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1. XML 形式サンプル 

1.1 支給認定ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_1_支給認定ファイル> 

    <対象年度>2016</対象年度> 

    <子ども子育て支援台帳番号>0000000001</子ども子育て支援台帳番号> 

    <支給認定履歴番号>1</支給認定履歴番号> 

    <児童識別番号>000000000000001</児童識別番号> 

    <保護者識別番号>000000000000002</保護者識別番号> 

    <異動事由コード>01</異動事由コード> 

    <異動届出年月日>20160501</異動届出年月日> 

    <異動年月日>20160501</異動年月日> 

    <申請情報> 

        <翌年申請有無フラグ>1</翌年申請有無フラグ> 

        <保育希望有無フラグ>1</保育希望有無フラグ> 

        <保育必要理由内容> 

            <保育必要理由コード>02</保育必要理由コード> 

            <保護者関係コード>01</保護者関係コード> 

        </保育必要理由内容> 

        <希望日時> 

            <希望曜日>1</希望曜日> 

            <開始時間>0900</開始時間> 

            <終了時間>1830</終了時間> 

        </希望日時> 

    </申請情報> 

    <認定内容> 

        <支給認定区分>2</支給認定区分> 

        <保育必要量区分>0</保育必要量区分> 

        <支給認定者番号>0000000001</支給認定者番号> 

        <支給認定年月日>20160315</支給認定年月日> 

        <支給認定期間開始年月日>20160401</支給認定期間開始年月日> 

        <支給認定期間終了年月日>20300331</支給認定期間終了年月日> 

        <支給認定却下年月日>20160315</支給認定却下年月日> 

        <支給認定却下理由>書類不備のため</支給認定却下理由> 

        <優先利用事由コード>01</優先利用事由コード> 

    </認定内容> 

    <その他情報> 

        <生活保護該当フラグ>0</生活保護該当フラグ> 

        <ひとり親世帯該当フラグ>0</ひとり親世帯該当フラグ> 

        <特別児童扶養手当該当フラグ>0</特別児童扶養手当該当フラグ> 

        <在宅障害世帯該当フラグ>0</在宅障害世帯該当フラグ> 

        <申請児障害有無フラグ>0</申請児障害有無フラグ> 

    </その他情報> 

    <支給認定取消内容> 

        <支給認定取消年月日>20160319</支給認定取消年月日> 

        <支給認定取消理由コード>03</支給認定取消理由コード> 

    </支給認定取消内容> 

    <支給認定変更内容> 

        <支給認定変更届出年月日>20160319</支給認定変更届出年月日> 

        <支給認定変更年月日>20160401</支給認定変更年月日> 

        <支給認定変更理由コード>03</支給認定変更理由コード> 

    </支給認定変更内容> 

</_23_子ども子育て支援_1_支給認定ファイル> 

 

1.2 契約ファイル 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_23_子ども子育て支援_2_契約ファイル> 

    <対象年度>2016</対象年度> 

    <子ども子育て支援台帳番号>0000000001</子ども子育て支援台帳番号> 

    <契約履歴番号>1</契約履歴番号> 

    <児童識別番号>000000000000001</児童識別番号> 

    <保護者識別番号>000000000000001</保護者識別番号> 

    <異動事由コード>01</異動事由コード> 

    <異動届出年月日>20160501</異動届出年月日> 

    <異動年月日>20160501</異動年月日> 

    <その他情報> 

        <生活保護該当フラグ>0</生活保護該当フラグ> 

        <ひとり親世帯該当フラグ>0</ひとり親世帯該当フラグ> 

        <特別児童扶養手当該当フラグ>0</特別児童扶養手当該当フラグ> 

        <在宅障害世帯該当フラグ>0</在宅障害世帯該当フラグ> 

        <従業員枠フラグ>0</従業員枠フラグ> 

    </その他情報> 

    <施設事業所情報> 

        <施設事業所番号>1310451000110</施設事業所番号> 

        <施設事業所明細区分>01</施設事業所明細区分> 

    </施設事業所情報> 

    <子ども子育て事業所番号>0123456</子ども子育て事業所番号> 

    <クラス年齢>5</クラス年齢> 

    <契約情報> 

        <契約締結日>20150401</契約締結日> 

        <初回入所年月日>20150401</初回入所年月日> 

        <契約満了年月日>20310331</契約満了年月日> 

        <利用期間開始年月日>20160401</利用期間開始年月日> 

        <利用期間終了年月日>20170331</利用期間終了年月日> 

        <入所月入所日数>25</入所月入所日数> 

        <入所月開所日数>25</入所月開所日数> 

        <退所年月日>20160710</退所年月日> 

        <退所理由コード>01</退所理由コード> 

        <退所月入所日数>8</退所月入所日数> 

        <退所月開所日数>25</退所月開所日数> 

    </契約情報> 

    <利用者負担情報> 

        <国階層コード>110</国階層コード> 

        <国減額区分コード>2</国減額区分コード> 

        <市区町村階層判定キー情報> 

            <施設事業所明細区分>01</施設事業所明細区分> 

            <経営区分>1</経営区分> 

            <利用者負担区分>1</利用者負担区分> 

            <市区町村階層コード>100</市区町村階層コード> 

        </市区町村階層判定キー情報> 

        <市区町村減額区分コード>1</市区町村減額区分コード> 

        <保育料>5000</保育料> 

    </利用者負担情報> 

    <延長保育情報> 

        <延長保育区分キー情報> 

            <施設事業所明細区分>01</施設事業所明細区分> 

            <経営区分>1</経営区分> 

            <利用者負担区分>2</利用者負担区分> 

            <市区町村階層コード>100</市区町村階層コード> 

            <延長保育区分>1</延長保育区分> 

        </延長保育区分キー情報> 

        <延長保育開始年月日>20160501</延長保育開始年月日> 

        <延長保育終了年月日>20160930</延長保育終了年月日> 

        <早朝保育開始時分>0600</早朝保育開始時分> 

        <早朝保育終了時分>0630</早朝保育終了時分> 

        <延長保育開始時分>1700</延長保育開始時分> 
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        <延長保育終了時分>1830</延長保育終了時分> 

        <延長保育料>2500</延長保育料> 

    </延長保育情報> 

    <入園料情報> 

        <入園料>15000</入園料> 

    </入園料情報> 

    <市区町村単独事業> 

        <市区町村減免区分>01</市区町村減免区分> 

        <減免適用開始年月日>20160401</減免適用開始年月日> 

        <減免適用終了年月日>20160831</減免適用終了年月日> 

        <減免後保育料>4000</減免後保育料> 

    </市区町村単独事業> 

    <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

    <受託児童フラグ>0</受託児童フラグ> 

    <受託児童情報> 

        <支給認定区分>2</支給認定区分> 

        <保育必要量区分>1</保育必要量区分> 

        <支給認定者番号>0000000001</支給認定者番号> 

        <支給認定年月日>20160315</支給認定年月日> 

        <支給認定期間開始年月日>20160401</支給認定期間開始年月日> 

        <支給認定期間終了年月日>20300331</支給認定期間終了年月日> 

    </受託児童情報> 

    <副食費情報> 

        <副食費設定区分キー情報> 

            <施設事業所明細区分>01</施設事業所明細区分> 

            <経営区分>1</経営区分> 

            <利用者負担区分>1</利用者負担区分> 

            <市区町村階層コード>100</市区町村階層コード> 

        </副食費設定区分キー情報> 

        <入所月入所日数>25</入所月入所日数> 

        <入所月開所日数>25</入所月開所日数> 

        <退所月入所日数>25</退所月入所日数> 

        <退所月開所日数>25</退所月開所日数> 

    </副食費情報> 

    <市区町村単独副食費事業> 

        <市区町村副食費減免区分>01</市区町村副食費減免区分> 

        <減免適用開始年月日>20160401</減免適用開始年月日> 

        <減免適用終了年月日>20160831</減免適用終了年月日> 

        <減免前副食費>4000</減免前副食費> 

        <減免後副食費>4000</減免後副食費> 

    </市区町村単独副食費事業> 

</_23_子ども子育て支援_2_契約ファイル> 

 

1.3 世帯情報ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_3_世帯情報ファイル> 

    <対象年度>2016</対象年度> 

    <世帯情報キー情報> 

        <子ども子育て支援台帳番号>0000000001</子ども子育て支援台帳番号> 

        <適用開始年月日>20160401</適用開始年月日> 

        <識別番号>000000000000010</識別番号> 

    </世帯情報キー情報> 

    <保護者区分>0</保護者区分> 

    <主宰者フラグ>0</主宰者フラグ> 

    <多子世帯該当区分>01</多子世帯該当区分> 

    <兄弟フラグ>0</兄弟フラグ> 

    <関係コード>01</関係コード> 

    <障害有無フラグ>0</障害有無フラグ> 

    <税情報> 
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        <申告区分>01</申告区分> 

        <均等割額>3500</均等割額> 

        <所得割額>80000</所得割額> 

        <みなし寡婦該当>1</みなし寡婦該当> 

        <前年度申告区分>01</前年度申告区分> 

        <前年度均等割額>3500</前年度均等割額> 

        <前年度所得割額>80000</前年度所得割額> 

        <前年度みなし寡婦該当>1</前年度みなし寡婦該当> 

    </税情報> 

    <支給認定ファイル関連> 

        <支給認定履歴番号>1</支給認定履歴番号> 

    </支給認定ファイル関連> 

    <契約ファイル関連> 

        <契約履歴番号>1</契約履歴番号> 

    </契約ファイル関連> 

</_23_子ども子育て支援_3_世帯情報ファイル> 

 

