職級コード> 

    <職級名称_漢字/> 

    <会計コード>01</会計コード> 

    <会計略称_漢字/> 

    <財務所属コード>001100220033</財務所属コード> 

    <財務所属略称_漢字/> 

    <予算所属コード>001100220033</予算所属コード> 

    <予算所属略称/> 

    <款コード>02</款コード> 

    <款名称_漢字/> 

    <項コード>03</項コード> 

    <項_漢字/> 

    <目コード>04</目コード> 

    <目_漢字/> 

    <事業コード>05060708</事業コード> 
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    <事業_漢字/> 

    <給料表コード>1</給料表コード> 

    <給料表略称_漢字/> 

    <等級>2</等級> 

    <号給>102</号給> 

    <給料_発令年月日>20120216</給料_発令年月日> 

    <給与計算区分>0</給与計算区分> 

    <給与計算区分名称_漢字>全額支給</給与計算区分名称_漢字> 

    <時間 100_異動前>60</時間 100_異動前> 

    <時間 125_異動前>60</時間 125_異動前> 

    <時間 150_異動前>60</時間 150_異動前> 

    <時間 135_異動前>60</時間 135_異動前> 

    <時間 160_異動前>60</時間 160_異動前> 

    <時間 25_異動前>60</時間 25_異動前> 

    <休日_異動前>60</休日_異動前> 

    <夜間_異動前>60</夜間_異動前> 

    <時間 50_異動前>60</時間 50_異動前> 

    <時間 175_異動前>60</時間 175_異動前> 

    <超勤給料額_異動前>340000</超勤給料額_異動前> 

    <超勤基礎額_異動前>300000</超勤基礎額_異動前> 

    <単価 100_異動前>1500</単価 100_異動前> 

    <単価 125_異動前>1500</単価 125_異動前> 

    <単価 150_異動前>1500</単価 150_異動前> 

    <単価 135_異動前>1500</単価 135_異動前> 

    <単価 160_異動前>1500</単価 160_異動前> 

    <単価 25_異動前>1500</単価 25_異動前> 

    <単価休日_異動前>1500</単価休日_異動前> 

    <単価夜間_異動前>1500</単価夜間_異動前> 

    <単価 50_異動前>1500</単価 50_異動前> 

    <単価 175_異動前>1500</単価 175_異動前> 

    <単価減額_異動前>1500</単価減額_異動前> 

    <時間 100_異動後>60</時間 100_異動後> 

    <時間 125_異動後>60</時間 125_異動後> 

    <時間 150_異動後>60</時間 150_異動後> 

    <時間 135_異動後>60</時間 135_異動後> 

    <時間 160_異動後>60</時間 160_異動後> 

    <時間 25_異動後>60</時間 25_異動後> 

    <休日_異動後>60</休日_異動後> 

    <夜間_異動後>60</夜間_異動後> 

    <時間 50_異動後>60</時間 50_異動後> 

    <時間 175_異動後>60</時間 175_異動後> 

    <超勤給料額_異動後>340000</超勤給料額_異動後> 

    <超勤基礎額_異動後>300000</超勤基礎額_異動後> 

    <単価 100_異動後>1500</単価 100_異動後> 

    <単価 125_異動後>1500</単価 125_異動後> 

    <単価 150_異動後>1500</単価 150_異動後> 

    <単価 135_異動後>1500</単価 135_異動後> 

    <単価 160_異動後>1500</単価 160_異動後> 

    <単価 25_異動後>1500</単価 25_異動後> 

    <単価休日_異動後>1500</単価休日_異動後> 

    <単価夜間_異動後>1500</単価夜間_異動後> 

    <単価 50_異動後>1500</単価 50_異動後> 

    <単価 175_異動後>1500</単価 175_異動後> 

    <単価減額_異動後>1500</単価減額_異動後> 

    <減額設定_欠勤時間数_異動前>60</減額設定_欠勤時間数_異動前> 

    <減額設定_介護休暇時間数_異動前>60</減額設定_介護休暇時間数_異動前> 

    <減額設定_部分休業時間数_異動前>60</減額設定_部分休業時間数_異動前> 

    <減額設定_欠勤時間数_異動後>60</減額設定_欠勤時間数_異動後> 

    <減額設定_介護休暇時間数_異動後>60</減額設定_介護休暇時間数_異動後> 

    <減額設定_部分休業時間数_異動後>60</減額設定_部分休業時間数_異動後> 

    <宿日直手当区分>001</宿日直手当区分> 
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    <宿日直手当区分名称/> 

