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Ⅰ 支払管理

１ 機械処理の流れ

(1) 医療機関向けの支払処理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-1-(1)-2

(2) 個人向けの支払処理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-1-(2)-1

(3) 年金の支払処理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-1-(3)-1

(4) 支払後の事務処理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-1-(4)-1

(5) 台帳の種類 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-1-(5)-1

(6) 基本的用語 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-1-(6)-1

(7) 留意事項 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-1-(7)-1

２ 支払スケジュール管理

(1) 支払スケジュール管理画面 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-2-(1)-1

３ 支払処理（診療費・アフターケア委託費・二次健診）

(1) 支払先振込不能予定一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-3-(1)-1

(2) 相殺状況リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-3-(2)-1

(3) 支出決定書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-3-(3)-1

(4) 支出調書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-3-(4)-1

(5) 支出決定書（国庫内移換） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-3-(5)-1

(6) 支出調書（国庫内移換用） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-3-(6)-1

(7) 支出決定書（差押え） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-3-(7)-1

(8) 支払振込通知書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-3-(8)-1

(9) 通知書（０円通知書） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-3-(9)-1

(10) 支出決定通知書（国庫内移換用） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-3-(10)-1

(11) 一括振込通知書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-3-(11)-1

(12) 支払状況一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-3-(12)-1

(13) 差押機関該当件数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-3-(13)-1

(14) 回収相殺一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-3-(14)-1

４ 支払処理（療養の費用・休業・介護・アフターケア通院費・一時金）

(1) 支払先振込不能予定一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-4-(1)-1

(2) 相殺状況リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-4-(2)-1

(3) 支払予定一覧 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-4-(3)-1

(4) 支出決定書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-4-(4)-1

(5) 支出調書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-4-(5)-1

(6) 支払振込通知書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-4-(6)-1

５ 支払処理後の事務処理（ADAMS 連携）

(1) 支出負担行為即支出決定決議書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-5-(1)-1
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(2) 支払不能一覧 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-5-(2)-1

(3) 振込不能未対応リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-5-(3)-1

(4) 訂正請求依頼入力確認票 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-5-(4)-1

(5) 支払不能集計表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-5-(5)-1

６ 業務資料（診療費）

(1) 支払額別指定医療機関数 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-6-(1)-1

(2) 支払継続指定機関支払一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-6-(2)-1

(3) 形態別支払一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-6-(3)-1

(4) 形態別入院非入院別支払一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-6-(4)-1

(5) 診療費支払状況表（内訳別） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-6-(5)-1

(6) 診療費支払一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-6-(6)-1

(7) 診療費支払状況一覧表（当月）、診療費支払状況一覧表（累積） ．．Ⅰ-6-(7)-1

(8) 財団都道府県別支払状況表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-6-(8)-1

(9) 財団都道府県事務所別支払状況表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-6-(9)-1

(10) 局別指定機関別支払件数・支払金額一覧表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-6-(10)-1

７ 業務資料（アフターケア委託費）

(1) アフターケア歳出確認帳表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-7-(1)-1

(2) アフターケア支払一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-7-(2)-1

(3) アフターケア支払箇所別給付額合計表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-7-(3)-1

８ 業務資料（二次健診）

(1) 二次健診費 健診給付病院等形態別支払一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-8-(1)-1

(2) 二次健診費 支払額別健診給付病院等数一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-8-(2)-1

(3) 二次健診費支払状況表（内訳別） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-8-(3)-1

(4) 局・健診給付病院等別支払件数・支払金額一覧表．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-8-(4)-1

９ 業務資料（療養の費用・休業・介護・アフターケア通院費・一時金）

(1) 月計リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-9-(1)-1

(2) 年計リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-9-(2)-1

(3) 年計外リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-9-(3)-1

(4) 支払状況リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-9-(4)-1

(5) 療養の費用支払状況表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-9-(5)-1

(6) 療養の費用支払方法別リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-9-(6)-1

１０ 業務資料（年金）

(1) 労災保険年金等支払証明書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(1)-1

(2) 労災保険年金等支払証明書（特別遺族） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(2)-1

(3) 担保権設定・解除データチェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(3)-1

(4) 年金担保融資支給対象者一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(4)-1
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(5) 担保権設定・解除テープダンプリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(5)-1

(6) 外国払いリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(6)-1

(7) 労災保険年金等振込通知書（外国払） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(7)-1

(8) 受給権者金融機関変更リスト（本省用） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(8)-1

(9) 振込先一括変更確認リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(9)-1

(10) 金融機関存在確認リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(10)-1

(11) 債主登録・支出負担行為即支出決定決議書項目一覧 ．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(11)-1

(12) 年金給付金明細データチェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(12)-1

(13) 債主登録（外国払）一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(13)-1

(14) 支出負担行為即支出決定（外国払）一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(14)-1

(15) 年金給付金明細データ（ADAMS 用）ダンプリスト ．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(15)-1

(16) 担保支払等テープダンプリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(16)-1

(17) 労災年金の支給開始についてのお知らせ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(17)-1

(18) 遺族（補償）年金についてのお知らせ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(18)-1

(19) 指定年齢到達予定者リスト（本省用） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(19)-1

(20) 支給停止解除予定者リスト（本省用） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(20)-1

(21) 平均賃金不一致者リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(21)-1

(22) 複数給付受給者確認リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(22)-1

(23) 特別加入者チェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(23)-1

(24) 高齢受給者一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(24)-1

(25) ゆうちょ銀行未払状況一覧 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(25)-1

(26) ゆうちょ銀行払い取消リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(26)-1

(27) 支払方法変更対象者リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(27)-1

(28) 債主コード付加確認リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(28)-1

(29) 支出負担行為即支出決定（外国払）内訳入力一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(29)-1

(30) 被災労働者男女別件数表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(30)-1

(31) 労災特別介護施設入居者年金収入一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(31)-1

(32) 郵便番号別件数表（宛名ラベル） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(32)-1

(33) 遺族（補償）給付支給決定分情報一覧 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(33)-1

(34) 特別遺族給付支給決定分情報一覧 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(34)-1

(35) 特別遺族年金についてのお知らせ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(35)-1

(36) 特別遺族年金支払額についてのお知らせ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(36)-1

(37) 特別遺族年金送金通知書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(37)-1

(38) 特別遺族年金振込通知書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(38)-1

(39) 特別遺族年金等振込通知書（外国払） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(39)-1

(40) 特別遺族年金等振込通知書（ゆうちょ銀行振込） ．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(40)-1
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(41) 特別遺族年金外国払いリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(41)-1

(42) 振込先金融機関別合計表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(42)-1

(43) 労災保険年金等振込通知書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(43)-1

(44) 労災保険年金等送金通知書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(44)-1

(45) 労災保険年金等支払額についてのお知らせ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(45)-1

(46) 窓用ラベル ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(46)-1

(47) 新規住所変更受給者ラベル ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(47)-1

(48) 郵便番号別件数表（窓用ラベル） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(48)-1

(49) 重度障害者居住地別受給者ラベル ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(49)-1

(50) 労災年金等支払状況リスト＜全国＞ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(50)-1

(51) 建設業障害年金受給者一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(51)-1

(52) 年齢階層別・等級別・傷病区分別受給者数及び平均年金年額 ．．．．．．Ⅰ-10-(52)-1

(53) 年齢階層別・障害等級・等級号別受給者数及び平均年金年額 ．．．．．．Ⅰ-10-(53)-1

(54) 居住地別重度障害受給者一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(54)-1

(55) せき損・両下肢新規受給者リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(55)-1

(56) 居住地別転帰者一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(56)-1

(57) 居住地別受給者件数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(57)-1

(58) 管轄局別受給者件数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(58)-1

(59) 管轄局別転帰者件数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(59)-1

(60) 管轄局署別誕生月別受給者数一覧 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(60)-1

(61) 管轄局別誕生月別受給者数 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(61)-1

(62) 項目別・局署別基本権・件数リスト（1～6 月生まれ） ．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(62)-1

(63) 項目別・局署別基本権・件数リスト（7～12 月生まれ） ．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(63)-1

(64) 項目別・局別基本権・件数リスト（1～6 月生まれ） ．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(64)-1

(65) 項目別・局別基本権・件数リスト（7～12 月生まれ） ．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(65)-1

(66) 給付基礎日額階層別表（特別加入者含む）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(66)-1

(67) 特別加入者年金種別一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(67)-1

(68) 居住地別年金受給者一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(68)-1

(69) 居住地別介護給付等対象者一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(69)-1

(70) 管轄局別新規年金受給者件数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(70)-1

(71) 居住地別新規年金受給者件数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(71)-1

(72) 郵便番号別件数表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(72)-1

(73) 転帰者一覧表（本省用） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(73)-1

(74) 年金種別・被災者男女別基本権件数表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(74)-1

(75) 権者（払）一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(75)-1

(76) 労災年金年額調整前階層別厚年等調整対象者数及び受給金額リスト
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．．．．．．．．．Ⅰ-10-(76)-1

(77) 給付基礎日額年齢階級別受給者数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(77)-1

(78) 労災就学等援護費支給区分件数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(78)-1

(79) 労災就学等援護費支給状況表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(79)-1

(80) 管轄局別傷病年金等級別件数・年金年額リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(80)-1

(81) 管轄局別障害年金等級別件数・年金年額リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(81)-1

(82) 遺族（補償）年金資格者・在学者数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(82)-1

(83) 特別加入者加入区分別受給者数及び年金年額状況表 ．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(83)-1

(84) 外国送金請求書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(84)-1

(85) 外国送金請求書・内訳書リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(85)-1

(86) 局署別年金基本権件数・支払額リスト（本省用） ．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(86)-1

(87) 管轄局別支払差止者件数リスト（所在不明） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(87)-1

(88) 管轄局別支払差止者件数リスト（未提出） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(88)-1

(89) 管轄局別支払差止者件数リスト（合計） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(89)-1

(90) 管轄局署別支払差止者件数リスト（所在不明） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(90)-1

(91) 管轄局署別支払差止者件数リスト（未提出） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(91)-1

(92) 管轄局署別支払差止者件数リスト（合計） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(92)-1

(93) 支払差止者リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(93)-1

(94) 労災保険年金等振込通知書（ゆうちょ銀行振込） ．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(94)-1

(95) 通知書送付状況一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(95)-1

(96) 60 歳以上重度障害者年額階層別受給者数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(96)-1

(97) 年金給付基礎日額チェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(97)-1

(98) 三者・前払調整期間チェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(98)-1

(99) 都道府県別重度被災者分布状況（1） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(99)-1

(100) 都道府県別重度被災者分布状況（2） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(100)-1

(101) 支払不備リスト（本省用） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(101)-1

(102) 三者調整対象者件数・調整額リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(102)-1

(103) 前払調整対象者件数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(103)-1

(104) 厚生年金等未調整件数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(104)-1

(105) 厚生年金等調整対象者件数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(105)-1

(106) 年金階級別平均年金額及び受給者数リスト（特別加入者除く） ．．．Ⅰ-10-(106)-1

(107) 被災時年齢階級別平均年金額及び受給者数リスト（特別加入者除く）

．．．．．．．．Ⅰ-10-(107)-1

(108) 年齢階級別平均年金額及び受給者数（傷病）リスト（特別加入者除く）

．．．．．．．．Ⅰ-10-(108)-1

(109) 年齢階級別平均年金額及び受給者数（障害）リスト（特別加入者除く）
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．．．．．．．．Ⅰ-10-(109)-1

(110) 年齢階級別平均年金額及び受給者数（遺族）リスト（特別加入者除く）

．．．．．．．．Ⅰ-10-(110)-1

(111) 年齢階級別平均年金額及び受給者数（特遺）リスト（特別加入者除く）

．．．．．．．．Ⅰ-10-(111)-1

(112) 支払取消一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(112)-1

(113) 支払取消確認リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(113)-1

(114) 送金取消明細書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(114)-1

(115) 日銀債権一覧表（保険給付費） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(115)-1

(116) 日銀債権一覧表（労災就学等援護費） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(116)-1

(117) 日銀債権一覧表（労災援護給付金） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(117)-1

(118) 障害年金等級変更一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(118)-1

(119) 援護費月額改定チェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(119)-1

(120) 傷病・障害年金件数表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(120)-1

(121) 援護費月額改定援護費アンマッチリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(121)-1

(122) 援護費月額改定年当アンマッチリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(122)-1

(123) 援護費月額改定変更リスト（チェック用） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(123)-1

(124) 援護費月額改定管轄局署別件数表（チェック用） ．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(124)-1

(125) 日銀データダンプリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(125)-1

(126) ゆうちょ銀行データダンプリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(126)-1

(127) 義肢その他補装具の支給対象者一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(127)-1

(128) 高額受給者リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(128)-1

(129) 高齢受給者リスト（傷病） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(129)-1

(130) 高齢受給者リスト（障害） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(130)-1

(131) 高齢受給者リスト（遺族） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(131)-1

(132) 低額受給者リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(132)-1

(133) 低齢受給者リスト（傷病） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(133)-1

(134) 低齢受給者リスト（障害） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(134)-1

(135) 低齢受給者リスト（遺族） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(135)-1

(136) 年金（調整前・後）調整対象者チェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(136)-1

(137) スライド等の改定による変更決定通知書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(137)-1

(138) 年金額等変更リスト管轄局別件数表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(138)-1

(139) 援護費月額改定署別決議書破棄リスト（本省） ．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(139)-1

(140) 援護費月額改定管轄局署別件数表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(140)-1

(141) 援護費月額改定変更リスト（本省用） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(141)-1

(142) 援護費月額改定未支給金リスト（本省用） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(142)-1
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(143) 行政裁量入力確認リスト（当期支払調整） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(143)-1

(144) 行政裁量入力確認リスト（内払残調整） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(144)-1

(145) 支払事故入力確認リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(145)-1

(146) 支払取消リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(146)-1

(147) 支払事故変更入力リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(147)-1

(148) 支払事故一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-10-(148)-1

１１ 支払検索

(1) 個人／被災者単位の支払検索画面 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-11-(1)-1

(2) 個人／支払先単位の支払検索画面 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-11-(2)-1

(3) 医療機関／医療機関単位の支払検索画面 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-11-(3)-1

(4) 医療機関／支払先単位の支払検索画面 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-11-(4)-1

(5) 医療機関／債権相殺詳細画面 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-11-(5)-1

(6) 預貯金口座明細表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-11-(6)-1

１２ 指定医療機関等の差し押さえ・相殺の設定 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-12-1

１３ 年金・一時金支払本省機能

(1) 処理情報訂正 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-13-(1)-1

(2) 実額情報訂正 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-13-(2)-1

(3) 行政裁量 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-13-(3)-1

(4) 支払事故 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-13-(4)-1

(5) 支払証明書発行 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅰ-13-(5)-1
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Ⅱ 債権管理

１ 債権管理の概要

(1) 債権管理の概要図 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-1-(1)-2

(2) 債権管理のフロー ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-1-(2)-1

２ システムにおける債権管理機能の留意事項

(1) ＡＤＡＭＳとの関係 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-2-(1)-1

(2) 医療機関の支払に対する債権 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-2-(2)-1

(3) 個人への短期給付・一時金の支払に対する債権 ．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-2-(3)-1

(4) 個人への年金の支払に対する債権 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-2-(4)-1

(5) 債権発生原因元支払が振込払（本省払）の債権 ．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-2-(5)-1

(6) 債権発生原因元支払が振込払以外の債権 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-2-(6)-1

(7) 歳入外債権（返納金債権） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-2-(7)-1

(8) 歳入金債権 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-2-(8)-1

３ 回収金（債権）と支払金（債務）の相殺処理

(1) 医療機関の支払に対する相殺 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-3-(1)-2

(2) 個人への支払に対する相殺 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-3-(2)-1

４ 機械処理(債権登録～収納）

(1) 年金歳入外債権ＡＤＡＭＳキー項目入力 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-4-(1)-1

(2) 年金債権減額変更入力 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-4-(2)-1

(3) ＡＤＡＭＳ端末用タンキングデータ作成 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-4-(3)-1

(4) 回収額の入力 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-4-(4)-1

５ 債権の分割・分納

(1) 歳入金債権の分割・分納 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-5-(1)-1

６ 検索

(1) 債務者検索 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-6-(1)-1

(2) 債権検索 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-6-(2)-1

(3) ＡＤＡＭＳ債権検索 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-6-(3)-1

７ 日次出力リスト

(1) 返納金領収済情報チェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-7-(1)-1

(2) 支出負担行為即支出決定決議書（戻入決議書） ．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-7-(2)-1

(3) 債権収納結果リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-7-(3)-1

８ 月次出力リスト

(1) 年金支払計算書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-8-(1)-1

(2) 年金支払計算書一覧 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-8-(2)-1

(3) 債務者登録破棄リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-8-(3)-1

(4) 減額リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-8-(4)-1
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(5) 歳入金債権登録確認用リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-8-(5)-1

(6) 労災年金歳入金債務者ＡＤＡＭＳ登録一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-8-(6)-1

(7) 労災年金歳入金債権ＡＤＡＭＳ登録一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-8-(7)-1

(8) 返納金納入告知書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-8-(8)-1

(9) 納入告知書付随帳票 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-8-(9)-1

(10) 納入告知作成用リスト（短期給付・一時金） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-8-(10)-1

(11) 納入告知確認用リスト（短期給付・一時金） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-8-(11)-1

(12) 労災年金歳入金納入告知書出力一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-8-(12)-1

(13) 債権確認書入力リスト（短期給付・一時金） ．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-8-(13)-1

(14) 債権確認書未入力リスト（短期給付・一時金） ．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-8-(14)-1

(15) 債務者登録票未入力リスト（年金） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ-8-(15)-1

Ⅲ 本省出力帳票（短期共通）

(1) 適正給付管理対象者推移状況表（傷病別） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(1)-2

(2) 適正給付管理対象者推移状況表（都道府県別） ．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(2)-1

(3) 労災保険指定薬局等指定状況報告表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(3)-1

(4) 労災指定病院等登録（変更）報告書キャンセルリスト（本省宛）．．．Ⅲ-1-(4)-1

(5) 労災指定医療機関等登録(変更)出力書（本省宛） ．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(5)-1

(6) 労災指定医療機関等登録(変更)通知書（本省宛） ．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(6)-1

(7) 指定・指名機関台帳振込み金融機関廃止等リスト(本省宛)(月次) ．．Ⅲ-1-(7)-1

(8) 指定・指名機関台帳振込み金融機関廃止等リスト(本省宛)(診療費) ．．Ⅲ-1-(8)-1

(9) 指定・指名機関台帳振込み金融機関廃止等リスト(本省宛)(委託費) ．．Ⅲ-1-(9)-1

(10) 指定薬局・指名機関一括番号振出一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(10)-1

(11) 指定指名期間更新リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(11)-1

(12) 指定薬局・指名機関一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(12)-1

(13) 都道府県労災保険指定病院等指定状況表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(13)-1

(14) 都道府県労災保険指定薬局等指定状況表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(14)-1

(15) 一括振込先機関確認チェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(15)-1

(16) 労災指定医療機関台帳表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(16)-1

(17) 業種別・療養期間別・傷病別長期療養者数一覧表 ．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(17)-1

(18) 診療費旧労保番号使用被災者一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(18)-1

(19) 特別加入者情報リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(19)-1

(20) 振動障害患者に係る補償状況一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(20)-1

(21) 災害発生年度別転帰状況一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(21)-1

(22) キー重複チェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(22)-1

(23) 局別・帳票別受付件数一覧表（月次） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(23)-1

(24) 局別・帳票別受付件数一覧表（年次） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(24)-1．
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(25) 局別・帳票別受付件数一覧表（日次） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅲ-1-(25)-1

Ⅳ 本省出力帳票（療養の給付）

(1) 局別エラー番号別件数表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅳ-1-(1)-2

(2) 不支給処理リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅳ-1-(2)-1

(3) ５号未登録レセプト一覧表（経過期数１０支払期以上） ．．．．．．．．．Ⅳ-1-(3)-1

(4) ５号未登録レセプト一覧表（経過期数１０支払期以上・全国計）．．．．Ⅳ-1-(4)-1

(5) ５号未登録レセプト一覧表（経過期数１０支払期以上・医療機関別）

．．．．．．．．．．Ⅳ-1-(5)-1

(6) ５号未登録レセプト一覧表（経過期数１０支払期以上・医療機関別・全国計）

．．．．．．．．．．Ⅳ-1-(6)-1

(7) 保留一覧表（局別）(本省宛) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅳ-1-(7)-1

(8) 保留一覧表（局別・全国計） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅳ-1-(8)-1

(9) 未処理事案リスト（診療費） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅳ-1-(9)-1

(10) 未処理状態別件数金額一覧表（診療・薬剤費） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅳ-1-(10)-1

(11) 被災者別未処理事案リスト(短期) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅳ-1-(11)-1

(12) 未処理一覧表(５号未登録の件数) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅳ-1-(12)-1

(13) 未処理一覧表(５号未登録の金額) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅳ-1-(13)-1

(14) 未処理一覧表(件数) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅳ-1-(14)-1

(15) 未処理一覧表(金額) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅳ-1-(15)-1

(16) ５号未登録レセプトチェックリスト（生年、傷病チェック） ．．．．．．．．Ⅳ-1-(16)-1

(17) ５号未登録レセプトチェックリスト（労保、生年チェック） ．．．．．．．．Ⅳ-1-(17)-1

(18) ５号未登録レセプトチェックリスト（労保、傷病チェック） ．．．．．．．．Ⅳ-1-(18)-1

(19) 療養給付なし被災者チェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅳ-1-(19)-1

Ⅴ 本省出力帳票（療養の費用）

(1) 療養の費用月次局別署別帳票別入力件数一覧表（月報） ．．．．．．．．．Ⅴ-1-(1)-2

(2) 療養の費用月次局別署別帳票別処理件数一覧表（月報） ．．．．．．．．．Ⅴ-1-(2)-1

(3) 柔整平均施術期間表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅴ-1-(3)-1

(4) はりきゅう平均施術期間表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅴ-1-(4)-1

(5) 受任者払い等概況表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅴ-1-(5)-1

(6) 費用金融機関別被災者抽出表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅴ-1-(6)-1

(7) 指定・指名別支払額一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅴ-1-(7)-1

(8) 未処理事案件数表（療養の費用） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅴ-1-(8)-1

(9) 療養の費用種類別支払状況リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅴ-1-(9)-1

(10) 療養の費用決議・支払状況表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅴ-1-(10)-1

(11) 療養の費用受付状況件数表（月次）（本省宛） ．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅴ-1-(11)-1

(12) 療養の費用受付状況件数表（年次）（本省宛） ．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅴ-1-(12)-1
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Ⅵ 本省出力帳票（休業）

(1) 休業長期受給者状況件数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(1)-2

(2) 休業高額平均賃金受給者一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(2)-1

(3) 休業月次決議前件数表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(3)-1

(4) 休業決議後レコード件数一覧 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(4)-1

(5) 休業金融機関別被災者抽出表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(5)-1

(6) 休業長期受給者リスト（本省宛） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(6)-1

(7) 休業局別署別給付台帳レコード種別件数一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(7)-1

(8) 業種別経過年数別一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(8)-1

(9) 局別経過年数別一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(9)-1

(10) 新スライド早見表 1・2（全体表） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(10)-1

(11) 新スライド早見表 1・2（改定表） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(11)-1

(12) 新スライド早見表 3（全体表） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(12)-1

(13) 新スライド早見表 3（改定表） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(13)-1

(14) 新スライド早見表 4（全体表） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(14)-1

(15) 新スライド早見表 4（改定表） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(15)-1

(16) 休業（補償）給付・支給不支給決定期間別件数リスト ．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(16)-1

(17) 休業（補償）給付新規受給者残存率表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(17)-1

(18) 年齢階級別平均賃金別受給者一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(18)-1

(19) 年齢階級別平均賃金別受給者数一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(19)-1

(20) 年齢階級別休業補償給付受給者数表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(20)-1

(21) 経過別休業給付者数表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(21)-1

(22) 年齡別・経過年数別受給者数表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(22)-1

(23) 局別署別休業・費用請求書年度通算処理一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(23)-1

(24) 振動障害者住所リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(24)-1

(25) 振動障害者対象リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(25)-1

(26) 休業支払・決議所要日数調べ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(26)-1

(27) 休業局別署別帳票別処理件数一覧表（日次） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(27)-1

(28) 休業局別署別帳票別処理件数一覧表（全国一覧）（日次） ．．．．．．．Ⅵ-1-(28)-1

(29) 休業局別署別帳票別入力件数一覧表（日次） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(29)-1

(30) 休業局別署別帳票別入力件数一覧表（全国一覧）（日次） ．．．．．．．Ⅵ-1-(30)-1

(31) 休業局別署別帳票別処理件数一覧表（月次） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(31)-1

(32) 休業局別署別帳票別処理件数一覧表（全国一覧）（月次） ．．．．．．．Ⅵ-1-(32)-1

(33) 休業局別署別帳票別入力件数一覧表（月次） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(33)-1

(34) 休業局別署別帳票別入力件数一覧表（全国一覧）（月次） ．．．．．．．Ⅵ-1-(34)-1

(35) 休業局別署別帳票別処理件数一覧表（年次） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(35)-1
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(36) 休業局別署別帳票別処理件数一覧表（全国一覧）（年次） ．．．．．．．Ⅵ-1-(36)-1

(37) 休業局別署別帳票別入力件数一覧表（年次） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(37)-1

(38) 休業局別署別帳票別入力件数一覧表（全国一覧）（年次） ．．．．．．．Ⅵ-1-(38)-1

(39) 指定データリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(39)-1

(40) 未処理事案件数表（休業） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(40)-1

(41) 入居者パラメータチェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(41)-1

(42) 労災特別介護施設入居者休業支払一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(42)-1

(43) 休業受付状況累積件数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(43)-1

(44) 休業補償給付傷病性質別支払状況表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(44)-1

(45) 受付状況リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅵ-1-(45)-1

Ⅶ 本省出力帳票（アフターケア）

(1) アフターケア委託費局別・エラー番号別件数表 ．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅶ-1-(1)-2

(2) アフターケア実施状況一覧表（当月分） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅶ-1-(2)-1

(3) アフターケア実施状況一覧表（累計分）（月次） ．．．．．．．．．．．．．．．Ⅶ-1-(3)-1

(4) アフターケア実施状況一覧表（累計分）（年次） ．．．．．．．．．．．．．．．Ⅶ-1-(4)-1

(5) 都道府県別アフターケア実施状況一覧表（当月分） ．．．．．．．．．．．．Ⅶ-1-(5)-1

(6) 都道府県別アフターケア実施状況一覧表（累計分）（月次） ．．．．．Ⅶ-1-(6)-1

(7) 都道府県別アフターケア実施状況一覧表（累計分）（年次） ．．．．．Ⅶ-1-(7)-1

(8) 未処理事案リスト（委託費） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅶ-1-(8)-1

(9) 未処理状態別件数金額一覧表（アフターケア委託費） ．．．．．．．．．．Ⅶ-1-(9)-1

(10) アフターケア受付件数一覧表（月次）（本省あて） ．．．．．．．．．．．．．Ⅶ-1-(10)-1

(11) アフターケア受付件数一覧表（年次）（本省あて） ．．．．．．．．．．．．．Ⅶ-1-(11)-1

Ⅷ 本省出力帳票（二次健診）

(1) 二次健診費局別・エラー番号別件数表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅷ-1-(1)-2

(2) 二次健診費局・帳票別受付件数一覧表(支払期) ．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅷ-1-(2)-1

(3) 二次健診費局・帳票別受付件数一覧表(年次) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅷ-1-(3)-1

(4) 二次健診費年齢階層別受診者数一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅷ-1-(4)-1

(5) 二次健診費都道府県別健診給付病院等指定状況表 ．．．．．．．．．．．．．．Ⅷ-1-(5)-1

(6) 二次健診費都道府県別健診給付病院等指定状況表（労災指定医療機関分）

．．．．．．．Ⅷ-1-(6)-1

(7) 二次健診費都道府県別健診給付病院等指定状況表（非労災指定医療機関分）

．．．．．．．Ⅷ-1-(7)-1

(8) 二次健康診断等費用保留一覧表（局別）(本省あて) ．．．．．．．．．．．．Ⅷ-1-(8)-1

(9) 二次健康診断等費用保留一覧表（全国計） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅷ-1-(9)-1

(10) 未処理事案リスト（二次健診費用） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅷ-1-(10)-1

(11) 未処理状態別件数金額一覧表（二次健診費用） ．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅷ-1-(11)-1
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(12) 二次健康診断等費用不支給処理リスト(本省あて) ．．．．．．．．．．．．．．Ⅷ-1-(12)-1

Ⅸ 本省出力帳票（介護）

(1) 介護給付額分布表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅸ-1-(1)-2

(2) 介護（補償）給付決議・支払所要日数調べ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅸ-1-(2)-1

(3) 介護（補償）給付受給状況資料 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅸ-1-(3)-1

(4) 介護（補償）給付帳票種別入力件数一覧表（月次） ．．．．．．．．．．．．．Ⅸ-1-(4)-1

(5) 介護（補償）給付帳票種別処理件数一覧表（月次） ．．．．．．．．．．．．．Ⅸ-1-(5)-1

(6) 介護（補償）給付介護・年金データ不一致リスト（本省あて） ．．．．Ⅸ-1-(6)-1

(7) 未処理事案件数表（介護（補償）給付） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅸ-1-(7)-1

(8) 介護（補償）給付支払方法別支払状況表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅸ-1-(8)-1

(9) 介護（補償）給付受付状況件数リスト(局別・全国計) ．．．．．．．．．．．Ⅸ-1-(9)-1

Ⅹ 本省出力帳票（年金）

(1) 監督署デ－タアンマッチリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(1)-1

(2) 監督署所在地変更確認リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(2)-1

(3) 監督署名称リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(3)-1

(4) 郵便局廃止チェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(4)-1

(5) 郵便局変更一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(5)-1

(6) 漢字変換不能郵便局名称一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(6)-1

(7) 年金一時金処理件数リスト（登録）（本省用） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(7)-1

(8) 年金一時金処理件数リスト（変更）（本省用） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(8)-1

(9) 年金一時金処理件数リスト（訂正）（本省用） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(9)-1

(10) 入力状況リスト（登録） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(10)-1

(11) 署別未処理事案・合計件数（本省） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(11)-1

(12) 被災者別未処理事案リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(12)-1

(13) 入力状況リスト（変更） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(13)-1

(14) 定期報告作成不能（転給未処理）リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(14)-1

(15) 診断書３枚以上リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(15)-1

(16) 傷病年金定期報告書（業災） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(16)-1

(17) 傷病年金定期報告書（通災） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(17)-1

(18) 傷病年金定期報告書（外国払） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(18)-1

(19) 障害年金定期報告書（業災） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(19)-1

(20) 障害年金定期報告書（通災） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(20)-1

(21) 障害年金定期報告書（外国払） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(21)-1

(22) 遺族年金定期報告書（業災） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(22)-1

(23) 遺族年金定期報告書（通災） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(23)-1

(24) 遺族年金定期報告書（外国払） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(24)-1
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(25) 援護費年金定期報告書（国内払） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(25)-1

(26) 援護費年金定期報告書（外国払） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(26)-1

(27) 特別遺族年金定期報告書（国内払） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(27)-1

(28) 特別遺族年金定期報告書（外国払） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(28)-1

(29) 遺族給付状況リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(29)-1

(30) 災害種別特別年金単価表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(30)-1

(31) 入出力件数表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(31)-1

(32) エラーリスト（推移データ） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(32)-1

(33) 移行年別年金受給者推移表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(33)-1

(34) 移行年別年金受給者推移表（支給停止分） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(34)-1

(35) 業種別年金受給者推移表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(35)-1

(36) 業種別年金受給者推移表（支給停止分） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(36)-1

(37) 局別年金受給者推移表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(37)-1

(38) 局別年金受給者推移表（支給停止分） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(38)-1

(39) 裁定年度別年金受給者推移表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(39)-1

(40) 裁定年度別年金受給者推移表（支給停止分） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(40)-1

(41) 労災重度障害者死亡状況リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(41)-1

(42) 復活データチェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(42)-1

(43) DB 復活対象チェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(43)-1

(44) 年金支払履歴復活データチェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(44)-1

(45) 生活実態調査対象者宛名ラベル ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(45)-1

(46) 傷病年金生活実態調査対象者数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(46)-1

(47) 障害年金生活実態調査対象者数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(47)-1

(48) 遺族年金生活実態調査対象者数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(48)-1

(49) 特別遺族年金生活実態調査対象者数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(49)-1

(50) 厚年情報照合リスト（本省） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(50)-1

(51) 厚年情報照合件数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(51)-1

(52) 厚年情報変更・訂正一覧表（局別） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(52)-1

(53) 厚年情報変更・訂正一覧表（署別） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅹ-1-(53)-1

Ⅺ 本省出力帳票（メリット制）

(1) メリットキー変データ重複エラーリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(1)-1

(2) メリットキー変データエラーリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(2)-1

(3) メリットキー変データ重複エラー削除リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(3)-1

(4) 継続メリットマスタ重複チェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(4)-1

(5) 収支状況 DBSAM 重複チェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(5)-1

(6) 収支データ重複チェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(6)-1
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(7) 労働保険番号重複チェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(7)-1

(8) メリット基準法相当額データエラーリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(8)-1

(9) メリット給付データ（警告）エラーリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(9)-1

(10) メリット給付データ（削除）エラーリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(10)-1

(11) 有期メリット計算マスタと KEYM のアンマッチリスト ．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(11)-1

(12) 有期メリット計算済データ合計表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(12)-1

(13) 改定確定保険料決定通知書 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(13)-1

(14) 基準法相当額訂正リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(14)-1

(15) 確定保険料変更チェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(15)-1

(16) 継続メリットマスタ削除リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(16)-1

(17) 分割データ・エラーリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(17)-1

(18) 継続メリット年報（保険料関係） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(18)-1

(19) 都道府県別特例メリット適用状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(19)-1

(20) 業種別特例メリット適用状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(20)-1

(21) 継続メリット年報（保険給付関係） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(21)-1

(22) 継続メリット制適用事業場調べ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(22)-1

(23) 業種別収支状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(23)-1

(24) 特定疾病業種別年金受給者数 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(24)-1

(25) 有期事業消滅期間別・特定疾病年金受給者数 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(25)-1

(26) 第三者行為災害別新規年金受給者数 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(26)-1

(27) 継続事業保険給付状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(27)-1

(28) 有期事業保険給付状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(28)-1

(29) 有期メリット年報（保険料関係） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(29)-1

(30) 有期メリット年報（保険給付関係） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(30)-1

(31) メリット入力件数リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅺ -1-(31)-1

Ⅻ 本省出力帳票（統計）

(1) 診療費統計渡しデータ不整合リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(1)-1

(2) 年金情報データ作成・エラーリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(2)-1

(3) 郵政未払いデータリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(3)-1

(4) 給付統計支払調査データリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(4)-1

(5) 給付統計データ変換リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(5)-1

(6) 給付統計データエラーリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(6)-1

(7) 給付統計データ署コード警告リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(7)-1

(8) 処理済支払調査データリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(8)-1

(9) 給付統計歳入外債権年金リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(9)-1

(10) 給付統計郵政官署未払繰越リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(10)-1
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(11) 給付統計本省払診療費歳入外債権データリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(11)-1

(12) 給付統計本省払年金日銀債権データリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(12)-1

(13) 給付統計二次健康診断給付債権データリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(13)-1

(14) キー変実施データ一覧 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(14)-1

(15) キー変データ抽出リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(15)-1

(16) 給付統計業種変換リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(16)-1

(17) 給付種類別データリスト合計表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(17)-1

(18) 本省払確認リスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(18)-1

(19) 第 1 表補償給付支払状況平均支払額 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(19)-1

(20) 第 2 表特殊適用別補償給付支払状況（短期） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(20)-1

(21) 第 2 表特殊適用別補償給付支払状況（年金） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(21)-1

(22) 都道府県別特殊費用支払状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(22)-1

(23) 医療機関別診療費支払状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(23)-1

(24) 年金支払状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(24)-1

(25) 特別遺族給付金支払状況（局署） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(25)-1

(26) 特別遺族給付金支払状況（業種） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(26)-1

(27) 二次健康診断等給付支払状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(27)-1

(28) 給付基礎日額分布状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(28)-1

(29) 発生年度別支払状況（局別）（業務,通勤） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(29)-1

(30) 発生年度別支払状況（局別）（二次） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(30)-1

(31) 発生年度別支払状況（業種別）（業務,通勤） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(31)-1

(32) 発生年度別支払状況（業種別）（二次） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(32)-1

(33) 障害補償一時金受給状況（局別）（保険給付） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(33)-1

(34) 障害補償一時金受給状況（局別）（特別支給） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(34)-1

(35) 障害補償一時金受給状況（業種別）（保険給付） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(35)-1

(36) 障害補償一時金受給状況（業種別）（特別支給） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(36)-1

(37) 特別加入者給付状況（業種別）（短期） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(37)-1

(38) 特別加入者給付状況（業種別）（年金） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(38)-1

(39) 海外派遣者給付状況（業種別）（短期） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(39)-1

(40) 海外派遣者給付状況（業種別）（年金） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(40)-1

(41) 特別加入者保険給付状況（短期） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(41)-1

(42) 特別加入者保険給付状況（年金） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(42)-1

(43) 特別加入者保険給付状況（特別） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(43)-1

(44) 業種別年金年報（傷病） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(44)-1

(45) 業種別年金年報（障害） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(45)-1

(46) 業種別年金年報（遺族） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(46)-1
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(47) 業種別年金年報（合計） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(47)-1

(48) 移行年別年金年報（傷病） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(48)-1

(49) 移行年別年金年報（障害） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(49)-1

(50) 移行年別年金年報（遺族） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(50)-1

(51) 移行年別年金年報（合計） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(51)-1

(52) 傷病性質別新規支払件数表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(52)-1

(53) 特別遺族給付金特別加入者保険給付状況（短期給付） ．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(53)-1

(54) 特別遺族給付金特別加入者保険給付状況（年金給付） ．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(54)-1

(55) 第 1 表移行年別給付の種類別年金額調べ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(55)-1

(56) 第 2 表業種別給付の種類別年金額調べ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(56)-1

(57) 第 3 表移行年別遺族年金支給率別年金額調べ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(57)-1

(58) 第 4 表被災者年齢別給付の種類別年金額調べ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(58)-1

(59) 第 5 表年金額階級別給付の種類別年金額調べ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(59)-1

(60) 第 6 表傷病・障害・遺族年金給付基礎日額別受給者数 ．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(60)-1

(61) 第 11 表発生年度別年齢別給付の種類別給付基礎日額調べ ．．．．．．．．Ⅻ -1-(61)-1

(62) 第 2種・第 3種特別加入者種類別収納状況一覧表 ．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(62)-1

(63) 保険給付支払状況（都道府県別・業種別） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(63)-1

(64) 療養（補償）給付支払状況表（業通別・業種別） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(64)-1

(65) 療養（補償）給付支払状況表（業通別・業種別・合計） ．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(65)-1

(66) 第 1 表補償給付支払状況平均支払額（署計） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(66)-1

(67) 第 1 表補償給付支払状況平均支払額（局計・全国計） ．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(67)-1

(68) 第 1 表補償給付支払状況平均支払額（署計・定型リスト版） ．．．．．．．．Ⅻ -1-(68)-1

(69) 第 1 表補償給付支払状況平均支払額（局計・全国計・定型リスト版） ．Ⅻ -1-(69)-1

(70) 年金支払状況（署計） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(70)-1

(71) 年金支払状況（００署計） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(71)-1

(72) 年金支払状況（局計・全国計） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(72)-1

(73) 年金支払状況（00署計・局計全国計・定型リスト版） ．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(73)-1

(74) 特別支給金支払状況表決算（署計） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(74)-1

(75) 特別支給金支払状況表決算（局計・全国計） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(75)-1

(76) 特別支給金支払状況表決算（署計・定型リスト版） ．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(76)-1

(77) 特別支給金支払状況表決算（局計・全国計・定型リスト版） ．．．．．．．．．Ⅻ -1-(77)-1

(78) 機械処理決算状況年金等支払状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(78)-1

(79) 機械処理決算状況特別支給金支払状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(79)-1

(80) 機械処理決算状況保険給付支払状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(80)-1

(81) 二次健診等給付支払状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(81)-1

(82) 機械処理決算状況保険給付支払状況（二次健診） ．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(82)-1
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(83) 特別遺族給付金支払状況（局署） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(83)-1

(84) 特別遺族給付金支払状況（業種） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(84)-1

(85) 事業月報訂正データチェックリスト ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(85)-1

(86) 事業月報第 1 表年度別、月別適用及び収支状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(86)-1

(87) 事業月報第 2 表年度別、月別保険給付支払状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(87)-1

(88) 事業月報第 3 表年度別、月別保険給付支払状況（年金） ．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(88)-1

(89) 事業月報第 4-1表都道府県別保険給付支払状況（短期当月分） ．．．．．．Ⅻ -1-(89)-1

(90) 事業月報第 4-2表都道府県別保険給付支払状況（短期累計） ．．．．．．．．Ⅻ -1-(90)-1

(91) 事業月報第 5-1表業種別保険給付支払状況（短期当月分） ．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(91)-1

(92) 事業月報第 5-2表業種別保険給付支払状況（短期累計） ．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(92)-1

(93) 事業月報第 6-3表都道府県別保険給付支払状況（年金当月分） ．．．．．．Ⅻ -1-(93)-1

(94) 事業月報第 6-6表都道府県別保険給付支払状況（年金累計） ．．．．．．．．Ⅻ -1-(94)-1

(95) 事業月報第 7-3表業種別保険給付支払状況（年金当月分） ．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(95)-1

(96) 事業月報第 7-6表業種別保険給付支払状況（年金累計） ．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(96)-1

(97) 事業月報第 8 表年度別、月別保険給付平均支払額 ．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(97)-1

(98) 事業月報第 9 表都道府県別保険給付平均支払額 ．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(98)-1

(99) 事業月報第 10 表業種別保険給付平均支払額 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(99)-1

(100) 事業月報第 11 表都道府県別年金基本権数 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(100)-1

(101) 事業月報第 12 表都道府県別労災就学等援護費基本権数 ．．．．．．．．．Ⅻ -1-(101)-1

(102) 事業月報第 13 表都道府県別労災就学等援護費受給対象者数 ．．．．．Ⅻ -1-(102)-1

(103) 事業月報第 14 表都道府県別保険料徴収決定及び収納状況 ．．．．．．．Ⅻ -1-(103)-1

(104) 事業月報第 15 表業種別保険料徴収決定及び収納状況 ．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(104)-1

(105) 事業月報第 16-1 表都道府県別二次健康診断等給付支払状況（当月分）

．．．．．．．．．Ⅻ -1-(105)-1

(106) 事業月報第 16-2 表都道府県別二次健康診断等給付支払状況（累計）

．．．．．．．．．Ⅻ -1-(106)-1

(107) 事業月報第 17-1 表業種別二次健康診断等給付支払状況（当月分） ．Ⅻ -1-(107)-1

(108) 事業月報第 17-2 表業種別二次健康診断等給付支払状況（累計） ．．．Ⅻ -1-(108)-1

(109) 第5-9表障害補償年金受給者推移状況（都道府県別等級別） ．．．．．．．Ⅻ -1-(109)-1

(110) 第5-10表障害補償年金受給者推移状況（業種別等級別） ．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(110)-1

(111) 第 5-12表遺族補償年金受給者推移状況（都道府県別） ．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(111)-1

(112) 第5-13表遺族補償年金受給者推移状況（業種別） ．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(112)-1

(113) 第5-14表傷病補償年金受給者推移状況（都道府県別傷病別） ．．．．．．Ⅻ -1-(113)-1

(114) 第5-15表補償年金受給者推移状況（業種別傷病別） ．．．．．．．．．．．．．．Ⅻ -1-(114)-1

(115) 第 6-1表特別支給金支払状況（都道府県別，給付種類別）（傷病） ．．．Ⅻ -1-(115)-1

(116) 第 6-1表特別支給金支払状況（都道府県別，給付種類別）（障害） ．．．Ⅻ -1-(116)-1
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(117) 第 6-1表特別支給金支払状況（都道府県別，給付種類別）（遺族） ．．．Ⅻ -1-(117)-1

(118) 第 6-1表特別支給金支払状況（都道府県別，給付種類別）（休業） ．．．．Ⅻ -1-(118)-1

(119) 第 6-2 表特別支給金支払状況（業種別，給付種類別）（傷病） ．．．．．．．Ⅻ -1-(119)-1

(120) 第 6-2表特別支給金支払状況（業種別，給付種類別）（障害） ．．．．．．．Ⅻ -1-(120)-1
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 １．機械処理の流れ 

(1) 医療機関向けの支払処理 

イ 支払処理形態 

指定医療機関等の請求に対する支払処理は本省業務課及び本省管理課で行う。 

ロ 支払及び通知 

指定医療機関等からの請求については、労災診療費審査事業受託者において請求書類のＯＣＲ入力

を行い、データ締切日に支払計算処理を行う（システム上でのデータ締切日および支払予定日の設定

は「支払スケジュール管理画面」にて行う。）。 

(ｲ) 国立機関以外の指定医療機関等への支払 

データ締切日に支払計算処理を行い、データ締切日翌日以降に支払データをＡＤＡＭＳに登録す

る。その後、支払予定日に指定医療機関等の指定する金融機関の口座へ振込が行われる。 

指定医療機関等に対しては、請求金額、支払金額、不支給金額及びエラー保留額を印書した、「支

払振込通知書」が送付され、入力局に対しては同じ内容の「審査確認内訳書」が配信される。 

支払先の指定医療機関等が差し押さえとなっている場合は、システムによる支払手続きができな

いため、本省管理課にてＡＤＡＭＳ端末から支払手続きを行う。 

また、指定医療機関等が診療費等の受領を委任している一括振込先機関に対しては、契約してい

る指定医療機関等への支払金額を印書した、「一括振込通知書」が送付される。 

なお、入力された請求書の全レセプトが保留・未支給のみで、支払が行われない医療機関等に対

しては、「通知書（０円通知書）」が送付され、アフターケア委託費の支払で回収案件との債権相殺

が行われた場合は、別途「回収相殺一覧」が送付される。 

(ﾛ) 国立機関への支払 

データ締切日に支払計算処理を行うが、システムによりＡＤＡＭＳを通じて支払手続きができな

いため、本省管理課にてＡＤＡＭＳ端末から支払手続きを行う。 

国立機関に対しては、請求金額、支払金額、不支給金額及びエラー保留額を印書した、「支出決

定通知書（国庫内移換用）」が送付され、入力局に対しては同じ内容の「審査確認内訳書（国庫内

移換）」が配信される。 

なお、入力された請求書の全レセプトが保留・未支給のみで、支払が行われない医療機関等に対

しては、「通知書（０円通知書）」が送付され、アフターケア委託費の支払で回収案件との債権相殺

が行われた場合は、別途「回収相殺一覧」が送付される。 

ハ データ締切後の事務処理 

(ｲ) リストの出力と事務処理 

データ締切日の支払処理において、国立機関以外分、国立機関分及び差押え機関分についてそれ

ぞれ「支出決定書」及び「支出調書」が本省業務課にコマンド配信される。 

国立機関以外及び差し押さえ機関分以外については、データ締切日翌日に、「支出負担行為即支

出決定決議書」が本省業務課に自動配信されるので、支払金額に相違がないことを確認し決裁を行

う。 

決裁後、「支出決定書」、「支出調書」及び「支出負担行為即支出決定決議書」に「支出伺書」を

作成・添付の上、本省管理課へ引き渡す。 

本省管理課では引き渡された、「支出決定書」、「支出調書」及び「支出負担行為即支出決定決議

書」を確認・決裁後、支払日前日までにＡＤＡＭＳ端末にて支出決定通知確認入力を行う。 
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なお、労働局に対しては「支出決定書」と同じ内容の「審査確認書」及び「支払状況一覧表」等

の業務資料が労働局へ配信されるので、内容の確認後保管する。 
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(2) 個人向けの支払処理 

イ 支払処理形態 

療養の費用・休業・介護・一時金（傷病・障害・遺族・特別遺族・葬祭料）・アフターケア通院費等、

個人向けの請求に対する支払処理は本省で行う。支払手続きについては振込払いの場合に限りシステ

ムでＡＤＡＭＳに登録を行う。 

ロ 支払及び通知 

個人等からの請求については、監督署又は労働局（アフターケア通院費の場合のみ）において請求

書類のＯＣＲ入力を行い、データ締切日にシステムにて支払計算処理を行う（システム上でのデータ

締切日および支払予定日の設定は「支払スケジュール管理画面」にて行う。）。 

(ｲ) 請求人への振込払い 

システムでは、データ締切日に支払計算処理を行い、データ締切日翌日に支払データをＡＤＡＭ

Ｓに登録する。その後支払予定日に被災者本人及び遺族（補償）一時金、特別遺族一時金又は葬祭

料（葬祭給付）における遺族（以下、「請求人」という。）が指定する金融機関の口座へ振込が行わ

れる。 

請求人に対しては、支払金額を印書した、「支払振込通知書」が送付される。 

(ﾛ) 柔道整復師等への振込払い（療養の費用のみ） 

都道府県労働局長の指名する柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師（以下、

「柔道整復師等」という。）へは、被災者本人への振込払いと同様に、データ締切日に支払計算処

理を行い、データ締切日翌日以降に支払データをＡＤＡＭＳに登録する。その後支払予定日に柔道

整復師等が指定する金融機関の口座へ振込が行われる。 

柔道整復師等に対しては、支払金額を印書した、「支払振込通知書」及び「支払内訳書」を監督

署から送付する。 

(ﾊ) 遺族、事業主、検査に要した費用に係る非指定医療機関への支払、又は振込払い以外の請求人、

柔道整復師等への支払 

データ締切日に支払計算処理を行うが、システムによりＡＤＡＭＳを通じた支払手続きができな

いため、別途定める支払方法に応じた支払手続きを行う。 

支払先に対しては支払金額を印書した、「支払振込通知書」を監督署又は労働局（アフターケア

通院費の場合のみ）から送付する。 

なお、事業主に対しては、「支払内訳書」についても監督署から併せて送付する。 

ハ データ締切後の事務処理 

(ｲ) リストの出力 

データ締切日の支払処理において、請求人及び柔道整復師等への振込払いの場合は、「支出決定

書」及び「支出調書」が本省業務課にコマンド配信されるので、データ締切日翌日に配信される「支

出負担行為即支出決定決議書」の支払金額と相違がないことを確認し決裁を行う。 

決裁後、「支出決定書」、「支出調書」及び「支出負担行為即支出決定決議書」に「支出伺書」を

作成・添付の上、本省管理課へ引き渡す。 

本省管理課では引き渡された、「支出決定書」、「支出調書」及び「支出負担行為即支出決定決議

書」を確認・決裁後、支払日前日までにＡＤＡＭＳ端末にて支出決定通知確認入力を行う。 

なお、監督署及び労働局（アフターケア通院費の場合のみ）に対しては「支払予定一覧」が配信

されるので、請求人及び柔道整復師等への振込払い以外の場合は別途定める支払方法に応じた支払
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手続きを行う。 

(ﾛ) 通知書の送付 

請求人への振込払いの場合、「支払振込通知書」は本省業務課から請求人へ送付する。それ以外

の場合は監督署及び労働局（アフターケア通院費の場合のみ）に「支払振込通知書」が自動配信さ

れるので、送付先の住所及び宛名を記入し（柔道整復師等は除く）、支払先へ送付する（外国送金

の場合は労働局から送付する）。 

ただし、事業主又は柔道整復師等の受任者払いの場合は、「支払振込通知書」には取りまとめた

支払金額及び支払件数のみが印書されるため、被災者ごとの支払内訳を印書した「支払内訳書」が

別途監督署へ自動配信されるので、「支払振込通知書」と併せて受任者へ送付すること。 

 



 

(3) 年金の支払処理 

イ 支払処理形態 

年金たる保険給付等（以下「年金等」という）の支払事務については、監督署においてＯＣＲ入力

された請求書等の情報に基づいて本省で行い、受給権者の選択によりゆうちょ銀行を除く金融機関又

はゆうちょ銀行（支出官事務規定第 11 条第 3項に定める「日本銀行が指定した銀行その他の金融機関」

をいう。）の支払機関を通じて行われる。 

 

ロ 支払期月と支払開始日 

年金等の支払期月及び支払開始日は次表のとおりである。 

支払期月 支払開始日 支 払 対 象 月 

2 月 2 月 15 日 前年の 12 月、1月の 2か月分 

4 月 4 月 15 日 2 月、3月の 2か月分 

6 月 6 月 15 日 4 月、5月の 2か月分 

8 月 8 月 15 日 6 月、7月の 2か月分 

10 月 10 月 15 日 8 月、9月の 2か月分 

12 月 12 月 15 日 10 月、11 月の 2か月分 

(注) 支払開始日が日曜日若しくは土曜日又は休日（以下「日曜日等」という。）に当たる場合は、その日 

の直前の日曜日等でない日とする。 

 

ハ 支払方法 

 (ｲ) 支払機関が金融機関の場合 

支払機関が金融機関の場合は、日本銀行本店に対し、官庁会計事務データ通信システム（以下「Ａ

ＤＡＭＳ」という。）を使用して資金交付を行うとともに、受取人の年金証書番号、金額、振込先金融

機関店舗名、預貯金口座番号等を収録した媒体（以下「振込明細磁気媒体」という。）を添付して振込

を依頼し受給権者が希望する預貯金口座に振込まれる。 

なお、受給権者が外国にいる場合は、日本銀行本店に対し、ＡＤＡＭＳを使用して受取人の住所、

氏名、金額、金融機関店舗名、口座番号等のデータを送信し送金を依頼する。 

 (ﾛ) 支払機関がゆうちょ銀行の場合 

支払機関がゆうちょ銀行の場合は、ゆうちょ銀行の支店等または郵便局（以下「ゆうちょ銀行支払

店」という。）の窓口で現金を受け取る「現金払」と受給権者の預金口座に振込を行う「振込」の 2

つの方法があり、ゆうちょ銀行に対して、ＡＤＡＭＳを使用して資金交付を行うとともに、受取人の

年金証書番号、支払郵便局コード、支払年月日、ゆうちょ銀行支払店、氏名、金額等を収録した媒体

以下「支払媒体」という。）を添付して支払を依頼する。 

 

① 現金払 

ゆうちょ銀行の現金払については「支出官事務規程」により手続が定められており、厚生労働省か

らの支払媒体に基づき東日本計算事務センターにおいて作成された「労災保険年金等支払案内書」（以

下「支払案内書」という。）が、受給権者の希望するゆうちょ銀行支払店に、当該支払店を管轄する貯

金事務センターを通じて送付され、これに基づき窓口において現金で支払が行われる。 
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② 振込 

ゆうちょ銀行の振込については「支出官事務規程」により手続きが定められており、ゆうちょ銀行

支払店を管轄する貯金事務センターから直接受給権者が希望する預金口座に振込が行われる。 

 

ニ 振込通知書及び送金通知書の通知方法 

(ｲ) 原則的な通知方法 

原則、毎年 10 月の支払開始日前に、その年の 10 月から翌年 8月までの 1年間の各支払期における

年金等の支払額等を「労災保険年金等振込通知書」（以下「振込通知書」という。年金・一時金編Ⅳ-8-17

ページ参照）、又は「特別遺族年金振込通知書」（以下「振込通知書」という。年金・一時金編Ⅳ-8-23

ページ参照）を送付して、通知することとする。 

なお、10 月支払期に年金等の支払がない者については、最初の年金等の支払開始日前から、次の 8

月支払期までの支払額等を通知する。 

また、最初の年金等の支払が 8月支払期となる者については、8月支払期のみの支払額等を通知す

る。 

なお、ゆうちょ銀行の現金払者に係る「労災保険年金等送金通知書」（以下「送金通知書」という。

年金・一時金編Ⅳ-8-13 ページ参照）、又は「特別遺族年金送金通知書」（以下「送金通知書」という。

年金・一時金編Ⅳ-8-15 ページ参照）は、支払の都度通知することとし、国外に居住する受給権者へ

は、振込通知書を支払の都度送付する。 

(ﾛ) 受給条件に変更等があった場合の通知方法 

10 月から翌年 8月までの支払期の途中で、受給条件の変更により年額等に変更があった場合は、そ

の都度改めて翌年 8月支払期までの支払額等を通知する。 

また、支払機関が変更になった場合には、支払額に変更がなくても改めて通知する。 
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 (4)支払後の事務処理 

イ 追給・回収事案の処理 

(ｲ) 診療費、アフターケア委託費、二次健診 

支払後のデータについて、処理区分（支給・不支給）の変更又は支給決定額の増減が生じた場合、

支払が必要な場合は追給として修正後のデータ締切日に支払処理を行う。また回収が必要な場合は

納入告知対象となる。なお、アフターケア通院費についてのみ同じ指定医療機関等に対して回収額

を上回る支払データが存在すれば、相殺処理を行う。 

なお、相殺機能については「回収金（債権）と支払金（債務）の相殺機能」（本省編Ⅱ-3-(1)-1）

を参照のこと。 

(ﾛ) 療養の費用、休業、介護、一時金、アフターケア通院費 

支払後のデータについて、処理区分（支給・不支給）を変更又は支給決定額の増減が生じた場合、

支払が必要な場合は追給として修正後のデータ締切日に支払処理を行う。また回収が必要な場合は

納入告知対象となる。なお、アフターケア通院費についてのみ修正後の支払処理までに回収額（相

殺）登記票を入力することにより、支払データとの相殺処理を行う。 

なお、相殺機能については「回収金（債権）と支払金（債務）の相殺機能」（本省編Ⅱ-3-(1)-1）

を参照のこと。 

ロ 支払不能処理 

(ｲ) 支払不能情報の通知 

振込払いで請求書又は申請書等に記載された振込先口座情報に誤り等があった場合、支払処理後

に金融機関からＡＤＡＭＳ経由で支払不能情報が通知され、実際の振込手続完了後の翌日以降、監

督署及び労働局に「支払不能一覧」が配信される。配信された場合は正常に振込が行われていない

ため、該当の監督署及び労働局は速やかに口座情報を確認し、各給付に対応する修正帳票により振

込先口座情報の修正を行うこと。修正入力後、システムからＡＤＡＭＳ経由で訂正及び支払の再処

理が行われる。 

なお、請求人の死亡等により、支払取消となり未支給金が発生する場合は、本省業務課の各給付

担当班に連絡すること。 

(ﾛ) 振込先口座情報修正後の事務処理 

支払不能となった振込先口座情報の修正を行った場合、「訂正請求依頼入力確認票」が本省業務

課に配信される。本省業務課では内容を確認し、本省管理課へ送付する。本省管理課では送付され

た「訂正請求依頼入力確認票」とＡＤＡＭＳ端末から取り出した「訂正済通知表（官署）」「訂正不

能通知表（官署）」を比較し、正常に修正されたことを確認する。 
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(5)台帳の種類 

名   称 台   帳   の   内   容 

支払管理台帳 
データ締切日における支払内容について、給付、請求書単位で情報を管

理する台帳。 

債主 請求元、支払先のキー情報を管理する台帳。 

債主履歴 請求元、支払先の名称、住所、支払方法、振込先情報等を管理する台帳。

支払通知書 
支払振込通知書の単位で支給金額、不支給金額、保留金額等、通知書に

印字する合計金額を管理する台帳。 

支払通知書明細 

支払振込通知書に記載する金額項目の他、被災者等の労働保険番号、生

年月日、傷病年月日、年金証書番号、健康管理手帳番号等の識別情報等を

レセプト単位で管理する台帳。 

債権相殺 
機械処理による債権相殺が行われた結果を管理する台帳（アフターケア

委託費とアフターケア通院費のみである。）。 

支払決議 
ADAMS にファイル転送で支払う案件について、給付、支払先単位で支払

金額を管理する台帳。 

支払不能 

ADAMS 転送にて支払を行った案件について、振込先に指定された口座へ

正常に支払ができなかった場合に、ADAMS から転送された支払不能情報を

管理する台帳。 

訂正不能 
ADAMS 転送にて支払を行った案件について、振込先の訂正が正常に行わ

れなかった場合に、ADAMS から転送された訂正不能情報を管理する台帳。
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イ 支払管理台帳 

 

情 報 名 管 理 す る 主 な 項 目 

支払先情報 ・支払先債主 ID・支払先債主連番等 
支

払

管

理

台

帳 支払情報 

・給付種別・給付種別内訳・局コード・署コード 

・データ受付番号・追回番号・支払状態区分・支払年度・支払年月日 

・支払金額・相殺金額等（相殺を行うのはアフターケア委託費とアフターケア通

院費のみである。） 

 
ロ 債主 

 

情 報 名 管 理 す る 主 な 項 目 

識別情報 ・債主 ID・債主連番・給付種別等 
債

主 

債主情報 
・債主区分・指定医療機関番号・指定指名機関番号 

・被災者番号・労働保険番号 

 
ハ 債主履歴 

 

情 報 名 管 理 す る 主 な 項 目 

識別情報 ・債主 ID・債主連番・債主コード・訂正前債主コード等 

債主情報 ・債主名漢字・債主名カナ・郵便番号・債主住所漢字・債主住所カナ等 

支払先情報 
・支払方法・支払方法内訳・金融機関コード・金融機関名漢字・店舗名漢字 

・預貯金種別・口座番号・口座名義人カナ等 

債

主

履

歴 

属性情報 ・支払先債主 ID・支払先債主連番・差押え区分等 
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ニ 支払通知書 

 

情 報 名 管 理 す る 主 な 項 目 

支払情報 

・給付種別・債主 ID・債主連番・支払先債主・支払先債主連番 

・局コード・署コード・支払年月日・支払金額・相殺金額等（相殺を行うのはア

フターケア委託費とアフターケア通院費のみである。） 

決議情報 
・内訳書添付枚数・請求年月・請求金額・査定増額・査定減額・不支給金額 

・保留金額・追給金額・エラー保留金額・保留解除金額・決議書出力回数等 

支

払

通

知

書 

支払先情報 ・診薬の別・指定医療機関番号・指定指名機関番号・委任区分・未支給区分等 

 
ホ 支払通知書明細 

 

情 報 名 管 理 す る 主 な 項 目 

給付情報 
・データ受付番号・追回番号・請求書グループデータ受付番号 

・給付種別・給付種別内訳・支払通知書処理区分等 

識別情報 
・労働保険番号・年金証書番号・被災者生年月日・傷病年月日 

・健康管理手帳番号・二次健診受診日等 

支

払

通

知

書

明

細 レセプト・ 

請求書情報 

・診察年月日・検査年月日・療養期間初日・療養期間末日・療養日数 

・実診療日数・内訳書請求金額・支払金額・相殺金額（相殺を行うのはアフター

ケア委託費とアフターケア通院費のみである。）・増減額・増減理由等 

 
ヘ 債権相殺（アフターケア委託費とアフターケア通院費のみである。） 

 

情 報 名 管 理 す る 主 な 項 目 

支払情報 ・給付データ受付番号・給付追回番号・給付種別・給付種別内訳等 

債権情報 ・債権 ID 等 

債

権

相

殺 

相殺情報 ・相殺金額等 
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ト 支払決議 

 

情 報 名 管 理 す る 主 な 項 目 

支払情報 
・支払先債主 ID・支払先債主連番・給付種別・給付種別内訳 

・支払年月日・支払金額等 

支出決議情報 ・整理番号・発議年月日等 

支

払

決

議 

債権情報 ・返納金差引金額等 

 
チ 支払不能 

 

情 報 名 管 理 す る 主 な 項 目 

支出決議情報 ・整理番号・送金等番号・支払年月日等 

支

払

不

能 

支払不能情報 ・債主コード・支払不能態様・登録年月日等 

 
リ 訂正不能 

 

情 報 名 管 理 す る 主 な 項 目 

支出決議情報 ・整理番号・送金等番号・支払年月日等 

訂

正

不

能 支払不能情報 ・訂正前債主コード・訂正後債主コード・支払不能態様・登録年月日等 
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(6)基本的用語 

 

イ 給付キー 

給付キーとは、システム内において、個人を特定するためのものである。 

給付キーは給付により異なっており、使い分ける必要がある。それぞれの給付キーで使用している

番号、年月日等の意味については各給付業務の機械処理手引「基本的用語」参照。 

 

(ｲ) 療養の給付（年金受給者以外）、療養の費用（年金受給者以外）、休業及び一時金 

療養の給付（年金受給者以外）、療養の費用（年金受給者以外）、休業及び一時金の場合は、「労

働保険番号」＋「生年月日」＋「傷病年月日」＋「労働者氏名（カナ）」の４つの項目を組み合わ

せて使用する。 

労働保険番号 生年月日 傷病年月日 労働者氏名(カナ) 

府 

県 

所 

掌 

管 

轄 
基幹番号 枝番号 

元 

号 
年 月 日

元

号
年 月 日  

48 1 01 000001 000 5 60 01 01 7 23 01 01 ﾛｳｻｲﾀﾛｳ 

 

(ﾛ) 療養の給付（年金受給者）、療養の費用（年金受給者）及び介護 

療養の給付（年金受給者）、療養の費用（年金受給者）及び介護の場合は、「年金証書番号」を使

用する。 

年金証書番号 

管轄局 種 別 西暦年 番 号 

４８ １ １０ ０００１

 

(ﾊ) アフターケア委託費及びアフターケア通院費 

アフターケア委託費及びアフターケア通院費の場合は、「健康管理手帳番号」を使用する。 

健康管理手帳番号 

西暦年 所轄局 対象傷病番号 振出番号（連番） 枝番号 

１０ ４８ ００ ０００１ ０００ 

 

(ﾆ) 二次健康診断等給付 

二次健康診断等給付の場合は、「労働保険番号」＋「生年月日」＋「二次健康診断受診年月日」

＋「労働者氏名（カナ）」の４つの項目を組み合わせて使用する。 

労働保険番号 労働者の生年月日 二次健康診断受診年月日 労働者氏名(カナ) 

府 

県 

所 

掌 

管 

轄 
基幹番号 枝番号 

元 

号 
年 月 日

元

号
年 月 日  

48 1 01 000001 000 5 60 01 01 7 23 01 01 ﾛｳｻｲﾀﾛｳ 



   I-1-(6)-2 
 

 

ロ 指定医療機関等の番号 

指定医療機関等の番号は、労災病院及び労災指定医療機関ごとの支払計算、検索の際のキーとなる

もので、次により構成する。 

指定医療機関等の番号の意味については短期給付業務又は二次健康診断等給付業務の機械処理手引

「基本的用語」参照。 

(ｲ) 労災指定医療機関番号及び健診給付病院等番号 

労災指定医療機関番号及び健診給付病院等番号は、「府県」＋「医療機関の番号」＋「チェック

ディジット（ＣＤ）」の３つの項目を組み合わせて使用する。 

府県 医療機関の番号 ＣＤ 

４８ ０００１ １ 

 

(ﾛ) 指定・指名番号 

指定・指名番号は、「府県」＋「種別」＋「一連番号」＋「チェックディジット（ＣＤ）」の４つ

の項目を組み合わせて使用する。 

府県 種別 一連番号 ＣＤ 

４８ ２ ０００１ １ 

 

ハ 支払に関する用語 

支払処理に関する用語を以下に示す。 

 用語 意味 

１ データ締切日 

支払処理を行う日。前回のデータ締切日翌日から今回

のデータ締切日までの間に支給決定された請求書（レセ

プト）が支払対象となる。 

２ 支払日（支払予定日） 支払先へ支払が行われる日。 

３ 振込不能予定 

支払方法が振込払の場合、データ締切日前に振込先に

指定された金融機関コードが統合等により支払予定日

に有効ではない、又は統廃合の際に口座番号が引き継が

れず口座番号の設定がなくなっている状態。 

システムではデータ締切日の前日及び当日に「支払先

振込不能予定一覧」を該当の局署に配信する。 
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 用語 意味 

４ 債権相殺 

返納金債権が発生し、同一の支払先に対して、同給付

で同額以上の支払が次の支払期に発生する場合、システ

ム上で支払金額から債権金額を減額して支払うと同時

に、その債権額を国庫内移換により対当額だけ消滅させ

る仕組み。 

システムでは医療機関向けのアフターケア委託費の

場合に返納金債権の合計金額が支払額の合計より小さ

い場合、自動的に相殺を実施する。また、アフターケア

通院費の場合は「回収額（相殺）登記票」で相殺先の支

払を指定（相殺指定）して相殺を実施する。 

５ 債主 ＡＤＡＭＳにおける支払先。 

６ 支出決定 本省における支払の決定。 

７ 審査確認 労働局における支払内容の確認。 

８ 一括振込機関 

療養の給付、アフターケア委託費及び二次健診給付に

おいて、指定医療機関に代わり給付の支払を委任された

機関。 

９ 支払不能 

支払処理によりＡＤＡＭＳ経由で振込が行われたあ

とに、指定された口座番号又は口座名義人に該当のもの

がなく、支払が行われなかった状態。 

システムではＡＤＡＭＳから受け取った支払不能情

報を「支払不能一覧」として局署に配信する。 

１０ 訂正依頼 

「支払不能一覧」が局署に配信されたあと、局署で修

正帳票等の入力により振込先情報が修正された場合、シ

ステムがＡＤＡＭＳに対して振込先の訂正を依頼する

こと。 

１１ 訂正不能 

訂正依頼を行った支払不能データが、何らかの理由に

よりＡＤＡＭＳ側で訂正ができなかった状態。 

システムでは支払不能と同様にＡＤＡＭＳから受け

取った訂正不能情報を「支払不能一覧」に含めて局署に

配信する。 

１２ 支払取消 何らかの理由により支払が完了しなかった状態。 

 

