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国民健康保険中央会 

 

国民健康保険中央会の許可なく複製、改変を行うことはできません。

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

また、本システムにより生じたいかなる損害についても本会では責任

を負いかねますのであらかじめご了解のうえ、システムをご使用くださ

い。 
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はじめに 
このマニュアルでは、国民健康保険団体連合会にて作成したサービス提供年月が平成 30 年 4 月以降の市

町村単位の障害者自立支援等実績報告情報 CSV ファイルを取り込み、Excel ファイルで出力する「障害者自立

支援等実績報告情報移行ツール」の操作について説明します。 

また、都道府県単位の都道府県合計に含まれる「事業所ごとのサービス提供状況」と「地域別のサービス提

供と利用状況」の CSV ファイルを取り込み、Excel ファイルで出力する「障害者自立支援等実績報告情報移行ツ

ール」の操作について説明します。 

 

動作環境 

「障害者自立支援等実績報告情報移行ツール」を利用する際に、必要となる動作環境は以下のとおりです。 

※以下の内容は、2018 年 8 月現在の情報となります。 

① OS（オペレーティングシステム） 

Microsoft® Windows® 7 Professional 

※上記以外の OS では動作保証ができません。ご了承ください。 

② Excel 

Microsoft® Office Excel 2010 SP1(Service Pack 1) 

※上記以外では動作保証ができません。ご了承ください。 

 

表記の規則 

このマニュアルは、以下の規則に従って記述されています。 

記述形式 意味 

太字(bold) 

「 」 

特に注意すべき点を示します。 

『』 画面名及び帳票名を示します。 

[ ]くくり ボタン名を示します。 

「 」 リンク名を示します。 

〈 〉 バッチ処理名を示します。 

▲○○○ 図の下に図の内容を示します。 

▼○○○ 表の上に表の内容を示します。 
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略称について 

このマニュアルでは、名称は略称で記述されています。 

略称 正式名称 

障害者総合支援法 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

審査支払等システム 障害者総合支援給付審査支払等システム 審査支払等システム 

電子請求受付システム 障害者総合支援給付審査支払等システム 電子請求受付システム 

国保中央会 国民健康保険中央会 

国保連合会 国民健康保険団体連合会 

介護保険システム 介護保険審査支払等システム 

 

 

登録商標について 

● 本書に記載されている会社名、製品・サービス名は各社の登録商標、または商標です。 

 

 

障害者自立支援等実績報告情報移行ツールの想定処理時間 

「障害者自立支援等実績報告情報移行ツール」について、処理時間の想定を以下に示します。 

 

処理内容 
作業母体 想定処理時間 

（※2） 母体の内容 件数（※1） 

CSV ファイルの取り込み ・受給者関係 5 件 10 分 

及び Excel ファイルの出力 ・事業所・サービス種類関係 5 件  

 ・加算等集計 34 件  

 ・利用者負担関係・障害福祉サービス 2 件  

 ・利用者負担関係・障害児支援 2 件  

 ・市町村単位におけるサービス 

利用状況（概況） 

2 件  

 ・市町村単位における訪問系サービス

の利用状況等（個表） 

9 件  

 ・複数サービスの利用状況 

（障害福祉サービス） 

1 件  

 ・支給決定情報集計 5 件  

 ・個人ごとの状況 2 件  

 ・事業所ごとのサービス提供状況 2 件 10 分 

 ・地域別のサービス提供と利用状況 2 件  

※1 1 市町村分の件数となります。 

※2 データ件数や環境により、処理時間が変動する場合があります。 
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1.  概要 
「障害者自立支援等実績報告情報移行ツール」は、国保連合会の「障害者自立支援等実績報告情報作

成」処理で作成した以下の 11 種類 71 個の障害者自立支援等実績報告情報 CSV ファイルを取り込み、Excel

ファイルで出力するツールです。 

 

対象は、以下のとおりです。 

 