    <日直>0</日直> 

    <回数日直>10</回数日直> 

    <半日>0</半日> 

    <回数半日>10</回数半日> 

    <管理職特別勤務手当区分>1</管理職特別勤務手当区分> 

    <管理職特別勤務手当区分名称/> 

    <単価管理職特別 6時間以下>0</単価管理職特別 6時間以下> 

    <回数管理職特別 6時間以下>10</回数管理職特別 6時間以下> 

    <単価管理職特別 6時間超>0</単価管理職特別 6時間超> 

    <回数管理職特別 6時間超>10</回数管理職特別 6時間超> 

    <共済短期基礎額>300000</共済短期基礎額> 

    <共済介護基礎額>300000</共済介護基礎額> 

    <共済長期基礎額>300000</共済長期基礎額> 

    <共済福祉基礎額>300000</共済福祉基礎額> 

    <共済退職等年金基礎額>300000</共済退職等年金基礎額> 

    <共済経過的長期基礎額>300000</共済経過的長期基礎額> 

    <市町村互助会基礎額>300000</市町村互助会基礎額> 

    <退職者互助会基礎額>300000</退職者互助会基礎額> 

    <共済追加費用基礎額>300000</共済追加費用基礎額> 

    <児童手当負担金基礎額>300000</児童手当負担金基礎額> 

    <退職手当負担金基礎額>300000</退職手当負担金基礎額> 

    <標準報酬月額健保_月例分>300000</標準報酬月額健保_月例分> 

    <標準報酬月額厚生_月例分>300000</標準報酬月額厚生_月例分> 

    <標準報酬月額健保_退職分>300000</標準報酬月額健保_退職分> 

    <標準報酬月額厚生_退職分>300000</標準報酬月額厚生_退職分> 

    <雇用保険基礎額>300000</雇用保険基礎額> 

    <職員組合費基礎額>300000</職員組合費基礎額> 

    <職員互助会費基礎額>300000</職員互助会費基礎額> 

    <期末基礎>300000</期末基礎> 

    <期末基礎給料>300000</期末基礎給料> 

    <期末基礎給料調整>300000</期末基礎給料調整> 

    <期末基礎扶養手当>15000</期末基礎扶養手当> 

    <期末基礎地域手当>15000</期末基礎地域手当> 

    <期末基礎その他>300000</期末基礎その他> 

    <期末役職加算基礎地域手当>15000</期末役職加算基礎地域手当> 

    <期末管理職加算基礎地域手当>15000</期末管理職加算基礎地域手当> 

    <期末役職加算額>300000</期末役職加算額> 

    <期末管理職加算額>300000</期末管理職加算額> 

    <勤勉基礎>300000</勤勉基礎> 

    <勤勉基礎給料>300000</勤勉基礎給料> 

    <勤勉基礎給料調整>300000</勤勉基礎給料調整> 

    <勤勉基礎扶養手当>15000</勤勉基礎扶養手当> 

    <勤勉基礎地域手当>15000</勤勉基礎地域手当> 

    <勤勉基礎その他>300000</勤勉基礎その他> 

    <勤勉役職加算基礎地域手当>15000</勤勉役職加算基礎地域手当> 

    <勤勉管理職加算基礎地域手当>15000</勤勉管理職加算基礎地域手当> 

    <勤勉役職加算額>300000</勤勉役職加算額> 

    <勤勉管理職加算額>300000</勤勉管理職加算額> 

    <寒冷地基準額>300000</寒冷地基準額> 

    <寒冷地手当個人加算額>300000</寒冷地手当個人加算額> 

    <支給総額>300000</支給総額> 

    <支給非課税額>300000</支給非課税額> 

    <支給課税額>300000</支給課税額> 

    <社会保険料計>300000</社会保険料計> 

    <控除総額>300000</控除総額> 

    <差引支給額>300000</差引支給額> 

    <課税対象額>300000</課税対象額> 

    <法定控除額>300000</法定控除額> 

    <法定外控除額>300000</法定外控除額> 

    <現金支給額>300000</現金支給額> 
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    <口座額>300000</口座額> 