 

 

 



 

(7)留意事項 

 

イ 支払方法について 

(ｲ) 療養の給付、アフターケア委託費、二次健診給付 

国立機関以外の指定医療機関等からの請求については、指定された医療機関への振込払いのみで

あり、基本的にシステムによりＡＤＡＭＳを通じて支払手続きを行う。請求元の指定医療機関等が

支給金の受領を特定の団体（一括振込機関）に委任している場合は、その団体の口座に振込が行わ

れる。 

また、国立機関の指定医療機関等からの請求については、システムによりＡＤＡＭＳを通じた支

払手続きができないため、支払処理後に本省管理課にてＡＤＡＭＳ端末から国庫内移換の手続きを

行う。 

 

(ﾛ) 療養の費用、休業、介護、一時金、アフターケア通院費 

指定医療機関等以外の被災労働者等からの請求については、支払方法により手続きが異なる。 

支払方法は「振込払」、「当地払」、「送金払」及び「外国送金」の４種類とする。 

被災労働者本人又は請求人からの請求で振込払いを行う場合は、システムによりＡＤＡＭＳを通

じて支払手続きを行い、指定された口座へ振込が行われる。それ以外の支払方法の場合は、監督署

又は労働局にて支払手続きを行う。 

また、療養の費用、休業又は一時金において、支給金の受領を事業主又は柔道整復師等に委任し

ている場合は、その受任者に対して支払が行われる。 

ただし、受任者への支払のうち、柔道整復師等への振込払いについてはシステムによりＡＤＡＭ

Ｓを通じて支払手続きを行うが、それ以外については監督署にて支払手続きを行う。 

なお、被災労働者死亡後の未支給金の請求については、監督署又は労働局（アフターケア通院費

のみ）にて支払手続きを行う。 
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２. 支払スケジュール管理 

 

支払スケジュール管理は、システム上で支払計算処理を行うため、処理の実行日及び支払予定年月日等

の設定・変更を行う機能である。 

支払スケジュールの設定・変更は支払に関する運用に大きく影響するため、設定の際は運用担当者と調

整を行う必要がある。 

 

(1)支払スケジュール管理画面 

 

イ 支払スケジュール検索画面 

(ｲ) 画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 入力項目 

入力項目名 支払スケジュール検索 

①支払年月 ○ 

(注) ○…必ず入力する。 ×…入力しない。 空欄…必要に応じて入力する。 
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(ﾊ) 入力要領 

項目 

番号 
出力項目 入  力  要  領 

１ 支払年月 支払スケジュールを参照する年月を和暦で、以下の元号コ

ードを付して入力する。 

平成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

 

(ﾆ) ボタン項目 

ボタン名 ボタン押下後の動き 

検索 指定された年月で検索を行う。 

終了 支払スケジュール管理画面を終了する。 
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ロ 支払スケジュール詳細画面 

(ｲ) 画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 出力条件 

「支払スケジュール検索画面」にて指定された支払年月に該当する支払年月日が複数存在する場

合には、すべての支払年月日情報を画面に出力する。 

指定された支払年月に該当する支払年月日が存在しない場合は１件も画面に出力しない。 
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(ﾊ) 主な出力項目の説明 

出 力 項 目 出  力  要  領 

支払年月 「支払スケジュール検索画面」にて指定された支払年月。 

データ締切日 支払処理を行う日。 

ＡＤＡＭＳ登録日 ＡＤＡＭＳに対して債主登録、支出負担行為即支出決定登

録を行う日。 

また、システムより支出負担行為即支出決定決議書が出力

される日。 

支払日 受給者等への実際の支払日。 

（受） 療養の給付（診療費）における、労災診療費審査事業受託

者へ支払の有無を示す。 

○・・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われる 

空白・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われない 

診療費 

委託費 

二次健診費 

費用 

休業 

介護 

通院費 

一時金（傷病） 

一時金（障害） 

一時金（遺族） 

一時金（特別遺族） 

葬祭料 

給付単位での支払の有無を示す。 

○・・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われる 

空白・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われない 

 

(ﾆ) ボタン項目 

ボタン名 ボタン押下後の動き 

更新 
ボタンが表示されている行の日付を変更するため、「支払スケジュール

更新画面」に遷移する。 

削除 ボタンが表示されている行の日付をすべて削除する。 

登録 
画面に表示されていないスケジュールを新たに設定するため、「支払ス

ケジュール更新画面」に遷移する。 

戻る 「支払スケジュール検索画面」に戻る。 

終了 支払スケジュール管理画面を終了する。 
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ハ 支払スケジュール更新画面 

(ｲ) 画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 出力条件 

「支払スケジュール詳細画面」にて指定された支払年月日に該当する情報を画面に出力する。 

「登録」ボタンで新規追加する場合は項目に何も表示しない。 

 

(ﾊ) 入力項目 

入力項目名 支払スケジュール登録 支払スケジュール更新 

①データ締切日 ○ × 

②ＡＤＡＭＳ登録日 ○ × 

③支払日 ○ × 

④（受）   

⑤診療費   

⑥委託費   

⑦二次健診費   
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入力項目名 支払スケジュール登録 支払スケジュール更新 

⑧費用   

⑨休業   

⑩介護   

⑪通院費   

⑫一時金（傷病）   

⑬一時金（障害）   

⑭一時金（遺族）   

⑮一時金（特別遺族）   

⑯葬祭料   

(注) ○…必ず入力する。 ×…入力しない。 空欄…必要に応じて入力する。 

 

(ﾆ) 主な入力項目の説明 

入 力 項 目 入  力  要  領 

データ締切日 支払処理を行う月日を入力する。 

ＡＤＡＭＳ登録日 ＡＤＡＭＳに対して債主登録、支出負担行為即支出決定登

録を行う月日を入力する。 

支払日 実際に支払が行われる予定月日を入力する。 

ただし、一時金（遺族）及び一時金（障害）を指定する場

合で、データ締切日に 1 月、3 月、5 月、7 月、9 月、11 月を

指定するときは、支払日を同月の末日までに設定し、翌月の 2

月、4月、6月、8月、10 月、12 月にはしないこと（単独請求

の前払一時金は決議書入力後の最初の 1月、3月、5月、7月、

9月、11 月を支払対象月としているため）。 

（受） 療養の給付（診療費）における、労災診療費審査事業受託

者へ支払の有無を選択する。 

チェックあり・・・・・・・・・ 支払が行われる 

空白・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われない 
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入 力 項 目 入  力  要  領 

診療費 

委託費 

二次健診費 

費用 

休業 

介護 

通院費 

一時金（傷病） 

一時金（障害） 

一時金（遺族） 

一時金（特別遺族） 

葬祭料 

給付単位での支払の有無を示す。 

チェックあり・・・・・・・・・ 支払が行われる 

空白・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われない 

 

(ﾎ) ボタン項目 

ボタン名 ボタン押下後の動き 

更新 入力した支払スケジュール情報を登録する。 

戻る 「支払スケジュール詳細画面」に戻る。 

終了 支払スケジュール管理画面を終了する。 
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ニ 支払スケジュール完了画面 

(ｲ) 画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 出力条件 

「支払スケジュール更新画面」にて登録された結果を画面に出力する。 

また、「支払スケジュール詳細画面」にて削除ボタンが押された場合は、該当するスケジュール

を削除した後の状態を画面に出力する。 

 

(ﾊ) 主な出力項目の説明 

出 力 項 目 出  力  要  領 

支払年月 「支払スケジュール検索画面」にて指定された支払年月。 

データ締切日 支払処理を行う日。 

ＡＤＡＭＳ登録日 ＡＤＡＭＳに対して債主登録、支出負担行為即支出決定登

録を行う日。 

支払日 振込払の場合、実際に支払が行われる日。 

振込払以外の場合、支払予定日。 

（受） 療養の給付（診療費）における、労災診療費審査事業受託

者へ支払の有無を示す。 

○・・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われる 

空白・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われない 
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出 力 項 目 出  力  要  領 

診療費 

委託費 

二次健診費 

費用 

休業 

介護 

通院費 

一時金（傷病） 

一時金（障害） 

一時金（遺族） 

一時金（特別遺族） 

葬祭料 

給付単位での支払の有無を示す。 

○・・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われる 

空白・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われない 

 

(ﾆ) ボタン項目 

ボタン名 ボタン押下後の動き 

詳細に戻る 
ボタンが表示されている行の日付を変更するため、「支払スケジュール

更新画面」に遷移する。 

終了 支払スケジュール管理画面を終了する。 
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３. 支払処理（診療費・アフターケア委託費・二次健診） 

(1) 支払先振込不能予定一覧表 

（診療費支払先振込不能予定一覧表、アフターケア委託費支払先振込不能予定一覧表、二次健診支払

先振込不能予定一覧表） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（自動配信）又はセンタ出力 

 

ロ 印書内容 

データ締切日前に、指定医療機関、指定・指名機関で指定されている振込先金融機関が有効ではな

い、あるいは口座番号が設定されていない等により、今後の支払業務で振込不能となるデータについ

て、該当する局及び指定医療機関等ごとに出力する。なお、振込不能情報が存在しない場合は、「振込

不能データはありませんでした」というメッセージを出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

以下の給付種別ごとに支払先振込不能予定一覧表のタイトルを印書する。 

診療費 ………………… 「診療費支払先振込不能予定一覧表」 

アフターケア委託費 … 「アフターケア委託費支払先振込不能予定一

覧表」 

二次健診 ……………… 「二次健診支払先振込不能予定一覧表」 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

局名 
対象の局コードと労働局名を印書する。 

支払予定年月日 直近の支払予定年月日を印書する。 

支払予定 次の支払処理で支払予定である場合、「支払あり」と印書する。 

指定取消年月日 該当の医療機関の指定取消年月日を印書する。 

医療機関番号 

又は 

健診給付病院等番号 

該当の医療機関等番号を印書する。 

名称 該当の医療機関の名称を印書する。 

支払金額 支払予定金額を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

不能理由 

以下の該当する不能理由を印書する。 

「口座番号が設定されていません」 

「口座番号が設定されていません（一括先）」 

「存在しない金融機関が設定されています」 

「存在しない金融機関が設定されています（一括先）」 

「振込先金融機関が適用期間外です」 

「振込先金融機関が適用期間外です（一括先）」 

「振込不能の金融機関が設定されています」 

「振込不能の金融機関が設定されています（一括先）」 

一括番号 支払先が一括振込先機関（団体）の場合、一括番号を印書する。 

口座情報 

対象となった口座により以下の内容を印書する。 

指定医療機関の口座の場合 …………………………… 「指定医療」 

指定・指名機関の口座の場合 ………………………… 「指定指名」 

アフターケアの口座の場合 …………………………… 「アフター」 

二次健診費の口座の場合 ……………………………… 「健診給付」 

金融機関コード 振込先の金融機関コードを印書する。 

金融機関名 

店舗名 
振込先の金融機関名称及び店舗名称を印書する。 

適用開始日 

適用終了日 
振込先金融機関の適用開始年月日及び適用終了年月日を印書する。 

預金種別 

振込先口座の預金種別を登録されているコードに基づき、以下の内容を印

書する。 

１ ………………………………………………………… 「普通預金」 

３ ………………………………………………………… 「当座預金」 

５ ………………………………………………………… 「通知預金」 

７ ………………………………………………………… 「別段預金」 

口座番号 

口座名義人 
振込先の口座番号、口座名義人を印書する。 
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ニ 出力時期 

データ締切日２日前及び１日前のオンライン終了後に各労働局へ配信する。また当日オンライン終

了後に実行した場合は本省業務課に出力する。 

 

ホ 事務処理 

本省業務課は、労働局あて配信される一覧を基に、データ締切日までに指定医療機関及び指定・指

名機関の口座情報の修正を行う。 

（金融機関の合併等に係る指定医療機関及び指定・指名機関の口座情報については本省業務課にて

一括変更を行うため、労働局で修正する必要はない。） 
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ヘ 印書例 
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(2) 相殺状況リスト 

（アフターケア委託費相殺状況リスト） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

今回の支払期において相殺した回収レセプト、相殺できなかった回収レセプト及び次回の支払期か

らは相殺としない回収レセプトの件数と金額を集計して印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 「アフターケア委託費相殺状況リスト」を印書する。 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 
「99 局（全国）」を印書する。 

基準年月日 相殺処理年月日を印書する。 

診薬の別 

データ受付番号 

追回番号 

指定医療機関等の 

名称 

指定機関の番号 

確認年月日 

回収（相殺）金額 

相殺判定回数 

相殺結果メッセージ 

何も印書しない。 

相殺済 

相殺不能 

次回から相殺不可 

相殺結果メッセージごとの総件数と総額を印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 
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ホ 事務処理（相殺を行うのはアフターケア委託費のみである。） 

本省業務課に配信した当リストは全国計の件数のみであるため、回収データ単位の相殺状況につい

ては各労働局へ配信している相殺状況リスト（共通編「Ⅲ-2-(2) アフターケア委託費相殺状況リスト

」）を参照のこと。

回収データと支払データの相殺を実施した場合、支払額から相殺額（回収額）を減算した残額が相

殺後の支払額となる。 

「相殺済」となったレセプトの詳細内容は「相殺内訳リスト」として各労働局へ配信しているので、

必要に応じて確認すること。 

また「次回から相殺不可」となったレセプトについては、債権処理で納入告知書発行の対象となる

ため、必要な事務手続きを行うこと。 

 

へ アフターケア委託費の相殺概念図 
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（参考）本省での事務処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

④債権確認書・債務者登録票出力 

③追給・回収決議書入力 

②追給・回収決議書出力 

①修正票入力  

労働局 

（支給決定権者）

 

 

短期給付 

 

 

 

 

ADAMS 端末 

（職員用 PC）
債務者 

財務省 

会計センター

本省 

歳入徴収官 

支払 
相殺残額の支出 

⑥相殺分の 

債権登録 

振替済通知 

 

本省 

官署支出官

 

納入告知書 

相殺額の支出 

(国庫金振替) 

相殺依頼 

⑦相殺残額分 

（ファイル転送）

⑥相殺分 

労災保険業務課

手
入
力 

債権管理機能 

⑤債権確認書・ 

債務者登録票入力 

 

 

 

 
支払振込通知書 

(相殺後の額を通知）  

基準労災 

システム機能 

  
官職等 他システム 

他機関 

凡例： 
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ト 印書例 
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(3) 支出決定書 

（診療費支出決定書、アフターケア委託費支出決定書、二次健康診断等費用支出決定書） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４縦 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

診療費、アフターケア委託費、二次健診の請求について、以下の項目を出力する。 

なお、各項目には国立の病院及び支払期時点で差押えとなっている医療機関の分を含めず、入力局

単位及び全国計を印書する。 

ただし、全国計のみ全国の差押え医療機関の支払金額を集計し、「差押え機関分」項目に金額を印書

する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

支払年月日 支払年月日を印書する。 

タイトル 

以下の給付種別ごとに支出決定書のタイトルを印書する。 

診療費 …………………… 「診療費支出決定書」 

アフターケア委託費 …… 「アフターケア委託費支出決定書」 

二次健診 ………………… 「二次健康診断等費用支出決定書」 

支払金額 

（枠線内） 

次の計算により算出した金額を印書する。 

支払金額＝請求金額＋査定増－査定減－保留額－不支給額＋保留解除 

＋追給額－相殺額（相殺を行うのはアフターケア委託費のみである。） 

代表名及び 

医療機関数 

代表の医療機関等名称及びこの支出決定書に含まれる支払対象の医療機関

等数を印書する。 

請求金額 
今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の請求書の請求金額

の合計を印書する。 

査定増 
今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）のレセプトの査定増

額の合計を印書する。 

査定減 
今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）のレセプトの査定減

額の合計を印書する。 

保留額 
今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）のレセプトの局保留、

給付保留及びエラー保留の合計を印書する。 

不支給額 
今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）のレセプトの不支給

額の合計を印書する。 

保留解除 
以前入力分の今支払期におけるエラー解除及び保留解除レセプトの合計額

又は支払額（査定したレセプト）計を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

追給額 今支払期における追給額計を印書する。 

相殺額 
今支払期における相殺額の合計を印書する。（相殺を行うのはアフターケア

委託費のみである。） 

差し押さえ機関分 

入力局単位の場合、何も印書しない。 

全国計の場合、差押えが設定された医療機関への支払金額の合計を印書す

る。 

労働局名など 
入力局単位の場合、労働局名を印書する。 

全国計の場合、「本省」と印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

当リスト及び「支出調書」により今支払期における支払金額、不支給及び保留の金額を確認し、支

出伺書を作成の上、本省業務課内決裁の事務を行うこと。 

また、ＡＤＡＭＳ登録後に出力される「支出負担行為即支出決定決議書」の支払金額を確認し、本

省管理課へ引き渡すこと。 

本省管理課では引き渡された資料について決裁を行い、支払予定日前日までにＡＤＡＭＳ端末にお

いて支出決定通知確認入力を行うこと。 
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(4) 支出調書 

（診療費支出調書、二次健康診断等費用支出調書、アフターケア委託費支出調書） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

診療費、アフターケア委託費及び二次健診において、国立の病院以外の指定医療機関・指定指名機

関からの請求に関して、支払のある場合（以前保留解除分の支払額及び追給額も含む。）に入力局ごと

にページ分けして作成する。 

また、労働局ごと、診薬の別ごとの 終ページに請求書件数合計及び支払額合計を印書する。 

全局印書後、全国計として 終ページに全局の合計（請求した医療機関の件数、支払金額）を印書

する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

以下の給付種別ごとに支出決定書のタイトルを印書する。 

診療費 …………………… 「診療費支出調書」 

アフターケア委託費 …… 「アフターケア委託費支出調書」 

二次健診 ………………… 「二次健康診断等費用支出調書」 

支払年月日 支払年月日を印書する。 

局コード 

局名 

対象の局コードと局名を印書する。 

全国計の場合は、「99 局（全国）」を印書する。 

診薬の別名 

診療費及びアフターケア委託費について、診薬の別を登録されているコー

ドを基に、以下の内容を出力する。 

１ …………………………………………………………… 「診療費」 

３ …………………………………………………………… 「薬剤費」 

整理番号 労働局、診薬の別単位の通番を印書する。 

受取人 

〔住所、氏名〕 
該当する指定病院、健診給付病院等の所在地及び名称を印書する。 

金額 

請求書ごとの支払額を印書する。 

回収額との相殺を実行した場合には、下段に相殺前の支払額を（ ）付きで

印書する。（相殺を行うのはアフターケア委託費のみである。） 

指定病院等の番号 

又は 

健診給付病院等の 

番号 

該当する指定病院、健診給付病院等の番号を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

備考・小切手・振替

書 

該当する指定病院、健診給付病院等が差し押さえ対象の場合、「差し押さえ」

と印書する。 

合計件数 

同一局内及び同一診薬の別内で印書した医療機関等数を印書する。 

全国計の場合は、全ての局での医療機関等数を印書する。 

ただし、いずれも差し押さえ対象の医療機関等数は含まない。 

合計金額 

同一局内又は医療機関での相殺後支払金額の合計額を印書する。（相殺を行

うのはアフターケア委託費のみである。） 

回収額との相殺を実行した場合には、下段に相殺前の支払額の合計額を（ ）

付きで印書する。（相殺を行うのはアフターケア委託費のみである。） 

全国計の場合は、全ての局での相殺後支払金額の合計額を印書する。回収額

との相殺を実行した場合には、下段に相殺前の支払額の合計額を（ ）付きで

印書する。（相殺を行うのはアフターケア委託費のみである。） 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

当リスト及び「支出決定書」により今支払期における支払金額、不支給及び保留の金額を確認し、

支出伺書を作成の上、本省業務課内決裁の事務を行うこと。 

また、ＡＤＡＭＳ登録後に出力される「支出負担行為即支出決定決議書」の支払金額を確認し、本

省管理課へ引き渡すこと。 

本省管理課では引き渡された資料について決裁を行い、支払予定日前日までにＡＤＡＭＳ端末にお

いて支出決定通知確認入力を行うこと。 
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ヘ 印書例 
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(5) 支出決定書（国庫内移換） 

（診療費支出決定書（国庫内移換）、二次健康診断等費用支出決定書（国庫内移換）、アフターケア委

託費支出決定書（国庫内移換）） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４縦 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

国立の病院による診療費、アフターケア委託費、二次健診の請求について以下の項目を出力する。 

なお、各項目はレセプト入力局、医療機関単位で印書し、また全国計として医療機関単位について

も印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

支払年月日 支払年月日を印書する。 

タイトル 

以下の給付種別ごとに支出決定書のタイトルを印書する。 

診療費 ………………… 「診療費支出決定書（国庫内移換）」 

アフターケア委託費 … 「アフターケア委託費支出決定書（国庫内移

換）」 

二次健診 ……………… 「二次健康診断等費用支出決定書（国庫内移

換）」 

支払金額 

（枠線内） 

次の計算により算出した金額を印書する。 

支払金額＝請求金額＋査定増－査定減－保留額－不支給額＋保留解除 

＋追給額－相殺額（相殺を行うのはアフターケア委託費のみである。） 

指定医療機関名 該当の指定医療機関名称を印書する。 

請求金額 
今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の請求書の請求金額

の合計を印書する。 

査定増 
今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）のレセプトの査定増

額の合計を印書する。 

査定減 
今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）のレセプトの査定減

額の合計を印書する。 

保留額 
今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）のレセプトの局保留、

給付保留及びエラー保留の合計を印書する。 

不支給額 
今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）のレセプトの不支給

額の合計を印書する。 

保留解除 
以前入力分の今支払期におけるエラー解除及び保留解除レセプトの合計額

又は支払額（査定したレセプト）計を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

追給額 今支払期における追給額計を印書する。 

相殺額 
今支払期における相殺額の合計を印書する。（相殺を行うのはアフターケア

委託費のみである。） 

差し押さえ機関分 何も印書しない。 

労働局名など 
入力局、医療機関単位の場合は入力局を印書する。 

全国計の場合は何も印書しない。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

当リスト及び「支出調書（国庫内移換）」により今支払期における支払金額、不支給及び保留の金額

を確認し、支出伺書を作成の上、本省業務課内決裁の事務を行うこと。 

また、ＡＤＡＭＳ端末にて債主登録及び支出負担行為即支出決定登録を行い、本省業務課内決裁で

使用した書類を本省管理課へ引き渡すこと。 

本省管理課では引き渡された資料について決裁を行い、支払予定日前日までにＡＤＡＭＳ端末にお

いて支出決定通知確認入力を行うこと。 
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(6) 支出調書（国庫内移換用） 

（診療費支出調書（国庫内移換用）、二次健康診断等費用支出調書（国庫内移換用）、アフターケア委

託費支出調書（国庫内移換用）） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

診療費、アフターケア委託費及び二次健診において、国立の病院からの請求に関して、支払がある

場合（以前保留解除分の支払額及び追給額も含む。）に医療機関あるいは労働局ごとにページ分けして

作成する。 

また、医療機関あるいは労働局ごとの 終ページに請求件数合計及び支払額合計を印書する。 

全てについて印書後、全国計として 終ページに全局の合計（請求件数、支払金額）を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

以下の給付種別ごとに支出決定書のタイトルを印書する。 

診療費 ………………… 「診療費支出調書（国庫内移換用）」 

アフターケア委託費 … 「アフターケア委託費支出調書（国庫内移換

用）」 

二次健診 ……………… 「二次健康診断等費用支出調書（国庫内移換

用）」 

支払年月日 支払年月日を印書する。 

局コード 

局名 

対象の局コードと局名を印書する。 

全国計の場合は、「99 局（全国）」を印書する。 

受取人番号タイトル 

以下の給付種別ごとに受取人番号のタイトルを印書する。 

診療費 ……………………………………… 「指定病院等の番号」 

アフターケア委託費 ……………………… 「指定病院等の番号」 

二次健診 …………………………………… 「健診給付病院等の番号」 

整理番号 請求書単位の通番。 

受取人 

〔住所、氏名〕 
該当する国立病院、国立の健診給付病院等の所在地及び名称を印書する。 

金額 

請求書ごとの支払額を印書する。 

回収額との相殺を実行した場合には、下段に相殺前の支払額を（ ）付きで

印書する。（相殺を行うのはアフターケア委託費のみである。） 
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出力項目名 出  力  内  容 

指定病院等の番号 

又は 

健診給付病院等の 

番号 

該当する指定病院、健診給付病院等の番号を印書する。 

備考・小切手・振替

書 
何も印書しない。 

合計件数 
同一の入力局、医療機関あるいは労働局での請求書の合計件数を印書する。

全国計の場合は、全ての局での請求書の合計件数を印書する。 

合計金額 

同一局内又は医療機関での相殺後支払金額の合計額を印書する。（相殺を行

うのはアフターケア委託費のみである。） 

回収額との相殺を実行した場合には、下段に相殺前の支払額の合計額を（ ）

付きで印書する。（相殺を行うのはアフターケア委託費のみである。） 

全国計の場合は、全ての局での相殺後支払金額の合計額を印書する。回収額

との相殺を実行した場合には、下段に相殺前の支払額の合計額を（ ）付きで

印書する。（相殺を行うのはアフターケア委託費のみである。） 

注釈文 国庫金振替の場合の注釈を記載する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

当リスト及び「支出決定書（国庫内移換用）」により今支払期における支払金額、不支給及び保留の

金額を確認し、支出伺書を作成の上、決裁の事務を行うこと。 

また、ＡＤＡＭＳ端末にて債主登録及び支出負担行為即支出決定登録を行い、決裁で使用した書類

を本省管理課へ引き渡すこと。 

本省管理課では引き渡された資料について決裁を行い、支払予定日前日までにＡＤＡＭＳ端末にお

いて支出決定通知確認入力を行うこと。 
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(7) 支出決定書（差押え） 

（診療費支出決定書（差押え）、二次健康診断等費用支出決定書（差押え）、アフターケア委託費支出

決定書（差押え）） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４縦 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

診療費、アフターケア委託費、二次健診において、支払期時点で請求元が差し押さえとなっている

医療機関分の請求について、以下の項目を出力する。 

なお、レセプト入力局、差押え医療機関単位で印書し、また全国計として医療機関単位についても

印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

支払年月日 支払年月日を印書する。 

タイトル 

以下の給付種別ごとに支出決定書のタイトルを印書する。 

診療費 ………………… 「診療費支出決定書」 

アフターケア委託費 … 「アフターケア委託費支出決定書」 

二次健診 ……………… 「二次健康診断等費用支出決定書」 

支払金額 

（枠線内） 
差し押さえとなっている医療機関への支払金額を印書する。 

指定医療機関名 該当の指定医療機関名称を印書する。 

請求金額 

査定増 

査定減 

保留額 

不支給額 

保留解除 

追給額 

相殺額 

差し押さえ機関分 

何も印書しない。 

 

労働局名など 
レセプト入力局、医療機関単位の場合は、入力した労働局名を印書し、全国

計である医療機関単位の場合は、何も表示しない。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 
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ホ 事務処理 

当リスト及び「支出調書」により差押え機関への今支払期における支払金額を確認し、支出伺書を

作成の上、本省業務課内決裁の事務を行うこと。 

また、差押え医療機関単位に適切な支払手続きを行うこと。 
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ヘ 印書例 
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(8) 支払振込通知書 

(8-1) 労働者災害補償保険診療費支払振込通知書 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 外部委託 

 

ロ 印書内容 

支払振込通知書は国立以外の指定病院及び指定薬局からの請求に関する支払の内容を印書する。 

(ｲ) 支払振込通知書の単位 

今回入力分は請求書単位に印書する。以前入力の請求書エラーの請求書が今回エラー解除になっ

た場合も同様である。 

以前入力分で今支払期までに保留が解除となったレセプト及び追給レセプトは、１通にまとめて

印書する。 

(ﾛ) 内訳欄への印書 

下段の内訳書欄には、今回入力した分（以前入力した分の請求書エラー解除分を含む）のレセプ

トのうち、請求どおりに支払われたレセプトについては印書しない。 

 

ハ 出力項目の説明 

〔通知先機関及びその口座関係項目〕 

出力項目名 出  力  内  容 

指定病院等の番号 支払通知先の指定病院又は指定薬局の番号を印書する。 

郵便番号及び住所 

病院又は診療所名 

代表者の氏名 

指定病院等の番号に該当する機関の内容を指定医療機関台帳又は指定・指

名機関台帳より印書する（台帳に漢字登記されている場合は漢字で印書す

る）。 

支払年月日 支払年月日を印書する。 

ページ 同一請求書における、通知書のページ数を印書する。 

請求年月 

請求書に記載した請求年月を印書する。 

なお、以前入力の保留分解除による通知書については、最古のレセプトの

属する請求書の請求年月を印書する。 

入力局 請求グループの入力局を印書する。 

振込先金融機関名 

店舗名 

口座番号 

口座名義人 

指定病院又は指定薬局が指定する金融機関及び口座項目を印書する。 

ただし、一括振込先機関と契約している指定病院については、一括振込先

機関の指定する金融機関及び口座項目を印書する（振込先金融機関名・店舗

名については、金融機関台帳に漢字登録されている場合は漢字で印書する）。
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〔診療費計算結果〕 

同一請求書グループについてページが複数に及ぶ場合は、最初のページに以下の項目を印書する。 

出力項目名 出  力  内  容 

内訳書添付枚数 

請求書請求金額 

査定減額総計 

査定増額総計 

不支給保留額総計 

今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の請求書グループに

ついて、各レセプトの査定金額、不支給額及びエラー等による保留額を積み

上げた結果を印書する（不支給保留額総計については、不支給額及びエラー

等による保留額の総計を印書する）。 

（注） 以前入力の保留分解除及び追給による通知書には、左記項目は印書

しない。 

以前保留分解除額 

総計 

以前入力分についてエラー解除及び保留解除した結果、今回支払対象とな

ったレセプトの合計額又は支払額の総計を印書する。 

（注）以前保留分解除により今回不支給となったレセプトについては、金

額の加算は行わず〔内訳書〕欄のみ印書する。 

追給額総計 追給となったレセプトの追給額の総計を印書する。 

支払額総計 

請求書ごとの支払額を印書する。 

なお、支払額総計は次により算出する。 

○ 今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の通知書の場合 

支払額総計＝請求書請求金額－査定減額総計＋査定増額総計 

－不支給保留額総計＋追給額総計 

○ 以前入力の保留解除による通知書の場合 

支払額総計＝以前保留分解除額総計＋追給額総計 
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〔内訳書〕 

今回入力分の通知書には、査定、保留（局署）、エラー等による保留、不支給となったレセプト

のみ印書し、請求どおりに支払が行われたレセプトについては印書しない。 

以前入力分による通知書には、エラー解除、保留解除、不支給及び追給となったレセプトを印書

する。 

なお、同一請求書グループで印書するレセプトが 10 件を超えるごと又は請求書グループが変わる

ごとに改頁を行う。 

出力項目名 出  力  内  容 

保険（年金証書） 

番号 

生年月日 

負傷又は発病年月日 

該当レセプトの給付キーを印書する。 

請求年月 
今回入力分については、請求書の請求年月を印書する。 

以前入力分については、レセプトの属する請求書の請求年月を印書する。 

療養日数 該当レセプトの療養期間（投薬期間）から算出した日数を印書する。 

実診療日数 
診療費については、該当レセプトの実診療日数を印書する。 

薬剤費については、該当レセプトの調剤数量を印書する。 

内訳書請求金額 レセプトの合計額を印書する。 

支払額 

次の状態のレセプトの場合に、支払額を印書する。 

○ 今回入力分の支払で査定の入力があるレセプト 

○ 以前入力分のレセプトで今回支払となるレセプト 

差額 

査定が行われたレセプトの場合に、差額と増減コードを印書する。 

増額査定 ………………………………………………………… 「＋」 

減額査定 ………………………………………………………… 「－」 

差額理由 増減理由のコードに該当する差額理由を印書する。 

備考 

不支給、保留、追給、保留解除となったレセプトの状態を印書する。 

不支給となったレセプト ……………………………… 「不支給」 

エラー保留のレセプト ………………………………… 「保留」 

局保留の指定のあったレセプト ……………………… 「局保留」 

給付保留の指定のあったレセプト …………………… 「署保留」 

追給の生じたレセプト ………………………………… 「追給」 

保留解除となったレセプト …………………………… 「保留解除」 

 

また、基本情報に該当する被災労働者が登記されている場合は、被災労働

者氏名を印書する（漢字登記されている場合は漢字で印書する）。 
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ニ 出力時期 

データ締切日後、本省業務課より該当指定病院及び指定薬局へ送付する。 

また、労災診療費審査事業受託者契約の指定病院については、労災診療費審査事業受託者へ送付す

る。 

 

ホ 事務処理 

当リストは、国立病院を除く指定病院及び指定薬局の請求に対して、支払の内容を本省業務課から

該当機関に通知するものである。内容について照会があった場合は、労働局へ別途配信される「労働

者災害補償保険診療費審査確認内訳書」により対応すること。 
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ヘ 印書例 
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(8-2) 労働者災害補償保険二次健康診断等費用支払振込通知書 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 外部委託 

 

ロ 印書内容 

支払振込通知書は国立以外の健診給付病院等からの請求に関する支払の内容を印書する。 

(ｲ) 支払振込通知書の単位 

今回入力分は請求書単位に印書する。以前入力の請求書エラーの請求書が今回エラー解除になっ

た場合も同様である。 

以前入力分で今支払期までに保留が解除となったレセプト及び追給レセプトは、１通にまとめて

印書する。 

(ﾛ) 内訳欄への印書 

下段の内訳書欄には、今回入力した分（以前入力した分の請求書エラー解除分を含む）のレセプ

トのうち、請求どおりに支払われたレセプトについては印書しない。 

 

ハ 出力項目の説明 

〔通知先機関及びその口座関係項目〕 

出力項目名 出  力  内  容 

健診給付病院等番号 支払通知先の健診給付病院等番号を印書する。 

郵便番号及び住所 

健診給付病院等名称 

代表者の氏名 

健診給付病院等番号に該当する医療機関の内容を指定医療機関台帳より印

書する（台帳に漢字登録されている場合は漢字で印書する）。 

支払年月日 支払年月日を印書する。 

ページ 同一請求書における、通知書のページ数を印書する。 

請求年月 

請求書に記載した請求年月を印書する。 

なお、以前入力の保留分解除による通知書については、最古のレセプトの

属する請求書の請求年月を印書する。 

入力局 請求グループの入力局を印書する。 

振込先金融機関名 

店舗名 

口座番号 

口座名義人 

健診給付病院等が指定する金融機関及び口座項目を印書する。 

ただし、一括振込先機関と契約している健診給付病院等については、一括

振込先機関の指定する金融機関及び口座項目を印書する（振込先金融機関

名・店舗名については、金融機関台帳に漢字登録されている場合は漢字で印

書する）。 
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〔二次健診費計算結果〕 

同一請求書グループについてページが複数に及ぶ場合は、最初のページに以下の項目を印書する。 

出力項目名 出  力  内  容 

内訳書添付枚数 

請求書請求金額 

査定減額総計 

査定増額総計 

不支給保留額総計 

今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の請求書グループに

ついて、各レセプトの査定金額、不支給額及びエラー等による保留額を積み

上げた結果を印書する（不支給保留額総計については、不支給額及びエラー

等による保留額の総計を印書する）。 

（注） 以前入力の保留分解除及び追給による通知書には、左記項目は印書

しない。 

以前保留分解除額 

総計 

以前入力分についてエラー解除及び保留解除した結果、今回支払対象とな

ったレセプトの合計額又は支払額の総計を印書する。 

（注）以前保留分解除により今回不支給となったレセプトについては、金

額の加算は行わず〔内訳書〕欄のみ印書する。 

追給額総計 追給となったレセプトの追給額の総計を印書する。 

支払額総計 

請求書ごとの支払額を印書する。 

なお、支払額総計は次により算出する。 

○ 今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の通知書の場合 

支払額総計＝請求書請求金額－査定減額総計＋査定増額総計 

－不支給保留額総計＋追給額総計 

○ 以前入力の保留解除による通知書の場合 

支払額総計＝以前保留分解除額総計＋追給額総計 
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〔内訳書〕 

今回入力分の通知書には、査定、保留（局署）、エラー等による保留、不支給となったレセプト

のみ印書し、請求どおりに支払が行われたレセプトについては印書しない。 

以前入力分による通知書には、エラー解除、保留解除、不支給及び追給となったレセプトを印書

する。 

なお、同一請求書グループで印書するレセプトが 10 件を超えるごと又は請求書グループが変わる

ごとに改頁を行う。 

出力項目名 出  力  内  容 

労働保険番号 

生年月日 

二次健診受診日 

氏名（カナ） 

該当レセプトの給付キーを印書する。 

請求年月 
今回入力分については、請求書の請求年月を印書する。 

以前入力分については、レセプトの属する請求書の請求年月を印書する。 

内訳書請求金額 レセプトの合計額を印書する。 

支払額 

次の状態のレセプトの場合に、支払額を印書する。 

○ 今回入力分の支払で査定の入力があるレセプト 

○ 以前入力分のレセプトで今回支払となるレセプト 

差額 

査定が行われたレセプトの場合に、差額と増減コードを印書する。 

増額査定 ………………………………………………………… 「＋」 

減額査定 ………………………………………………………… 「－」 

差額理由 増減理由のコードに該当する差額理由を印書する。 

備考 

不支給、保留、追給、保留解除となったレセプトの状態を印書する。 

不支給となったレセプト ……………………………… 「不支給」 

エラー保留のレセプト ………………………………… 「エラー」 

局保留又は決議後保留のレセプト …………………… 「保留」 

追給の生じたレセプト ………………………………… 「追給」 

保留解除となったレセプト …………………………… 「保留解除」 

 

また、基本情報に該当する請求労働者が登録されている場合は、請求労働

者氏名を印書する（漢字登録されている場合は漢字で印書する）。 
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ニ 出力時期 

データ締切日後、本省業務課から対象となっている健診給付病院等（国立を除く）へ送付する。 

 

ホ 事務処理 

当リストは、国立病院を除く健診給付病院等の請求に対して、支払の内容を本省業務課から該当機

関に通知するものである。内容について照会があった場合は、労働局へ別途配信される「労働者災害

補償保険二次健康診断等費用審査確認内訳書」により対応すること。 
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ヘ 印書例 

 

 

Ⅰ  

 

-3-(8)-10



(8-3) アフターケア委託費支払振込通知書 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 外部委託 

 

ロ 印書内容 

支払振込通知書は国立以外の指定病院及び指定薬局からの請求に関する支払の内容を印書する。 

(ｲ) 支払振込通知書の単位 

今回入力分は請求書単位に印書する。以前入力の請求書エラーの請求書が今回エラー解除になっ

た場合も同様である。 

以前入力分で今支払期までに保留が解除となったレセプト及び追給レセプトは、１通にまとめて

印書する。 

(ﾛ) 内訳欄への印書 

下段の内訳書欄には、今回入力した分（以前入力した分の請求書エラー解除分を含む）のレセプ

トのうち、請求どおりに支払われたレセプトについては印書しない。 

 

ハ 出力項目の説明 

〔通知先機関及びその口座関係項目〕 

出力項目名 出  力  内  容 

指定病院等の番号 支払通知先の指定病院又は指定薬局の番号を印書する。 

郵便番号及び住所 

病院、診療所 

又は指定薬局名 

代表者の氏名 

指定病院等の番号に該当する機関の内容を指定医療機関台帳又は指定・指

名機関台帳より印書する（台帳に漢字登記されている場合は漢字で印書す

る）。 

支払年月日 支払年月日を印書する。 

ページ 同一請求書における、通知書のページ数を印書する。 

請求年月 

請求書に記載した請求年月を印書する。 

なお、以前入力の保留分解除による通知書については、最古のレセプトの

属する請求書の請求年月を印書する。 

入力局 請求グループの入力局を印書する。 

振込先金融機関名 

店舗名 

口座番号 

口座名義人 

指定病院又は指定薬局が指定する金融機関及び口座項目を印書する。 

ただし、一括振込先機関と契約している指定病院については、一括振込先

機関の指定する金融機関及び口座項目を印書する（振込先金融機関名・店舗

名については、金融機関台帳に漢字登録されている場合は漢字で印書する）。
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〔アフターケア委託費計算結果〕 

同一請求書グループについてページが複数に及ぶ場合は、最初のページに以下の項目を印書する。 

出力項目名 出  力  内  容 

内訳書添付枚数 

請求書請求金額 

査定減額総計 

査定増額総計 

不支給保留額総計 

今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の請求書グループに

ついて、各レセプトの査定金額、不支給額及びエラー等による保留額を積み

上げた結果を印書する（不支給保留額総計については、不支給額及びエラー

等による保留額の総計を印書する）。 

（注） 以前入力の保留分解除及び追給による通知書には、左記項目は印書

しない。 

相殺分（回収額）総計 
支払処理で債権相殺を行った場合、支払金額から差し引きを行った回収金

額を印書する。 

以前保留分解除額 

総計 

以前入力分についてエラー解除及び保留解除した結果、今回支払対象とな

ったレセプトの合計額又は支払額の総計を印書する。 

（注）以前保留分解除により今回不支給となったレセプトについては、金

額の加算は行わず〔内訳書〕欄のみ印書する。 

追給額総計 追給となったレセプトの追給額の総計を印書する。 

支払額総計 

請求書ごとの支払額を印書する。 

なお、支払額総計は次により算出する。 

○ 今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の通知書の場合 

支払額総計＝請求書請求金額－査定減額総計＋査定増額総計 

－不支給保留額総計＋追給額総計－相殺分（回収額）総計 

○ 以前入力の保留解除による通知書の場合 

支払額総計＝以前保留分解除額総計＋追給額総計－相殺分（回収額）総計 
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〔内訳書〕 

今回入力分の通知書には、査定、保留（局署）、エラー等による保留、不支給となったレセプト

のみ印書し、請求どおりに支払が行われたレセプトについては印書しない。 

以前入力分による通知書には、エラー解除、保留解除、不支給及び追給となったレセプトを印書

する。 

なお、同一請求書グループで印書するレセプトが 10 件を超えるごと又は請求書グループが変わる

ごとに改頁を行う。 

出力項目名 出  力  内  容 

健康管理手帳番号 該当レセプトの健康管理手帳番号を印書する。 

請求年月 
今回入力分については、請求書の請求年月を印書する。 

以前入力分については、レセプトの属する請求書の請求年月を印書する。 

内訳書請求金額 レセプトの合計額を印書する。 

支払額 

次の状態のレセプトの場合に、支払額を印書する。 

○ 今回入力分の支払で査定の入力があるレセプト 

○ 以前入力分のレセプトで今回支払となるレセプト 

差額 

査定が行われたレセプトの場合に、差額と増減コードを印書する。 

増額査定 ………………………………………………………… 「＋」 

減額査定 ………………………………………………………… 「－」 

差額理由 増減理由のコードに該当する差額理由を印書する。 

備考 

不支給、保留、追給、保留解除となったレセプトの状態を印書する。 

不支給となったレセプト ……………………………… 「不支給」 

エラー保留のレセプト ………………………………… 「保留」 

局保留の指定のあったレセプト ……………………… 「局保留」 

追給の生じたレセプト ………………………………… 「追給」 

保留解除となったレセプト …………………………… 「保留解除」 

 

また、アフターケア対象者の氏名が登記してある場合には、対象者氏名を

印書する（漢字登記されている場合は漢字で印書する）。 
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ニ 出力時期 

データ締切日後、本省業務課より該当指定病院及び指定薬局へ送付する。 

 

ホ 事務処理 

当リストは、国立病院を除く指定病院及び指定薬局の請求に対して、支払の内容を本省業務課から

該当機関に通知するものである。内容について照会があった場合は、労働局へ別途配信される「アフ

ターケア委託費審査確認内訳書」により対応すること。 
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ヘ 印書例 
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(9) 通知書（０円通知書） 

(9-1) 労働者災害補償保険診療費通知書 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 外部委託 

 

ロ 印書内容 

当リストは請求書グループ内の全レセプトが保留又は不支給等により、今支払期に支払が行われな

い場合に作成する。 

(ｲ) 今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分も含む。） 

請求書グループのレセプトがすべて不支給又は保留（エラー保留を含む。）となっている場合に

請求書単位で出力する。 

(ﾛ) 以前入力分 

以前保留分（エラーも含む。）となったレセプトがすべて不支給となり、保留解除された場合に

１通にまとめて出力する。 

ただし同一の指定病院又は指定薬局に以前保留分解除による支払レセプトがある場合は、「労働

者災害補償保険診療費支払振込通知書」により通知する。 

なお、請求書エラーによるものは、当リストには出力しない。 

 

ハ 出力項目の説明 

〔通知先機関及びその口座関係項目〕 

出力項目名 出  力  内  容 

指定病院等の番号 支払通知先の指定病院又は指定薬局の番号を印書する。 

郵便番号及び住所 

病院又は診療所名 

代表者の氏名 

指定病院等の番号に該当する機関の内容を指定医療機関台帳又は指定・指

名機関台帳より印書する（台帳に漢字登記されている場合は漢字で印書す

る）。 

支払年月日 支払年月日を印書する。 

ページ 同一請求書における、通知書のページ数を印書する。 

請求年月 

請求書に記載した請求年月を印書する。 

なお、以前入力の保留分解除による通知書については、最古のレセプトの

属する請求書の請求年月を印書する。 

入力局 請求グループの入力局を印書する。 

振込先金融機関名 

店舗名 

口座番号 

口座名義人 

指定病院又は指定薬局が指定する金融機関及び口座項目を印書する。 

ただし、一括振込先機関と契約している指定病院については、一括振込先

機関の指定する金融機関及び口座項目を印書する（振込先金融機関名・店舗

名については、金融機関台帳に漢字登録されている場合は漢字で印書する）。
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〔診療費計算結果〕 

同一請求書グループについてページが複数に及ぶ場合は、最初のページに以下の項目を印書する。 

出力項目名 出  力  内  容 

内訳書添付枚数 

請求書請求金額 

査定減額総計 

査定増額総計 

不支給保留額総計 

今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の請求書グループに

ついて、各レセプトの査定金額、不支給額及びエラー等による保留額を積み

上げた結果を印書する（不支給保留額総計については、不支給額及びエラー

等による保留額の総計を印書する）。 

（注） 以前入力の保留分解除及び追給による通知書には、左記項目は印書

しない。 

以前保留分解除額 

総計 

以前入力分についてエラー解除及び保留解除した結果、今回支払対象とな

ったレセプトの合計額又は支払額の総計を印書する。 

（注）以前保留分解除により今回不支給となったレセプトについては、金

額の加算は行わず〔内訳書〕欄のみ印書する。 

追給額総計 追給となったレセプトの追給額の総計を印書する。 

支払額総計 

請求書ごとの支払額を印書する。 

なお、支払額総計は次により算出する。 

○ 今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の通知書の場合 

支払額総計＝請求書請求金額－査定減額総計＋査定増額総計 

－不支給保留額総計＋追給額総計 

○ 以前入力の保留解除による通知書の場合 

支払額総計＝以前保留分解除額総計＋追給額総計 
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〔内訳書〕 

同一請求書グループで印書するレセプトが 10 件を超えるごと又は請求書グループが変わるごと

に改頁を行う。 

出力項目名 出  力  内  容 

保険（年金証書） 

番号 

生年月日 

負傷又は発病年月日 

該当レセプトの給付キーを印書する。 

請求年月 
今回入力分については、請求書の請求年月を印書する。 

以前入力分については、レセプトの属する請求書の請求年月を印書する。 

療養日数 該当レセプトの療養期間（投薬期間）から算出した日数を印書する。 

実診療日数 
診療費については、該当レセプトの実診療日数を印書する。 

薬剤費については、該当レセプトの調剤数量を印書する。 

内訳書請求金額 レセプトの合計額を印書する。 

支払額 

次の状態のレセプトの場合に、支払額を印書する。 

○ 今回入力分の支払で査定の入力があるレセプト 

○ 以前入力分のレセプトで今回支払となるレセプト 

差額 

査定が行われたレセプトの場合に、差額と増減コードを印書する。 

増額査定 ………………………………………………………… 「＋」 

減額査定 ………………………………………………………… 「－」 

差額理由 増減理由のコードに該当する差額理由を印書する。 

備考 

不支給、保留、追給、保留解除となったレセプトの状態を印書する。 

不支給となったレセプト ……………………………… 「不支給」 

エラー保留のレセプト ………………………………… 「保留」 

局保留の指定のあったレセプト ……………………… 「局保留」 

給付保留の指定のあったレセプト …………………… 「署保留」 

追給の生じたレセプト ………………………………… 「追給」 

保留解除となったレセプト …………………………… 「保留解除」 

 

また、基本情報に該当する被災労働者が登記されている場合は、被災労働

者氏名を印書する（漢字登記されている場合は漢字で印書する）。 
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ニ 出力時期 

データ締切日後、本省業務課より該当指定病院及び指定薬局へ送付する。 

 

ホ 事務処理 

当リストは、国立病院を除く指定病院及び指定薬局の請求に対して、本省業務課から該当機関に通

知するものである。内容について照会があった場合は、労働局へ別途配信される「労働者災害補償保

険診療費審査確認内訳書（０円通知書）」により対応すること。 
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ヘ 印書例 
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(9-2) 労働者災害補償保険二次健康診断等費用通知書 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 外部委託 

 

ロ 印書内容 

当リストは請求書グループ内の全レセプトが保留又は不支給等により、今支払期に支払が行われな

い場合に作成する。 

(ｲ) 今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分も含む。） 

請求書グループのレセプトがすべて不支給又は保留（エラー保留を含む。）となっている場合に

請求書単位で出力する。 

(ﾛ) 以前入力分 

以前保留分（エラーも含む。）となったレセプトがすべて不支給となり、保留解除された場合に

１通にまとめて出力する。 

ただし同一の健診給付病院等に以前保留分解除による支払レセプトがある場合は、「労働者災害

補償保険二次健康診断等費用支払振込通知書」により通知する。 

なお、請求書エラーによるものは、当リストには出力しない。 

 

ハ 出力項目の説明 

〔通知先機関及びその口座関係項目〕 

出力項目名 出  力  内  容 

健診給付病院等番号 支払通知先の健診給付病院等番号を印書する。 

郵便番号及び住所 

健診給付病院等名称 

代表者の氏名 

健診給付病院等番号に該当する医療機関の内容を指定医療機関台帳より印

書する（台帳に漢字登録されている場合は漢字で印書する）。 

支払年月日 支払年月日を印書する。 

ページ 同一請求書における、通知書のページ数を印書する。 

請求年月 

請求書に記載した請求年月を印書する。 

なお、以前入力の保留分解除による通知書については、最古のレセプトの

属する請求書の請求年月を印書する。 

入力局 請求グループの入力局を印書する。 

振込先金融機関名 

店舗名 

口座番号 

口座名義人 

健診給付病院等が指定する金融機関及び口座項目を印書する。 

ただし、一括振込先機関と契約している健診給付病院等については、一括

振込先機関の指定する金融機関及び口座項目を印書する（振込先金融機関

名・店舗名については、金融機関台帳に漢字登録されている場合は漢字で印

書する）。 
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〔二次健診費計算結果〕 

同一請求書グループについてページが複数に及ぶ場合は、最初のページに以下の項目を印書する。 

出力項目名 出  力  内  容 

内訳書添付枚数 

請求書請求金額 

査定減額総計 

査定増額総計 

不支給保留額総計 

今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の請求書グループに

ついて、各レセプトの査定金額、不支給額及びエラー等による保留額を積み

上げた結果を印書する（不支給保留額総計については、不支給額及びエラー

等による保留額の総計を印書する）。 

（注） 以前入力の保留分解除及び追給による通知書には、左記項目は印書

しない。 

以前保留分解除額 

総計 

以前入力分についてエラー解除及び保留解除した結果、今回支払対象とな

ったレセプトの合計額又は支払額の総計を印書する。 

（注）以前保留分解除により今回不支給となったレセプトについては、金

額の加算は行わず〔内訳書〕欄のみ印書する。 

追給額総計 追給となったレセプトの追給額の総計を印書する。 

支払額総計 

請求書ごとの支払額を印書する。 

なお、支払額総計は次により算出する。 

○ 今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の通知書の場合 

支払額総計＝請求書請求金額－査定減額総計＋査定増額総計 

－不支給保留額総計＋追給額総計 

○ 以前入力の保留解除による通知書の場合 

支払額総計＝以前保留分解除額総計＋追給額総計 
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〔内訳書〕 

同一請求書グループで印書するレセプトが 10 件を超えるごと又は請求書グループが変わるごと

に改頁を行う。 

出力項目名 出  力  内  容 

労働保険番号 

生年月日 

二次健診受診日 

氏名（カナ） 

該当レセプトの給付キーを印書する。 

請求年月 
今回入力分については、請求書の請求年月を印書する。 

以前入力分については、レセプトの属する請求書の請求年月を印書する。 

内訳書請求金額 レセプトの合計額を印書する。 

支払額 

次の状態のレセプトの場合に、支払額を印書する。 

○ 今回入力分の支払で査定の入力があるレセプト 

○ 以前入力分のレセプトで今回支払となるレセプト 

差額 

査定が行われたレセプトの場合に、差額と増減コードを印書する。 

増額査定 ………………………………………………………… 「＋」 

減額査定 ………………………………………………………… 「－」 

差額理由 増減理由のコードに該当する差額理由を印書する。 

備考 

不支給、保留、追給、保留解除となったレセプトの状態を印書する。 

不支給となったレセプト ……………………………… 「不支給」 

エラー保留のレセプト ………………………………… 「エラー」 

局保留又は決議後保留のレセプト …………………… 「保留」 

追給の生じたレセプト ………………………………… 「追給」 

保留解除となったレセプト …………………………… 「保留解除」 

 

また、基本情報に該当する請求労働者が登録されている場合は、請求労働

者氏名を印書する（漢字登録されている場合は漢字で印書する）。 
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ニ 出力時期 

データ締切日後、本省業務課から対象となっている健診給付病院等（国立を除く）へ送付する。 

 

ホ 事務処理 

当リストは、国立病院を除く健診給付病院等の請求に対して、本省業務課から該当機関に通知する

ものである。内容について照会があった場合は、労働局へ別途配信される「労働者災害補償保険二次

健康診断等費用審査確認内訳書（０円通知書）」により対応すること。 
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ヘ 印書例 
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(9-3) アフターケア委託費通知書 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 外部委託 

 

ロ 印書内容 

当リストは請求書グループ内の全レセプトが保留又は不支給等により、今支払期に支払が行われな

い場合に作成する。 

(ｲ) 今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分も含む。） 

請求書グループのレセプトがすべて不支給又は保留（エラー保留を含む。）となっている場合に

請求書単位で出力する。 

(ﾛ) 以前入力分 

以前保留分（エラーも含む。）となったレセプトがすべて不支給となり、保留解除された場合に

１通にまとめて出力する。 

ただし同一の指定病院又は指定薬局に以前保留分解除による支払レセプトがある場合は、「労働

者災害補償保険診療費支払振込通知書」により通知する。 

なお、請求書エラーによるものは、当リストには出力しない。 

 

ハ 出力項目の説明 

〔通知先機関及びその口座関係項目〕 

出力項目名 出  力  内  容 

指定病院等の番号 支払通知先の指定病院又は指定薬局の番号を印書する。 

郵便番号及び住所 

病院、診療所 

又は指定薬局名 

代表者の氏名 

指定病院等の番号に該当する機関の内容を指定医療機関台帳又は指定・指

名機関台帳より印書する（台帳に漢字登記されている場合は漢字で印書す

る）。 

支払年月日 支払年月日を印書する。 

ページ 同一請求書における、通知書のページ数を印書する。 

請求年月 

請求書に記載した請求年月を印書する。 

なお、以前入力の保留分解除による通知書については、最古のレセプトの

属する請求書の請求年月を印書する。 

入力局 請求グループの入力局を印書する。 

振込先金融機関名 

店舗名 

口座番号 

口座名義人 

指定病院又は指定薬局が指定する金融機関及び口座項目を印書する。 

ただし、一括振込先機関と契約している指定病院については、一括振込先

機関の指定する金融機関及び口座項目を印書する（振込先金融機関名・店舗

名については、金融機関台帳に漢字登録されている場合は漢字で印書する）。
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〔アフターケア委託費計算結果〕 

同一請求書グループについてページが複数に及ぶ場合は、最初のページに以下の項目を印書する。 

出力項目名 出  力  内  容 

内訳書添付枚数 

請求書請求金額 

査定減額総計 

査定増額総計 

不支給保留額総計 

今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の請求書グループに

ついて、各レセプトの査定金額、不支給額及びエラー等による保留額を積み

上げた結果を印書する（不支給保留額総計については、不支給額及びエラー

等による保留額の総計を印書する）。 

（注） 以前入力の保留分解除及び追給による通知書には、左記項目は印書

しない。 

相殺分（回収額）総計 
支払処理で債権相殺を行った場合、支払金額から差し引きを行った回収金

額を印書する。 

以前保留分解除額 

総計 

以前入力分についてエラー解除及び保留解除した結果、今回支払対象とな

ったレセプトの合計額又は支払額の総計を印書する。 

（注）以前保留分解除により今回不支給となったレセプトについては、金

額の加算は行わず〔内訳書〕欄のみ印書する。 

追給額総計 追給となったレセプトの追給額の総計を印書する。 

支払額総計 

請求書ごとの支払額を印書する。 

なお、支払額総計は次により算出する。 

○ 今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の通知書の場合 

支払額総計＝請求書請求金額－査定減額総計＋査定増額総計 

－不支給保留額総計＋追給額総計－相殺分（回収額）総計 

○ 以前入力の保留解除による通知書の場合 

支払額総計＝以前保留分解除額総計＋追給額総計－相殺分（回収額）総計 
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〔内訳書〕 

同一請求書グループで印書するレセプトが 10 件を超えるごと又は請求書グループが変わるごと

に改頁を行う。 

出力項目名 出  力  内  容 

健康管理手帳番号 該当レセプトの健康管理手帳番号を印書する。 

請求年月 
今回入力分については、請求書の請求年月を印書する。 

以前入力分については、レセプトの属する請求書の請求年月を印書する。 

内訳書請求金額 レセプトの合計額を印書する。 

支払額 

次の状態のレセプトの場合に、支払額を印書する。 

○ 今回入力分の支払で査定の入力があるレセプト 

○ 以前入力分のレセプトで今回支払となるレセプト 

差額 

査定が行われたレセプトの場合に、差額と増減コードを印書する。 

増額査定 ………………………………………………………… 「＋」 

減額査定 ………………………………………………………… 「－」 

差額理由 増減理由のコードに該当する差額理由を印書する。 

備考 

不支給、保留、追給、保留解除となったレセプトの状態を印書する。 

不支給となったレセプト ……………………………… 「不支給」 

エラー保留のレセプト ………………………………… 「保留」 

局保留の指定のあったレセプト ……………………… 「局保留」 

追給の生じたレセプト ………………………………… 「追給」 

保留解除となったレセプト …………………………… 「保留解除」 

 

また、アフターケア対象者の氏名が登記してある場合には、対象者氏名を

印書する（漢字登記されている場合は漢字で印書する）。 
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ニ 出力時期 

データ締切日後、本省業務課より該当指定病院及び指定薬局へ送付する。 

 

ホ 事務処理 

当リストは、国立病院を除く指定病院及び指定薬局の請求に対して、本省業務課から該当機関に通

知するものである。内容について照会があった場合は、労働局へ別途配信される「アフターケア委託

費審査確認内訳書（０円通知書）」により対応すること。 
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ヘ 印書例 
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(10) 支出決定通知書（国庫内移換用） 

(10-1) 労働者災害補償保険診療費支出決定通知書 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 外部委託 

 

ロ 印書内容 

支出決定通知書は国立の指定病院及び指定薬局からの請求に関する支払の内容を印書する。 

(ｲ) 支出決定通知書の単位 

今回入力分は請求書単位に印書する。以前入力の請求書エラーの請求書が今回エラー解除になっ

た場合も同様である。 

以前入力分で今支払期までに保留が解除となったレセプト及び追給レセプトは、１通にまとめて

印書する。 

(ﾛ) 内訳欄への印書 

下段の内訳書欄には、今回入力した分（以前入力した分の請求書エラー解除分を含む）のレセプ

トのうち、請求どおりに支払われたレセプトについては印書しない。 

 

ハ 出力項目の説明 

〔通知先機関関係項目〕 

出力項目名 出  力  内  容 

指定病院等の番号 支払通知先の指定病院又は指定薬局の番号を印書する。 

郵便番号及び住所 

病院又は診療所名 

代表者の氏名 

指定病院等の番号に該当する機関の内容を指定医療機関台帳又は指定・指

名機関台帳より印書する（台帳に漢字登記されている場合は漢字で印書す

る）。 

支払年月日 支払年月日を印書する。 

ページ 同一請求書における、通知書のページ数を印書する。 

請求年月 

請求書に記載した請求年月を印書する。 

なお、以前入力の保留分解除による通知書については、最古のレセプトの

属する請求書の請求年月を印書する。 

入力局 請求グループの入力局を印書する。 
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〔診療費計算結果〕 

同一請求書グループについてページが複数に及ぶ場合は、最初のページに以下の項目を印書する。 

出力項目名 出  力  内  容 

内訳書添付枚数 

請求書請求金額 

査定減額総計 

査定増額総計 

不支給保留額総計 

今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の請求書グループに

ついて、各レセプトの査定金額、不支給額及びエラー等による保留額を積み

上げた結果を印書する（不支給保留額総計については、不支給額及びエラー

等による保留額の総計を印書する）。 

（注） 以前入力の保留分解除及び追給による通知書には、左記項目は印書

しない。 

以前保留分解除額 

総計 

以前入力分についてエラー解除及び保留解除した結果、今回支払対象とな

ったレセプトの合計額又は支払額の総計を印書する。 

（注）以前保留分解除により今回不支給となったレセプトについては、金

額の加算は行わず〔内訳書〕欄のみ印書する。 

追給額総計 追給となったレセプトの追給額の総計を印書する。 

支払額総計 

請求書ごとの支払額を印書する。 

なお、支払額総計は次により算出する。 

○ 今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の通知書の場合 

支払額総計＝請求書請求金額－査定減額総計＋査定増額総計 

－不支給保留額総計＋追給額総計 

○ 以前入力の保留解除による通知書の場合 

支払額総計＝以前保留分解除額総計＋追給額総計 
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〔内訳書〕 

今回入力分の通知書には、査定、保留（局署）、エラー等による保留、不支給となったレセプト

のみ印書し、請求どおりに支払が行われたレセプトについては印書しない。 

以前入力分による通知書には、エラー解除、保留解除、不支給及び追給となったレセプトを印書

する。 

なお、同一請求書グループで印書するレセプトが 10 件を超えるごと又は請求書グループが変わる

ごとに改頁を行う。 

出力項目名 出  力  内  容 

保険（年金証書） 

番号 

生年月日 

負傷又は発病年月日 

該当レセプトの給付キーを印書する。 

請求年月 
今回入力分については、請求書の請求年月を印書する。 

以前入力分については、レセプトの属する請求書の請求年月を印書する。 

療養日数 該当レセプトの療養期間（投薬期間）から算出した日数を印書する。 

実診療日数 
診療費については、該当レセプトの実診療日数を印書する。 

薬剤費については、該当レセプトの調剤数量を印書する。 

内訳書請求金額 レセプトの合計額を印書する。 

支払額 

次の状態のレセプトの場合に、支払額を印書する。 

○ 今回入力分の支払で査定の入力があるレセプト 

○ 以前入力分のレセプトで今回支払となるレセプト 

差額 

査定が行われたレセプトの場合に、差額と増減コードを印書する。 

増額査定 ………………………………………………………… 「＋」 

減額査定 ………………………………………………………… 「－」 

差額理由 増減理由のコードに該当する差額理由を印書する。 

備考 

不支給、保留、追給、保留解除となったレセプトの状態を印書する。 

不支給となったレセプト ……………………………… 「不支給」 

エラー保留のレセプト ………………………………… 「保留」 

局保留の指定のあったレセプト ……………………… 「局保留」 

給付保留の指定のあったレセプト …………………… 「署保留」 

追給の生じたレセプト ………………………………… 「追給」 

保留解除となったレセプト …………………………… 「保留解除」 

 

また、基本情報に該当する被災労働者が登記されている場合は、被災労働

者氏名を印書する（漢字登記されている場合は漢字で印書する）。 
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ニ 出力時期 

データ締切日後、本省業務課より該当指定病院及び指定薬局へ送付する。 

 

ホ 事務処理 

当リストは、国立機関である指定病院及び指定薬局の請求に対して、支払の内容を本省業務課から

該当機関に通知するものである。内容について照会があった場合は、労働局へ別途配信される「労働

者災害補償保険診療費審査確認内訳書（国庫内移換）」により対応すること。 
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ヘ 印書例 

 

Ⅰ  

 

-3-(10)-5



(10-2) 労働者災害補償保険二次健康診断等費用支出決定通知書 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 外部委託 

 

ロ 印書内容 

支出決定通知書は国立の病院からの請求に関する支払の内容を印書する。 

(ｲ) 支出決定通知書の単位 

今回入力分は請求書単位に印書する。以前入力の請求書エラーの請求書が今回エラー解除になっ

た場合も同様である。 

以前入力分で今支払期までに保留が解除となったレセプト及び追給レセプトは、１通にまとめて

印書する。 

(ﾛ) 内訳欄への印書 

下段の内訳書欄には、今回入力した分（以前入力した分の請求書エラー解除分を含む）のレセプ

トのうち、請求どおりに支払われたレセプトについては印書しない。 

 

ハ 出力項目の説明 

〔通知先機関関係項目〕 

出力項目名 出  力  内  容 

健診給付病院等番号 支払通知先の健診給付病院等番号を印書する。 

郵便番号及び住所 

健診給付病院等名称 

代表者の氏名 

健診給付病院等番号に該当する医療機関の内容を指定医療機関台帳より印

書する（台帳に漢字登録されている場合は漢字で印書する）。 

支払年月日 支払年月日を印書する。 

ページ 同一請求書における、通知書のページ数を印書する。 

請求年月 

請求書に記載した請求年月を印書する。 

なお、以前入力の保留分解除による通知書については、最古のレセプトの

属する請求書の請求年月を印書する。 

入力局 請求グループの入力局を印書する。 
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〔二次健診費計算結果〕 

同一請求書グループについてページが複数に及ぶ場合は、最初のページに以下の項目を印書する。 

出力項目名 出  力  内  容 

内訳書添付枚数 

請求書請求金額 

査定減額総計 

査定増額総計 

不支給保留額総計 

今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の請求書グループに

ついて、各レセプトの査定金額、不支給額及びエラー等による保留額を積み

上げた結果を印書する（不支給保留額総計については、不支給額及びエラー

等による保留額の総計を印書する）。 

（注） 以前入力の保留分解除及び追給による通知書には、左記項目は印書

しない。 

以前保留分解除額 

総計 

以前入力分についてエラー解除及び保留解除した結果、今回支払対象とな

ったレセプトの合計額又は支払額の総計を印書する。 

（注）以前保留分解除により今回不支給となったレセプトについては、金

額の加算は行わず〔内訳書〕欄のみ印書する。 

追給額総計 追給となったレセプトの追給額の総計を印書する。 

支払額総計 

請求書ごとの支払額を印書する。 

なお、支払額総計は次により算出する。 

○ 今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の通知書の場合 

支払額総計＝請求書請求金額－査定減額総計＋査定増額総計 

－不支給保留額総計＋追給額総計 

○ 以前入力の保留解除による通知書の場合 

支払額総計＝以前保留分解除額総計＋追給額総計 
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〔内訳書〕 

今回入力分の通知書には、査定、保留（局署）、エラー等による保留、不支給となったレセプト

のみ印書し、請求どおりに支払が行われたレセプトについては印書しない。 

以前入力分による通知書には、エラー解除、保留解除、不支給及び追給となったレセプトを印書

する。 

なお、同一請求書グループで印書するレセプトが 10 件を超えるごと又は請求書グループが変わる

ごとに改頁を行う。 

出力項目名 出  力  内  容 

労働保険番号 

生年月日 

二次健診受診日 

氏名（カナ） 

該当レセプトの給付キーを印書する。 

請求年月 
今回入力分については、請求書の請求年月を印書する。 

以前入力分については、レセプトの属する請求書の請求年月を印書する。 

内訳書請求金額 レセプトの合計額を印書する。 

支払額 

次の状態のレセプトの場合に、支払額を印書する。 

○ 今回入力分の支払で査定の入力があるレセプト 

○ 以前入力分のレセプトで今回支払となるレセプト 

差額 

査定が行われたレセプトの場合に、差額と増減コードを印書する。 

増額査定 ………………………………………………………… 「＋」 

減額査定 ………………………………………………………… 「－」 

差額理由 増減理由のコードに該当する差額理由を印書する。 

備考 

不支給、保留、追給、保留解除となったレセプトの状態を印書する。 

不支給となったレセプト ……………………………… 「不支給」 

エラー保留のレセプト ………………………………… 「エラー」 

局保留又は決議後保留のレセプト …………………… 「保留」 

追給の生じたレセプト ………………………………… 「追給」 

保留解除となったレセプト …………………………… 「保留解除」 

 

また、基本情報に該当する請求労働者が登録されている場合は、請求労働

者氏名を印書する（漢字登録されている場合は漢字で印書する）。 
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ニ 出力時期 