1.4 待機児童管理ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_4_待機児童管理ファイル> 

    <対象年度>2016</対象年度> 

    <子ども子育て支援台帳番号>0000000001</子ども子育て支援台帳番号> 

    <入所申込受付番号>1</入所申込受付番号> 

    <入所申込年月日>20160201</入所申込年月日> 

    <申込有効期限年月日>20160331</申込有効期限年月日> 

    <希望利用期間開始年月日>20160401</希望利用期間開始年月日> 

    <希望利用期間終了年月日>20160401</希望利用期間終了年月日> 

    <保育希望理由> 

        <保育希望理由コード>01</保育希望理由コード> 

        <保育希望の点数>50</保育希望の点数> 

    </保育希望理由> 

    <優先利用事由> 

        <優先利用事由コード>01</優先利用事由コード> 

        <優先利用の点数>50</優先利用の点数> 

    </優先利用事由> 

    <入所予定事業所情報> 

        <入所内定事業所番号> 

            <入所内定施設事業所番号>1310451000110</入所内定施設事業所番号> 

            <入所内定施設事業所明細区分>01</入所内定施設事業所明細区分> 

            <入所内定子ども子育て事業所番号>0123456</入所内定子ども子育て事業所番号> 

        </入所内定事業所番号> 

        <入所内定年月日>20180315</入所内定年月日> 

    </入所予定事業所情報> 

    <入所希望事業所情報> 

        <入所希望施設事業所番号>1310451000110</入所希望施設事業所番号> 

        <入所希望施設事業所明細区分>01</入所希望施設事業所明細区分> 

        <入所希望子ども子育て事業所番号>0123456</入所希望子ども子育て事業所番号> 

        <入所希望理由コード>01</入所希望理由コード> 

        <希望順位>1</希望順位> 

    </入所希望事業所情報> 

    <合計点数>100</合計点数> 

    <入所申込取下情報> 

        <取下年月日>20160315</取下年月日> 

        <取下理由>他の事業所に決定したため</取下理由> 

    </入所申込取下情報> 

    <待機状況コード>0</待機状況コード> 

    <有効フラグ>1</有効フラグ> 

</_23_子ども子育て支援_4_待機児童管理ファイル> 
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1.5 認定証発行管理ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_5_認定証発行管理ファイル> 

    <対象年度>2016</対象年度> 

    <発行処理番号>1</発行処理番号> 

    <支給認定証内容> 

        <支給認定番号>0000000001</支給認定番号> 

        <支給認定区分>1</支給認定区分> 

        <保育必要量区分>0</保育必要量区分> 

        <支給認定年月日>20160401</支給認定年月日> 

        <支給認定期間開始年月日>20160401</支給認定期間開始年月日> 

        <支給認定期間終了年月日>20310331</支給認定期間終了年月日> 

        <児童識別番号>000000000000010</児童識別番号> 

        <保護者識別番号>000000000000100</保護者識別番号> 

        <交付日>20160316</交付日> 

    </支給認定証内容> 

    <再交付情報> 

        <再交付届出日>20160502</再交付届出日> 

        <再交付年月日>20160502</再交付年月日> 

        <再交付理由コード>01</再交付理由コード> 

        <発行回数>2</発行回数> 

    </再交付情報> 

    <返還情報> 

        <返還年月日>20160810</返還年月日> 

        <返還理由コード>02</返還理由コード> 

    </返還情報> 

    <支給認定ファイル関連> 

        <子ども子育て支援台帳番号>0000000001</子ども子育て支援台帳番号> 

        <支給認定履歴番号>1</支給認定履歴番号> 

    </支給認定ファイル関連> 

</_23_子ども子育て支援_5_認定証発行管理ファイル> 

 

1.6 事業所台帳ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_6_事業所台帳ファイル> 

    <対象年度>2016</対象年度> 

    <子ども子育て事業所キー情報> 

        <子ども子育て事業所番号>0123456</子ども子育て事業所番号> 

        <異動年月日>20150401</異動年月日> 

        <履歴番号>1</履歴番号> 

        <訂正区分>1</訂正区分> 

        <届出年月日>20150605</届出年月日> 

    </子ども子育て事業所キー情報> 

    <管理情報> 

        <施設事業所番号>1310451000110</施設事業所番号> 

        <施設事業所明細区分>01</施設事業所明細区分> 

        <施設事業所開始年月日>20150401</施設事業所開始年月日> 

        <施設事業所休止情報> 

            <施設事業所休止年月日>20160630</施設事業所休止年月日> 

            <施設事業所休止理由>保育士が確保できないため</施設事業所休止理由> 

            <施設事業所再開年月日>20170104</施設事業所再開年月日> 

        </施設事業所休止情報> 

        <施設事業所終了情報> 

            <施設事業所終了年月日>20180331</施設事業所終了年月日> 

            <施設事業所終了理由>児童数減少に伴う事業廃止のため</施設事業所終了理由> 

        </施設事業所終了情報> 

        <認可情報> 
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            <認可区分>1</認可区分> 

            <認可年月日>20140321</認可年月日> 

            <認定年月日>20140321</認定年月日> 

            <事業開始予定年月日>20130203</事業開始予定年月日> 

            <認可定員情報> 

                <認可定員合計>234</認可定員合計> 

                <認可定員内訳情報> 

                    <認可定員 1号>0</認可定員 1号> 

                    <認可定員 2号>200</認可定員 2号> 

                    <認可定員 3号>34</認可定員 3号> 

                </認可定員内訳情報> 

                <地域枠認可定員合計>24</地域枠認可定員合計> 

                <地域枠認可定員内訳情報> 

                    <雇用認可定員>30</雇用認可定員> 

                    <地域認可定員>24</地域認可定員> 

                </地域枠認可定員内訳情報> 

            </認可定員情報> 

            <移行特例情報> 

                <移行特例適用有無>2</移行特例適用有無> 

                <移行特例適用内容> 

                    <移行特例適用区分>1</移行特例適用区分> 

                </移行特例適用内容> 

            </移行特例情報> 

            <みなし確認適用有無>2</みなし確認適用有無> 

            <公表確定区分>2</公表確定区分> 

        </認可情報> 

    </管理情報> 

    <事業者情報> 

        <子ども子育て事業者番号>0123456</子ども子育て事業者番号> 

    </事業者情報> 

    <施設事業所情報> 

        <委託区分>1</委託区分> 

        <経営区分>1</経営区分> 

        <事業所名称>県立日本保育園</事業所名称> 

        <事業所名称カナ>ｹﾝﾘﾆﾎﾝﾎｲｸｴﾝ</事業所名称カナ> 

        <施設事業所住所情報> 

            <住所コード>139999</住所コード> 

            <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

            <方書/> 

            <郵便番号>1234567</郵便番号> 

            <電話番号>090-1111-2564</電話番号> 

            <FAX番号>090-1111-2564</FAX 番号> 

            <e-mailアドレス>xxx@yyyyy.com</e-mailアドレス> 

        </施設事業所住所情報> 

        <実施場所区分>1</実施場所区分> 

        <受付上限年齢>5</受付上限年齢> 

        <受付下限年齢>1</受付下限年齢> 

    </施設事業所情報> 

    <連携先教育保育施設情報> 

        <連携先教育保育施設> 

            <事業所名称>県立日本保育園</事業所名称> 

            <事業所名称カナ>ｹﾝﾘﾂﾆﾎﾝﾎｲｸｴﾝ</事業所名称カナ> 

            <施設事業所住所情報> 

                <住所コード>139999</住所コード> 

                <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

                <方書/> 

                <郵便番号>1234567</郵便番号> 

                <電話番号>090-1111-2564</電話番号> 

                <FAX番号>090-1111-2564</FAX 番号> 

                <e-mailアドレス>xxx@yyyyy.com</e-mail アドレス> 

            </施設事業所住所情報> 
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            <連携先施設等類型>01</連携先施設等類型> 

            <連携内容コード>01</連携内容コード> 

            <施設事業所番号>1310451000110</施設事業所番号> 

        </連携先教育保育施設> 

    </連携先教育保育施設情報> 

    <管理者情報> 

        <管理者氏名>株式会社日本</管理者氏名> 

        <管理者氏名カナ>ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬﾆﾎﾝ</管理者氏名カナ> 

        <管理者就任年月日>20140321</管理者就任年月日> 

        <管理者資格情報> 

            <管理者資格種類>1</管理者資格種類> 

        </管理者資格情報> 

        <管理者その他資格>栄養士</管理者その他資格> 

    </管理者情報> 

    <幼保連携型認定こども園情報> 

        <幼保連携型認定こども園> 

            <支給認定区分情報> 

                <支給認定区分>1</支給認定区分> 

            </支給認定区分情報> 

            <施設事業所住所情報> 

                <住所コード>139999</住所コード> 

                <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

                <方書/> 

                <郵便番号>1234567</郵便番号> 

                <電話番号>090-1111-2564</電話番号> 

                <FAX番号>090-1111-2564</FAX 番号> 

                <e-mailアドレス>xxx@yyyyy.com</e-mail アドレス> 

            </施設事業所住所情報> 

        </幼保連携型認定こども園> 

    </幼保連携型認定こども園情報> 

    <幼稚園機能部分情報> 

        <事業所名称>県立日本保育園</事業所名称> 

        <事業所名称カナ>ｹﾝﾘﾂﾆﾎﾝﾎｲｸｴﾝ</事業所名称カナ> 

        <施設事業所住所情報> 

            <都道府県コード>10</都道府県コード> 

            <市区町村コード>123</市区町村コード> 

            <住所コード>139999</住所コード> 

            <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

            <方書/> 

            <郵便番号>1234567</郵便番号> 

            <電話番号>090-1111-2564</電話番号> 

            <FAX番号>090-1111-2564</FAX 番号> 

            <e-mailアドレス>xxx@yyyyy.com</e-mailアドレス> 

        </施設事業所住所情報> 

        <園長氏名>株式会社日本</園長氏名> 

        <園長氏名カナ>ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬﾆﾎﾝ</園長氏名カナ> 

        <園長就任年月日>20140321</園長就任年月日> 

        <園長資格情報> 

            <園長資格種類>1</園長資格種類> 

        </園長資格情報> 

        <園長その他資格>栄養士</園長その他資格> 

    </幼稚園機能部分情報> 

    <保育所機能部分情報> 

        <事業所名称>県立日本保育園</事業所名称> 

        <事業所名称カナ>ｹﾝﾘﾂﾆﾎﾝﾎｲｸｴﾝ</事業所名称カナ> 

        <施設事業所住所情報> 

            <住所コード>139999</住所コード> 

            <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

            <方書/> 

            <郵便番号>1234567</郵便番号> 

            <電話番号>090-1111-2564</電話番号> 
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            <FAX番号>090-1111-2564</FAX 番号> 