    <金融機関分振込額>300000</金融機関分振込額> 

    <郵便局分振込額>300000</郵便局分振込額> 

    <金融機関コード>0001</金融機関コード> 

    <金融機関名称_漢字>○○銀行</金融機関名称_漢字> 

    <支店コード>125</支店コード> 

    <支店名称_漢字>○○支店</支店名称_漢字> 

    <口座種別>1</口座種別> 

    <口座種別名称_漢字>普通</口座種別名称_漢字> 

    <口座番号>01234567</口座番号> 

    <口座名義人カナ>カントウ タロウ</口座名義人カナ> 

    <支給項目コード>101</支給項目コード> 

    <支給項目サブコード>1</支給項目サブコード> 

    <支給項目名称>給料</支給項目名称> 

    <支給金額>10000</支給金額> 

    <控除項目コード>171</控除項目コード> 

    <控除項目サブコード>1</控除項目サブコード> 

    <控除項目名称>所得税</控除項目名称> 

    <控除金額>10000</控除金額> 

    <給料月額_異動後>300000</給料月額_異動後> 

    <給料月額_異動前>300000</給料月額_異動前> 

    <期末支給率分母>100</期末支給率分母> 

    <期末支給率分子>0</期末支給率分子> 

    <期末期間率分母>100</期末期間率分母> 

    <期末期間率分子>0</期末期間率分子> 

    <期末率調整分母>100</期末率調整分母> 

    <期末率調整分子>0</期末率調整分子> 

    <期末定額調整>300000</期末定額調整> 

    <勤勉支給率分母>100</勤勉支給率分母> 

    <勤勉支給率分子>0</勤勉支給率分子> 

    <勤勉期間率分母>100</勤勉期間率分母> 

    <勤勉期間率分子>0</勤勉期間率分子> 

    <勤勉成績率分母>100</勤勉成績率分母> 

    <勤勉成績率分子>0</勤勉成績率分子> 

    <勤勉率調整分母>100</勤勉率調整分母> 

    <勤勉率調整分子>0</勤勉率調整分子> 

    <勤勉定額調整>300000</勤勉定額調整> 

    <超勤代休時間 50_異動前>360</超勤代休時間 50_異動前> 

    <超勤代休時間 25_異動前>360</超勤代休時間 25_異動前> 

    <超勤代休時間 15_異動前>360</超勤代休時間 15_異動前> 

    <超勤代休時間の勤務 50_前月_異動前>360</超勤代休時間の勤務 50_前月_異動前> 

    <超勤代休時間の勤務 25_前月_異動前>360</超勤代休時間の勤務 25_前月_異動前> 

    <超勤代休時間の勤務 15_前月_異動前>360</超勤代休時間の勤務 15_前月_異動前> 

    <超勤代休時間の勤務 50_前々月_異動前>360</超勤代休時間の勤務 50_前々月_異動前> 

    <超勤代休時間の勤務 25_前々月_異動前>360</超勤代休時間の勤務 25_前々月_異動前> 

    <超勤代休時間の勤務 15_前々月_異動前>360</超勤代休時間の勤務 15_前々月_異動前> 

    <超勤代休時間 50_異動後>360</超勤代休時間 50_異動後> 

    <超勤代休時間 25_異動後>360</超勤代休時間 25_異動後> 

    <超勤代休時間 15_異動後>360</超勤代休時間 15_異動後> 

    <超勤代休時間の勤務 50_前月_異動後>360</超勤代休時間の勤務 50_前月_異動後> 

    <超勤代休時間の勤務 25_前月_異動後>360</超勤代休時間の勤務 25_前月_異動後> 

    <超勤代休時間の勤務 15_前月_異動後>360</超勤代休時間の勤務 15_前月_異動後> 

    <超勤代休時間の勤務 50_前々月_異動後>360</超勤代休時間の勤務 50_前々月_異動後> 

    <超勤代休時間の勤務 25_前々月_異動後>360</超勤代休時間の勤務 25_前々月_異動後> 

    <超勤代休時間の勤務 15_前々月_異動後>360</超勤代休時間の勤務 15_前々月_異動後> 

    <決定等級_短期>18</決定等級_短期> 

    <決定等級_厚生年金>18</決定等級_厚生年金> 

    <決定等級_退職等年金>18</決定等級_退職等年金> 

    <従前月額_短期>300000</従前月額_短期> 

    <従前月額_厚生年金>300000</従前月額_厚生年金> 

    <従前月額_退職等年金>300000</従前月額_退職等年金> 
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    <従前等級_短期>18</従前等級_短期> 