データ締切日後、本省業務課から対象となっている健診給付病院等へ送付する。 

 

ホ 事務処理 

当リストは、国立機関である健診給付病院等の請求に対して、支払の内容を本省業務課から該当機

関に通知するものである。内容について照会があった場合は、労働局へ別途配信される「労働者災害

補償保険二次健康診断等費用審査確認内訳書（国庫内移換）」により対応すること。 
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ヘ 印書例 
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(10-3) アフターケア委託費支出決定通知書 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 外部委託 

 

ロ 印書内容 

支出決定通知書は国立の指定病院及び指定薬局からの請求に関する支払の内容を印書する。 

(ｲ) 支出決定通知書の単位 

今回入力分は請求書単位に印書する。以前入力の請求書エラーの請求書が今回エラー解除になっ

た場合も同様である。 

以前入力分で今支払期までに保留が解除となったレセプト及び追給レセプトは、１通にまとめて

印書する。 

(ﾛ) 内訳欄への印書 

下段の内訳書欄には、今回入力した分（以前入力した分の請求書エラー解除分を含む）のレセプ

トのうち、請求どおりに支払われたレセプトについては印書しない。 

 

ハ 出力項目の説明 

〔通知先機関関係項目〕 

出力項目名 出  力  内  容 

指定病院等の番号 支払通知先の指定病院又は指定薬局の番号を印書する。 

郵便番号及び住所 

病院、診療所 

又は指定薬局名 

代表者の氏名 

指定病院等の番号に該当する機関の内容を指定医療機関台帳又は指定・指

名機関台帳より印書する（台帳に漢字登記されている場合は漢字で印書す

る）。 

支払年月日 支払年月日を印書する。 

ページ 同一請求書における、通知書のページ数を印書する。 

請求年月 

請求書に記載した請求年月を印書する。 

なお、以前入力の保留分解除による通知書については、最古のレセプトの

属する請求書の請求年月を印書する。 

入力局 請求グループの入力局を印書する。 
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〔アフターケア委託費計算結果〕 

同一請求書グループについてページが複数に及ぶ場合は、最初のページに以下の項目を印書する。 

出力項目名 出  力  内  容 

内訳書添付枚数 

請求書請求金額 

査定減額総計 

査定増額総計 

不支給保留額総計 

今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の請求書グループに

ついて、各レセプトの査定金額、不支給額及びエラー等による保留額を積み

上げた結果を印書する（不支給保留額総計については、不支給額及びエラー

等による保留額の総計を印書する）。 

（注） 以前入力の保留分解除及び追給による通知書には、左記項目は印書

しない。 

相殺分（回収額）総計 
支払処理で債権相殺を行った場合、支払金額から差し引きを行った回収金

額を印書する。 

以前保留分解除額 

総計 

以前入力分についてエラー解除及び保留解除した結果、今回支払対象とな

ったレセプトの合計額又は支払額の総計を印書する。 

（注）以前保留分解除により今回不支給となったレセプトについては、金

額の加算は行わず〔内訳書〕欄のみ印書する。 

追給額総計 追給となったレセプトの追給額の総計を印書する。 

支払額総計 

請求書ごとの支払額を印書する。 

なお、支払額総計は次により算出する。 

○ 今回入力分（以前入力の請求書エラー解除分を含む。）の通知書の場合 

支払額総計＝請求書請求金額－査定減額総計＋査定増額総計 

－不支給保留額総計＋追給額総計－相殺分（回収額）総計 

○ 以前入力の保留解除による通知書の場合 

支払額総計＝以前保留分解除額総計＋追給額総計－相殺分（回収額）総計 
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〔内訳書〕 

今回入力分の通知書には、査定、保留（局署）、エラー等による保留、不支給となったレセプト

のみ印書し、請求どおりに支払が行われたレセプトについては印書しない。 

以前入力分による通知書には、エラー解除、保留解除、不支給及び追給となったレセプトを印書

する。 

なお、同一請求書グループで印書するレセプトが 10 件を超えるごと又は請求書グループが変わる

ごとに改頁を行う。 

出力項目名 出  力  内  容 

健康管理手帳番号 該当レセプトの健康管理手帳番号を印書する。 

請求年月 
今回入力分については、請求書の請求年月を印書する。 

以前入力分については、レセプトの属する請求書の請求年月を印書する。 

内訳書請求金額 レセプトの合計額を印書する。 

支払額 

次の状態のレセプトの場合に、支払額を印書する。 

○ 今回入力分の支払で査定の入力があるレセプト 

○ 以前入力分のレセプトで今回支払となるレセプト 

差額 

査定が行われたレセプトの場合に、差額と増減コードを印書する。 

増額査定 ………………………………………………………… 「＋」 

減額査定 ………………………………………………………… 「－」 

差額理由 増減理由のコードに該当する差額理由を印書する。 

備考 

不支給、保留、追給、保留解除となったレセプトの状態を印書する。 

不支給となったレセプト ……………………………… 「不支給」 

エラー保留のレセプト ………………………………… 「保留」 

局保留の指定のあったレセプト ……………………… 「局保留」 

追給の生じたレセプト ………………………………… 「追給」 

保留解除となったレセプト …………………………… 「保留解除」 

 

また、アフターケア対象者の氏名が登記してある場合には、対象者氏名を

印書する（漢字登記されている場合は漢字で印書する）。 
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ニ 出力時期 

データ締切日後、本省業務課より該当指定病院及び指定薬局へ送付する。 

 

ホ 事務処理 

当リストは、国立機関である指定病院及び指定薬局の請求に対して、支払の内容を本省業務課から

該当機関に通知するものである。内容について照会があった場合は、労働局へ別途配信される「アフ

ターケア委託費審査確認内訳書（国庫内移換）」により対応すること。 
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ヘ 印書例 
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(11) 一括振込通知書 

（労働者災害補償保険診療費一括振込通知書、労働者災害補償保険二次健康診断等費用一括振込通知

書、アフターケア委託費一括振込通知書） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 外部委託 

 

ロ 印書内容 

当リストは、指定病院が代理受領契約をしている一括振込先機関に対して、契約病院ごとの支払金

額の通知用として給付種別ごとに作成する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

以下の給付種別ごとに支出決定書のタイトルを印書する。 

診療費 ………………… 「労働者災害補償保険診療費一括振込通知書」

アフターケア委託費 … 「アフターケア委託費一括振込通知書」 

二次健診 ……………… 「労働者災害補償保険二次健康診断等費用一

括振込通知書」 

一括支払番号 該当一括振込先機関の番号を印書する。 

支払年月日 支払年月日を印書する。 

ページ 同一機関の通しページを印書する。 

郵便番号及び住所 

一括振込先機関名 

代表者の氏名 

指定医療機関台帳に登記している内容を印書する。（漢字登記している場合

は漢字で印書する。） 

請求年月 該当する請求書の請求年月を印書する。 

振込先金融機関名 

振込先店舗名 

口座番号 

口座名義人 

一括振込先機関が指定する金融機関及び口座項目を印書する。（振込先金融

機関名・店舗については、金融機関台帳に漢字登記している場合は漢字で印

書する。） 

差出人情報 差出人の郵便番号、住所及び差出人名を印書する。 

請求総件数 

請求書請求金額総計 

支払額総計 

相殺金額総計 

同一の一括振込先機関について、1ページ目のみに印書する。 

各契約病院の請求書数合計を請求総件数とし、請求金額の合計を請求書請

求金額総計として印書する。また、相殺後の支払額、相殺金額の合計をそれ

ぞれ支払額総計、相殺金額総計として印書する。（相殺を行うのはアフターケ

ア委託費のみである。） 
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出力項目名 出  力  内  容 

指定病院等の番号 

又は 

健診給付病院等番号 

病院又は診療所名 

又は 

健診給付病院等名 

振込先金融機関名 

振込先店舗名 

口座番号 

口座名義人 

該当する契約病院について、指定医療機関台帳に登記している内容を印書

する。 

（漢字登録している場合は漢字で印書する。） 

支払額 

（相殺前支払金額） 

契約病院への支払金額を印書する。 

また、システムにて債権相殺を行った場合は、下段に回収額を差し引く前

の支払金額を（）で印書する。（相殺を行うのはアフターケア委託費のみであ

る。） 

合計件数 支払対象の契約病院数を印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切日後に本省業務課より一括振込先機関へ送付する。 

 

ホ 事務処理 

一括振込先機関からの照会時に活用すること。 
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ヘ 印書例 
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(12) 支払状況一覧表 

(12-1) 診療費支払状況一覧表（全国計） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当リストは、当期支払期における療養の給付の支払状況について、労働局へ配信した「診療費支払

状況一覧表」の支払データ明細を基に、査定理由別件数金額一覧表、業通別合計表の全国計を印書す

る。 

 

ハ 出力項目の説明 

(ｲ) 業通別合計表 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 支払処理を行った年月日を印書する。 

局コード 

局名 
「99 局（全国計）」を印書する。 

件数 

金額 

国立病院・国立病院以外別、診薬の別（診療費・薬剤費）、給付キー（短期・

長期）別、業務災害・通勤災害別に、支払の件数・金額を印書する。 

また、業務災害・通勤災害を合わせた合計及び国立病院・国立病院以外を

合わせた合計の件数・金額も出力する。 

合計件数 全国計の合計件数と国立病院・国立病院以外の内訳件数を印書する。 

支払総額 全国計の支払金額と国立病院・国立病院以外の内訳金額を印書する。 
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(ﾛ) 査定理由別件数金額一覧表 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 支払処理を行った年月日を印書する。 

局コード 

局名 
「99 局（全国計）」を印書する。 

コード 

査定理由 

以下の増減理由コード及び査定理由を印書する。 

１１ ……………………………………………………… 「初診」 

１２ ……………………………………………………… 「再診」 

１３ ……………………………………………………… 「指導」 

１４ ……………………………………………………… 「在宅」 

２０ ……………………………………………………… 「投薬」 

３０ ……………………………………………………… 「注射」 

４０ ……………………………………………………… 「処置」 

５０ ……………………………………………………… 「手術・麻酔」 

６０ ……………………………………………………… 「検査」 

７０ ……………………………………………………… 「画像診断」 

８０ ……………………………………………………… 「その他」 

９０ ……………………………………………………… 「入院・食事」 

９１ ……………………………………………………… 「三者行為」 

９２ ……………………………………………………… 「計算誤り」 

査定増件数 

査定増金額 

査定減件数 

査定減金額 

国立病院・国立病院以外別、診薬の別（診療費・薬剤費）、査定理由別の査

定増減件数、査定増減金額を印書する。 

合計 
国立病院・国立病院以外別、診薬の別（診療費・薬剤費）ごとの査定増減

件数、査定増減金額の合計を印書する。 

国立合計 国立病院の査定増減件数、査定増減金額の全国計を印書する。 

国立以外合計 国立病院以外の査定増減件数、査定増減金額の全国計を印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

労働局へ配信した支払データ明細は全支払レセプトを印書している唯一のリストであるので、指定

病院及び指定薬局へ送付した「労働者災害補償保険診療費支払振込通知書」に印書していない個々の
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レセプトの照会があった場合に活用すること。 

また、「業通別合計表」「査定理由別件数金額一覧表」は参考資料として利用すること。

Ⅰ  

 

-3-(12)-3



 

ヘ 印書例 

(ｲ) 業通別合計表 
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(ﾛ) 査定理由別件数金額一覧表 
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(12-2) 二次健康診断等費用支払状況一覧表（全国計） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当リストは、当期支払期における療養の給付の支払状況について、労働局へ配信した「二次健康診

断等費用支払状況一覧表」の支払データ明細を基に、査定理由別及び不支給件数金額一覧表の全国計

を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 支払処理を行った年月日を印書する。 

局コード 

局名 
「99 局（全国計）」を印書する。 

コード 

査定理由 

以下の増減理由コード及び査定理由を印書する。 

１１ ……………………………………… 「ヘモグロビン A1C 検査」 

１２ ……………………………………… 「心電図・胸部超音波検査」 

１３ ……………………………………… 「微量アルブミン尿検査」 

１４ ……………………………………… 「特定保健指導」 

２０ ……………………………………… 「その他」 

査定増件数 

査定増金額 

査定減件数 

査定減金額 

国立病院・国立病院以外別、査定理由別の査定増減件数及び査定増減金額

を印書する。 

合計 
国立病院・国立病院以外別の査定増減件数及び査定増減金額の合計を印書

する。 

国立病院 

（不支給） 

国立病院分で不支給となったレセプトの件数及び金額の全国計を印書す

る。 

国立病院以外 

（不支給） 

国立病院以外分で不支給となったレセプトの件数及び金額の全国計を印書

する。 

国立病院以外 

（差押え） 

国立病院以外分で差押えとなっている支払対象の件数及び金額の全国計を

印書する。 

合計件数 
支給・追給・保留解除のレセプト件数を国立、国立以外の内訳と共に印書

する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

支払総額 
支給・追給・保留解除のレセプトの支払総額を国立、国立以外の内訳と共

に印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

労働局へ配信した支払データ明細は全支払レセプトを印書している唯一のリストであるので、健診

給付病院等へ送付した「労働者災害補償保険二次健康診断等費用支払振込通知書」に印書していない

個々のレセプトの照会があった場合に活用すること。 

また当リストは参考資料として利用すること。
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ヘ 印書例 
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(12-3) アフターケア委託費支払状況一覧表（全国計） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当リストは、当期支払期における療養の給付の支払状況について、労働局へ配信した「アフターケ

ア委託費支払状況一覧表」の支払データ明細を基に、査定理由別及び不支給件数金額一覧表の全国計

を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 支払処理を行った年月日を印書する。 

局コード 

局名 
「99 局（全国計）」を印書する。 

コード 

査定理由 

以下の増減理由コード及び査定理由を印書する。 

１１ …………………………………………………… 「初診」 

１２ …………………………………………………… 「再診」 

１３ …………………………………………………… 「指導」 

１４ …………………………………………………… 「在宅」 

２０ …………………………………………………… 「投薬」 

３０ …………………………………………………… 「注射」 

４０ …………………………………………………… 「処置」 

５０ …………………………………………………… 「手術・麻酔」 

６０ …………………………………………………… 「検査」 

７０ …………………………………………………… 「画像診断」 

８０ …………………………………………………… 「その他」 

９０ …………………………………………………… 「入院・食事」 

９１ …………………………………………………… 「三者行為」 

９２ …………………………………………………… 「計算誤り」 

９５ …………………………………………………… 「診察の不支給」 

９６ …………………………………………………… 「検査の不支給」 

査定増件数 

査定増金額 

査定減件数 

査定減金額 

国立病院・国立病院以外別、診薬の別（診療費・薬剤費）、査定理由別の査

定増減件数及び査定増減金額を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

合計 
国立病院・国立病院以外別、診薬の別（診療費・薬剤費）の査定増減件数

及び査定増減金額の合計を印書する。 

国立病院 

（診療費・不支給） 

国立病院分で不支給となったレセプトの件数及び金額の全国計を印書す

る。 

国立病院以外 

（診療費・不支給） 

国立病院以外分で不支給となった診療費レセプトの件数及び金額の全国計

を印書する。 

国立病院以外 

（薬剤費・不支給） 

国立病院以外分で不支給となった薬剤費レセプトの件数及び金額の全国計

を印書する。 

合計件数 
支給・追給・保留解除のレセプト件数を国立、国立以外の内訳と共に印書

する。 

支払総額 
支給・追給・保留解除のレセプトの支払総額を国立、国立以外の内訳と共

に印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

労働局へ配信した支払データ明細は全支払レセプトを印書している唯一のリストであるので、指定

病院及び指定薬局へ送付した「アフターケア委託費支払振込通知書」に印書していない個々のレセプ

トの照会があった場合に活用すること。 

また、当リストは参考資料として利用すること。
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ヘ 印書例 

 

 

Ⅰ  

 

-3-(12)-11



(13) 差押機関該当件数リスト 

（診療費差押機関該当件数リスト、二次健診費差押機関該当件数リスト、アフターケア委託費差押機

関該当件数リスト） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

診療費、二次健診等給付費、アフターケア委託費について、当期支払期で差押えとなっている医療

機関の請求レセプトの件数及び金額の情報を、レセプト入力局・指定医療機関等の単位で集計し印書

する。 

出力対象が無い場合は、「差押情報に該当する指定機関の支払は存在しません」というメッセージを

印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

以下の給付種別ごとに差押機関該当件数リストのタイトルを印書する。 

診療費 …………………… 「診療費 差押機関該当件数リスト」 

二次健診 ………………… 「二次健診費 差押機関該当件数リスト」 

アフターケア委託費 …… 「アフターケア委託費 差押機関該当件数

リスト」 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

局名 
対象の局コードと局名を印書する。 

指定機関番号 

又は 

健診給付病院等番号 

差押えとなっている指定機関等番号を印書する。 

診薬の別 

診療費及びアフターケア委託費について、診薬の別を登録されているコー

ドを基に、以下の内容を出力する。 

１ ……………………………………………………………… 「診療費」 

３ ……………………………………………………………… 「薬剤費」 

差押レセプト件数 該当医療機関における当支払期のレセプト件数を印書する。 

支払金額 該当医療機関における当支払期の支払金額合計を印書する。 

局合計 レセプト入力局単位のレセプト件数合計及び支払金額合計を印書する。 

全国計 全局分のレセプト件数合計及び支払金額合計を印書する。 
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ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

当支払期における差押え件数、支払金額を確認する。 
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ヘ 印書例 
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(14) 回収相殺一覧表 

（アフターケア委託費回収相殺一覧表） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 外部委託 

 

ロ 印書内容 

今支払期で相殺したアフターケア委託費のレセプトについて、元の支払レセプト情報について医療

機関ごとに印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

支払年月日 支払年月日を印書する。 

指定病院等の番号 医療機関等の指定医療機関番号等を印書する。 

病院、診療所 

又は、指定薬局名 
医療機関等名称を印書する。 

健康管理手帳番号 回収を行ったレセプトの健康管理手帳番号を印書する。 

被災者氏名（カナ） 回収を行ったレセプトの被災者カナ氏名を印書する。 

請求年月 回収レセプトの元支払レセプトの請求金額を印書する。 

支払年月日 
回収レセプトの元支払レセプトの支払年月日を印書する。 

支払前の場合、支払年月日は印書しない。 

回収金額 今支払期における回収金額（相殺金額）を印書する。 

備考 何も印書しない。 

回収件数 該当医療機関等における、今支払期の回収レセプト数を印書する。 

回収金額合計 該当医療機関等における、今支払期の回収（相殺）金額を印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切日後、本省業務課より該当指定病院及び指定薬局へ送付する。 

 

ホ 事務処理 

当リストは、アフターケア委託費において相殺を行った医療機関等に対して、回収レセプトの元支

払情報を通知するものである。「アフターケア委託費支払振込通知書」及び「アフターケア委託費支出

決定通知書」と併せて送付する。 
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ヘ 印書例 
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４. 支払処理（療養の費用・休業・介護・アフターケア通院費・一時金） 

(1) 支払先振込不能予定一覧表 

（療養の費用支払先振込不能予定一覧表、休業支払先振込不能予定一覧表、介護支払先振込不能予定

一覧表、傷病一時金支払先振込不能予定一覧表、障害一時金支払先振込不能予定一覧表、遺族一時金

支払先振込不能予定一覧表、特別遺族一時金支払先振込不能予定一覧表、葬祭料支払先振込不能予定

一覧表、アフターケア通院費支払先振込不能予定一覧表） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（自動配信） 

 

ロ 印書内容 

データ締切日前に、振込先に指定されている振込先金融機関が統合等により支払予定日に有効では

ない、あるいは統廃合の際に口座番号が引き継がれず口座番号の設定がなくなっている等により、今

後の支払業務で振込不能となるデータについて、該当する局署及び請求書ごとに出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

以下の給付種別ごとに支払先振込不能予定一覧表のタイトルを印書する。 

療養の費用 …………… 「療養の費用支払先振込不能予定一覧表」 

休業 …………………… 「休業支払先振込不能予定一覧表」 

介護 …………………… 「介護支払先振込不能予定一覧表」 

傷病一時金 …………… 「傷病一時金支払先振込不能予定一覧表」 

障害一時金 …………… 「障害一時金支払先振込不能予定一覧表」 

遺族一時金 …………… 「遺族一時金支払先振込不能予定一覧表」 

特別遺族一時金 ……… 「特別遺族一時金支払先振込不能予定一覧表」

葬祭料 ………………… 「葬祭料支払先振込不能予定一覧表」 

アフターケア通院費 … 「アフターケア通院費支払先振込不能予定一

覧表」 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 
対象の局コードと労働局名を印書する。 

署コード 

監督署名 
対象の署コードと監督署名を印書する。 

支払予定年月日 支払予定年月日を印書する。 

データ受付番号 振込不能となる請求書のデータ受付番号を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

不能理由 

以下の該当する不能理由を印書する。 

「口座番号が設定されていません」 

「存在しない金融機関が設定されています」 

「振込先金融機関が適用期間外です」 

「振込不能の金融機関が設定されています」 

「指定指名機関が存在しません」 

「一括支払先機関が存在しません」 

労働保険番号等 

被災者生年月日 

傷病年月日 

該当の被災労働者に関する給付キーを印書する。 

ただし、「労働保険番号等」は給付により印書内容を変える。 

療養の費用（短期給付キー）の場合 ………… 「労働保険番号」 

療養の費用（長期給付キー）の場合 ………… 「年金証書番号」 

療養の費用（柔整師委任等）の場合 ………… 「指定指名機関番号」 

休業・一時金・葬祭料の場合 ………………… 「労働保険番号」 

介護の場合 ……………………………………… 「年金証書番号」 

アフターケア通院費の場合 …………………… 「健康管理手帳番号」 

被災者氏名 該当の被災労働者のカナ氏名と漢字氏名を印書する。 

支払金額 該当の支払予定金額を印書する。 

委任・未支給 

該当データが委任又は未支給の場合、次のコードを印書する。 

委任 ………………………………………………………………… １ 

未支給 ……………………………………………………………… ３ 

未支給の委任 ……………………………………………………… ５ 

医療機関 …………………………………………………………… ６ 

柔道整復師等に対する受任者払 ………………………………… ７ 

未支給の柔整師等委任 …………………………………………… ８ 

金融機関コード 振込先の金融機関コードを印書する。 

金融機関名 

店舗名 
振込先の金融機関名称及び店舗名称を印書する。 

適用開始日 

適用終了日 
振込先金融機関の適用開始年月日及び適用終了年月日を印書する。 

預金種別 

振込先口座の預金種別を登録されているコードに基づき、以下の内容を印

書する。 

１ ………………………………………………………… 「普通預金」 

３ ………………………………………………………… 「当座預金」 
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出力項目名 出  力  内  容 

口座番号 

口座名義人 
振込先の口座番号、口座名義人を印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切日の２日前、１日前及び当日のオンライン終了後に各労働局（アフターケア通院費のみ）

又は監督署へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

該当局署に配信した時点において振込不能予定となっている口座情報の一覧であり、このまま支払

期を迎えると該当データは支払処理の対象外となるので、速やかに口座情報を確認の上、「短期給付共

通項目入力（変更）帳票」等により修正入力を行うこと。 

なお、データ締切日当日に作成されるリストは、今回の支払期に支払が行われなかったものである

ため、次の支払期までに修正すること。 
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ヘ 印書例 
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(2) 相殺状況リスト 

（アフターケア通院費相殺状況リスト（全国計）） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

今回の支払期において相殺した回収請求書データ、相殺できなかった回収請求書データ及び次回の

支払期からは相殺としない回収請求書データの件数と金額を集計して印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 「アフターケア通院費 相殺状況リスト」を印書する。 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 
「99 局（全国 ）」を印書する。 

署コード 

監督署名 
何も印書しない。 

基準年月日 相殺処理年月日を印書する。 

データ受付番号 

追回番号 

被災者氏名 

確認年月日 

労働保険番号 

被災者生年月日 

傷病年月日 

年金証書番号 

健康管理手帳番号 

回収（相殺）金額 

相殺結果 

メッセージ 

給付の種類 

何も印書しない。 

相殺済 

相殺不可 
相殺結果メッセージごとの総件数と総額を印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切日後に各労働局（アフターケア通院費のみ）又は監督署へ配信する。 
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ホ 事務処理 

回収データと支払データの相殺を実施した場合、支払額から相殺額（回収額）を減算した残額が相

殺後の支払額となる。 

「相殺済」となったレセプトの詳細内容は「相殺内訳リスト」として各労働局へ配信しているので、

必要に応じて確認すること。 

また「相殺不可」となったレセプトについては、債権処理で納入告知書発行の対象となるため、必

要な事務手続きを行うこと。 

 

ヘ アフターケア通院費の相殺概念図 
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(3) 支払予定一覧 

（療養の費用支払予定一覧、休業支払予定一覧、介護給付支払予定一覧、傷病一時金支払予定一覧、

障害一時金支払予定一覧、遺族一時金支払予定一覧、特別遺族一時金支払予定一覧、葬祭料支払予定

一覧、アフターケア通院費支払予定一覧） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当期の支払予定金額を給付種別ごとに、支払方法別に印書する。 

なお、支払方法が銀行振込の場合は給付別、金融機関別、店舗別に出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

以下の給付種別ごとに支払先振込不能予定一覧表のタイトルを印書する。 

療養の費用 …………………… 「療養の費用支払予定一覧」 

休業 …………………………… 「休業支払予定一覧」 

介護 …………………………… 「介護給付支払予定一覧」 

傷病一時金 …………………… 「傷病一時金支払予定一覧」 

障害一時金 …………………… 「障害一時金支払予定一覧」 

遺族一時金 …………………… 「遺族一時金支払予定一覧」 

特別遺族一時金 ……………… 「特別遺族一時金支払予定一覧」 

葬祭料 ………………………… 「葬祭料支払予定一覧」 

アフターケア通院費 ………… 「アフターケア通院費支払予定一覧」 

支払予定年月日 支払予定年月日を印書する。 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 
対象の局コードと労働局名を印書する。 

署コード 

監督署名 

対象の署コードと監督署名を印書する。 

ただし、アフターケア通院費の場合は印書しない。 

支払方法 

以下の該当する支払方法を印書する。 

システムによる本省払 ……………… 「振込（ＡＤＡＭＳ転送払）」 

局署における支払（当地払、送金払、外国送金を除く）  

……………… 「振込（受任者、未支給金）」 

当地払 ………………………………… 「当地払」 

送金払 ………………………………… 「送金払」 

外国送金 ……………………………… 「外国送金」 
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出力項目名 出  力  内  容 

金融機関名 

店舗名 
支払方法が銀行振込の場合、振込先の金融機関名と店舗名を印書する。 

データ受付番号 

該当データの請求書データ受付番号（休業で追給の場合は主のデータ受付

番号）を印書する。 

また、追給の場合はデータ受付番号の後ろに「*」を印書する。 

業通別 

該当データの業通別が設定されている場合、登録されているコードに基づ

き、以下の内容を印書する。 

１ …………………………………………………………… 「業務災害」 

３ …………………………………………………………… 「通勤災害」 

労働保険番号 

健康管理手帳番号 

年金証書番号 

生年月日 

傷病年月日 

該当データの給付キーを印書する。 

指定機関番号 

療養の費用で指名機関に対する受任者払いの場合、指定指名機関番号を印

書する。 

また、支払先が一括振込先の場合は、指定指名機関番号の後ろに「*」を印

書する。 

口座名義人 

又は 

対象者氏名 

支払方法が銀行振込の場合、口座名義人を印書する。 

銀行振込以外の場合、対象者氏名を印書する。 

預金種別 

支払方法が銀行振込の場合、振込先口座の預金種別を登録されているコー

ドに基づき、以下の内容を印書する。 

１ …………………………………………………………… 「普通預金」 

３ …………………………………………………………… 「当座預金」 

口座番号 支払方法が銀行振込の場合、口座番号を印書する。 

保険給付額（円） 

特別支給金等金額

（円） 

該当データの支払金額を保険給付費、特別支給金等の単位で印書する。 

なお、システムによる債権相殺を行った場合、回収金額を差し引いた支払

金額を印書する。（相殺を行うのはアフターケア通院費のみである。） 

支払金額（円） 保険給付額と特別支給金等金額を合算した支払金額を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

委・未 

該当データが委任又は未支給の場合、以下のコードを印書する。 

委任 …………………………………………………………… 「１」 

未支給 ………………………………………………………… 「３」 

未支給の委任 ………………………………………………… 「５」 

医療機関 ……………………………………………………… 「６」 

柔道整復師等に対する受任者払 …………………………… 「７」 

未支給の柔整師等委任 ……………………………………… 「８」 

備考 

一時金の場合、給付の種類を以下のように印書する。 

障害（補償）一時金、障害特別支給金、障害特別一時金 

       ………………… 「障害一時金」 

遣族（補償）一時金、遺族特別支給金、遺族特別一時金 

       ………………… 「遺族一時金」 

葬祭料（給付） ………………………………………… 「葬祭料」 

障害（補償）年金前払一時金 ………………………… 「障害前払」 

遺族（補償）年金前払一時金 ………………………… 「遺族前払」 

障害（補償）年金差額一時金、障害特別年金差額一時金 

       ………………… 「障害差額」 

未支給の傷病（補償）年金、未支給の傷病特別年金、 

未支給の労災就学等援護費（傷病） ………………… 「傷病未支給」 

未支給の障害（補償）年金、未支給の障害特別年金、 

未支給の労災就学等援護費（障害） ………………… 「障害未支給」 

未支給の遺族（補償）年金、未支給の遺族特別年金、 

未支給の労災就学等援護費（遺族） ………………… 「遣族未支給」 

傷病特別支給金 ………………………………………… 「傷病特支金」 

障害特別支給金 ………………………………………… 「障害特支金」 

遺族特別支給金 ………………………………………… 「遣族特支金」 

特別遺族一時金 ………………………………………… 「特遺一時金」 

未支給特別遺族年金 …………………………………… 「特遺未支給」 

 

また、支払方法が銀行振込で、委任又は未支給の場合は、被災者氏名を印

書する。 

金融機関合計 
支払方法が銀行振込の場合、同一の金融機関、店舗の最終ページに支払件

数、保険給付額、特別支給金等金額及び支払金額の合計値を印書する。 

合計 
同一支払方法の最終ページに、支払件数、保険給付額、特別支給金等金額

及び支払金額の合計値を印書する。 
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ニ 出力時期 

データ締切処理後に各労働局（アフターケア通院費のみ）又は監督署へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

配信されたリストの「支払方法」が「振込（ＡＤＡＭＳ転送払）」の場合、システムによる支払手続

きが行われているため、支払内容を確認する。 

「振込（ＡＤＡＭＳ転送払）」以外の場合、システムによる支払手続きが行われていないため、リス

トに印書された内容と請求書・決議書等を照会・確認の上、支払方法ごとに別途定める適切な支払事

務手続きを行うこと。 

なお、データ締切日当日に配信された「支払先振込不能予定一覧表」に印書されたデータについて

は、今回支払期において支払対象外となっているため、当リストには印書されない。 
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ヘ 印書例 
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(4) 支出決定書 

（療養（補償）給付たる療養の費用支出決定書、休業（補償）給付（保険給付費）支出決定書、休業

（補償）給付（特別支給金）支出決定書、介護（補償）給付支出決定書、アフターケア通院費支出決

定書、傷病一時金（保険給付費）支出決定書、傷病一時金（特別支給金）支出決定書、傷病一時金（援

護費）支出決定書、障害一時金（保険給付費）支出決定書、障害一時金（特別支給金）支出決定書、

障害一時金（援護費）支出決定書、遺族一時金（保険給付費）支出決定書、遺族一時金（特別支給金）

支出決定書、遺族一時金（援護費）支出決定書、特別遺族一時金支出決定書、葬祭料（葬祭給付）支

出決定書） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４縦 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

療養の費用、休業、介護、アフターケア通院費及び一時金において、ＡＤＡＭＳを通じて行う本省

払い分について、以下の項目を出力する。 

リストは給付単位、科目単位で管轄局ごとに出力し、最後に各給付、科目単位の全国計を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

支払年月日 支払年月日を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

給付種別、科目ごとに支出決定書のタイトルを印書する。 

療養の費用 …………… 「療養（補償）給付たる療養の費用支出決定

書」 

休業（補償）給付 …… 「休業（補償）給付（保険給付費）支出決定

書」 

            「休業（補償）給付（特別支給金）支出決定

書」 

介護（補償）給付 …… 「介護（補償）給付支出決定書」 

アフターケア通院費 … 「アフターケア通院費支出決定書」 

傷病一時金 …………… 「傷病一時金（保険給付費）支出決定書」 

            「傷病一時金（特別支給金）支出決定書」 

            「傷病一時金（援護費）支出決定書」 

障害一時金 …………… 「障害一時金（保険給付費）支出決定書」 

            「障害一時金（特別支給金）支出決定書」 

            「障害一時金（援護費）支出決定書」 

遺族一時金 …………… 「遺族一時金（保険給付費）支出決定書」 

            「遺族一時金（特別支給金）支出決定書」 

            「遺族一時金（援護費）支出決定書」 

特別遺族一時金 ……… 「特別遺族一時金支出決定書」 

葬祭料（給付） ……… 「葬祭料支出決定書」 

支払金額 

（枠線内） 

相殺後の支払金額の総計を印書する。（相殺を行うのはアフターケア通院費

のみである。） 

代表名及び件数 
代表の被災労働者氏名及びこの支出決定書に含まれる支払対象の被災労働

者数を印書する。 

請求金額 

査定増 

査定減 

保留額 

不支給額 

保留解除 

差し押さえ機関分 

何も印書しない。 

追給額 今支払期における追給額の合計を印書する。 

相殺額 
今支払期における相殺額の合計を印書する。（相殺を行うのはアフターケア

通院費のみである。） 
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出力項目名 出  力  内  容 

労働局名など 
管轄局単位の場合、労働局名を印書する。 

全国計の場合、「本省」と印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

当リスト及び「支出調書」により今支払期における本省払いの支払金額を確認し、支出伺書を作成

の上、本省業務課内決裁の事務を行うこと。 

また、ＡＤＡＭＳ登録後に出力される「支出負担行為即支出決定決議書」の支払金額を確認し、本

省管理課へ引き渡すこと。 

本省管理課では引き渡された資料について決裁を行い、支払予定日前日までにＡＤＡＭＳ端末にお

いて支出決定通知確認入力を行うこと。 
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ヘ 印書例 
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(5) 支出調書 

（療養（補償）給付たる療養の費用支出調書、休業（補償）給付（保険給付費）支出調書、休業（補

償）給付（特別支給金）支出調書、介護（補償）給付支出調書、アフターケア通院費支出調書、傷病

一時金（保険給付費）支出調書、傷病一時金（特別支給金）支出調書、傷病一時金（援護費）支出調

書、障害一時金（保険給付費）支出調書、障害一時金（特別支給金）支出調書、障害一時金（援護費）

支出調書、遺族一時金（保険給付費）支出調書、遺族一時金（特別支給金）支出調書、遺族一時金（援

護費）支出調書、特別遺族一時金支出調書、葬祭料支出調書） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

療養の費用、休業、介護、アフターケア通院費及び一時金において、ＡＤＡＭＳを通じて行う本省

払い分について、被災者情報及び支払金額を給付種類、科目及び労働局ごとにページ分けして作成す

る。 

また、労働局ごとに件数合計及び支払額合計を印書する。 

全局印書後、全国計として 終ページに全局の合計（件数、支払金額）を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

給付種別、科目ごとに支出決定書のタイトルを印書する。 

療養の費用 …………… 「療養（補償）給付たる療養の費用支出調書」

休業（補償）給付 …… 「休業（補償）給付（保険給付費）支出調書」

            「休業（補償）給付（特別支給金）支出調書」

介護（補償）給付 …… 「介護（補償）給付支出調書」 

アフターケア通院費 … 「アフターケア通院費支出調書」 

傷病一時金 …………… 「傷病一時金（保険給付費）支出調書」 

            「傷病一時金（特別支給金）支出調書」 

            「傷病一時金（援護費）支出調書」 

障害一時金 …………… 「障害一時金（保険給付費）支出調書」 

            「障害一時金（特別支給金）支出調書」 

            「障害一時金（援護費）支出調書」 

遺族一時金 …………… 「遺族一時金（保険給付費）支出調書」 

            「遺族一時金（特別支給金）支出調書」 

            「遺族一時金（援護費）支出調書」 

特別遺族一時金 ……… 「遺族一時金支出調書」 

葬祭料（給付） ……… 「葬祭料支出調書」 

支払年月日 支払年月日を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

局コード 

局名 

対象の局コードと局名を印書する。 

全国計の場合は、「99 局（全国）」を印書する。 

整理番号 労働局単位の通番を印書する。 

受取人 

〔住所、氏名〕 
該当する被災労働者の住所及び氏名を印書する。 

金額 

支払額を印書する。 

回収額との相殺を実行した場合には、下段に相殺前の支払額を（ ）付きで

印書する。（相殺を行うのはアフターケア通院費のみである。） 

保険(年金証書)番号 

労働保険番号 

生年月日 

傷病年月日 

年金証書番号 

健康管理手帳番号 

該当する被災労働者の給付キーを印書する。 

備考・小切手・振替

書 
何も印書しない。 

合計件数 
同一局内での被災労働者の合計件数を印書する。 

全国計の場合は、全ての局での被災労働者の合計件数を印書する。 

合計金額 

同一局内での相殺後支払金額の合計額を印書する。相殺を実行した場合に

は、下段に相殺前の支払額の合計額を（ ）付きで印書する。（相殺を行うの

はアフターケア通院費のみである。） 

全国計の場合は、全ての局での相殺後支払金額の合計額を印書する。相殺を

実行した場合には、全ての局での相殺前支払金額の合計額を（ ）付きで印書

する。（相殺を行うのはアフターケア通院費のみである。） 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

当リスト及び「支出決定書」により今支払期における本省払いの支払金額を確認し、支出伺書を作

成の上、本省業務課内決裁の事務を行うこと。 

また、ＡＤＡＭＳ登録後に出力される「支出負担行為即支出決定決議書」の支払金額を確認し、本

省管理課へ引き渡すこと。 

本省管理課では引き渡された資料について決裁を行い、支払予定日前日までにＡＤＡＭＳ端末にお

いて支出決定通知確認入力を行うこと。 
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ヘ 印書例 
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(6) 支払振込通知書 

(6-1) 労働者災害補償保険療養・休業補償給付等支払振込通知書（療養の費用） 

イ 様式 

はがき横 外部委託 

 

ロ 印書内容 

当支払期における療養の費用の支払金額等を受取人向けに印書する。 

ただし、被災者本人以外への支払又は銀行振込以外の支払の場合、あるいは事業主委任及び柔道整

復師等委任の場合は監督署へ配信する（共通編「Ⅲ-3-(5) 支払振込通知書」参照）。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

支払（振込）金額 

保険給付額 

特別支給金額 

合計 

支払金額を印書する。 

ただし、特別支給金額には「－」を印書する。 

期間 

療養期間を印書する。ただし、次の場合は印書しない。 

イ 費用の種別が「４」（装具）又は「５」（診断書）の場合 

ロ 追給の場合 

振込先金融機関 

店舗名 
支払方法が銀行振込の場合、振込先の金融機関名、店舗名を印書する。 

備考 

イ 上段の位置 

支払方法を登録されているコードに基づき、以下の内容を印書する。 

１ ………………………………………………………… 「振込」 

３ ………………………………………………………… 「当地」 

５ ………………………………………………………… 「送金」 

７ ………………………………………………………… 「外国送金」 

ロ 下段の位置 

追給の場合、「追給」を印書する。 

預貯金種別 

支払方法が銀行振込の場合、預金の種類を登録されているコードに基づき、

以下の内容を印書する。 

１ …………………………………………………………… 「普通預金」 

３ …………………………………………………………… 「当座預金」 

番号 管轄局署の番号及び決議書のデータ受付番号を印書する。 

Ⅰ  

 

-4-(6)-1



出力項目名 出  力  内  容 

（欄外右） 

送付先住所、氏名 

送付先の郵便番号、住所及び氏名を印書する。 

イ 委任未支給が入力なしの場合、被災労働者の住所及び氏名を印書す

る。 

ロ 上記イ以外で支払方法が銀行振込の場合、宛先住所は印書せず口座

名義人のカナ名称を印書する（委任未支給金、検査に要した費用）。

ハ 上記イ、ロ以外の場合、宛先住所・氏名は印書しない。ただし、請

求書が遺族年金の年金証書番号により入力されている場合、すべて

の場合に印書しない（当地払、送金払、外国送金）。 

支払年月日 

支払予定年月日を印書する。 

イ 被災労働者本人への支払又は柔道整復師等委任で、支払方法が銀行

振込の場合は、支払予定年月日を印書する。 

ロ 上記以外の場合は、「   年 月 日」を印書する。 

所在地 

官署名 
管轄の監督署の所在地、名称及び電話番号を印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後、支払方法が銀行振込で被災労働者本人に支払われるものは、本省業務課より外

部委託にて支払先へ送付する。それ以外のものは、各監督署へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

監督署に配信された支払振込通知書については、請求書、決議書等及び「支払予定一覧」を照会・

確認し、送付先の住所、氏名及び日付を記入して支払先へ送付すること。 
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ヘ 印書例 

 (ｲ) 表面 

 

 

(ﾛ) 裏面 

 裏面については別途添付 
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(6-2) 労働者災害補償保険療養・休業補償給付等支払振込通知書（休業） 

イ 様式 

はがき横 外部委託 

 

ロ 印書内容 

当支払期における休業補償給付の支払金額等を受取人向けに印書する。 

ただし、被災者本人以外への支払又は銀行振込以外の支払の場合、あるいは事業主委任の場合は監

督署へ配信する（共通編「Ⅲ-3-(5) 支払振込通知書」参照）。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

支払（振込）金額 

保険給付額 

特別支給金額 

合計 

保険給付額、特別支給金額及びそれらを加算した金額を印書する。 

期間 
休業期間を印書する。 

ただし、追給の場合は印書しない。 

振込先金融機関 

店舗名 
支払方法が銀行振込の場合、振込先の金融機関名、店舗名を印書する。 

備考 

イ 上段の位置 

支払方法を登録されているコードに基づき、以下の内容を印書する。 

１ ………………………………………………………… 「振込」 

３ ………………………………………………………… 「当地」 

５ ………………………………………………………… 「送金」 

７ ………………………………………………………… 「外国送金」 

ロ 下段の位置 

追給の場合、「追給」を印書する。 

預貯金種別 

支払方法が銀行振込の場合、預金の種類を登録されているコードに基づき、

以下の内容を印書する。 

１ …………………………………………………………… 「普通預金」 

３ …………………………………………………………… 「当座預金」 

番号 

管轄局署の番号及び決議書のデータ受付番号を印書する。 

なお、追給の場合は管轄局署の番号、追給決議書の主のデータ受付番号と

「*」を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

（欄外右） 

送付先住所、氏名 

送付先の郵便番号、住所及び氏名を印書する。 

イ 委任未支給が入力なしの場合、被災労働者の住所及び氏名を印書す

る。 

ロ 上記イ以外で支払方法が銀行振込の場合、宛先住所は印書せず口座

名義人のカナ名称のみを印書する（事業主委任、未支給金）。 

ハ 上記イ、ロ以外の場合、宛先住所・氏名は印書しない（当地払、送

金払、外国送金）。 

支払年月日 

支払予定年月日を印書する。 

イ 被災労働者本人への支払で支払方法が銀行振込の場合は、支払予定

年月日を印書する。 

ロ 上記以外の場合は、「   年 月 日」を印書する。 

所在地 

官署名 
管轄の監督署の所在地、名称及び電話番号を印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後、支払方法が銀行振込で被災労働者本人に支払われるものは、本省業務課より外

部委託にて支払先へ送付する。それ以外のものは、各監督署へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

監督署に配信された支払振込通知書については、請求書、決議書等及び「支払予定一覧」を照会・

確認し、送付先の住所、氏名及び日付を記入して支払先へ送付すること。 

 

Ⅰ  

 

-4-(6)-5



 

ヘ 印書例 

 (ｲ) 表面 

 

 

(ﾛ) 裏面 

 裏面については別途添付 
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(6-3) 労働者災害補償保険介護補償給付支払振込通知書 

イ 様式 

はがき横 外部委託 

 

ロ 印書内容 

当支払期における介護（補償）給付の支払金額等を受取人向けに印書する。 

ただし、被災者本人以外への支払又は銀行振込以外の支払の場合は監督署へ配信する（共通編「Ⅲ

-3-(5) 支払振込通知書」参照）。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

年金証書番号 年金証書番号を印書する。 

支払（振込）金額 支払金額を印書する。 

支給対象年月 支給対象年月を最大３ヶ月分印書する。 

振込先金融機関 

店舗名 
支払方法が銀行振込の場合、振込先の金融機関名、店舗名を印書する。 

備考 

イ 上段の位置 

支払方法を登録されているコードに基づき、以下の内容を印書する。 

１ ………………………………………………………… 「振込」 

３ ………………………………………………………… 「当地」 

５ ………………………………………………………… 「送金」 

７ ………………………………………………………… 「外国送金」 

ロ 下段の位置 

追給の場合、「追給」を印書する。 

預貯金種別 

支払方法が銀行振込の場合、預金の種類を登録されているコードに基づき、

以下の内容を印書する。 

１ …………………………………………………………… 「普通預金」 

３ …………………………………………………………… 「当座預金」 

番号 
管轄局署の番号、決議書のデータ受付番号及び決議書出力回数を印書する。

なお、追給の場合は上記に加えて追回番号を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

（欄外右） 

送付先住所、氏名 

送付先の郵便番号、住所及び氏名を印書する。 

イ 未支給が入力なしの場合、被災労働者の住所及び氏名を印書する。 

ロ 未支給が「３」（未支給）で支払方法が銀行振込の場合、宛先住所は

印書せず口座名義人のカナ名称のみを印書する（未支給金）。 

ハ 上記イ、ロ以外の場合、宛先住所・氏名は印書しない（当地払、送

金払、外国送金）。 

支払年月日 

支払予定年月日を印書する。 

イ 被災労働者本人への支払で支払方法が銀行振込の場合は、支払予定

年月日を印書する。 

ロ 上記以外の場合は、「   年 月 日」を印書する。 

所在地 

官署名 
管轄の監督署の所在地、名称及び電話番号を印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後、支払方法が銀行振込で被災労働者本人に支払われるものは、本省業務課より外

部委託にて支払先へ送付する。それ以外のものは、各監督署へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

監督署に配信された支払振込通知書については、請求書、決議書等及び「支払予定一覧」を照会・

確認し、送付先の住所、氏名及び日付を記入して支払先へ送付すること。 
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ヘ 印書例 

 (ｲ) 表面 

 

 

(ﾛ) 裏面 

 裏面については別途添付 
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(6-4) アフターケア通院費支払振込通知書 

イ 様式 

はがき横 外部委託 

 

ロ 印書内容 

当支払期におけるアフターケア通院費の支払金額等を受取人向けに印書する。 

ただし、被災者本人以外への支払又は銀行振込以外の支払の場合は労働局へ配信する（共通編「Ⅲ

-3-(5) 支払振込通知書」参照）。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

支払（振込）金額 

支払金額を印書する。 

なお、システムによる債権相殺が行われた場合、回収金額を差し引いた支

払金額を印書する。 

支払方法 

イ 上段の位置 

支払方法を登録されているコードに基づき、以下の内容を印書する。 

１ ………………………………………………………… 「振込」 

３ ………………………………………………………… 「当地」 

５ ………………………………………………………… 「送金」 

７ ………………………………………………………… 「外国送金」 

ロ 下段の位置 

追給の場合、「追給」を印書する。 

通院年月日 通院年月日を最大５日分印書する。 

振込先金融機関 

店舗名 
支払方法が銀行振込の場合、振込先の金融機関名、店舗名を印書する。 

預貯金種別 

支払方法が銀行振込の場合、預金の種類を登録されているコードに基づき、

以下の内容を印書する。 

１ …………………………………………………………… 「普通預金」 

３ …………………………………………………………… 「当座預金」 

番号 決議書のデータ受付番号を印書する。 

（欄外下） 

相殺メッセージ 

当該データがシステムより債権相殺を行っている場合、次のメッセージを

印書する。 

「支給額と回収額（回収額を印書）とを相殺し、上記金額を支給します。」
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出力項目名 出  力  内  容 

（欄外右） 

送付先住所、氏名 

送付先の郵便番号、住所及び氏名を印書する。 

イ 未支給が入力なしの場合、被災労働者の住所及び氏名を印書する。 

ロ 未支給が「３」（未支給）で支払方法が銀行振込の場合、宛先住所は

印書せず口座名義人のカナ名称のみを印書する（未支給金）。 

ハ 上記イ、ロ以外の場合、宛先住所・氏名は印書しない（当地払、送

金払、外国送金）。 

支払年月日 

支払予定年月日を印書する。 

イ 被災労働者本人への支払で支払方法が銀行振込の場合は、支払予定

年月日を印書する。 

ロ 上記以外の場合は、「   年 月 日」を印書する。 

所在地 

官署名 
管轄の労働局の所在地、名称及び電話番号を印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後、支払方法が銀行振込で被災労働者本人に支払われるものは、本省業務課より外

部委託にて支払先へ送付する。それ以外のものは、各労働局へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

労働局に配信された支払振込通知書については、請求書、決議書等及び「支払予定一覧」を照会・

確認し、送付先の住所、氏名及び日付を記入して支払先へ送付すること。 
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ヘ 印書例 

 (ｲ) 表面 

 

 

(ﾛ) 裏面 

 裏面については別途添付 
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(6-5) 労働者災害補償保険一時金支払振込通知書 

イ 様式 

はがき横 外部委託 

 

ロ 印書内容 

当支払期における一時金の支払金額等を受取人向けに印書する。 

ただし、被災者本人又は遺族（補償）一時金、特別遺族一時金、葬祭料（葬祭給付）における遺族

（以下、「請求人」という。）以外への支払又は銀行振込以外の支払の場合、あるいは事業主委任の場

合は監督署へ配信する（共通編「Ⅲ-3-(5) 支払振込通知書」参照）。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

年金証書番号 何も印書しない。 

支払（振込）金額 

保険給付額 

特別支給金額 

援護費等 

合計 

保険給付額、特別支給金額、援護費等及びそれらを加算した金額を印書す

る。 

振込先金融機関 

店舗名 
支払方法が銀行振込の場合、振込先の金融機関名、店舗名を印書する。 

備考 

イ 上段の位置 

支払方法を登録されているコードに基づき、以下の内容を印書する。 

１ ………………………………………………………… 「振込」 

３ ………………………………………………………… 「当地」 

５ ………………………………………………………… 「送金」 

７ ………………………………………………………… 「外国送金」 

ロ 下段の位置 

追給の場合、「追給」を印書する。 

預貯金種別 

支払方法が銀行振込の場合、預金の種類を登録されているコードに基づき、

以下の内容を印書する。 

１ …………………………………………………………… 「普通預金」 

３ …………………………………………………………… 「当座預金」 

番号 
決議書のデータ受付番号を印書する。 

なお、追給の場合はデータ受付番号及び修正番号を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

（欄外右） 

送付先住所、氏名 

送付先の郵便番号、住所及び氏名を印書する。 

イ 委任未支給が入力なしの場合、請求人の住所及び氏名を印書する。 

ロ 上記イ以外で支払方法が銀行振込の場合、宛先住所は印書せず口座

名義人のカナ名称のみを印書する（未支給金）。 

ハ 上記イ、ロ以外の場合、宛先住所・氏名は印書しない（当地払、送

金払、外国送金）。 

支払年月日 

支払予定年月日を印書する。 

イ 請求人への支払で支払方法が銀行振込の場合は、支払予定年月日を

印書する。 

ロ 上記以外の場合は、「   年 月 日」を印書する。 

所在地 

官署名 
管轄の監督署の所在地、名称及び電話番号を印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後、支払方法が銀行振込で請求人に支払われるものは、本省業務課より外部委託に

て支払先へ送付する。それ以外のものは、各監督署へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

監督署に配信された支払振込通知書については、請求書、決議書等及び「支払予定一覧」を照会・

確認し、送付先の住所、氏名及び日付を記入して支払先へ送付すること。 
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ヘ 印書例 

 (ｲ) 表面 

 

 

(ﾛ) 裏面 

 

 

裏面については別途添付 
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５. 支払処理後の事務処理（ＡＤＡＭＳ連携） 

(1) 支出負担行為即支出決定決議書 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４縦 配信帳票（自動配信） 

 

ロ 印書内容 

支払処理でＡＤＡＭＳに登録した支払情報について、給付別、科目単位に印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

業務種別 「５００」を印書する。 

整理番号 

発議年月日 

負担官区分 

ＡＤＡＭＳが付与した内容を印書する。 

年度 支払予定年月日の年度を印書する。 

債権番号（元号） 

債権番号 
何も印書しない。 

所管 ＡＤＡＭＳから提示された「１２ 厚生労働省」を印書する。 

会計 ＡＤＡＭＳから提示された「０５１ 労働保険特別会計」を印書する。 

部局等 ＡＤＡＭＳから提示された「０００ 労災勘定」を印書する。 

項 

目 

細分 

支払対象の給付について、ＡＤＡＭＳから掲示された歳出項コード、歳出

目コードと、それに対応する項名、目名及び細分名を印書する。 

金額 支払金額を印書する。 

負担区分 「０１」と、ＡＤＡＭＳが付与した負担区分名を印書する。 

支出決定区分 「０１」と、ＡＤＡＭＳが付与した負担区分名を印書する。 

支払時期 「１」とＡＤＡＭＳが付与した支払時期名を印書する。 

目の細分 

氏名又は名称 

住所 

支払方法 

精算額 

未精算額 

分任官 

分任官整理番号 

何も印書しない。 
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出力項目名 出  力  内  容 

摘要 

支払予定年月、給付名及び科目名を印書する。 

診療費 ………………………… 「労災保険診療費」 

アフターケア委託費 ………… 「アフターケア委託費」 

二次健診費 …………………… 「二次健康診断等費用」 

療養の費用 …………………… 「療養（補償）給付たる療養の費用」 

休業（補償）給付 …………… 「休業（保険給付費）」 

               「休業（特別支給金）」 

介護（補償）給付 …………… 「介護（補償）給付費」 

アフターケア通院費 ………… 「アフターケア通院費」 

傷病一時金 …………………… 「傷病一時金（保険給付費）」 

               「傷病一時金（特別支給金）」 

               「傷病一時金（援護費）」 

障害一時金 …………………… 「障害一時金（保険給付費）」 

               「障害一時金（特別支給金）」 

               「障害一時金（援護費）」 

遺族一時金 …………………… 「遺族一時金（保険給付費）」 

               「遺族一時金（特別支給金）」 

               「遺族一時金（援護費）」 

特別遺族一時金 ……………… 「特別遺族一時金」 

葬祭料（給付） ……………… 「葬祭料（葬祭給付）」 

仕訳区分 

予算事項 

主要経費別分類 

ＡＤＡＭＳが付与した内容を印書する。 

発議係コード 

略科目コード 
ＡＤＡＭＳから提示された内容を印書する。 

内訳種別 

件数 
「２」と支払先の件数を印書する。 

局課 

工事 

負担仕訳区分 

勘定項目（借方） 

勘定項目（貸方） 

何も印書しない。 

支払予定年月日 支払予定年月日を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

関連番号 

支払回数 

返納受付番号 

何も印書しない。 

国庫債務負担行為 

整理番号 

設定年度 

国庫債務事項 

何も印書しない。 

電文通番 ＡＤＡＭＳが付与した内容を印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切日翌開庁日に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

印書後、本省業務課内で決裁済の「支出決定書」「支出調書」の支払金額を確認し、併せて本省管理

課へ引き渡すこと。 
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ヘ 印書例 
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(2) 支払不能一覧 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

ＡＤＡＭＳ連携により本省払いを行った支払データについて、支払不能又は訂正不能となった場合

に地方局署で振込先口座番号等の訂正を行うための振込先口座情報を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 

署コード 

監督署名 

対象の局署コード及び局署名を印書する。 

イ 診療費、アフターケア委託費、二次健診費及びアフターケア通院費

の場合、局コード及び労働局名を印書する。 

ロ 上記イ以外の場合、局コード、労働局名、署コード及び監督署名を

印書する。 

診薬の別 
該当データが指定医療機関の場合は「１」を印書し、指定指名機関の場合

は「３」を印書する。 

指定機関番号 
該当データが医療機関、薬局等の場合、指定医療機関番号又は指定指名番

号を印書する。 

労働保険番号 

年金証書番号 

健康管理手帳番号 

被災者生年月日 

傷病年月日 

該当データが個人の場合、給付キーを印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

給付区分 

該当データの給付名及び科目名を印書する。 

診療費 ……………………………… 「労災保険診療費」 

アフターケア委託費 ……………… 「アフターケア委託費」 

二次健診費 ………………………… 「二次健康診断等費用」 

療養の費用 ………………………… 「療養の費用」 

休業（補償）給付 ………………… 「休業（保険給付費）」 

                 「休業（特別支給金）」 

介護（補償）給付 ………………… 「介護給付」 

アフターケア通院費 ……………… 「アフターケア通院費」 

傷病一時金 ………………………… 「傷病一時金（保険給付費）」 

                 「傷病一時金（特別支給金）」 

                 「傷病一時金（援護費）」 

障害一時金 ………………………… 「障害一時金（保険給付費）」 

                 「障害一時金（特別支給金）」 

                 「障害一時金（援護費）」 

遺族一時金 ………………………… 「遺族一時金（保険給付費）」 

                 「遺族一時金（特別支給金）」 

                 「遺族一時金（援護費）」 

特別遺族一時金 …………………… 「特別遺族一時金」 

葬祭料（給付） …………………… 「葬祭料（葬祭給付）」 

支払年月日 該当データの支払年月日を印書する。 

支払不能態様 

該当データの状態を以下の内容で印書する。 

「支払手続処理完了」 

「該当口座なし」 

「口座名義人相違」 

「その他」（預金者都合等） 

指定医療機関名、 

指定薬局名または 

受取人氏名 

該当データの名称を印書する。 

金融機関名 該当データの振込先金融機関名及び口座情報を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

預貯金種別 

該当データの預貯金種別について、以下の内容を印書する。 

「普通預金」 

「当座預金」 

「通知預金」 

「別段預金」 

口座番号 

口座名義人 
該当データの振込先口座番号及び口座名義人カナ名称を出力する。 

金額 該当データの支払金額を印書する。 

合計 局署ごとの支払不能件数を印書する。 

 

ニ 出力時期 

支払日翌日以降、ＡＤＡＭＳから支払不能又は訂正不能データを受信した場合に配信する。 

診療費、二次健診費及びアフターケア委託費の場合、入力局へ配信する。 

また、療養の費用、休業（補償）給付、介護（補償）給付及び一時金の場合、管轄の監督署へ配信

し、アフターケア通院費の場合、管轄の労働局へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

リストに出力された支払データは正常に振込ができていない状態にあるので、速やかに振込先口座

番号を確認し、「労災指定病院等登録（変更）報告書」、「指定薬局・指名機関登録（変更）報告書」及

び「短期給付共通項目入力（変更）帳票」等により訂正すること。 

なお、請求人の死亡等により、支払取消となり未支給金が発生する場合は、本省業務課に連絡する

こと。 
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ヘ 印書例 
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(3) 振込不能未対応リスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

ＡＤＡＭＳ連携により本省払いを行った支払データについて、「支払不能一覧」に出力後７日を超え

て振込先口座情報が訂正されていないものを印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局 

署 
対象の局コード及び署コードを印書する。 

診薬の別 
該当データが指定医療機関の場合は「１」を印書し、指定指名機関の場合

は「３」を印書する。 

指定機関番号 
該当データが医療機関、薬局等の場合、指定医療機関番号又は指定指名番

号を印書する。 

労働保険番号 

年金証書番号 

健康管理手帳番号 

被災者生年月日 

傷病年月日 

該当データが個人の場合、給付キーを印書する。 

指定機関名または 

受取人氏名 
該当データの名称を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

給付区分 

該当データの給付名及び科目名を印書する。 

診療費 ……………………………… 「労災保険診療費」 

アフターケア委託費 ……………… 「アフターケア委託費」 

二次健診費 ………………………… 「二次健康診断等費用」 

療養の費用 ………………………… 「療養の費用」 

休業（補償）給付 ………………… 「休業（保険給付費）」 

                 「休業（特別支給金）」 

介護（補償）給付 ………………… 「介護給付」 

アフターケア通院費 ……………… 「アフターケア通院費」 

傷病一時金 ………………………… 「傷病一時金（保険給付費）」 

                 「傷病一時金（特別支給金）」 

                 「傷病一時金（援護費）」 

障害一時金 ………………………… 「障害一時金（保険給付費）」 

                 「障害一時金（特別支給金）」 

                 「障害一時金（援護費）」 

遺族一時金 ………………………… 「遺族一時金（保険給付費）」 

                 「遺族一時金（特別支給金）」 

                 「遺族一時金（援護費）」 

特別遺族一時金 …………………… 「特別遺族一時金」 

葬祭料（給付） …………………… 「葬祭料（葬祭給付）」 

債主コード ＡＤＡＭＳに登録されている支払先の債主コードを印書する。 

整理番号 ＡＤＡＭＳに登録されている支払データの整理番号を印書する。 

支払年月日 該当データの支払年月日を印書する。 

振込不能日 該当データが振込不能となった年月日を印書する。 

金額 該当データの支払金額を印書する。 

支払不能態様 

該当データの状態を以下の内容で印書する。 

「支払手続処理完了」 

「該当口座なし」 

「口座名義人相違」 

「その他」 

合計 局署ごとの支払不能件数を印書する。 
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ニ 出力時期 

該当データがある場合、毎日配信する。 

診療費、二次健診費及びアフターケア委託費の場合、入力局へ配信する。 

また、療養の費用、休業（補償）給付、介護（補償）給付及び一時金の場合、管轄の監督署へ配信

し、アフターケア通院費の場合、管轄の労働局へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

リストに出力された支払データは正常に振込ができていない状態にあるので、速やかに振込先口座

番号を確認し、「労災指定病院等登録（変更）報告書」、「指定薬局・指名機関登録（変更）報告書」及

び「短期給付共通項目入力（変更）帳票」等により訂正すること。 

 

Ⅰ  

 

-5-(3)-3



 

ヘ 印書例 
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(4) 訂正請求依頼入力確認票 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

支払不能又は訂正不能によりＡＤＡＭＳに対して振込先情報の訂正依頼を行った場合、ＡＤＡＭＳ

から受信した訂正請求依頼情報を元に、訂正情報を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

業務種別 「６３０」を印書する。 

年度 該当データの会計年度を印書する。 

訂正請求区分 「２」（振込）を印書する。 

整理番号 訂正請求を行った決議書の整理番号を印書する。 

支払回数 何も印書しない。 

送金等番号 
該当データの送金等番号を印書する。 

（ＡＤＡＭＳ端末から取り出した、支払不能一覧表に記載） 

支払年月日 

金額（円） 
何も印書しない。 

訂正請求依頼番号 

訂正請求依頼年月日 

ＡＤＡＭＳから受け取った訂正請求依頼番号及びＡＤＡＭＳ側で

訂正請求依頼事務を行った日付を印書する。 

年度 

負担官区分 
何も印書しない。 

科

目

名 

略科目コード 

管理部局 

所管 

会計 

部局等 

項 

何も印書しない。 

氏名又は名称 
訂正前の債主コード及び支払先氏名又は医療機関名称をカナ及び

漢字で印書する。 
債

主 
住所 訂正前の支払先住所を印書する。 

機関 訂正前の振込先金融機関名を印書する。 

店舗 訂正前の振込先金融機関店舗名を印書する。 

訂 

正 

前 

情 

報 

金

融 

コード 訂正前の振込先金融機関コードを印書する。 

Ⅰ  

 

-5-(4)-1



出力項目名 出  力  内  容 

預貯金種別 

訂正前の預貯金種別について、ＡＤＡＭＳから受け取ったコード

をに対して、以下の内容を印書する。 

１ ………………………………………………… 「普通預金」

２ ………………………………………………… 「当座預金」

５ ………………………………………………… 「通知預金」

６ ………………………………………………… 「別段預金」

口座番号 訂正前の振込先口座番号を印書する。 

受入科目 

外国送金先金融 

機関名 

余白記載事項 

何も印書しない。 

年度 

負担官区分 
何も印書しない。 

科

目

名 

略科目コード 

所管 

会計 

部局等 

項 

何も印書しない。 

氏名又は名称 
訂正後の債主コード及び支払先氏名又は医療機関名称をカナ及び

漢字で印書する。 
債

主 
住所 訂正後の支払先住所を印書する。 

機関 訂正後の振込先金融機関名を印書する。 

店舗 訂正後の振込先金融機関店舗名を印書する。 

コード 訂正後の振込先金融機関コードを印書する。 

預貯金種別 

訂正後の預貯金種別について、ＡＤＡＭＳから受け取ったコード

をに対して、以下の内容を印書する。 

１ ………………………………………………… 「普通預金」

２ ………………………………………………… 「当座預金」

５ ………………………………………………… 「通知預金」

６ ………………………………………………… 「別段預金」

訂 

正 

後 

情 

報 

金

融 

口座番号 訂正後の振込先口座番号を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

受入科目 

外国送金先金融 

機関名 

余白記載事項 

何も印書しない。 

電文通番 ＡＤＡＭＳから受け取った電文通番を印書する。 

 

ニ 出力時期 

該当データがある場合、本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

本省業務課で訂正内容を確認後、本省管理課へ送付する。 

また、本省管理課ではＡＤＡＭＳ端末から取り出した「訂正済通知書（官署）」及び「訂正不能通知

書（官署）」と照合し訂正内容を確認すること。 
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ヘ 印書例 
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(5) 支払不能集計表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

ＡＤＡＭＳ連携にて支払を行った案件について、月間及び年間の振込不能件数を局別、給付別に印

書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

対象年月 

又は 

対象年度 

月次で出力する帳票は対象年月を印書し、年次で出力する帳票は対象年度

を印書する。 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局 局コードを印書する。 

診療費 
診療費における支払不能件数を病院・薬局別と、合計値を印書する。 

なお、最終行に全国計の支払不能件数を印書する。 

委託費 

アフターケア委託費における支払不能件数を病院・薬局別と、合計値を印

書する。 

なお、最終行に全国計の支払不能件数を印書する。 

二次健診（病院） 
二次健康診断等給付における支払不能件数を印書する。 

なお、最終行に全国計の支払不能件数を印書する。 

療養の費用 
療養の費用における支払不能件数を印書する。 

なお、最終行に全国計の支払不能件数を印書する。 

休業 

休業（補償）給付における支払不能件数を保険給付費・特別支給金別に印

書する。 

なお、最終行に全国計の支払不能件数を印書する。 

介護 
介護（補償）給付における支払不能件数を印書する。 

なお、最終行に全国計の支払不能件数を印書する。 

通院費 
アフターケア通院費における支払不能件数を印書する。 

なお、最終行に全国計の支払不能件数を印書する。 

傷病一時金 

傷病（補償）一時金における支払不能件数を保険給付費・特別支給金別に

印書する（援護費は特別支給金に含まれる）。 

なお、最終行に全国計の支払不能件数を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

障害一時金 

障害（補償）一時金における支払不能件数を保険給付費・特別支給金別に

印書する（援護費は特別支給金に含まれる）。 

なお、最終行に全国計の支払不能件数を印書する。 

遺族一時金 

遺族（補償）一時金における支払不能件数を保険給付費・特別支給金別に

印書する（援護費は特別支給金に含まれる）。 

なお、最終行に全国計の支払不能件数を印書する。 

特別遺族一時金 
特別遺族一時金における支払不能件数を印書する。 

なお、最終行に全国計の支払不能件数を印書する。 

葬祭料 
葬祭料（葬祭給付）における支払不能件数を印書する。 

なお、最終行に全国計の支払不能件数を印書する。 

合計 該当の労働局における支払不能件数合計を印書する。 

 

ニ 出力時期 

月末と年度末に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

業務参考資料として活用すること。 
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ヘ 印書例 
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６. 業務資料（診療費） 

(1) 支払額別指定医療機関数 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４縦 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

診療費、薬剤費の支払を行った指定医療機関、指定薬局について、前年度の支払合計額ごとの機関

数を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

指定病院等 
支払金額に該当する指定医療機関数を印書する。 

なお、最終行に指定医療機関数の合計を印書する。 

指定薬局 
支払金額に該当する指定薬局数を印書する。 

なお、最終行に指定薬局数の合計を印書する。 

合計 
支払金額に該当する指定医療機関数と指定薬局数の合計を印書する。 

なお、最終行にすべての合計件数を印書する。 

 

ニ 出力時期 

必要に応じ、本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

当リストを確認する場合、本省業務課に作成を依頼すること。 
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ヘ 印書例 
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(2) 支払継続指定機関支払一覧表 

(2-1) 支払継続指定機関支払一覧表（指定病院等） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

前年度すべての月に診療費の支払を行った指定医療機関について、支払レセプト数及び支払金額を

印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 
対象の局コードと労働局名を印書する。 

指定機関番号 対象の指定医療機関番号を印書する。 

形態別 

以下の形態別に対応するコードを出力する。 

国立 ……………………………………………………………… ０１ 

公立（都道府県、市、区、町、村営） ……………………… ０３ 

社会保険関係団体 ……………………………………………… ０５ 

公益法人 ………………………………………………………… ０７ 

労災病院 ………………………………………………………… ０８ 

医療法人 ………………………………………………………… ０９ 

事業場（事業場付属病院、診療所） ………………………… １１ 

その他法人（独立行政法人国立病院機構及び 

国立大学法人に属する病院を含む） ………………………… １３ 

個人 ……………………………………………………………… １５ 

レセプト数 

支払金額 

一ヶ月平均支払金額 

年間の支払対象レセプト数、支払金額及び一ヶ月平均支払金額を印書する。

なお、最後に局合計を印書する。 

 

