
業務名 バージョン

子ども子育て支援 V2.7

1 事業所の形態を示すコード 全国総合システムIF仕様書（共通編）に該当するコード

2 受託児童か受託児童以外かを表すフラグ

3 異動の事由を表すコード

4 延長保育の種別を表すコード

5 還付・充当・納付等を表す区分

6 還付が発生した事由を表すコード

7 （全銀協）統一金融機関コード APPLIC標準仕様のコード辞書（共通）より引用

8 （全銀協）統一店番号 APPLIC標準仕様のコード辞書（共通）より引用

9 (全銀協）預金種目 APPLIC標準仕様のコード辞書（共通）より引用

10 施設・事業所が公立か私立かを表す区分

11 検査の結果を表すコード

12 国階層を表すコード
コード値「ABC」とした場合、「B」には、階層を示す値を定義しま
す

13 全額・半額・無料を表す区分

14 認定証の再交付の理由を表すコード

15 還付･充当が歳入か歳出かを表す区分

16 市区町村の階層コード

17 市区町村で減額する内容を表す区分

18 市区町村で減免をする場合の内容を表す区分

19 支給認定の区分（1号／2号／3号）を表すコード

20 支給認定の取消理由を表すコード

市区町村階層コード

市区町村減額区分コード

市区町村減免区分

支給認定区分

支給認定取消理由コード

備考

還付充当区分

還付発生事由

金融機関

支店

口座種別

国減額区分コード

再交付理由コード

歳入歳出区分

説明No. コード名

延長保育区分

経営区分

検査結果コード

国階層コード

コード構成表

施設・事業所明細区分コード

受託児童フラグ

異動事由コード
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業務名 バージョン
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備考説明No. コード名