    <従前等級_厚生年金>18</従前等級_厚生年金> 

    <従前等級_退職等年金>18</従前等級_退職等年金> 

</_21_人事給与_17_支給明細情報ファイル> 

 

1.18 異動歴情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_18_異動歴情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <発令年月日>20120216</発令年月日> 

    <発令番号>10</発令番号> 

    <発令事由コード>10</発令事由コード> 

    <所属区分>001100220033</所属区分> 

    <所属名称/> 

    <身分コード>1</身分コード> 

    <身分略称_漢字/> 

    <階級コード>04</階級コード> 

    <階級略称_漢字/> 

    <職名コード>1003</職名コード> 

    <職名略称_漢字/> 

    <職級コード>03</職級コード> 

    <職員種別コード>1</職員種別コード> 

    <職種コード>01</職種コード> 

    <派遣_再任用コード>0</派遣_再任用コード> 

    <共済リスト区分>1</共済リスト区分> 

    <所属所コード>123</所属所コード> 

    <共済番号>1234567890</共済番号> 

    <共済区分>1</共済区分> 

    <企業コード>1</企業コード> 

    <共済用部課署コード/> 

    <会計コード>01</会計コード> 

    <財務所属コード>001100220033</財務所属コード> 

    <予算所属コード>001100220033</予算所属コード> 

    <款コード>02</款コード> 

    <項コード>03</項コード> 

    <目コード>04</目コード> 

    <事業コード>05060708</事業コード> 

    <組合員種別>10</組合員種別> 

    <共済報告年月>201202</共済報告年月> 

    <共済報告対象>0</共済報告対象> 

</_21_人事給与_18_異動歴情報ファイル> 

 

1.19 所属発令情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_19_所属発令情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <発令年月日>20120216</発令年月日> 

    <発令事由コード>10</発令事由コード> 

    <発令形態コード>6010</発令形態コード> 

    <発令分類コード>6011</発令分類コード> 

    <発令番号>10</発令番号> 

    <発令枝番>10</発令枝番> 

    <発令文>○○市職員に任命する</発令文> 

    <任命権者コード>1</任命権者コード> 

    <任命権者名称_漢字>○○市長</任命権者名称_漢字> 

    <年度>2012</年度> 
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    <改定年月日>20120216</改定年月日> 

</_21_人事給与_19_所属発令情報ファイル> 

 

1.20 本務外情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_20_本務外情報ファイル> 

    <本務外種類コード>1</本務外種類コード> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <発令順位>10</発令順位> 

    <発令年月日>20120216</発令年月日> 

    <身分コード>1</身分コード> 

    <職級コード>03</職級コード> 

    <所属区分>001100220033</所属区分> 

    <所属名称/> 

    <職名コード>1003</職名コード> 

    <職種コード>01</職種コード> 

    <期間_開始年月日>20120216</期間_開始年月日> 

    <期間_終了年月日>20120216</期間_終了年月日> 

    <期間_延長フラグ>1</期間_延長フラグ> 

    <期間_延長年月日>20120216</期間_延長年月日> 

    <解除フラグ>1</解除フラグ> 

    <発令事由コード>10</発令事由コード> 

    <発令形態コード>21010</発令形態コード> 

    <発令分類コード>21011</発令分類コード> 

    <階級コード>04</階級コード> 

</_21_人事給与_20_本務外情報ファイル> 

 