            <e-mailアドレス>xxx@yyyyy.com</e-mailアドレス> 

        </施設事業所住所情報> 

        <施設長氏名>株式会社日本</施設長氏名> 

        <施設長氏名カナ>ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬﾆﾎﾝ</施設長氏名カナ> 

        <施設長就任年月日>20140321</施設長就任年月日> 

        <施設長資格情報> 

            <施設長資格種類>1</施設長資格種類> 

        </施設長資格情報> 

        <施設長その他資格>栄養士</施設長その他資格> 

    </保育所機能部分情報> 

    <開所日時情報> 

        <教育認定情報> 

            <開所曜日情報> 

                <開所曜日>1</開所曜日> 

            </開所曜日情報> 

            <平日開所開始時間>0845</平日開所開始時間> 

            <平日開所終了時間>1600</平日開所終了時間> 

            <土曜日開所開始時間>0845</土曜日開所開始時間> 

            <土曜日開所終了時間>1600</土曜日開所終了時間> 

            <日曜日開所開始時間>0845</日曜日開所開始時間> 

            <日曜日開所終了時間>1600</日曜日開所終了時間> 

            <夏季休園期間>8/1～8/31</夏季休園期間> 

            <冬季休園期間>12/24～1/8</冬季休園期間> 

            <春季休園期間>3/27～4/8</春季休園期間> 

            <その他休園日>運動会の振替休日</その他休園日> 

        </教育認定情報> 

        <保育認定情報> 

            <開所曜日情報> 

                <開所曜日>1</開所曜日> 

            </開所曜日情報> 

            <平日開所開始時間>0845</平日開所開始時間> 

            <平日開所終了時間>1600</平日開所終了時間> 

            <土曜日開所開始時間>0845</土曜日開所開始時間> 

            <土曜日開所終了時間>1600</土曜日開所終了時間> 

            <日曜日開所開始時間>0845</日曜日開所開始時間> 

            <日曜日開所終了時間>1600</日曜日開所終了時間> 

            <夏季休園期間>8/1～8/31</夏季休園期間> 

            <冬季休園期間>12/24～1/8</冬季休園期間> 

            <春季休園期間>3/27～4/8</春季休園期間> 

            <その他休園日>運動会の振替休日</その他休園日> 

        </保育認定情報> 

    </開所日時情報> 

    <利用定員情報> 

        <利用定員> 

            <支給認定区分>1</支給認定区分> 

            <年齢区分>01</年齢区分> 

            <人数>20</人数> 

        </利用定員> 

        <地域枠利用定員> 

            <年齢区分>01</年齢区分> 

            <人数>20</人数> 

        </地域枠利用定員> 

    </利用定員情報> 

    <学級情報> 

        <学級数>10</学級数> 

        <学級当たり人数>20</学級当たり人数> 

    </学級情報> 

    <園舎居室情報> 

        <園舎居室> 

            <園舎居室等区分>01</園舎居室等区分> 
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            <園舎居室等面積>123.24</園舎居室等面積> 

            <園舎居室数>16</園舎居室数> 

        </園舎居室> 

        <園庭設置場所区分>4</園庭設置場所区分> 

        <園庭設置場所代替地>2</園庭設置場所代替地> 

        <調理設備状況>1</調理設備状況> 

    </園舎居室情報> 

    <職員の状況情報> 

        <職員状況情報> 

            <職員状況> 

                <職種>01</職種> 

                <専従者常勤人数>10</専従者常勤人数> 

                <専従者非常勤人数>2</専従者非常勤人数> 

                <兼務者常勤人数>4</兼務者常勤人数> 

                <兼務者非常勤人数>1</兼務者非常勤人数> 

                <常勤換算後人数>3.5</常勤換算後人数> 

                <基準上必要人数>4.2</基準上必要人数> 

                <平均勤続年数>12.3</平均勤続年数> 

                <平均経験年数>6.5</平均経験年数> 

            </職員状況> 

        </職員状況情報> 

        <直接雇用派遣別人数情報> 

            <雇用情報> 

                <雇用形態>3</雇用形態> 

                <雇用職種>01</雇用職種> 

                <雇用人数>3</雇用人数> 

            </雇用情報> 

        </直接雇用派遣別人数情報> 

        <研修実施状況>25</研修実施状況> 

        <職員一人当たり子ども数>2</職員一人当たり子ども数> 

        <過去 3年間の退職職員数>20</過去 3年間の退職職員数> 

    </職員の状況情報> 

    <利用料情報> 

        <実費徴収有無>2</実費徴収有無> 

        <実費徴収金額内容>教本代として年 10,000円を徴収</実費徴収金額内容> 

        <上乗せ徴収有無>2</上乗せ徴収有無> 

        <上乗せ徴収内容>旅行代として年 20,000円程度徴収</上乗せ徴収内容> 

    </利用料情報> 

    <給食弁当実施状況情報> 

        <給食弁当実施状況>2</給食弁当実施状況> 

        <提供日情報> 

            <提供日>2</提供日> 

        </提供日情報> 

        <提供日備考>土曜日はおやつを提供</提供日備考> 

        <提供内容>2</提供内容> 

        <アレルギー対応有無>2</アレルギー対応有無> 

    </給食弁当実施状況情報> 

    <給食実施状況情報> 

        <給食実施状況> 

            <支給認定区分>2</支給認定区分> 

            <提供方法>2</提供方法> 

            <提供内容>2</提供内容> 

            <アレルギー対応>2</アレルギー対応> 

        </給食実施状況> 

    </給食実施状況情報> 

    <その他の事業の実施状況情報> 

        <特別支援教育障害児保育有無>2</特別支援教育障害児保育有無> 

        <延長保育有無>2</延長保育有無> 

        <延長保育情報> 

            <開所前延長保育開始時間>0715</開所前延長保育開始時間> 

            <開所前延長保育終了時間>0850</開所前延長保育終了時間> 
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            <開所後延長保育開始時間>1730</開所後延長保育開始時間> 

            <開所後延長保育終了時間>1900</開所後延長保育終了時間> 

        </延長保育情報> 

        <一時預かり情報> 

            <平日預かり有無>2</平日預かり有無> 

            <休業日預かり有無>2</休業日預かり有無> 

        </一時預かり情報> 

        <病児保育情報> 

            <病児保育有無>2</病児保育有無> 

            <病児保育類型情報> 

                <病児保育類型>1</病児保育類型> 

            </病児保育類型情報> 

        </病児保育情報> 

        <事業実施状況備考>子育て支援制度に加入</事業実施状況備考> 

    </その他の事業の実施状況情報> 

    <障害児対応有無>2</障害児対応有無> 

    <その他の運営情報> 

        <施設運営方針>いつも笑顔を絶やさない</施設運営方針> 

        <運営特徴>褒めて個性を伸ばします</運営特徴> 

        <選考基準>1</選考基準> 

        <利用手続等説明>1</利用手続等説明> 

        <事故発生対応情報> 

            <事故発生対応>1</事故発生対応> 

        </事故発生対応情報> 

        <相談苦情等情報> 

            <相談苦情等の取組>1</相談苦情等の取組> 

        </相談苦情等情報> 

        <秘密保持措置情報> 

            <秘密保持措置>1</秘密保持措置> 

        </秘密保持措置情報> 

        <自己評価実施結果公表状況>1</自己評価実施結果公表状況> 

        <学校関係者評価実施結果公表状況>1</学校関係者評価実施結果公表状況> 

        <第三者評価実施結果公表状況>1</第三者評価実施結果公表状況> 

        <公認会計士等監査実施状況>1</公認会計士等監査実施状況> 

    </その他の運営情報> 

    <確認状況> 

        <業務ステータス>7</業務ステータス> 

        <確認年月日>20160301</確認年月日> 

        <却下年月日>20160301</却下年月日> 

        <却下理由>01</却下理由> 

    </確認状況> 

    <検査情報> 

        <検査実施日>20160301</検査実施日> 

        <検査結果>2</検査結果> 

        <検査備考>給食設備の順守に関する立ち入りを実施</検査備考> 

    </検査情報> 

    <勧告情報> 

        <勧告期限日>20160301</勧告期限日> 

        <公表実施日>20160301</公表実施日> 

        <勧告備考>立ち入りの結果、以下の是正点有り</勧告備考> 

    </勧告情報> 

    <命令情報> 

        <命令期限日>20160301</命令期限日> 

        <公示実施日>20160301</公示実施日> 

        <命令備考>早急な保育士拡充を求める</命令備考> 

    </命令情報> 

    <確認取消情報> 

        <確認取消日>20160301</確認取消日> 

        <確認取消解除日>20160301</確認取消解除日> 

        <確認取消理由>申請書に虚偽があり、確認を取消するものである</確認取消理由> 

    </確認取消情報> 
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    <確認停止情報> 

        <確認停止日>20160301</確認停止日> 

        <確認停止解除日>20160301</確認停止解除日> 

        <確認停止理由>是正が実施されるまでの間、運営の停止を行う</確認停止理由> 

        <確認停止期間>3/1～3/31の一か月間</確認停止期間> 

    </確認停止情報> 

    <子ども子育て支援法の適用> 

        <法第 39条第 3項の適用>2</法第 39条第 3項の適用> 

        <法第 39条第 5項の適用>2</法第 39条第 5項の適用> 

        <法第 51条第 2項の適用>2</法第 51条第 2項の適用> 

        <法第 51条第 4項の適用>2</法第 51条第 4項の適用> 

    </子ども子育て支援法の適用> 

    <分園情報> 

        <分園該当>1</分園該当> 

        <本園事業所番号>0123457</本園事業所番号> 

        <分園事業所情報> 

            <分園事業所番号>0123457</分園事業所番号> 

        </分園事業所情報> 

    </分園情報> 

    <口座情報> 

        <金融機関情報> 

            <金融機関コード>0009</金融機関コード> 

            <支店コード>512</支店コード> 

            <口座種別>1</口座種別> 

            <口座番号>9987675</口座番号> 

            <口座名義人カナ>ｻﾄｳ ﾀﾛｳ</口座名義人カナ> 

            <口座名義人名>佐藤 太郎</口座名義人名> 

        </金融機関情報> 

    </口座情報> 

</_23_子ども子育て支援_6_事業所台帳ファイル> 

 