ニ 出力時期 

必要に応じ、本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

当リストを確認する場合、本省業務課に作成を依頼すること。 
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ヘ 印書例 
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(2-2) 支払継続指定機関支払一覧表（指定薬局） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

前年度すべての月に薬剤費等の支払を行った指定薬局について、支払レセプト数及び支払金額を印

書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 
対象の局コードと労働局名を印書する。 

指定機関番号 対象の指定医療機関番号を印書する。 

レセプト数 

支払金額 

一ヶ月平均支払金額 

年間の支払対象レセプト数、支払金額及び一ヶ月平均支払金額を印書する。

なお、最後に局合計を印書する。 

 

ニ 出力時期 

必要に応じ、本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

当リストを確認する場合、本省業務課に作成を依頼すること。 

 

Ⅰ  

 

-6-(2)-3



 

ヘ 印書例 
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(2-3) 支払継続指定機関支払一覧表（局別合計） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

前年度すべての月に診療費及び薬剤費等の支払を行った指定機関について、入力局単位に支払レセ

プト数及び支払金額を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 
局コードと労働局名を印書する。 

レセプト数 

支払金額 

一ヶ月平均支払金額 

年間の支払対象レセプト数、支払金額及び一ヶ月平均支払金額を印書する。

なお、最後に局合計を印書する。 

 

ニ 出力時期 

必要に応じ、本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

当リストを確認する場合、本省業務課に作成を依頼すること。 
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ヘ 印書例 
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(2-4) 支払継続指定機関支払一覧表（形態別） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

年度内に支払のある医療機関の支払状況を把握するために、形態別に局単位で集計して印書する。 

また、最後に全国計を印書する。前年度すべての月に診療費及び薬剤費等の支払を行った指定機関

について、入力局単位に支払レセプト数及び支払金額を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 
局コードと労働局名を印書する。 

形態別 

形態別の略称を登録されているコードに基づき、以下の内容を印書する。 

０１ ………………………………………………………… 国立 

０３ ………………………………………………………… 公立 

０５ ………………………………………………………… 社保団体 

０７ ………………………………………………………… 公益法人 

０８ ………………………………………………………… 労災病院 

０９ ………………………………………………………… 医療法人 

１１ ………………………………………………………… 事業場付属 

１３ ………………………………………………………… 他の法人 

１５ ………………………………………………………… 個人 

 

ただし、薬局の場合は形態別のコードが登録されていないため、「薬局」を

印書する。 

レセプト数 

支払金額 

指定機関平均支払額 

一ヶ月平均支払金額 

年間の支払対象レセプト数、支払金額、指定機関平均支払額及び一ヶ月平

均支払金額を印書する。 

なお、最後に局合計を印書する。 

 

ニ 出力時期 

必要に応じ、本省業務課へ配信する。 
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ホ 事務処理 

当リストを確認する場合、本省業務課に作成を依頼すること。 
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ヘ 印書例 

 

 

Ⅰ  

 

-6-(2)-9



(3) 形態別支払一覧表 

（形態別支払一覧表、形態別支払一覧表（病床数 20 未満）、形態別支払一覧表（病床数 20 以上）） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

「診療費」における前年度の支払状況を、指定医療機関の形態別に件数及び金額を集計し印書する。

また、局単位に出力後、全国計を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

医療機関の病床数によって以下のタイトルを印書する。 

「形態別支払一覧表」 

「形態別支払一覧表（病床数 20 未満）」 

「形態別支払一覧表（病床数 20 以上）」 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 

対象の局コードと局名を印書する。 

全国計の場合は、「99 局（全国）」を印書する。 

指定機関件数 

レセプト数 

支払金額 

１指定機関平均額 

１レセプト平均額 

形態別の指定機関件数、レセプト数、支払金額、１指定機関平均額、及び

レセプト平均額を印書する。 

ア 形態別支払一覧表（病床数 20 未満） 

病床数が 20 未満の指定医療機関を対象とする。 

イ 形態別支払一覧表（病床数 20 以上） 

病床数が 20 以上の指定医療機関を対象とする。 

ウ 形態別支払一覧表 

病床数に関わらず、すべての指定医療機関を対象とする。 

なお、いずれも最後に労働局又は全国の合計を印書する。 

 

ニ 出力時期 

必要に応じ、本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

当リストを確認する場合、本省業務課に作成を依頼すること。 
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ヘ 印書例 
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(4) 形態別入院非入院別支払一覧表 

（形態別入院非入院別支払一覧表、形態別入院非入院別支払一覧表（病床数 20 未満）、形態別入院非

入院別支払一覧表（病床数 20 以上）） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

「診療費」における前年度の支払状況を、指定医療機関の形態別、入院・非入院別に件数及び金額

を集計し印書する。また、局単位に出力後、全国計を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

医療機関の病床数によって以下のタイトルを印書する。 

「形態別入院非入院別支払一覧表」 

「形態別入院非入院別支払一覧表（病床数 20 未満）」 

「形態別入院非入院別支払一覧表（病床数 20 以上）」 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 

対象の局コードと局名を印書する。 

全国計の場合は、「99 局（全国）」を印書する。 

入院レセプト件数 

入院支払金額 

入院平均 

非入院レセプト件数 

非入院支払金額 

非入院平均 

入院、非入院別のレセプト件数、支払金額及び平均額を形態別に印書する。

ア 形態別入院非入院別支払一覧表（病床数 20 未満） 

病床数が 20 未満の指定医療機関を対象とする。 

イ 形態別入院非入院別支払一覧表（病床数 20 以上） 

病床数が 20 以上の指定医療機関を対象とする。 

ウ 形態別入院非入院別支払一覧表 

病床数に関わらず、すべての指定医療機関を対象とする。 

なお、いずれも最後に労働局又は全国の合計を印書する。 

横計レセプト件数 

横計支払金額 

横計平均 

上記入院、非入院別のレセプト件数、支払金額及び平均額の合計値を形態

別に印書する。 

 

ニ 出力時期 

必要に応じ、本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

当リストを確認する場合、本省業務課に作成を依頼すること。 
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ヘ 印書例 
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(5) 診療費支払状況表（内訳別） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当支払期に支払処理の対象となった診療費、薬剤費等について、支払処理の結果を局単位及び全国

計を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 

対象の局コードと局名を印書する。 

全国計の場合は、「99 局（全国）」を印書する。 

国立病院 国立病院への支払状況を内訳別に印書する。 

国立病院以外 

（内 指定薬局） 

国立病院以外への支払状況を内訳別に印書する。 

「差し押え」以外の内訳については、当支払期において差し押え対象の指

定機関の値を（ ）内に印書する。 

なお、指定薬局等への支払状況について、右に印書する。 

合計 

国立病院、国立病院以外を合わせた全体の支払状況を内訳別に印書する。 

「差し押え」以外の内訳については、当支払期において差し押え対象の指

定機関の値を（ ）内に印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

参考資料として利用すること。 
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ヘ 印書例 
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(6) 診療費支払一覧表 

（診療費支払一覧表 国立含む（本省用）、診療費支払一覧表 累積（本省用）） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当支払期に支払を行った診療費、薬剤費等について、国立病院、国立病院以外別の支払件数及び金

額を印書する。 

当支払期の支払状況を「診療費支払一覧表 国立含む（本省用）」に印書し、当年度初回の支払から

当支払期までの累積件数、金額を「診療費支払一覧表 累積（本省用）」に印書する。「診療費」にお

ける前年度の支払状況を、指定医療機関の形態別、入院・非入院別に件数及び金額を集計し印書する。

また、局単位に出力後、全国計を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 

対象の局コードと局名を印書する。 

全国計の場合は、「99 局（全国）」を印書する。 

《国立》 

件数、金額 
国立病院へ支払われたレセプトの件数、金額を労働局別に印書する。 

《国立以外 

（内 指定薬局）》 

件数、金額 

国立病院以外へ支払われたレセプトの件数、金額を労働局別に印書する。 

また、その内指定薬局等へ支払われたレセプトの件数、金額を（ ）内に

印書する。 

《合計》 

件数、金額 

国立・国立以外に支払われた合計のレセプト件数、金額を労働局別に印書

する。 

レセプト平均金額 レセプト１件あたりの平均支払金額を労働局別に印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

参考資料として利用すること。 

 

Ⅰ  

 

-6-(6)-1



 

ヘ 印書例 
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(7) 診療費支払状況一覧表（当月）、診療費支払状況一覧表（累積） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

「診療費」における前年度の支払状況を、指定医療機関の形態別、入院・非入院別に件数及び金額

を集計し印書する。また、局単位に出力後、全国計を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 

対象の局コードと局名を印書する。 

全国計の場合は、「99 局（全国）」を印書する。 

件数、金額 
支払を行ったレセプトの件数、金額を国立・国立以外、申請時の給付キー

及び業務災害・通勤災害別に印書する。 

 

ニ 出力時期 

「診療費支払状況一覧表（当月）」は月末に本省業務課へ配信する。 

「診療費支払状況一覧表（累積）」はデータ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

参考資料として利用すること。 
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ヘ 印書例 

 

 

Ⅰ  

 

-6-(7)-2



(8) 財団都道府県別支払状況表 

（財団都道府県別契約指定医支払状況表、財団都道府県別非契約指定医支払状況表（自治体立）、財団

都道府県別非契約指定医支払状況表（自治体立以外）、財団都道府県別支払状況表） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当支払期に労災診療費審査事業受託者契約機関又は労災診療費審査事業受託者契約機関以外へ支払

われた診療費、薬剤費等について、レセプトの請求金額、査定額、支払金額を都道府県別に印書する。 

労災診療費審査事業受託者契約機関への支払状況を「財団都道府県別契約指定医支払状況表」に印

書する。 

労災診療費審査事業受託者契約機関以外の内、自治体立への支払状況を「財団都道府県別非契約指

定医支払状況表（自治体立）」へ印書し、自治体立以外からの請求に関する支払状況を「財団都道府県

別非契約指定医支払状況表（自治体立以外）」に印書する。 

なお、すべての支払状況について「財団都道府県別支払状況表」に印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

労災診療費審査事業受託者契約状態及び形態によって以下のタイトルを印

書する。 

「財団都道府県別契約指定医支払状況表」 

「財団都道府県別非契約指定医支払状況表（自治体立）」 

「財団都道府県別非契約指定医支払状況表（自治体立以外）」 

「財団都道府県別支払状況表」 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 

対象の局コードと局名を印書する。 

全国計の場合は、「99 局（全国）」を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

支払件数 

請求額合計 

増減額合計 

支払額合計 

労災診療費審査事業受託者契約状態及び形態別の支払件数、請求額合計、

増減額合計及び支払額合計を印書する。 

ア 財団都道府県別非契約指定医支払状況表（自治体立） 

労災診療費審査事業受託者契約機関である自治体立の指定医療機関

を対象とする。 

イ 財団都道府県別非契約指定医支払状況表（自治体立以外） 

労災診療費審査事業受託者契約機関である自治体立以外の指定医療

機関を対象とする。 

ウ 財団都道府県別契約指定医支払状況表 

労災診療費審査事業受託者契約機関のすべての指定医療機関を対象

とする。 

エ 財団都道府県別支払状況表 

労災診療費審査事業受託者契約に関わらず、すべての指定医療機関

を対象とする。 

なお、いずれも最後に労働局又は全国の合計を印書する。 

レコード件数 
「財団都道府県別支払状況表」の場合、当支払期の処理件数を印書する。 

なお、最後の行にすべての都道府県の合計値を印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

参考資料として利用すること。 
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ヘ 印書例 
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(9) 財団都道府県事務所別支払状況表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当支払期に支払を行った診療費のうち、労災診療費審査事業受託者契約機関から請求分について、

支払状況を都道府県別に印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

都道府県名 
対象の局コードと都道府県名（局名）を印書する。 

指定医件数 

請求件数 

請求金額 

支払金額 

該当の都道府県の指定医件数、請求件数、請求金額、支払金額を印書する。 

なお、最後の行にすべての都道府県の合計値を印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

印書後、労災診療費審査事業受託者へ送付する。 
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ヘ 印書例 
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(10) 局別指定機関別支払件数・支払金額一覧表 

(10-1) 局別指定機関別支払件数・支払金額一覧表（指定病院）、局別指定機関別支払件数・支払金額一覧

表（指定薬局） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

前年度の診療費の支払件数及び支払額を指定病院及び指定薬局ごとに集計し出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

出力内容により以下の通り印書する。 

指定病院分の場合 

 ……… 「局別指定機関別支払件数・支払金額一覧表（指定病院）」 

指定薬局分の場合 

 ……… 「局別指定機関別支払件数・支払金額一覧表（指定薬局）」 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

局名 
対象の局コードと局名を印書する。 

指定機関番号 

指定機関名 

形態別 

指定年月日 

指定病院、指定薬局の番号、名称、形態別コード及び指定年月日を印書す

る。 

ただし、該当データが指定薬局の場合は形態別コードに「２１（薬局）」を

印書する。 

レセプト数 

支払金額 

レセプト平均額 

該当データのレセプト数、支払金額及びレセプト平均額を印書する。 

局計 
レセプト入力局におけるレセプト数、支払金額及びレセプト平均額の合計

を印書する。 

全国計 
全データにおけるレセプト数、支払金額及びレセプト平均額の合計を印書

する。 
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ニ 出力時期 

必要に応じ、本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

当リストを確認する場合、本省業務課に作成を依頼すること。 
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ヘ 印書例 
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(10-2) 局別指定機関別支払件数・支払金額一覧表（局計） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

前年度の診療費の支払件数及び支払額を労働局ごとに集計し出力する。 

 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

局名 
対象の局コードと局名を印書する。 

レセプト数 

支払金額 

レセプト平均額 

該当局のレセプト数、支払金額及びレセプト平均額を合計し印書する。 

全国計 
全データにおけるレセプト数、支払金額及びレセプト平均額の合計を印書

する。 
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ニ 出力時期 

必要に応じ、本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

当リストを確認する場合、本省業務課に作成を依頼すること。 
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ヘ 印書例 
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７. 業務資料（アフターケア委託費） 

(1) アフターケア歳出確認帳表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

「アフターケア委託費」及び「アフターケア通院費」における前年度の支払状況について、支払箇

所別（本省払、地方払、本省／地方払）及び労働局別に印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

年度 対象データの年度を印書する。 

支払箇所 

支払箇所を印書する。 

本省払 ………………………………………………… 「本省払」 

地方払（アフターケア通院費の未支給金及び振込払い以外の支払） 

 …………… 「地方払」 

本省払と地方払の合計 ……………………………… 「本省／地方払」 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 
局コード及び労働局名を印書する。 

委託費給付件数 

給付総額 

該当局の委託費給付件数と給付金額を印書する。 

ただし、収納が行われている場合は給付金額から収納額を差し引くこと。 

なお、最終行に全局の合計を印書する。 

通院費給付件数 

給付総額 

該当局の通院費給付件数と給付金額を印書する。 

ただし、収納が行われている場合は給付金額から収納額を差し引くこと。 

なお、最終行に全局の合計を印書する。 

 

ニ 出力時期 

毎年６月第一開庁日のオンライン終了後に本省業務課へ配信する。 

また必要に応じ、本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

６月第一開庁日配信分以外に当リストを確認する場合、本省業務課に作成を依頼すること。 
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ヘ 印書例 
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(2) アフターケア支払一覧表 

(2-1) アフターケア支払一覧表（支払期） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当支払期に支払処理の対象となったアフターケア委託費について、支払処理の結果を局単位及び全

国計を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 
対象の局コードと労働局名を印書する。 

国立病院 

国立病院への支払状況を内訳別に印書する。 

「差し押え」以外の内訳については、当支払期において差し押え対象の指

定機関の値を（ ）内に印書する。 

国立病院以外 

（内 指定薬局） 

国立病院以外への支払状況を内訳別に印書する。 

「相殺額」及び「差し押え」以外の内訳については、当支払期において差

し押え対象の指定機関の値を（ ）内に印書する。 

なお、指定薬局等への支払状況について、右に印書する。 

合計 

国立病院、国立病院以外を合わせた全体の支払状況を内訳別に印書する。 

「相殺額」及び「差し押え」以外の内訳については、当支払期において差

し押え対象の指定機関の値を（ ）内に印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

参考資料として利用すること。 
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ヘ 印書例 
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(2-2) アフターケア支払一覧表（累積分） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当年度初回の支払から当支払期までに支払を行ったアフターケア委託費について、国立病院、国立

病院以外別の支払件数及び金額を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 

対象の局コードと局名を印書する。 

全国計の場合は、「99 局（全国）」を印書する。 

《国立》 

件数、金額 
国立病院へ支払われたレセプトの件数、金額を労働局別に印書する。 

《国立以外 

（内 指定薬局）》 

件数、金額 

国立病院以外へ支払われたレセプトの件数、金額を労働局別に印書する。 

また、その内指定薬局等へ支払われたレセプトの件数、金額を（ ）内に

印書する。 

《合計》 

件数、金額 

国立・国立以外に支払われた合計のレセプト件数、金額を労働局別に印書

する。 

レセプト平均金額 レセプト１件あたりの平均支払金額を労働局別に印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

参考資料として利用すること。 
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ヘ 印書例 
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(3) アフターケア支払箇所別給付額合計表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

アフターケア委託費・通院費について、支払額、回収額及び支払額から回収額を引いた金額の全国

計を作成する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 「99 局（全国）」を印書する。 

対象時期 対象年月又は対象年度を印書する。 

通常支払件数 
支払のうち正常処理されたものの件数を、委託費、通院費別に全国計を印

書する。 

通常支払金額 
支払のうち正常処理されたものの金額を、委託費、通院費別に全国計を印

書する。 

追給件数 
支払のうち追給によるものの件数を、委託費、通院費毎に全国計を印書す

る。 

追給金額 
支払のうち追給によるものの金額を、委託費、通院費毎に全国計を印書す

る。 

全額回収件数 
全額回収が発生した場合その件数を、委託費、通院費毎に全国計を印書す

る。 

回収件数 回収の件数を、委託費、通院費毎に全国計を印書する。 

回収金額 回収の金額を、委託費、通院費毎に全国計を印書する。 

合計金額 
支払額から回収額を差し引いた金額を、委託費、通院費毎に全国計を印書

する。 
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ニ 出力時期 

毎月第１開庁日と毎年６月第１開庁日のオンライン終了後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

業務参考資料として利用すること。 
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ヘ 印書例 

 

 

Ⅰ  

 

-7-(3)-3



８. 業務資料（二次健診） 

(1) 二次健診費 健診給付病院等形態別支払一覧表 

（二次健診費 健診給付病院等形態別支払一覧表、二次健診費 健診給付病院等形態別支払一覧表 

（労災指定医療機関分）、二次健診費 健診給付病院等形態別支払一覧表 （非労災指定医療機関分）） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

二次健康診断等費用における前年度の支払状況を、健診給付病院の形態別に件数及び金額を集計し

印書する。また、局単位に出力後、全国計を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

医療機関の種類によって以下のタイトルを印書する。 

「二次健診費 健診給付病院等形態別支払一覧表」 

「二次健診費 健診給付病院等形態別支払一覧表 

 （労災指定医療機関分）」 

「二次健診費 健診給付病院等形態別支払一覧表 

 （非労災指定医療機関分）」 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 

対象の局コードと局名を印書する。 

全国計の場合は、「99 局（全国）」を印書する。 

健診給付病院等数、 

レセプト数 

特定保健指導件数 

支払金額 

１健診給付病院等 

平均額 

１レセプト平均額 

形態別の病院数、レセプト数、支払金額と１健診給付病院別、１レセプト

ごとの平均支払額を印書する。 

ただし、レセプト数については特定保健指導件数の内訳数を（ ）内に印

書する。 

ア 二次健診費 健診給付病院等形態別支払一覧表 

 （労災指定医療機関分） 

労災指定の健診給付病院を対象とする。 

イ 二次健診費 健診給付病院等形態別支払一覧表 

 （非労災指定医療機関分） 

労災指定以外の健診給付病院を対象とする。 

ウ 二次健診費 健診給付病院等形態別支払一覧表 

労災指定の有無に関わらず、すべての健診給付病院を対象とする。 

なお、いずれも最後に労働局又は全国の合計を印書する。 
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ニ 出力時期 

必要に応じ、本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

当リストを確認する場合、本省業務課に作成を依頼すること。 
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ヘ 印書例 
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(2) 二次健診費 支払額別健診給付病院等数一覧表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

二次健診費における支払実績及び健診給付病院等の件数を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

支払金額 件数をカウントする支払金額幅の上限値と下限値を印書する。 

健診給付病院等 
支払金額単位の健診給付病院等の件数を印書する。 

なお、最後に全国計の件数を印書する。 

 

ニ 出力時期 

年度始めに本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

処理前までに件数をカウントする支払金額幅を本省業務課に伝えておくこと。 

印書後、参考資料として利用する。 
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ヘ 印書例 
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(3) 二次健診費支払状況表（内訳別） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

二次健診の支払状況の内訳（請求金額、支払金額等）を国立以外の医療機関、国立の医療機関毎に

集計し、局毎に印書する。 

また、局単位に出力後、全国計を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 

対象の局コードと局名を印書する。 

全国計の場合は、「99 局（全国）」を印書する。 

国立病院 

国立病院への支払状況を内訳別に印書する。 

「差し押え」以外の内訳については、当支払期において差し押え対象の健

診給付病院等の値を（ ）内に印書する。 

国立病院以外 

（内 指定薬局） 

国立病院以外への支払状況を内訳別に印書する。 

「差し押え」以外の内訳については、当支払期において差し押え対象の健

診給付病院等の値を（ ）内に印書する。 

なお、指定薬局の内訳は「（－）」を印書する。 

合計 

国立病院、国立病院以外を合わせた全体の支払状況を内訳別に印書する。 

「差し押え」以外の内訳については、当支払期において差し押え対象の健

診給付病院等の値を（ ）内に印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

参考資料として利用すること。 
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ヘ 印書例 
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(4) 局・健診給付病院等別支払件数・支払金額一覧表 

(4-1) 局・健診給付病院等別支払件数・支払金額一覧表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

前年度の二次健診の支払件数、支払額、回収件数及び回収金額を健診給付病院等ごとに集計し出力

する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

局名 
局コードと局名を印書する。 

指定機関番号 

健診給付病院等名 

形態別 

指定年月日 

該当データの指定機関番号、名称、形態別コード及び指定年月日を印書す

る。 

レセプト数 

支払金額 

回収件数 

回収金額 

該当データのレセプト数、支払金額、回収件数及び回収金額を印書する。 

計 
全データにおけるレセプト数、支払金額、回収件数及び回収金額の合計を

印書する。 

 

ニ 出力時期 

年度始めに本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

業務参考資料として利用すること。 
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ヘ 印書例 
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(4-2) 局・健診給付病院等別支払件数・支払金額一覧表（局計） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

前年度の二次健診の支払件数及び支払額を労働局ごとに集計し全国計を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

局名 
対象の局コードと局名を印書する。 

レセプト数 

支払金額 

回収件数 

回収金額 

該当局のレセプト数、支払金額、回収件数及び回収金額を印書する。 

全国計 
全データにおけるレセプト数、支払金額、回収件数及び回収金額の合計を

印書する。 

 

ニ 出力時期 

年度始めに本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

業務参考資料として利用すること。 
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ヘ 印書例 
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９. 業務資料（療養の費用・休業・介護・アフターケア通院費・一時金） 

(1) 月計リスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

個人向けの給付における月間の支払状況について、給付ごと、管轄局ごと及び管轄署ごとに集計し

て印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

給付名を印書する。 

療養の費用 …………… 「療養（補償）給付たる療養の費用の支給」 

休業（補償）給付 …… 「休業（補償）給付」 

介護（補償）給付 …… 「介護（補償）給付」 

アフターケア通院費 … 「アフターケア通院費支給」 

傷病一時金 …………… 「傷病（補償）一時金」 

障害一時金 …………… 「障害（補償）一時金」 

遺族一時金 …………… 「遺族（補償）一時金」 

特別遺族一時金 ……… 「特別遺族一時金」 

葬祭料（給付） ……… 「葬祭料（葬祭給付）」 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

管轄局 

支払年月 

予算年度 

対象の管轄局、支払年月及び予算年度を印書する。 

署 

署コードを印書する。 

最終行の場合は、「局計」を印書する。 

なお、アフターケア通院費の場合は「局計」のみとなる。 

業務災害 

通勤災害 

対象の監督署における業務災害、通勤災害別の支払件数及び支払金額を保

険給付費、特別支給金別に印書する。 

ただし、アフターケア通院費及び一時金の援護費分は「特別支給金」に支

払件数と支払金額を印書する。 

また、システムによる債権相殺を行った場合は、その件数と金額を（ ）

付きで印書する（相殺を行うのはアフターケア通院費のみである。）。 

なお、対象管轄局の最終行にはその管轄局全体の合計件数、合計金額を印

書する。 

 

Ⅰ  

 

-9-(1)-1



ニ 出力時期 

毎月初めのオンライン終了後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

参考資料として利用すること。 
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ヘ 印書例 
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(2) 年計リスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

個人向けの給付における年間の支払状況について、給付ごと、管轄局ごと及び管轄署ごとに集計し

て印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

給付名を印書する。 

療養の費用 …………… 「療養（補償）給付たる療養の費用の支給」 

休業（補償）給付 …… 「休業（補償）給付」 

介護（補償）給付 …… 「介護（補償）給付」 

アフターケア通院費 … 「アフターケア通院費支給」 

傷病一時金 …………… 「傷病（補償）一時金」 

障害一時金 …………… 「障害（補償）一時金」 

遺族一時金 …………… 「遺族（補償）一時金」 

特別遺族一時金 ……… 「特別遺族一時金」 

葬祭料（給付） ……… 「葬祭料（葬祭給付）」 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

管轄局 

支払年月 
対象の管轄局及び支払年度を印書する。 

署 

署コードを印書する。 

最終行の場合は、「局計」を印書する。 

なお、アフターケア通院費の場合は「局計」のみとなる。 

業務災害 

通勤災害 

対象の監督署における業務災害、通勤災害別の支払件数及び支払金額を保

険給付費、特別支給金別に印書する。 

ただし、アフターケア通院費及び一時金の援護費分は「特別支給金」に支

払件数と支払金額を印書する。 

また、システムによる債権相殺を行った場合は、その件数と金額を（ ）

付きで印書する（相殺を行うのはアフターケア委託費のみである。）。 

なお、対象管轄局の最終行にはその管轄局全体の合計件数、合計金額を印

書する。 
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ニ 出力時期 

毎年５月初めのオンライン終了後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

参考資料として利用すること。 

 

Ⅰ  
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ヘ 印書例 

 

 

Ⅰ  
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(3) 年計外リスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

療養の費用及び休業（補償）給付において、年度内に業通別が修正された場合に、それ以前の年度

に支払われた内容について、管轄局署、支払年月日単位に修正情報を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

給付名を印書する。 

療養の費用 …………… 「療養（補償）給付たる療養の費用の支給」 

休業（補償）給付 …… 「休業（補償）給付」 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

支払年度 支払年度を印書する。 

管轄局署 該当の管轄局署を印書する。 

支払年月日 修正対象の支払情報の支払年月日を印書する。 

業通別 上段に「業務災害」を印書し、下段に「通勤災害」を印書する。 

保険給付 

特別支給 

修正対象の支払情報について、保険給付費、特別支給金別に業通別の修正

前と修正後の支払件数と支払金額を印書する。修正前の支払金額については

件数及び金額の前に「－」を印書する。 

なお、療養の費用については特別支給を印書しない。 

 

ニ 出力時期 

毎年５月初めのオンライン終了後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

参考資料として利用すること。 
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ヘ 印書例 

 

 

Ⅰ  
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(4) 支払状況リスト 

(4-1) 療養の費用支払状況リスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

療養の費用における月間の支払状況について、件数及び金額を業通別、入力給付キー別、支給追給

別に印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 

署コード 

監督署名 

対象の局コード、労働局名、署コード及び監督署名を印書する。 

全国計の場合は、労働局名に「全国」を印書し、それ以外は何も印書しな

い。 

対象年月 支払状況の対象年月を印書する。 

業災 

通災 

（件数、金額） 

業通別、支給、追給別の支払件数、金額とその合計について、短期、長期

給付キー別に印書する。 

ただし、長期給付キーについては傷病年金、障害年金、遺族年金の種別単

位で内訳を印書する。 

なお、最後に業務災害、通勤災害全体の支払件数、金額を印書する。 

 

ニ 出力時期 

毎月初めのオンライン終了後に監督署へ配信する。 

ただし、全国計は本省業務課に配信する。 

 

ホ 事務処理 

参考資料として利用すること。 
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ヘ 印書例 
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(4-2) 介護（補償）給付支払状況リスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

介護（補償）給付における月間の支払状況（局合計、全国計）について、年金種別、業通別、当初

支給分・追給分別に件数及び金額を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 

署コード 

監督署名 

対象の局コード、労働局名、署コード及び監督署名を印書する。 

全国計の場合は、労働局名に「全国」を印書し、それ以外は何も印書しな

い。 

対象年月 支払状況の対象年月を印書する。 

業災 

通災 

（件数、金額） 

業通別、支給、追給別の支払件数、金額とその合計について印書する。 

傷病年金、障害年金の種別単位で内訳を印書する。 

なお、最後に業務災害、通勤災害全体の支払件数、金額を印書する。 

 

ニ 出力時期 

毎月初めのオンライン終了後に監督署へ配信する。 

ただし、全国計は本省業務課に配信する。 

 

ホ 事務処理 

参考資料として利用すること。 
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ヘ 印書例 

 

Ⅰ  

 

-9-(4)-4



 

(4-3) 通院費支払状況リスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

アフターケア通院費における月間の申請状況、支払状況及び回収状況について、件数及び金額を新

規、継続、追給、回収別に印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 
局コードと労働局名を印書する。 

対象年月 支払状況の対象年月を印書する。 

支払状況 

支払状況を印書する。 

「新規」 …………………… 通院費申請書を新規に受理したもの 

「継続」 …………………… 通院費申請書を継続で受理したもの 

「追給」 …………………… 通院費の支給に係る追給が生じたもの 

「回収」 …………………… 通院費の支給に係る回収が生じたもの 

申請件数 
申請書の申請件数を新規、継続別に印書する。 

なお、最後に合計の申請件数を印書する。 

支給件数 
支払件数を申請書の新規、継続別及び追給分を印書する。 

なお、最後に合計の支払件数を印書する。 

支給金額 
支払金額を申請書の新規、継続別、追給分及び回収分を印書する。 

なお、最後に支払金額の合計額から回収金額を差し引いた金額を印書する。

 

ニ 出力時期 

毎月初めのオンライン終了後に労働局へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

参考資料として利用すること。 
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ヘ 印書例 
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(5) 療養の費用支払状況表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

療養の費用における月間の支払状況について、請求書の種別及び申請時の給付キー別に印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 
当リストは３枚構成となるため、印書している枚数を「（３－１）」「（３－

２）」「（３－３）」の形式で印書する。 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 

局コードと労働局名を印書する。 

全国計を印書する場合は、「99 局（全国）」を印書する。 

対象年月 集計対象期間を印書する。 

請求書種別 

イ １枚目（請求書種別が一般のもの） 

先頭に「（一般）」を印書する。 

各行には「一般診療」「看護」「移送」「装具」「診断書」を印書する。 

ロ ２枚目（全請求書種別） 

「一般」「薬剤」「柔整」「はりきゅう」「指定薬局」を印書する。 

ハ ３枚目（合計） 

「合計」「総合計」「全計」を印書する。 

短期件数 

短期金額 

短期給付キーで申請された請求分の支払件数、金額を支給・追給別及び業

務災害・通勤災害別に印書する。 

なお、「総合計」には業務災害・通勤災害別と短期給付キー全体の支払件数、

金額を印書し、「全計」にはすべての請求分の支払件数、金額を印書する。 

長期（１）件数 

長期（１）金額 

傷病年金の年金証書番号で申請された請求分の支払件数、金額を支給・追

給別及び業務災害・通勤災害別に印書する。 

なお、「総合計」には業務災害・通勤災害別と長期給付キー全体の支払件数、

金額を印書し、「全計」には長期給付キー全体の支払件数、金額を印書する。

長期（３）件数 

長期（３）金額 

障害年金の年金証書番号で申請された請求分の支払件数、金額を支給・追

給別及び業務災害・通勤災害別に印書する。 

なお、「総合計」には業務災害・通勤災害別の支払件数、金額を印書する。

長期（５）件数 

長期（５）金額 

遺族年金の年金証書番号で申請された請求分の支払件数、金額を支給・追

給別及び業務災害・通勤災害別に印書する。 

なお、「総合計」には業務災害・通勤災害別の支払件数、金額を印書する。
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ニ 出力時期 

毎月初めと６月２０日頃のオンライン終了後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

参考資料として利用すること。 

 

Ⅰ  
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ヘ 印書例 
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Ⅰ  
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Ⅰ  
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(6) 療養の費用支払方法別リスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

療養の費用における月間の支払状況について、請求書の種別、支払方法別に印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

局コード 

労働局名 

対象の局コードと労働局名を印書する。 

全国計を印書する場合は、「99 局（全国）」を印書する。 

対象年月 集計対象期間を印書する。 

請求書種別 

請求書種別名を印書する。 

ただし、「一般」については、費用の種別が「診療」「看護」「移送」「装具」

「診断書」を内訳として印書する。 

なお、最終行には全請求書種別の合計として「計」を印書する。 

支払総件数 

支払総額 

振込件数、率％ 

当地件数、率％ 

送金件数、率％ 

外国送金件数、率％ 

請求書種別ごとに支払件数、支払金額、支払方法別の内訳件数及び件数の

割合を印書する。 

ただし、「一般」については費用の種別が「診療」「看護」「移送」「装具」「診

断書」の内訳についても印書する。 

また、最終行には対象の局すべての支払件数、支払金額、支払方法別の内

訳件数及び件数の割合を印書する。 

なお、請求書種別が「柔整」又は「はりきゅう」及び最終行の計について

は、柔道整復師委任以外（「委任・未支給」が「０」（通常）、「１」（委任）、「３」

（未支給）、「５」（未支給の委任）、「６」（医療機関））の支払件数、支払方法

別の内訳件数及び件数の割合を下段の（ ）内に印書する。 

 

ニ 出力時期 

毎月初めと６月２０日頃のオンライン終了後に本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

参考資料として利用すること。 
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ヘ 印書例 
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１０. 業務資料（年金） 

(1) 労災保険年金等支払証明書 

イ 様式 

 

 

Ⅰ-10-(1)-1 



 

ロ 印書内容 

証明期間開始～証明期間終了までに実際に支払われた年金支払額等を出力する。「年金支払額証明画

面」（入力方法等についてはⅠ-13-5 支払証明書発行参照）にて受給者宛用と保管用の 2部を出力す

る。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

年金証書番号 受給権者の年金証書番号を出力する。 

枝番号 遺族（補償）年金の場合、受給権者枝番号を出力する。 

住所 受給権者の住所情報を出力する。 

氏名 受給権者の氏名を出力する。 

支払期年月 1～6 

証明期間開始～証明期間終了の支払期年月を昇順に出力する。証明期

間が 7 支払期以上ある場合は、2 枚目以降に出力する（以下の項目も同

様）。 

労災保険年金 1～6 

支払期年月ごとに年金支払額を出力する。また、下記の条件に該当す

る場合は、金額の上に注釈（※）を出力し、備考欄に注釈の番号とメッ

セージを出力する。 

・支払差止 

・若年停止 

・小口融資中 

・三者調整（支払額なし） 

・三者調整（支払額あり） 

・前払調整（支払額なし） 

・前払調整（支払額あり） 

・そ及追給額あり  

 

※注釈は「"※"＋番号」の形式で出力し、番号は 1 枚の証明書内でメ

ッセージを出力する毎に 1 から連番で採番する。ただし、既に同じ内容

のメッセージが備考に出力されている場合は、当該メッセージにて出力

されている番号で出力する。 

なお、そ及追給額があり、その他の条件にも該当する場合については、

注釈は 2つ出力する。 

労災援護給付金1～6

支払期年月ごとに特別年金支払額を出力する。また、下記の条件に該

当する場合は、金額の上に注釈を出力し、備考欄に注釈の番号とメッセ

ージを出力する。 

・支払差止 

・そ及追給額あり 

Ⅰ-10-(1)-2 



出力項目名 出  力  内  容 

労災就学等援護費 1

～6 

支払期年月ごとに援護費支払額を出力する。また、以下の条件に該当

する場合は金額の上に注釈を出力し、備考欄に注釈の番号とメッセージ

を出力する。 

・支払差止 

・そ及追給額あり 

合計支払額 1～6 支払期年月ごとに年金、特別年金、援護費の合計支払額を出力する。

合計 
支払期年月 1～6の年金支払額合計、特別年金支払額合計、援護費支払

額合計、合計支払額の合計を出力する。 

備考 

金額欄に注釈が出力されている場合は、注釈に応じて、「※番号」＋下

記のメッセージを出力する。 

・「支払差止」 

・「若年停止のため支給停止」 

・「の労災保険年金は、年金担保資金貸付制度の融資を受けた 

返済のため受給者には支払われていない。」 

・「損害賠償金受領のため支給停止」 

・「損害賠償金受領のため支払額が調整されている」 

・「前払一時金受領のため支給停止」 

・「前払一時金受領のため支払額が調整されている」 

・「の労災保険年金等には遡及による追給分が含まれている。」 

 

ハ 出力時期 

随時。 

Ⅰ-10-(1)-3 



(2) 労災保険年金等支払証明書（特別遺族）

イ 様式 

 

 

 

Ⅰ-10-(2)-1 



ロ 印書内容 

証明期間開始～証明期間終了までに実際に支払われた年金支払額等を出力する。「年金支払額証明画

面」（入力方法等についてはⅠ-13-5 支払証明書発行参照）にて受給者宛用と保管用の 2部を出力す

る。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

年金証書番号 受給権者の年金証書番号を出力する。 

枝番号 受給権者枝番号を出力する。 

住所 受給権者の住所情報を出力する。 

氏名 受給権者の氏名を出力する。 

支払期年月 1～6 

証明期間開始～証明期間終了の支払期年月を昇順に出力する。証明期

間が 7 支払期以上ある場合は、2 枚目以降に出力する（以下の項目も同

様）。 

特別遺族年金 1～6 

支払期年月ごとに特別遺族年金支払額を出力する。また、下記の条件

に該当する場合は、金額の上に注釈（※）を出力し、備考欄に注釈の番

号とメッセージを出力する。 

・支払差止 

・そ及追給額あり  

 

※注釈は「"※"＋番号」の形式で出力し、番号は 1 枚の証明書内でメ

ッセージを出力する毎に 1 から連番で採番する。ただし、既に同じ内容

のメッセージが備考に出力されている場合は、当該メッセージにて出力

されている番号で出力する。 

合計支払額 1～6 支払期年月ごとに年金の合計支払額を出力する。 

合計 
支払期年月 1～6の特別遺族年金支払額合計、合計支払額の合計を出力

する。 

備考 

金額欄に注釈が出力されている場合は、注釈に応じて、「※番号」＋下

記のメッセージを出力する。 

・「支払差止」 

・「の労災保険年金等には遡及による追給分が含まれている。」 

 

ハ 出力時期 

随時。 
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(3)担保権設定・解除データチェックリスト 

イ 様式 

 

 

 

Ⅰ-10-(3)-1 



ロ 印書内容 

福祉医療機構からの担保権設定・解除データの内容正当性を機械的に確認するための情報を出力す

る。 

作成原因・年金証書番号・枝番号のうち、一つでも不備があるデータの明細が出力される。対象の

明細がない場合は終了メッセージを出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

ＮＯ 明細毎に 1から連番を出力する。 

作成原因 担保権設定・解除データの作成原因を出力する。 

年金証書番号 年金証書番号を出力する。 

枝番号 遺族（補償）年金の場合、受給権者枝番号を出力する。 

エラー項目 担保権設定・解除データの不備のある項目に応じて、「作成原因」「年

金証書番号」「年金証書枝番号」を出力する。（※） 

また、データ内に重複するの年金証書番号・枝番号が存在し、当該デ

ータの直近の設定解除年月日まで重複していた場合は「重複」を出力す

る。 

終了メッセージ 担保権設定・解除データ件数が 0 件の場合、または担保権設定・解除

データのうち不備である件数が 0 件の場合にそれぞれメッセージを出力

する。（それ以外の場合は空白） 

合計 当該帳票への出力明細件数を出力する。 

※不備のある項目が複数ある場合は、当該項目を全てを出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(4)年金担保融資支給対象者一覧表 

イ 様式 

 

 

 

1-10-(4)-1 



ロ 印書内容 

融資対象者を確認するための情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

支給マーク 小口融資の新規対象、または融資終了対象者である場合、それぞれ「新

規」「終了」を出力する。それ以外の場合は出力しない。 

番号 明細ごとに 1ずつ加算した値を設定する 

局署 管轄局署コードを出力する。 

年金証書番号 年金証書番号を出力する。遺族（補償）年金の場合、受給権者枝番号

を出力する。 

被災者生年月日 被災者の生年月日を出力する。 

受給権者氏名 受給権者の氏名を出力する。 

当期支払年金額 受給権者に対する支払年金額を出力する。 

支払差止 支払差止対象の場合、その事由に応じて「所在不明」「定期報告未提出」

を出力する。支払差止対象でない場合は出力しない。 

支給停止 支給停止対象の場合、その事由に応じて「所在不明」「若年停止」「前

払一時金」「損賠」を出力する。支給停止対象でない場合は出力しない。

合計 出力を行った明細の当期支払年金額の合計を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

1-10-(4)-2 



(5)担保権設定・解除テープダンプリスト 

イ 様式 

 

 

 

1-10-(5)-1 



ロ 印書内容 

福祉医療機構から受領した年金担保抽出情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

レコード内容  

 年金制度 年金制度の値を出力する。 

 設定解除 設定解除の値を出力する。 

 年金証書番号 年金証書番号を出力する。 

 枝番号 受給権者枝番号を出力する。 

 生年月日 受給権者の生年月日を出力する。 

 設定解除日 設定または解除を行った年月日を出力する。 

 氏名 受給権者の氏名を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期、年金支払期（偶数月中旬） 

 

 

1-10-(5)-2 



(6)外国払いリスト 

イ 様式 

 

 

 

1-10-(6)-1 



ロ 印書内容 

外国払い対象の支払先情報等を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

NO. 明細毎に 1からの連番を出力する。 

管轄 管轄局署コードを出力する。 

年金証書番号 年金証書番号を出力する。遺族（補償）年金、または特別遺族年金の

場合、受給権者枝番号を出力する。 

外国名 受給権者が居住する外国コード、国名を出力する。 

権者氏名 受給権者の氏名を出力する。 

年金額 受給権者に対する年金支払額を出力する。 

援護費 受給権者に対する援護費支払額を出力する。 

特年額 受給権者に対する特別年金支払額を出力する。 

合計額 『年金額』、『援護費』、『特年額』の合計を出力する。 

合計 金額を出力する各列の合計を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

1-10-(6)-2 



(7)労災保険年金等振込通知書（外国払） 

「年金・一時金編」参照 

1-10-(7)-1 



(8)受給権者金融機関変更リスト（本省用） 

イ 様式 

 

 

 

1-10-(8)-1 



ロ 印書内容 

金融機関の統廃合により金融機関の廃止、コード変更、名称変更された受給者を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

局 管轄局のコードを出力する。 

マーク 変更情報が未来の変更予定である場合、「未来」を出力する。それ以外

の場合は出力しない。 

署 管轄署のコードを出力する。 

年金証書番号 年金証書番号を出力する。遺族（補償）年金、または特別遺族年金の

場合、受給権者枝番号を出力する。 

受給権者氏名 受給権者の氏名を出力する。 

区分 変更区分に応じて「廃止」「変更」「名称」を出力する。 

変更前コード 変更前の金融機関の本店・支店コード／郵便局コードを出力する。 

変更後コード 区分が「変更」の場合は、変更後の金融機関の本店・支店コード／郵

便局コードを出力する。それ以外の場合は出力しない。 

変更年月日 区分が「廃止」の場合は廃止年月日、それ以外の場合は処理年月日を

出力する。 

転帰年月 対象年金の転帰年月を出力する。 

金融機関名 金融機関名を出力する。（変更区分が「廃止」の場合は出力しない） 

店舗名 金融機関店舗名を出力する。（変更区分が「廃止」の場合は出力しない）

受給権者電話番号 受給権者の電話番号を出力する。 

備考 口座番号に変更があった場合に「口座番号の変更を確認して下さい」

を出力する。 

 

ハ 出力時期 

月次、年金支払期 
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(9)振込先一括変更確認リスト  

イ 様式 

 

 

 

1-10-(9)-1 



ロ 印書内容 

金融機関の統廃合の際の、支払データを出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

管轄局署 管轄局署コードを出力する。 

年金証書番号 年金証書番号を出力する。遺族（補償）年金、または特別遺族年金

の場合、受給権者枝番号を出力する。 

金融機関コード（本店）

－変更前 

変更前の金融機関本店コードを出力する。 

金融機関コード（支店）

－変更前 

変更前の金融機関支店コードを出力する。 

取引コード－変更前 変更前の取引コードを出力する。 

金融機関名Ａ－変更前 変更前の金融機関名カナ（1～15 桁目）を出力する。 

金融機関名Ｂ－変更前 変更前の金融機関名カナ（16～30 桁目）を出力する。 

金融機関名Ｃ－変更前 変更前の金融機関名カナ（31～45 桁目）を出力する。 

金融機関名－変更前 変更前の金融機関名を出力する。 

店舗名－変更前 変更前の金融機関店舗名を出力する。 

金融機関コード（本店）

－変更後 

変更後の金融機関本店コードを出力する。 

金融機関コード（支店）

－変更後 

変更後の金融機関支店コードを出力する。（変更後情報が存在しな

い場合は変更前の金融機関支店コード） 

取引コード－変更後 変更後の取引コードを出力する。（変更後情報が存在しない場合は

変更前の取引コード） 

金融機関名Ａ－変更後 変更後の金融機関名カナ（1～15 桁目）を出力する。 

金融機関名Ｂ－変更後 変更後の金融機関名カナ（16～30 桁目）を出力する。 

金融機関名Ｃ－変更後 変更後の金融機関名カナ（31～45 桁目）を出力する。（変更後情報

が存在しない場合は「金融機関名Ｃ－変更前」） 

金融機関名－変更後 変更後の金融機関名漢字を出力する。 

店舗名－変更後 変更後の金融機関店舗名漢字を出力する。（変更後情報が存在しな

い場合は「店舗名－変更前」） 

総合計 出力した明細件数を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(10)金融機関存在確認リスト  

イ 様式 

 

 

1-10-(10)-1 



ロ 印書内容 

統廃合対象となった金融機関に関する、支払データを出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

管轄局署 管轄局署コードを出力する。 

年金証書番号 年金証書番号、受給権者枝番号を出力する。 

金融機関コード（本店） 取引中の金融機関本店コードを出力する。 

金融機関コード（支店） 取引中の金融機関支店コードを出力する。 

取引コード 取引中の取引コードを出力する。 

金融機関名Ａ 取引中の金融機関名カナ（1～15 桁目）を出力する。 

金融機関名Ｂ 取引中の金融機関名カナ（16～30 桁目）を出力する。 

金融機関名Ｃ 取引中の金融機関名カナ（31～45 桁目）を出力する。 

金融機関名 取引中の金融機関名漢字を出力する。 

店舗名 取引中の金融機関店舗名漢字を出力する。 

当期支払額 受給権者に対する当期の年金支払額を出力する。 

転帰／差止理由 支払差止表示・転帰事由の値に応じた転帰／差止理由を出力する。

転帰年月 転帰年月を出力する。 

総合計 出力した明細件数を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

1-10-(10)-2 



 (11) 債主登録・支出負担行為即支出決定決議書項目一覧 

イ 様式 

 

 

 

Ⅰ-10-(11)-1 



ロ 印書内容 

集合決議を行う支出負担行為即支出決定決議書の、略科目ごとの金額等を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

債主区分 「24」（集合債主）を出力する。

支払方法－債主登録項

目

「3」（振込）を出力する。

債主名（カナ） 債主名カナを出力する。

債主名（漢字） 債主名を出力する。

会計年度 支払年月日の属する年度を出力する。

負担区分 「01」（通常）を出力する。

支出決定区分 「01」（通常）を出力する。

支払方法－決議書項目 「3」（振込）を出力する。

支払時期 「1」（通常）を出力する。

保険給付費－略科目 略科目コード（保険給付費）を出力する。

保険給付費－金額 福祉医療機構以外の年金支払額を合計した値を出力する。

労災就学等援護費 

－略科目

略科目コード（労災就学等援護費）を出力する。

労災就学等援護費 

－金額

福祉医療機構以外の労災就学等援護費支払額を合計した値を出力する。

労災援護給付金－略科

目

略科目コード（労災援護給付金）を出力する。

労災援護給付金－金額 福祉医療機構以外の特別年金支払額を合計した値を出力する。

発議係コード 「06」を出力する。

予算事項コード 予算事項コードを出力する。

支払予定年月日 支払年月日を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(12) 年金給付金明細データチェックリスト 

イ 様式 

 

Ⅰ-10-(12)-1 



 

ロ 印書内容 

集合決議用の年金給付金明細情報（ADAMS用）の正当性確認のため、金額等を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

（目）保険給付費 年金給付金明細情報のうち以下の条件を満たす金額を出力する。 

・統一所管コード＝12 

・歳出項コード＝010 

・歳出目コード＝216110

（項）保険給付費 年金給付金明細情報のうち以下の条件を満たす金額を出力する。 

・統一所管コード＝12 

・歳出項コード＝010 

・歳出目コード＝000000

（目）労災就学等援護

費

年金給付金明細情報のうち以下の条件を満たす金額を出力する。 

・統一所管コード＝12 

・歳出項コード＝040 

・歳出目コード＝068210

（目）労災援護給付金 年金給付金明細情報のうち『（目）保険給付費』、および『（目）労災就

学等援護費』以外の金額を出力する。

（項）社会復帰促進等

事業費

年金給付金明細情報のうち『（項）保険給付費』の出力条件を満たさな

い、データ区分コード「項合計」の値を出力する。

総計－年金給付金明細

データ

『（目）保険給付費』、『（目）労災就学等援護費』、『（目）労災援護給付

金』の合計の値を出力する。

総計－銀行払用データ 銀行払いデータの合計値を出力する。

総計－ゆうちょ銀行払

用データ

ゆうちょ銀行払いデータの合計値を出力する。

相違有無 『総計－銀行払用データ』と『総計－ゆうちょ銀行払用データ』の合計

の値が、『総計－年金給付金明細データ』と一致しなかった場合、「相違

あり」を出力する。（一致した場合は出力しない。）

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(13) 債主登録（外国払）一覧表 

イ 様式 

 

 

 

Ⅰ-10-(13)-1 



 

ロ 印書内容 

外国払いの年金受給者に関する情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

登録年月日 処理を行った年月日を出力する。

一連番号 明細出力ごとに 1からの連番を出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。遺族（補償）年金、または特別遺族年金の場

合、受給権者枝番号を出力する。

債主名（カナ） 受給権者の氏名を出力する。

債主住所 受給権者の住所を出力する。

外国送金先金融機関

名

送金先のスイフトコード、口座番号、金融機関名、金融機関店舗名、金

融機関所在地を出力する。

外国送金先金融機関

名（ステータス）

『外国送金先金融機関名』が空白の場合は「送金払」を出力する。また、

『債主住所』『外国送金先金融機関名』が桁あふれを起こしている場合は

「＊」を出力する。

合計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

 

Ⅰ-10-(13)-2 



 

(14)支出負担行為即支出決定（外国払）一覧表 

イ 様式 

 

 

Ⅰ-10-(14)-1 



 

ロ 印書内容 

外国払い対象の支払額等を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

年度 当該支払期年月が属する年度を出力する。

支払予定年月日 年金の支払予定年月日を出力する。

一連番号 明細出力ごとに 1からの連番を出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。遺族（補償）年金、または特別遺族年金の場

合、受給権者枝番号を出力する。

債主 当該年金の債主コードを出力する。

略科目 保険給付費、労災就学等援護費、労災援護給付金のいずれかの略科目コ

ードを出力する。

局課 「06」を出力する。

金額 略科目に応じて、いずれかの金額を出力する。

外貨名 外国コードに対応する通貨名に応じて値を出力する。 

米ドル・・・01 

英ポンド・・・02 

円・・・99 

上記以外・・・0

摘要 略科目に応じて、「保険給付費」「労災就学等援護費」「労災援護給付金」

のいずれかを出力する。 

当該債主の追加コードが「1」の場合には「＊」を出力する。

合計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。

保険給付費計 年金支払額の合計を出力する。

労災就学等援護費計 援護費支払額の合計を出力する。

労災援護給付金計 特別年金支払額の合計を出力する。

総合計 『保険給付費計』、『労災就学等援護費計』、『労災援護給付金計』の合計

の値を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期
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(15)年金給付金明細データ（ADAMS用）ダンプリスト 

イ 様式 

 

 

 

Ⅰ-10-(15)-1 



 

ロ 印書内容 

年金給付金明細情報（ADAMS用）の内容を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

明細  

 ヘッダーレコード  

  データ区分コード 「10」を出力する。

  年金種別コード 年金種別コードを出力する。

  コード区分コード コード区分コードを出力する。

  官署コード 官署コードを出力する。

  官署名 官署名を出力する。

  振込請求日 振込請求日を出力する。

  日本銀行コード 日本銀行コードを出力する。

  日本銀行名称 日本銀行名称を出力する。

  日本銀行本店コード 日本銀行本店コードを出力する。

  日本銀行本店名称 日本銀行本店名称を出力する。

 目合計レコード／項合計レ

コード

 

  データ区分コード 目合計レコードの場合、「20」を出力する。項合計レコードの

場合「30」を出力する。

  会計区分 会計区分を出力する。

  所管 所管を出力する。

  会計・勘定 会計・勘定を出力する。

  部局等 部局等を出力する。

  項 項を出力する。

  管理部局コード 管理部局コードを出力する。

  目 目を出力する。

  目の細分 目の細分を出力する。

  負担官区分 負担官区分を出力する。

  金額 金額を出力する。

 エンドレコード  

  データ区分コード 「90」を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期、随時
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(16) 担保支払等テープダンプリスト 

イ 様式  
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ロ 印書内容 

福祉医療機構に提供する担保支払等情報の内容を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

レコード内容  

 担保支払情報 （労災年金）

  作成原因 「88」を出力する。

  年金証書番号 年金証書番号を出力する。

  枝番号 遺族（補償）年金、または特別遺族年金の場合、受給権者枝番号を

出力する。

  生年月日 受給権者の生年月日を出力する。

  表示コード 支給停止に該当する場合、1桁目に「1」を出力する。 

年金差止に該当する場合、3桁目に「1」を出力する。 

それ以外の場合、および他の位置には「0」を出力する。

  支払額 当期支払額を出力する。

  支払年月日 支払年月日を出力する。

  氏名 受給権者氏名を出力する。

 担保失権・全停情報 （労災年金）

  作成原因 「89」を出力する。

  年金証書番号 年金証書番号を出力する。

  枝番号 遺族（補償）年金、または特別遺族年金の場合、受給権者枝番号を

出力する。

  生年月日 受給権者の生年月日を出力する。

  表示コード オール 0を出力する。

  支払額 オール 0を出力する。

  失権事由年月日 失権事由年月日を出力する。

  停止事由年月日 停止事由年月日を出力する。

  氏名 受給権者氏名を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期、偶数月中旬 
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(17) 労災年金の支給開始についてのお知らせ 

「年金・一時金編」参照 
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(18)遺族（補償）年金についてのお知らせ 

「年金・一時金編」参照 
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(19)指定年齢到達予定者リスト（本省用） 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

指定年齢の到達する予定者の情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

管轄局 管轄局のコードを出力する。

支払期予定 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

 署 管轄署のコードを出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。遺族（補償）年金、または特別遺族年金の場

合、受給権者枝番号を出力する。

被災者生年月日 被災者の生年月日を出力する。

支払権者氏名 受給権者の氏名を出力する。（外国払いの場合は出力しない）

電話番号 受給権者の電話番号を出力する。

給付日数増減 通知区分、給付日数増減の値に応じて、以下のいずれかを出力する。 

①「変更なし」 

②「増」 

③「減少」 

④出力しない

差止の有無 年金差止中の場合は「年金」を出力する。 

援護費差止中の場合は「援護費」を出力する。 

年金・援護費のどちらも差止中の場合は「年金・援護費」を出力する。

枝番 指定年齢到達予定者の資格者枝番を出力する。

到達者氏名 指定年齢到達予定者の氏名を出力する。（外国払い以外の場合は出力し

ない）

到達区分 到達区分の値に応じて、以下のいずれかを出力する。 

①「１８歳失権」 

②「１８歳失格」 

③「妻５５歳」 

④「資格者６０歳」 

⑤「中学校進学」

到達状況 到達区分が「１８歳失権」の場合のみ、指定年齢到達後の権者関係とし

て、以下のいずれかを出力する。 

①「全員失権」 

②「同順位１人」 

③「同順位２人以上」 

④「次順位１人」 

⑤「次順位２人以上」

到達年月日 指定年齢到達年月日を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

通知区分 到達区分が「１８歳失権」、かつ到達状況が「同順位１人」「同順位２人

以上」「次順位１人」「次順位２人以上」の場合、以下のいずれかを出力

する。 

①「特別遺族年金のお知らせ」 

②「遺族（補償）年金のお知らせ」

配信区分 到達区分が「中学校進学」の場合、「援護費変更通知」を出力する。 

到達区分が「中学校進学」以外で、給付日数増減が「増」または「減少」

の場合、「変更通知」を出力する。

年金年額 年金年額を出力する。ただし、到達状況が「全員失権」の場合は「0」

を出力する。また、それ以外の到達状況や給付日数に増減がない場合は

出力しない。

特別年金年額 特別年金年額を出力する。ただし、到達状況が「全員失権」の場合は「0」

を出力する。また、それ以外の到達状況や給付日数に増減がない場合は

出力しない。

援護費 援護費支払額を出力する。ただし、到達状況が「全員失権」の場合は「0」

を出力する。また、それ以外の到達状況や給付日数に増減がない場合は

出力しない。

失権差額一時金（年金） 年金の失権差額一時金を出力する。ただし、失権差額一時金が年金分・

特別年金分共発生していない場合は出力しない。

失権差額一時金（特年） 特別年金の失権差額一時金を出力する。ただし、失権差額一時金が年金

分・特別年金分共発生していない場合は出力しない。

未支給金（年金） 18 歳全員失権する場合に、年金の未支給金を出力する。

未支給金（特年） 18 歳全員失権する場合に、特別年金の未支給金を出力する。

未支給金（援護費） 18 歳全員失権する場合に、援護費の未支給金を出力する。

回収費（年金） 18 歳全員失権する場合に、年金の回収費を出力する。

回収費（特年） 18 歳全員失権する場合に、特別年金の回収費を出力する。

回収費（援護費） 18 歳全員失権する場合に、援護費の回収費を出力する。

「遺族年金のお知らせ」

（局合計）

『通知区分』にて「遺族（補償）年金のお知らせ」と出力した管轄局ご

との合計件数を出力する。

１８歳失権－遺族（局

合計）

到達区分上、18 歳失権となる遺族（補償）年金の件数の管轄局ごとの合

計件数を出力する。

１８歳失格－遺族（局

合計）

到達区分上、18 歳失格となる遺族（補償）年金の件数の管轄局ごとの合

計件数を出力する。

妻５５歳－遺族（局合

計）

到達区分上、妻 55 歳となる件数の管轄局ごとの合計件数を出力する。

資格者６０歳－遺族

（局合計）

到達区分上、資格者 60 歳となる件数の管轄局ごとの合計件数を出力す

る。
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出力項目名 出  力  内  容

中学校進学－遺族（局

合計）

到達区分上、中学校進学となる件数の管轄局ごとの合計件数を出力す

る。

「特別遺族年金のお知

らせ」（局合計）

『通知区分』にて「特別遺族年金のお知らせ」と出力した管轄局ごとの

合計件数を出力する。

１８歳失権－特族（局

合計）

到達区分上、18 歳失権となる特別遺族年金の件数の管轄局ごとの合計件

数を出力する。

１８歳失格－特族（局

合計）

到達区分上、18 歳失格となる特別遺族年金の件数の管轄局ごとの合計件

数を出力する。

「遺族年金のお知らせ」

（総合計）

『通知区分』にて「遺族（補償）年金のお知らせ」と出力した全合計件

数を出力する。

１８歳失権－遺族（総

合計）

到達区分上、18 歳失権となる遺族（補償）年金の件数の全合計件数を出

力する。

１８歳失格－遺族（総

合計）

到達区分上、18 歳失格となる遺族（補償）年金の件数の全合計件数を出

力する。

妻５５歳－遺族（総合

計）

到達区分上、妻 55 歳となる件数の全合計件数を出力する。

資格者６０歳－遺族

（総合計）

到達区分上、資格者 60 歳となる件数の全合計件数を出力する。

中学校進学－遺族（総

合計）

到達区分上、中学校進学となる件数の全合計件数を出力する。

「特別遺族年金のお知

らせ」（総合計）

『通知区分』にて「特別遺族年金のお知らせ」と出力した全合計件数を

出力する。

１８歳失権－特族（総

合計）

到達区分上、18 歳失権となる特別遺族年金の件数の全合計件数を出力す

る。

１８歳失格－特族（総

合計）

到達区分上、18 歳失格となる特別遺族年金の件数の全合計件数を出力す

る。

 

ハ 出力時期 

年金支払期
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(20)支給停止解除予定者リスト（本省用） 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

前払一時金、三者損賠又は指定年齢到達による支給停止の解除予定者の情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

管轄局 管轄局のコードを出力する。

支払期予定 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

 署 管轄署のコードを出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。遺族（補償）年金、または特別遺族年金の場

合、受給権者枝番号を出力する。

支給停止事由 支給停止事由に応じて「若年停止」「三者損賠受領」「前払一時金受領」

のいずれかを出力する。

解除者生年月日 受給者生年月日を出力する。（若年停止以外の場合は出力しない）

支給停止解除予定年月 支給停止解除予定年月を出力する。（若年停止以外の場合は出力しない）

支給開始給付 支給開始される給付として以下のいずれかを出力する。 

①「特別年金」 

②「援護費」 

③「年金」 

④「年金・特別年金・援護費」 

⑤「年金・特別年金」 

⑥「年金・援護費」 

⑦「特別年金・援護費」

給付日数増減 給付増減に応じて以下のいずれかを出力する。 

①「増」 

②「減」 

③出力しない

支払権者氏名 受給権者の氏名を出力する。

国名 外国送金の場合に、外国コード、国名を出力する。

金融機関名・店舗名 外国送金の場合に、送金先金融機関名、金融機関店舗名を出力する。

SWIFT(BIC)コード 外国送金の場合に、SWIFT(BIC)コードを出力する。

金融機関所在地 外国送金の場合に、送金先金融機関の所在地を出力する。

郵便番号 外国送金以外の場合に、受給権者の郵便番号を出力する。

住所 受給権者の住所を出力する。

電話番号 外国送金以外の場合に、受給権者の電話番号を出力する。

支払方法 外国送金以外の場合に、支払先に応じて「銀行振込」「郵便振込」「窓口

現金」のいずれかを出力する。

金融機関コード 銀行振込の場合に、振込先の金融機関コードを出力する。

金融機関名 銀行振込の場合に、振込先の金融機関名を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

店舗名 銀行振込の場合に、振込先の金融機関店舗名を出力する。

預金の種類 銀行振込の場合に、振込先の口座の預金種類を出力する。

口座番号 銀行振込の場合に、振込先の口座番号を出力する。

ゆうちょ銀行コード 郵便振込・窓口現金の場合に、振込預入先・窓口払渡先となるゆうちょ

銀行コードを出力する。

ゆうちょ銀行名 郵便振込・窓口現金の場合に、振込預入先・窓口払渡先となるゆうちょ

銀行名を出力する。

記号番号 郵便振込の場合に、振込預入先となる通帳記号番号を出力する。

局合計－若年停止 『支給停止事由』に「若年停止」と出力した管轄局ごとの合計件数を出

力する。

局合計－前払一時金受

領

『支給停止事由』に「前払一時金受領」と出力した管轄局ごとの合計件

数を出力する。

局合計－三者損賠受領 『支給停止事由』に「三者損賠受領」と出力した管轄局ごとの合計件数

を出力する。

総合計－若年停止 『支給停止事由』に「若年停止」と出力した全合計件数を出力する。

総合計－前払一時金受

領

『支給停止事由』に「前払一時金受領」と出力した全合計件数を出力す

る。

総合計－三者損賠受領 『支給停止事由』に「三者損賠受領」と出力した全合計件数を出力する。

 

ハ 出力時期 

年次、月次、年金支払期 

  

 

 

Ⅰ-10-(20)-3 



(21) 平均賃金不一致者リスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

一時金の平均賃金と短期給付の平均賃金とが不一致であるデータを出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

 局 管轄局のコード、都道府県名称を出力する。

労働保険番号 被災者の労働保険番号を出力する。

傷病年月日 被災者の傷病年月日を出力する。

被災者生年月日 被災者の生年月日を出力する。

管轄局署 管轄局署のコードを出力する。

年金証書番号／ 

データ受付番号

一時金・葬祭料以外の場合は、年金証書番号を出力する。一時金・葬

祭料の場合にはデータ受付番号を出力する。

被災者氏名 被災者のカナ氏名、漢字氏名を出力する。

支給事由発生年月日 支給事由が発生した年月日を出力する。

平均賃金（短期） 被災者の平均賃金（短期）を出力する。

平均賃金（年金） 被災者の平均賃金（年金）を出力する。

業種 被災者の業種を出力する。

転帰年月日 転帰年月日を出力する。

転帰事由 転帰事由に応じて、給付ごとに以下のいずれかを出力する。 

・傷病（補償）年金・・・「死亡」「治ゆ」「等級不該当」「基本権

取消」 

・障害（補償）年金・・・「死亡」「再発」「等級不該当（８～１４

級以外）」「等級不該当（８～１４級）」「基本権取消」 

・遺族（補償）年金、特別遺族年金・・・「死亡」「婚姻」「養子縁

組」「離縁」「障害無」「１８歳失権」「基本権取消」

局計 管轄局ごとの件数の合計を出力する。

全国計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(22)複数給付受給者確認リスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

複数給付の支給期間が重複したデータを出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

 局 管轄局のコード、都道府県名称を出力する。

労働保険番号 被災者の労働保険番号を出力する。

傷病年月日 被災者の傷病年月日を出力する。

被災者生年月日 被災者の生年月日を出力する。

被災者氏名 被災者のカナ氏名、漢字氏名を出力する。

管轄局署 管轄局署のコードを出力する。

年証番号／ 

ﾃﾞｰﾀ受付番号

一時金・葬祭料以外の場合は、年金証書番号を出力する。一時金・

葬祭料の場合にはデータ受付番号を出力する。

支給事由発生年月日 支給事由が発生した年月日を出力する。

給付種別 重複した一時金の給付種別に応じて以下の内容を出力する。 

①「休業」 

②「診療」 

③「費用」 

④「傷病」 

⑤「障害」 

⑥「遺族」 

⑦「葬祭」 

⑧出力しない

支給期間 重複した一時金の支給期間を出力する。

転帰年月日・事由－年月日 転帰年月日を出力する。

転帰年月日・事由－転帰事

由

転帰事由に応じて、年金種別ごとに以下のいずれかを出力する。 

・傷病（補償）年金・・・「死亡」「治ゆ」「等級不該当」「基本

権取消」 

・障害（補償）年金・・・「死亡」「再発」「等級不該当（８～１

４級以外）」「等級不該当（８～１４級）」「基本権取消」 

・遺族（補償）年金、特別遺族年金・・・「死亡」「婚姻」「養子

縁組」「離縁」「障害無」「１８歳失権」「基本権取消」

局計 管轄局ごとの件数の合計を出力する。

全国計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。
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ハ 出力時期 

年金支払期 
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(23)特別加入者チェックリスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

労災年金・一時金のうち、特別加入者であるデータ、通勤災害のデータ、平均賃金が 100 円単位では

ないデータを出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

 局 管轄局のコード、都道府県名称を出力する。

管轄局署 管轄局署のコードを出力する。

年金証書番号／ 

データ受付番号

一時金・葬祭料以外の場合は、年金証書番号を出力する。一時金・葬祭

料の場合にはデータ受付番号を出力する。

被災者氏名 被災者のカナ氏名、漢字氏名を出力する。

支給事由発生年月日 支給事由が発生した年月日を出力する。

出力事由－業通 災害種別が「通勤災害」である場合のみ「＊」を出力する。

出力事由－平賃 被災者の平均賃金が 100 円単位となっていない場合のみ「＊」を出力す

る。

業通別 災害種別が「通勤災害」である場合に「通災」を出力する。

特加コード 被災者の特別加入者コードを出力する。

平均賃金 被災者の平均賃金を出力する。

転帰年月日 転帰年月日を出力する。

転帰事由 転帰事由に応じて、給付ごとに以下のいずれかを出力する。 

・傷病（補償）年金・・・「死亡」「治ゆ」「等級不該当」「基本権取消」

・障害（補償）年金・・・「死亡」「再発」「等級不該当（８～１４級以

外）」「等級不該当（８～１４級）」「基本権取消」 

・遺族（補償）年金、特別遺族年金・・・「死亡」「婚姻」「養子縁組」「離

縁」「障害無」「１８歳失権」「基本権取消」

局計 管轄局ごとの件数の合計を出力する。

全国計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払
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(24)高齢受給者一覧表 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