1.21 昇給マスタ情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_21_昇給マスタ情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <次回_発令年月日>20120216</次回_発令年月日> 

    <次回_昇給事由>1</次回_昇給事由> 

    <次回_経過月数>0</次回_経過月数> 

    <次回_給料表>1</次回_給料表> 

    <次回_級>2</次回_級> 

    <次回_号給>106</次回_号給> 

    <次回_給料額>300000</次回_給料額> 

    <次回_勤務成績>A</次回_勤務成績> 

    <現在_発令年月日>20120216</現在_発令年月日> 

    <現在_昇給事由>1</現在_昇給事由> 

    <現在_経過月数>0</現在_経過月数> 

    <現在_給料表>1</現在_給料表> 

    <現在_級>2</現在_級> 

    <現在_号給>102</現在_号給> 

    <現在_給料額>300000</現在_給料額> 

    <現在_勤務成績>A</現在_勤務成績> 

    <前回_発令年月日>20120216</前回_発令年月日> 

    <前回_昇給事由>1</前回_昇給事由> 

    <前回_経過月数>0</前回_経過月数> 

    <前回_給料表>1</前回_給料表> 

    <前回_級>2</前回_級> 

    <前回_号給>98</前回_号給> 

    <前回_給料額>300000</前回_給料額> 

    <前回_勤務成績>A</前回_勤務成績> 

    <摘要_昇給>昇給確認事項有り</摘要_昇給> 
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    <基準年月日>20120216</基準年月日> 

    <昇給処理フラグ>1</昇給処理フラグ> 

    <特号給区別コード>A</特号給区別コード> 

</_21_人事給与_21_昇給マスタ情報ファイル> 

 

1.22 給料発令情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_22_給料発令情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <共済番号>1234567890</共済番号> 

    <発令年月日>20120216</発令年月日> 

    <改定年月日>20120216</改定年月日> 

    <発令種別>1</発令種別> 

    <発令番号>10</発令番号> 

    <給料表>1</給料表> 

    <等級>2</等級> 

    <号給>102</号給> 

    <勤務成績>A</勤務成績> 

    <発令文>行政職（一）○等級○○号給を給する</発令文> 

    <基本給>210000</基本給> 

    <任命権者コード>1</任命権者コード> 

    <任命権者名称_漢字>○○市長</任命権者名称_漢字> 

    <年度>2012</年度> 

    <差額>0</差額> 

    <合計>0</合計> 

    <特例減額_本給>0</特例減額_本給> 

    <特例減額_差額>0</特例減額_差額> 

    <経過措置額>0</経過措置額> 

    <給料>300000</給料> 

    <派遣_再任用コード>0</派遣_再任用コード> 

    <週勤務時間>2325</週勤務時間> 

    <人事改定年月日>20120216</人事改定年月日> 

</_21_人事給与_22_給料発令情報ファイル> 

 

1.23 手当発令情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_23_手当発令情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <共済番号>1234567890</共済番号> 

    <発令年月日>20120216</発令年月日> 

    <手当区分>1</手当区分> 

    <発令文>期末手当 ３００，０００円を支給する</発令文> 

    <任命権者コード>1</任命権者コード> 

    <任命権者名称_漢字>○○市長</任命権者名称_漢字> 

    <年度>2012</年度> 

    <改定年月日>20120216</改定年月日> 

</_21_人事給与_23_手当発令情報ファイル> 

 

1.24 保障給マスタ情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_24_保障給マスタ情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <給料表コード>1</給料表コード> 
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    <等級>2</等級> 