№ ファイル種類 ファイル名称 

1 受給者関係 受給者関係（障害福祉サービス） 

2  受給者関係（相談支援） 

3  受給者関係（地域相談支援） 

4  受給者関係（障害児支援） 

5  受給者関係（障害児相談支援） 

6 事業所・サービス種類 

関係 

事業所・サービス種類関係（障害福祉サービス） 

7 事業所・サービス種類関係（相談支援） 

8  事業所・サービス種類関係（地域相談支援） 

9  事業所・サービス種類関係（障害児支援） 

10  事業所・サービス種類関係（障害児相談支援） 

11 加算等集計 加算等集計（障害福祉サービス）_居宅介護 

12  加算等集計（障害福祉サービス）_重度訪問介護 

13  加算等集計（障害福祉サービス）_行動援護 

14  加算等集計（障害福祉サービス）_重度障害者等包括支援 

15  加算等集計（障害福祉サービス）_同行援護 

16  加算等集計（障害福祉サービス）_療養介護 

17  加算等集計（障害福祉サービス）_生活介護 

18  加算等集計（障害福祉サービス）_経過的生活介護サービス費（別表） 

19  加算等集計（障害福祉サービス）_短期入所 

20  加算等集計（障害福祉サービス）_施設入所支援 

21  加算等集計（障害福祉サービス）_経過的施設入所支援サービス費（別表） 

22  加算等集計（障害福祉サービス）_共同生活援助（介護サービス包括型） 

23  加算等集計（障害福祉サービス）_共同生活援助（外部サービス利用型） 

24  加算等集計（障害福祉サービス）_共同生活援助（日中サービス支援型） 

25  加算等集計（障害福祉サービス）_宿泊型自立訓練 

26  加算等集計（障害福祉サービス）_自立訓練（機能訓練） 

27  加算等集計（障害福祉サービス）_自立訓練（生活訓練） 

28  加算等集計（障害福祉サービス）_自立生活援助 

29  加算等集計（障害福祉サービス）_就労移行支援 

30  加算等集計（障害福祉サービス）_就労移行支援（養成施設） 

31  加算等集計（障害福祉サービス）_就労継続支援（Ａ型） 

32  加算等集計（障害福祉サービス）_就労継続支援（Ｂ型） 

33  加算等集計（障害福祉サービス）_就労定着支援 

34  加算等集計（相談支援）_計画相談支援 

35  加算等集計（地域相談支援）_地域移行支援 

36  加算等集計（地域相談支援）_地域定着支援 

37  加算等集計（障害児支援）_児童発達支援 

38  加算等集計（障害児支援）_医療型児童発達支援 

39  加算等集計（障害児支援）_放課後等デイサービス 

40  加算等集計（障害児支援）_保育所等訪問支援 

41  加算等集計（障害児支援）_居宅訪問型児童発達支援 

42  加算等集計（障害児支援）_障害児入所支援 



1. 概要 

 4

№ ファイル種類 ファイル名称 

43 加算等集計 加算等集計（障害児支援）_医療型障害児入所支援 

44  加算等集計（障害児相談支援）_障害児相談支援 

45 利用者負担関係 利用者負担関係・障害福祉サービス（金額分布） 

46  利用者負担関係・障害福祉サービス（負担率分布） 

47  利用者負担関係・障害児支援（金額分布） 

48  利用者負担関係・障害児支援（負担率分布） 

49 サービス利用状況（概況） 市町村単位におけるサービス利用状況（概況）（障害福祉サービス） 

50  市町村単位におけるサービス利用状況（概況）（障害児支援） 

51 訪問系サービスの 市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_全体 

52 利用状況等（個表） 市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_区分１ 

53  市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_区分２ 

54  市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_区分３ 

55  市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_区分４ 

56  市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_区分５ 

57  市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_区分６ 

58  市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_区分なし（者） 

59  市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_区分なし（児） 

60 複数サービスの利用状況 複数サービスの利用状況（障害福祉サービス） 

61 支給決定情報集計 支給決定情報集計（障害福祉サービス） 

62  支給決定情報集計（相談支援） 

63  支給決定情報集計（地域相談支援） 

64  支給決定情報集計（障害児支援） 

65  支給決定情報集計（障害児相談支援） 

66 個人ごとの状況 個人ごとの状況（障害福祉サービス、相談支援、地域相談支援） 

67  個人ごとの状況（障害児支援、障害児相談支援） 

68 事業所ごとの 

サービス提供状況 

事業所ごとのサービス提供状況（障害福祉サービス、相談支援、地域相談支援） 

69 事業所ごとのサービス提供状況（障害児支援、障害児相談支援） 

70 地域別のサービス提供と 

利用状況 

地域別のサービス提供と利用状況（障害福祉サービス、相談支援、地域相談支援） 

71 地域別のサービス提供と利用状況（障害児支援、障害児相談支援） 
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1.1.  操作の流れ 