1.7 事業者台帳ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_7_事業者台帳ファイル> 

    <子ども子育て事業者キー情報> 

        <子ども子育て事業者番号>0123456</子ども子育て事業者番号> 

        <異動年月日>20150401</異動年月日> 

        <履歴番号>1</履歴番号> 

        <訂正区分>1</訂正区分> 

        <届出年月日>20150605</届出年月日> 

    </子ども子育て事業者キー情報> 

    <管理情報> 

        <設置者事業者番号>1310451000110</設置者事業者番号> 

    </管理情報> 

    <申請者情報> 

        <法人名称>株式会社日本</法人名称> 

        <法人名称カナ>ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬﾆﾎﾝ</法人名称カナ> 

        <施設事業所住所情報> 

            <住所コード>139999</住所コード> 

            <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

            <方書/> 

            <郵便番号>1234567</郵便番号> 

            <電話番号>090-1111-2564</電話番号> 

            <FAX番号>090-1111-2564</FAX 番号> 

            <e-mailアドレス>xxx@yyyyy.com</e-mailアドレス> 

        </施設事業所住所情報> 

        <法人等種別コード>07</法人等種別コード> 

    </申請者情報> 

    <代表者情報> 
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        <代表者氏名>株式会社日本</代表者氏名> 

        <代表者氏名カナ>ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬﾆﾎﾝ</代表者氏名カナ> 

        <代表者職名>取締役社長</代表者職名> 

        <代表就任年月日>20150605</代表就任年月日> 

    </代表者情報> 

    <設立年月日>20150605</設立年月日> 

</_23_子ども子育て支援_7_事業者台帳ファイル> 

 

1.8 事業所単価区分履歴ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_8_事業所単価区分履歴ファイル> 

    <対象年度>2016</対象年度> 

    <加算設定キー情報> 

        <子ども子育て事業所番号>0123456</子ども子育て事業所番号> 

        <適用年月>201504</適用年月> 

    </加算設定キー情報> 

    <基本設定情報> 

        <支弁台帳報告対象>2</支弁台帳報告対象> 

        <計算方法>0</計算方法> 

        <地域区分コード>A</地域区分コード> 

        <特例割合>0</特例割合> 

        <特区該当>2</特区該当> 

    </基本設定情報> 

    <利用定員情報> 

        <教育認定利用定員合計>160</教育認定利用定員合計> 

        <教育認定利用定員内訳情報> 

            <教育 5歳児人数>30</教育 5歳児人数> 

            <教育 4歳児人数>50</教育 4歳児人数> 

            <教育 3歳児人数>80</教育 3歳児人数> 

        </教育認定利用定員内訳情報> 

        <保育認定利用定員合計>160</保育認定利用定員合計> 

        <保育標準時間認定利用定員合計>160</保育標準時間認定利用定員合計> 

        <保育標準時間認定利用定員内訳情報> 

            <保育 5歳児人数>30</保育 5歳児人数> 

            <保育 4歳児人数>50</保育 4歳児人数> 

            <保育 3歳児人数>80</保育 3歳児人数> 

            <保育 2歳児人数>30</保育 2歳児人数> 

            <保育 1歳児人数>50</保育 1歳児人数> 

            <保育 0歳児人数>80</保育 0歳児人数> 

        </保育標準時間認定利用定員内訳情報> 

        <保育短時間認定利用定員合計>160</保育短時間認定利用定員合計> 

        <保育短時間認定利用定員内訳情報> 

            <保育 5歳児人数>30</保育 5歳児人数> 

            <保育 4歳児人数>50</保育 4歳児人数> 

            <保育 3歳児人数>80</保育 3歳児人数> 

            <保育 2歳児人数>30</保育 2歳児人数> 

            <保育 1歳児人数>50</保育 1歳児人数> 

            <保育 0歳児人数>80</保育 0歳児人数> 

        </保育短時間認定利用定員内訳情報> 

        <従業員枠保育標準時間認定利用定員合計/> 

        <従業員枠保育標準時間認定利用定員内訳情報> 

            <保育 2歳児人数>30</保育 2歳児人数> 

            <保育 1歳児人数>50</保育 1歳児人数> 

            <保育 0歳児人数>80</保育 0歳児人数> 

        </従業員枠保育標準時間認定利用定員内訳情報> 

        <従業員枠保育短時間認定利用定員合計>160</従業員枠保育短時間認定利用定員合計> 

        <従業員枠保育短時間認定利用定員内訳情報> 

            <保育 2歳児人数>30</保育 2歳児人数> 

            <保育 1歳児人数>50</保育 1歳児人数> 
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            <保育 0歳児人数>80</保育 0歳児人数> 

        </従業員枠保育短時間認定利用定員内訳情報> 

    </利用定員情報> 

    <初日在籍人数情報> 

        <教育認定初日人数>30</教育認定初日人数> 

        <保育認定初日人数>50</保育認定初日人数> 

    </初日在籍人数情報> 

    <加算情報> 

        <処遇改善率>13</処遇改善率> 

        <副園長設置有無>2</副園長設置有無> 

        <所長設置有無>2</所長設置有無> 

        <学級編制調整加配加算有無>2</学級編制調整加配加算有無> 

        <資格保有者数>1</資格保有者数> 

        <家庭的保育補助者加算有無>2</家庭的保育補助者加算有無> 

        <家庭的保育支援加算有無>2</家庭的保育支援加算有無> 

        <三歳児配置改善有無>2</三歳児配置改善有無> 

        <満三歳児用教諭有無>2</満三歳児用教諭有無> 

        <講師配置加算有無>2</講師配置加算有無> 

        <管理者設置有無>2</管理者設置有無> 

        <保育士比率向上加算有無>2</保育士比率向上加算有無> 

        <休日保育利用児童数>1024</休日保育利用児童数> 

        <夜間保育加算有無>2</夜間保育加算有無> 

        <障害児保育加算有無>2</障害児保育加算有無> 

        <減価償却費加算> 

            <減価償却加算有無>2</減価償却加算有無> 

            <施設地域区分>A</施設地域区分> 

            <施設都市区分>2</施設都市区分> 

            <施設認可区分>2</施設認可区分> 

        </減価償却費加算> 

        <賃貸料加算> 

            <賃貸料加算有無>2</賃貸料加算有無> 

            <施設地域区分>A</施設地域区分> 

            <施設都市区分>2</施設都市区分> 

            <施設認可区分>2</施設認可区分> 

        </賃貸料加算> 

        <チーム保育推進加算有無>2</チーム保育推進加算有無> 

        <チーム保育加配加算人数>0</チーム保育加配加算人数> 

        <通園送迎加算有無>2</通園送迎加算有無> 

        <週当たり給食実施日数>5</週当たり給食実施日数> 

        <連携施設加算> 

            <障害疾病児童保育有無>2</障害疾病児童保育有無> 

            <健常子ども保育有無>1</健常子ども保育有無> 

        </連携施設加算> 

        <子ども子育て支援取組み> 

            <教育認定子ども子育て支援取組み有無>2</教育認定子ども子育て支援取組み有無> 

            <保育認定子ども子育て支援取組み有無>2</保育認定子ども子育て支援取組み有無> 

        </子ども子育て支援取組み> 

        <年齢別配置基準下回り人数>0</年齢別配置基準下回り人数> 

        <職員資格無し人数>0</職員資格無し人数> 

        <一号認定利用定員無し加算有無>2</一号認定利用定員無し加算有無> 

        <連携施設無し減算有無>2</連携施設無し減算有無> 

        <園外食事調達減算有無>2</園外食事調達減算有無> 

        <常態的に土曜日閉所減算有無>2</常態的に土曜日閉所減算有無> 

        <事業を行わない週当たり日数>1</事業を行わない週当たり日数> 

        <施設長の経過措置加算有無>2</施設長の経過措置加算有無> 

        <定員を恒常的に超過する場合> 

            <教育認定定員恒常超過有無>2</教育認定定員恒常超過有無> 

            <保育認定定員恒常超過有無>2</保育認定定員恒常超過有無> 

        </定員を恒常的に超過する場合> 

        <主幹教諭等専任加算有無>2</主幹教諭等専任加算有無> 

        <主任保育士専任加算有無>2</主任保育士専任加算有無> 
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        <子ども子育て支援活動費加算有無>2</子ども子育て支援活動費加算有無> 

        <療育支援加算> 

            <特別児童扶養手当支給対象受入施設>2</特別児童扶養手当支給対象受入施設> 

            <障害児受入施設>1</障害児受入施設> 

        </療育支援加算> 

        <事務職員雇上費加算有無>2</事務職員雇上費加算有無> 

        <指導充実加配加算有無>2</指導充実加配加算有無> 

        <事務負担対応加配加算有無>2</事務負担対応加配加算有無> 

        <冷暖房費加算有無>2</冷暖房費加算有無> 

        <三月加算項目> 

            <外部監査有無>2</外部監査有無> 

            <施設関係者評価加算有無>2</施設関係者評価加算有無> 

            <除雪費加算有無>2</除雪費加算有無> 

            <降灰除去費加算有無>2</降灰除去費加算有無> 

            <入所児童処遇特別加算区分>1</入所児童処遇特別加算区分> 

            <教育認定施設機能強化推進費>0</教育認定施設機能強化推進費> 

            <保育認定施設機能強化推進費>150000</保育認定施設機能強化推進費> 

            <小学校接続加算有無>1</小学校接続加算有無> 

            <栄養管理加算有無>1</栄養管理加算有無> 

            <第三者評価受審加算有無>1</第三者評価受審加算有無> 

        </三月加算項目> 

        <処遇改善等加算 2> 

            <人数 A>1</人数 A> 

            <人数 B>1</人数 B> 

        </処遇改善等加算 2> 

        <月当たり給食実施日数>1</月当たり給食実施日数> 

    </加算情報> 

</_23_子ども子育て支援_8_事業所単価区分履歴ファイル> 

 