    <号給>102</号給> 

    <給料月額>300000</給料月額> 

    <適用フラグ>1</適用フラグ> 

    <解除年月日>20120216</解除年月日> 

    <給料調整額_定額>0</給料調整額_定額> 

    <給料調整額_定率>0</給料調整額_定率> 

    <給料調整個人入力額>0</給料調整個人入力額> 

    <改定年月日>20120216</改定年月日> 

</_21_人事給与_24_保障給マスタ情報ファイル> 

 

1.25 社会保険標準報酬月額情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_25_社会保険標準報酬月額情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <健康保険区分>1</健康保険区分> 

    <厚生年金区分>1</厚生年金区分> 

    <雇用保険区分>1</雇用保険区分> 

    <健康保険番号>123456</健康保険番号> 

    <厚生年金番号>XXXX123456</厚生年金番号> 

    <雇用保険番号>12345678901</雇用保険番号> 

    <標準報酬月額健保_月例分>300000</標準報酬月額健保_月例分> 

    <標準報酬月額健保_退職分>300000</標準報酬月額健保_退職分> 

    <標準報酬月額厚生_月例分>300000</標準報酬月額厚生_月例分> 

    <標準報酬月額厚生_退職分>300000</標準報酬月額厚生_退職分> 

    <社保取得日>20120201</社保取得日> 

    <社保喪失日>20120201</社保喪失日> 

    <雇用取得日>20120201</雇用取得日> 

    <雇用喪失日>20120201</雇用喪失日> 

    <社保手続フラグ>9</社保手続フラグ> 

    <雇用手続フラグ>9</雇用手続フラグ> 

    <健康保険料>0</健康保険料> 

    <厚生年金保険料>0</厚生年金保険料> 

    <雇用保険料>0</雇用保険料> 

    <介護保険料>0</介護保険料> 

    <社保喪失フラグ>0</社保喪失フラグ> 

    <雇用喪失フラグ>0</雇用喪失フラグ> 

    <社保消込日>20120216</社保消込日> 

    <厚年手番>XXXX123456</厚年手番> 

    <国年手番>XXXX123456</国年手番> 

    <船保手番>XXXX123456</船保手番> 

    <通貨によるものの額>300000</通貨によるものの額> 

    <現物によるものの額>300000</現物によるものの額> 

    <被扶養者の有無>1</被扶養者の有無> 

    <種別_性別>1</種別_性別> 

    <取得区分>1</取得区分> 

    <備考_住所>東京都千代田区飯田橋１丁目１－１○○ビル１Ｆ</備考_住所> 

    <備考_社保取得>社保取得メモ</備考_社保取得> 

    <備考_社保喪失>社保喪失メモ</備考_社保喪失> 

    <備考_厚生取得>厚生年金取得メモ</備考_厚生取得> 

    <備考_厚生喪失>厚生年金喪失メモ</備考_厚生喪失> 

    <喪失原因>5</喪失原因> 

    <適用年月>0</適用年月> 

    <改定区分>1</改定区分> 

    <事業所コード>1</事業所コード> 

    <労災保険区分>1</労災保険区分> 

    <基礎年金番号>1234567891</基礎年金番号> 

    <標準報酬月額>300000</標準報酬月額> 

    <負担科目適用フラグ>1</負担科目適用フラグ> 
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    <合算フラグ>0</合算フラグ> 

    <会計コード>01</会計コード> 

    <財務所属コード>001100220033</財務所属コード> 

    <予算所属コード>001100220033</予算所属コード> 

    <款コード>02</款コード> 

    <項コード>03</項コード> 

    <目コード>04</目コード> 

    <事業コード>05060708</事業コード> 

    <雇用保険事業所コード>1</雇用保険事業所コード> 

    <被保険者区分>1</被保険者区分> 

    <退職日死亡日>20120201</退職日死亡日> 

    <個人番号を記載できない理由>3</個人番号を記載できない理由> 

    <個人番号を記載できない理由_その他>番号変更届出中のため</個人番号を記載できない理由_その他> 

    <保険証回収_添付>2</保険証回収_添付> 

    <保険証回収_返不能>0</保険証回収_返不能> 

    <該非区分_70歳以上被用者>1</該非区分_70歳以上被用者> 

    <該当年月日_70歳以上被用者>20120201</該当年月日_70歳以上被用者> 

    <不該当年月日_70歳以上被用者>20120201</不該当年月日_70歳以上被用者> 

    <二以上事業所勤務者>0</二以上事業所勤務者> 

    <後期高齢者該当>1</後期高齢者該当> 

    <継続再雇用者>1</継続再雇用者> 

</_21_人事給与_25_社会保険標準報酬月額情報ファイル> 

 