 

 

 

▲「障害者自立支援等実績報告情報移行ツール」の操作の流れ 

 

 

1.2.  各操作の概要 

 

▼各操作の概要 

№ 操作名 内容 

1 準備作業 「障害者自立支援等実績報告情報移行ツール_Ver.26.3.0」を指定の場所に保存し

ます。 

国保連合会の「障害者自立支援等実績報告情報作成」処理で作成したサービス提

供年月が平成 30 年 4 月以降の障害者自立支援等実績報告情報 CSV ファイルを指

定の場所に保存します。 

2 処理実行 実行手順に従い、「障害者自立支援等実績報告情報移行ツール_Ver.26.3.0」を実

行します。 

3 実行結果の確認 実行した結果を確認します。 

 

 

1．準備作業（P.6） 

2．処理実行（P.8） 

3．実行結果の確認（P.10） 

障害者自立支援等実績報告情報移行ツール 

処理 作業の流れ 【凡例】 
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2.  準備作業 

 
▲『フォルダ』画面 

1． 資源の圧縮ファイルを解凍します。 

解凍先は適宜、指定してください。 

 

ここでは、以下の例で説明します。 

 ・解凍先は、C:\TEMP\を指定 

 

⇒「障害者自立支援等実績報告情報移行ツー

ル_Ver.26.3.0」フォルダが作成されます。 

フォルダに表示されるファイルは以下のとおり

です。 

・障害者自立支援等実績報告情報移行ツー

ル_Ver.26.3.0.xlsm 

・「DATA」フォルダ  

・「Output」フォルダ 

・「Template」フォルダ 

 

 

 

 

資源のディレクトリ構成を変更しないでください。 

 

 

 

解凍先のフォルダ名には、“(”、“)”、“｛”、“｝”を指定しないでください。プログラムが正常に動作しな

い場合があります。 

良い例） C:\TEMP\障害者自立支援等実績報告情報移行ツール 

悪い例） C:\TEMP\障害者自立支援等実績報告情報移行ツール(2) 

 

 

 

本ツールは、圧縮形式には対応しておりません。 

 

 

 

サービス提供年月により出力ファイルが異なりますので、以下のとおり対象となるサービス提供年月

に応じたツールを使用してください。 

▼サービス提供年月別使用ツール 

№ サービス提供年月 ツール 

1 2018 年 3 月以前 障害者自立支援等実績報告情報移行ツール_Ver.25.2.0 

2 2018 年 4 月以降 障害者自立支援等実績報告情報移行ツール_Ver.26.3.0 

 

 

サービス提供年月に応じた使用ツールについて 

処理ファイルについて 

フォルダ名について 

ディレクトリ構成について 
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▲『フォルダ』画面 

2． ｢DATA｣フォルダをダブルクリックします。 

 

 
▲『フォルダ』画面 

3． サービス提供年月（YYYYMM 形式）のフォル

ダを作成します。 

 

 

 
▲『ファイル』画面 

4． 作成したフォルダに障害者自立支援等実績

報告情報 CSV ファイルを保存します。 

 

 

 

「障害者自立支援等実績報告情報作成」処

理で作成された障害者自立支援等実績報告

情報 CSV ファイル名のまま使用します。 

ファイル名は変更しないでください。 

なお、国保中央会より受信した障害者自立

支援等実績データ（全国集計）の CSV ファイ

ルは、使用できません。 

 

取込元ファイルについて 
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3.  実行方法 
ここでは、「障害者自立支援等実績報告情報移行ツール」の起動から実行までの手順を説明します。 

 

3.1.  ツールの起動 

 
▲『フォルダ』画面 

1． 「障害者自立支援等実績報告情報移行ツー

ル_Ver.26.3.0」フォルダ内にある「障害者自

立支援等実績報告情報移行ツール

_Ver.26.3.0.xlsm」をダブルクリックします。 

 

⇒『障害者自立支援等実績報告情報移行ツー

ル』画面が起動します。 

 

 

 

 

 

 