1.9 事業所請求管理ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_9_事業所請求管理ファイル> 

    <対象年度>2016</対象年度> 

    <請求キー情報> 

        <子ども子育て事業所番号>0123456</子ども子育て事業所番号> 

        <利用年月>201604</利用年月> 

        <請求種別>1</請求種別> 

    </請求キー情報> 

    <施設事業所番号>1310451000110</施設事業所番号> 

    <請求年月日>20160401</請求年月日> 

    <公定価格>10000</公定価格> 

    <利用者負担額>10000</利用者負担額> 

    <請求金額>10000</請求金額> 

    <施設型給付費>10000</施設型給付費> 

    <助成額>10000</助成額> 

    <その他額>10000</その他額> 

    <支払調整額> 

        <調整理由/> 

        <調整額/> 

    </支払調整額> 

    <支払額/> 

    <振込予定日>20160401</振込予定日> 

    <振込年月日>20160401</振込年月日> 

    <請求額算出根拠情報> 

        <基本設定情報> 

            <計算方法>0</計算方法> 

            <地域区分コード>A</地域区分コード> 

            <特例割合>0</特例割合> 

            <特区該当>2</特区該当> 
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            <分園該当フラグ>1</分園該当フラグ> 

        </基本設定情報> 

        <利用定員情報> 

            <教育認定利用定員合計>160</教育認定利用定員合計> 

            <教育認定利用定員内訳情報> 

                <教育 5歳児人数>30</教育 5歳児人数> 

                <教育 4歳児人数>50</教育 4歳児人数> 

                <教育 3歳児人数>80</教育 3歳児人数> 

            </教育認定利用定員内訳情報> 

            <保育標準時間認定利用定員合計>160</保育標準時間認定利用定員合計> 

            <保育標準時間認定利用定員内訳情報> 

                <保育 5歳児人数>30</保育 5歳児人数> 

                <保育 4歳児人数>50</保育 4歳児人数> 

                <保育 3歳児人数>80</保育 3歳児人数> 

                <保育 2歳児人数>30</保育 2歳児人数> 

                <保育 1歳児人数>50</保育 1歳児人数> 

                <保育 0歳児人数>80</保育 0歳児人数> 

            </保育標準時間認定利用定員内訳情報> 

            <保育短時間認定利用定員合計>160</保育短時間認定利用定員合計> 

            <保育短時間認定利用定員内訳情報> 

                <保育 5歳児人数>30</保育 5歳児人数> 

                <保育 4歳児人数>50</保育 4歳児人数> 

                <保育 3歳児人数>80</保育 3歳児人数> 

                <保育 2歳児人数>30</保育 2歳児人数> 

                <保育 1歳児人数>50</保育 1歳児人数> 

                <保育 0歳児人数>80</保育 0歳児人数> 

            </保育短時間認定利用定員内訳情報> 

            <従業員枠保育標準時間認定利用定員合計/> 

            <従業員枠保育標準時間認定利用定員内訳情報> 

                <保育 2歳児人数>30</保育 2歳児人数> 

                <保育 1歳児人数>50</保育 1歳児人数> 

                <保育 0歳児人数>80</保育 0歳児人数> 

            </従業員枠保育標準時間認定利用定員内訳情報> 

            <従業員枠保育短時間認定利用定員合計>160</従業員枠保育短時間認定利用定員合計> 

            <従業員枠保育短時間認定利用定員内訳情報> 

                <保育 2歳児人数>30</保育 2歳児人数> 

                <保育 1歳児人数>50</保育 1歳児人数> 

                <保育 0歳児人数>80</保育 0歳児人数> 

            </従業員枠保育短時間認定利用定員内訳情報> 

        </利用定員情報> 

        <初日在籍人数情報> 

            <教育認定初日人数>30</教育認定初日人数> 

            <教育認定初日内訳情報> 

                <教育初日 5歳児人数>30</教育初日 5歳児人数> 

                <教育初日 4歳児人数>50</教育初日 4歳児人数> 

                <教育初日 3歳児人数>80</教育初日 3歳児人数> 

            </教育認定初日内訳情報> 

            <保育認定初日人数>50</保育認定初日人数> 

            <保育認定初日内訳情報> 

                <保育認定初日 5歳児人数>30</保育認定初日 5歳児人数> 

                <保育認定初日 4歳児人数>50</保育認定初日 4歳児人数> 

                <保育認定初日 3歳児人数>80</保育認定初日 3歳児人数> 

                <保育認定初日 2歳児人数>30</保育認定初日 2歳児人数> 

                <保育認定初日 1歳児人数>50</保育認定初日 1歳児人数> 

                <保育認定初日 0歳児人数>80</保育認定初日 0歳児人数> 

            </保育認定初日内訳情報> 

        </初日在籍人数情報> 

        <加算情報> 

            <処遇改善率>13</処遇改善率> 

            <副園長設置有無>2</副園長設置有無> 

            <所長設置有無>2</所長設置有無> 
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            <学級編制調整加配加算有無>2</学級編制調整加配加算有無> 

            <資格保有者数>1</資格保有者数> 

            <家庭的保育補助者加算有無>2</家庭的保育補助者加算有無> 

            <家庭的保育支援加算有無>2</家庭的保育支援加算有無> 

            <三歳児配置改善有無>2</三歳児配置改善有無> 

            <満三歳児用教諭有無>2</満三歳児用教諭有無> 

            <講師配置加算有無>2</講師配置加算有無> 

            <管理者設置有無>2</管理者設置有無> 

            <保育士比率向上加算有無>2</保育士比率向上加算有無> 

            <休日保育利用児童数>1024</休日保育利用児童数> 

            <夜間保育加算有無>2</夜間保育加算有無> 

            <障害児保育加算有無>2</障害児保育加算有無> 

            <減価償却費加算> 

                <減価償却加算有無>2</減価償却加算有無> 

                <施設地域区分>A</施設地域区分> 

                <施設都市区分>2</施設都市区分> 

                <施設認可区分>2</施設認可区分> 

            </減価償却費加算> 

            <賃貸料加算> 

                <賃貸料加算有無>2</賃貸料加算有無> 

                <施設地域区分>A</施設地域区分> 

                <施設都市区分>2</施設都市区分> 

                <施設認可区分>2</施設認可区分> 

            </賃貸料加算> 

            <チーム保育推進加算有無>2</チーム保育推進加算有無> 

            <チーム保育加配加算人数>0</チーム保育加配加算人数> 

            <通園送迎加算有無>2</通園送迎加算有無> 

            <週当たり給食実施日数>5</週当たり給食実施日数> 

            <連携施設加算> 

                <障害疾病児童保育有無>2</障害疾病児童保育有無> 

                <健常子ども保育有無>1</健常子ども保育有無> 

            </連携施設加算> 

            <子ども子育て支援取組み> 

                <教育認定子ども子育て支援取組み有無>2</教育認定子ども子育て支援取組み有無> 

                <保育認定子ども子育て支援取組み有無>2</保育認定子ども子育て支援取組み有無> 

            </子ども子育て支援取組み> 

            <年齢別配置基準下回り人数>0</年齢別配置基準下回り人数> 

            <職員資格無し人数>0</職員資格無し人数> 

            <一号認定利用定員無し加算有無>2</一号認定利用定員無し加算有無> 

            <連携施設無し減算有無>2</連携施設無し減算有無> 

            <園外食事調達減算有無>2</園外食事調達減算有無> 

            <常態的に土曜日閉所減算有無>2</常態的に土曜日閉所減算有無> 

            <事業を行わない週当たり日数>1</事業を行わない週当たり日数> 

            <施設長の経過措置加算有無>2</施設長の経過措置加算有無> 

            <定員を恒常的に超過する場合> 

                <教育認定定員恒常超過有無>2</教育認定定員恒常超過有無> 

                <保育認定定員恒常超過有無>2</保育認定定員恒常超過有無> 

            </定員を恒常的に超過する場合> 

            <主幹教諭等専任加算有無>2</主幹教諭等専任加算有無> 

            <主任保育士専任加算有無>2</主任保育士専任加算有無> 

            <子ども子育て支援活動費加算有無>2</子ども子育て支援活動費加算有無> 

            <療育支援加算> 

                <特別児童扶養手当支給対象受入施設>2</特別児童扶養手当支給対象受入施設> 

                <障害児受入施設>1</障害児受入施設> 

            </療育支援加算> 

            <事務職員雇上費加算有無>2</事務職員雇上費加算有無> 

            <指導充実加配加算有無>2</指導充実加配加算有無> 

            <事務負担対応加配加算有無>2</事務負担対応加配加算有無> 

            <冷暖房費加算有無>2</冷暖房費加算有無> 

            <三月加算項目> 

                <外部監査有無>2</外部監査有無> 
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                <施設関係者評価加算有無>2</施設関係者評価加算有無> 

                <除雪費加算有無>2</除雪費加算有無> 

                <降灰除去費加算有無>2</降灰除去費加算有無> 

                <入所児童処遇特別加算区分>1</入所児童処遇特別加算区分> 

                <教育認定施設機能強化推進費>0</教育認定施設機能強化推進費> 

                <保育認定施設機能強化推進費>150000</保育認定施設機能強化推進費> 

                <小学校接続加算有無>1</小学校接続加算有無> 

                <栄養管理加算有無>1</栄養管理加算有無> 

                <第三者評価受審加算有無>1</第三者評価受審加算有無> 

            </三月加算項目> 

            <処遇改善等加算 2> 

                <人数 A>1</人数 A> 

                <人数 B>1</人数 B> 

            </処遇改善等加算 2> 

            <月当たり給食実施日数>1</月当たり給食実施日数> 

        </加算情報> 

    </請求額算出根拠情報> 

</_23_子ども子育て支援_9_事業所請求管理ファイル> 

 

1.10 事業所請求明細管理ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_10_事業所請求明細管理ファイル> 