指定した年齢、または生年月日の範囲に該当する受給者の情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

 局 管轄局のコード、都道府県名称を出力する。

指定生年月日 年齢・生年月日の抽出範囲を指定した場合は、当該抽出範囲を出力する。

（無指定の場合は出力しない）

管轄局署 管轄局署のコードを出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

被災者氏名 被災者のカナ氏名、漢字氏名を出力する。

被災者生年月日 被災者の生年月日を出力する。

支給事由発生年月日 支給事由が発生した年月日を出力する。

該当者情報－枝番 該当資格者の受給権者枝番号を出力する。

該当者情報－氏名 該当資格者の氏名を出力する。

該当者情報－生年月日 該当資格者の生年月日を西暦・和暦の両方で出力する。

該当者情報－年齢 該当資格者の年齢を出力する。

局計 管轄局ごとの件数の合計を出力する。

全国計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(25)ゆうちょ銀行未払状況一覧 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

ゆうちょ銀行分の未払情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

取消 当該年金の未払期間、取消処理の実施状況に応じて「取消」「１年」

「５年」を出力する。

支払期 当該年金の支払期年月を出力する。

局署 当該年金の管轄局署コードを出力する。

年金証書番号 当該年金の年金証書番号を出力する。遺族（補償）年金、または特別

遺族年金の場合、受給権者枝番号を出力する。

労災年金額 当該年金の年金支払額を出力する。

就学援護費 当該年金の援護費支払額を出力する。

特別年金額 当該年金の特別年金支払額を出力する。

合計支払額 『労災年金額』、『就学援護費』、『特別年金額』の合計の値を出力する。

氏名変更日－入力局署

（変更日）

氏名の変更入力が行われた年月日を出力する。（支払先情報が存在し

ない場合は出力しない）

氏名変更日－入力局署

（局署）

氏名の変更入力が行われた局署コードを出力する。（支払先情報が存

在しない場合は 00）

氏名 当該年金の受給権者の氏名を出力する。（支払先情報が存在しない、

または外国払いの場合は出力しない）

住所変更日－入力局署

（変更日）

住所の変更入力が行われた年月日を出力する。（支払先情報が存在し

ない場合は出力しない）

住所変更日－入力局署

（局署）

住所の変更入力が行われた局署コードを出力する。（支払先情報が存

在しない場合は 00）

住所 当該年金の受給権者の住所を出力する。（支払先情報が存在しない、

または外国払いの場合は出力しない）

電話番号 当該年金の受給権者の電話番号を出力する。（支払先情報が存在しな

い、または外国払いの場合は出力しない）

転帰年月日 転帰年月日を出力する。

転帰事由 転帰事由に応じて、給付ごとに以下のいずれかを出力する。 

・傷病（補償）年金・・・「死亡」「治ゆ」「等級不該当」「基本権取消」

・障害（補償）年金・・・「死亡」「再発」「等級不該当（８～１４級

以外）」「等級不該当（８～１４級）」「基本権取消」 

・遺族（補償）年金、特別遺族年金・・・「死亡」「婚姻」「養子縁組」

「離縁」「障害無」「１８歳失権」「基本権取消」
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出力項目名 出  力  内  容

支払先変更日－入力局署

（変更日）

支払先の変更入力が行われた年月日を出力する。（支払先情報が存在

しない場合は出力しない）

支払先変更日－入力局署

（局署）

支払先の変更入力が行われた局署コードを出力する。（支払先情報が

存在しない場合は 00）

支払方法 支払方法を出力する。（支払先情報が存在しない場合は出力しない）

ゆうちょ銀行名カナ 振込先のゆうちょ銀行・郵便局の名称を出力する。（支払先情報が存

在しない場合は出力しない）

支払期計－件数 支払期ごとの件数の合計を出力する。

支払期計－労災年金額 支払期ごとの年金支払額の合計を出力する。

支払期計－就学援護費 支払期ごとの援護費支払額の合計を出力する。

支払期計－特別年金額 支払期ごとの特別年金支払額の合計を出力する。

支払期計－合計支払額 『支払期計－労災年金額』、『支払期計－就学援護費』、『支払期計－特

別年金額』の合計の値を出力する。

総合計－件数 当該帳票への出力件数の合計を出力する。

総合計－労災年金額 当該帳票に出力した明細の年金支払額の合計を出力する。

総合計－就学援護費 当該帳票に出力した明細の援護費支払額の合計を出力する。

総合計－特別年金額 当該帳票に出力した明細の特別年金支払額の合計を出力する。

総合計－合計支払額 『総合計－労災年金額』、『総合計－就学援護費』、『総合計－特別年金

額』の合計の値を出力する。

 

ハ 出力時期 

月次 
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(26) ゆうちょ銀行払い取消リスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

ゆうちょ銀行払いのうち取消対象となったデータを出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

取消 当該年金の未払期間、取消処理の実施状況に応じて「取消」「１年」「５

年」を出力する。

取消日 当該年金の支払取消年月日を出力する。

支払日 当該年金の支払年月日を出力する。

局署 当該年金の管轄局署コードを出力する。

年金証書番号 当該年金の年金証書番号を出力する。遺族（補償）年金、または特別遺

族年金の場合、受給権者枝番号を出力する。

労災年金額 当該年金の年金支払額を出力する。

就学援護費 当該年金の援護費支払額を出力する。

特別年金額 当該年金の特別年支払金額を出力する。

合計支払額 『労災年金額』、『就学援護費』、『特別年金額』の合計の値を力する。

支払期計－件数 支払期ごとの件数の合計を出力する。

支払期計－労災年金額 支払期ごとの年金支払額の合計を出力する。

支払期計－就学援護費 支払期ごとの援護費支払額の合計を出力する。

支払期計－特別年金額 支払期ごとの特別年金支払額の合計を出力する。

支払期計－合計支払額 『支払期計－労災年金額』、『支払期計－就学援護費』、『支払期計－特別

年金額』の合計の値を出力する。

総合計－件数 当該帳票への出力件数の合計を出力する。

総合計－労災年金額 当該帳票に出力した明細の年金支払額の合計を出力する。

総合計－就学援護費 当該帳票に出力した明細の援護費支払額の合計を出力する。

総合計－特別年金額 当該帳票に出力した明細の特別年金支払額の合計を出力する。

総合計－合計支払額 『総合計－労災年金額』、『総合計－就学援護費』、『総合計－特別年金額』

の合計の値を出力する。

取消－件数 当該帳票に出力した明細のうち、「取消」に該当するデータの件数の合

計を出力する。

取消－労災年金額 当該帳票に出力した明細のうち、「取消」に該当するデータの年金支払

額の合計を出力する。

取消－就学援護費 当該帳票に出力した明細のうち、「取消」に該当するデータの援護費支

払額の合計を出力する。

取消－特別年金額 当該帳票に出力した明細のうち、「取消」に該当するデータの特別年金

支払額の合計を出力する。

取消－合計支払額 『取消－労災年金額』、『取消－就学援護費』、『取消－特別年金額』の合

計の値を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

１年経過－件数 当該帳票に出力した明細のうち、「１年」に該当するデータの件数の合

計を出力する。

１年経過－労災年金額 当該帳票に出力した明細のうち、「１年」に該当するデータの年金支払

額の合計を出力する。

１年経過－就学援護費 当該帳票に出力した明細のうち、「１年」に該当するデータの援護費支

払額の合計を出力する。

１年経過－特別年金額 当該帳票に出力した明細のうち、「１年」に該当するデータの特別年金

支払額の合計を出力する。

１年経過－合計支払額 『１年経過－労災年金額』、『１年経過－就学援護費』、『１年経過－特別

年金額』の合計の値を出力する。

５年時効－件数 当該帳票に出力した明細のうち、「５年」に該当するデータの件数の合

計を出力する。

５年時効－労災年金額 当該帳票に出力した明細のうち、「５年」に該当するデータの年金支払

額の合計を出力する。

５年時効－就学援護費 当該帳票に出力した明細のうち、「５年」に該当するデータの援護費支

払額の合計を出力する。

５年時効－特別年金額 当該帳票に出力した明細のうち、「５年」に該当するデータの特別年金

支払額の合計を出力する。

５年時効－合計支払額 『５年時効－労災年金額』、『５年時効－就学援護費』、『５年時効－特別

年金額』の合計の値を出力する。

 

ハ 出力時期 

年次 
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(27) 支払方法変更対象者リスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

支払方法をゆうちょ銀行振込から現金払いへ変更したデータを出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

支払年月日 当該年金の支払年月日を出力する。

管轄局 管轄局のコードを出力する。

 署 管轄署のコードを出力する。

年金証書番号 被災者の年金証書番号を出力する。遺族（補償）年金、または特別遺族

年金の場合、受給権者枝番号を出力する。

預金記号番号 当該年金の振込預入先だった預金記号番号を出力する。

支払済マーク 当該年金が現金払いにて支払済みの場合、「＊」を出力する。

支払年月日計 支払年月日ごとの件数の合計を出力する。

総合計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

月次 
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(28) 債主コード付加確認リスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

外国払い対象のうち、前期支払期以前に債主登録されているが当期支払期で変更がある、または当期

支払期で新たに債主登録されたデータを出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

年金証書番号 当該年金の年金証書番号を出力する。遺族（補償）年金、または特別遺

族年金の場合、受給権者枝番号を出力する。

債主コード 当該年金の債主コードを出力する。

債主名（カナ） 債主の氏名を出力する。

住所 債主の住所を出力する。

外国送金先金融機関名

（カナ）

当該年金の送信先金融機関名を出力する。

合計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

 

Ⅰ-10-(28)-2  



(29)支出負担行為即支出決定（外国払）内訳入力一覧表 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

支払先が外国送金の年金受給者情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

年度 処理対象の年金の支払予定年月日に属する年度を出力する。

支払予定年月日 処理対象となる年金の支払予定年月日を出力する。

一連番号 略科目コード、外貨名コードごとに 1から順に連番を出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。遺族（補償）年金、または特別遺族年金の場

合、受給権者枝番号を出力する。

債主 当該年金の債主コードを出力する。

略科目 保険給付費を示す明細の場合「000042」を出力する。 

労災就学等援護費を示す明細の場合「001465」を出力する。 

労災援護給付金を示す明細の場合「001486」を出力する。

局課 「06」を出力する。

金額 略科目の値に応じて、当該年金の保険給付費・労災就学等援護費・労災

援護給付金の値を出力する。

外貨名 米ドル示す明細の場合「01」を出力する。 

英ポンド示す明細の場合「02」を出力する。 

円示す明細の場合「99」を出力する。

摘要 保険給付費を示す明細の場合「保険給付費」を出力する。 

労災就学等援護費を示す明細の場合「労災就学等援護費」を出力する。

労災援護給付金を示す明細の場合「労災援護給付金」を出力する。

保険給付費計 保険給付費を示す明細の金額の合計を出力する。

労災就学等援護費計 労災就学等援護費を示す明細の金額の合計を出力する。

労災援護給付金計 労災援護給付金を示す明細の金額の合計を出力する。

総合計 『保険給付費計』、『労災就学等援護費計』、『労災援護給付金計』の合計

の値を出力する。

合計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(30)被災労働者男女別件数表 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

傷病（補償）年金・障害（補償）年金・遺族（補償）年金・特別遺族年金のそれぞれの年金について、

男女別の件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

傷病－男 傷病（補償）年金で、被災者性別が「男」である件数を出力する。

傷病－女 傷病（補償）年金で、被災者性別が「女」である件数を出力する。

傷病－合計 傷病（補償）年金の件数を出力する。

障害－男 障害（補償）年金で、被災者性別が「男」である件数を出力する。

障害－女 障害（補償）年金で、被災者性別が「女」である件数を出力する。

障害－合計 障害（補償）年金である件数を出力する。

遺族－男 遺族（補償）年金で、被災者性別が「男」である件数を出力する。

遺族－女 遺族（補償）年金で、被災者性別が「女」である件数を出力する。

遺族－合計 遺族（補償）年金である件数を出力する。

特遺－男 特別遺族年金で、被災者性別が「男」である件数を出力する。

特遺－女 特別遺族年金で、被災者性別が「女」である件数を出力する。

特遺－合計 特別遺族年金である件数を出力する。

男合計 被災者性別が「男」である件数を出力する。

女合計 被災者性別が「女」である件数を出力する。

総合計 当該帳票への出力対象となった件数を出力する。

 

ハ 出力時期 

年次 
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 (31)労災特別介護施設入居者年金収入一覧表 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

施設入居者の支払額等の情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

ページ 1から連番に出力する。

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

番号 年金証書番号ごとに 1から連番を出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

等級号 支払情報が存在する場合、等級号を出力する。

受給権者氏名 支払情報が存在する場合、被災者の氏名を出力する。

支払期 支払情報が存在する場合、最大 7支払期分の年金の支払期年月を出力す

る。

年金支払額 支払情報が存在する場合、最大 7支払期分の支払額(年金)を出力する。

年金追回額 支払情報が存在する場合、最大 7支払期分の年金－遡及額を出力する。

特別年金支払額 支払情報が存在する場合、最大 7支払期分の支払額特年を出力する。

特別年金追回額 支払情報が存在する場合、最大 7支払期分の特年－遡及額を出力する。

援護費支払額 支払情報が存在する場合、最大 7支払期分の支払額（援護費）を出力す

る。

援護費追回額 支払情報が存在する場合、最大 7支払期分の援護費遡及額を出力する。

厚年等調整コード 支払情報が存在する場合、厚年等調整コードに応じて「調整」「調査中」

「請求中」「不支給・不該当」「未加入」「請求拒否」「支給停止」「老齢年

金等選択」を出力する。

厚年等種別 支払情報が存在する場合、厚年等種別に応じて「旧厚年」「新厚国」「船

員」「新厚年」「旧国年」「新国年」を出力する。

厚年等調整開始年月 支払情報が存在する場合、厚年変更年月を出力する。

厚年等年額 支払情報が存在する場合、厚年受領額を出力する。

備考 支払期ごとに以下に該当する場合、いずれかを出力する。ただし、支払

情報がない明細については「支払情報無」を出力する。 

①「転帰年金」 

②「支払差止中」 

③「損賠調整中」 

④「前払調整中」 

⑤「小口融資中」 

⑥「行政裁量有」

合計件数 当該帳票への出力件数の合計を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

支払情報なし件数 支払情報のない明細の出力を行った件数の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年次 
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(32)郵便番号別件数表（宛名ラベル）  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

郵便番号ごとの継続中の年金件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

ページ 1から連番に出力する。

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

タイトル 1 集計対象の以下のいずれかのタイトルを出力する。 

①「傷病・じん肺」 

②「傷病・せき損」 

③「傷病・その他」 

④「障害」 

⑤「遺族」 

⑥「特別遺族」

タイトル 2 集計対象の以下のいずれかのタイトルを出力する。 

①「（継続）」 

②「（新規）」

地域名 郵便番号の属する地域名を出力する。

郵便番号 集計対象の郵便番号を出力する。

件数 『タイトル 1』・『タイトル 2』に該当する年金の郵便番号に該当する件数

を出力する。

小計 『タイトル 1』・『タイトル 2』に該当する年金の郵便番号の属する地域に

該当する件数を出力する。（エラーデータについては出力しない）

合計 『タイトル 1』・『タイトル 2』に該当する年金の全地域の件数を出力する。

（エラーデータの件数も含む）

 

ハ 出力時期 

随時
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(33)遺族（補償）給付支給決定分情報一覧 

イ 様式 

 

 

 

 Ⅰ-10-(33)-1



ロ 印書内容 

労働者健康福祉機構へ提供する遺族（補償）給付、特別遺族給付の情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

ページ 1から連番に出力する。

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

管轄局署コード 管轄局署のコードを出力する。

業通区分 業通別に応じて「業災」「通災」のいずれかを出力する。

年金証書番号 

データ受付番号

年金証書番号、受給権者枝番号を出力する。 

一時金の場合、データ受付番号を出力する。

支給決定年月日 支給決定年月日を出力する。

所属事業所 被災者が所属していた事業所の名称を出力する。

被災労働者氏名 被災者の氏名を出力する。

被災労働者死亡年月日 支給事由発生年月日を出力する。

遺族氏名 受給権者の氏名を出力する。

遺族電話番号 受給権者の電話番号を出力する。

遺族住所 受給権者の住所を出力する。

遺族郵便番号 受給権者の郵便番号を出力する。

備考 以下の①～⑨に該当する場合、対応するいずれかの内容を出力する。 

①「死亡」 

②「婚姻」 

③「養子縁組」 

④「離縁」 

⑤「障害無」 

⑥「１８歳失権」 

⑦「転給未処理中」 

⑧「若年停止」 

⑨「所在不明」

署計 同一署で出力した明細の数を出力する。

局計 同一局で出力した明細の数を出力する。

合計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期
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(34)特別遺族給付支給決定分情報一覧 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

労働者健康福祉機構へ提供する特別遺族年金の情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

管轄局署コード 管轄局署のコードを出力する。

年金証書番号 

データ受付番号

年金の場合、年金証書番号を出力する。遺族（補償）年金、または特別

遺族年金の場合、受給権者枝番号を出力する。 

一時金・葬祭料の場合、読み込んだデータ受付番号を出力する。

支給決定年月日 年金支給が決定した年月日を出力する。

所属事業所 被災者が所属していた事業所の名称を出力する。

被災労働者氏名 被災者の氏名を出力する。

被災労働者死亡年月日 年金支給事由が発生した年月日を出力する。

遺族氏名 受給権者の氏名を出力する。

遺族電話番号 受給権者の電話番号を出力する。

遺族住所 受給権者の住所を出力する。

遺族郵便番号 受給権者の郵便番号を出力する。

備考 転帰事由と支払差止コードの組み合わせに応じて以下の内容を出力す

る。 

①「死亡」 

②「婚姻」 

③「養子縁組」 

④「離縁」 

⑤「障害無」 

⑥「１８歳失権」 

⑦「転給未処理中」 

⑧「若年停止」 

⑨「所在不明」

署計 同一署で出力した明細の数を出力する。

局計 同一局で出力した明細の数を出力する。

合計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(35)特別遺族年金についてのお知らせ 

「年金・一時金編」参照 
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(36) 特別遺族年金支払額についてのお知らせ 

「年金・一時金編」参照 
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(37) 特別遺族年金送金通知書 

「年金・一時金編」参照 
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(38) 特別遺族年金振込通知書 

「年金・一時金編」参照 
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(39)特別遺族年金等振込通知書（外国払） 

「年金・一時金編」参照 
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(40)特別遺族年金等振込通知書（ゆうちょ銀行振込） 

「年金・一時金編」参照 
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 (41)特別遺族年金外国払いリスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

特別遺族年金で外国払い対象のデータを出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

Ｎｏ． 明細毎に 1から連番を出力する。 

管轄 管轄局署のコードを出力する。 

年金証書番号 年金証書番号、および受給権者枝番号を出力する。 

外国名 外国コード、名称を出力する。 

年金額 受給権者に対する当期の年金支払額を出力する。 

援護費 受給権者に対する当期の援護費支払額を出力する。 

特年額 受給権者に対する当期の特別年金支払額を出力する。 

合計額 『年金額』、『援護費』、『特年額』の合計を出力する。 

権者氏名 受給権者の氏名を出力する。 

合計（年金額） 出力を行った明細の当期の年金支払額の合計を出力する。 

合計（援護費） 出力を行った明細の当期の援護費支払額の合計を出力する。 

合計（特年額） 出力を行った明細の当期の特別年金支払額の合計を出力する。 

合計（合計額） 『合計（年金額）』、『合計（援護費）』、『合計（年金額）』の合計を出力

する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(42)振込先金融機関別合計表  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

当期の金融機関別の振込金額・件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

ナンバー 明細ごとに 1からの連番を出力する。 

依頼店コード 依頼店コードを出力する。 

金融機関コード 振込先の金融機関コードを出力する。 

金融機関名 振込先の金融機関名を出力する。 

件数 振込先金融機関ごとの振込件数を出力する。 

金額 振込先金融機関ごとの振込金額を出力する。 

全信連計（件数） 振込先金融機関のうち全信連に該当する振込件数の合計を出力する。

全信連計（合計） 振込先金融機関のうち全信連に該当する振込金額の合計を出力する。

全信組連計（件数） 振込先金融機関のうち全信組連に該当する振込件数の合計を出力す

る。 

全信組連計（合計） 振込先金融機関のうち全信組連に該当する振込金額の合計を出力す

る。 

労金連計（件数） 振込先金融機関のうち労金連に該当する振込件数の合計を出力する。

労金連計（合計） 振込先金融機関のうち労金連に該当する振込金額の合計を出力する。

農林中央計（件数） 振込先金融機関のうち農業協同組合等に該当する振込件数の合計を出

力する。 

農林中央計（合計） 振込先金融機関のうち農業協同組合等に該当する振込金額の合計を出

力する。 

本店計（件数） 『全信連計（件数）』、『全信組連計（件数）』、『労金連計（件数）』、『農

林中央計（件数）』の合計を出力する 

本店計（合計） 『全信連計（合計）』、『全信組連計（合計）』、『労金連計（合計）』、『農

林中央計（合計）』の合計を出力する 

支店計（件数） 振込先が金融機関支店宛てである振込件数の合計を出力する。 

支店計（合計） 振込先が金融機関支店宛てである振込金額の合計を出力する。 

総計（件数） 『本店計（件数）』、『支店計（件数）』の合計を出力する 

総計（合計） 『本店計（合計）』、『支店計（合計）』の合計を出力する 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(43)労災保険年金等振込通知書 

「年金・一時金編」参照 
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(44)労災保険年金等送金通知書 

「年金・一時金編」参照 
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(45)労災保険年金等支払額についてのお知らせ 

「年金・一時金編」参照 

 Ⅰ-10-(45)-1



(46)窓用ラベル  

イ 様式 

 

 

 

 Ⅰ-10-(46)-1



ロ 印書内容 

受給権者に「年金の窓」を送付する際の宛名を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

郵便番号 受給権者の郵便番号を出力する。 

住所 受給権者の住所を出力する。 

氏名 受給権者の漢字氏名を出力する。 

管轄局署 管轄局署を出力する。ただし、「＊」表示を指定した場合は「＊」

を出力する。また、出力を指定しなかった場合は出力しない。 

年金証書番号 年金証書番号を出力する。ただし、「＊」表示を指定した場合は「＊」

を出力する。また、出力を指定しなかった場合は出力しない。 

受給権者枝番号 遺族（補償）年金または特別遺族年金の場合、受給権者枝番号を出

力する。ただし、「＊」表示を指定した場合は「＊」を出力する。ま

た、出力を指定しなかった場合は出力しない。 

 

ハ 出力時期 

年 4回 

 

 

 Ⅰ-10-(46)-2



(47)新規住所変更受給者ラベル  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

新規受給者または住所変更受給者へ年金のしおりを送付する際の宛名を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

郵便番号 受給権者の郵便番号を出力する。 

住所 受給権者の住所を出力する。 

氏名 受給権者の漢字氏名を出力する。 

管轄局署 管轄局署を出力する。ただし、「＊」表示を指定した場合は「＊」

を出力する。また、出力を指定しなかった場合は出力しない。 

年金証書番号 年金証書番号を出力する。ただし、「＊」表示を指定した場合は「＊」

を出力する。また、出力を指定しなかった場合は出力しない。 

受給権者枝番号 遺族（補償）年金または特別遺族年金の場合、受給権者枝番号を出

力する。ただし、「＊」表示を指定した場合は「＊」を出力する。ま

た、出力を指定しなかった場合は出力しない。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(48)郵便番号別件数表（窓用ラベル）  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

窓用ラベルについて、割引郵便物の郵便番号ごとの件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

サブタイトル 年金種別に応じて「＜傷病・障害＞」「＜遺族＞」「＜特別遺族＞」の

いずれかを出力する 

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。 

府県（名）（※1）（※2） 各都道府県名を出力する。 

郵便番号（※3） 集計単位となる郵便番号を出力する。 

件数（※4） 郵便番号ごとの件数を出力する。 

※1 東京については、郵便番号に応じて「東京都」、「多摩地区」を出力する。 

※2 東京都・多摩地区・神奈川・千葉・埼玉を除く郵便番号ごとの合計を出力する行については「小計」

を出力する。 

都道府県ごとに印字可能な郵便番号数を超えた件数の合計を出力する行については「その他」を出力

する。 

正当な郵便番号でないデータの件数の合計を出力する行については「エラー」を出力する。 

全データ件数の合計を出力する行については「合計」を出力する。 

※3 東京都・多摩地区・神奈川・千葉・埼玉の郵便番号ごとの件数の、都・地区・県単位での合計を出

力する行については「小計」を出力する。 

※4 郵便番号欄が「小計」の行については、東京都・多摩地区・神奈川・千葉・埼玉の郵便番号ごとの

件数の、都・地区・県単位での合計を出力する。 

府県名欄が「小計」の行については、東京都・多摩地区・神奈川・千葉・埼玉を除く郵便番号ごとの

件数の合計を出力する。 

府県名欄が「その他」の行については、各都道府県で印字可能な郵便番号数を超えた件数の合計を出

力する。 

府県名欄が「エラー」の行については、正当な郵便番号でないデータの件数の合計を出力する。 

府県名欄が「合計」の行については、全データ件数の合計を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年 4回 
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(49)重度障害者居住地別受給者ラベル 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

重度障害者へ資料を送付する際の宛名を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

郵便番号 受給権者の郵便番号を出力する。 

住所 受給権者の住所を出力する。 

氏名 受給権者の漢字氏名を出力する。 

管轄局署 管轄局署を出力する。ただし、「＊」表示を指定した場合は「＊」

を出力する。また、出力を指定しなかった場合は出力しない。 

年金証書番号 年金証書番号を出力する。ただし、「＊」表示を指定した場合は「＊」

を出力する。また、出力を指定しなかった場合は出力しない。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(50) 労災年金等支払状況リスト＜全国＞ 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

業務概況作成等各種資料として使用するため、支払先ごとの年金給付の支払情報を出力する。災害

種別、年金種別ごとに合計の出力を行う。 

業務災害（傷病、障害、遺族、合計）、通勤災害（傷病、障害、遺族、合計）、業災通災（傷病、障

害、遺族、合計）、特別遺族、種別合計の順で出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

災害種別 災害種別に応じて「業務災害」、「通勤災害」、「業災通災」または空白

を出力する。 

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。 

年金種別１～４ 年金種別に応じて以下のいずれかを出力する。 

①「傷病」 

②「障害」 

③「遺族」 

④「特別遺族」 

日本銀行  

 年金<件数・金額> 年金担保融資適用外かつ年金支払額が”0”以外の支払件数・金額、お

よび支払先が銀行振込または外国送金の支払件数・金額の合計を出力す

る。 

 特別年金<件数・金額> 年金担保融資適用外かつ特別年金支払額が”0”以外の支払件数・金

額、および支払先が銀行振込または外国送金の支払件数・金額の合計を

出力する。 

 特支金のみ<件数・金額> 年金担保融資適用外かつ特別年金支払額が”0”以外かつ年金支払額

と援護費支払額がいずれも”0”の支払件数・金額、および支払先が銀行

振込または外国送金の支払件数・金額の合計を出力する。 

 援護費<件数・金額> 年金担保融資適用外かつ援護費支払額が”0”以外の支払件数・金額、

および支払先が銀行振込または外国送金の支払件数・金額の合計を出力

する。 

 就学費のみ<件数・金額> 年金担保融資適用外かつ援護費支払額が”0”以外かつ年金支払額と

特別年金支払額がいずれも”0”の支払件数・金額、および支払先が銀行

振込または外国送金の支払件数・金額の合計を出力する。 

 特支・援護<件数・金額> 年金担保融資適用外かつ特別年金支払額と援護費支払額がいずれ

も”0”以外かつ年金支払額が”0”の支払件数・金額、および支払先が

銀行振込または外国送金の支払件数・金額の合計を出力する。 

 計<件数・金額> 『年金』、『特支金のみ』、『就学費のみ』、『特支・援護』の合計件数と

『年金』、『特支金のみ』、『就学費のみ』の合計金額を出力する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

金融機関 支払先が銀行振込の支払件数・金額の合計を出力する。 

（集計項目、集計条件、集計方法は『日本銀行』と同様。） 

外国送金 支払先が外国送金の支払件数・金額の合計を出力する。 

（集計項目、集計条件、集計方法は『日本銀行』と同様） 

年金担保  

 年金<件数・金額> 年金担保融資対象かつ年金支払額が”0”以外の支払件数・金額の合計

を出力する。 

 計<件数・金額> 『年金』の合計件数・金額を出力する。 

郵便局払 郵便振込、および窓口現金払いの支払件数・金額の合計を出力する。

（集計項目、集計条件、集計方法は『日本銀行』と同様。） 

郵便振込 郵便振込の支払件数・金額の合計を出力する。 

（集計項目、集計条件、集計方法は『日本銀行』と同様。） 

窓口現金 窓口現金払いの支払件数・金額の合計を出力する。 

（集計項目、集計条件、集計方法は『日本銀行』と同様。） 

支払先計 『日本銀行』、『郵便局払』の合計件数・金額を出力する。 

参考  

 支払受給者<件数・金額> ＜特別遺族年金以外の場合＞ 

条件 1・2・3、または条件 1・2・4 を満たすデータの支払件数を出力

する。 

条件 1・2・3 を満たすデータの当期支払額と、条件 1・2・4 を満たす

データの特別年金支払額および援護費支払額の合計を出力する。（※） 

＜特別遺族年金の場合＞ 

条件 1・2・3を満たすデータの支払件数、当期支払額を出力する。（※）

 全受給者<件数・金額> 条件 1・5を満たすデータの支払件数、条件 1を満たすデータの当期支

払額を出力する。（※） 

 支払基本権<件数・金額> ＜特別遺族年金以外の場合＞ 

条件 1・2・3、または 1・2・4 を満たすデータの年金証書番号ごとの

支払件数を出力する。 

条件 1・2・3 を満たすデータの当期支払額と条件 1・2・4 を満たすデ

ータの特別年金支払額および援護費支払額の合計を出力する。（※） 

＜特別遺族年金の場合＞ 

条件 1・2・3を満たすデータの年金証書番号ごとの支払件数、条件 1・

2・3の条件を満たすデータの金額を出力する。（※） 

 全基本権<件数・金額> 条件 1 かつ条件 5 に該当する年金証書番号ごとの支払件数、条件 1 に

該当する当期支払額の合計を出力する。（※） 

（※）参考欄への出力条件は以下に従う。 

条件 1：死亡転帰、基本権取消のいずれでもでないデータ。 

条件 2：銀行振込、郵便振込、窓口現金、外国送金以外のデータ。 
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条件 3：年金担保融資対象適用外のデータ。 

条件 4：特別支給金支払額が発生している、または小口融資対象かつ就学援護費支払額が発生している

データ。 

条件 5：未転帰であるデータ。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

 Ⅰ-10-(50)-4



 (51)建設業障害年金受給者一覧表 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

藤田建設労務援護会に提供するための障害年金受給者の情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

管轄局 管轄局のコードを出力する。 

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

年金証書番号 年金証書番号を出力する。 

生年月日 被災者の生年月日を出力する。 

受給者氏名 受給権者の氏名を出力する。 

障害等級 受給権者の障害等級を出力する。 

支給事由年月日 支給事由が発生した年月日を出力する。 

郵便番号 受給権者の郵便番号を出力する。 

都道府県 受給権者の住所の都道府県名を出力する。 

受給者住所 受給権者の住所を出力する。 

マーク 継続受給者で、障害等級が上がった場合「＊」を出力する。 

当期新規・当期転帰・遡及新規・遡及新規当期転帰・遡及新規遡及転

帰のいずれかで、過去に年金受給があった場合「＊＊」を出力する。 

局計１－３級 障害等級 1級～3級に該当する管轄局ごとの件数を出力する。 

局計４－５級 障害等級 4級～5級に該当する管轄局ごとの件数を出力する。 

局計６－７級 障害等級 6級～7級に該当する管轄局ごとの件数を出力する。 

全局計１－３級 障害等級 1級～3級に該当する件数の、全管轄局分の合計を出力する。

全局計４－５級 障害等級 4級～5級に該当する件数の、全管轄局分の合計を出力する。

全局計６－７級 障害等級 6級～7級に該当する件数の、全管轄局分の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(52)年齢階層別・等級別・傷病区分別受給者数及び平均年金年額 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

重度障害者（傷病年金）について年齢階層別・傷病等級別・傷病区分別の件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

等級別 集計対象となる傷病等級を出力する。（傷病区分計を出力するページの場

合は「計」を出力する。） 

年齢階層 被災者の年齢階層を出力する。 

件数（計） 当該年齢階層、等級の件数を出力する。 

金額（計） 当該年齢階層、等級の平均年金年額を出力する。 

件数（じん肺） 当該年齢階層、等級で傷病種別が「じん肺」に該当する件数を出力する。

金額（じん肺） 当該年齢階層、等級で傷病種別が「じん肺」に該当する平均年金年額を

出力する。 

件数（せき損） 当該年齢階層、等級で傷病種別が「せき損」に該当する件数を出力する。

金額（せき損） 当該年齢階層、等級で傷病種別が「せき損」に該当する平均年金年額を

出力する。 

件数（その他） 当該年齢階層、等級で傷病種別が「その他」に該当する件数を出力する。

金額（その他） 当該年齢階層、等級で傷病種別が「その他」に該当する平均年金年額を

出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(53)年齢階層別・障害等級・等級号別受給者数及び平均年金年額 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

重度障害者（障害年金）について年齢階層別・障害等級別・障害等級号別の件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

等級別 集計対象となる障害等級を出力する。 

等級号 集計対象となる障害等級号を出力する。（当該障害等級の合計を出力す

る列の場合は「計」を出力する。） 

年齢階層 被災者の年齢階層を出力する。 

件数（計） 全等級の合計件数を出力する。 

金額（計） 全等級の平均年金年額を出力する。 

件数（各等級号） 当該年齢階層、等級の件数を出力する。 

金額（各等級号） 当該年齢階層、等級の平均年金年額を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(54)居住地別重度障害受給者一覧表 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

居住地別に重度障害受給者の情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

都道府県名 都道府県コードと名称を出力する。 

整理番号 都道府県ごとに 1から順に連番を出力する。 

管轄局署 管轄局署のコードを出力する。 

年金証書番号 年金証書番号を出力する。 

被災者生年月日 被災者の生年月日を出力する。 

年齢 被災者の年齢を出力する。 

性別 被災者の性別を出力する。 

傷病年月日 被災者の傷病年月日を出力する。 

傷病区分 被災者の傷病区分に応じて「じん肺」「せき損」「その他」のいず

れかを出力する。 

等級号 被災者の障害等級、障害号を出力する。 

厚年調 厚生年金との調整が行われている場合は「有」、行われていない

場合は「無」を出力する。 

部位 被災者の傷病部位を出力する。 

性質 被災者の傷病性質を出力する。 

年金給付基礎日額－表示 被災者への給付事由に応じて「最低保障」「最低最高」「経過措置」

のいずれかを出力する。 

年金給付基礎日額－金額 被災者に対する年金給付基礎日額を出力する。 

スライド率 スライド率を出力する。 

年金年額（含特年） 被災者に対する基本年金年額と基本特年年額の合計を出力する。

受給権者氏名 被災者の氏名を出力する。 

郵便番号 被災者の郵便番号を出力する。 

住所 被災者の住所を出力する。 

電話番号 被災者の電話番号を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(55)せき損・両下肢新規受給者リスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

せき損・両下肢の新規受給者の情報を出力する。 

 

出力項目名  出  力  内  容 

処理年 処理を行った年を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

 局 管轄局のコードを出力する。 

 署 管轄署のコードを出力する。 

氏名 被災者の氏名を出力する。 

生年月日 被災者の生年月日を出力する。 

郵便番号 被災者の郵便番号を出力する。 

府県 被災者の住所の都道府県コードを出力する。 

住所 被災者の住所を出力する。 

傷病年月日 被災者の傷病年月日を出力する。 

障害等級 被災者の障害等級を出力する。 

傷病区分 被災者の傷病区分に応じて「せき損」「両下肢」を出力する。 

支給事由発生年月日 支給事由が発生した年月日を出力する。 

年金証書番号 年金証書番号を出力する。 

合計件数 出力を行った明細の合計件数を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期（4月、10 月のみ） 
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(56)居住地別転帰者一覧表 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

転帰した年金給付受給権者の住所情報等を居住地別に出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

ページ 1 から連番に出力する。 

都道府県名 都道府県名を出力する。 

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。 

整理番号 明細出力ごとに 1からの連番を出力する。 

管轄局署 管轄局署コードを出力する。 

年金証書番号 年金証書番号を出力する。 

枝番号 遺族（補償）年金、または特別遺族年金の場合、受給権者枝番号を出力

する。 

被災者生年月日 被災者の生年月日を出力する。 

性別 被災者の性別を出力する。 

傷病年月日 傷病年月日を出力する。 

等級号 等級号を出力する。 

転帰事由 転帰事由に応じて、年金種別ごとに以下のいずれかを出力する。 

・傷病（補償）年金・・・「死亡」「治ゆ」「等級不該当」「基本権取消」

・障害（補償）年金・・・「死亡」「再発」「等級不該当（８～１４級以外）」

「等級不該当（８～１４級）」「基本権取消」 

・遺族（補償）年金、特別遺族年金・・・「死亡」「婚姻」「養子縁組」「離

縁」「障害無」「１８歳失権」「基本権取消」 

転帰年月 転帰年月を出力する。 

受給権者氏名 受給権者の氏名を出力する。 

郵便番号 受給権者の郵便番号を出力する。 

住所 受給権者の住所を出力する。 

電話番号 受給権者の電話番号を出力する。 

 計 居住地ごとに出力明細件数を出力する。 

合計 出力明細件数の全国計を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(57)居住地別受給者件数リスト  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

都道府県別、年金種類別、業通別の受給者件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。 

都道府県 都道府県のコード、名称を出力する。 

傷病－業災（都道府県別） 傷病（補償）年金で、業通別が「業務災害」の件数を都道府県別

に集計した値を出力する。 

傷病－通災（都道府県別） 傷病（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の件数を都道府県別

に集計した値を出力する。 

傷病－合計（都道府県別） 『傷病－業災（都道府県別）』と『傷病－通災（都道府県別）』の

合計件数を出力する。 

障害－業災（都道府県別） 障害（補償）年金で、業通別が「業務災害」の件数を都道府県別

に集計した値を出力する。 

障害－通災（都道府県別） 障害（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の件数を都道府県別

に集計した値を出力する。 

障害－合計（都道府県別） 『障害－業災（都道府県別）』と『障害－通災（都道府県別）』の

合計件数を出力する。 

遺族－業災（都道府県別） 遺族（補償）年金で、業通別が「業務災害」の件数を都道府県別

に集計した値を出力する。 

遺族－通災（都道府県別） 遺族（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の件数を都道府県別

に集計した値を出力する。 

遺族－合計（都道府県別） 『遺族－業災（都道府県別）』と『遺族－通災（都道府県別）』の

合計件数を出力する。 

労災計－業災（都道府県

別） 

『傷病－業災（都道府県別）』、『障害－業災（都道府県別）』、『遺

族－業災（都道府県別）』の合計件数を出力する。 

労災計－通災（都道府県

別） 

『傷病－通災（都道府県別）』、『障害－通災（都道府県別）』、『遺

族－通災（都道府県別）』の合計件数を出力する。 

労災計－合計（都道府県

別） 

『労災計－業災（都道府県別）』と『労災計－通災（都道府県別）』

の合計件数を出力する。 

特別遺族（都道府県別） 特別遺族年金の件数を都道府県別に集計した値を出力する。 

合計（都道府県別） 『労災計－合計（都道府県別）』と『特別遺族（都道府県別）』の

合計件数を出力する。 

傷病－業災（合計） 『傷病－業災（都道府県別）』の合計を出力する。 

傷病－通災（合計） 『傷病－通災（都道府県別）』の合計を出力する。 

傷病－合計（合計） 『傷病－合計（都道府県別）』の合計を出力する。 

障害－業災（合計） 『障害－業災（都道府県別）』の合計を出力する。 

障害－通災（合計） 『障害－通災（都道府県別）』の合計を出力する。 

障害－合計（合計） 『障害－合計（都道府県別）』の合計を出力する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

遺族－業災（合計） 『遺族－業災（都道府県別）』の合計を出力する。 

遺族－通災（合計） 『遺族－通災（都道府県別）』の合計を出力する。 

遺族－合計（合計） 『遺族－合計（都道府県別）』の合計を出力する。 

労災計－業災（合計） 『労災計－業災（都道府県別）』の合計を出力する。 

労災計－通災（合計） 『労災計－通災（都道府県別）』の合計を出力する。 

労災計－合計（合計） 『労災計－合計（都道府県別）』の合計を出力する。 

特別遺族（合計） 『特別遺族（都道府県別）』の合計を出力する。 

合計（合計） 『合計（都道府県別）』の合計を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(58)管轄局別受給者件数リスト  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

管轄局別、給付種類別、業通別の受給者件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。 

管轄局 管轄局のコード、都道府県名称を出力する。ただし、外国を対象とす

るものは「48」（管轄局のコード）、「外国」（都道府県の名称）を出力

する。 

傷病－業災（管轄局別） 傷病（補償）年金で、業通別が「業務災害」の件数を管轄局別に集計

した値を出力する。（※） 

傷病－通災（管轄局別） 傷病（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の件数を管轄局別に集計

した値を出力する。（※） 

傷病－合計（管轄局別） 『傷病－業災（管轄局別）』と『傷病－通災（管轄局別）』の合計件数

を出力する。（※） 

障害－業災（管轄局別） 障害（補償）年金で、業通別が「業務災害」の件数を管轄局別に集計

した値を出力する。（※） 

障害－通災（管轄局別） 障害（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の件数を管轄局別に集計

した値を出力する。（※） 

障害－合計（管轄局別） 『障害－業災（管轄局別）』と『障害－通災（管轄局別）』の合計件数

を出力する。（※） 

遺族－業災（管轄局別） 遺族（補償）年金で、業通別が「業務災害」の件数を管轄局別に集計

した値を出力する。（※） 

遺族－通災（管轄局別） 遺族（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の件数を管轄局別に集計

した値を出力する。（※） 

遺族－合計（管轄局別） 『遺族－業災（管轄局別）』と『遺族－通災（管轄局別）』の合計件数

を出力する。（※） 

労災計－業災（管轄局別） 『傷病－業災（管轄局別）』、『障害－業災（管轄局別）』、『遺族－業災

（管轄局別）』の合計件数を出力する。（※） 

労災計－通災（管轄局別） 『傷病－通災（管轄局別）』、『障害－通災（管轄局別）』、『遺族－通災

（管轄局別）』の合計件数を出力する。（※） 

労災計－合計（管轄局別） 『労災計－業災（管轄局別）』と『労災計－通災（管轄局別）』の合計

件数を出力する。（※） 

特別遺族（管轄局別） 特別遺族年金の件数を管轄局別に集計した値を出力する。（※） 

合計（管轄局別） 『労災計－合計（管轄局別）』と『特別遺族（管轄局別）』の合計件数

を出力する。（※） 

傷病－業災（合計） 『傷病－業災（管轄局別）』の合計を出力する。 

傷病－通災（合計） 『傷病－通災（管轄局別）』の合計を出力する。 

傷病－合計（合計） 『傷病－合計（管轄局別）』の合計を出力する。 

障害－業災（合計） 『障害－業災（管轄局別）』の合計を出力する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

障害－通災（合計） 『障害－通災（管轄局別）』の合計を出力する。 

障害－合計（合計） 『障害－合計（管轄局別）』の合計を出力する。 

遺族－業災（合計） 『遺族－業災（管轄局別）』の合計を出力する。 

遺族－通災（合計） 『遺族－通災（管轄局別）』の合計を出力する。 

遺族－合計（合計） 『遺族－合計（管轄局別）』の合計を出力する。 

労災計－業災（合計） 『労災計－業災（管轄局別）』の合計を出力する。 

労災計－通災（合計） 『労災計－通災（管轄局別）』の合計を出力する。 

労災計－合計（合計） 『労災計－合計（管轄局別）』の合計を出力する。 

特別遺族（合計） 『特別遺族（管轄局別）』の合計を出力する。 

合計（合計） 『合計（管轄局別）』の合計を出力する。 

※（管轄局別）の項目は管轄局ごとのデータを全管轄局分出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(59)管轄局別転帰者件数リスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

管轄局ごとに年金種別及び転帰事由別の転帰者件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

管轄局名 管轄局のコード、都道府県名称を出力する。ただし、外国を対象

とするものは「48」（管轄局のコード）、「外国」（都道府県の名称）

を出力する。 

傷病－死亡（管轄局別） 傷病（補償）年金で、転帰事由が「死亡」の件数を管轄局毎に集

計した値を出力する。 

傷病－治ゆ（管轄局別） 傷病（補償）年金で、転帰事由が「治ゆ」の件数を管轄局毎に集

計した値を出力する。 

傷病－等級不該当（管轄

局別） 

傷病（補償）年金で、転帰事由が「等級不該当」の件数を管轄局

毎に集計した値を出力する。 

傷病－基本権取消（管轄

局別） 

傷病（補償）年金で、転帰事由が「基本権取消」の件数を管轄局

毎に集計した値を出力する。 

傷病－合計（管轄局別） 『傷病－死亡（管轄局別）』、『傷病－治ゆ（管轄局別）』、『傷病－

等級不該当（管轄局別）』、『傷病－基本権取消（管轄局別）』の合計

件数を出力する。 

障害－死亡（管轄局別） 障害（補償）年金で、転帰事由が「死亡」の件数を管轄局毎に集

計した値を出力する。 

障害－再発（管轄局別） 障害（補償）年金で、転帰事由が「再発」の件数を管轄局毎に集

計した値を出力する。 

障害－等級不該当（８～

１４級以外）（管轄局別） 

障害（補償）年金で、転帰事由が「等級不該当（８～１４級以外）」

の件数を管轄局毎に集計した値を出力する。 

障害－等級不該当（８～

１４級）（管轄局別） 

障害（補償）年金で、転帰事由が「等級不該当（８～１４級）」

の件数を管轄局毎に集計した値を出力する。 

障害－基本権取消（管轄

局別） 

障害（補償）年金で、転帰事由が「基本権取消」の件数を管轄局

毎に集計した値を出力する。 

障害－合計（管轄局別） 『障害－死亡（管轄局別）』、『障害－再発（管轄局別）』、『障害－

等級不該当（８～１４級以外）（管轄局別）』、『障害－等級不該当（８

～１４級）（管轄局別）』、『障害－基本権取消（管轄局別）』の合計

件数を出力する。 

傷病－死亡（合計） 『傷病－死亡（管轄局別）』の合計を出力する。 

傷病－治ゆ（合計） 『傷病－治ゆ（管轄局別）』の合計を出力する。 

傷病－等級不該当（合計） 『傷病－等級不該当（管轄局別）』の合計を出力する。 

傷病－基本権取消（合計） 『傷病－基本権取消（管轄局別）』の合計を出力する。 

傷病－合計（合計） 『傷病－合計（管轄局別）』の合計を出力する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

障害－死亡（合計） 『障害－死亡（管轄局別）』の合計を出力する。 

障害－再発（合計） 『障害－再発（管轄局別）』の合計を出力する。 

障害－等級不該当（８～

１４級以外）（合計） 

『障害－等級不該当（８～１４級以外）（管轄局別）』の合計を出

力する。 

障害－等級不該当（８～

１４級）（合計） 

『障害－等級不該当（８～１４級）（管轄局別）』の合計を出力す

る。 

障害－基本権取消（合計） 『障害－基本権取消（管轄局別）』の合計を出力する。 

障害－合計（合計） 『障害－合計（管轄局別）』の合計を出力する。 

遺族－死亡（管轄局別） 遺族（補償）年金で、転帰事由が「死亡」の件数を管轄局毎に集

計した値を出力する。 

遺族－婚姻（管轄局別） 遺族（補償）年金で、転帰事由が「婚姻」の件数を管轄局毎に集

計した値を出力する。 

遺族－養子縁組（管轄局

別） 

遺族（補償）年金で、転帰事由が「養子縁組」の件数を管轄局毎

に集計した値を出力する。 

遺族－離縁（管轄局別） 遺族（補償）年金で、転帰事由が「離縁」の件数を管轄局毎に集

計した値を出力する。 

遺族－障害無（管轄局別） 遺族（補償）年金で、転帰事由が「障害無」の件数を管轄局毎に

集計した値を出力する。 

遺族－１８歳失権（管轄

局別） 

遺族（補償）年金で、転帰事由が「１８歳失権」の件数を管轄局

毎に集計した値を出力する。 

遺族－基本権取消（管轄

局別） 

遺族（補償）年金で、転帰事由が「基本権取消」の件数を管轄局

毎に集計した値を出力する。 

遺族－合計（管轄局別） 『遺族－死亡（管轄局別）』、『遺族－婚姻（管轄局別）』、『遺族－

養子縁組（管轄局別）』、『遺族－離縁（管轄局別）』、『遺族－障害無

（管轄局別）』、『遺族－基本権取消（管轄局別）』『遺族－１８歳失

権（管轄局別）』の合計件数を出力する。 

労災－合計（管轄局別） 『傷病－合計（管轄局別）』、『障害－合計（管轄局別）』、『遺族－

合計（管轄局別）』の合計件数を出力する。 

遺族－死亡（合計） 『遺族－死亡（管轄局別）』の合計を出力する。 

遺族－婚姻（合計） 『遺族－婚姻（管轄局別）』の合計を出力する。 

遺族－養子縁組（合計） 『遺族－養子縁組（管轄局別）』の合計を出力する。 

遺族－離縁（合計） 『遺族－離縁（管轄局別）』の合計を出力する。 

遺族－障害無（合計） 『遺族－障害無（管轄局別）』の合計を出力する。 

遺族－１８歳失権（合計） 『遺族－１８歳失権（管轄局別）』の合計を出力する。 

遺族－基本権取消（合計） 『遺族－基本権取消（管轄局別）』の合計を出力する。 

遺族－合計（合計） 『遺族－合計（管轄局別）』の合計を出力する。 

労災－合計（合計） 『労災合計（管轄局別）』の合計を出力する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

特別遺族－死亡（管轄局

別） 

特別遺族年金で、転帰事由が「死亡」の件数を管轄局毎に集計し

た値を出力する。 

特別遺族－婚姻（管轄局

別） 

特別遺族年金で、転帰事由が「婚姻」の件数を管轄局毎に集計し

た値を出力する。 

特別遺族－養子縁組（管

轄局別） 

特別遺族年金で、転帰事由が「養子縁組」の件数を管轄局毎に集

計した値を出力する。 

特別遺族－離縁（管轄局

別） 

特別遺族年金で、転帰事由が「離縁」の件数を管轄局毎に集計し

た値を出力する。 

特別遺族－障害無（管轄

局別） 

特別遺族年金で、転帰事由が「障害無」の件数を管轄局毎に集計

した値を出力する。 

特別遺族－１８歳失権

（管轄局別） 

特別遺族年金で、転帰事由が「１８歳失権」の件数を管轄局毎に

集計した値を出力する。 

特別遺族－基本権取消

（管轄局別） 

特別遺族年金で、転帰事由が「基本権取消」の件数を管轄局毎に

集計した値を出力する。 

特別遺族－合計（管轄局

別） 

『特別遺族－死亡（管轄局別）』、『特別遺族－婚姻（管轄局別）』、

『特別遺族－養子縁組（管轄局別）』、『特別遺族－離縁（管轄局別）』、

『特別遺族－障害無（管轄局別）』、『特別遺族－基本権取消（管轄

局別）』、『特別遺族－１８歳失権（管轄局別）』の合計件数を出力す

る。 

合計（管轄局別） 『労災ー合計（管轄局別）』、『特別遺族ー合計（管轄局別）』の合

計件数を出力する。 

特別遺族－死亡（合計） 『特別遺族－死亡（管轄局別）』の合計を出力する。 

特別遺族－婚姻（合計） 『特別遺族－婚姻（管轄局別）』の合計を出力する。 

特別遺族－養子縁組（合

計） 

『特別遺族－養子縁組（管轄局別）』の合計を出力する。 

特別遺族－離縁（合計） 『特別遺族－離縁（管轄局別）』の合計を出力する。 

特別遺族－障害無（合計） 『特別遺族－障害無（管轄局別）』の合計を出力する。 

特別遺族－１８歳失権

（合計） 

『特別遺族－１８歳失権（管轄局別）』の合計を出力する。 

特別遺族－基本権取消

（合計） 

『特別遺族－基本権取消（管轄局別）』の合計を出力する。 

特別遺族－合計（合計） 『特別遺族－合計（管轄局別）』の合計を出力する。 

合計（合計） 『合計（管轄局別）』の合計を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(60)管轄局署別誕生月別受給者数一覧 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

 管轄局署別、受給者誕生月別、給付種類別の受給者数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

管轄局 管轄局のコードを出力する。 

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

月 「１月」から順に「１２月」まで、誕生月を出力する。（※1） 

種別 集計対象の給付種類に応じて「傷病」「障害」「遺族」「特遺」のいずれ

かを出力する。（※2） 

署（０１～２０） 受給者誕生月、給付種類単位の受給者数を、管轄局署毎に集計した件数

を出力する。 

※1 誕生月が不明である受給者数を集計した件数を出力する行については「??」を出力する。 

   誕生月が「１月」～１２月」、「??」の件数の合計を出力する行については「ｹｲ」を出力する。 

※2 全給付種類の合計を出力する行については「計」を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(61)管轄局別誕生月別受給者数 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

給付種類別、受給者誕生月別の受給者数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

ヘッダー区分 集計対象の給付種類に応じて「（傷病）」「（障害）」「（遺族）」「（特別遺族）」

のいずれかを出力する。（※1）

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

管轄局 管轄局のコードを出力する。（※2）

月 管轄局単位の受給者数を、誕生月ごとに集計した件数を出力する。 

（※3）

※1 全給付種類の合計を出力する合計ページついては「計」を出力する。 

※2 全管轄局の合計を出力する行については「合計」を出力する。 

※3 誕生月が「不明」の列については、誕生月が不明である受給者数の集計した件数を出力する。 

 誕生月が「合計」の列については、誕生月が「1」～「12」、「不明」である受給者数の合計を出力

する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(62)項目別・局署別基本権・件数リスト（1～6月生まれ） 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

局署別、年金種別、傷病種別ごとの１月～６月生まれの受給者の基本権件数を出力する。 

（管轄局別）の項目は管轄局ごとのデータを全管轄局分出力する。 

種別欄が「合計」の行については、「業災」「通災」「特遺」の合計を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

都道府県名 管轄局のコードに応じて、都道府県名称を出力する。

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

署 管轄局署のコードを出力する。

傷病－じん肺（管轄局署別） 傷病（補償）年金で、傷病種別が「じん肺」の件数を、管轄局署、

業通別ごとに集計した値を出力する。種別「特遺」については 0

を出力する。

傷病－せき損（管轄局署別） 傷病（補償）年金で、傷病種別が「せき損」の件数を、管轄局署、

業通別ごとに集計した値を出力する。種別「特遺」については 0

を出力する。

傷病－その他（管轄局署別） 傷病（補償）年金で、傷病種別が「その他」の件数を、管轄局署、

業通別ごとに集計した値を出力する。種別「特遺」については 0

を出力する。

傷病－計（管轄局署別） 『傷病－じん肺（管轄局署別）』、『傷病－せき損（管轄局署別）』、

『傷病－その他（管轄局署別）』の合計件数を出力する。

障害－診断書要（管轄局署別） 障害（補償）年金で、診断書を必要とする件数を、管轄局署、業

通別ごとに集計した値を出力する。種別「特遺」については 0を

出力する。

障害－診断書否（管轄局署別） 障害（補償）年金で、診断書を不要とする件数を、管轄局署、業

通別ごとに集計した値を出力する。種別「特遺」については 0を

出力する。

障害－計（管轄局署別） 『障害－診断書要（管轄局署別）』、『障害－診断書否（管轄局署

別）』の合計件数を出力する。

遺族－診断書要（管轄局署別） 遺族（補償）年金で、診断書を必要とする件数を、管轄局署、業

通別ごとに集計した値を出力する。種別「特遺」については 0を

出力する。

遺族－診断書否（管轄局署別） 遺族（補償）年金で、診断書を不要とする件数を、管轄局署、業

通別ごとに集計した値を出力する。種別「特遺」については 0を

出力する。

遺族－計（管轄局署別） 『遺族－診断書要（管轄局署別）』、『遺族－診断書否（管轄局署

別）』の合計件数を出力する。

労災計（管轄局署別） 『傷病－計（管轄局署別）』、『障害－計（管轄局署別）』、『遺族－

計（管轄局署別）』の合計件数を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

特別遺族－診断書要（管轄局

署別）

特別遺族年金で、診断書を必要とする件数を、管轄局署、業通別

ごとに集計した値を出力する。

特別遺族－診断書否（管轄局

署別）

特別遺族年金で、診断書を不要とする件数を、管轄局署、業通別

ごとに集計した値を出力する。

特別遺族－計（管轄局署別） 『特別遺族－診断書要（管轄局署別）』、『特別遺族－診断書否（管

轄局署別）』の合計件数を出力する。

合計（管轄局署別） 『労災計（管轄局署別）』、『合計（管轄局署別）』の合計件数を出

力する。

傷病－じん肺（合計） 『傷病－じん肺（管轄局署別）』の合計を出力する。

傷病－せき損（合計） 『傷病－せき損（管轄局署別）』の合計を出力する。

傷病－その他（合計） 『傷病－その他（管轄局署別）』の合計を出力する。

傷病－計（合計） 『傷病－計（管轄局署別）』の合計を出力する。

障害－診断書要（合計） 『障害－診断書要（管轄局署別）』の合計を出力する。

障害－診断書否（合計） 『障害－診断書否（管轄局署別）』の合計を出力する。

障害－計（合計） 『障害－計（管轄局署別）』の合計を出力する。

遺族－診断書要（合計） 『遺族－診断書要（管轄局署別）』の合計を出力する。

遺族－診断書否（合計） 『遺族－診断書否（管轄局署別）』の合計を出力する。

遺族－計（合計） 『遺族－計（管轄局署別）』の合計を出力する。

労災計（合計） 『労災計（管轄局署別）』の合計を出力する。

特別遺族－診断書要（合計） 『特別遺族－診断書要（管轄局署別）』の合計を出力する。

特別遺族－診断書否（合計） 『特別遺族－診断書否（管轄局署別）』の合計を出力する。

特別遺族－計（合計） 『特別遺族－計（管轄局署別）』の合計を出力する。

合計（合計） 『合計（管轄局署別）』の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

 

 

 Ⅰ-10-(62)-3



(63) 項目別・局署別基本権・件数リスト（7～12 月生まれ） 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

局署別、年金種別、傷病種別ごとの７月～１２月生まれの受給者の基本権件数を出力する。 

（管轄局別）の項目は管轄局ごとのデータを全管轄局分出力する。 

種別欄が「合計」の行については、「業災」「通災」「特遺」の合計を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

都道府県名 管轄局のコードに応じて、都道府県名称を出力する。

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

署 管轄局署のコードを出力する。

傷病－じん肺（管轄局署別） 傷病（補償）年金で、傷病種別が「じん肺」の件数を、管轄局署、

業通別ごとに集計した値を出力する。種別「特遺」については 0

を出力する。

傷病－せき損（管轄局署別） 傷病（補償）年金で、傷病種別が「せき損」の件数を、管轄局署、

業通別ごとに集計した値を出力する。種別「特遺」については 0

を出力する。

傷病－その他（管轄局署別） 傷病（補償）年金で、傷病種別が「その他」の件数を、管轄局署、

業通別ごとに集計した値を出力する。種別「特遺」については 0

を出力する。

傷病－計（管轄局署別） 『傷病－じん肺（管轄局署別）』、『傷病－せき損（管轄局署別）』、

『傷病－その他（管轄局署別）』の合計件数を出力する。

障害－診断書要（管轄局署別） 障害（補償）年金で、診断書を必要とする件数を、管轄局署、業

通別ごとに集計した値を出力する。種別「特遺」については 0を

出力する。

障害－診断書否（管轄局署別） 障害（補償）年金で、診断書を不要とする件数を、管轄局署、業

通別ごとに集計した値を出力する。種別「特遺」については 0を

出力する。

障害－計（管轄局署別） 『障害－診断書要（管轄局署別）』、『障害－診断書否（管轄局署

別）』の合計件数を出力する。

遺族－診断書要（管轄局署別） 遺族（補償）年金で、診断書を必要とする件数を、管轄局署、業

通別ごとに集計した値を出力する。種別「特遺」については 0を

出力する。

遺族－診断書否（管轄局署別） 遺族（補償）年金で、診断書を不要とする件数を、管轄局署、業

通別ごとに集計した値を出力する。種別「特遺」については 0を

出力する。

遺族－計（管轄局署別） 『遺族－診断書要（管轄局署別）』、『遺族－診断書否（管轄局署

別）』の合計件数を出力する。

労災計（管轄局署別） 『傷病－計（管轄局署別）』、『障害ー計（管轄局署別）』、『遺族ー

計（管轄局署別）』の合計件数を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

特別遺族－診断書要（管轄局

署別）

特別遺族年金で、診断書を必要とする件数を、管轄局署、業通別

ごとに集計した値を出力する。

特別遺族－診断書否（管轄局

署別）

特別遺族年金で、診断書を不要とする件数を、管轄局署、業通別

ごとに集計した値を出力する。

特別遺族－計（管轄局署別） 『特別遺族－診断書要（管轄局署別）』、『特別遺族－診断書否（管

轄局署別）』の合計件数を出力する。

合計（管轄局署別） 『労災計（管轄局署別）』、『合計（管轄局署別）』の合計件数を出

力する。

傷病－じん肺（合計） 『傷病－じん肺（管轄局署別）』の合計を出力する。

傷病－せき損（合計） 『傷病－せき損（管轄局署別）』の合計を出力する。

傷病－その他（合計） 『傷病－その他（管轄局署別）』の合計を出力する。

傷病－計（合計） 『傷病－計（管轄局署別）』の合計を出力する。

障害－診断書要（合計） 『障害－診断書要（管轄局署別）』の合計を出力する。

障害－診断書否（合計） 『障害－診断書否（管轄局署別）』の合計を出力する。

障害－計（合計） 『障害－計（管轄局署別）』の合計を出力する。

遺族－診断書要（合計） 『遺族－診断書要（管轄局署別）』の合計を出力する。

遺族－診断書否（合計） 『遺族－診断書否（管轄局署別）』の合計を出力する。

遺族－計（合計） 『遺族－計（管轄局署別）』の合計を出力する。

労災計（合計） 『労災計（管轄局署別）』の合計を出力する。

特別遺族－診断書要（合計） 『特別遺族－診断書要（管轄局署別）』の合計を出力する。

特別遺族－診断書否（合計） 『特別遺族－診断書否（管轄局署別）』の合計を出力する。

特別遺族－計（合計） 『特別遺族－計（管轄局署別）』の合計を出力する。

合計（合計） 『合計（管轄局署別）』の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(64)項目別・局別基本権・件数リスト（1～6月生まれ） 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

局別、業通別、年金種別、傷病種別ごとの１月～６月生まれの受給者の基本権件数を出力する。 

（管轄局別）の項目は管轄局毎のデータを全管轄局分出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

ヘッダー区分 業通別に応じて、「業災」、「通災」、「合計」を出力する。

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

管轄局 管轄局のコード、都道府県名称を出力する。

傷病－じん肺（管轄局別） 傷病（補償）年金で、傷病種別が「じん肺」、かつヘッダー区分の

業通別に該当する件数を、管轄局ごとに集計した値を出力する。

傷病－せき損（管轄局別） 傷病（補償）年金で、傷病種別が「せき損」、かつヘッダー区分の

業通別に該当する件数を、管轄局ごとに集計した値を出力する。

傷病－その他（管轄局別） 傷病（補償）年金で、傷病種別が「その他」、かつヘッダー区分の

業通別に該当する件数を、管轄局ごとに集計した値を出力する。

傷病－計（管轄局別） 『傷病－じん肺（管轄局別）』、『傷病－せき損（管轄局別）』、『傷

病－その他（管轄局別）』の合計件数を出力する。

障害－診断書要（管轄局別） 障害（補償）年金で、診断書を必要とし、かつヘッダー区分の業

通別に該当する件数を、管轄局ごとに集計した値を出力する。

障害－診断書否（管轄局別） 障害（補償）年金で、診断書を不要とし、かつヘッダー区分の業

通別に該当する件数を、管轄局ごとに集計した値を出力する。

障害－計（管轄局別） 『障害－診断書要（管轄局別）』、『障害－診断書否（管轄局別）』

の合計件数を出力する。

遺族－診断書要（管轄局別） 遺族（補償）年金で、診断書を必要とし、かつヘッダー区分の業

通別に該当する件数を、管轄局ごとに集計した値を出力する。

遺族－診断書否（管轄局別） 遺族（補償）年金で、診断書を不要とし、かつヘッダー区分の業

通別に該当する件数を、管轄局ごとに集計した値を出力する。

遺族－計（管轄局別） 『遺族－診断書要（管轄局別）』、『遺族－診断書否（管轄局別）』

の合計件数を出力する。

労災計（管轄局別） 『傷病－計（管轄局別）』、『障害－計（管轄局別）』、『遺族－計（管

轄局別）』の合計件数を出力する。

特別遺族－診断書要（管轄局

別）

特別遺族年金で、診断書を必要とし、かつヘッダー区分の業通別

に該当する件数を、管轄局ごとに集計した値を出力する。

特別遺族－診断書否（管轄局

別）

特別遺族年金で、診断書を不要とし、かつヘッダー区分の業通別

に該当する件数を、管轄局ごとに集計した値を出力する。

特別遺族－計（管轄局別） 『特別遺族－診断書要（管轄局別）』、『特別遺族－診断書否（管轄

局別）』の合計件数を出力する。

合計（管轄局別） 『労災計（管轄局別）』、『合計（管轄局別）』の合計件数を出力す

る。
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出力項目名 出  力  内  容

傷病－じん肺（合計） 『傷病－じん肺（管轄局別）』の合計を出力する。

傷病－せき損（合計） 『傷病－せき損（管轄局別）』の合計を出力する。

傷病－その他（合計） 『傷病－その他（管轄局別）』の合計を出力する。

傷病－計（合計） 『傷病－計（管轄局別）』の合計を出力する。

障害－診断書要（合計） 『障害－診断書要（管轄局別）』の合計を出力する。

障害－診断書否（合計） 『障害－診断書否（管轄局別）』の合計を出力する。

障害－計（合計） 『障害－計（管轄局別）』の合計を出力する。

遺族－診断書要（合計） 『遺族－診断書要（管轄局別）』の合計を出力する。

遺族－診断書否（合計） 『遺族－診断書否（管轄局別）』の合計を出力する。

遺族－計（合計） 『遺族－計（管轄局別）』の合計を出力する。

労災計（合計） 『労災計（管轄局別）』の合計を出力する。

特別遺族－診断書要（合計） 『特別遺族－診断書要（管轄局別）』の合計を出力する。

特別遺族－診断書否（合計） 『特別遺族－診断書否（管轄局別）』の合計を出力する。

特別遺族－計（合計） 『特別遺族－計（管轄局別）』の合計を出力する。

合計（合計） 『合計（管轄局別）』の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(65) 項目別・局別基本権・件数リスト（7～12 月生まれ） 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