Microsoft® Office Excel 2010 で障害者自立支援等実績報告情報移行ツールを起動した場合、｢セキュリ

ティの警告｣が表示されることがあります。 

｢セキュリティの警告｣が表示された場合、[コンテンツの有効化]をクリックします。 

 

 

▲『障害者自立支援等実績報告情報移行ツール』画面 

 

 

 
▲『障害者自立支援等実績報告情報移行ツール』画面 

2． サービス提供年月を入力し、[実行]ボタンを

クリックします。 

 

 

 

2018 年3月以前のサービス提供年月は指定

できません。 

 

サービス提供年月について 

Microsoft® Office Excel 2010 で、セキュリティの警告が表示された場合 
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▲『障害者自立支援等実績報告情報移行ツール』画面 

3． 処理中は、左下にメッセージが表示されま

す。 

 

⇒すべての取り込みが完了すると完了のメッセー

ジが表示されます。 

 

 
▲『確認』画面 

4． [OK]ボタンをクリックします。 

 

⇒実行結果が表示されます。 
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4.  実行結果の確認 
実行結果を確認します。 

 

4.1.  Excel ファイルの結果確認 

 
▲『フォルダ』画面 

1． 「障害者自立支援等実績報告情報移行ツー

ル_Ver.26.3.0」フォルダ内の「Output」フォル

ダをダブルクリックします。 

 

 

 
▲『フォルダ』画面 

2． 実行時に指定したサービス提供年月のフォ

ルダをダブルクリックします。 

 

 

 
▲『ファイル』画面 

3． Excel ファイルが作成されます。該当の Excel

ファイルをダブルクリックし、内容を確認しま

す。 
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▲『受給者関係（障害福祉サービス）』ファイル 

4． 変換結果が表示されます。 

 

 

 

 

Excel ファイルレイアウトについては、「インタ

フェース仕様書（統計編） 平成 30 年 4 月版 

２ 出力ファイルレイアウト」を参照してくださ

い。 

 

 

Excel ファイルについて 
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5.  入力ファイルの説明 

5.1.  ファイル取込元 

「DATA」フォルダの中から、実行時に指定したサービス提供年月の CSV ファイルを取り込みます。 

 

5.2.  ファイル名 

「障害者自立支援等実績報告情報移行ツール」の入力ファイルは、以下のファイル名となります。 

 

 

 

 

 

（例）131016_201804_JKS_HP_260300_20180903123456.csv 

13_201804_OGS_HP_260300_20180903123456.csv 

 

▼CSV ファイル名 

№ 項目名 内容 

① 市町村番号 

または県コード 

6 桁の市町村番号、または 2 桁の都道府県番号が設定されます。 

② サービス提供年月 実施時に指定したサービス提供年月が YYYYMM 形式で設定されます。 

③ ファイル種類 ファイルの種類に応じて以下の記号が設定されます。 

  ・JKS_HP ：受給者関係（障害福祉サービス） 

  ・JKS_SO ：受給者関係（相談支援） 

  ・JKS_AC ：受給者関係（地域相談支援） 

  ・JKS_HC ：受給者関係（障害児支援） 

  ・JKS_CS ：受給者関係（障害児相談支援） 

  ・OFS_HP ：事業所・サービス種類関係（障害福祉サービス） 

  ・OFS_SO ：事業所・サービス種類関係（相談支援） 

  ・OFS_AC ：事業所・サービス種類関係（地域相談支援） 

  ・OFS_HC ：事業所・サービス種類関係（障害児支援） 

  ・OFS_CS ：事業所・サービス種類関係（障害児相談支援） 

  ・KST_HP ：加算等集計（障害福祉サービス、相談支援、 

地域相談支援） 

  ・KST_HC ：加算等集計（障害児支援、障害児相談支援） 

  ・SHR_HP_KNG_A ：利用者負担関係・障害福祉サービス（金額分布） 

  ・SHR_HP_PCT_A ：利用者負担関係・障害福祉サービス（負担率分布） 

  ・SHR_HC_KNG_A ：利用者負担関係・障害児支援（金額分布） 

  ・SHR_HC_PCT_A ：利用者負担関係・障害児支援（負担率分布） 

  ・PREF_HP ：市町村単位におけるサービス利用状況（概況） 

  ・PREF_HC ：市町村単位におけるサービス利用状況（概況） 

（障害児支援） 

  ・CITY ：市町村単位における訪問系サービスの利用状況等 

（個表）（※1） 

  ・CITY_INFO ：市町村マスタ 

  ・MSRV ：複数サービスの利用状況（障害福祉サービス） 

  ・PAYM_HP ：支給決定情報集計（障害福祉サービス） 

  ・PAYM_SO ：支給決定情報集計（相談支援） 

  ・PAYM_AC ：支給決定情報集計（地域相談支援） 

  ・PAYM_HC ：支給決定情報集計（障害児支援） 

ファイル名：市町村番号または県コード＋"_"＋サービス提供年月＋"_"＋ファイル種類＋"_"＋ 

 