    <対象年度>2016</対象年度> 

    <請求明細キー情報> 

        <子ども子育て事業所番号>0123456</子ども子育て事業所番号> 

        <利用年月>201604</利用年月> 

        <請求種別>1</請求種別> 

        <明細番号>1</明細番号> 

    </請求明細キー情報> 

    <施設事業所番号>1310451000110</施設事業所番号> 

    <請求明細区分>1</請求明細区分> 

    <支給認定情報> 

        <支給認定者番号>0000000001</支給認定者番号> 

        <支給認定区分>1</支給認定区分> 

        <保育必要量区分>1</保育必要量区分> 

        <支給認定児童情報> 

            <児童識別番号>000000000000001</児童識別番号> 

            <児童氏名漢字>佐藤 太郎</児童氏名漢字> 

            <児童氏名カナ>サトウタロウ</児童氏名カナ> 

            <児童生年月日>20160401</児童生年月日> 

        </支給認定児童情報> 

        <支給認定保護者情報> 

            <保護者識別番号>000000000000001</保護者識別番号> 

            <保護者氏名漢字>佐藤 太郎</保護者氏名漢字> 

            <保護者氏名カナ>サトウタロウ</保護者氏名カナ> 

        </支給認定保護者情報> 

    </支給認定情報> 

    <利用状況> 

        <入所年月日>20160401</入所年月日> 

        <退所年月日>20170331</退所年月日> 

        <利用日数>10</利用日数> 

    </利用状況> 

    <公定価格>10000</公定価格> 

    <利用者負担額>10000</利用者負担額> 

    <請求金額>10000</請求金額> 

    <施設型給付費>10000</施設型給付費> 

    <助成額>10000</助成額> 

    <その他額>10000</その他額> 

    <従業員枠フラグ>1</従業員枠フラグ> 
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    <障害有無フラグ>1</障害有無フラグ> 

    <副食費徴収免除フラグ>1</副食費徴収免除フラグ> 

</_23_子ども子育て支援_10_事業所請求明細管理ファイル> 

 

1.11 電文送信管理ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_11_電文送信管理ファイル> 

    <電文管理キー情報> 

        <電文種別>C11</電文種別> 

        <電文ファイル名称>58134_C11_20151118_01.xml</電文ファイル名称> 

        <履歴番号>1</履歴番号> 

    </電文管理キー情報> 

    <処理年月日>20160331</処理年月日> 

    <A電文キー情報> 

        <対象年度>2016</対象年度> 

        <対象開始年月>201604</対象開始年月> 

        <対象終了年月>201604</対象終了年月> 

    </A電文キー情報> 

    <B電文キー情報> 

        <対象年月>201504</対象年月> 

    </B電文キー情報> 

    <CD電文キー情報> 

        <子ども子育て事業所キー情報> 

            <子ども子育て事業所番号>0123456</子ども子育て事業所番号> 

            <異動年月日>20150401</異動年月日> 

            <履歴番号>1</履歴番号> 

        </子ども子育て事業所キー情報> 

        <子ども子育て事業者キー情報> 

            <子ども子育て事業者番号>0123456</子ども子育て事業者番号> 

            <異動年月日>20150401</異動年月日> 

            <履歴番号>1</履歴番号> 

        </子ども子育て事業者キー情報> 

    </CD電文キー情報> 

    <更新結果情報> 

        <更新結果/> 

        <エラーコード/> 

        <エラー内容/> 

    </更新結果情報> 

</_23_子ども子育て支援_11_電文送信管理ファイル> 

 

1.12 市区町村階層ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_12_市区町村階層ファイル> 

    <対象年度>2016</対象年度> 

    <市区町村階層設定キー情報> 

        <適用年月>201604</適用年月> 

        <市区町村階層判定キー情報> 

            <施設事業所明細区分>01</施設事業所明細区分> 

            <経営区分>1</経営区分> 

            <利用者負担区分>1</利用者負担区分> 

            <市区町村階層コード>100</市区町村階層コード> 

        </市区町村階層判定キー情報> 

    </市区町村階層設定キー情報> 

    <帳票用階層コード>A00</帳票用階層コード> 

    <階層内容>生活保護世帯</階層内容> 

    <階層判定条件> 
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        <家庭状況>1</家庭状況> 

        <住民税区分>1</住民税区分> 

        <所得割上限額>100000</所得割上限額> 

    </階層判定条件> 

    <多子軽減設定> 

        <減額基準コード>01</減額基準コード> 

        <第 1子減額区分コード>1</第 1子減額区分コード> 

        <第 2子減額区分コード>2</第 2子減額区分コード> 

        <第 3子減額区分コード>3</第 3子減額区分コード> 

        <第 4子減額区分コード>3</第 4子減額区分コード> 

        <第 5子以降減額区分コード>3</第 5子以降減額区分コード> 

    </多子軽減設定> 

    <年齢単位の保育料> 

        <保育料>3300</保育料> 

        <クラス年齢>1</クラス年齢> 

    </年齢単位の保育料> 

</_23_子ども子育て支援_12_市区町村階層ファイル> 

 

1.13 延長保育料設定ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_13_延長保育料設定ファイル> 

    <対象年度>2016</対象年度> 

    <延長保育設定キー情報> 

        <適用年月>201604</適用年月> 

        <延長保育区分キー情報> 

            <施設事業所明細区分>01</施設事業所明細区分> 

            <経営区分>1</経営区分> 

            <利用者負担区分>2</利用者負担区分> 

            <市区町村階層コード>100</市区町村階層コード> 

            <延長保育区分>1</延長保育区分> 

        </延長保育区分キー情報> 

    </延長保育設定キー情報> 

    <年齢単位の保育料> 

        <延長保育料>3300</延長保育料> 

        <クラス年齢>0</クラス年齢> 

    </年齢単位の保育料> 

</_23_子ども子育て支援_13_延長保育料設定ファイル> 

 

1.14 業務別送付先情報ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_14_業務別送付先情報ファイル> 

    <保護者識別番号>012345678901234</保護者識別番号> 

    <科目コード>A1</科目コード> 

    <送付先種別>0</送付先種別> 

    <開始年月>201201</開始年月> 

    <終了年月>201201</終了年月> 

    <送付先名称>佐藤 太郎</送付先名称> 

    <郵便番号>1113333</郵便番号> 

    <都道府県コード>11</都道府県コード> 

    <市区町村コード>222</市区町村コード> 

    <大字コード>002100</大字コード> 

    <小字コード>000100</小字コード> 

    <番地コード>00123002340000000099</番地コード> 

    <送付先住所>東京都東西市南町中央１－１－１</送付先住所> 

    <行政区コード/> 

    <隣組コード/> 
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    <電話番号>03-3350-6475</電話番号> 

    <異動理由>11</異動理由> 

</_23_子ども子育て支援_14_業務別送付先情報ファイル> 

 

1.15 振替口座情報ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_15_振替口座情報ファイル> 

    <保護者識別番号>012345678901234</保護者識別番号> 

    <徴収科目コード>A1</徴収科目コード> 

    <開始年月>201201</開始年月> 

    <終了年月>201202</終了年月> 

    <金融機関コード>0009</金融機関コード> 

    <支店コード>512</支店コード> 

    <口座種別>1</口座種別> 

    <口座番号>9987675</口座番号> 

    <口座名義人カナ>サトウ タロウ</口座名義人カナ> 

    <口座名義人名>佐藤 太郎</口座名義人名> 

    <新規振替区分>1</新規振替区分> 

    <異動理由>01</異動理由> 

</_23_子ども子育て支援_15_振替口座情報ファイル> 

 

1.16 通知書情報ファイル_子ども子育て支援 
 

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

<_23_子ども子育て支援_16_通知書情報ファイル_子ども子育て支援> 

    <通知書情報キー> 

        <科目コード>A1</科目コード> 

        <賦課年度>2011</賦課年度> 

        <相当年度>2011</相当年度> 

        <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

    </通知書情報キー> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <納期限>20110502</納期限> 

    <期割数>1</期割数> 

</_23_子ども子育て支援_16_通知書情報ファイル_子ども子育て支援> 

 

1.17 期別情報ファイル_子ども子育て支援 
 

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

<_23_子ども子育て支援_17_期別情報ファイル_子ども子育て支援> 

    <期別情報キー> 

        <通知書情報キー> 

            <科目コード>A1</科目コード> 

            <賦課年度>2011</賦課年度> 

            <相当年度>2011</相当年度> 

            <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

        </通知書情報キー> 

        <期別>01</期別> 

    </期別情報キー> 

    <期別納期限>20110502</期別納期限> 

    <変更納期限>20110101</変更納期限> 

    <納付課更正日>20110101</納付課更正日> 

    <期別調定額> 

        <期別徴収額>10000</期別徴収額> 

        <期別延滞金額>20110101</期別延滞金額> 
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        <期別督促手数料>20110101</期別督促手数料> 

    </期別調定額> 

    <督促情報> 

        <督促状発行日>20110101</督促状発行日> 

        <督促状停止日>20110101</督促状停止日> 

        <督促状返戻日>20110101</督促状返戻日> 

        <督促状公示日>20110101</督促状公示日> 

    </督促情報> 

    <催告情報> 

        <催告状発行日>20110101</催告状発行日> 

        <催告状停止日>20110101</催告状停止日> 

    </催告情報> 

    <通知書発行情報> 

        <通知書返戻日>20110101</通知書返戻日> 

        <通知書公示日>20110101</通知書公示日> 

    </通知書発行情報> 

    <不納欠損情報> 

        <不納欠損年月日>20110101</不納欠損年月日> 

        <不納欠損額>0</不納欠損額> 

    </不納欠損情報> 

    <滞納繰越情報> 

        <繰越年度>2010</繰越年度> 

        <繰越年月日>20110531</繰越年月日> 

        <決算繰越調定額> 

            <決算繰越本徴収額>10000</決算繰越本徴収額> 

            <決算繰越延滞金額>0</決算繰越延滞金額> 

            <決算繰越督促手数料>0</決算繰越督促手数料> 

        </決算繰越調定額> 

    </滞納繰越情報> 

    <時効予定日>20110101</時効予定日> 

</_23_子ども子育て支援_17_期別情報ファイル_子ども子育て支援> 

 