コード構成表

21 支給認定の変更理由を表すコード

22 事業所申請の却下理由を表すコード

23 未実施・実施を表す区分

24 自宅・自宅以外を表す区分

25 主宰者か主宰者以外かを表す区分

26 住民税世帯課税状況を表す区分

27 充当元、または充当先の金種を表すコード

28 従業員枠か地域枠かを表すフラグ

29 収入か支出かを表す区分

30 障がい児か健常児かを表すフラグ

31 申告の状況（申告／未申告／仮申告）を表す区分

32 家庭の状況（生活保護世帯／父子世帯　等）を表す区分

33 概算か精算かを表す区分

34 事業所の入所時の選考基準を表すコード

35 世帯員の多子軽減の該当を表す区分

36 待機児童の状況を表すコード

37 退所時の退所理由を表すコード

38 事業所の所在する地域を表すコード

39 支給認定情報及び契約情報を訂正した理由を表すコード

40 適用するか否かを表すコード

主宰者フラグ

住民税区分

支給認定変更理由コード

事業所申請却下理由コード

実施有無コード

実施場所区分

充当元先金種

従業員枠フラグ

出納区分

障害有無フラグ

申告区分

家庭状況

請求種別

選考基準コード

多子世帯該当区分

待機状況コード

退所理由コード

地域区分コード

訂正区分コード

適用有無コード
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備考説明No. コード名

コード構成表

41 特別児童扶養手当の該当を表すフラグ

42 認可か見込かを表す区分

43 納付の方法を表す区分

44 事業所の秘密保持の措置状況を表すコード

45 分園か否かを表す区分

46 支給認定証の返還の理由を表すコード

47 支給認定申請時の保育希望理由を表すコード

48 保育必要量を表すコード

49 世帯員が保護者か否かを表す区分

50 法人等の種類を表すコード 全国総合システムIF仕様書（共通編）に該当するコード

51 優先理由の事由を表すコード

52 教育認定か保育認定かを表す区分

53 利用手続き等の種類を表すコード

54 科目を表すコード

55 移行特例の適用区分を表すコード

56 確定か未確定かを識別する区分

57 委託事業所の設置場所（管内／管外）を表す区分

58 請求が通常か途中入所か途中退所かを表す区分

59 事業所の設置場所の地域分類を表すコード

60 事業所の設置場所の都市分類を表すコード

特別児童扶養手当該当フラグ

認可区分コード

納付区分

秘密保持措置コード

分園該当フラグ

返還理由コード

保育希望理由コード

保育必要量区分

保護者区分

施設都市コード

法人等種別コード

優先利用事由コード

利用者負担区分

科目コード

利用手続等説明コード

移行特例適用区分コード

公表確定区分コード

委託区分

請求明細区分

施設地域コード
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備考説明No. コード名

コード構成表

61 施設認可の分類を表すコード

62 年間総雇用時間数の分類を表すコード

63 3歳以上児が全体の3割未満か3割以上かを表すコード

64 公定価格の計算方式を使用しているか、独自の計算方法を使用しているかを表すコード

65 事業所申請の確認状況を表すコード

66 事業所の事故発生時対応の整備状況を表すコード

67 事業所の相談苦情の取組状況を表すコード

68 事業所の結果公表の実施状況を表すコード

69 国インタフェースの電文種別を表すコード

70 更新の結果（正常終了／エラーあり／異常終了）を表すコード

71 病児保育の類型を表すコード

72 事業所の給食の提供方法を表すコード

73 事業所の給食の提供内容を表すコード

74 事業所の給食と弁当の実施状況を表すコード

75 事業所の給食の提供日を表すコード

76 事業所職員の雇用形態を表すコード

77 事業所職員の雇用職種を表すコード 全国総合システムIF仕様書（共通編）に該当するコード

78 事業所職員の職種を表すコード 全国総合システムIF仕様書（共通編）に該当するコード

79 事業所の園庭設置場所の分類を表すコード

80 事業所の園舎居室等区分を表すコード 全国総合システムIF仕様書（共通編）に該当するコード

園庭設置場所区分コード

計算方法コード

確認状況コード

事故発生対応コード

職種コード

園舎居室等区分コード

施設認可コード

年間総雇用時間数コード

特例割合コード

相談苦情取組コード

更新結果コード

病児保育類型コード

提供方法コード

提供内容コード

結果公表状況コード

電文種別コード

給食弁当実施状況コード

雇用形態コード

雇用職種コード

提供日コード
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備考説明No. コード名

コード構成表

81 事業所の園庭設置場所代替地の分類を表すコード

82 事業所の調理設備の設置状況を表すコード

83 利用定員の年齢区分を表すコード

84 地域枠利用定員の年齢区分を表すコード

85 曜日を表すコード

86 保育士、幼稚園教諭等の資格の種類を表すコード

87 連携先施設の類型を表すコード 全国総合システムIF仕様書（共通編）に該当するコード

88 連携先施設との連携内容を表すコード 全国総合システムIF仕様書（共通編）に該当するコード

89 ひとり親世帯に該当するか否かを表すフラグ

90 入所希望理由を表すコード

91 世帯員の兄弟が多子軽減の対象か否かを表すフラグ

92 多子軽減の兄弟をカウントする順番を表すコード

93 課税更正が発生した事由を表すコード

94 生活保護世帯に該当するか否かを表すフラグ

95 子どもに対する関係を表すコード

96 入所申込情報が有効か無効かを表すフラグ

97 翌年度からの申請か否かを表すフラグ

98 保育の必要があり、希望するかどうかのフラグ

99 納付情報を表す種別

100 金融機関に口座振替依頼を初めて行なうか否かを表す区分

有効フラグ

調理設備状況コード

関係コード

免許資格種類コード

利用定員年齢区分コード

地域枠年齢区分コード

入所希望理由コード

兄弟フラグ

ひとり親世帯該当フラグ

連携先施設等類型コード

園庭設置場所代替地コード

曜日コード

納付異動事由

連携内容コード

新規振替区分

保育希望有無フラグ

翌年申請有無フラグ

更正事由

生活保護該当フラグ

減額基準コード
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備考説明No. コード名

コード構成表

101 異動の状態を表すコード

102 徴収する際に使用する科目を表すコード

103 住所コード。全国地方公共団体コード等を想定しているが、自治体ごとにコード化の範囲も含め個別に設定する APPLIC標準仕様のコード辞書（共通）より引用

104 帳票に印字する際のコード市区町村の階層コード

105 世帯に在宅障害児もしくは、在宅障害者の有無を表す区分

106 申請する児童に障害の有無を表す区分

107 寡婦に該当するか否かを表すフラグ

108 副食費の徴収を免除するか否かを表すフラグ

109 副食費に関して市区町村で減免をする場合の内容を表す区分

110 認定の状況（第1号／第2号／第3号）を表す区分

111 みなし認定に該当するかを表す区分

112 保護者の疾病・障害の有無を表す区分

113 補足給付費の支給に該当するかを表すフラグ

114 支払区分（代理受領、償還払い）を表すコード

115 設置主体（社会福祉法人、学校法人、宗教法人、NPO法人等）を表すコード

116 大学付属の施設であるかを表す区分

117 事業の提供サービス（通常保育／預かり保育／一時預かり事業　等）を表すコード

118 給付上限の日割りに該当するかを表すフラグ

119 支払方法（口座／窓口）を表す区分

120 設立の種類（国立／都道府県立　等）を表す区分

副食費徴収免除フラグ

副食費市区町村減免区分

寡婦該当フラグ

在宅障害世帯該当フラグ

帳票用階層コード

住所コード

徴収科目コード

宛名異動事由

申請児障害有無フラグ

設立区分

支払方法区分

施設等利用給付認定区分

保護者疾病・障害該当フラグ

支払区分

設置主体コード

大学付属区分

提供サービスコード

日割該当フラグ

みなし認定区分

補足給付費支給該当フラグ
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コード構成表

121 市町村事業に該当するかを表す区分

122 サービス提供の有無を表すコードサービス提供有無コード

市町村事業区分
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