バージョン番号＋"_"＋処理日時＋".csv" 

① ② ③ 

④ ⑤ 
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№ 項目名 内容 

③ ファイル種類 ・PAYM_CS ：支給決定情報集計（障害児相談支援） 

  ・KKR_HP ：個人ごとの状況（障害福祉サービス、相談支援、 

地域相談支援） 

  ・KKR_HC ：個人ごとの状況（障害児支援、障害児相談支援） 

  ・OGS_HP ：事業所ごとのサービス提供状況（障害福祉サービス、 

相談支援、地域相談支援）（※2） 

  ・OGS_HC ：事業所ごとのサービス提供状況（障害児支援、 

障害児相談支援）（※2） 

  ・AREA_HP ：地域別のサービス提供と利用状況（障害福祉サービス、 

相談支援、地域相談支援）（※2） 

  ・AREA_HC ：地域別のサービス提供と利用状況（障害児支援、 

障害児相談支援）（※2） 

④ バージョン番号 障害者自立支援等実績データ抽出のバージョンレベル番号が 999999 形式で 

設定されます。 

 1 桁から 2 桁：バージョン番号 

 3 桁から 6 桁：レベル番号 

⑤ 処理日時 開始時の年月日時刻が YYYYMMDDHHMMSS 形式で設定されます。 

※1 障害支援区分単位に「全体、区分１から区分６、区分なし（者）、区分なし（児）」の 9 ファイル。 

※2 障害者自立支援等実績データ（都道府県合計）に含まれる CSV ファイル。 

 

 

 

 

国保連合会で作成された障害者自立支援等実績報告情報 CSV ファイル名のまま使用します。 

ファイル名は変更しないでください。 

 

 

 

5.3.  留意事項 

 圧縮形式には対応していません。 

圧縮されたファイルを入手した場合、解凍作業を行い指定のフォルダに保存してください。 

取込元ファイルについて 
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6.  出力ファイルの説明 

6.1.  出力先フォルダ 

「障害者自立支援等実績報告情報移行ツール_Ver.26.3.0」フォルダ内にある「Output」フォルダに、実行

時に指定したサービス提供年月フォルダを作成します。 

 

◆フォルダ構成 

 

 
 

6.2.  出力ファイル 

「6.1. 出力先フォルダ」で指定したフォルダに、Excel ファイルを出力します。 

 

6.3.  ファイル名 

「障害者自立支援等実績報告情報移行ツール」の出力ファイルは、以下のファイル名となります。 

 

 

 

 

（例）131016_01_受給者関係（障害福祉サービス）.xlsx 

 

▼Excel ファイル名 

№ 項目名 内容 

① 市町村番号 6 桁の市町村番号が設定されます。 

② ファイル名称 ファイルの種類に応じて以下のファイル名称が設定されます。 

  01_受給者関係（障害福祉サービス） 

  02_受給者関係（相談支援） 

  03_受給者関係（地域相談支援） 

  04_受給者関係（障害児支援） 

  05_受給者関係（障害児相談支援） 

  06_事業所・サービス種類関係（障害福祉サービス） 

  07_事業所・サービス種類関係（相談支援） 

  08_事業所・サービス種類関係（地域相談支援） 

  09_事業所・サービス種類関係（障害児支援） 

  10_事業所・サービス種類関係（障害児相談支援） 

  11_加算等集計（障害福祉サービス）_居宅介護 

  12_加算等集計（障害福祉サービス）_重度訪問介護 

  13_加算等集計（障害福祉サービス）_行動援護 

  14_加算等集計（障害福祉サービス）_重度障害者等包括支援 

  15_加算等集計（障害福祉サービス）_同行援護 

  16_加算等集計（障害福祉サービス）_療養介護 

  17_加算等集計（障害福祉サービス）_生活介護 

ファイル名：市町村番号＋"_"＋ファイル名称＋".xlsx" 