1.18 納付履歴情報ファイル_子ども子育て支援 
 

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

<_23_子ども子育て支援_18_納付履歴情報ファイル_子ども子育て支援> 

    <期別情報キー> 

        <通知書情報キー> 

            <科目コード>A1</科目コード> 

            <賦課年度>2011</賦課年度> 

            <相当年度>2011</相当年度> 

            <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

        </通知書情報キー> 

        <期別>01</期別> 

    </期別情報キー> 

    <収納履歴連番>1</収納履歴連番> 

    <還付充当区分>1</還付充当区分> 

    <出納区分>2</出納区分> 

    <収入額> 

        <本徴収収入額>100</本徴収収入額> 

        <延滞金収入額>0</延滞金収入額> 

        <督促手数料収入額>0</督促手数料収入額> 

    </収入額> 

    <領収日>20110531</領収日> 

    <収入日>20110531</収入日> 

    <納付区分>01</納付区分> 

    <納付金融機関情報> 

        <金融機関コード>0001</金融機関コード> 

        <支店コード>001</支店コード> 

        <口座種別>1</口座種別> 
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        <口座番号>1234567</口座番号> 

        <口座名義人名>佐藤 一郎</口座名義人名> 

        <口座名義人カナ>サトウ イチロウ</口座名義人カナ> 

    </納付金融機関情報> 

    <前納報奨金>0</前納報奨金> 

    <還付情報> 

        <還付発生事由>01</還付発生事由> 

        <還付加算金>0</還付加算金> 

        <支払日>20110701</支払日> 

        <還付先識別番号>123456789012345</還付先識別番号> 

    </還付情報> 

    <充当情報> 

        <充当元先賦課年度>0</充当元先賦課年度> 

        <充当元先相当年度>0</充当元先相当年度> 

        <充当元先科目>A1</充当元先科目> 

        <充当元先徴収番号>12345678901234567890</充当元先徴収番号> 

        <充当元先期別>01</充当元先期別> 

        <充当元先金種>01</充当元先金種> 

        <充当元先収納連番>1</充当元先収納連番> 

    </充当情報> 

    <歳入歳出区分>2</歳入歳出区分> 

</_23_子ども子育て支援_18_納付履歴情報ファイル_子ども子育て支援> 

 

1.19 調定履歴情報ファイル_子ども子育て支援 
 

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

<_23_子ども子育て支援_19_調定履歴情報ファイル_子ども子育て支援> 

    <通知書情報キー> 

        <科目コード>A1</科目コード> 

        <賦課年度>2016</賦課年度> 

        <相当年度>2016</相当年度> 

        <徴収番号>12345678901234567890</徴収番号> 

    </通知書情報キー> 

    <更正年月日>20160531</更正年月日> 

    <更正事由>910</更正事由> 

    <更正順番>1</更正順番> 

    <期別内容> 

        <期別>01</期別> 

        <期別徴収額>10000</期別徴収額> 

        <子ども子育て支援台帳番号>000000000000001</子ども子育て支援台帳番号> 

        <保護者識別番号>0123456789</保護者識別番号> 

        <施設事業所番号>1234567890123</施設事業所番号> 

        <子ども子育て事業所番号>0123456</子ども子育て事業所番号> 

        <児童識別番号>0123456789</児童識別番号> 

        <強制入力フラグ>0</強制入力フラグ> 

    </期別内容> 

</_23_子ども子育て支援_19_調定履歴情報ファイル_子ども子育て支援> 

 

1.20 副食費設定ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_20_副食費設定ファイル> 

    <対象年度>2016</対象年度> 

    <副食費設定キー情報> 

        <適用年月>201604</適用年月> 

        <副食費設定区分キー情報> 

            <施設事業所明細区分>01</施設事業所明細区分> 

            <経営区分>1</経営区分> 
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            <利用者負担区分>1</利用者負担区分> 

            <市区町村階層コード>100</市区町村階層コード> 

        </副食費設定区分キー情報> 

    </副食費設定キー情報> 

    <年齢単位の副食費> 

        <副食費>3300</副食費> 

        <クラス年齢>1</クラス年齢> 

    </年齢単位の副食費> 

</_23_子ども子育て支援_20_副食費設定ファイル> 

 

1.21 施設等利用給付認定ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_21_施設等利用給付認定ファイル> 

    <対象年度>2016</対象年度> 

    <施設等利用給付台帳番号>000000000000001</施設等利用給付台帳番号> 

    <施設等利用給付履歴番号>1</施設等利用給付履歴番号> 

    <児童識別番号>000000000000002</児童識別番号> 

    <保護者識別番号>000000000000003</保護者識別番号> 

    <異動事由コード>31</異動事由コード> 

    <異動届出年月日>20160501</異動届出年月日> 

    <異動年月日>20160501</異動年月日> 

    <申請情報> 

        <保育必要性認定希望有無フラグ>0</保育必要性認定希望有無フラグ> 

        <保育必要理由内容> 

            <保育必要理由コード>02</保育必要理由コード> 

            <保護者関係コード>01</保護者関係コード> 

        </保育必要理由内容> 

    </申請情報> 

    <認定内容> 

        <施設等利用給付認定区分>1</施設等利用給付認定区分> 

        <施設等利用給付認定番号>0000000001</施設等利用給付認定番号> 

        <認定年月日>20160315</認定年月日> 

        <認定開始年月日>20160401</認定開始年月日> 

        <認定終了年月日>20300331</認定終了年月日> 

        <認定満了年月日>20300331</認定満了年月日> 

        <認定却下年月日>20300331</認定却下年月日> 

        <認定却下理由>書類不備のため</認定却下理由> 

        <優先利用事由コード>01</優先利用事由コード> 

        <みなし認定区分>1</みなし認定区分> 

    </認定内容> 

    <その他情報> 

        <生活保護該当フラグ>0</生活保護該当フラグ> 

        <保護者疾病障害フラグ>0</保護者疾病障害フラグ> 

        <ひとり親世帯該当フラグ>0</ひとり親世帯該当フラグ> 

        <特別児童扶養手当該当フラグ>0</特別児童扶養手当該当フラグ> 

        <在宅障害世帯該当フラグ>0</在宅障害世帯該当フラグ> 

    </その他情報> 

    <支給認定取消内容> 

        <認定取消年月日>20160319</認定取消年月日> 

        <認定取消理由コード>03</認定取消理由コード> 

    </支給認定取消内容> 

    <支給認定変更内容> 

        <認定変更年月日>20160401</認定変更年月日> 

        <認定変更理由コード>03</認定変更理由コード> 

    </支給認定変更内容> 

</_23_子ども子育て支援_21_施設等利用給付認定ファイル> 
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1.22 施設等利用給付契約ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_22_施設等利用給付契約ファイル> 

    <対象年度>2016</対象年度> 

    <施設等利用給付台帳番号>000000000000001</施設等利用給付台帳番号> 

    <契約履歴番号>1</契約履歴番号> 

    <児童識別番号>000000000000001</児童識別番号> 

    <保護者識別番号>000000000000002</保護者識別番号> 

    <異動事由コード>41</異動事由コード> 

    <異動届出年月日>20160501</異動届出年月日> 

    <異動年月日>20160501</異動年月日> 

    <その他情報> 

        <生活保護該当フラグ>1</生活保護該当フラグ> 

        <保護者疾病障害フラグ>1</保護者疾病障害フラグ> 

        <ひとり親世帯該当フラグ>0</ひとり親世帯該当フラグ> 

        <特別児童扶養手当該当フラグ>0</特別児童扶養手当該当フラグ> 

        <在宅障害世帯該当フラグ>0</在宅障害世帯該当フラグ> 

    </その他情報> 

    <施設等利用給付事業所番号>0123456</施設等利用給付事業所番号> 

    <クラス年齢>5</クラス年齢> 

    <契約情報> 

        <契約締結日>20150401</契約締結日> 

        <初回入所年月日>20150401</初回入所年月日> 

        <契約満了年月日>20310331</契約満了年月日> 

        <利用期間開始年月日>20160401</利用期間開始年月日> 

        <利用期間終了年月日>20170331</利用期間終了年月日> 

        <入所月入所日数>25</入所月入所日数> 

        <入所月開所日数>25</入所月開所日数> 

        <退所年月日>20160710</退所年月日> 

        <退所理由コード>01</退所理由コード> 

        <退所月入所日数>8</退所月入所日数> 

        <退所月開所日数>25</退所月開所日数> 

    </契約情報> 

    <利用者負担情報> 

        <国階層コード>110</国階層コード> 

        <第何子区分>1</第何子区分> 

        <保育料>5000</保育料> 

        <入園料>15000</入園料> 

        <補足給付費支給該当フラグ>1</補足給付費支給該当フラグ> 

        <市町村補足給付費支給該当フラグ>1</市町村補足給付費支給該当フラグ> 

    </利用者負担情報> 

</_23_子ども子育て支援_22_施設等利用給付契約ファイル> 

 

1.23 施設等利用給付世帯情報ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_23_施設等利用給付世帯情報ファイル> 

    <対象年度>2016</対象年度> 

    <世帯情報キー情報> 

        <施設等利用給付台帳番号>000000000000001</施設等利用給付台帳番号> 

        <適用開始年月日>20160401</適用開始年月日> 

        <識別番号>000000000000010</識別番号> 

    </世帯情報キー情報> 

    <保護者区分>0</保護者区分> 

    <主宰者フラグ>0</主宰者フラグ> 

    <関係コード>01</関係コード> 

    <障害有無フラグ>0</障害有無フラグ> 

    <税情報> 
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        <申告区分>01</申告区分> 

        <均等割額>3500</均等割額> 

        <所得割額>80000</所得割額> 

        <みなし寡婦該当>1</みなし寡婦該当> 

        <前年度申告区分>01</前年度申告区分> 

        <前年度均等割額>3500</前年度均等割額> 

        <前年度所得割額>80000</前年度所得割額> 

        <前年度みなし寡婦該当>1</前年度みなし寡婦該当> 

    </税情報> 

    <施設等利用給付認定ファイル関連> 

        <施設等利用給付履歴番号>1</施設等利用給付履歴番号> 

    </施設等利用給付認定ファイル関連> 

</_23_子ども子育て支援_23_施設等利用給付世帯情報ファイル> 

 

1.24 施設等利用給付事業所台帳ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_24_施設等利用給付事業所台帳ファイル> 