局別、業通別、年金種別、傷病種別ごとの７月～１２月生まれの受給者の基本権件数を出力する。 

（管轄局別）の項目は管轄局毎のデータを全管轄局分出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

ヘッダー区分 業通別に応じて、「業災」、「通災」、「合計」を出力する。

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

管轄局 管轄局のコード、都道府県名称を出力する。

傷病－じん肺（管轄局別） 傷病（補償）年金で、傷病種別が「じん肺」、かつヘッダー区分の

業通別に該当する件数を、管轄局ごとに累計した値を出力する。

傷病－せき損（管轄局別） 傷病（補償）年金で、傷病種別が「せき損」、かつヘッダー区分の

業通別に該当する件数を、管轄局ごとに累計した値を出力する。

傷病－その他（管轄局別） 傷病（補償）年金で、傷病種別が「その他」、かつヘッダー区分の

業通別に該当する件数を、管轄局ごとに累計した値を出力する。

傷病－計（管轄局別） 『傷病－じん肺（管轄局別）』、『傷病－せき損（管轄局別）』、『傷

病－その他（管轄局別）』の合計件数を出力する。

障害－診断書要（管轄局別） 障害（補償）年金で、診断書を必要とし、かつヘッダー区分の業

通別に該当する件数を、管轄局ごとに累計した値を出力する。

障害－診断書否（管轄局別） 障害（補償）年金で、診断書を不要とし、かつヘッダー区分の業

通別に該当する件数を、管轄局ごとに累計した値を出力する。

障害－計（管轄局別） 『障害－診断書要（管轄局別）』、『障害－診断書否（管轄局別）』

の合計件数を出力する。

遺族－診断書要（管轄局別） 遺族（補償）年金で、診断書を必要とし、かつヘッダー区分の業

通別に該当する件数を、管轄局ごとに累計した値を出力する。

遺族－診断書否（管轄局別） 遺族（補償）年金で、診断書を不要とし、かつヘッダー区分の業

通別に該当する件数を、管轄局ごとに累計した値を出力する。

遺族－計（管轄局別） 『遺族－診断書要（管轄局別）』、『遺族－診断書否（管轄局別）』

の合計件数を出力する。

労災計（管轄局別） 『傷病－計（管轄局別）』、『障害ー計（管轄局別）』、『遺族ー計（管

轄局別）』の合計件数を出力する。

特別遺族－診断書要（管轄局

別）

特別遺族年金で、診断書を必要とし、かつヘッダー区分の業通別

に該当する件数を、管轄局ごとに累計した値を出力する。

特別遺族－診断書否（管轄局

別）

特別遺族年金で、診断書を不要とし、かつヘッダー区分の業通別

に該当する件数を、管轄局ごとに累計した値を出力する。

特別遺族－計（管轄局別） 『特別遺族－診断書要（管轄局別）』、『特別遺族－診断書否（管轄

局別）』の合計件数を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

合計（管轄局別） 『労災計（管轄局別）』、『合計（管轄局別）』の合計件数を出力す

る。

傷病－じん肺（合計） 『傷病－じん肺（管轄局別）』の合計を出力する。

傷病－せき損（合計） 『傷病－せき損（管轄局別）』の合計を出力する。

傷病－その他（合計） 『傷病－その他（管轄局別）』の合計を出力する。

傷病－計（合計） 『傷病－計（管轄局別）』の合計を出力する。

障害－診断書要（合計） 『障害－診断書要（管轄局別）』の合計を出力する。

障害－診断書否（合計） 『障害－診断書否（管轄局別）』の合計を出力する。

障害－計（合計） 『障害－計（管轄局別）』の合計を出力する。

遺族－診断書要（合計） 『遺族－診断書要（管轄局別）』の合計を出力する。

遺族－診断書否（合計） 『遺族－診断書否（管轄局別）』の合計を出力する。

遺族－計（合計） 『遺族－計（管轄局別）』の合計を出力する。

労災計（合計） 『労災計（管轄局別）』の合計を出力する。

特別遺族－診断書要（合計） 『特別遺族－診断書要（管轄局別）』の合計を出力する。

特別遺族－診断書否（合計） 『特別遺族－診断書否（管轄局別）』の合計を出力する。

特別遺族－計（合計） 『特別遺族－計（管轄局別）』の合計を出力する。

合計（合計） 『合計（管轄局別）』の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(66) 給付基礎日額階層別表（特別加入含む） 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

給付基礎日額階層、年金種別・等級ごとの支払件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

件数 当該給付基礎日額階層、年金種別、等級ごとの支払件数を出力する。

合計 給付基礎日額階層の合計を出力する。（※）

（※）傷病－計の列については、傷病等級１級～３級の合計を出力する。 

   障害－計の列について、障害等級１級～７級の合計を出力する。 

   遺族－計の列については、遺族０人～５人の合計を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(67)特別加入者年金種別一覧表 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

年金種別、傷病種別、等級、特加コードごとの件数と年金額等を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

ヘッダー区分 業通別に応じて、「業災」、「通災」、「合計」を出力する。

特加コード 被災者の特別加入者コードを出力する。（※1）

傷病種別、障害等級 傷病のページの場合は各傷病種別と「合計」、障害のページの場合は各

障害等級と「合計」、遺族・労災計のページの場合は「遺族」と「労災計」、

特別遺族・合計のページの場合は「特別遺族」と「合計」を出力する。

件数 当該年金種別、傷病種別、障害等級、特加コードに該当する件数の合計

を出力する。（※2）

年金年額 当該年金種別、傷病種別、障害等級、特加コードに該当する基本年金年

額の合計額を出力する。（※2）

特別年金 当該年金種別、傷病種別、障害等級、特加コードに該当する基本特別年

金年額と差額年金の合計額を出力する。（※2）

（※1）全特加コードの合計を出力する行については「ｹｲ」を出力する。 

（※2）傷病のページの合計欄については、全傷病種別の合計を出力する。 

障害のページの合計欄については、障害等級１級～７級の合計を出力する。 

遺族・労災計のページの労災計欄については、『合計（傷病ページ）』『合計（障害ページ）』、『遺族』

欄の合計を出力する。 

特別遺族・合計のページの合計欄については、『労災計（遺族・労災計ページ）』、『特別遺族（特別

遺族・合計ページ）』欄の合計を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(68)居住地別年金受給者一覧表  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

居住地別に年金受給者情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

ヘッダー区分 指定された処理区分パラメータに応じて「転帰」「新規」「住所変更」を出

力する。（指定なしの場合は空白）

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

都道府県名 都道府県コードと名称を出力する。

管理番号 都道府県ごとに 1から順に連番を出力する。

管轄局署 管轄局署のコードを出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

枝番 遺族（補償）年金、または特別遺族年金の場合、被災者の受給権者枝番号

を出力する。

被災者生年月日 被災者の生年月日を出力する。

性別 被災者の性別を出力する。

傷病生年月日 被災者の傷病年月日を出力する。

傷病区分 被災者の傷病区分を出力する。

等級号 被災者の等級号を出力する。（傷病（補償）年金、障害（補償）年金以外

の場合は出力しない）

厚年調 厚年調整の有無に応じて「無」「有」のいずれかを出力する。

年金年額（含特年） 被災者に対する基本年金年額（初月）、基本年金年額（終月）、差額年金の

合計を出力する。

転帰年月 転帰年月を出力する。

転帰事由 転帰事由に応じて、給付ごとに以下のいずれかを出力する。 

・傷病（補償）年金・・・「死亡」「治ゆ」「等級不該当」「基本権取消」

・障害（補償）年金・・・「死亡」「再発」「等級不該当（８～１４級

以外）」「等級不該当（８～１４級）」「基本権取消」 

・遺族（補償）年金、特別遺族年金・・・「死亡」「婚姻」「養子縁組」

「離縁」「障害無」「１８歳失権」「基本権取消」

受給権者氏名 受給権者の氏名を出力する。

郵便番号 受給権者の郵便番号を出力する。（処理区分に「転帰」を指定した場合は

出力しない）

住所 受給権者の住所を出力する。（処理区分に「転帰」を指定した場合は出力

しない）

住所変更年月日 受給権者の住所変更年月日を出力する。（処理区分に「住所変更」以外を

指定した場合は出力しない）

電話番号 受給権者の電話番号を出力する。（処理区分に「転帰」を指定した場合は

出力しない）
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ハ 出力時期 

年金支払期 

 

 

 Ⅰ-10-(68)-3



(69)居住地別介護給付等対象者一覧表 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

傷病・障害（補償）年金で介護（補償）補償給付の受給者、対象となり得る可能性がある受給者及び

傷病障害の程度が 1～3級に該当する受給者の情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

ページ 1から連番に出力する。

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

都道府県名 都道府県コード、都道府県名を出力する。ただし、外国送金者を対象と

するページの場合は「外国送金」。都道府県が不明な被災者を対象とする

ページの場合は「都道府県不明」を出力する。

整理番号 都道府県名ごとに 1からの連番を出力する。

管轄局署 管轄局署のコードを出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

年齢 被災者の年齢を出力する。

被災者生年月日 被災者の生年月日を出力する。

性別 被災者の性別を出力する。

傷病年月日 被災者の傷病年月日を出力する。

等級号 被災者の傷病等級号名を出力する。

備考 介護給付の請求が未実施の場合、「介護給付未請求」を出力する。

受給権者氏名 被災者の氏名を出力する。

郵便番号 被災者の郵便番号を出力する。（外国送金の場合は出力しない）

住所 被災者の住所を出力する。（外国送金の場合は出力しない）

電話番号 被災者の電話番号を出力する。（外国送金の場合は出力しない）

 計 居住地ごとに出力明細件数を出力する。

合計 出力明細件数の全国計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(70)管轄局別新規年金受給者件数リスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

管轄局、年金種別、業通別ごとに新規受給権者の件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

管轄局 管轄局のコード、都道府県名称を出力する。ただし、外国を対象とする

ものは「48」（管轄局のコード）、「外国」（都道府県の名称）を出力する。

傷病－業災（管轄局別） 傷病（補償）年金で、業通別が「業務災害」の件数を管轄局別に集計し

た値を出力する。（※）

傷病－通災（管轄局別） 傷病（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の件数を管轄局別に集計し

た値を出力する。（※）

傷病－合計（管轄局別） 『傷病－業災（管轄局別）』と『傷病－通災（管轄局別）』の合計件数を

出力する。（※）

障害－業災（管轄局別） 障害（補償）年金で、業通別が「業務災害」の件数を管轄局別に集計し

た値を出力する。（※）

障害－通災（管轄局別） 障害（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の件数を管轄局別に集計し

た値を出力する。（※）

障害－合計（管轄局別） 『障害－業災（管轄局別）』と『障害－通災（管轄局別）』の合計件数を

出力する。（※）

遺族－業災（管轄局別） 遺族（補償）年金で、業通別が「業務災害」の件数を管轄局別に集計し

た値を出力する。（※）

遺族－通災（管轄局別） 遺族（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の件数を管轄局別に集計し

た値を出力する。（※）

遺族－合計（管轄局別） 『遺族－業災（管轄局別）』と『遺族－通災（管轄局別）』の合計件数を

出力する。（※）

労災計－業災（管轄局

別）

『傷病－業災（管轄局別）』、『障害－業災（管轄局別）』、『遺族－業災（管

轄局別）』の合計件数を出力する。（※）

労災計－通災（管轄局

別）

『傷病－通災（管轄局別）』、『障害－通災（管轄局別）』、『遺族－通災（管

轄局別）』の合計件数を出力する。（※）

労災計－合計（管轄局

別）

『労災計－業災（管轄局別）』と『労災計－通災（管轄局別）』の合計件

数を出力する。（※）

特別遺族（管轄局別） 特別遺族年金の件数を管轄局別に集計した値を出力する。（※）

合計（管轄局別） 『労災計－合計（管轄局別）』と『特別遺族（管轄局別）』の合計件数を

出力する。（※）

傷病－業災（合計） 『傷病－業災（管轄局別）』の合計を出力する。

傷病－通災（合計） 『傷病－通災（管轄局別）』の合計を出力する。

傷病－合計（合計） 『傷病－合計（管轄局別）』の合計を出力する。

障害－業災（合計） 『障害－業災（管轄局別）』の合計を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

障害－通災（合計） 『障害－通災（管轄局別）』の合計を出力する。

障害－合計（合計） 『障害－合計（管轄局別）』の合計を出力する。

遺族－業災（合計） 『遺族－業災（管轄局別）』の合計を出力する。

遺族－通災（合計） 『遺族－通災（管轄局別）』の合計を出力する。

遺族－合計（合計） 『遺族－合計（管轄局別）』の合計を出力する。

労災計－業災（合計） 『労災計－業災（管轄局別）』の合計を出力する。

労災計－通災（合計） 『労災計－通災（管轄局別）』の合計を出力する。

労災計－合計（合計） 『労災計－合計（管轄局別）』の合計を出力する。

特別遺族（合計） 『特別遺族（管轄局別）』の合計を出力する。

合計（合計） 『合計（管轄局別）』の合計を出力する。

※（管轄局別）の項目は管轄局ごとのデータを全管轄局分出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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 (71)居住地別新規年金受給者件数リスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

都道府県、年金種別、業通別ごとに新規受給権者の件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

都道府県 都道府県のコード、名称を出力する。

傷病－業災（都道府県

別）

傷病（補償）年金で、業通別が「業務災害」の件数を都道府県別に集計

した値を出力する。

傷病－通災（都道府県

別）

傷病（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の件数を都道府県別に集計

した値を出力する。

傷病－合計（都道府県

別）

『傷病－業災（都道府県別）』と『傷病－通災（都道府県別）』の合計件

数を出力する。

障害－業災（都道府県

別）

障害（補償）年金で、業通別が「業務災害」の件数を都道府県別に集計

した値を出力する。

障害－通災（都道府県

別）

障害（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の件数を都道府県別に集計

した値を出力する。

障害－合計（都道府県

別）

『障害－業災（都道府県別）』と『障害－通災（都道府県別）』の合計件

数を出力する。

遺族－業災（都道府県

別）

遺族（補償）年金で、業通別が「業務災害」の件数を都道府県別に集計

した値を出力する。

遺族－通災（都道府県

別）

遺族（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の件数を都道府県別に集計

した値を出力する。

遺族－合計（都道府県

別）

『遺族－業災（都道府県別）』と『遺族－通災（都道府県別）』の合計件

数を出力する。

労災計－業災（都道府

県別）

『傷病－業災（都道府県別）』、『障害－業災（都道府県別）』、『遺族－業

災（都道府県別）』の合計件数を出力する。

労災計－通災（都道府

県別）

『傷病－通災（都道府県別）』、『障害－通災（都道府県別）』、『遺族－通

災（都道府県別）』の合計件数を出力する。

労災計－合計（都道府

県別）

『労災計－業災（都道府県別）』と『労災計－通災（都道府県別）』の合

計件数を出力する。

特別遺族（都道府県別） 特別遺族年金の件数を都道府県別に集計した値を出力する。

合計（都道府県別） 『労災計－合計（都道府県別）』と『特別遺族（都道府県別）』の合計件

数を出力する。

傷病－業災（合計） 『傷病－業災（都道府県別）』の合計を出力する。

傷病－通災（合計） 『傷病－通災（都道府県別）』の合計を出力する。

傷病－合計（合計） 『傷病－合計（都道府県別）』の合計を出力する。

障害－業災（合計） 『障害－業災（都道府県別）』の合計を出力する。

障害－通災（合計） 『障害－通災（都道府県別）』の合計を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

障害－合計（合計） 『障害－合計（都道府県別）』の合計を出力する。

遺族－業災（合計） 『遺族－業災（都道府県別）』の合計を出力する。

遺族－通災（合計） 『遺族－通災（都道府県別）』の合計を出力する。

遺族－合計（合計） 『遺族－合計（都道府県別）』の合計を出力する。

労災計－業災（合計） 『労災計－業災（都道府県別）』の合計を出力する。

労災計－通災（合計） 『労災計－通災（都道府県別）』の合計を出力する。

労災計－合計（合計） 『労災計－合計（都道府県別）』の合計を出力する。

特別遺族（合計） 『特別遺族（都道府県別）』の合計を出力する。

合計（合計） 『合計（都道府県別）』の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(72)郵便番号別件数表 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

年金継続者の郵便番号から、割引郵便物の郵便番号件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

サブタイトル 

 

以下のいずれかを出力する。 

①「＜振込通知書＞」 

②「＜支払通知書（郵便振込）＞」 

③「＜年金額計算についてのお知らせ＞」 

④「＜支払通知書（窓口現金）＞」 

⑤「＜支払通知書＞」 

⑥「＜振込通知書＆支払通知書（郵便振込）＆年金額計算について

のお知らせ＞」 

⑦「＜振込通知書＆支払通知書＆年金額計算についてのお知らせ＞」

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

府県（名） 各都道府県名を出力する。（※1）（※2）

郵便番号 集計単位となる郵便番号を出力する。（※3）

件数 郵便番号ごとの件数を出力する。（※4）

※1 東京については、郵便番号に応じて「東京都」、「多摩地区」を出力する。 

※2 東京都・多摩地区・神奈川・千葉・埼玉を除く郵便番号ごとの合計を出力する行については「小計」

を出力する。 

都道府県ごとに印字可能な郵便番号数を超えた件数の合計を出力する行については「その他」を出力

する。 

正当な郵便番号でないデータの件数の合計を出力する行については「エラー」を出力する。 

全データ件数の合計を出力する行については「合計」を出力する。 

※3 東京都・多摩地区・神奈川・千葉・埼玉の郵便番号ごとの件数の、都・地区・県単位での合計を出

力する行については「小計」を出力する。 

※4 郵便番号欄が「小計」の行については、東京都・多摩地区・神奈川・千葉・埼玉の郵便番号ごとの

件数の、都・地区・県単位での合計を出力する。 

府県名欄が「小計」の行については、東京都・多摩地区・神奈川・千葉・埼玉を除く郵便番号ごとの

件数の合計を出力する。 

府県名欄が「その他」の行については、各都道府県で印字可能な郵便番号数を超えた件数の合計を出

力する。 

府県名欄が「エラー」の行については、正当な郵便番号でないデータの件数の合計を出力する。 

府県名欄が「合計」の行については、全データ件数の合計を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(73)転帰者一覧表（本省用） 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

転帰者受給者の情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

ページ 1から連番に出力する。

 局 管轄局のコードを出力する。

 署 管轄署のコードを出力する。

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

被災者生年月日 被災者の生年月日を出力する。

受給権者氏名 受給権者の氏名を出力する。

傷病年月日 被災者の傷病年月日を出力する。

支給事由発生年月日 支給事由が発生した年月日を出力する。

等級号 被災者の等級号を出力する。（傷病（補償）年金、障害（補償）年

金以外の場合は出力しない）

既存区分・等級 被災者の既存障害区分・等級を出力する。（「0」の場合は出力しな

い）

特加 特別加入者コードを出力する。

平均賃金 被災者の平均賃金を出力する。

特別給与の総額 被災者の特別給与の総額を出力する。

転帰時の日数 受給権者に対する転帰時給付日数を出力する。

給付限度日数 受給権者に対する給付限度日数を出力する。（「0」の場合は出力し

ない）

転帰事由 転帰事由のコードを出力する。 

また、転帰事由に応じて、給付ごとに以下のいずれかを出力する。

・傷病（補償）年金・・・「死亡」「治ゆ」「等級不該当」「基本

権取消」 

・障害（補償）年金・・・「死亡」「再発」「等級不該当（８～

１４級以外）」「等級不該当（８～１４級）」「基本権取消」 

・遺族（補償）年金、特別遺族年金・・・「死亡」「婚姻」「養

子縁組」「離縁」「障害無」「１８歳失権」「基本権取消」

転帰年月 転帰年月を出力する。

給付限度額（年金） 受給権者に対する年金の給付限度額を出力する。

給付限度額（特別年金） 受給権者に対する特別年金の給付限度額を出力する。

前払一時金額 受給権者に対する前払一時金額を出力する。

損賠調整累計額 受給権者に対する損賠調整累計額を出力する。

支払済額（年金） 受給権者に対する年金の支払済額を出力する。

支払済額（特別年金） 受給権者に対する特別年金の支払済額を出力する。

失権差額一時金額（年金） 受給権者に対する年金の失権差額一時金額を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

失権差額一時金額（特別年

金）

受給権者に対する特別年金の失権差額一時金額を出力する。

計算理由（年金） 受給権者に対する年金の計算理由を出力する。

計算理由（特別年金） 受給権者に対する特別年金の計算理由を出力する。

充当額（年金） 受給権者に対する年金の充当額を出力する。

充当額（特別年金） 受給権者に対する特別年金の充当額を出力する。

失権差額一時金支払額（年

金）

受給権者に対する年金の失権差額一時金支払額を出力する。

失権差額一時金支払額（特

別年金）

受給権者に対する特別年金の失権差額一時金支払額を出力する。

回収額・未支給金（年金） 受給権者に対する年金の回収額、または未支給金額を出力する。

回収額・未支給金（特別年

金）

受給権者に対する特別年金の回収額、または未支給金額を出力す

る。

回収額・未支給金（援護費） 受給権者に対する援護費の回収額、または未支給金額を出力する。

処理方法（年金） 受給権者に対する年金の処理方法を出力する。

処理方法（特別年金） 受給権者に対する特別年金の処理方法を出力する。

処理方法（援護費） 受給権者に対する援護費の処理方法を出力する。

スライド スライド率を出力する。

一時金給付日数 受給権者に対する一時金給付日数を出力する。

算定基礎日額 受給権者に対する算定基礎日額を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(74)年金種別・被災者男女別基本権件数表 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

年金種別ごとの男女別の件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

基本権件数－傷病（男） 男性被災者の傷病（補償）年金の件数を出力する。

基本権件数－傷病（女） 女性被災者の傷病（補償）年金の件数を出力する。

基本権件数－障害（男） 男性被災者の障害（補償）年金の件数を出力する。

基本権件数－障害（女） 女性被災者の障害（補償）年金の件数を出力する。

基本権件数－遺族（男） 男性被災者の遺族（補償）年金の件数を出力する。

基本権件数－遺族（女） 女性被災者の遺族（補償）年金の件数を出力する。

基本権件数－特別遺族（男） 男性被災者の特別遺族年金の件数を出力する。

基本権件数－特別遺族（女） 女性被災者の特別遺族年金の件数を出力する。

基本権件数－合計（男） 『基本権件数－傷病（男）』、『基本権件数－障害（男）』、『基本権

件数－遺族（男）』、『基本権件数－特別遺族（男）』の合計件数を

出力する。

基本権件数－合計（女） 『基本権件数－傷病（女）』、『基本権件数－障害（女）』、『基本権

件数－遺族（女）』、『基本権件数－特別遺族（女）』の合計件数を

出力する。

基本権件数－総計 『基本権件数－合計（男）』、『基本権件数－合計（女）』の合計件

数を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(75)権者（払）一覧表  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

遺族（補償）年金、または特別遺族年金の権者払者にかかる情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

局署 管轄局署のコードを出力する。

年金証書番号 年金証書番号、および受給権者枝番号を出力する。

居住地 受給権者の居住都道府県名を出力する。

受給権者氏名 受給権者の氏名を出力する。

続柄 受給権者と被災者との続柄を出力する。

権者生年月日 受給権者の生年月日を出力する。

合計 明細に出力した年金証書番号の合計件数を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(76)労災年金年額調整前階層別厚年等調整対象者数及び受給金額リスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

階層別厚年等調整対象者数及び平均額を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

年金等級種別 年金種別に加え、「遺族（補償）年金」「特別遺族年金」の場合は資格者

数区分、それ以外場合は等級を、例のように出力する。 

例：傷病 1級、障害 2級、遺族 3人

厚年種別 以下のいずれかの厚生年金等種別を出力する。 

①「厚生年金保険」 

②「国民年金保険」 

③「船員保険」 

④「新厚生国民年金保険」 

⑤「新厚生年金保険」 

⑥「新国民年金保険」

年額階層 集計対象の年額階層を出力する。

受給額 当該年金等級種別、年額階層、厚年種別区分に該当する厚生年金受給額

の総額を、厚年種別ごとに出力する。

厚年種別計 『厚年種別－受給額』の合計を出力する。

厚年種別－件数 当該年金等級種別に該当する、全厚年種別区分にて厚生年金が発生して

いる件数を、厚年種別ごとに出力する。

厚年種別－受給額 当該年金等級種別に該当する、全厚年種別区分での厚生年金受給額の総

額を、厚年種別ごとに出力する。

厚年種別－平均額 『厚年種別受給額』を『厚年種別件数』で割った額を、厚年種別ごとに

出力する。

年額階層別計 『年額階層別－受給額』の合計を出力する。

年額階層別－件数 当該年金等級種別に該当する、全年額階層にて厚生年金が発生している

件数の累計を、年齢階層種別ごとに出力する。

年額階層別－受給額 当該年金等級種別に該当する、全年額階層での厚生年金受給額の累計

を、年齢階層種別ごとに出力する。

年額階層別－平均額 『年額階層別－受給額』を『年額階層別－件数』で割った額を、年齢階

層種別ごとに出力する。

等級別・資格者数別計 『等級別・資格者数別－受給額（厚年額）』の合計を出力する。

等級別・資格者数別－

件数

年金等級種別に出力されている年金種別に該当する、全等級・資格者数

区分にて厚生年金が発生している件数を、厚年種別ごとに出力する。

等級別・資格者数別－

受給額（厚年額）

年金等級種別に出力されている年金種別に該当する、全等級・資格者数

区分での厚生年金受給額の総額を、厚年種別ごとに出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

等級別・資格者数別－

平均額（厚年額）

『等級別・資格者数別－受給額（厚年額）』を『等級別・資格者数別－

件数』で割った額を、厚年種別ごとに出力する。

等級別・資格者数別－

受給額（年金額）

年金等級種別に出力されている年金種別に該当する、全等級・資格者数

区分での労災年金受給額の総額を、厚年種別ごとに出力する。

等級別・資格者数別－

平均額（年金額）

『等級別・資格者数別－受給額（年金額）』を『等級別・資格者数別－

件数』で割った額を、厚年種別ごとに出力する。

種別計 『種別－受給額（厚年額）』の合計を出力する。

種別－件数 年金に該当する全年金種別にて厚生年金が発生している件数を、厚年種

別ごとに出力する。

種別－受給額（厚年額） 年金に該当する全年金種別での厚生年金受給額の総額を、厚年種別ごと

に出力する。

種別－平均額（厚年額） 『種別－受給額（厚年額）』を『種別－件数』で割った額を、厚年種別

ごとに出力する。

種別－受給額（年金額） 年金に該当する全年金種別での労災年金受給額の総額を、厚年種別ごと

に出力する。

種別－平均額（年金額） 『種別－受給額（年金額）』を当該厚年種別の該当件数で割った額を、

厚年種別ごとに出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

 

 

 Ⅰ-10-(76)-3



(77) 給付基礎日額年齢階級別受給者リスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

年齢階層別、給付基礎日額、算定基礎日額別の男女件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

年度 当該支払期年月が属する年度を出力する。

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

年齢階級 年齢を階層別に出力する。

給付・算定基礎日額 給付・算定基礎日額を階層別に出力する。

年齢階級別件数 当該『年齢階級』、当該『給付・算定基礎日額』に該当する男女別人数

と男女の合計を出力する。 

『合計』に該当する列については、当該『給付・算定基礎日額』に対す

る全『年齢階級』の男女別人数と男女の合計を出力する。

総合計 当該『年齢階級』に対する全『給付・算定基礎日額』の男女別人数と男

女の合計を出力する。 

『合計』に該当する列については、全『年齢階級』に対する全『給付・

算定基礎日額』の合計を出力する。

平均受給年 年金受給期間の平均年数を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(78)労災就学等援護費支給区分件数リスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

管轄局、援護費支給区分ごとの件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

管轄局 管轄局のコード、都道府県名称を出力する。

傷病－保育 傷病（補償）年金のうち、保育園・幼稚園就学等援護費支給対象の件数を出力

する。

傷病－小学 傷病（補償）年金のうち、小学校就学等援護費支給対象の件数を出力する。

傷病－中学 傷病（補償）年金のうち、中学校就学等援護費支給対象の件数を出力する。

傷病－高校 傷病（補償）年金のうち、高校就学等援護費支給対象の件数を出力する。

傷病－通大 傷病（補償）年金のうち、大学（通信制）就学等援護費支給対象の件数を出力

する。

傷病－大学 傷病（補償）年金のうち、大学（通信制以外）就学等援護費支給対象の件数を

出力する。

傷病－計 傷病（補償）年金のうち、援護費支給対象の件数を出力する。

障害－保育 障害（補償）年金のうち、保育園・幼稚園就学等援護費支給対象の件数を出力

する。

障害－小学 障害（補償）年金のうち、小学校就学等援護費支給対象の件数を出力する。

障害－中学 障害（補償）年金のうち、中学校就学等援護費支給対象の件数を出力する。

障害－高校 障害（補償）年金のうち、高校就学等援護費支給対象の件数を出力する。

障害－通大 障害（補償）年金のうち、大学（通信制）就学等援護費支給対象の件数を出力

する。

障害－大学 障害（補償）年金のうち、大学（通信制以外）就学等援護費支給対象の件数を

出力する。

障害－計 障害（補償）年金のうち、援護費支給対象の件数を出力する。

遺族－保育 遺族（補償）年金のうち、保育園・幼稚園就学等援護費支給対象の件数を出力

する。

遺族－小学 遺族（補償）年金のうち、小学校就学等援護費支給対象の件数を出力する。

遺族－中学 遺族（補償）年金のうち、中学校就学等援護費支給対象の件数を出力する。

遺族－高校 遺族（補償）年金のうち、高校就学等援護費支給対象の件数を出力する。

遺族－通大 遺族（補償）年金のうち、大学（通信制）就学等援護費支給対象の件数を出力

する。

遺族－大学 遺族（補償）年金のうち、大学（通信制以外）就学等援護費支給対象の件数を

出力する。

遺族－計 遺族（補償）年金のうち、援護費支給対象の件数を出力する。

合計－保育 『傷病－保育』、『障害－保育』、『遺族－保育』の合計の件数を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

合計－小学 『傷病－小学』、『障害－小学』、『遺族－小学』の合計の件数を出力する。

合計－中学 『傷病－中学』、『障害－中学』、『遺族－中学』の合計の件数を出力する。

合計－高校 『傷病－高校』、『障害－高校』、『遺族－高校』の合計の件数を出力する。

合計－通大 『傷病－通大』、『障害－通大』、『遺族－通大』の合計の件数を出力する。

合計－大学 『傷病－大学』、『障害－大学』、『遺族－大学』の合計の件数を出力する。

合計－計 『傷病－計』、『障害－計』、『遺族－計』の合計の件数を出力する。

合計 各列の件数の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(79)労災就学等援護費支給状況表 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

年金種別ごとの援護費支給状況を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

管轄局 管轄局のコード、都道府県名称を出力する。

援護費支給年金基本権

数－傷病

傷病（補償）年金のうち、援護費支給を行っている件数を出力する。ま

た、特に保育園・幼稚園通園の援護費支給を行っている件数について括

弧内に再掲する。

援護費支給年金基本権

数－障害

障害（補償）年金のうち、援護費支給を行っている件数を出力する。ま

た、特に保育園・幼稚園通園の援護費支給を行っている件数について括

弧内に再掲する。

援護費支給年金基本権

数－遺族

遺族（補償）年金のうち、援護費支給を行っている件数を出力する。ま

た、特に保育園・幼稚園通園の援護費支給を行っている件数について括

弧内に再掲する。

援護費支給年金基本権

数－合計

『援護費支給年金基本権数－傷病』、『援護費支給年金基本権数－障害』、

『援護費支給年金基本権数－遺族』の合計の件数を出力する。

年金基本権数－傷病 傷病（補償）年金の件数を出力する。

年金基本権数－障害 障害（補償）年金の件数を出力する。

年金基本権数－遺族 遺族（補償）年金の件数を出力する。

年金基本権数－合計 『年金基本権数－傷病』、『年金基本権数－障害』、『年金基本権数－遺族』

の合計の件数を出力する。

比率（[1]÷[5]） 傷病（補償）年金のうち、援護費の支給を行っている割合（パーセント）

を出力する。

比率（[2]÷[6]） 障害（補償）年金のうち、援護費の支給を行っている割合（パーセント）

を出力する。

比率（[3]÷[7]） 遺族（補償）年金のうち、援護費の支給を行っている割合（パーセント）

を出力する。

比率（[4]÷[8]） 傷病（補償）年金・障害（補償）年金・遺族（補償）年金のうち、援護

費の支給を行っている割合（パーセント）を出力する。

比率（[10]÷[1]） 傷病（補償）年金の援護費支給対象のうち、実際に支給を行っている割

合（パーセント）を出力する。

比率（[11]÷[2]） 障害（補償）年金の援護費支給対象のうち、実際に支給を行っている割

合（パーセント）を出力する。

比率（[12]÷[3]） 遺族（補償）年金の援護費支給対象のうち、実際に支給を行っている割

合（パーセント）を出力する。

比率（[13]÷[4]） 傷病（補償）年金・障害（補償）年金・遺族（補償）年金の援護費支給

対象のうち、実際に支給を行っている割合（パーセント）を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

合計 各列の件数の合計を出力する。ただし、比率の各列については平均値を

出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(80)管轄局別傷病年金等級別件数・年金年額リスト  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

管轄局ごとに等級号別の傷病（補償）年金支払額を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

管轄局 管轄局のコードを出力する。（全国の合計ページの場合は出力しない）

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

等級／号（１～９号） 傷病（補償）年金のうち、当該等級／号に該当する件数、金額を管轄局

ごとに出力する。（全国の合計ページの場合は全管轄局分の合計を出力す

る）

等級／号（他） 傷病（補償）年金のうち、当該等級のみ（号が正しくない）に該当する

件数、金額を管轄局ごとに出力する。（全国の合計ページの場合は全管轄

局分の合計を出力する）

等級／号（合計） 傷病（補償）年金のうち、当該等級に該当する件数、金額を管轄局ごと

に出力する。（全国の合計ページの場合は全管轄局分の合計を出力する）

合計 各行の件数、金額の合計をそれぞれ出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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 (81)管轄局別障害年金等級別件数・年金年額リスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

管轄局ごとに等級号別の障害（補償）年金支払額を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

管轄局 管轄局のコードを出力する。（全国の合計ページの場合は出力しない）

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

等級／号（１～１３、

２０、２２、２３、３

０、３２号）

障害（補償）年金のうち、当該等級／号に該当する件数、金額を管轄局

ごとに出力する。（全国の合計ページの場合は全管轄局分の合計を出力す

る）

等級／号（合計） 障害（補償）年金のうち、当該等級に該当する件数、金額を管轄局ごと

に出力する。（全国の合計ページの場合は全管轄局分の合計を出力する）

合計 各行の件数、金額の合計をそれぞれ出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

  

 Ⅰ-10-(81)-2



(82)遺族（補償）年金資格者・在学者数リスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

都道府県ごとの遺族（補償）年金・特別遺族年金の資格者数、および在学者数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

都道府県 都道府県コード、名称を出力する。

年金資格者のみ－人数 遺族（補償）年金または特別遺族年金の年金資格者であるが在学

者でない者の人数を出力する。

年金資格者のみ－６歳未満 『年金資格者のみ－人数』のうち、6歳未満の人数を出力する。

年金資格者＆在学者－人数 遺族（補償）年金の年金資格者であり、かつ、在学者である者の

人数を出力する。（※）

年金資格者＆在学者－６歳未

満

『年金資格者＆在学者－人数』のうち、6 歳未満の人数を出力す

る。（※）

在学者のみ－人数 遺族（補償）年金の年金資格者ではないが、在学者である者の人

数を出力する。（※）

在学者のみ－６歳未満 『在学者のみ－人数』のうち、6歳未満の人数を出力する。（※）

年金資格者－人数 『年金資格者のみ－人数』と『年金資格者＆在学者－人数』の合

計を出力する。（※）

年金資格者－６歳未満 『年金資格者のみ－６歳未満』と『年金資格者＆在学者－６歳未

満』の合計を出力する。（※）

在学者－人数 『年金資格者＆在学者－人数』と『在学者のみ－人数』の合計を

出力する。

在学者－６歳未満 『年金資格者＆在学者－６歳未満』と『在学者のみ－６歳未満』

の合計を出力する。

合計－人数 『年金資格者のみ－人数』、『年金資格者＆在学者－人数』、『在学

者のみ－人数』の合計を出力する。

合計－６歳未満 『年金資格者のみ－６歳未満』、『年金資格者＆在学者－６歳未

満』、『在学者のみ－６歳未満』の合計を出力する。

合計（行） 各列の合計を出力する。

※特別遺族年金の情報を出力するページは「0」を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(83)特別加入者加入区分別受給者数及び年金年額状況表 

イ 様式 

 

 

 

 Ⅰ-10-(83)-1



 

ロ 印書内容 

当期支払期における特別加入者の給付状況を出力する。 

傷病（傷病種別ごとおよびその合計）、障害（障害等級ごとおよびその合計）、遺族、特別遺族、総合

計の順で出力する。 

明細に出力される内容は下記の通りである。 

・特別加入者コードが 11,21～28 の場合、および 2種計（※）、合計の場合、業務災害・通勤災害・

両者の合計の 3行を出力する。 

・特別加入者コードが 41～49,51,61 の場合、業務災害の 1行を出力する。 

※「2種計」は特別加入者コードが 11,21～28,41～49,51 に該当するものの合計、「合計」は 2種

計と特別加入者コードが 61 に該当するものの合計を表す。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

傷病種別、障害等

級

傷病のページの場合は各傷病種別と「合計」、障害のページの場合は各障害等

級と「合計」、遺族・特別遺族のページの場合は「合計」、総合計の頁の場合

は「総合計」を出力する。

項目 特別加入者コードのコード値と略称、または「2種計」、「合計」を出力する。

件数（年金） 年金種別、傷病種別（傷病のページの場合）、障害等級（障害のページの場合）、

特別加入者コード、業通別に該当する件数を出力する。 

傷病・障害の合計列の場合は、傷病種別・障害等級ごとの合計を出力する。

総合計の列の場合は、年金種別ごとの合計を出力する。

新規 『件数（年金）』のうち、新規の件数を出力する。 

傷病・障害の合計列の場合は、傷病種別・障害等級ごとの合計を出力する。

総合計の列の場合は、年金種別ごとの合計を出力する。

年金年額 年金種別、傷病種別（傷病の場合）、障害等級（障害の場合）、特別加入者コ

ード、業通別に該当する、終月時点の基本年金年額の合計を出力する。 

傷病・障害の合計列の場合は、傷病種別・障害等級ごとの合計を出力する。

総合計の列の場合は、年金種別ごとの合計を出力する。

平均年金年額 『年金年額』を『件数（年金）』で割った値を出力する。 

傷病・障害の合計列の場合は、傷病種別・障害等級ごとの合計を出力する。

総合計の列の場合は、年金種別ごとの合計を出力する。

件数（特別年金） 年金種別、傷病種別（傷病の場合）、障害等級（障害の場合）、特別加入者コ

ード、業通別に該当するもののうち、特別年金が発生している件数を出力す

る。 

傷病・障害の合計列の場合は、傷病種別・障害等級ごとの合計を出力する。

総合計の列の場合は、年金種別ごとの合計を出力する。

 Ⅰ-10-(83)-2



出力項目名 出  力  内  容

特別年金年額 年金種別、傷病種別（傷病の場合）、障害等級（障害の場合）、特別加入者コ

ード、業通別に該当する特別年金の合計を出力する。 

傷病・障害の合計列の場合は、傷病種別・障害等級ごとの合計を出力する。

総合計の列の場合は、年金種別ごとの合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期
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(84)外国送金請求書 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

当期支払期における外国送金をするための情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払年月日 支払年月日を出力する。

支払年度 支払年月日を元に支払年度を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

番号 外国送金請求書IDを出力する。

受取人住所等 年金受取人住所、および受取金融機関名、店舗名、口座番号、SWIFT(BIC)

コード、所在地を出力する。

受取人氏名 年金受取人氏名を出力する。

金額 年金の当期支払額を出力する。

備考 通貨名、外国コード、管轄局署コード、年金証書番号、受給権者枝番号

（遺族（補償）年金または特別遺族年金の場合のみ）を出力する。

合計 年金の当期支払額の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(85)外国送金請求書・内訳リスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

当期支払期における国別、年金種別ごとの送金件数、金額を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

外国名 外国コード、外国名を出力する。

年金種別 集計対象とする年金種別に応じて「傷病」「障害」「遺族」「特遺」のい

ずれかを出力する。 

ただし、国ごとの列の合計を表す行の場合、「国計」を出力する。

件数（年金） 国ごとに、年金種別ごとの年金送金件数を出力する。

年金額 国ごとに、年金種別ごとの年金送金額を出力する。

件数（特別年金） 国ごとに、年金種別ごとの特別年金送金件数を出力する。

特別年金額 国ごとに、年金種別ごとの特別年金送金額を出力する。

件数（援護費） 国ごとに、年金種別ごとの援護費送金件数を出力する。

援護費額 国ごとに、年金種別ごとの援護費送金額を出力する。

合計（列） 『年金額』、『特別年金額』、『援護費額』の合計を出力する。

傷病計 全ての傷病行の『件数（年金）』、『年金額』、『件数（特別年金）』、『特別

年金額』、『件数（援護費）』、『援護費額』、『合計（列）』の、それぞれの

合計を出力する。

障害計 全ての障害行の『件数（年金）』、『年金額』、『件数（特別年金）』、『特別

年金額』、『件数（援護費）』、『援護費額』、『合計（列）』の、それぞれの

合計を出力する。

遺族計 全ての遺族行の『件数（年金）』、『年金額』、『件数（特別年金）』、『特別

年金額』、『件数（援護費）』、『援護費額』、『合計（列）』の、それぞれの

合計を出力する。

特遺計 全ての特遺行の『件数（年金）』、『年金額』、『件数（特別年金）』、『特別

年金額』、『件数（援護費）』、『援護費額』、『合計（列）』の、それぞれの

合計を出力する。

合計（行） 全ての国計行の『件数（年金）』、『年金額』、『件数（特別年金）』、『特別

年金額』、『件数（援護費）』、『援護費額』、『合計（列）』の、それぞれの

合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

 Ⅰ-10-(85)-3



(86)局署別年金基本権件数・支払額リスト（本省用） 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

局署、年金種別ごとの年金基本権の件数および支払額の、前期と今期の推移状況を出力する。 

管轄署ごとに業務災害、通勤災害、合計の 3行を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

 局 管轄局のコード、管轄局名称を出力する。

サブタイトル 集計対象とする年金種別に応じて「◇傷 病◇」「◇障 害◇」「◇遺 族

◇」「◇特別遺族◇」のいずれかを出力する。 

年金種別ごとの合計を出力するページの場合、「◆合 計◆」を出力す

る。

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

 署 管轄署のコードを出力する。

前期末基本権 年金種別ごとに、前期末に継続していた基本権の件数を出力する。

新規 年金種別ごとに、前期末の基本権の件数と今期末の基本権の件数の差異

を出力する。

消滅 年金種別ごとに、今期に転帰または取消された基本権の件数を出力す

る。

今期末基本権 年金種別ごとに、今期末に継続する基本権の件数を出力する。

件数（年金） 年金種別ごとに、転帰事由が死亡または取消以外、かつ今期に年金の支

払額が発生した基本権の件数を出力する。

年金支払額 年金種別ごとに、転帰事由が死亡または取消以外の今期の年金支払額を

出力する。

件数（特別年金） 年金種別ごとに、転帰事由が死亡または取消以外、かつ今期に特別年金

の支払額が発生した基本権の件数を出力する。

特別年金支払額 年金種別ごとに、転帰事由が死亡または取消以外の今期の特別年金支払

額を出力する。

件数（援護費） 年金種別ごとに、転帰事由が死亡または取消以外、かつ今期に援護費の

支払額が発生した基本権の件数を出力する。

就学等援護費支払額 年金種別ごとに、転帰事由が死亡または取消以外の今期の援護費支払額

を出力する。

件数（今期支払件数） 年金種別ごとに、転帰事由が死亡または取消以外の今期の支払件数を出

力する。

今期支払総額 年金種別ごとに、転帰事由が死亡または取消以外の今期の支払総額を出

力する。
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出力項目名 出  力  内  容

管轄局計 管轄署ごとの各行の『前期末基本権』、『新規』、『消滅』、『今期末基本権』、

『件数（年金）』、『年金支払額』、『件数（特別年金）』、『特別年金支払額』、

『件数（援護費）』、『就学等援護費支払額』、『件数（今期支払件数）』、『今

期支払総額』の分計をそれぞれ出力する。

全国計 管轄局ごとの各行の『前期末基本権』、『新規』、『消滅』、『今期末基本権』、

『件数（年金）』、『年金支払額』、『件数（特別年金）』、『特別年金支払額』、

『件数（援護費）』、『就学等援護費支払額』、『件数（今期支払件数）』、『今

期支払総額』の総計をそれぞれ出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(87) 管轄局別支払差止者件数リスト（所在不明） 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

所在不明による差止対象の年金資格者数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

管轄局 管轄局コード、名称を出力する。

年金－差止期間 各差止期間に該当する支払差止事由が「所在不明」の年金資格者数を出

力する。

援護費－差止期間 「0」を出力する。

合計－差止期間 『年金－差止期間』と同値を出力する。

年金－合計 各『年金－差止期間』の合計を出力する。

援護費－合計 「0」を出力する。

合計－合計 各『年金－差止期間』の合計を出力する。

 計 各列の合計件数を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(88)管轄局別支払差止者件数リスト（未提出）  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

定期報告未提出による差止対象の年金資格者および援護費資格者数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

管轄局 管轄局コード、名称を出力する。

年金－差止期間 各差止期間に該当する支払差止事由が「定期報告未提出」の年金資格者

数を出力する。

援護費－差止期間 各差止期間に該当する支払差止事由が「定期報告未提出」、かつ未転帰

の援護費資格者数を出力する。

合計－差止期間 『年金－差止期間』と『援護費－差止期間』の合計を出力する。

年金－合計 各『年金－差止期間』の合計を出力する。

援護費－合計 各『援護費－差止期間』の合計を出力する。

合計－合計 各『合計－差止期間』の合計を出力する。

 計 各列の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(89)管轄局別支払差止者件数リスト（合計） 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

所在不明および定期報告未提出による差止対象の年金資格者および援護費資格者数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

管轄局 管轄局コード、名称を出力する。

年金－差止期間 各差止期間に該当する支払差止事由が「所在不明」または「定期報告未

提出」の年金資格者数を出力する。

援護費－差止期間 各差止期間に該当する支払差止事由が「所在不明」または「定期報告未

提出」、かつ未転帰の援護費資格者数を出力する。

合計－差止期間 『年金－差止期間』と『援護費－差止期間』の合計を出力する。

年金－合計 各『年金－差止期間』の合計を出力する。

援護費－合計 各『援護費－差止期間』の合計を出力する。

合計－合計 各『合計－差止期間』の合計を出力する。

 計 各列の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(90)管轄局署別支払差止者件数リスト（所在不明）  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

所在不明による差止対象の年金資格者数、差止累計額を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

 署 管轄署のコードを出力する。

年金－差止期間 各差止期間に該当する支払差止事由が「所在不明」の年金資格者数を出

力する。

援護費－差止期間 各差止期間に該当する支払差止事由が「定期報告未提出（援護費）」の

資格者数を出力する。

合計－差止期間 『年金－差止期間』と『援護費－差止期間』の合計値を出力する。

年金－合計 各『年金－差止期間』の合計を出力する。

援護費－合計 各『援護費－差止期間』の合計を出力する。

合計－合計 各『年金－差止期間』と『援護費－合計』の合計を出力する。

局計 各列の合計を出力する。

年金－局別差止累計額

計（調整前）

当該局分の支払差止事由が「所在不明」の年金差止累計額を出力する。

特年－局別差止累計額

計（調整前）

当該局分の支払差止事由が「所在不明」の特年差止累計額を出力する。

援護費（権者）－局別

差止累計額計（調整前）

当該局分の支払差止事由が「所在不明」の援護費差止累計額を出力する。

援護費（資格者）－局

別差止累計額計（調整

前）

当該局分の支払差止事由が「所在不明」の援護費支払差止累計額を出力

する。

年金－局別差止累計額

計（調整後）

『年金－局別差止累計額計（調整前）』に対して、時効による調整を行

った額を出力する。

特年－局別差止累計額

計（調整後）

『特年－局別差止累計額計（調整前）』に対して、時効による調整を行

った額を出力する。

援護費（権者）－局別

差止累計額計（調整後）

『援護費（権者）－局別差止累計額計（調整前）』に対して、時効によ

る調整を行った額を出力する。

援護費（資格者）－局

別差止累計額計（調整

後）

『援護費（資格者）－局別差止累計額計（調整前）』に対して、時効に

よる調整を行った額を出力する。

年金－全国差止累計額

計（調整前）

『年金－局別差止累計額計（調整前）』に対しての全局分の累計額を出

力する。
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出力項目名 出  力  内  容

特年－全国差止累計額

計（調整前）

『特年－局別差止累計額計（調整前）』に対しての全局分の累計額を出

力する。

援護費（権者）－全国

差止累計額計（調整前）

『援護費（権者）－局別差止累計額計（調整前）』の全局分の累計額を

出力する。

援護費（資格者）－全

国差止累計額計（調整

前）

『援護費（資格者）－局別差止累計額計（調整前）』の全局分の累計額

を出力する。

年金－全国差止累計額

計（調整後）

『年金－局別差止累計額計（調整後）』の全局分の累計額を出力する。

特年－全国差止累計額

計（調整後）

『特年－局別差止累計額計（調整後）』の全局分の累計額を出力する。

援護費（権者）－全国

差止累計額計（調整後）

『援護費（権者）－局別差止累計額計（調整後）』の全局分の累計額を

出力する。

援護費（資格者）－全

国差止累計額計（調整

後）

『援護費（資格者）－局別差止累計額計（調整後）』の全局分の累計額

を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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 (91)管轄局署別支払差止者件数リスト（未提出） 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

定期報告未提出による差止対象の年金資格者および援護費資格者数、差止累計額を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

 署 管轄署のコードを出力する。

年金－差止期間 各差止期間に該当する支払差止事由が「定期報告未提出」の年金資格者

数を出力する。

援護費－差止期間 各差止期間に該当する支払差止事由が「定期報告未提出」、かつ未転帰

の援護費資格者数を出力する。

合計－差止期間 『年金－差止期間』と『援護費－差止期間』の合計を出力する。

年金－合計 各『年金－差止期間』の合計を出力する。

援護費－合計 各『援護費－差止期間』の合計を出力する。

合計－合計 各『合計－差止期間』の合計を出力する。

局計 各列の合計を出力する。

年金－局別差止累計額

計（調整前）

当該局分の支払差止事由が「定期報告未提出」の年金差止累計額を出力

する。

特年－局別差止累計額

計（調整前）

当該局分の支払差止事由が「定期報告未提出」の特年差止累計額を出力

する。

援護費（権者）－局別

差止累計額計（調整前）

当該局分の支払差止事由が「定期報告未提出」の援護費差止累計額を出

力する。

援護費（資格者）－局

別差止累計額計（調整

前）

当該局分の支払差止事由が「定期報告未提出」の援護費支払差止累計額

を出力する。

年金－局別差止累計額

計（調整後）

『年金－局別差止累計額計（調整前）』に対して、時効による調整を行

った額を出力する。

特年－局別差止累計額

計（調整後）

『特年－局別差止累計額計（調整前）』、時効による調整を行った額を出

力する。

援護費（権者）－局別

差止累計額計（調整後）

『援護費（権者）－局別差止累計額計（調整前）』、時効による調整を行

った額を出力する。

援護費（資格者）－局

別差止累計額計（調整

後）

『援護費（資格者）－局別差止累計額計（調整前）』、時効による調整を

行った額を出力する。

年金－全国差止累計額

計（調整前）

『年金－局別差止累計額計（調整前）』の全局分の累計額を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

特年－全国差止累計額

計（調整前）

『特年－局別差止累計額計（調整前）』の全局分の累計額を出力する。

援護費（権者）－全国

差止累計額計（調整前）

『援護費（権者）－局別差止累計額計（調整前）』の全局分の累計額を

出力する。

援護費（資格者）－全

国差止累計額計（調整

前）

『援護費（資格者）－局別差止累計額計（調整前）』の全局分の累計額

を出力する。

年金－全国差止累計額

計（調整後）

『年金－局別差止累計額計（調整後）』の全局分の累計額を出力する。

特年－全国差止累計額

計（調整後）

『特年－局別差止累計額計（調整後）』の全局分の累計額を出力する。

援護費（権者）－全国

差止累計額計（調整後）

『援護費（権者）－局別差止累計額計（調整後）』の全局分の累計額を

出力する。

援護費（資格者）－全

国差止累計額計（調整

後）

『援護費（資格者）－局別差止累計額計（調整後）』の全局分の累計額

を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(92)管轄局署別支払差止者件数リスト（合計） 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

所在不明および定期報告未提出による差止対象の年金資格者および援護費資格者数、差止累計額を出

力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

 署 管轄署のコードを出力する。

年金－差止期間 各差止期間に該当する支払差止事由が「所在不明」または「定期報告未

提出」の年金資格者数を出力する。

援護費－差止期間 各差止期間に該当する支払差止事由が「「定期報告未提出」、かつ未転帰

の援護費資格者数を出力する。

合計－差止期間 『年金－差止期間』と『援護費－差止期間』の合計を出力する。

年金－合計 各『年金－差止期間』の合計を出力する。

援護費－合計 各『援護費－差止期間』の合計を出力する。

合計－合計 各『合計－差止期間』の合計を出力する。

局計 各列の合計を出力する。

年金－局別差止累計額

計（調整前）

当該局分の支払差止事由が「所在不明」または「定期報告未提出」の年

金差止累計額を出力する。

特年－局別差止累計額

計（調整前）

当該局分の支払差止事由が「所在不明」または「定期報告未提出」の特

年差止累計額を出力する。

援護費（権者）－局別

差止累計額計（調整前）

当該局分の支払差止事由が「定期報告未提出」の援護費差止累計額を出

力する。

援護費（資格者）－局

別差止累計額計（調整

前）

当該局分の支払差止事由が「定期報告未提出」の援護費支払差止累計額

を出力する。

年金－局別差止累計額

計（調整後）

『年金－局別差止累計額計（調整前）』に対して、時効による調整を行

った額を出力する。

特年－局別差止累計額

計（調整後）

『特年－局別差止累計額計（調整前）』に対して、時効による調整を行

った額を出力する。

援護費（権者）－局別

差止累計額計（調整後）

『援護費（権者）－局別差止累計額計（調整前）』に対して、時効によ

る調整を行った額を出力する。

援護費（資格者）－局

別差止累計額計（調整

後）

『援護費（資格者）－局別差止累計額計（調整前）』に対して、時効に

よる調整を行った額を出力する。

年金－全国差止累計額

計（調整前）

『年金－局別差止累計額計（調整前）』に対しての全局分の累計額を出

力する。
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出力項目名 出  力  内  容

特年－全国差止累計額

計（調整前）

『特年－局別差止累計額計（調整前）』の全局分の累計額を出力する。

援護費（権者）－全国

差止累計額計（調整前）

『援護費（権者）－局別差止累計額計（調整前）』の全局分の累計額を

出力する。

援護費（資格者）－全

国差止累計額計（調整

前）

『援護費（資格者）－局別差止累計額計（調整前）』の全局分の累計額

を出力する。

年金－全国差止累計額

計（調整後）

『年金－局別差止累計額計（調整後）』の全局分の累計額を出力する。

特年－全国差止累計額

計（調整後）

『特年－局別差止累計額計（調整後）』の全局分の累計額を出力する。

援護費（権者）－全国

差止累計額計（調整後）

『援護費（権者）－局別差止累計額計（調整後）』の全局分の累計額を

出力する。

援護費（資格者）－全

国差止累計額計（調整

後）

『援護費（資格者）－局別差止累計額計（調整後）』の全局分の累計額

を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(93)支払差止者リスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

差止対象資格者の詳細内容を出力する。 

受給権者情報、援護費資格者情報に分けて出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

 局 管轄局のコードを出力する。

 署 管轄署のコードを出力する。

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

年金証書番号 差止対象の年金証書番号を出力する。遺族（補償）年金、または特

別遺族年金の場合、受給権者枝番号（援護費の場合は援護費資格者

枝番号）を出力する。

差止種別 受給権者情報では「年金差止」、援護費資格者情報では「援護費差

止」を出力する。

差止事由 支払差止事由に応じて「所在不明」「未提出」のいずれかを出力す

る。

差止開始支払期 差止を開始した支払期年月を出力する。

差止期間 差止期間に応じて、以下のいずれかを出力する。 

①「１年未満」 

②「１年～２年未満」 

③「２年～３年未満」 

④「３年～４年未満」 

⑤「４年～５年未満」 

⑥「５年～１０年未満」 

⑦「１０年以上」

時効調整 差止開始支払期年月から起算して、当期支払期年月が 5年以上経過

している場合「有」、それ以外の場合「無」を出力する。

次順位者の有無 遺族（補償）年金、特別遺族年金の場合に、次順位となる受給者の

有無を出力する。（遺族（補償）年金、特別遺族年金以外の場合は

出力しない）

支給停止の種類 支給停止の種類を出力する。（「前払」「若年」「三者」のいずれにも

該当しない場合は出力しない）

未提出メッセージ 定期報告が 1年以上未提出の場合に「定期報告一年以上未提出」を

出力する。

年金差止累計額（調整前） 差止対象となった年金差止累計額を出力する。

特年差止累計額（調整前） 差止対象となった特別年金差止累計額を出力する。

援護費差止累計額（調整前）

－受給権者情報

差止対象となった援護費差止累計額を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

年金差止累計額（調整後） 『年金差止累計額（調整前）』に対して、時効による調整を行った

額を出力する。

特年差止累計額（調整後） 『特年差止累計額（調整前）』に対して、時効による調整を行った

額を出力する。

援護費差止累計額（調整後）

－受給権者情報

『援護費差止累計額（調整前）－受給権者情報』に対して、時効に

よる調整を行った額を出力する。

支払権者氏名 差止対象となった年金受給権者の氏名を出力する。

郵便番号 差止対象となった年金受給権者の郵便番号を出力する。（※1）

支払権者住所 差止対象となった年金受給権者の住所を出力する。

支払権者電話番号 差止対象となった年金受給権者の電話番号を出力する。（※1）

 国 差止対象となった年金受給権者の外国コードを出力する。（※2）

支給終了メッセージ 援護費の支給が終了している場合には「援護費支給終了」を出力す

る。

在学者氏名 差止対象となった援護費資格者氏名を出力する。

援護費差止累計額（調整前）

－援護費情報

差止対象となった援護費支払差止累計額を出力する。

援護費差止累計額（調整後）

－援護費情報

『援護費差止累計額（調整前）－援護費情報』に対して、時効によ

る調整を行った額を出力する。（時効を迎えていない場合は出力し

ない）

※1 本項目は支払方法が「外国送金」以外の明細に存在する。 

※2 本項目は支払方法が「外国送金」の明細に存在する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期
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(94)労災保険年金等振込通知書（ゆうちょ銀行振込） 

「年金・一時金編」参照 
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(95)通知書送付状況一覧表  

イ 様式 

 

 

 

 Ⅰ-10-(95)-1



ロ 印書内容 

当期支払期において労災保険年金等振込通知書を発行した受給者の情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

 局 管轄局のコードを出力する。

 署 管轄署のコードを出力する。

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

年金証書番号－枝番号 年金証書番号を出力する。遺族（補償）年金、または特別遺族年金の

場合、受給権者枝番号を出力する。

受給権者氏名 受給権者の氏名を出力する。

被災者生年月日 被災者の生年月日を出力する。

合計支払額 支払額の合計を出力する。

労災保険年金 年金支払額を出力する。

労災就学等援護費 援護費支払額を出力する。

労災援護給付金 特別年金支払額を出力する。

通知書種別 支払方法に応じて、以下のいずれかを出力する。 

①「振込通知書」 

②「支払通知書（郵便振込）」 

③「支払通知書（現金払い）」 

④「振込通知書（外国送金）」

金融機関情報（金融機

関・店舗コード、金融機関

名、店舗名） 

郵便振込・現金払（郵便

局番号、府県、郵便局名）

通知書種別が「振込通知書」の場合、振込先の金融機関の金融機関コ

ード、店舗コード、金融機関名、店舗名を出力する。 

通知書種別が「支払通知書（郵便振込）」または「支払通知書（現金

払い）」の場合、郵便局コード、郵便局の所在都道府県名、郵便局名

を出力する。 

通知書種別が「振込通知書（外国送金）」の場合、振込先の金融機関

の金融機関名、店舗名を出力する。

適用期間 通知書の適用期間を出力する。

通知書送付先（郵便番号、

住所、電話番号）

通知書送付先の郵便番号、住所、電話番号を出力する。（通知書種別

が「振込通知書（外国送金）」の場合、郵便番号と電話番号は出力し

ない）

出力事由 通知書出力事由応じて、以下のいずれかを出力する。 

①「支払額の変更」 

②「新規・支払先の変更等」 

③「外国送金」 

④「現金払い」 

⑤「全件出力」

署別合計 管轄署単位での出力件数を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

局別合計 管轄局単位での出力件数を出力する。

合計 総出力件数を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(96)60 歳以上重度障害者年額階層別受給者数リスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

傷病（補償）年金および障害（補償）年金（障害等級が 1～3級）のうち 60 歳以上の受給者数等を出

力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

ページ 1から連番に出力する。

作成日 処理を行った年月日を出力する。

傷病年金受給者 年金総支給額区分に該当する、傷病（補償）年金受給者数を出力する。

障害年金受給者 年金総支給額区分に該当する、障害（補償）年金受給者数を出力する。

受給者数計 『傷病年金受給者』と『障害年金受給者』の合計を出力する。

総支払額 年金総支給額区分に該当する傷病（補償）年金受給者、障害（補償）年金

受給者に対する年金年額と特別年金年額、差額特別年金の合計を出力する。

合計 各列の合計を出力する。

年金支給総額（厚年

調整後）

傷病（補償）年金受給者、障害（補償）年金受給者に対する年金年額の合

計を出力する。

特別年金支払総額 傷病（補償）年金受給者、障害（補償）年金受給者に対する特別年金年額

の合計を出力する。

差額特別年金支給

総額

傷病（補償）年金受給者、障害（補償）年金受給者に対する差額特別年金

の合計を出力する。

厚生（障害）年金受

領総額

傷病（補償）年金受給者、障害（補償）年金受給者に対する厚生年金受領

額の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(97) 年金給付基礎日額チェックリスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

スライド率等の改定による年金給付基礎日額の低下にともない労災就学等援護費受給権が発生した年

金情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

頁 1から連番に出力する。

管轄局署 管轄局署のコードを出力する。

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

被災者氏名 被災者の氏名を出力する。

年齢 被災者の年金給付基礎日額の算定にかかる年齢を出力する。

年金給付基礎日額 本年分の年金給付基礎日額を出力する。

年金給付基礎日額（前年） 前年分の年金給付基礎日額を出力する。

資格者 遺族（補償）年金、特別遺族年金の場合、すべての援護費資格者枝番号

をカンマ区切りで出力する。

算定人数 遺族（補償）年金、特別遺族年金の場合、算定基礎人数を出力する。（遺

族（補償）年金、特別遺族年金以外の場合は「0」を出力する）

三者 三者損賠調整がある場合に「＊」を出力する。（三者損賠調整がない場

合は出力しない）

備考 権者払いの場合に「権者払い」を出力する。（権者払いでない場合は出

力しない）

署件数 同一署で出力した明細の数を出力する。

局件数 同一局で出力した明細の数を出力する。

全件数 当該帳票で出力した明細の数を出力する。

 

ハ 出力時期 

年次（7月末） 
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(98)三者・前払調整期間チェックリスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

スライド率等の改定による年金給付基礎日額の低下により支給停止解除時期が当支払期から翌支払期

以降に延長された年金情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

頁 1から連番に出力する。

管轄局署 管轄局署のコードを出力する。

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

被災者氏名 被災者の氏名を出力する。

年齢 被災者の年金給付基礎日額の算定にかかる年齢を出力する。

年金給付基礎日額 本年分の年金給付基礎日額を出力する。

年金給付基礎日額（前

年）

前年分の年金給付基礎日額を出力する。

三者・前払 調整内容に応じて、「三者」「前払」のいずれかを出力する。

調整残額 調整内容に応じて、三者損賠調整残額、または前払調整残額を出力する。

解除予定支払期 支給停止解除が予定される支払期を出力する。

備考 権者払いの場合に「権者払い」を出力する。（権者払いでない場合は出力

しない）

署件数 同一署で出力した明細の数を出力する。

局件数 同一局で出力した明細の数を出力する。

全件数 当該帳票で出力した明細の数を出力する。

 

ハ 出力時期 

年次（7月末） 
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(99)都道府県別重度被災者分布状況（1） 

イ 様式 

 

 

 

 

 

 Ⅰ-10-(99)-1
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ロ 印書内容 

都道府県別、傷病等級別に、未転帰かつ支払差止がされていない傷病（補償）年金被災者の件数を出

力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

作成日 処理を行った年月日を出力する。

都道府県 都道府県名、名称を出力する。 

ただし、居住地不明の年金を集計対象とするページは「その他」を、支

払先が「外国送金」の年金を集計対象とするページは「外国」を、「その

他」「外国」を含む全都道府県の合計を集計対象とするページは「合計」

を出力する。（各都道府県のページ以外は都道府県コードを出力しない）

年齢階層 被災者の年齢階層を出力する。

じん肺－等級別 『都道府県』に出力された集計対象、年齢階層、等級に該当する傷病（補

償）年金のうち、傷病種別が「じん肺」の件数を出力する。

せき損－等級別 『都道府県』に出力された集計対象、年齢階層、等級に該当する傷病（補

償）年金のうち、傷病種別が「せき損」の件数を出力する。

その他－等級別 『都道府県』に出力された集計対象、年齢階層、等級に該当する傷病（補

償）年金のうち、傷病種別が「その他」の件数を出力する。

小計－等級別 『都道府県』に出力された集計対象、年齢階層、等級に該当する傷病（補

償）年金の件数を出力する。

傷病合計 『都道府県』に出力された集計対象、年齢階層に該当する傷病（補償）

年金の件数を出力する。

合計 各列の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(100)都道府県別重度被災者分布状況（2）  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

都道府県別、障害等級別に、未転帰かつ支払差止がされていない障害（補償）年金のうち、障害等級

1～3級の重度被災者の年齢階層別件数および傷病（補償）年金の被災者の件数の合計を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

作成日 処理を行った年月日を出力する。

都道府県 都道府県コード、名称を出力する。 

ただし、居住地不明の年金を集計対象とするページは「その他」を、支

払先が「外国送金」の年金を集計対象とするページは「外国」を、「その

他」「外国」を含む全都道府県の合計を集計対象とするページは「合計」

を出力する。（各都道府県のページ以外は都道府県コードを出力しない）

年齢階層 被災者の年齢階層を出力する。

せき損－等級別 『都道府県』に出力された集計対象、年齢階層、等級に該当する障害（補

償）年金のうち、等級号が「1 級 3 号」「2 級 2 号の 2」「3 級 3 号」のい

ずれかに該当する件数を出力する。

その他－等級別 『都道府県』に出力された集計対象、年齢階層、等級に該当する障害（補

償）年金のうち、等級号が「1 級 3 号」「2 級 2 号の 2」「3 級 3 号」のい

ずれにも該当しない件数を出力する。

小計－等級別 『都道府県』に出力された集計対象、年齢階層、等級に該当する障害（補

償）年金の件数を出力する。

障害合計 『都道府県』に出力された集計対象、年齢階層に該当する障害等級 1～3

級の障害（補償）年金の件数を出力する。

総合計 『都道府県』に出力された集計対象、年齢階層で、傷病（補償）年金と、

障害等級 1～3級の障害（補償）年金の合計件数を出力する。

合計 各列の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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 (101)支払不備リスト（本省用） 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

支払事故の可能性がある年金情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理日付 処理を行った年月日を出力する。

頁 1から連番に出力する。

管轄局署 管轄局署コードを出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。口座番号変更の確認が必要なものについて

は、年金証書番号の前に「＊」を出力する。

枝番 遺族（補償）年金または特別遺族年金の場合、受給権者枝番号を出力す

る。

受給者氏名 受給権者の氏名を出力する。

受給者電話番号 受給権者の電話番号を出力する。

金融機関コード・名称

／郵便局コード・名称

受取金融機関／郵便局が廃止等の場合、当該金融機関コード／郵便局コ

ード、及び金融機関名称／郵便局名称を出力する。 

ただし、金融機関／郵便局が存在しない場合は金融機関コード／郵便局

コードのみ出力する。

廃止年月日 受取金融機関・郵便局が廃止の場合、廃止された年月日を出力する。

差止事由 差止事由に応じて、「所在不明」「定期報告未提出」のいずれかを出力す

る。（差止でない場合には出力しない）

不備事由 支払不備事由に応じて、以下のいずれかを出力する。 

①「支払先なし」（所在不明による差止や住所未登録の場合を表す）

②「金融機関なし」 

③「金融機関廃止」 

④「転給未処理」

 

ハ 出力時期 

年金支払期、随時 
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(102)三者調整対象者件数・調整額リスト 

イ 様式 

 

 

 

 

 

I-10-(102)-1 
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ロ 印書内容 

当期支払期における三者損賠調整の対象である件数、及び調整額を出力する。 

傷病（補償）年金を集計対象とするページ、障害（補償）年金を集計対象とするページ、遺族（補償）

年金を集計対象とするページ、これらの合計を出力するページに分かれる。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

管轄局 管轄局のコード、名称を出力する。

サブタイトル 集計対象とする年金種別に応じて「傷病年金」「障害年金」「遺族年金」

のいずれかを出力する。 

ただし、年金種別ごとの合計を表すページの場合、「合計」を出力する。

三者調整対象者件数－

業災

当該年金種別で、業通別が「業務災害」、かつ損賠調整額が発生してい

る件数を出力する。（※）

三者調整対象者件数－

通災

当該年金種別で、業通別が「通勤災害」、かつ損賠調整額が発生してい

る件数を出力する。（※）

三者調整対象者件数－

計

当該年金種別で、損賠調整額が発生している件数を出力する。（※）

三者調整対象者調整額

－業災

当該年金種別で、業通別が「業務災害」、かつ損賠調整額が発生してい

る金額の合計を出力する。（※）

三者調整対象者調整額

－通災

当該年金種別で、業通別が「通勤災害」、かつ損賠調整額が発生してい

る金額の合計を出力する。（※）

三者調整対象者調整額

－計

当該年金種別で、損賠調整額が発生している金額の合計を出力する。

（※）

合計 各列の件数、金額の合計を出力する。

※合計の情報を出力するページにおいては、当該年金種別は全ての年金種別を表す。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(103)前払調整対象者件数リスト  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