① ② 
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№ 項目名 内容 

② ファイル名称 18_加算等集計（障害福祉サービス）_経過的生活介護サービス費（別表） 

  19_加算等集計（障害福祉サービス）_短期入所 

  21_加算等集計（障害福祉サービス）_施設入所支援 

  22_加算等集計（障害福祉サービス）_経過的施設入所支援サービス費（別表） 

  23_加算等集計（障害福祉サービス）_共同生活援助（介護サービス包括型） 

  23_加算等集計（障害福祉サービス）_共同生活援助（外部サービス利用型） 

  23_加算等集計（障害福祉サービス）_共同生活援助（日中サービス支援型） 

  24_加算等集計（障害福祉サービス）_宿泊型自立訓練 

  25_加算等集計（障害福祉サービス）_自立訓練（機能訓練） 

  26_加算等集計（障害福祉サービス）_自立訓練（生活訓練） 

  27_加算等集計（障害福祉サービス）_就労移行支援 

  28_加算等集計（障害福祉サービス）_就労移行支援（養成施設） 

  29_加算等集計（障害福祉サービス）_就労継続支援（Ａ型） 

  30_加算等集計（障害福祉サービス）_就労継続支援（Ｂ型） 

  31_加算等集計（障害福祉サービス）_就労定着支援 

  32_加算等集計（障害福祉サービス）_自立生活援助 

  33_加算等集計（相談支援）_計画相談支援 

  34_加算等集計（地域相談支援）_地域移行支援 

  35_加算等集計（地域相談支援）_地域定着支援 

  36_加算等集計（障害児支援）_児童発達支援 

  37_加算等集計（障害児支援）_医療型児童発達支援 

  38_加算等集計（障害児支援）_放課後等デイサービス 

  39_加算等集計（障害児支援）_保育所等訪問支援 

  40_加算等集計（障害児支援）_居宅訪問型児童発達支援 

  41_加算等集計（障害児支援）_障害児入所支援 

  42_加算等集計（障害児支援）_医療型障害児入所支援 

  43_加算等集計（障害児相談支援）_障害児相談支援 

  44_利用者負担関係・障害福祉サービス（金額分布） 

  45_利用者負担関係・障害福祉サービス（負担率分布） 

  46_利用者負担関係・障害児支援（金額分布） 

  47_利用者負担関係・障害児支援（負担率分布） 

  48_市町村単位におけるサービス利用状況（概況）（障害福祉サービス） 

  49_市町村単位におけるサービス利用状況（概況）（障害児支援） 

  50_市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_全体 

  51_市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_区分１ 

  52_市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_区分２ 

  53_市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_区分３ 

  54_市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_区分４ 

  55_市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_区分５ 

  56_市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_区分６ 

  57_市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_区分なし（者） 

  58_市町村単位における訪問系サービスの利用状況等（個表）_区分なし（児） 

  59_複数サービスの利用状況（障害福祉サービス） 

  60_支給決定情報集計（障害福祉サービス） 

  61_支給決定情報集計（相談支援） 

  62_支給決定情報集計（地域相談支援） 

  63_支給決定情報集計（障害児支援） 

  64_支給決定情報集計（障害児相談支援） 

  66_個人ごとの状況（障害福祉サービス、相談支援、地域相談支援） 

  67_個人ごとの状況（障害児支援、障害児相談支援） 

  68_事業所ごとのサービス提供状況（障害福祉サービス、相談支援、地域相談支援） 

  69_事業所ごとのサービス提供状況（障害児支援、障害児相談支援） 

  70_地域別のサービス提供と利用状況（障害福祉サービス、相談支援、地域相談支援） 

  71_地域別のサービス提供と利用状況（障害児支援、障害児相談支援） 
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6.4.  ファイルレイアウト 

ファイルレイアウトの詳細は、「インタフェース仕様書（統計編） 平成 30 年 4 月版 ２ 出力ファイルレイア

ウト」を参照してください。 

 

 

7.  補足説明 
補足説明は、「インタフェース仕様書（統計編） 平成 30 年 4 月版 ３ 補足説明」を参照してください。 