    <対象年度>2016</対象年度> 

    <施設等利用給付事業所キー情報> 

        <施設等利用給付事業所番号>0123456</施設等利用給付事業所番号> 

        <異動年月日>20150401</異動年月日> 

        <履歴番号>1</履歴番号> 

        <訂正区分>1</訂正区分> 

        <届出年月日>20150401</届出年月日> 

    </施設等利用給付事業所キー情報> 

    <管理情報> 

        <施設事業所番号>1310451000110</施設事業所番号> 

        <施設事業所明細区分>01</施設事業所明細区分> 

        <施設事業所開始年月日>20150401</施設事業所開始年月日> 

        <施設事業所休止情報> 

            <施設事業所休止年月日>20160630</施設事業所休止年月日> 

            <施設事業所休止理由>保育士が確保できないため</施設事業所休止理由> 

            <施設事業所再開年月日>20170104</施設事業所再開年月日> 

        </施設事業所休止情報> 

        <施設事業所終了情報> 

            <施設事業所終了年月日>20180331</施設事業所終了年月日> 

            <施設事業所終了理由>児童数減少に伴う事業廃止のため</施設事業所終了理由> 

        </施設事業所終了情報> 

    </管理情報> 

    <施設事業所情報> 

        <委託区分>1</委託区分> 

        <経営区分>1</経営区分> 

        <設立区分>1</設立区分> 

        <事業所名称>日本保育園</事業所名称> 

        <事業所名称カナ>ﾆﾎﾝﾎｲｸｴﾝ</事業所名称カナ> 

        <施設事業所住所情報> 

            <住所コード>139999</住所コード> 

            <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

            <方書/> 

            <郵便番号>1234567</郵便番号> 

            <電話番号>090-1111-2564</電話番号> 

            <FAX番号>090-1111-2564</FAX 番号> 

            <e-mailアドレス>xxx@yyyyy.com</e-mailアドレス> 

        </施設事業所住所情報> 

        <実施場所区分>1</実施場所区分> 

    </施設事業所情報> 

    <幼稚園_認可外保育施設事業情報> 

        <サービス提供有無>1</サービス提供有無> 

        <支払区分>1</支払区分> 
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        <事業者情報> 

            <設置主体>01</設置主体> 

            <設置者_事業者番号>1310451000110</設置者_事業者番号> 

            <事業者名称>日本保育園</事業者名称> 

            <事業者名称カナ>ﾆﾎﾝﾎｲｸｴﾝ</事業者名称カナ> 

            <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

            <方書/> 

            <郵便番号>1234567</郵便番号> 

            <電話番号>090-1111-2564</電話番号> 

            <FAX番号>090-1111-2564</FAX 番号> 

            <e-mailアドレス>xxx@yyyyy.com</e-mailアドレス> 

            <大学付属区分>1</大学付属区分> 

        </事業者情報> 

    </幼稚園_認可外保育施設事業情報> 

    <預かり保育事業情報> 

        <サービス提供有無>1</サービス提供有無> 

        <支払区分>1</支払区分> 

        <事業者情報> 

            <設置主体>01</設置主体> 

            <設置者_事業者番号>1310451000110</設置者_事業者番号> 

            <事業者名称>日本保育園</事業者名称> 

            <事業者名称カナ>ﾆﾎﾝﾎｲｸｴﾝ</事業者名称カナ> 

            <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

            <方書/> 

            <郵便番号>1234567</郵便番号> 

            <電話番号>090-1111-2564</電話番号> 

            <FAX番号>090-1111-2564</FAX 番号> 

            <e-mailアドレス>xxx@yyyyy.com</e-mailアドレス> 

        </事業者情報> 

    </預かり保育事業情報> 

    <一時預かり事業情報> 

        <サービス提供有無>1</サービス提供有無> 

        <支払区分>1</支払区分> 

        <市町村事業区分>0</市町村事業区分> 

        <事業者情報> 

            <設置主体>01</設置主体> 

            <設置者_事業者番号>1310451000110</設置者_事業者番号> 

            <事業者名称>日本保育園</事業者名称> 

            <事業者名称カナ>ﾆﾎﾝﾎｲｸｴﾝ</事業者名称カナ> 

            <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

            <方書/> 

            <郵便番号>1234567</郵便番号> 

            <電話番号>090-1111-2564</電話番号> 

            <FAX番号>090-1111-2564</FAX 番号> 

            <e-mailアドレス>xxx@yyyyy.com</e-mailアドレス> 

        </事業者情報> 

    </一時預かり事業情報> 

    <病児保育事業情報> 

        <サービス提供有無>1</サービス提供有無> 

        <支払区分>1</支払区分> 

        <市町村事業区分>0</市町村事業区分> 

        <事業者情報> 

            <設置主体>01</設置主体> 

            <設置者_事業者番号>1310451000110</設置者_事業者番号> 

            <事業者名称>日本保育園</事業者名称> 

            <事業者名称カナ>ﾆﾎﾝﾎｲｸｴﾝ</事業者名称カナ> 

            <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

            <方書/> 

            <郵便番号>1234567</郵便番号> 

            <電話番号>090-1111-2564</電話番号> 

            <FAX番号>090-1111-2564</FAX 番号> 
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            <e-mailアドレス>xxx@yyyyy.com</e-mailアドレス> 

        </事業者情報> 

    </病児保育事業情報> 

    <確認状況> 

        <業務ステータス>1</業務ステータス> 

        <確認年月日>20160301</確認年月日> 

        <却下年月日>20160301</却下年月日> 

        <却下理由>01</却下理由> 

    </確認状況> 

    <検査情報> 

        <検査実施日>20160301</検査実施日> 

        <検査結果>1</検査結果> 

        <検査備考>立ち入りの結果、以下の是正点有り</検査備考> 

    </検査情報> 

    <勧告情報> 

        <勧告期限日>20160301</勧告期限日> 

        <公表実施日>20160301</公表実施日> 

        <勧告備考>給食設備の順守に関する立ち入りを実施</勧告備考> 

    </勧告情報> 

    <命令情報> 

        <命令期限日>20160301</命令期限日> 

        <公示実施日>20160301</公示実施日> 

        <命令備考>早急な保育士拡充を求める</命令備考> 

    </命令情報> 

    <確認取消情報> 

        <確認取消日>20160301</確認取消日> 

        <確認取消解除日>20160301</確認取消解除日> 

        <確認取消理由>申請書に虚偽があり、確認を取消するものである</確認取消理由> 

    </確認取消情報> 

    <確認停止情報> 

        <確認停止日>20160301</確認停止日> 

        <確認停止解除日>20160301</確認停止解除日> 

        <確認停止理由>是正が実施されるまでの間、運営の停止を行う</確認停止理由> 

        <確認停止期間>3/1～3/31の一か月</確認停止期間> 

    </確認停止情報> 

    <口座情報> 

        <金融機関情報> 

            <金融機関コード>0009</金融機関コード> 

            <支店コード>512</支店コード> 

            <口座種別>1</口座種別> 

            <口座番号>9987675</口座番号> 

            <口座名義人カナ>サトウ タロウ</口座名義人カナ> 

            <口座名義人名>佐藤 太郎</口座名義人名> 

        </金融機関情報> 

    </口座情報> 

</_23_子ども子育て支援_24_施設等利用給付事業所台帳ファイル> 

 

1.25 施設等利用給付利用明細ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_25_施設等利用給付利用明細ファイル> 

    <利用実績明細番号>000000000000001</利用実績明細番号> 

    <児童識別番号>000000000000002</児童識別番号> 

    <保護者識別番号>000000000000003</保護者識別番号> 

    <利用実績情報> 

        <施設等利用給付事業所番号>12345</施設等利用給付事業所番号> 

        <提供サービスコード>01</提供サービスコード> 

        <支払区分>1</支払区分> 

        <利用年月>201604</利用年月> 

        <利用料>3000</利用料> 



23_子ども子育て支援 

28 

        <利用日数>5</利用日数> 

        <給付予定額>3000</給付予定額> 

        <給付年月>201604</給付年月> 

    </利用実績情報> 

    <領収書情報> 

        <日割該当フラグ>1</日割該当フラグ> 

        <日割基準日>20160401</日割基準日> 

    </領収書情報> 

    <管理情報> 

        <支払管理番号>000000000000004</支払管理番号> 

    </管理情報> 

</_23_子ども子育て支援_25_施設等利用給付利用明細ファイル> 

 

1.26 施設等利用給付支払情報ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_26_施設等利用給付支払情報ファイル> 

    <支払管理番号>000000000000001</支払管理番号> 

    <支払区分>1</支払区分> 

    <施設等利用給付事業所番号>12345</施設等利用給付事業所番号> 

    <児童識別番号>000000000000002</児童識別番号> 

    <保護者識別番号>000000000000003</保護者識別番号> 

    <支払予定日>20160401</支払予定日> 

    <支払日>20160401</支払日> 

    <支払方法区分>1</支払方法区分> 

    <口座振込先識別番号>000000000000004</口座振込先識別番号> 

    <支払情報> 

        <給付年月>201604</給付年月> 

        <給付額>3000</給付額> 

        <単独補助>3000</単独補助> 

        <調整額>3000</調整額> 

        <支払額>3000</支払額> 

        <支払済額>3000</支払済額> 

    </支払情報> 

    <返還情報> 

        <返還額>3000</返還額> 

        <返還済額>3000</返還済額> 

        <返還日>20160401</返還日> 

        <返還理由>支給要件に該当しなくなったため</返還理由> 

    </返還情報> 

</_23_子ども子育て支援_26_施設等利用給付支払情報ファイル> 

 

1.27 給付口座情報ファイル 
 

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

<_23_子ども子育て支援_27_給付口座情報ファイル> 

    <保護者識別番号>012345678901234</保護者識別番号> 

    <開始年月>201201</開始年月> 

    <終了年月>201202</終了年月> 

    <金融機関コード>0009</金融機関コード> 

    <支店コード>512</支店コード> 

    <口座種別>1</口座種別> 

    <口座番号>9987675</口座番号> 

    <口座名義人カナ>サトウ タロウ</口座名義人カナ> 

    <口座名義人名>佐藤 太郎</口座名義人名> 

    <新規振替区分>1</新規振替区分> 

    <異動理由>01</異動理由> 

</_23_子ども子育て支援_27_給付口座情報ファイル> 
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