当期支払期における前払一時金により調整中である年金の件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

管轄局 管轄局のコード、名称を出力する。

障害年金－業災 前払一時金により調整中である障害（補償）年金のうち、業通別が「業

務災害」の件数を出力する。

障害年金－通災 前払一時金により調整中である障害（補償）年金のうち、業通別が「通

勤災害」の件数を出力する。

障害年金－計 『障害年金－業災』、『障害年金－通災』の合計を出力する。

遺族年金－業災 前払一時金により調整中である遺族（補償）年金のうち、業通別が「業

務災害」の件数を出力する。

遺族年金－通災 前払一時金により調整中である遺族（補償）年金のうち、業通別が「通

勤災害」の件数を出力する。

遺族年金－計 『遺族年金－業災』、『遺族年金－通災』の合計を出力する。

合計－業災 『障害年金－業災』、『遺族年金－業災』の合計を出力する。

合計－通災 『障害年金－通災』、『遺族年金－通災』の合計を出力する。

合計－計 『合計－業災』、『合計－通災』の合計を出力する。

合計（行） 各列の件数の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期
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(104)厚生年金等未調整件数リスト 

イ 様式 

 

 

 

 

 

I-10-(104)-1 
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ロ 印書内容 

厚生年金が未調整である年金の件数を出力する。 

傷病（補償）年金（傷病等級ごと、及びその合計）、障害（補償）年金（障害等級ごと、及びその合計）、

遺族（補償）年金、合計の順で出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

管轄局 管轄局のコード、名称を出力する。

サブタイトル 集計対象とする年金種別（傷病（補償）年金、障害（補償）年金につい

ては、加えて傷病・障害等級）に応じて以下のように出力する。 

例：傷病１級、傷病合計、障害４級、障害合計、遺族、合計

厚生年金等未調整件数

－所在不明（合計ペー

ジ以外）

当該年金種別（傷病（補償）年金、障害（補償）年金については、加え

て傷病・障害等級）で、所在不明による差止である件数を出力する。

厚生年金等未調整件数

－年額未登記（合計ペ

ージ以外）

当該年金種別（傷病（補償）年金、障害（補償）年金については年金種

別に加えて傷病・障害等級）で、所在不明による差止でなく、かつ以下

の条件である件数を出力する。 

＜遺族（補償）年金以外の場合＞ 

・厚年等調整コード 1種が「請求中」である 

＜遺族（補償）年金の場合＞ 

・厚年等調整コード 1 種・2 種ともに「調整中」でない、かついずれか

が「請求中」である

厚生年金等未調整件数

－未調整（合計ページ

以外）

当該年金種別（傷病（補償）年金、障害（補償）年金については年金種

別に加えて傷病・障害等級）で、所在不明による差止でなく、かつ以下

の条件である件数を出力する。 

＜遺族（補償）年金以外の場合＞ 

・厚年等調整コード 1種が「調査中」である 

＜遺族（補償）年金の場合＞ 

・厚年等調整コード 1種・2種ともに「調査中」である

厚生年金等未調整件数

－計（合計ページ以外）

『厚生年金等未調整件数－所在不明（合計ページ以外）』、『厚生年金等

未調整件数－年額未登記（合計ページ以外）』、『厚生年金等未調整件数－

未調整（合計ページ以外）』の合計を出力する。

指定年数以上未調整件

数－所在不明（合計ペ

ージ以外）

当該年金種別（傷病（補償）年金、障害（補償）年金については、加え

て傷病・障害等級）で、所在不明による差止であり、厚生年金等未調整

期間が指定年数以上である件数を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

指定年数以上未調整件

数－年額未登記（合計

ページ以外）

当該年金種別（傷病（補償）年金、障害（補償）年金については、加え

て傷病・障害等級）で、所在不明による差止でなく、かつ以下の条件で、

厚生年金等未調整期間が指定年数以上である件数を出力する。 

＜遺族（補償）年金以外の場合＞ 

・厚年等調整コード 1種が「請求中」である 

＜遺族（補償）年金の場合＞ 

・厚年等調整コード 1 種・2 種ともに「調整中」でない、かついずれか

が「請求中」である

指定年数以上未調整件

数－未調整（合計ペー

ジ以外）

当該年金種別（傷病（補償）年金、障害（補償）年金については、加え

て傷病・障害等級）で、所在不明による差止でなく、かつ以下の条件で

厚生年金等未調整期間が指定年数以上である件数を出力する。 

＜遺族（補償）年金以外の場合＞ 

・厚年等調整コード 1種が「調査中」である 

＜遺族（補償）年金の場合＞ 

・厚年等調整コード 1種・2種ともに「調査中」である

指定年数以上未調整件

数－計（合計ページ以

外）

『指定年数以上未調整件数－所在不明（合計ページ以外）』、『指定年数

以上未調整件数－年額未登記（合計ページ以外）』、『指定年数以上未調整

件数－未調整（合計ページ以外）』の合計を出力する。

指定年数以上未調整件

数－比率（合計ページ

以外）

『厚生年金等未調整件数－計（合計ページ以外）』に占める『指定年以

上未調整件数－計（合計ページ以外）』の割合を出力する。

厚生年金等未調整件数

－所在不明（合計ペー

ジ）

所在不明による差止である件数を出力する。

厚生年金等未調整件数

－年額未登記（合計ペ

ージ）

所在不明による差止でなく、かつ以下の条件である件数を出力する。 

＜遺族（補償）年金以外の場合＞ 

・厚年等調整コード 1種が「請求中」である 

＜遺族（補償）年金の場合＞ 

・厚年等調整コード 1 種・2 種ともに「調整中」でない、かついずれか

が「請求中」である

厚生年金等未調整件数

－未調整（合計ページ）

所在不明による差止でなく、かつ以下の条件である件数を出力する。 

＜遺族（補償）年金以外の場合＞ 

・厚年等調整コード 1種が「調査中」である 

＜遺族（補償）年金の場合＞ 

・厚年等調整コード 1種・2種ともに「調査中」である

厚生年金等未調整件数

－計（合計ページ）

『厚生年金等未調整件数－所在不明（合計ページ）』、『厚生年金等未調

整件数－年額未登記（合計ページ）』、『厚生年金等未調整件数－未調整（合

計ページ）』の合計を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

指定年数以上未調整件

数－所在不明（合計ペ

ージ）

所在不明による差止であり、厚生年金等未調整期間が指定年数以上であ

る件数を出力する。

指定年数以上未調整件

数－年額未登記（合計

ページ）

所在不明による差止でなく、かつ以下の条件で、厚生年金等未調整期間

が指定年数以上である件数を出力する。（※） 

＜遺族（補償）年金以外の場合＞ 

・厚年等調整コード 1種が「請求中」である 

＜遺族（補償）年金の場合＞ 

・厚年等調整コード 1 種・2 種ともに「調整中」でない、かついずれか

が「請求中」である

指定年数以上未調整件

数－未調整（合計ペー

ジ）

所在不明による差止でなく、かつ以下の条件で厚生年金等未調整期間が

指定年数以上である件数を出力する。（※） 

＜遺族（補償）年金以外の場合＞ 

・厚年等調整コード 1種が「調査中」である 

＜遺族（補償）年金の場合＞ 

・厚年等調整コード 1種・2種ともに「調査中」である

指定年数以上未調整件

数－計（合計ページ）

『指定年数以上未調整件数－所在不明（合計ページ）』、『指定年数以上

未調整件数－年額未登記（合計ページ）』、『指定年数以上未調整件数－未

調整（合計ページ）』の合計を出力する。

指定年数以上未調整件

数－比率（合計ページ）

『厚生年金等未調整件数－計（合計ページ）』に占める『指定年以上未

調整件数－計（合計ページ）』の割合を出力する。

合計 各列の件数の合計を出力する。ただし、比率の各列については合計件数

における指定年数以上未調整件数比率を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(105)厚生年金等調整対象者件数リスト  

イ 様式 

 

 

 

 

 

I-10-(105)-1 
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ロ 印書内容 

当期支払期における厚生年金の調整状況を出力する。厚年等調整中または請求中である年金給付を集

計対象とする。 

管轄局ごとに 1ページ目は率適用、2ページ目は限度額適用、3頁目は率適用と限度額適用の合計を出

力し、全管轄局分出力後に率適用の全国計、限度額適用の全国計、率適用と限度額適用の合計の全国

計を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

管轄局（全国計以外の

頁）

管轄局のコード、名称を出力する。

傷病－件数（業災） 傷病（補償）年金で、業通別が「業務災害」の件数を、厚年等種別ごと

（旧厚生年金保険、旧船員保険、旧国民年金、新厚生年金国民年金、新

厚生年金保険、新国民年金、、及び２種併給の 7行）に出力する。

傷病－調整額（業災） 傷病（補償）年金で、業通別が「業務災害」の、基本年金年額から厚年

調整後年金年額を引いた額の合計を、厚年等種別ごとに出力する。

障害－件数（業災） 障害（補償）年金で、業通別が「業務災害」の件数を、厚年等種別ごと

に出力する。

障害－調整額（業災） 障害（補償）年金で、業通別が「業務災害」の、基本年金年額から厚年

調整後年金年額を引いた額の合計を、厚年等種別ごとに出力する。

遺族－件数（業災） 遺族（補償）年金で、業通別が「業務災害」の件数を、厚年等種別ごと

に出力する。

遺族－調整額（業災） 遺族（補償）年金で、業通別が「業務災害」の、基本年金年額から厚年

調整後年金年額を引いた額の合計を、厚年等種別ごとに出力する。

合計－件数（業災） 業通別が「業務災害」の件数を、厚年等種別ごとに出力する。

合計－調整額（業災） 業通別が「業務災害」の、基本年金年額から厚年調整後年金年額を引い

た額の累計を、厚年等種別ごとに出力する。

傷病－件数（通災） 傷病（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の件数を、厚年等種別ごと

に出力する。

傷病－調整額（通災） 傷病（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の、基本年金年額から厚年

調整後年金年額を引いた額の合計を、厚年等種別ごとに出力する。

障害－件数（通災） 障害（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の件数を、厚年等種別ごと

に出力する。

障害－調整額（通災） 障害（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の、基本年金年額から厚年

調整後年金年額を引いた額の合計を、厚年等種別ごとに出力する。

遺族－件数（通災） 遺族（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の件数を、厚年等種別ごと

に出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

遺族－調整額（通災） 遺族（補償）年金で、業通別が「通勤災害」の、基本年金年額から厚年

調整後年金年額を引いた額の合計を、厚年等種別ごとに出力する。

合計－件数（通災） 業通別が「通勤災害」の件数を、厚年等種別ごとに出力する。

合計－調整額（通災） 業通別が「通勤災害」の、基本年金年額から厚年調整後年金年額を引い

た額の合計を、厚年等種別ごとに出力する。

傷病－件数（合計） 傷病（補償）年金の件数を、厚年等種別ごとに出力する。

傷病－調整額（合計） 傷病（補償）年金の、基本年金年額から厚年調整後年金年額を引いた額

の合計を、厚年等種別ごとに出力する。

障害－件数（合計） 障害（補償）年金の件数を、厚年等種別ごとに出力する。

障害－調整額（合計） 障害（補償）年金の、基本年金年額から厚年調整後年金年額を引いた額

の合計を、厚年等種別ごとに出力する。

遺族－件数（合計） 遺族（補償）年金の件数を、厚年等種別ごとに出力する。

遺族－調整額（合計） 遺族（補償）年金の、基本年金年額から厚年調整後年金年額を引いた額

の合計を、厚年等種別ごとに出力する。

合計－件数（合計） 厚年種別ごとの件数を、厚年等種別ごとに出力する。

合計－調整額（合計） 厚年種別ごとの、基本年金年額から厚年調整後年金年額を引いた額の合

計を、厚年等種別ごとに出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(106)年金階級別平均年金額及び受給者数リスト（特別加入者除く）  

イ 様式 

 

 

 

 

 

I-10-(106)-1 
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ロ 印書内容 

年度ごとの年金階級別受給者数、及び男女別平均年金額等を出力する。未転帰の年金を集計対象とす

る。 

傷病（補償）年金（傷病等級ごと、及びその合計、障害（補償）年金（障害等級ごと、及びその合計）、

遺族（補償）年金・特別遺族年金（資格者数ごと、及びその合計）の順に出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

ページ 1から連番に出力する。

見出し 集計対象とする年金種別に応じて「＜傷病（補償）年金＞」「＜障害（補

償）年金＞」「＜遺族（補償）年金＞」のいずれかを出力する。

支払期 処理を行う支払期年月を出力する。

年金階層－男（等級別） 年金種別、傷病・障害等級、年金階層に該当する男性被災者の件数と、

その件数が年金種別、傷病・障害等級に該当する男性被災者に占める割

合を出力する。

年金階層－女（等級別） 年金種別、傷病・障害等級、年金階層に該当する女性被災者の件数と、

その件数が年金種別、傷病・障害等級に該当する女性被災者に占める割

合を出力する。

年金階層－計（等級別） 年金種別、傷病・障害等級、年金階層に該当する受給者の件数と、その

件数が年金種別、傷病・障害等級に該当する受給者に占める割合を出力

する。

年金階層－男（資格者

数別）

年金種別、資格者数、年金階層に該当する男性被災者の件数と、その件

数が年金種別、資格者数に該当する男性被災者に占める割合を出力する。

年金階層－女（資格者

数別）

年金種別、資格者数、年金階層に該当する女性被災者の件数と、その件

数が年金種別、資格者数に該当する女性被災者に占める割合を出力する。

年金階層－計（資格者

数別）

年金種別、資格者数、年金階層に該当する受給者の件数と、その件数が

年金種別、資格者数に該当する受給者に占める割合を出力する。

合計 各列の合計を出力する。（割合は出力しない）

平均年額－男（等級別） 年金種別、傷病・障害等級に該当する男性被災者の平均年額を出力する。

平均年額－女（等級別） 年金種別、傷病・障害等級に該当する女性被災者の平均年額を出力する。

平均年額－計（等級別） 年金種別、傷病・障害等級に該当する受給者の平均年額を出力する。

平均年額－男（資格者

数別）

年金種別、資格者数に該当する男性被災者の合計の平均年額を出力す

る。

平均年額－女（資格者

数別）

年金種別、資格者数に該当する女性被災者の合計の平均年額を出力す

る。
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出力項目名 出  力  内  容

平均年額－計（資格者

数別）

年金種別、資格者数に該当する受給者の合計の平均年額を出力する。

 

ハ 出力時期 

年次 
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(107)被災時年齢階級別平均年金額及び受給者数リスト（特別加入者除く）  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

年度ごとの被災時年齢階級別受給者数、及び男女別平均年金額等を出力する。未転帰の年金を集計対

象とする。 

傷病（補償）年金（傷病等級ごと）、障害（補償）年金（障害等級ごと）、遺族（補償）年金（資格者

数ごと）、特別遺族年金（資格者数区分ごと）の順で出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

ページ 1から連番に出力する。

支払期 処理を行う支払期年月を出力する。

受給者数 被災時年齢階級に該当する件数を出力する。

平均年金額－男（等級

別）

年金種別、傷病・障害等級、被災時年齢階級に該当する男性被災者の平

均年金額（基本年金年額（初月）、基本年金年額（終月）、差額年金の合

計）と、年金種別、等級、被災時年齢階級 40 歳から 44 歳までに該当す

る男性被災者の平均年金額との構成比率を出力する。

平均年金額－女（等級

別）

年金種別、傷病・障害等級、被災時年齢階級に該当する女性被災者の平

均年金額と、年金種別、等級、被災時年齢階級 40 歳から 44 歳までに該

当する女性被災者の平均年金額との構成比率を出力する。

平均年金額－男（資格

者数別）

年金種別、資格者数区分、被災時年齢階級に該当する男性被災者の平均

年金額と、年金種別、資格者数、被災時年齢階級 40 歳から 44 歳までに

該当する男性被災者の平均年金額との構成比率を出力する。

平均年金額－女（資格

者数別）

年金種別、資格者数区分、被災時年齢階級に該当する女性被災者の平均

年金額と、年金種別、資格者数、被災時年齢階級 40 歳から 44 歳までに

該当する女性被災者の平均年金額との構成比率を出力する。

合計 各列の合計を出力する。（比率は出力しない）

 

ハ 出力時期 

年次 
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(108)年齢階級別平均年金額及び受給者数（傷病）リスト（特別加入者除く） 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

年度ごとの被災者年齢階級別・傷病等級別・男女別受給者数、及び平均年金額等を出力する。傷病等

級 1～3級、かつ未転帰の傷病（補償）年金を集計対象とする。 

傷病等級（1～3級）ごとに、業通別（「業務災害」「通勤災害」別とその合計）、性別（男女別とその

合計）に出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

ページ 1から連番に出力する。

支払期 処理を行う支払期年月を出力する。

じん肺－件数 年齢階級ごとに業通別、傷病等級、性別に該当する傷病種別が「じん肺」

の傷病（補償）年金の件数を出力する。

じん肺－平均年額 年齢階級ごとに業通別、傷病等級、性別に該当する傷病種別が「じん肺」

の傷病（補償）年金の年金年額（基本年金年額（終月））の合計額に対し

て『じん肺－件数』で割った平均年額を出力する。

じん肺－平均総額 年齢階級ごとに業通別、傷病等級、性別に該当する傷病種別が「じん肺」

の傷病（補償）年金の年金総額（基本年金年額（終月）、基本特別年金年

額（終月）、差額年金の合計）の合計額に対して『じん肺－件数』で割っ

た平均総額を出力する。

せき損－件数 年齢階級ごとに業通別、傷病等級、性別に該当する傷病種別が「せき損」

の傷病（補償）年金の件数を出力する。

せき損－平均年額 年齢階級ごとに業通別、傷病等級、性別に該当する傷病種別が「せき損」

の傷病（補償）年金の年金年額の合計額に対して『せき損－件数』で割っ

た平均年額を出力する。

せき損－平均総額 年齢階級ごとに業通別、傷病等級、性別に該当する傷病種別が「せき損」

の傷病（補償）年金の年金総額の合計額に対して『せき損－件数』で割っ

た平均総額を出力する。

その他－件数 年齢階級ごとに業通別、傷病等級、性別に該当する傷病種別が「その他」

の傷病（補償）年金の件数を出力する。

その他－平均年額 年齢階級ごとに業通別、傷病等級、性別に該当する傷病種別が「その他」

の傷病（補償）年金の年金年額の合計額に対して『その他－件数』で割っ

た平均年額を出力する。

その他－平均総額 年齢階級ごとに業通別、傷病等級、性別に該当する傷病種別が「その他」

の傷病（補償）年金の年金総額の合計額に対して『その他－件数』で割っ

た平均総額を出力する。

合計－件数 年齢階級ごとに業通別、傷病等級、性別に該当する傷病（補償）年金の

件数を出力する。

合計－平均年額 年齢階級ごとに業通別、傷病等級、性別に該当する傷病（補償）年金の

年金年額の累計額に対して『合計－件数』で割った平均年額を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

合計－平均総額 年齢階級ごとに業通別、傷病等級、性別に該当する傷病（補償）年金の

年金総額の累計額に対して『合計－件数』で割った平均総額を出力する。

合計（行） 各列の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年次 
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(109)年齢階級別平均年金額及び受給者数（障害）リスト（特別加入者除く） 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

年度ごとの被災者年齢階級別・障害等級別・男女別受給者数、及び平均年金額等を出力する。障害等

級 1～7級、かつ未転帰の障害（補償）年金を集計対象とする。 

業通別（「業務災害」「通勤災害」別とその合計）、性別（男女別とその合計）、障害等級（1～4級・5

～7級、及び合計）別に出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

ページ 1から連番に出力する。

支払期 処理を行う支払期年月を出力する。

件数 年齢階級ごとに業通別、障害等級、性別に該当する障害（補償）年金の

件数を出力する。

平均年額 年齢階級ごとに業通別、障害等級、性別に該当する障害（補償）年金の

年金年額（基本年金年額（終月））の合計額に対して『件数』で割った平

均年額を出力する。

平均総額 年齢階級ごとに業通別、障害等級、性別に該当する障害（補償）年金の

年金総額（基本年金年額（終月）、基本特別年金年額（終月）の合計）の

合計額に対して『件数』で割った平均総額を出力する。

合計（行） 各列の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年次 
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(110)年齢階級別平均年金額及び受給者数（遺族）リスト（特別加入者除く） 

イ 様式 

 

 

 

 

 

I-10-(110)-1 
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ロ 印書内容 

年度ごとの被災者年齢階級別・資格者数別・男女別受給者数、及び平均年金額等を出力する。未転帰

の遺族（補償）年金を集計対象とする。 

業通別（「業務災害」「通勤災害」別とその合計）、性別（男女別とその合計）、資格者数（1～5人以上、

及び合計）別に出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

ページ 1から連番に出力する。

支払期 処理を行う支払期年月を出力する。

件数 年齢階級ごとに業通別、資格者数、性別、年齢階級に該当する遺族（補

償）年金の件数を出力する。

平均年額 年齢階級ごとに業通別、資格者数、性別、年齢階級に該当する遺族（補

償）年金の年金年額（基本年金年額（終月））の合計額に対して『件数』

で割った平均年額を出力する。

平均総額 年齢階級ごとに業通別、資格者数、性別、年齢階級に該当する遺族（補

償）年金の年金総額（基本年金年額（終月）、基本特別年金年額（終月）

の合計）の合計額に対して『件数』で割った平均総額を出力する。

合計（行） 各列の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年次 
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 (111)年齢階級別平均年金額及び受給者数（特遺）リスト（特別加入者除く） 

イ 様式 

 

 

 

 

 

I-10-(111)-1 



 

 

 

 

 

 

I-10-(111)-2 



ロ 印書内容 

年度ごとの被災者年齢階級別・資格者数別・男女別受給者数および平均年金額等を出力する。未転

帰の特別遺族年金を集計対象とする。 

業通別（「業務災害」「通勤災害」別とその合計）、性別（男女別とその合計）、資格者数区分（1～5

人以上および合計）別に出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

ページ 1 から連番に出力する。 

支払期 処理を行う支払期年月を出力する。 

件数 年齢階級ごとに業通別、資格者数、性別、年齢階級に該当する特別遺

族年金の件数を出力する。 

平均年額 年齢階級ごとに業通別、資格者数、性別、年齢階級に該当する特別遺

族年金の年金年額（基本年金年額（終月））の合計額に対して『件数』で

割った平均年額を出力する。 

平均総額 『平均年額』と同値を出力する。 

合計（行） 各列の合計を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年次 
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(112)支払取消一覧表 

イ 様式 

 

 

 

I-10-(112)-1 



ロ 印書内容 

指定した期間内の支払期年月に、支払対象であった年金給付で、支払事故中または支払取り消しを

した受給権者を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

業務処理日 処理を行った年月日を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。 

年金証書番号 年金証書番号を出力する。 

枝番号 遺族（補償）年金、または特別遺族年金の場合、受給権者枝番号を出

力する。 

管轄局署 管轄局署コードを出力する。 

受給者氏名 受給権者の氏名を出力する。 

支払額年金 支払事故または取消対象となった年金支払額を出力する。 

支払額特年 支払事故または取消対象となった特別年金支払額を出力する。 

支払額援護費 支払事故または取消対象となった労災就学等援護費を出力する。 

事故発生年月日 支払事故が発生した年月日を出力する。 

事故解決年月日 支払事故が解決した年月日を出力する。 

支払事故事由 支払事故事由に応じて、以下のいずれかを出力する。 

①「金融機関相違」 

②「口座番号相違」 

③「名義相違」 

④「店舗相違」 

⑤「住所相違」 

⑥「死亡」 

⑦「その他」 

事故解決事由 事故解決事由に応じて、「事故中」又は「支払取消」のいずれかを出力

する。 

支払期合計 支払期ごとの明細件数の合計を出力する。 

全合計 明細件数の総合計を出力する。 

 

ハ 出力時期 

随時 
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(113)支払取消確認リスト  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

支払取消の確認済みデータとして追加または削除したデータを出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

業務処理日 処理を行った年月日を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

年金証書番号 支払取消確認対象となる年金証書番号を出力する。 

枝番号 遺族（補償）年金、または特別遺族年金の場合、支払取消確認対象と

なる年金証書番号の受給権者枝番号を出力する。 

支払期年月 支払取消確認対象となる年金の支払期年月を出力する。 

受給者氏名カナ 支払取消確認対象となる年金の受給権者のカナ氏名を出力する。 

支払額年金 支払取消確認対象となる年金の年金支払額を出力する。 

支払額特年 支払取消確認対象となる年金の特別年金支払額を出力する。 

支払額援護費 支払取消確認対象となる年金の労災就学等援護費を出力する。 

事由 「追加」または「削除」を出力する。 

合計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。 

 

ハ 出力時期 

随時 
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(114)送金取消明細書  

イ 様式 

 

 

 

I-10-(114)-1 



ロ 印書内容 

国庫金振込取消又は送金取消となった受給者の情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

通し番号 支払期年月ごとの通番を出力する。 

日銀送付日 当該明細書の日銀への送付日を出力する。 

振込又は送金のため

の支出年月日 

振込または送金取消対象となる年金の支払年月日を出力する。 

年金証書番号 振込または送金取消対象となる年金給付の管轄局署コード、年金証書

番号、受給権者枝番号を出力する。 

受取人氏名 振込または送金取消対象となる年金給付の受給権者のカナ氏名を出力

する。 

振込先又は払渡金融

機関店舗名 

振込または送金取消対象となる年金給付の振込先または送金先のカナ

金融機関名、カナ店舗名を出力する。 

金額 振込または送金取消対象となる年金給付の支払額を出力する。 

 

ハ 出力時期 

随時 

I-10-(114)-2 



(115)日銀債権一覧表（保険給付費）  

イ 様式 

 

 

 

I-10-(115)-1 



ロ 印書内容 

日銀債権となった年金のうち、保険給付費を対象とした受給者および支払額を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

業務処理日 処理を行った年月日を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

支払期年月 出力対象となる支払期年月を出力する。 

整理番号 明細出力ごとに 1からの連番を出力する。 

管轄局署 管轄局署コードを出力する。 

年金証書番号 年金証書番号を出力する。 

枝番号 遺族（補償）年金又は特別遺族年金の場合、受給権者枝番号を出力す

る。 

債務者住所 「日本銀行本店」を出力する。 

債務者氏名 受給権者の氏名をカナと漢字で出力する。 

支払額 日銀債権の対象となった年金の年金支払額を出力する。 

正当額 「0」を出力する。 

徴定額 日銀債権の対象となった年金の年金支払額を出力する。 

発生原因 年金種別コードに「1（転帰事由が「死亡」）」を連結して出力する。 

ただし、転帰事由が「死亡」以外の場合は「99」を出力する。 

転帰年月 転帰事由が「死亡」の場合、転帰年月を出力する。 

ページ計－件数 当該ページにおける明細の出力件数を出力する。 

ページ計－支払額 当該ページにおける『支払額』の合計を出力する。 

ページ計－正当額 当該ページにおける『正当額』の合計を出力する。 

ページ計－徴定額 当該ページにおける『徴定額』の合計を出力する。 

支払期合計 支払期ごとの明細件数の合計を出力する。 

支払期合計金額－支

払額 

支払期ごとの『支払額』の合計を出力する。 

支払期合計金額－正

当額 

支払期ごとの『正当額』の合計を出力する。 

支払期合計金額－徴

定額 

支払期ごとの『徴定額』の合計を出力する。 

全合計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。 

全合計金額－支払額 当該帳票に出力した『支払額』の合計を出力する。 

全合計金額－正当額 当該帳票に出力した『正当額』の合計を出力する。 

全合計金額－徴定額 当該帳票に出力した『徴定額』の合計を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(116)日銀債権一覧表（労災就学等援護費）  

イ 様式 

 

 

 

I-10-(116)-1 



ロ 印書内容 

日銀債権となった年金のうち、労災就学等援護費を対象とした受給者および支払額を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

業務処理日 処理を行った年月日を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

支払期年月 出力対象となる支払期年月を出力する。 

整理番号 明細出力ごとに 1からの連番を出力する。 

管轄局署 管轄局署コードを出力する。 

年金証書番号 年金証書番号を出力する。 

枝番号 遺族（補償）年金、または特別遺族年金の場合、受給権者枝番号を出

力する。 

債務者住所 「日本銀行本店」を出力する。 

債務者氏名 受給権者のカナ氏名、漢字氏名を出力する。 

支払額 日銀債権の対象となった年金の労災就学等援護費支払額を出力する。

正当額 「0」を出力する。 

徴定額 日銀債権の対象となった年金の労災就学等援護費支払額を出力する。

発生原因 年金種別コードに「1（転帰事由が「死亡」）」を連結して出力する。 

ただし、転帰事由が「死亡」以外の場合は「99」を出力する。 

転帰年月 転帰事由が「死亡」の場合、転帰年月を出力する。 

ページ計－件数 当該ページにおける明細の出力件数を出力する。 

ページ計－支払額 当該ページにおける『支払額』の合計を出力する。 

ページ計－正当額 「0」を出力する。 

ページ計－徴定額 当該ページにおける『徴定額』の合計を出力する。 

支払期合計 支払期ごとの明細件数の合計を出力する。 

支払期合計金額－支

払額 

支払期ごとの『支払額』の合計を出力する。 

支払期合計金額－正

当額 

「0」を出力する。 

支払期合計金額－徴

定額 

支払期ごとの『徴定額』の合計を出力する。 

全合計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。 

全合計金額－支払額 当該帳票に出力した『支払額』の合計を出力する。 

全合計金額－正当額 正当額：「0」を出力する。 

全合計金額－徴定額 当該帳票に出力した『徴定額』の合計を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(117)日銀債権一覧表（労災援護給付金）  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

日銀債権となった年金のうち、労災援護給付金を対象とした受給者および支払額を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

業務処理日 処理を行った年月日を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

支払期年月 出力対象となる支払期年月を出力する。 

整理番号 明細出力ごとに 1からの連番を出力する。 

管轄局署 管轄局署コードを出力する。 

年金証書番号 年金証書番号を出力する。 

枝番号 遺族（補償）年金、または特別遺族年金の場合、受給権者枝番号を出

力する。 

債務者住所 「日本銀行本店」を出力する。 

債務者氏名 受給権者のカナ氏名、漢字氏名を出力する。 

支払額 日銀債権の対象となった年金の特別年金支払額を出力する。 

正当額 「0」を出力する。 

徴定額 日銀債権の対象となった年金の特別年金支払額を出力する。 

発生原因 年金種別コードに「1（転帰事由が「死亡」）」を連結して出力する。 

ただし、転帰事由が「死亡」以外の場合は「99」を出力する。 

転帰年月 転帰事由が「死亡」の場合、転帰年月を出力する。 

ページ計－件数 当該ページにおける明細の出力件数を出力する。 

ページ計－支払額 当該ページにおける『支払額』の合計を出力する。 

ページ計－正当額 当該ページにおける『正当額』の合計を出力する。 

ページ計－徴定額 当該ページにおける『徴定額』の合計を出力する。 

支払期合計 支払期ごとの明細件数の合計を出力する。 

支払期合計金額－支

払額 

支払期ごとの『支払額』の合計を出力する。 

支払期合計金額－正

当 額 

支払期ごとの『正当額』の合計を出力する。 

支払期合計金額－徴

定額 

支払期ごとの『徴定額』の合計を出力する。 

全合計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。 

全合計金額－支払額 当該帳票に出力した『支払額』の合計を出力する。 

全合計金額－正当額 当該帳票に出力した『正当額』の合計を出力する。 

全合計金額－徴定額 当該帳票に出力した『徴定額』の合計を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年次 
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(118)障害年金等級変更一覧表 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

指定した年度内に等級変更が発生した障害（補償）年金を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

ページ 1 から連番に出力する。 

 局 管轄局のコードを出力する。 

 署 管轄署のコードを出力する。 

年度 処理対象年度を出力する。 

年金証書番号 年金証書番号を出力する。 

被災者氏名 被災者の氏名を出力する。 

性別 被災者の性別をコードで出力する。 

業通別 被災者の業通別をコードで出力する。 

傷病性質 被災者の傷病性質を出力する。 

旧等級号 変更前の被災者の等級号を出力する。 

新等級号 変更後の被災者の等級号を出力する。 

定期報告年月日 被災者からの定期報告の提出年月日を出力する。 

ただし、処理対象を 1995 年度以前とした場合は、年月日部分は「＊」で

出力する。 

なお、1996 年以降で提出がない場合は、出力しない。 

等級変更年月 被災者の等級変更を行った年月を出力する。 

変更入力年月日 被災者の等級の変更入力を行った年月日を出力する。 

変更事由 変更事由に応じて、「申 請」「職 権」「訂 正」のいずれかを出力する。

ただし、1995 年度以前を指定した場合は「＊」を出力する。 

署合計 同一署で出力した明細の数を出力する。 

局合計 同一局で出力した明細の数を出力する。 

年度合計 当該帳票で出力した明細の数を出力する。 

障害年金受給者

定期報告書提出件

数 

同一年度内において定期報告提出年月日が処理対象年度の年の 2 月から

翌年の 1月までの間であるデータの件数を出力する。 

ただし、1995 年度以前を指定した場合は「＊」を出力する。 

 

ハ 出力時期 

年次 
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(119)援護費月額改定チェックリスト 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

援護費月額改定処理における改定前後の支払予定額および改定処理結果の整合情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。 

ページ 1 から連番に出力する。 

年金証書番号 確認対象となる年金証書番号を出力する。 

改定前年金支払額 確認対象となる年金の改定前支払予定情報の年金支払額を出力する。

改定前特年支払額 確認対象となる年金の改定前支払予定情報の特別年金支払額を出力す

る。 

改定後年金支払額 確認対象となる年金の改定後支払予定情報の年金支払額を出力する。

改定後特年支払額 確認対象となる年金の改定後支払予定情報の特別年金支払額を出力す

る。 

区分 確認結果を区分として数値で出力する。 

区分の数値の意味は下記のとおり。 

1・・・更新前年当に援護費あり、更新後年当になし 

2・・・翌期支払ファイルに援護費あり、更新後年当になし 

3・・・翌期支払ファイルに更新前年当に援護費なし、 

更新後年当にあり 

4・・・更新前年当と更新後年当の年金支払額が不一致 

5・・・更新前年当と更新後年当の特年支払額が不一致 

6・・・翌期支払ファイルと更新後年当の年金支払額が不一致 

7・・・翌期支払ファイルと更新後年当の特年支払額が不一致 

8・・・更新前年当と更新後年当の間で援護費月額差分あり 

9・・・翌期支払ファイルと更新後年当の間で援護費月額差分あり 

 

 

ハ 出力時期 

随時 
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(120)傷病・障害年金件数表 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

傷病・障害等級が 1～2級の傷病・障害（補償）年金について、受給者および死亡による転帰情報を

出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容 

年度 処理対象年度を出力する。 

種別 集計対象の年金種別コードを出力する。 

業通別 集計対象の業通別コードを出力する。 

等級号 集計対象の傷病・障害等級を出力する。 

受給者数 種別、業通別、等級号に該当する受給者数を出力する。 

死亡者数 種別、業通別、等級号に該当する死亡による転帰者数を出力する。

遺族年金－死亡者数 『死亡者数』の条件に加え、遺族（補償）年金が発生した件数を

出力する。 

遺族一時金－死亡者数 『死亡者数』の条件に加え、遺族（補償）一時金が発生した件数

を出力する。 

せき損件数 『死亡者数』の条件に加え、傷病区分が「せき損」であった件数

を出力する。 

遺族年金－せき損件数 『せき損件数』の条件に加え、遺族（補償）年金が発生した件数

を出力する。 

遺族一時金－せき損件数 『せき損件数』の条件に加え、遺族（補償）一時金が発生した件

数を出力する。 

 

ハ 出力時期 

随時 

 

 

I-10-(120)-2 



 (121)援護費月額改定援護費アンマッチリスト 

イ 様式 

 

I-10-(121)-1 



 

 

 

 

 

 

 

I-10-(121)-2 



 

 

 

ロ 印書内容 

援護費月額改定後の労災就学等援護費支払額の合計が年金算定情報とオンライン更新分支払予定 情

報で一致しないデータを出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

作成日 処理を行った年月日を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

年金証書番号 確認対象となる年金証書番号を出力する。

援護費－初月（旧） 援護費月額改定前の援護費（初月）を出力する。

援護費－初月（新） 援護費月額改定後の援護費（初月）を出力する。

援護費－中月（旧） 「0」を出力する。

援護費－中月（新） 援護費月額改定後の援護費（中月）を出力する。

援護費－終月（旧） 援護費月額改定前の援護費（終月）を出力する。

援護費－終月（新） 援護費月額改定後の援護費（終月）を出力する。

援護費－終月の翌月

（旧）

「0」を出力する。

援護費－終月の翌月

（新）

援護費月額改定後の援護費（終月の翌月）を出力する。

援護費遡及額 援護費月額改定後の援護費遡及額を出力する。

援護費支払額（旧） 援護費月額改定前の援護費支払額を出力する。

援護費支払額（新） 援護費月額改定後の援護費支払額を出力する。

転帰事由 確認対象となる年金の転帰事由コードを出力する。

転帰年月 確認対象となる年金の転帰年月を出力する。

総合計 当該帳票への出力明細件数を出力する。

 

ハ 出力時期 

随時 

  

I-10-(121)-3 



(122)援護費月額改定年当アンマッチリスト  

イ 様式 

 

 

 

 

I-10-(122)-1 



ロ 印書内容 

援護費月額改定後のオンライン更新分支払予定情報のみ存在し、年金算定情報に存在しない年金給付

の情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

作成日 処理を行った年月日を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

援護費－初月 援護費（初月）を出力する。

援護費－中月 援護費（中月）を出力する。

援護費－終月 援護費（終月）を出力する。

援護費－終月の翌月 援護費（終月の翌月）を出力する。

援護費遡及額 援護費遡及額を出力する。

支払額援護費 援護費支払額を出力する。

転帰事由 当該年金の転帰事由コードを出力する。

転帰年月 当該年金の転帰年月を出力する。

総合計 当該帳票への出力明細件数を出力する。

 

ハ 出力時期 

随時 

 

I-10-(122)-2 



(123)援護費月額改定変更リスト（チェック用）  

イ 様式 

 

 

 

I-10-(123)-1 



ロ 印書内容 

援護費月額改定年月以降に支給対象である労災就学等援護費の支給額および援護費資格者の情報を出

力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

受給者枝番 受給権者枝番号を出力する。

受給権者氏名 受給権者の氏名を出力する。

当期援護費支給予定額 当期援護費支給予定額を出力する。

当期援護費支給額 当期援護費支給額を出力する。

未支給の援護費 未支給の援護費を出力する。

調整コード 調整コードを出力する。

債権選択 債権選択コードを出力する。

資格者枝番 援護費資格者の枝番号を出力する。

在学者等氏名 在学者等の氏名を出力する。

生年月日 在学者等の生年月日を出力する。

支給区分 援護費の支給区分コードを出力する。

学年 在学者等の学年を出力する。

支給開始 援護費の支給開始年月を出力する。

支給終了 援護費の支給終了（予定）年月を出力する。

差止有無 援護費の差止有無を出力する。

中断復帰 中断・復帰・転帰等の事由をコードで出力する。

中断復帰年月 中断・復帰・転帰等が発生した年月を出力する。

援護費月額 労災就学等援護費の月額を出力する。

 

ハ 出力時期 

随時 

 

 

I-10-(123)-2 



(124)援護費月額改定管轄局署別件数表（チェック用）  

イ 様式 

 

 

 

I-10-(124)-1 



ロ 印書内容 

管轄局署別の援護費月額改定件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

管轄局 管轄局のコード、都道府県名称を出力する。

件数－署別 当該管轄局署で援護費月額の改定を行った件数を出力する。

件数－合計 当該管轄局で援護費月額の改定を行った件数を出力する。

総合計 全管轄局署で援護費月額の改定を行った件数を出力する。

 

ハ 出力時期 

随時 

I-10-(124)-2 



(125)日銀データダンプリスト  

イ 様式 

 

 

 

I-10-(125)-1 



ロ 印書内容 

日本銀行に振込を請求するデータの内容をそのまま出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理対象の年月日を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

レコード内容 レコード内容を出力する。

レコード件数 レコード合計件数を出力する。

データレコード件数 データレコード（データ区分が「23」）の合計件数を出力する。

支店計レコード件数 支店計レコード（データ区分が「81」）の合計件数を出力する。

本店計レコード件数 本店計レコード（データ区分が「82」）の合計件数を出力する。

データ区分コード データ区分コードに応じて、以下の内容を出力する。 

 10・・・ヘッダー 

 23・・・データ 

 81・・・トレーラー（振込先店舗計） 

 82・・・トレーラー（振込先金融機関計） 

 83・・・トレーラー（日本銀行振込依頼店計） 

 84・・・総計 

 90・・・エンド

取引コード計レコード

件数

取引コード計レコード（データ区分が「83」）の合計件数を出力する。

エラーレコード件数 エラーレコード（データ区分が「10」「23」「81」「82」「83」「84」「90」

のいずれにも該当しない）の合計件数を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

I-10-(125)-2 



(126)ゆうちょ銀行データダンプリスト  

イ 様式 

 

 

 

I-10-(126)-1 



ロ 印書内容 

ゆうちょ銀行に振込を請求するデータの内容をそのまま出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

レコード内容 レコード内容を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

 

 

I-10-(126)-2 



(127)義肢その他補装具の支給対象者一覧表  

イ 様式 

 

 

 

I-10-(127)-1 



ロ 印書内容 

未転帰でパラメータ指定した傷病障害等級号の「傷病（補償）年金」「障害年金」を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

ページ 1から連番に出力する。

都道府県名 都道府県コードと名称を出力する。

整理番号 都道府県ごとに 1から順に連番を出力する。

管轄局署 管轄局署コードを出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

被災者生年月日 被災者生年月日を出力する。

年齢 被災者の年金給付基礎日額の算定にかかる年齢を出力する。

性別 被災者の性別を出力する。

傷病年月日 傷病年月日を出力する。

現障害等級 現在の傷病等級、障害等級号を出力する。

既存障害区分 既存障害区分を出力する。

既存障害等級 既存障害等級を出力する。

年金給付基礎日額 年金給付基礎日額を出力する。

スライド率 スライド率を出力する。

年金年額（含特年） 基本年金年額（終月）、特別年金年額（終月）、差額年金（傷病補償年

金のみ）の合計を出力する。

受給権者氏名 氏名を出力する。

郵便番号 郵便番号を出力する。

住所 住所を出力する。

電話番号 電話番号を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払額 

I-10-(127)-2 



(128)高額受給者リスト 

イ 様式 

 

 

I-10-(128)-1 



ロ 印書内容 

当期支払期における未転帰の年金給付のうち、終月での年金年額が高い 50 件の給付情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

枝番号 受給権者枝番号を出力する。（特別遺族のみ）

基本年金 受給権者に対する基本年金年額（終月）を出力する。

特別年金 受給権者に対する基本特別年金年額（終月）を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

I-10-(128)-2 



(129)高齢受給者リスト（傷病） 

イ 様式 

 

 

 

I-10-(129)-1 



ロ 印書内容 

当期支払期における未転帰の年金給付のうち、被災者生年月日の最も古いものから 30 件の給付情報を

出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

枝番号 出力しない。

生年月日 被災者の生年月日を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

 

 

I-10-(129)-2 



(130)高齢受給者リスト（障害） 

イ 様式 

 

 

 

I-10-(130)-1 



ロ 印書内容 

当期支払期における未転帰の年金給付のうち、被災者生年月日の最も古いものから 30 件の給付情報を

出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

枝番号 出力しない。

生年月日 被災者の生年月日を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

 

 

I-10-(130)-2 



 (131)高齢受給者リスト（遺族） 

イ 様式 

 

 

 

I-10-(131)-1 



ロ 印書内容 

当期支払期における未転帰の年金給付のうち、受給権者生年月日の最も古いものから 30 件の給付情報

を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

枝番号 出力しない。

生年月日 受給権者の生年月日を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

  

I-10-(131)-2 



(132)低額受給者リスト  

イ 様式 

 

 

 

I-10-(132)-1 



ロ 印書内容 

当期支払期における未転帰の年金給付のうち、終月での年金年額が最も少ないものから 50 件の給付情

報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

枝番号 受給権者枝番号を出力する。（特別遺族年金のみ）

基本年金 受給権者に対する基本年金年額（終月）を出力する。

特別年金 受給権者に対する基本特別年金年額（終月）を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

 

I-10-(132)-2 



(133)低齢受給者リスト（傷病）  

イ 様式 

 

 

I-10-(133)-1 



 

ロ 印書内容 

転帰の年金給付のうち、被災者生年月日の最も新しいものから 30 件の給付情報

 

当期支払期における未

を出力する。 

出力項目名 出  力  内  容

処理年 処理を行った年月日を出月日 力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

枝番号 受給権者枝番号を出力する。（特別遺族年金のみ）

生年月日 被災者の生年月日を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

 

 

I-10-(133)-2 



(134)低齢受給者リスト（障害）  

イ 様式 

 

 

 

I-10-(134)-1 



ロ 印書内容 

当期支払期における未転帰の年金給付のうち、被災者生年月日の最も新しいものから 30 件の給付情報

を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

枝番号 受給権者枝番号を出力する。（特別遺族年金のみ）

生年月日 被災者の生年月日を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

I-10-(134)-2 



(135)低齢受給者リスト（遺族）  

イ 様式 

 

 

 

I-10-(135)-1 



ロ 印書内容 

当期支払期における未転帰の年金給付のうち、受給権者生年月日の最も新しいものから 30 件の給付情

報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

枝番号 受給権者枝番号を出力する。（特別遺族年金のみ）

生年月日 受給権者の生年月日を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

I-10-(135)-2 



(136)年金（調整前・後）調整対象者チェックリスト  

イ 様式 

 

 

 

I-10-(136)-1 



ロ 印書内容 

厚生年金等受領額が 400 万円を超える年金給付を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ １から連番に出力する。

管轄局署 管轄局署コードを出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

年額（１種） 厚生年金等受給額（1種）を出力する。

年額（２種） 厚生年金等受給額（2種）を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

 

 

I-10-(136)-2 



(137)スライド等の改定による変更決定通知書  

「スライド等の改定による変更決定通知書（署編）」参照 

 

 

 

 

I-10-(137)-1 



 (138)年金額等変更リスト管轄局署別件数表 

イ 様式 

 

 

 

 

I-10-(138)-1 



ロ 印書内容 

スライド率等の改定による年金額等の変更件数を管轄局別に出力する。 

変更の理由ごとに、スライド率改定、最低最高限度額改定、最低保障額改定、厚年等調整率改定、厚

年等調整率等改定の順で出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払日 処理を行った年月日を出力する。（処理年月日パラメータで指定した場

合は当該年月日）

ページ １から連番に出力する。

変更理由 変更の理由に応じて、 

「スライド率改定」 

「最低最高限度額改定」 

「最低保障額改定」 

「厚生等調整率改定」 

「厚生等調整率等改定」 

のいずれかを出力する。

管轄局 管轄局のコード、都道府県名称を出力する。

件数－署別 当該管轄局署で、当該変更理由により年金額等の変更を行った件数を出

力する。

件数－合計 当該管轄局で、当該変更理由により年金額等の変更を行った件数を出力

する。

総合計 全管轄局署で、当該変更理由により年金額等の変更を行った件数を出力

する。

 

ハ 出力時期 

年次 

I-10-(138)-2 



(139)援護費月額改定署別決議書破棄リスト（本省用） 

イ 様式 

 

 

 

I-10-(139)-1 



ロ 印書内容 

援護費月額改定時に管轄局署毎の決議書破棄となる請求等情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

 局 管轄局のコードを出力する。

 署 管轄署のコードを出力する。

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ １から連番に出力する。

データ受付番号 データ受付番号および修正番号を出力する。

被災者氏名 被災者の氏名を出力する。

決議書出力年月日 請求に対する決議書の出力年月日を出力する。

請求書等名 請求書等の名称を出力する。

決議書名 請求に対する決議書の名称を出力する。

合計 管轄局署ごとの明細件数の合計を出力する。

総合計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 

 

 

I-10-(139)-2 



(140)援護費月額改定管轄局署別件数表  

イ 様式 

 

 

 

 

I-10-(140)-1 



ロ 印書内容 

管轄局署別の援護費月額改定件数を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ １から連番に出力する。

管轄局 管轄局のコード、都道府県名称を出力する。

件数－署別 当該管轄局署で、援護費月額改定を行った件数を出力する。

件数－合計 当該管轄局で、援護費月額改定を行った件数を出力する。

総合計 全管轄局署で、援護費月額改定を行った件数を出力する。

 

ハ 出力時期 

随時 

 

 

I-10-(140)-2 



 (141)援護費月額改定変更リスト（本省用）  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

援護費月額改定年月以降に支給対象である労災就学等援護費の支給額および援護費資格者の情報を出

力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ １から連番に出力する。

年金証書番号 年金証書番号を出力する。

受給者枝番号 受給権者枝番号を出力する。

受給権者氏名 受給権者の氏名を出力する。

当期援護費支給予定額 当期援護費支給予定額を出力する。

当期援護費支給額 当期援護費支給額を出力する。

未支給の援護費 未支給の援護費を出力する。

調整コード 調整コードを出力する。

債権選択 債権選択コードを出力する。

資格者枝番 援護費資格者の枝番号を出力する。

在学者氏名 在学者等の氏名を出力する。

生年月日 在学者等の生年月日を出力する。

支給区分 援護費の支給区分コードを出力する。

学年 在学者等の学年を出力する。

支給開始 援護費の支給開始年月を出力する。

支給終了 援護費の支給終了（予定）年月を出力する。

差止有無 援護費の差止有無を出力する。

中断復帰 中断・復帰・転帰等の事由をコードで出力する。

中断復帰年月 中断・復帰・転帰等が発生した年月を出力する。

援護費月額 労災就学等援護費の月額を出力する。

 

ハ 出力時期 

随時 
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(142)援護費月額改定未支給金リスト（本省用）  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

援護費月額改定の対象で、労災就学等援護費に未支給金が発生している給付の情報を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ １から連番に出力する。

 局 管轄局のコードを出力する。

 署 管轄署のコードを出力する。

年金証書番号 年金証書番号、受給権者枝番号（「傷病年金」、「障害年金」、「遺族（補

償）年金の場合は出力しない）を出力する。

受給権者氏名 受給権者の氏名を出力する。

転帰年月日 転帰年月日を出力する。

前回未支給金（援護費） 改定前の未支給の援護費を出力する。

今回未支給金（援護費） 改定による未支給の援護費の増減額を出力する。

合計未支給金（援護費） 改定後の未支給の援護費を出力する。

合計 管轄局署ごとの明細件数の合計を出力する。

総合計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

随時 
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(143)行政裁量入力確認リスト（当期支払調整） 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

行政裁量により、当期支払額の調整を行った年金給付について調整額等を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ １から連番に出力する。

メニュー 登録内容に応じて以下のいずれかを出力する。 

1・・・登録 

2・・・修正 

3・・・削除

管轄局署 管轄局署コードを出力する。

年金証書番号 年金証書番号、受給権者枝番号（「遺族（補償）年金」、「特別遺族年金」

の場合は出力なし）を出力する。

被災者生年月日 被災者の生年月日を出力する。

氏名 受給権者の氏名を出力する。

調整前支払額（年金） 行政裁量による調整前の年金支払額を出力する。

調整前支払額（特年） 行政裁量による調整前の特別年金支払額を出力する。

調整前支払額（援護費） 行政裁量による調整前の援護費支払額を出力する。

調整前支払額（合計） 行政裁量による調整前の年金支払額、特別年金支払額、援護費支払額の

合計を出力する。

事由（年金） 年金支払額に対する調整事由コードを出力する。

事由（特年） 特別年金支払額に対する調整事由コードを出力する。

事由（援護費） 援護費支払額に対する調整事由コードを出力する。

行政裁量額（年金） 行政裁量による年金の増減額を出力する。追給増額の場合には、金額の

左に「+」を出力する。回収減額の場合には、金額の左に「-」を出力す

る。

行政裁量額（特年） 行政裁量による特別年金の増減額を出力する。追給増額の場合には、金

額の左に「+」を出力する。回収減額の場合には、金額の左に「-」を出

力する。

行政裁量額（援護費） 行政裁量による援護費の増減額を出力する。追給増額の場合には、金額

の左に「+」を出力する。回収減額の場合には、金額の左に「-」を出力

する。

調整後支払額（年金） 行政裁量による調整後の年金支払額を出力する。

調整後支払額（特年） 行政裁量による調整後の特別年金支払額を出力する。

調整後支払額（援護費） 行政裁量による調整後の援護費支払額を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

調整後支払額（合計） 行政裁量による調整後の年金支払額、特別年金支払額、援護費支払額の

合計を出力する。

メッセージ 行政裁量による調整対象の年金給付について、未決議の入力がある場合

は、「未決議中により登録は行いません。」を出力する。 

同日のオンライン入力により、調整対象の年金給付で該当する支払期の

情報に変動があり行政裁量の登録ができない場合、「日中更新されたため

登録は行いません。」を出力する。

ハ 出力時期 

随時 
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(144)行政裁量入力確認リスト（内払残調整）  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

内払残額調整入力したことによる内払調整額及び内払調整残額の変更結果を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 処理対象の支払期年月を出力する。

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ １から連番に出力する。

メニュー 登録内容に応じて以下のいずれかを出力する。 

①「登録」 

②「修正」 

③「削除」

管轄局署 管轄局署コードを出力する。

年金証書番号 年金証書番号、受給権者枝番号（「遺族（補償）年金」、「特別遺族年金」

の場合は出力なし）を出力する。

被災者生年月日 被災者の生年月日を出力する。

氏名 受給権者の氏名を出力する。

調整前支払額（年金－

内払額）

行政裁量による調整前の年金内払額を出力する。

調整前支払額（年金－

支払額）

行政裁量による調整前の年金支払額を出力する。

調整前支払額（特年－

内払額）

行政裁量による調整前の特別年金内払額を出力する。

調整前支払額（特年－

支払額）

行政裁量による調整前の特別年金支払額を出力する。

調整前支払額（援護費

－内払額）

行政裁量による調整前の援護費内払額を出力する。

調整前支払額（援護費

－支払額）

行政裁量による調整前の援護費支払額を出力する。

事由（年金） 年金支払額に対する調整事由コードを出力する。

事由（特年） 特別年金支払額に対する調整事由コードを出力する。

事由（援護費） 援護費支払額に対する調整事由コードを出力する。

行政裁量額（年金） 行政裁量による年金額を出力する。

行政裁量額（特年） 行政裁量による特別年金額を出力する。

行政裁量額（援護費） 行政裁量による援護費額を出力する。

調整後支払額（年金－

内払額）

行政裁量による調整後の年金内払額を出力する。

調整後支払額（年金－

支払額）

行政裁量による調整後の年金支払額を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

調整後支払額（特年－

内払額）

行政裁量による調整後の特別年金内払額を出力する。

調整後支払額（特年－

支払額）

行政裁量による調整後の特別年金支払額を出力する。

調整後支払額（援護費

－内払額）

行政裁量による調整後の援護費内払額を出力する。

調整後支払額（援護費

－支払額）

行政裁量による調整後の援護費支払額を出力する。

メッセージ 行政裁量による調整対象の年金給付について、未決議の入力がある場合

は、「未決議中により登録は行いません。」を出力する。 

同日のオンライン入力により、調整対象の年金給付で該当する支払期の

情報に変動があり行政裁量の登録ができない場合、「日中更新されたため

登録は行いません。」を出力する。

 

ハ 出力時期 

随時 

I-10-(144)-3 



(145)支払事故入力確認リスト  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

支払事故入力又は支払事故解決入力した内容を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 入力対象の支払期年月を出力する。

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ １から連番に出力する。

メニュー 処理状況に応じていずれかの内容を出力する。 

①「登録」 

②「削除」 

③「変更」

局署 管轄局署コードを出力する。

年金証書番号 年金証書番号、受給権者枝番号を出力する。

生年月日 被災者の生年月日を出力する。

事故コード 事故内容に応じて、いずれかの内容を出力する。 

①「1－口座番号相違」 

②「2－口座なし」 

③「3－名義相違」 

④「4－店舗相違」 

⑤「5－住所相違」 

⑥「6－死亡」 

⑦「9－その他」 

⑧「00」

解決コード 解決状況に応じて、いずれかの内容を出力する。 

①「1－再振込再送付」 

②「2－一年経過」 

③「3－五年時効」 

④「4－支払取消」

受給権者氏名（カナ） 受給権者の氏名（カナ）を出力する。（外国払いの場合は出力しない）

支払先 支払先に応じて、いずれかの内容を出力する。 

①「1－銀行振込」 

②「3－郵便振込」 

③「5－窓口現金」 

④「7－外国送金」 

⑤「00」

金融機関 銀行振込の場合は、金融機関コードを出力する。 

外国送金の場合は、出力しない。 

上記以外の場合は、郵便局番号を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

預金種類 銀行振込の場合は預金種類（年金）の内容に応じて以下の内容を出力す

る。（銀行振込以外の場合は出力しない） 

①「1－普通」 

②「3－当座」 

③「5－通知」 

④「7－別段」 

⑤「00」

口座番号 銀行振込の場合、口座番号を出力する。 

郵便振込の場合、通帳記号番号を出力する。 

上記以外の場合、出力しない。

メッセージ 未決議状態の登録・変更の場合「支払取消できません（未決議あり）」

を出力する。 

金融機関／郵便局名称が取得できない場合「金融機関（郵便局）台帳無

し」を出力する。 

支払取消の変更・削除の場合「支払取消の修正・削除は行いません」を

出力する。 

支払事故入力・修正の削除の場合「支払事故取消」を出力する。 

支払事故入力・修正の変更の場合「支払事故事由変更」を出力する。 

再振込・再振込（窓口現金）・1年経過・5年時効の削除の場合「支払事

故解決取消」を出力する。 

再振込・再振込（窓口現金）・1年経過・5年時効の変更の場合「支払事

故解決年月日または事由変更」を出力する。

支払期計 支払期ごとの明細件数の合計を出力する。

総合計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

随時 
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(146)支払取消リスト  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

支払取消を行った年金給付について、発生した未支給金および失権差額一時金等を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ １から連番に出力する。

管轄局署 管轄局署コードを出力する。

番号 管轄局署、年金証書番号、受給権者枝番号ごとに連番を出力する。

年金証書番号 年金証書番号、受給権者枝番号（「遺族（補償）年金」、「特別遺族年金」

以外の場合は出力なし）を出力する。

被災者生年月日 被災者生年月日を出力する。

支払権者氏名 支払権者氏名を出力する。

転帰事由 転帰事由を出力する。

転帰年月日 転帰年月日を出力する。

支払期 支払取消の開始支払期年月を出力する。

支払額 支払取消を行った年金支払額、特別年金額、援護費のそれぞれを出力

する。

未支給となる期間 支払取消により未支給金が発生する場合、未支給となる期間を出力す

る。

支払額 支払取消により未支給となる年金支払額、特別年金額、援護費のそれ

ぞれを出力する。

取消前回収額 支払取消を行う前に発生していた年金支払額、特別年金額、援護費の 

回収額をそれぞれ出力する。

取消後回収額 支払取消後の年金支払額、特別年金額、援護費の回収額をそれぞれ出

力する。

処理方法 回収額の処理状況に応じて、以下のいずれかを出力する。 

 ①「債権選択」 

 ②「債務者登録済」 

 ③「債権管理済」 

 ④「保留」 

 ⑤「債務者未登録」

債権整理番号（年金） 年金支払額の債権整理番号を出力する。

債権整理番号（小口

融資）

年金担保融資の債権整理番号を出力する。

債権整理番号（債権

減額処理）

債権減額処理が必要な場合に、「＊債権減額処理必要＊」を出力する。

取消前金額 支払取消前の内払・充当後年金支払額、特別年金額、援護費をそれぞ

れ出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

取消後金額 支払取消後の内払・充当後年金支払額、特別年金額、援護費をそれぞ

れ出力する。

状態 失権差額一時金の請求状況に応じて、 

 ①「未請求」 

 ②「受付済」 

 ③「登記済」 

のいずれかを出力する。

未支給金額 失権差額一時金の年金支払額、特別年金額の未支給金額をそれぞれ出

力する。

 

ハ 出力時期 

年金支払期 
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(147)支払事故変更入力リスト  

イ 様式 
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ロ 印書内容 

支払事故が入力された年金給付のうち、当期入力期間中に支払先・氏名・住所のいずれかに変更が発

生した内容を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 変更入力を行った支払期年月を出力する。

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ １から連番に出力する。

局署 管轄局署コードを出力する。

年金証書番号 年金証書番号、受給権者枝番号（「遺族（補償）年金」、「特別遺族年金」

以外の場合は出力なし）を出力する。

生年月日 被災者の生年月日を出力する。

支払金額 支払事故が発生した支払額を出力する。

事故コード＆入力年月

日－事故コード

事故事由コードに応じて、下記のいずれかを出力する。 

①「1・・・口座番号相違」 

②「2・・・口座なし」 

③「3・・・名義相違」 

④「4・・・店舗相違」 

⑤「5・・・住所相違」 

⑥「6・・・死亡」 

⑦「9・・・その他」

事故コード＆入力年月

日－入力年月日

支払事故処理年月日を出力する。

受給権者氏名カナ 受給権者のカナ氏名を出力する。（外国送金の場合は出力しない）

受給権者氏名（漢字） 受給権者の漢字氏名を出力する。（外国送金の場合は出力しない）

入力年月日＆局署－入

力年月日（氏名）

氏名を入力した年月日を出力する。

入力年月日＆局署－局

署（氏名）

氏名を入力した局署コードを出力する。

支払先 支払先の内容に応じて、下記のいずれかを出力する。 

①「1-銀行振込」 

②「3-郵便振込」 

③「5-窓口現金」 

④「7-外国送金」

金融機関 銀行振込の場合は、金融機関コードと店舗番号を出力する。 

外国送金の場合は、出力しない。 

上記以外の場合は、郵便局番号を出力する。
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出力項目名 出  力  内  容

預金種類 預金種類の内容に応じて、以下のいずれかを出力する。 

①「1-普通」 

②「3-当座」 

③「5-通知」 

④「7-別段」

口座番号 銀行振込の場合は、口座番号を出力する。 

郵便振込の場合は、通帳記号番号を出力する。 

上記以外の場合は、出力しない。

金融機関・郵便局名 銀行振込の場合は、金融機関名を出力する。 

外国送金の場合は、出力しない。 

上記以外の場合は、郵便局名を出力する。

店舗名 金融機関の店舗名を出力する。（銀行振込以外の場合は出力しない）

入力年月日＆局署－入

力年月日（支払先）

支払先を入力した年月日を出力する。

入力年月日＆局署－局

署（支払先）

支払先を入力した局署コードを出力する。

郵便番号 受給権者の郵便番号を出力する。（外国払いの場合は出力しない）

住所 受給権者の住所を出力する。（外国払いの場合は出力しない）

電話番号 受給権者の電話番号を出力する。（外国払いの場合は出力しない）

入力年月日＆局署－入

力年月日（住所）

住所を入力した年月日を出力する。

入力年月日＆局署－局

署（住所）

住所を入力した局署コードを出力する。

転帰事由 転帰事由のコードおよび名称を出力する。

転帰年月日 転帰年月日を出力する。（未転帰の場合は出力しない）

失権事由 遺族（補償）年金、特別遺族年金で、当該受給権者が失権・失格して

いる場合、失権・失格コードと名称を出力する。

失格年月日 失格年月日を出力する。（失権事由が 0の場合は空白）

 

 

ハ 出力時期 

随時 
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(148)支払事故一覧表 

イ 様式 
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ロ 印書内容 

支払事故が発生し、未解決である年金給付等の支払額および支払先等を出力する。 

 

出力項目名 出  力  内  容

支払期 支払対象の支払期年月を出力する。

処理年月日 処理を行った年月日を出力する。

ページ １から連番に出力する。

経過 未解決のデータについて、経過月数に応じて以下の内容を出力する。

（解決済の場合は出力しない） 

経過年月が 9ヶ月未満・・・（空白） 

経過年月が 9ヶ月～11 ヶ月・・・「＊１年３月前＊」 

経過年月が 12 ヶ月～57 ヶ月・・・「＊１年経過＊」 

経過年月が 58 ヶ月・・・「＊５年３月前＊」 

経過年月が 59 ヶ月以上・・・「＊５年経過＊」

局署 管轄局署コードを出力する。（遺族補償年金、特別遺族年金以外の場合

は、出力しない。）

年金証書番号 年金証書番号、受給権者枝番号を出力する。

生年月日 受給権者の生年月日を出力する。

支払金額 支払事故が発生した金額を出力する。

事故コード＆入力年月

日－事故コード

事故事由に応じて、以下のいずれかを出力する。 

①「1－口座番号相違」 

②「2－口座なし」 

③「3－名義相違」 

④「4－店舗相違」 

⑤「5－住所相違」 

⑥「6－死亡」 

⑦「9－その他」

事故コード＆入力年月

日－入力年月日

支払事故処理年月日を出力する。

解消コード＆解決年月

日－解消コード

解消コードに応じて、以下のいずれかを出力する。 

①「0－事故中」 

②「1－再振込再送付」 

③「2－一年経過」 

④「3－五年時効」 

⑤「4－支払取消」

解消コード＆解決年月

日－入力年月日

解決年月日を出力する。

受給権者氏名カナ（漢

字）－カナ

受給権者のカナ氏名を出力する。（外国送金の場合は、出力しない）
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出力項目名 出  力  内  容

受給権者氏名カナ（漢

字）－漢字

受給権者の漢字氏名を出力する。（外国送金の場合は、出力しない）

支払先 支払方法に応じて、以下のいずれかを出力する。 

①「1－銀行振込」 

②「3－郵便振込」 

③「5－窓口現金」 

④「7－外国送金」

金融機関 銀行振込の場合は、金融機関コードと店舗番号を出力する。 

外国送金の場合は、出力しない。 

上記以外の場合は、郵便局番号を出力する。

預金種類 預金種類に応じて、銀行振込の場合に以下のいずれかを出力する。 

①「1－普通」 

②「3－当座」 

③「5－通知」 

④「7－別段」

口座番号 銀行振込の場合は、口座番号を出力する。 

郵便振込の場合は、通帳記号番号を出力する。 

上記以外の場合は、出力しない。

金融機関・郵便局名 銀行振込の場合は、金融機関名を出力する。 

外国送金の場合は、出力しない。 

上記以外の場合は、郵便局名を出力する。

店舗名 銀行振込の場合は、金融機関の店舗名を出力する。（銀行振込以外の場

合は出力しない。）

郵便番号 受給権者の郵便番号を出力する。

受給権者住所 受給権者の住所を出力する。

電話番号 受給権者の電話番号を出力する。

支払期計 支払期ごとの明細件数の合計を出力する。

総合計 当該帳票への出力件数の合計を出力する。

 

ハ 出力時期 

随時 

I-10-(148)-3 



１１. 支払検索 

個人、医療機関の支払情報は下記の検索にて確認する。なお、年金の支払情報については、年金・一時

金検索にて確認する。 

 

(1) 個人／被災者単位の支払検索画面 

 

イ 個人／被災者単位の支払検索・一覧画面 

(ｲ) 画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 入力項目 

検索キー 

入力項目名 
短期キー検索 長期キー検索 

健康管理手帳 

番号検索 

①労働保険番号  × × 

②生年月日  × × 

③傷病年月日  × × 

④被災者氏名（カナ）    

⑤年金証書番号 ×  × 

⑥健康管理手帳番号 × ×  

⑦被災者氏名（漢字）    

⑧支払年月日 ○ ○ ○ 

⑨給付種類 ○ ○ ○ 

⑩支払方法    

○…必ず入力する。 ×…入力しない。 空欄…必要に応じて入力する。 
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(ﾊ) 主な入力項目の説明 

入 力 項 目 入  力  要  領 

労働保険番号 検索する被災者の所属する事業場の労働保険番号を入力す

る（枝番号も入力する）。 

生年月日 検索する被災者の生年月日を和暦で、以下の元号コードを付

して入力する。 

明治 ………………………………………………… １ 

大正 ………………………………………………… ３ 

昭和 ………………………………………………… ５ 

平成 ………………………………………………… ７ 

傷病年月日 検索する被災者の傷病年月日を和暦で、以下の元号コードを

付して入力する。 

昭和 ………………………………………………… ５ 

平成 ………………………………………………… ７ 

被災者氏名（カナ） 検索する被災者のカナ氏名を入力する。 

年金証書番号 検索する被災者の年金証書番号を入力する。 

健康管理手帳番号 検索する被災者の健康管理手帳番号を入力する。 

被災者氏名（漢字） 検索する被災者の漢字氏名を入力する。 

支払年月日 検索する支払年月日の開始日及び終了日を和暦で、以下の元

号コードを付して入力する。 

平成 ………………………………………………… ７ 

給付種類 検索する給付の種類を選択する。 

支払方法 検索する支払方法を選択する。 

なお、振込払いの場合で請求人又は柔道整復師等委任の場合

（本省払い）は「銀行振込（本省）」を、それ以外の場合（局署

払い）は「銀行振込（その他）」を選択する。 
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(ﾆ) 給付種類ごとの標準的な検索項目 

給付種別ごとに設定すべき標準的な検索項目の組み合わせを以下に示す。 

給付種類 検索条件 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名カナ、支払年月日 

療養の費用 

年金証書番号 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 休業 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名カナ、支払年月日 