1.26 研修履歴情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_26_研修履歴情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <研修種類コード>1</研修種類コード> 

    <研修コード>1</研修コード> 

    <研修名称_漢字>初任行政研修</研修名称_漢字> 

    <研修内容_補足名称/> 

    <研修実施機関>○○研修センター</研修実施機関> 

    <研修期間_始>20120201</研修期間_始> 

    <研修期間_至>20120216</研修期間_至> 

    <備考_人事>受講態度良好</備考_人事> 

    <研修番号>100</研修番号> 

</_21_人事給与_26_研修履歴情報ファイル> 

 

1.27 前職履歴情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_27_前職履歴情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <番号>10</番号> 

    <職歴種類>10</職歴種類> 

    <経歴_備考/> 

    <職務_備考/> 

    <在職期間_開始>20120201</在職期間_開始> 

    <在職期間_終了>20120216</在職期間_終了> 

    <経歴月数>24</経歴月数> 

    <算率_100>1</算率_100> 

    <算率_80>0</算率_80> 

    <算率_50>0</算率_50> 

    <算率_25>0</算率_25> 

    <備考_経歴/> 

</_21_人事給与_27_前職履歴情報ファイル> 
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1.28 共済組合標準報酬月額情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_28_共済組合標準報酬月額情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <基礎年金番号>1234567890</基礎年金番号> 

    <組合員種別異動年月日>20120201</組合員種別異動年月日> 

    <共済職種コード適用開始日>20120201</共済職種コード適用開始日> 

    <共済職種コード>99</共済職種コード> 

    <共済区分_短期>1</共済区分_短期> 

    <共済区分_福祉>1</共済区分_福祉> 

    <共済区分_厚年>1</共済区分_厚年> 

    <共済区分_退職等年金>1</共済区分_退職等年金> 

    <共済区分_児童手当拠出金>1</共済区分_児童手当拠出金> 

    <標準報酬等級_短期>18</標準報酬等級_短期> 

    <標準報酬月額_短期>300000</標準報酬月額_短期> 

    <標準報酬等級_厚年>18</標準報酬等級_厚年> 

    <標準報酬月額_厚年>300000</標準報酬月額_厚年> 

    <標準報酬等級_退職等年金>18</標準報酬等級_退職等年金> 

    <標準報酬月額_退職等年金>300000</標準報酬月額_退職等年金> 

    <負担科目異動年月日>20120201</負担科目異動年月日> 

    <負担科目適用フラグ>1</負担科目適用フラグ> 

    <会計コード>01</会計コード> 

    <財務所属コード>001100220033</財務所属コード> 

    <予算所属コード>001100220033</予算所属コード> 

    <款コード>02</款コード> 

    <項コード>03</項コード> 

    <目コード>04</目コード> 

    <事業コード>05060708</事業コード> 

    <金融機関適用開始日>20120201</金融機関適用開始日> 

    <金融機関コード>0001</金融機関コード> 

    <支店コード>125</支店コード> 

    <口座種別>1</口座種別> 

    <口座番号>01234567</口座番号> 

    <所属所コード>88001</所属所コード> 

</_21_人事給与_28_共済組合標準報酬月額情報ファイル> 

 

1.29 個人番号情報ファイル 
 

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

<_21_人事給与_29_個人番号情報ファイル> 

    <職員番号>1234567890</職員番号> 

    <扶養者番号>1</扶養者番号> 

    <個人番号>123456789012</個人番号> 

</_21_人事給与_29_個人番号情報ファイル> 

 