介護 年金証書番号 

アフターケア通院費 健康管理手帳番号 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 一時金（傷病） 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名カナ、支払年月日 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 一時金（障害） 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名カナ、支払年月日 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 一時金（遺族） 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名カナ、支払年月日 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 一時金（特別遺族） 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名カナ、支払年月日 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 一時金（葬祭料） 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名カナ、支払年月日 

 

 

(ﾎ) 出力条件 

入力項目にて指定された条件に該当する支払データが複数存在する場合には、最大１０００件分

について画面に出力する。 

指定された検索条件に該当する支払データが存在しない場合又は検索結果が１０００件を超え

た場合は、エラーメッセージが画面に出力される。 
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(ﾍ) 主な出力項目の説明 

出 力 項 目 出  力  要  領 

支払年月日 支払を行った年月日を出力する。 

給付名称 支払を行った給付名称を出力する。 

労働保険番号 

健康管理手帳番号 

年金証書番号 

生年月日 

傷病年月日 

検索結果に該当する被災者の情報を出力する。 

被災者氏名 支払を行った被災者名を出力する。 

支払金額 支払金額を出力する。 

相殺を行っている場合は相殺後の支払額を出力する。（相殺

を行うのはアフターケア通院費のみである。） 

支払方法 以下の支払方法に対応するコードを出力する。 

銀行振込（本省）、銀行振込（その他）  …… １ 

当地払 …………………………………………… ３ 

送金払 …………………………………………… ５ 

外国払 …………………………………………… ７ 

データ受付番号 支払を行った請求書のデータ受付番号を出力する。 

追回番号 支払を行った請求書の追回番号を出力する。 

 

 

(ﾄ) ボタン項目 

ボタン名 ボタン押下後の動き 

検索 入力項目に入力された条件で検索を行い、結果を出力項目に表示する。

詳細 検索結果の該当請求書に関する詳細情報を表示する。 

明細表出力 検索結果に関する印刷用のプレビュー画面を表示する。 

終了 個人／被災者単位の支払検索を終了する。 
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ロ 個人／被災者単位の支払詳細画面 

(ｲ) 画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 出力条件 

個人／被災者単位の支払検索・一覧画面にて指定された支払データを画面に出力する。 

 

(ﾊ) 主な出力項目の説明 

出 力 項 目 出  力  要  領 

労働保険番号 

健康管理手帳番号 

年金証書番号 

生年月日 

傷病年月日 

被災者氏名（漢字） 

被災者氏名（カナ） 

支払データに該当する被災者情報を出力する。 

業通別 業通別について、以下の内容を出力する。 

１：業務災害 

３：通勤災害 

支払年月日 

給付名称 

支払金額 

支払データに該当する支払情報を出力する。 
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出 力 項 目 出  力  要  領 

支払方法 支払方法について、以下の内容を出力する。 

１：銀行振込（本省） 

１：銀行振込（その他） 

３：当地払 

５：送金払 

７：外国送金 

支払状態 検索時点における支払データの状態について、以下の内容

を出力する。 

１：支払処理済 

２：支払不能 

３：訂正依頼済 

４：訂正不能 

５：支払取消済 

６：当地・送金・外国払に変更済 

委任未支給 委任未支給について、以下の内容を出力する。 

１：委任 

３：未支給 

５：未支給の委任 

６：医療機関 

７：柔道整復師等に対する受任者払 

８：未支給の柔整師等委任 

指定指名機関番号 柔道整復師等に対する受任者払の場合、該当する指定指名

機関番号を出力する。 

データ受付番号 

追回番号 

該当する請求書のデータ受付番号、追回番号を出力する。

相殺前支払金額 システムによる債権相殺を行った場合、回収額を差し引く

前の支払額を出力する。 

相殺が行われなかった場合は支払金額を出力する（相殺を

行うのはアフターケア通院費のみである。）。 

相殺金額 システムによる債権相殺を行った場合、相殺した回収金額

を出力する（相殺を行うのはアフターケア通院費のみであ

る。）。 

回収データ受付番号 

回収追回番号 

システムによる債権相殺を行った場合、回収した請求書の

データ受付番号、追回番号を出力する（相殺を行うのはアフ

ターケア通院費のみである。）。 

なお、回収データ受付番号を出力している場合、回収デー

タ受付番号を選択すると債権情報が出力される。 
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(ﾆ) ボタン項目 

ボタン名 ボタン押下後の動き 

戻る 個人／被災者単位の支払検索・一覧画面に戻る。 

終了 個人／被災者単位の支払検索を終了する。 
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(2) 個人／支払先単位の支払検索画面 

 

イ 個人／支払先単位の支払検索・一覧画面 

(ｲ) 画面 

＜画面上部＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜画面下部＞ 
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(ﾛ) 入力項目 

入力項目名 短期キー検索 長期キー検索 
健康管理手帳 

番号検索 

指定指名機関 

番号検索 

①労働保険番号  × × × 

②生年月日  × × × 

③傷病年月日  × × × 

④被災者氏名カナ    × 

⑤年金証書番号 ×  × × 

⑥健康管理手帳番号 × ×  × 

⑦指定指名機関番号 × × ×  

⑧支払先名（漢字）     

⑨支払先名（カナ）     

⑩支払年月日 ○ ○ ○ ○ 

⑪金融機関コード     

⑫金融機関名     

⑬店舗名     

⑭口座名義人     

⑮給付種類 ○ ○ ○ ○ 

⑯支払方法     

⑰支払先     

(注) ○…必ず入力する。 ×…入力しない。 空欄…必要に応じて入力する。 

 

 

(ﾊ) 主な入力項目の説明 

入 力 項 目 入  力  要  領 

労働保険番号 検索する被災者の所属する事業場の労働保険番号を入力す

る（枝番号も入力する）。 

生年月日 検索する被災者の生年月日を和暦で、以下の元号コードを付

して入力する。 

明治 ………………………………………………… １ 

大正 ………………………………………………… ３ 

昭和 ………………………………………………… ５ 

平成 ………………………………………………… ７ 

傷病年月日 検索する被災者の傷病年月日を和暦で、以下の元号コードを

付して入力する。 

昭和 ………………………………………………… ５ 

平成 ………………………………………………… ７ 
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入 力 項 目 入  力  要  領 

被災者氏名カナ 検索する被災者のカナ氏名を入力する。 

年金証書番号 検索する被災者の年金証書番号を入力する。 

健康管理手帳番号 検索する被災者の健康管理手帳番号を入力する。 

指定指名機関番号 支払先が柔道整復師等の場合、該当する指定指名機関番号を

入力する。 

支払先名（漢字） 

支払先名（カナ） 

検索する支払先の名称を入力する。 

事業主委任の場合は事業主名、柔道整復師等委任の場合は指

定指名機関名を入力する。 

なお、未支給の場合は被災者本人の名前を入力すること。 

支払年月日 検索する支払年月日の期間を和暦で、以下の元号コードを付

して入力する。 

平成 ………………………………………………… ７ 

金融機関コード 支払方法が銀行振込の場合、検索する支払先の振込先金融機

関コードを入力する。 

金融機関名 支払方法が銀行振込の場合、検索する支払先の振込先金融機

関名を漢字で入力する。 

店舗名 支払方法が銀行振込の場合、検索する支払先の振込先店舗名

を漢字で入力する。 

口座名義人 支払方法が銀行振込の場合、検索する振込先口座名義人をカ

ナで入力する。 

給付種類 検索する給付の種類を選択する。 

支払方法 検索する支払方法を選択する。 

なお、銀行振込の場合で被災者本人又は柔道整復師等委任の

場合（本省払い）は「銀行振込（本省）」を、それ以外の場合（局

署払い）は「銀行振込（その他）」を選択する。 

支払先 検索する支払先を選択する。 

なお、未支給の委任又は未支給の柔道整復師等委任の場合は

「事業主・柔道整復師（委任）」を選択する。 
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(ﾆ) 給付種類ごとの標準的な検索項目 

給付種別ごとに設定すべき標準的な検索項目の組み合わせを以下に示す。 

給付種類 検索条件 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名カナ、支払年月日 

療養の費用 

年金証書番号 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 休業 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名カナ、支払年月日 

介護 年金証書番号 

アフターケア通院費 健康管理手帳番号 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 一時金（傷病） 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名カナ、支払年月日 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 一時金（障害） 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名カナ、支払年月日 

一時金（遺族） 支払先名（カナ） 

一時金（特別遺族） 支払先名（カナ） 

一時金（葬祭料） 支払先名（カナ） 

 

 

(ﾎ) 出力条件 

入力項目にて指定された条件に該当する支払データが複数存在する場合には、最大１０００件分

について画面に出力する。 

指定された検索条件に該当する支払データが存在しない場合又は検索結果が１０００件を超え

た場合は、エラーメッセージが画面に出力される。 
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(ﾍ) 主な出力項目の説明 

出 力 項 目 出  力  要  領 

支払年月日 支払を行った年月日を出力する。 

給付名称 支払を行った給付名称を出力する。 

労働保険番号 

健康管理手帳番号 

年金証書番号 

指定指名機関番号 

検索結果に該当する支払先の情報を出力する。 

支払先が被災者本人又は遺族の場合は被災者本人に関する

給付キーを出力する。 

また、事業主委任の場合は事業主の労働保険番号を出力し、

柔道整復師等委任の場合は柔道整復師等の指定指名番号を出

力する。 

なお、非指定医療機関の場合は何も出力しない。 

支払先名 支払先の名称を出力する。 

支払方法 以下の支払方法に対応するコードを出力する。 

銀行振込（本省）、銀行振込（その他）  …… １ 

当地払 …………………………………………… ３ 

送金払 …………………………………………… ５ 

外国払 …………………………………………… ７ 

金融機関コード 支払方法が銀行振込の場合、振込先の金融機関コードを出

力する。 

口座名義人 支払方法が銀行振込の場合、口座名義人を出力する。 

委任・未支給 登録されているコードに基づき、以下の内容を出力する。

１、５、６、７、８ …………………… 「委任」 

３ ………………………………………… 「未支給」 

支払金額 支払金額を出力する。 

相殺を行っている場合は相殺後の支払額を出力する（相殺

を行うのはアフターケア通院費のみである。）。 

 

(ﾄ) ボタン項目 

ボタン名 ボタン押下後の動き 

検索 入力項目に入力された条件で検索を行い、結果を出力項目に表示する。

詳細 検索結果の該当請求書に関する詳細情報を表示する。 

明細表出力 検索結果に関する印刷用のプレビュー画面を表示する。 

終了 個人／支払先単位の支払検索を終了する。 
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ロ 個人／支払先単位の支払詳細画面 

(ｲ) 画面 

＜画面上部＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜画面下部＞ 
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(ﾛ) 出力条件 

個人／支払先単位の支払検索・一覧画面にて指定された支払データを画面に出力する。 

 

(ﾊ) 主な出力項目の説明 

＜支払詳細情報＞ 

出 力 項 目 出  力  要  領 

労働保険番号 

年金証書番号 

健康管理手帳番号 

生年月日 

傷病年月日 

被災者氏名カナ 

指定指名機関番号 

支払先に関する給付キーを出力する。 

支払先が被災者本人又は遺族の場合、支払対象の給付に関

する給付キーを出力する。 

支払先が事業主の場合、労働保険番号を出力する。 

支払先が柔道整復師等の場合、指定指名機関番号を出力す

る。 

支払先名（漢字） 

支払先名（カナ） 

支払先の名称を出力する。 

支払年月日 

給付名称 

支払金額 

支払データに該当する支払情報を出力する。 

相殺金額 システムによる債権相殺を行った場合、差し引きを行った

回収金額を出力する（相殺を行うのはアフターケア通院費の

みである。）。 

支払状態 検索時点における支払データの状態について、以下の内容

を出力する。 

１：支払処理済 

２：支払不能 

３：訂正依頼済 

４：訂正不能 

５：支払取消済 

６：当地・送金・外国払に変更済 

委任・未支給 委任未支給について、以下の内容を出力する。 

１、５、６、７、８ …………………… 「委任」 

３ ………………………………………… 「未支給」 

支払方法 支払方法について、以下の内容を出力する。 

１：銀行振込（本省） 

１：銀行振込（その他） 

３：当地払 

５：送金払 

７：外国送金 

金融機関コード 

金融機関名 

店舗名 

支払方法が銀行振込の場合、振込先の金融機関情報を出力

する。 

Ⅰ-11-(2)-7 



出 力 項 目 出  力  要  領 

預金種別 支払方法が銀行振込の場合、以下の内容を出力する。 

１：普通預金 

３：当座預金 

口座番号 

口座名義人 

支払方法が銀行振込の場合、振込先の口座情報を出力する。

 

＜支払対象被災者一覧情報＞ 

出 力 項 目 出  力  要  領 

労働保険番号 

健康管理手帳番号 

年金証書番号 

生年月日 

傷病年月日 

詳細情報に出力された支払データに該当する被災者の給付

キーを出力する。 

被災者名 詳細情報に出力された支払データに該当する被災者名を出

力する。 

支払金額 支払金額を出力する。 

相殺金額 システムによる債権相殺を行った場合、差し引きを行った

回収金額を出力する（相殺を行うのはアフターケア通院費の

みである。）。 

データ受付番号 

追回番号 

支払対象の請求書のデータ受付番号、追回番号を出力する。

 

(ﾆ) ボタン項目 

ボタン名 ボタン押下後の動き 

詳細 検索結果の該当被災者への支払に関する詳細情報を表示する。 

戻る 個人／支払先単位の支払検索・一覧画面に戻る。 

終了 個人／支払先単位の支払検索を終了する。 
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(3) 医療機関／医療機関単位の支払検索画面 

 

イ 医療機関／医療機関単位の支払検索・一覧画面 

(ｲ) 画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 入力項目 

入力項目名 
医療機関／医療機関単位 

検索 

①支払年月日 ○ 

②指定医療機関番号 ※1 

③指定指名機関番号 ※1 

④指定医療機関等名（カナ）  

⑤指定医療機関等名（漢字）  

⑥給付種類 ○ 

⑦支払方法  

(注) ○…必ず入力する。 ×…入力しない。 空欄…必要に応じて入力する。 

   ※1…同時には入力できない 
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(ﾊ) 主な入力項目の説明 

入 力 項 目 入  力  要  領 

支払年月日 検索する支払年月日の期間を和暦で、以下の元号コードを付

して入力する。 

平成 ………………………………………………… ７ 

指定医療機関番号 

指定指名機関番号 

検索する指定医療機関番号又は指定指名機関番号を入力す

る。 

ただし、同時に両方の番号に入力するとエラーとなるので注

意すること。 

指定医療機関等名（カナ） 

指定医療機関等名（漢字） 

検索する指定医療機関等名称を入力する。 

給付種類 検索する給付の種類を選択する。 

指定医療機関番号及び指定指名機関番号との入力の組み合

わせによっては、エラーとなるので注意すること。 

・（診療）又は二次健診費のみを選択した場合、指定指名

機関番号を入力するとエラーとなる。 

・（薬剤）のみを選択した場合、指定医療機関番号を入力

するとエラーとなる。 

支払方法 検索する支払方法を選択する。 

国立機関以外への支払の場合 …… 「銀行振込」 

国立機関への支払の場合 ………… 「国庫内移換」 

 

(ﾆ) 出力条件 

入力項目にて指定された条件に該当する支払データが複数存在する場合には、最大１０００件分

について画面に出力する。 

指定された検索条件に該当する支払データが存在しない場合又は検索結果が１０００件を超え

た場合は、エラーメッセージが画面に出力される。 
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(ﾎ) 主な出力項目の説明 

出 力 項 目 出  力  要  領 

支払年月日 支払を行った年月日を出力する。 

給付名称 支払を行った給付名称を出力する。 

診薬の別 以下の診薬の別に対応するコードを出力する。 

診療費 …………………………………………… １ 

薬剤費 …………………………………………… ３ 

指定医療機関等番号 該当する指定医療機関等番号を出力する。 

指定医療機関等名 該当する指定医療機関等名称を出力する。 

支払方法 支払方法を出力する。 

国立機関以外への支払の場合 …… 「銀行振込」 

国立機関への支払 ………………… 「国庫内移換」 

支払金額 支払金額を出力する。 

相殺を行っている場合は相殺後の支払額を出力する（相殺

を行うのはアフターケア委託費のみである。）。 

 

(ﾍ) ボタン項目 

ボタン名 ボタン押下後の動き 

検索 入力項目に入力された条件で検索を行い、結果を出力項目に表示する。

詳細 検索結果の該当請求書に関する詳細情報を表示する。 

明細表出力 検索結果に関する印刷用のプレビュー画面を表示する。 

終了 医療機関／医療機関単位の支払検索を終了する。 
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ロ 医療機関／医療機関単位の支払詳細画面 

(ｲ) 画面 

＜画面上部＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜画面下部＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 出力条件 

医療機関／医療機関単位の支払検索・一覧画面にて指定された支払データを画面に出力する。 
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(ﾊ) 主な出力項目の説明 

＜支払詳細情報＞ 

出 力 項 目 出  力  要  領 

指定医療機関等番号 

指定医療機関等名（カナ） 

指定医療機関等名（漢字） 

代表者名（カナ） 

代表者名（漢字） 

選択された支払データの請求元に関する情報を出力する。

診薬の別 診薬の別について、以下の内容を出力する。 

１：診療費 

３：薬剤費 

支払年月日 選択された支払データの支払年月日を出力する。 

給付名称 選択された支払データの給付名称を出力する。 

支払方法 支払方法を出力する。 

銀行振込 …………………… 「銀行振込」 

国立機関への支払 ………… 「国庫内移換」 

一括振込機関への支払 …… 「銀行振込（一括払）」 

支払状態 検索時点における支払データの状態について、以下の内容

を出力する。 

１：支払処理済 

２：支払不能 

３：訂正依頼済 

４：訂正不能 

５：支払取消済 

支払金額総計 選択された支払データの全支払金額を出力する。 

請求金額総計 選択された支払データと同じ支払期に受け付けた請求書内

レセプトの請求金額の総計を出力する。 

追給金額総計 選択された支払データと同じ支払期に追給となったレセプ

トの追給金額の総計を出力する。 

査定増額総計 選択された支払データと同じ支払期に受け付けた請求書内

レセプトの査定増額の総計を出力する。 

査定減額総計 選択された支払データと同じ支払期に受け付けた請求書内

レセプトの査定減額の総計を出力する。 

不支給金額総計 選択された支払データと同じ支払期に受け付けた請求書内

レセプトの不支給金額の総計を出力する。 

保留金額総計 選択された支払データと同じ支払期に受け付けた請求書内

レセプトの保留金額の総計を出力する。 
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出 力 項 目 出  力  要  領 

エラー保留額総計 選択された支払データと同じ支払期に受け付けた請求書内

レセプトのエラー保留額の総計を出力する。 

保留分解除額総計 選択された支払データの前支払期よりも以前に保留となっ

ていたレセプトが、支給決定されたものについて支給決定金

額の総計を出力する。 

保留分不支給額総計 選択された支払データの前支払期よりも以前に保留となっ

ていたレセプトが、不支給決定されたものについて請求金額

の総計を出力する。 

保留分査定増額総計 選択された支払データの前支払期よりも以前に保留となっ

ていたレセプトが、支給決定されたものについて査定増額の

総計を出力する。 

保留分査定減額総計 選択された支払データの前支払期よりも以前に保留となっ

ていたレセプトが、支給決定されたものについて査定減額の

総計を出力する。 

相殺前支払金額総計 選択された支払データが、システムによる債権相殺を行っ

た場合、回収額を差し引きする前の支払金額の総計を出力す

る。 

債権相殺が行われていない場合は支払金額を出力する（相

殺を行うのはアフターケア委託費のみである。）。 

相殺金額総計 選択された支払データが、システムによる債権相殺を行っ

た場合、差し引きを行った回収金額の総計を出力する（相殺

を行うのはアフターケア委託費のみである。）。 

 

＜請求書一覧情報＞ 

出 力 項 目 出  力  要  領 

請求書データ受付番号 詳細情報に出力された支払データに含まれる請求書のデー

タ受付番号を出力する。 

請求年月 詳細情報に出力された支払データに含まれる請求書の請求

年月を出力する。 

今回入力／以前入力 詳細情報に出力された支払データに含まれる請求書の入力

タイミングに基づき、以下の内容を出力する。 

前支払期以降に入力 ……………… 「今回入力」 

前支払期以前に入力 ……………… 「以前入力」 

内訳書添付枚数 詳細情報に出力された支払データに含まれる請求書グルー

プのレセプト枚数を出力する。 

請求金額 詳細情報に出力された支払データに含まれる請求書の請求

金額を出力する。 
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(ﾆ) ボタン項目 

ボタン名 ボタン押下後の動き 

相殺結果詳細 
システムにて債権相殺を行った詳細情報を出力する（相殺を行うのはア

フターケア委託費のみである。）。 

戻る 医療機関／医療機関単位の支払検索・一覧画面に戻る。 

終了 医療機関／医療機関単位の支払検索を終了する。 
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(4) 医療機関／支払先単位の支払検索画面 

 

イ 医療機関／支払先単位の支払検索・一覧画面 

(ｲ) 画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 入力項目 

入力項目名 
医療機関／医療機関単位 

検索 

①支払年月日 ○ 

②指定医療機関番号 ※1 

③指定指名機関番号 ※1 

④指定医療機関等名（カナ）  

⑤指定医療機関等名（漢字）  

⑥金融機関コード  

⑦金融機関名  

⑧店舗名  

⑨口座名義人  

⑩給付種類 ○ 

⑪支払方法  

(注) ○…必ず入力する。 ×…入力しない。 空欄…必要に応じて入力する。 

   ※1…同時には入力できない 
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(ﾊ) 主な入力項目の説明 

入 力 項 目 入  力  要  領 

支払年月日 検索する支払年月日の期間を和暦で、以下の元号コードを付

して入力する。 

平成 ………………………………………………… ７ 

指定医療機関番号 

指定指名機関番号 

検索する医療機関番号を入力する。 

ただし、同時に両方の番号に入力するとエラーとなるので注

意すること。 

指定医療機関等名（カナ） 

指定医療機関等名（漢字） 

検索する医療機関等の名称を入力する。 

金融機関コード 支払方法が銀行振込の場合、検索する支払先の振込先金融機

関コードを入力する。 

金融機関名 支払方法が銀行振込の場合、検索する支払先の振込先金融機

関名を漢字で入力する。 

店舗名 支払方法が銀行振込の場合、検索する支払先の振込先店舗名

を漢字で入力する。 

口座名義人 支払方法が銀行振込の場合、検索する振込先口座名義人をカ

ナで入力する。 

給付種類 検索する給付の種類を選択する。 

指定医療機関番号及び指定指名機関番号との入力の組み合

わせによっては、エラーとなるので注意すること。 

・（診療）又は二次健診費のみを選択した場合、指定指名

機関番号を入力するとエラーとなる。 

・（薬剤）のみを選択した場合、指定医療機関番号を入力

するとエラーとなる。 

支払方法 検索する支払方法を選択する。 

銀行振込 …………………………… 「銀行振込」 

国立機関への支払 ………………… 「国庫内移換」 

 

(ﾆ) 出力条件 

入力項目にて指定された条件に該当する支払データが複数存在する場合には、最大１０００件分

について画面に出力する。 

指定された検索条件に該当する支払データが存在しない場合又は検索結果が１０００件を超え

た場合は、エラーメッセージが画面に出力される。 
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(ﾎ) 主な出力項目の説明 

出 力 項 目 出  力  要  領 

支払年月日 支払を行った年月日を出力する。 

給付名称 支払を行った給付名称を出力する。 

診薬の別 診薬の別について、以下の内容を出力する。 

診療費 …………………………………………… １ 

薬剤費 …………………………………………… ３ 

指定医療機関等番号 支払先の指定医療機関等番号を出力する。 

支払方法 支払方法を出力する。 

銀行振込 ………………………… 「銀行振込」 

国立機関への支払 ……………… 「国庫内移換」 

金融機関コード 支払方法が銀行振込の場合、振込先の金融機関コードを出

力する。 

口座名義人 支払方法が銀行振込の場合、口座名義人を出力する。 

支払金額 支払金額を出力する。 

相殺を行っている場合は相殺後の支払額を出力する（相殺

を行うのはアフターケア委託費のみである。）。 

 

 

(ﾍ) ボタン項目 

ボタン名 ボタン押下後の動き 

検索 入力項目に入力された条件で検索を行い、結果を出力項目に表示する。

詳細 検索結果の該当請求書に関する詳細情報を表示する。 

明細表出力 検索結果に関する印刷用のプレビュー画面を表示する。 

終了 医療機関／支払先単位の支払検索を終了する。 
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ロ 医療機関／支払先単位の支払詳細画面 

(ｲ) 画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 出力条件 

医療機関／支払先単位の支払検索・一覧画面にて指定された支払データを画面に出力する。 

 

(ﾊ) 主な出力項目の説明 

＜支払詳細情報＞ 

出 力 項 目 出  力  要  領 

指定医療機関等番号 

指定医療機関等名（カナ） 

指定医療機関等名（漢字） 

代表者名（カナ） 

代表者名（漢字） 

選択された支払データの支払先に関する情報を出力する。

請求元医療機関が一括契約機関の場合、一括振込先機関の

情報を出力する。 

診薬の別 診薬の別について、以下の内容を出力する。 

１：診療費 

３：薬剤費 

支払年月日 選択された支払データの支払年月日を出力する。 

給付名称 選択された支払データの給付名称を出力する。 

支払方法 支払方法を出力する。 

銀行振込 ………………………… 「銀行振込」 

国立機関への支払 ……………… 「国庫内移換」 
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出 力 項 目 出  力  要  領 

支払状態 検索時点における支払データの状態について、以下の内容

を出力する。 

１：支払処理済 

２：支払不能 

３：訂正依頼済 

４：訂正不能 

５：支払取消済 

 

ただし、支払先医療機関が差押えの場合、上記支払状態の

後ろに「（差押え）」を出力する。 

支払金額総計 選択された支払データの全支払金額を出力する。 

相殺金額総計 選択された支払データが、システムによる債権相殺を行っ

た場合、差し引きを行った回収金額の総計を出力する（相殺

を行うのはアフターケア委託費のみである。）。 

金融機関コード 

金融機関名 

店舗名 

支払方法が銀行振込の場合、振込先の金融機関情報を出力

する。 

預金種別 支払方法が銀行振込の場合、以下の内容を出力する。 

１：普通預金 

３：当座預金 

５：通知預金 

７：別段預金 

口座番号 

口座名義人 

支払方法が銀行振込の場合、振込先の口座情報を出力する。

 

＜指定医療機関等一覧情報＞ 

出 力 項 目 出  力  要  領 

指定医療機関等番号 詳細情報に出力された支払データに含まれる請求元医療機

関の指定医療機関等番号を出力する。 

指定医療機関等名 詳細情報に出力された支払データに含まれる請求元医療機

関の名称を出力する。 

支払金額 詳細情報に出力された支払データに含まれる請求元医療機

関への支払金額を出力する。 

システムによる債権相殺を行った場合、回収金額を差し引

いた後の支払金額を出力する（相殺を行うのはアフターケア

委託費のみである。）。 

相殺金額 詳細情報に出力された支払データに含まれる請求元医療機

関への支払金額に対して債権相殺を行った場合、差し引きを

行った回収金額を出力する（相殺を行うのはアフターケア委

託費のみである。）。 
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(ﾆ) ボタン項目 

ボタン名 ボタン押下後の動き 

詳細 検索結果の該当医療機関への支払に関する詳細情報を表示する。 

戻る 医療機関／支払先単位の支払検索・一覧画面に戻る。 

終了 医療機関／支払先単位の支払検索を終了する。 
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(5) 医療機関／債権相殺詳細画面（相殺を行うのはアフターケア委託費のみである。） 

 

イ 医療機関／債権相殺詳細画面 

(ｲ) 画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 出力条件 

「医療機関／医療機関単位の支払詳細画面」で出力された相殺金額について、債権相殺結果の内

容を画面に出力する。 

 

(ﾊ) 主な出力項目の説明 

＜債権相殺概要情報＞ 

出 力 項 目 出  力  要  領 

指定医療機関等番号 

指定医療機関等名（カナ） 

指定医療機関等名（漢字） 

支払先の指定医療機関等の情報を出力する。 

支払年月日 支払を行った年月日を出力する。 

給付名称 債権相殺を行った給付名称を出力する。 

相殺金額総計 債権相殺で差し引きを行った回収金額の総計を出力する。

相殺前支払金額総計 債権相殺で回収金額を差し引く前の支払金額を出力する。

支払金額総計 債権相殺で回収金額を差し引いた後の支払金額の総計を出

力する。 
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＜債権相殺一覧情報＞ 

出 力 項 目 出  力  要  領 

支払データ 

請求書データ受付番号 

債権相殺の対象として回収額の差し引き対象となった支払

請求書のデータ受付番号を出力する。 

支払データ 

以前入力／今回入力 

債権相殺の対象となった支払請求書の入力タイミングに基

づき、以下の内容を出力する。 

前支払期以前に入力 ……………… 「以前入力」 

前支払期以降に入力 ……………… 「今回入力」 

回収データ 

回収データ受付番号 

債権相殺の対象となった回収レセプトの請求書グループデ

ータ受付番号を出力する。 

回収データ 

回収追回番号 

債権相殺の対象となった回収レセプトの追回番号を出力す

る。 

相殺金額 債権相殺の対象となった回収レセプトの回収金額を出力す

る。 

 

(ﾆ) ボタン項目 

ボタン名 ボタン押下後の動き 

戻る 医療機関／医療機関単位の支払詳細画面に戻る。 

終了 支払検索を終了する。 
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(6) 預貯金口座明細表 

 

イ 被災者支払明細表 

(ｲ) 様式 
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(ﾛ) 印書内容 

「個人／被災者単位の支払検索・一覧画面」で検索した結果について、支払情報の一覧を出力す

る。 

 

出 力 項 目 出  力  要  領 

支払年月日 支払を行った年月日を出力する。 

給付名称 支払を行った給付名称を出力する。 

労働保険番号 

健康管理手帳番号 

年金証書番号 

生年月日 

傷病年月日 

被災者に関する給付キーを出力する。 

指定指名番号 柔道整復師等の委任の場合、柔道整復師等の指定指名機関

番号を出力する。 

被災者氏名 被災者氏名を出力する。 

委任未支給 委任未支給について、以下の内容を出力する。 

委任 

未支給 

未支給の委任 

医療機関 

柔道整復師等に対する受任者払 

未支給の柔整師等委任 

支払方法 支払方法について、以下の内容を出力する。 

銀行振込（本省） 

銀行振込（その他） 

当地払 

送金払 

外国払 

金融機関コード 

金融機関名 

預金種別 

口座番号 

口座名義人 

「－」を出力する。 

支払金額 支払金額を出力する。 

相殺金額 システムにおける債権相殺を行った場合、差し引きを行っ

た回収金額を出力する（相殺を行うのはアフターケア通院費

のみである。）。 

備考 支払データのデータ受付番号、追回番号を出力する。 

支払金額総合計 出力した支払データの支払金額総計を出力する。 
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ロ 支払先明細表 

(ｲ) 様式 
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(ﾛ) 印書内容 

「個人／支払先単位の支払検索・一覧画面」で検索した結果について、支払情報の一覧を出力す

る。 

 

出 力 項 目 出  力  要  領 

支払年月日 支払を行った年月日を出力する。 

給付名称 支払を行った給付名称を出力する。 

労働保険番号 

健康管理手帳番号 

年金証書番号 

生年月日 

傷病年月日 

指名機関番号 

支払先に関する給付キー等を出力する。 

被災者本人 ……………… 給付キー 

事業主 …………………… 事業場の労働保険番号 

柔道整復師等 …………… 指定指名機関番号 

非指定医療機関 ………… 出力しない 

遺族 ……………………… 給付キー 

給付キーの内、被災者氏名カナについては支払先、支払方

法により支払先名、口座名義人に出力するが、そこで出力で

きない場合は備考欄に出力する。 

支払先名 支払先の名称を出力する。 

委任未支給 委任未支給について、以下の内容を出力する。 

委任 

未支給 

未支給の委任 

医療機関 

柔道整復師等に対する受任者払 

未支給の柔整師等委任 

支払方法 支払方法について、以下の内容を出力する。 

銀行振込（本省） 

銀行振込（その他） 

当地払 

送金払 

外国払 

金融機関コード 

金融機関名 

支払方法が銀行振込の場合、振込先の金融機関情報を出力

する。 

預金種別 支払方法が銀行振込の場合、以下の内容を出力する。 

普通預金 

当座預金 

口座番号 

口座名義人 

支払方法が銀行振込の場合、振込先の口座情報を出力する。

支払金額 支払金額を出力する。 
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出 力 項 目 出  力  要  領 

相殺金額 システムにおける債権相殺を行った場合、差し引きを行っ

た回収金額を出力する（相殺を行うのはアフターケア通院費

のみである。）。 

備考 上段に支払データのデータ受付番号、追回番号を出力する。

下段には支払先、口座名義人に被災者氏名カナが出力でき

なかった場合に被災者氏名カナを出力する。 

支払金額総合計 出力した支払データの支払金額総計を出力する。 
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ハ 医療機関支払明細表 

(ｲ) 様式 
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(ﾛ) 印書内容 

「医療機関／医療機関単位の支払検索・一覧画面」で検索した結果について、支払情報の一覧を

出力する。 

 

出 力 項 目 出  力  要  領 

支払年月日 支払を行った年月日を出力する。 

給付名称 支払を行った給付名称を出力する。 

診薬の別 診薬の別について、以下の内容を出力する。 

診療費 …………………………………………… １ 

薬剤費 …………………………………………… ３ 

指定医療機関等番号 指定医療機関等番号を出力する。 

指定医療機関等名 指定医療機関等名称を出力する。 

支払方法 支払方法を出力する。 

銀行振込 ………………………… 「銀行振込」 

国立機関への支払 ……………… 「国庫内移換」 

金融機関コード 

金融機関名 

預金種別 

口座番号 

口座名義人 

「－」を出力する。 

支払金額 支払金額を出力する。 

相殺金額 システムにおける債権相殺を行った場合、差し引きを行っ

た回収金額を出力する（相殺を行うのはアフターケア委託費

のみである。）。 

支払金額総合計 出力した支払データの支払金額総計を出力する。 
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ニ 医療機関支払先明細表 

(ｲ) 様式 
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(ﾛ) 印書内容 

「医療機関／支払先単位の支払検索・一覧画面」で検索した結果について、支払情報の一覧を出

力する。 

 

出 力 項 目 出  力  要  領 

支払年月日 支払を行った年月日を出力する。 

給付名称 支払を行った給付名称を出力する。 

診薬の別 以下の診薬の別に対応するコードを出力する。 

診療費 …………………………………………… １ 

薬剤費 …………………………………………… ３ 

指定医療機関等番号 指定医療機関等番号を出力する。 

指定医療機関等名 指定医療機関等名称を出力する。 

支払方法 支払方法を出力する。 

銀行振込 ………………………… 「銀行振込」 

国立機関への支払 ……………… 「国庫内移換」 

金融機関コード 

金融機関名 

支払方法が銀行振込の場合、振込先の金融機関情報を出力

する。 

預金種別 支払方法が銀行振込の場合、以下の内容を出力する。 

普通預金 

当座預金 

通知預金 

別段預金 

口座番号 

口座名義人 

支払方法が銀行振込の場合、振込先の口座情報を出力する。

支払金額 支払金額を出力する。 

相殺金額 システムにおける債権相殺を行った場合、差し引きを行っ

た回収金額を出力する（相殺を行うのはアフターケア委託費

のみである。）。 

支払金額総合計 出力した支払データの支払金額総計を出力する。 
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12 指定医療機関等の差し押さえ・相殺の設定 

(1) 機械処理の流れ 

機械処理の流れ 処理の説明 

  

 

● 債権相殺禁止／本省差し押さえ機関登録帳

票を OCR 入力する。 

 

 

 

 

● 即時にキャンセルのチェックが行われる。キ

ャンセルとなったものについては、キャンセル

メッセージを処理結果画面に出力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 処理結果を処理結果画面に出力する。 

 

I-12- 1 - 



(2) 様式 

 

I-12- 2 - 



(3) 入力項目 

相殺不可設定 差し押さえ機関登録 入力形態 

入力項目名 設定 取消 設定 取消 

①指定医療機関番号／ 

指定薬局番号 
※1 ※1 ○ ○ 

②局コード ※1 ※1 × × 

③処理対象 1 1 2 2 

④診療費 × × ※2 ※2 

⑤委託費 ○ ○ ※2 ※2 

⑥二次健診 × × ※2 ※2 

⑦設定・取消別 1 9 1 9 

○……必ず記入する。×……記入しない。空欄…該当する場合に記入する。 

※1 …①指定医療機関番号／指定薬局番号又は②局コードのどちらかを必ず記入する。 

※2 …④診療費～⑥二次健診のうちいずれか 1つを必ず記入する。 

 

(4) 記入要領 

項目 

番号 
入力項目名 記入要領 

1 指定医療機関番号／

指定薬局番号 

指定医療機関番号又は指定薬局の番号により処理を

行う場合記入する。 

2 局コード 指定された局配下の全ての医療機関・指定薬局を対

象に処理を行なう場合記入する。 

3 処理対象 処理対象を以下のコードで記入する。 

 相殺不可設定 ······················ 1 

 差し押さえ機関登録 ················ 2 

4 診療費 診療費・薬剤費に対して処理を行う場合「1」を記入

する。 

5 委託費 アフターケア委託費に対して処理を行う場合「1」を

記入する。 

6 二次健診 二次健診に対して処理を行う場合「1」を記入する。

7 設定・取消別 設定・取消し別を以下のコードで記入する。 

 処理対象の設定を行う場合 ·········· 1 

 処理対象の設定を取消する場合 ······ 9 
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(5) 形式チェック・業務チェック 

チェック内容 メッセージ ID キャンセル概要 

相殺不可設定

可否チェック 

ET_19302 「相殺不可設定」を入力できるのは、対象業務が「ア

フターケア委託費」の場合のみである。 

一括機関チェ

ック 

ET_10117 一括指定機関に対する相殺不可・差押の登録はでき

ない。 

二次健診処理

チェック 

ET_19289 指定薬局の番号では二次健診の処理を行えない。 

 

(6) 処理結果画面 

イ 内容 

処理結果メッセージを FatClient の処理結果画面に出力する。 

ロ 出力時期 

債権相殺禁止／本省差し押さえ機関登録帳票入力後即時に出力する。 

ハ 事務処理 

キャンセルメッセージが出力されている場合、キャンセルとなった原因を確認し、正しい内容に修

正して再び OCR 入力を行うこと。 
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１３．年金・一時金支払本省機能 

 (1)処理情報訂正 

  訂正票にて基本権取消の決議を行う場合の処理である。履歴検索、登記、取消については、

本省のみで実施可能であるが、再出力と決議処理については、監督署でも実行可能である。また、

訂正決議処理については、監督署編を参照すること。 

   
イ 記入項目 

  

 番  

 号 

 

項   目   名 履歴検索 登記 再出力 取消 

1 実行コード × 1 5 9 

2 債権コード × △   

3 出力枚数 × ×   

4 枚目 × 1   

5 枚中 × 1   

6 項目（群）番号 900 900 900 900 

7 検索期間（いつから） × ×   

8 検索期間（いつまで） × ×   

9 年金証書番号 Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ 

10 被災者生年月日 Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ 

11 枝番号 × × × × 

12 データ受付番号 Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ 

13 訂正番号 × × × × 

14 

～ 

53 

その他の項目 × 

ロ 項目別

記入要領

参照 

  

△ ･･･ 任意入力項目、× ･･･ 入力不可項目、空欄 ･･･ 未使用 

Ⓐ・Ⓑ ･･･ Ⓐ又はⒷのいずれか必須入力項目 

数字が記入されている項目は、その数字が必須入力 

太字の項目は、「履歴検索」時に機械印字する。 
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ロ 項目別記入要領 

番号 項  目 記   入   要   領 

1 実行コード 処理により下記のコードを記入する。 

履歴検索 ………………………… 記入しない 

登記 ………………………………………… 1 

決議書再出力 ……………………………… 5 

取消 ………………………………………… 9 

※修正「3」は入力不可。 

2 債権コード 処理情報訂正後に発生する回収額を債権管理する場合は、下記

のコードを記入する。 

保留 ……………………………… 記入しない 

債権管理 …………………………………… 1 

3 出力枚数 記入しない。 

4 枚目 “1”を記入する。 

5 枚中 “1”を記入する。 

6 項目（群）番号 訂正する項目の項目番号の属する項目群番号を記入する。 

処理情報 …………………………………… 900 

7 検索期間（いつか
ら） 

記入しない。 

8 検索期間（いつま
で） 

記入しない。 

9 年金証書番号 年金給付の処理情報を訂正する場合に記入する。 

10 被災者生年月日 年金証書番号を記入する場合は必ず記入する。 

11 枝番号 記入しない。 

12 データ受付番号 一時金給付の処理情報を訂正する場合に記入する。  

13 訂正番号 記入しない。 
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番号 項  目 記   入   要   領 

選択 

 処理区分②を訂正する（給付の基本権を取消す）場合は、下記

のコードを記入する。       

   訂正 …………………………………… 1 

訂 正 変 更 年 月

（日） 

 記入しない。 

901 
処 
理 
区 
分 
② 
 

訂正データ 

 訂正する場合は、下記の「処理区分②」［1 桁］を左詰めで記

入する。 

  基本権取消 …………………………… 99  
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ハ 訂正票入力時の出力帳票 

出力帳票名 
出 力 

帳票番号 

履 

歴 

検 

索 

登 

 

記 

再 

出 

力 

取  

 

消 

出力端末装置 

訂正票 563 ● × × × 
ＯＣＲ 

専用プリンタ 

訂正決議書 － × ● ● × 
ＯＣＲ 

専用プリンタ 

債務者登録票 － × △ △ × 
ＯＣＲ 

専用プリンタ 

年金内訳リスト － × Ⓐ※1 Ⓐ※1 × 
ＯＣＲ 

専用プリンタ 

一時金内訳リスト － × Ⓑ※1 Ⓑ※1 × 
ＯＣＲ 

専用プリンタ 

年金内訳リスト 

（特別遺族）  
－ × Ⓐ※2 Ⓐ※2 × 

ＯＣＲ 

専用プリンタ 

一時金内訳リスト 

（特別遺族）  
－ × Ⓑ※2 Ⓑ※2 × 

ＯＣＲ 

専用プリンタ 

● ･･･ 出力、△ ･･･ 条件出力、× ･･･ 非出力 

Ⓐ・Ⓑ ･･･ ⒶのみあるいはⒷのみあるいはⒶ及びⒷを出力 

※1…特別遺族以外の場合に出力する 

※2…特別遺族の場合に出力する 

 

 

ニ 訂正票入力時の出力画面 

訂正票の入力処理が正常に終了した場合は、送信完了画面を出力する。 

キャンセルの場合は、帳票入力画面下部のメッセージエリアにエラーメッセージを出力する。 

  （出力項目の説明については、監督署編を参照のこと） 
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ホ 訂正決議書入力時の出力帳票 

出力帳票名等 年金 
一時金

のみ 

年金・

一時金
出力端末装置 

変更決定通知書（教示文

なし） 
△※1 × △※1

ＯＣＲ 

専用プリンタ 

変更決定通知書（教示文

なし、特別遺族）  
△※2 × △※2

ＯＣＲ 

専用プリンタ 

支給決定通知書 × △※1 △※1

ＯＣＲ 

専用プリンタ 

支給決定通知書（特別遺

族）        
× △※2 △※2

ＯＣＲ 

専用プリンタ 

債権確認書 × △ △ 
ＯＣＲ 

専用プリンタ 

△ ･･･ 条件出力、× ･･･ 非出力 

※1…特別遺族以外の場合に出力する 

※2…特別遺族の場合に出力する 

 

 

ヘ 留意点 

ａ 文書報告事案の場合、登記処理までを本省（業務課）にて行い、決議書再出力（実行

コード：５）～決議入力は監督署にて行う。 

ｂ 基本権取消する給付以外にも同一被災者に対して給付を行っている場合は、基本権取

消する給付以降に支給決定されたすべての給付の基本権が取り消される。 

ｃ 年金を基本権取消する場合は、システムで管理している定額の特別支給金、前払一時

金、失権差額一時金及び未支給金も合わせて基本権取消にする。 

ｄ 年金給付の定額の特別支給金はそれだけで１給付として扱うため、年金と定額の特別

支給金のある年金給付は２給付として扱う。 

e 基本権取消後、新たに年金給付の支給決定を行った際に既に支払済である定額の特別

給付金が算出された場合は、定額の特別支給金の二重払いを避けること。 

この場合以下のとおり対応すること。 

①局から報告を受け、基本権取り消しの登記を行う。 

②署に連絡し、基本権取消の決議書を再出力及び機械入力を依頼する。この際、発生した

債権については、以下のとおり対応する。 

a)歳入外債権の場合 

署での債権確認書登記後、署からの連絡を受け、回収額登記票の入力を行う。 

Ⅰ-13-(1)-5 



b)歳入金債権の場合 

署での債権確認書登記後、署からの連絡をうけ、ADAMS 端末から回収情報を登記する際に、

当該データを登録対象外とする。 

③署からの連絡を受け、行政裁量処理により年金として計上された回収額を全額削除する。 

④署へ新規支給決定処理を行うよう依頼する。 

 なお、この際、支払方法として「当地」または「送金」を選択するよう伝える。 

⑤署での支給決定処理完了後、署からの連絡をうけ、行政裁量にて取り消した年金にて支

払い済みの額を削除する。 
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(2)実額情報訂正 

訂正帳票にて一時金給付の実額訂正の決議を行う場合の処理である。履歴検索、登記、

修正、取消については、本省のみで実施可能であるが、再出力と決議処理については、監督

署でも実行可能である。また、訂正決議処理については、監督署編を参照すること。 

 

イ 記入項目 

  

 番  

 号 

 

項   目   名 履歴検索 登記 修正 再出力 取消 

1 実行コード × 1 3 5 9 

2 債権コード × × × × × 

3 出力枚数           

4 枚目 × 1 1     

5 枚中 × 1 1     

6 項目（群）番号 910 910 910 910 910 

7 検索期間（いつから） × × ×     

8 検索期間（いつまで） × × ×     

9 年金証書番号 × × × × × 

10 被災者生年月日 × × × × × 

11 枝番号 × × × × × 

12 データ受付番号 ● ● ● ● ● 

13 訂正番号 × × × × × 

14 

～ 

53 

その他の項目 × 

ロ 項目別

記入要領

参照 

ロ 項目

別記入要

領参照

    

● ･･･ 必須入力項目、× ･･･ 入力不可項目、空欄 ･･･ 未使用 

数字が記入されている項目は、その数字が必須入力 

太字の項目は、「履歴検索」時に機械印字する。 
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ロ 項目別記入要領 

番号 項  目 記   入   要   領 

1 実行コード 処理により下記のコードを記入する。 

履歴検索 ………………………… 記入しない 

登記 ………………………………………… 1 

修正 ………………………………………… 3 

決議書再出力 ……………………………… 5 

取消 ………………………………………… 9 

2 債権コード 記入しない。 

3 出力枚数 記入しない。 

4 枚目 “1”を記入する。 

5 枚中 “1”を記入する。 

6 項目（群）番号 訂正する項目の項目番号の属する項目群番号を記入する。 

実額訂正 …………………………………… 910 

7 検索期間（いつか
ら） 

記入しない。 

8 検索期間（いつま
で） 

記入しない。 

9 年金証書番号 記入しない。 

10 被災者生年月日 記入しない。 

11 枝番号 記入しない。 

12 データ受付番号 訂正対象のデータ受付番号を記入する。  

13 訂正番号 記入しない。 
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項目 入力項目 記   入   要   領 

選択 

 三・事等調整を訂正する場合は、下記のコードを記入する。

  訂正 …………………………………… 1 

訂正変更年月（日） 
 記入しない。 

911 

三 

・ 

事 

等 

調 

整 

訂正データ 

 訂正する場合は、訂正後の下記の「三・事等調整」［1 桁］

を左詰めで記入する。 

  第三者行為災害 ……………………… 1  

  内払 …………………………………… 2 

  充当 …………………………………… 3 

  事業主損賠調整 ……………………… 5 

  その他 ………………………………… 7 

選択 

 一時金の保険給付額を訂正する場合は、下記のコードを記

入する。 

  訂正 …………………………………… 1 

訂正変更年月（日） 
 記入しない。 

912 

実 

額 

 

保 

険 

 
訂正データ 

 訂正する場合は、訂正後の「実額（保険）」［9桁以内］を左

詰めで記入する。 

 なお、入力しない場合は、実額（保険）は 0円となる。 

選択 

（ 

） 

 一時金の特別給付額を訂正する場合は、下記のコードを記

入する。 

  訂正 …………………………………… 1 

訂正変更年月（日） 
 記入しない。 

913 

実 

額 

 

特 

一 

時 

金 

 

訂正データ 

（ 

 訂正する場合は、訂正後の「実額（特一時金）」［9桁以内］

を左詰めで記入する。 

 なお、入力しない場合は、実額（特一時金）は 0円となる。

） 
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 一時金の定額の特別支給金額を訂正する場合は、下記のコ

ードを記入する。 

  訂正 …………………………………… 1 
選択 

訂正変更年月（日） 
 記入しない。 

914 

実 

額 

 

定 

額 

 

訂正データ 

（ 

 訂正する場合は、訂正後の「実額（定額）」［9桁以内］を左

詰めで記入する。 

 なお、入力しない場合は、実額（定額）は 0円となる。 

） 

 

 

ハ 訂正票入力時の出力帳票 

出力帳票名 
出 力 

帳票番号 

履 

歴 

検 

索 

登 

 

記 

修 

 

正 

再 

出 

力 

取  

 

消 

出力端末装置 

訂正票 563 ● × × × × 
ＯＣＲ 

専用プリンタ 

訂正決議書 － × ● ● ● × 
ＯＣＲ 

専用プリンタ 

一時金内訳リスト － × △※1 △※1 △※1 × 
ＯＣＲ 

専用プリンタ 

一時金内訳リスト 

（特別遺族）  
－ × △※2 △※2 △※2 × 

ＯＣＲ 

専用プリンタ 

● ･･･ 出力、△･･･ 条件出力、× ･･･ 非出力 

※1…特別遺族以外の場合に出力する 

※2…特別遺族の場合に出力する 
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ニ 訂正票入力時の出力画面 

訂正票の入力処理が正常に終了した場合は、送信完了画面を出力する。 

キャンセルの場合は、帳票入力画面下部のメッセージエリアにエラーメッセージを出力する。 

  （出力項目の説明については、監督署編を参照のこと） 

ホ 訂正決議書入力時の出力帳票 

出力帳票名等 年金 
一時金

のみ 

年金・

一時金
出力端末装置 

支給決定通知書 × △※1 △※1

ＯＣＲ 

専用プリンタ 

支給決定通知書（特別遺

族）        
× △※2 △※2

ＯＣＲ 

専用プリンタ 

債権確認書 × △ △ 
ＯＣＲ 

専用プリンタ 

△ ･･･ 条件出力、× ･･･ 非出力 

※1…特別遺族以外の場合に出力する 

※2…特別遺族の場合に出力する 

 

 

ヘ 留意点 

ａ 文書報告事案の場合、登記処理までを本省（業務課）にて行い、決議書再出力（実行

コード：５）～決議入力は監督署にて行う。 

ｂ 実額入力事案について追給・回収額を発生させるような訂正を行う場合は再度実額事

案となる。 

ｃ 一時金給付が「委任」又は「委任の未支給」として請求された給付の場合は、支給決

定通知書を委任者と受給権者向けに それぞれ出力を行う。 

ｄ 訂正した結果、「実額（保険）」、「実額（特一時金）」、「実額（定額）」すべての一時金

支払額が 0円となるような訂正はできない。このような事案の場合は基本権取消事案と

なるため、処理情報訂正処理にて行う。 

ｅ 訂正した結果、「実額（保険）」、「実額（特一時金）」、「実額（定額）」の各給付額で追

給・回収が混在するような入力は、キャンセルとなる。このような事案の場合は、追給

分と回収分の訂正を分けて訂正入力すること。 
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(3)行政裁量 

内払残額調整や当期支払額調整が必要な場合に実施する。 

 
行政裁量関係処理の流れ 

本     省 労災システム 

  

行

政

裁

量

関

係

処

理 

 
調整情報 

登録 
入力

出力

登録処理

確認画面 
入力

出力
完了画面 

入力画面 

登録内容 
確認  
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①行政裁量メニュー 

 行政裁量関係処理のメニューを選択する。 

 
イ 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ロ 入力項目 

番

号 
入 力 項 目 

メニュー

選択 

1 メニュー番号 ● 

年金証書番号 ● 2 

枝番 △ 

3 被災者生年月日 ● 

4 支払期 △ 

5 行政裁量の種類 ● 

●…必須入力項目  △…任意入力項目 
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ハ 入力要領 

番

号 
入 力 項 目 入   力   要   領 

1 メニュー番号  以下のいずれかのメニュー番号を選択する。 

 登録……………………………………………1 

 修正……………………………………………2 

 削除……………………………………………3 

年金証書番号  処理対象の年金証書番号を入力する。 2 

 枝番  当期支払額調整の場合で、遺族（補償）年金、又は特別遺族年

金の場合は必ず入力する。 

 内払残額調整の場合は入力しない。 

3 被災者生年月日 被災者生年月日を入力する。 

4 支払期 処理対象の支払期年月を入力する。 

5 行政裁量の種類 以下のいずれかを選択する。 

内払残額調整…………………………………1 

当期支払額調整………………………………2 

 

Ⅰ-13-(3)-3 



 
 ニ 出力画面 

選択したメニューにより、以下の画面を出力する。  

行政裁量の種類 

選択 

メニュー

番号 

出  力  画  面 掲載場所 

1:登録 行政裁量情報（内払残調整）入力画面 ②ⅰイ内払残額調整登録 

2:修正 行政裁量情報（内払残調整）修正画面 ②ⅱイ内払残額調整修正 

1：内払残額調整 

3:削除 行政裁量情報（内払残調整）削除画面 ②ⅲイ内払残額調整削除 

1:登録 行政裁量情報（当期支払額調整）入力

画面 

③ⅰイ当期支払額調整登録

2:修正 行政裁量情報（当期支払額調整）修正

画面 

③ⅱイ当期支払額調整修正

2：当期支払額調整 

3:削除 行政裁量情報（当期支払額調整）削除

画面 

③ⅲイ当期支払額調整削除

 
 ホ 留意点 

a 登録済の当期支払期の内払残額調整情報が存在する場合は、重複して内払残額調整情報の登

録を行うことはできない。（内払残額調整情報の修正、削除は実施できる。）同様に、登録済の

当期支払期の当期支払額調整情報が存在する場合は、重複して当期支払額調整情報の登録を行

うことはできない。
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 ②内払残額調整 

ⅰ登録 

イ 内払残額調整登録 

(ｲ) 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ﾛ) 入力項目 

番

号 
入 力 項 目 

メニュー

選択 

1 事由（年金） △ 

2 事由（特年） △ 

3 事由（援護費） △ 

4 行政裁量額（年金） △ 

5 行政裁量額（特年） △ 

6 行政裁量額（援護費） △ 

●…必須入力項目  △…任意入力項目 
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(ﾊ) 入力要領 

番

号 
入 力 項 目 入   力   要   領 

1 事由（年金） 

 2 桁の事由コードを入力すること。  

 「08：既存障害等級の変更」の場合、障害（補償）年金であること。

 「09：時限措置」の場合、傷病（補償）年金、又は障害（補償）年金

であること。 

 「11：障害なし若年停止」の場合、遺族（補償）年金であること。 

 ただし、「14：傷病差額特別年金事案」は入力できない。 

2 事由（特年） 

2 桁の事由コードを入力すること。特別遺族年金の場合は入力しない。

「08：既存障害等級の変更」の場合、障害（補償）年金であること。

「09：時限措置」の場合、傷病（補償）年金、又は障害（補償）年金

であること。 

「11：障害なし若年停止」の場合、遺族（補償）年金であること。 

「14：傷病差額特別年金事案」の場合、傷病（補償）年金であること。

ただし、「01：民賠調整」「07：厚年附則 7条」は入力できない。 

3 事由（援護費） 

2 桁の事由コードを入力すること。特別遺族年金の場合は入力しない。

「08：既存障害等級の変更」の場合、障害（補償）年金であること。

「09：時限措置」の場合、傷病（補償）年金、又は障害（補償）年金

であること。 

「11：障害なし若年停止」の場合、遺族（補償）年金であること。 

ただし、「01：民賠調整」「07：厚年附則 7条」「14：傷病差額特別年金

事案」は入力できない。 

4 行政裁量額（年金） 事由（年金）を入力した場合は、必ず入力すること。 

5 行政裁量額（特年） 事由（特年）を入力した場合は、必ず入力すること。 

ただし、特別遺族年金の場合は、入力しないこと。 

6 行政裁量額（援護費） 事由（援護費）を入力した場合は、必ず入力すること。 

ただし、特別遺族年金の場合は、入力しないこと。 
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行政裁量事由コード 

  内       容 備       考 

01 民賠調整   

02 擬制データ変更・訂正 
S．53.10.31 旧システム移行 S．57.4.30 給付基礎日額

の特例  

03 基本権取消による内払・充当   

04 期限経過   

05 債権追加   

06 債権分割 債務者二人以上 

07 厚年附則第７条   

08 既存障害等級の変更   

09 時限措置 （－４０日、－２０日） 

10 
昭和４１年１月以前の支給事由発生年

月日 
  

11 障害なし若年停止 ５５歳～６０歳の障害なし 

12 療養不服従 （１０／３６５ 支給制限） 

13 転給時効   

14 傷病差額特別年金事案 休業給付基礎日額を必要とする 

15 その他   

16 休業内払 年金過払額を休業で内払した場合 

17 年金を消去し特年のみ支給 岡山局 公害健康被害補償法関係等 

18 併合繰上等の特支金欄に実額を入力   

19 前払調整残額を残し再発・再治ゆ 新規決定した障害(補償)年金に当該調整残額をのせる 

20 援護費職権入力等による追給額消去   

21     

22     

23     

24     

99 
支払取消後当該年金額を次支払期に

計上 
主に外国送金支払事故で使用 
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 (ﾆ) 出力画面 

押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

登録 行政裁量情報（内払残調整）入力

確認画面 

②ⅰロ内払残額調整登録確認 

(ｲ)入力画面 

戻る 行政裁量関係処理メニュー画面 ①行政裁量メニュー 

終了 （画面を閉じる） - 
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ロ 内払残額調整登録確認 

(ｲ) 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ﾛ) 出力画面 

押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

登録 行政裁量情報（内払残調整）入力

完了画面 

次ページ 

戻る 行政裁量情報（内払残調整）入力

画面 

②ⅰイ内払残額調整登録 

(ｲ)入力画面 

終了 （画面を閉じる） - 
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内払残額調整入力完了画面 
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ⅱ修正 

イ 内払残額調整修正 

(ｲ) 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ﾛ) 入力項目 

番

号 
入 力 項 目 

メニュー

選択 

1 事由（年金） △ 

2 事由（特年） △ 

3 事由（援護費） △ 

4 行政裁量額（年金） △ 

5 行政裁量額（特年） △ 

6 行政裁量額（援護費） △ 

●…必須入力項目  △…任意入力項目 
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(ﾊ) 入力要領 

番

号 
入 力 項 目 入   力   要   領 

1 事由（年金） 

 定められた 2桁の事由コードを入力すること。  

 「08：既存障害等級の変更」の場合、障害（補償）年金であること。

 「09：時限措置」の場合、傷病（補償）年金、又は障害（補償）年金

であること。 

 「11：障害なし若年停止」の場合、遺族（補償）年金であること。 

 ただし、「14：傷病差額特別年金事案」は入力できない。 

2 事由（特年） 

定められた 2桁の事由コードを入力すること。  

「08：既存障害等級の変更」の場合、障害（補償）年金であること。

「09：時限措置」の場合、傷病（補償）年金、又は障害（補償）年金

であること。 

「11：障害なし若年停止」の場合、遺族（補償）年金であること。 

「14：傷病差額特別年金事案」の場合、傷病（補償）年金であること。

ただし、「01：民賠調整」「07：厚年附則 7条」は入力できない。 

3 事由（援護費） 

定められた 2桁の事由コードを入力すること。  

「08：既存障害等級の変更」の場合、障害（補償）年金であること。

「09：時限措置」の場合、傷病（補償）年金、又は障害（補償）年金

であること。 

「11：障害なし若年停止」の場合、遺族（補償）年金であること。 

ただし、「01：民賠調整」「07：厚年附則 7条」「14：傷病差額特別年金

事案」は入力できない。 

4 行政裁量額（年金） 事由（年金）を入力した場合は、必ず入力すること。 

5 行政裁量額（特年） 事由（特年）を入力した場合は、必ず入力すること。 

ただし、特別遺族年金の場合は、入力しないこと。 

6 行政裁量額（援護費） 事由（援護費）を入力した場合は、必ず入力すること。 

ただし、特別遺族年金の場合は、入力しないこと。 

(ﾆ) 出力画面 

押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

登録 行政裁量情報（内払残調整）修正

確認画面 

②ⅱロ内払残額調整修正確認 

(ｲ)入力画面 

戻る 行政裁量関係処理メニュー画面 ①行政裁量メニュー 

終了 （画面を閉じる） - 
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ロ 内払残額調整修正確認 

(ｲ) 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ﾛ) 出力画面 

押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

登録 行政裁量情報（内払残調整）修正

完了画面 

次ページ 

戻る 行政裁量情報（内払残調整）修正

画面 

②ⅱイ内払残額調整修正 

(ｲ)入力画面 

終了 （画面を閉じる） - 
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内払残額調整修正完了画面 
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ⅲ削除 

イ 内払残額調整削除 

(ｲ) 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ﾛ) 出力画面 

押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

削除 行政裁量情報（内払残調整）削除

確認画面 

②ⅲロ内払残額調整削除確認 

(ｲ)入力画面 

戻る 行政裁量関係処理メニュー画面 ①行政裁量メニュー 

終了 （画面を閉じる） - 
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ロ 内払残額調整削除確認 

(ｲ) 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ﾛ) 出力画面 

押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

削除 行政裁量情報（内払残調整）削除

完了画面 

次ページ 

戻る 行政裁量情報（内払残調整）削除

画面 

②ⅲイ内払残額調整削除 

(ｲ)入力画面 

終了 （画面を閉じる） - 
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(ﾊ) 内払残額調整削除完了画面 
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 ③当期支払額調整 

ⅰ登録 

イ 当期支払額調整登録 

(ｲ) 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ﾛ) 入力項目 

番

号 
入 力 項 目 

メニュー

選択 

1 事由（年金） △ 

2 事由（特年） △ 

3 事由（援護費） △ 

4 行政裁量額（年金） △ 

5 行政裁量額（特年） △ 

6 行政裁量額（援護費） △ 

●…必須入力項目  △…任意入力項目 
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(ﾊ) 入力要領 

番

号 
入 力 項 目 入   力   要   領 

1 事由（年金） 

2 桁の事由コードを入力すること。 

 「08：既存障害等級の変更」の場合、障害（補償）年金であること。

 「09：時限措置」の場合、傷病（補償）年金、又は障害（補償）年金

であること。 

 「11：障害なし若年停止」の場合、遺族（補償）年金であること。 

 ただし、「14：傷病差額特別年金事案」は入力できない。 

2 事由（特年） 

2 桁の事由コードを入力すること。特別遺族年金の場合は入力しない。

「08：既存障害等級の変更」の場合、障害（補償）年金であること。

「09：時限措置」の場合、傷病（補償）年金、又は障害（補償）年金

であること。 

「11：障害なし若年停止」の場合、遺族（補償）年金であること。 

「14：傷病差額特別年金事案」の場合、傷病（補償）年金であること。

ただし、「01：民賠調整」「07：厚年附則 7条」は入力できない。 

3 事由（援護費） 

2 桁の事由コードを入力すること。特別遺族年金の場合は入力しない。

「08：既存障害等級の変更」の場合、障害（補償）年金であること。

「09：時限措置」の場合、傷病（補償）年金、又は障害（補償）年金

であること。 

「11：障害なし若年停止」の場合、遺族（補償）年金であること。 

ただし、「01：民賠調整」「07：厚年附則 7条」「14：傷病差額特別年金

事案」は入力できない。 

4 行政裁量額（年金） 事由（年金）を入力した場合は、必ず入力すること。 

5 行政裁量額（特年） 事由（特年）を入力した場合は、必ず入力すること。 

ただし、特別遺族年金の場合は、入力しないこと。 

6 行政裁量額（援護費） 事由（援護費）を入力した場合は、必ず入力すること。 

ただし、特別遺族年金の場合は、入力しないこと。 

(ﾆ) 出力画面 

押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

登録 行政裁量情報（当期支払額調整）

入力確認画面 

③ⅰロ当期支払額調整登録確認 

(ｲ)入力画面 

戻る 行政裁量関係処理メニュー画面 ①行政裁量メニュー 

終了 （画面を閉じる） - 
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ロ 当期支払額調整登録確認 

(ｲ) 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ﾛ) 出力画面 

押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

登録 行政裁量情報（当期支払額調整）

入力完了画面 

次ページ 

戻る 行政裁量情報（当期支払額調整）

入力画面 

③ⅰイ当期支払額調整登録 

(ｲ)入力画面 

終了 （画面を閉じる） - 
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当期支払額調整入力完了画面 
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ⅱ修正 

イ 当期支払額調整修正 

(ｲ) 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ﾛ) 入力項目 

番

号 
入 力 項 目 

メニュー

選択 

1 事由（年金） △ 

2 事由（特年） △ 

3 事由（援護費） △ 

4 行政裁量額（年金） △ 

5 行政裁量額（特年） △ 

6 行政裁量額（援護費） △ 

●…必須入力項目  △…任意入力項目 
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(ﾊ) 入力要領 

番

号 
入 力 項 目 入   力   要   領 

1 事由（年金） 

2 桁の事由コードを入力すること。 

 「08：既存障害等級の変更」の場合、障害（補償）年金であること。

 「09：時限措置」の場合、傷病（補償）年金、又は障害（補償）年金

であること。 

 「11：障害なし若年停止」の場合、遺族（補償）年金であること。 

 ただし、「14：傷病差額特別年金事案」は入力できない。 

2 事由（特年） 

2 桁の事由コードを入力すること。特別遺族年金の場合は入力しない。

「08：既存障害等級の変更」の場合、障害（補償）年金であること。

「09：時限措置」の場合、傷病（補償）年金、又は障害（補償）年金

であること。 

「11：障害なし若年停止」の場合、遺族（補償）年金であること。 

「14：傷病差額特別年金事案」の場合、傷病（補償）年金であること。

ただし、「01：民賠調整」「07：厚年附則 7条」は入力できない。 

3 事由（援護費） 

2 桁の事由コードを入力すること。特別遺族年金の場合は入力しない。

「08：既存障害等級の変更」の場合、障害（補償）年金であること。

「09：時限措置」の場合、傷病（補償）年金、又は障害（補償）年金

であること。 

「11：障害なし若年停止」の場合、遺族（補償）年金であること。 

ただし、「01：民賠調整」「07：厚年附則 7条」「14：傷病差額特別年金

事案」は入力できない。 

4 行政裁量額（年金） 事由（年金）を入力した場合は、必ず入力すること。 

5 行政裁量額（特年） 事由（特年）を入力した場合は、必ず入力すること。 

ただし、特別遺族年金の場合は、入力しないこと。 

6 行政裁量額（援護費） 事由（援護費）を入力した場合は、必ず入力すること。 

ただし、特別遺族年金の場合は、入力しないこと。 

(ﾆ) 出力画面 

押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

登録 行政裁量情報（当期支払額調整）

修正確認画面 

③ⅱロ当期支払額調整修正確認 

(ｲ)入力画面 

戻る 行政裁量関係処理メニュー画面 ①行政裁量メニュー 

終了 （画面を閉じる） - 
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ロ 当期支払額調整修正確認 

(ｲ) 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ﾛ) 出力画面 

押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

登録 行政裁量情報（当期支払額調整）

修正完了画面 

次ページ 

戻る 行政裁量情報（当期支払額調整）

修正画面 

③ⅱイ当期支払額調整修正 

(ｲ)入力画面 

終了 （画面を閉じる） - 
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当期支払額調整修正完了画面 
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ⅲ削除 

イ 当期支払額調整削除 

(ｲ) 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ﾛ) 出力画面 

押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

削除 行政裁量情報（当期支払額調整）

削除確認画面 

③ⅲロ当期支払額調整削除確認 

(ｲ)入力画面 

戻る 行政裁量関係処理メニュー画面 ①行政裁量メニュー 

終了 （画面を閉じる） - 
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ロ 当期支払額調整削除確認 

(ｲ) 入力画面 

 
 

 
 (ﾛ) 出力画面 

押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

削除 行政裁量情報（当期支払額調整）

削除完了画面 

次ページ 

戻る 行政裁量情報（当期支払額調整）

削除画面 

③ⅲイ当期支払額調整削除 

(ｲ)入力画面 

終了 （画面を閉じる） - 
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当期支払額調整削除完了画面 
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(4)支払事故 

 支払事故が発生した場合、下記の年金支払関係処理により事故情報の登録・修正・削除、及び

事故解決情報の登録を行う。 

 
・支払事故情報登録 

 支払事故が発生した際に、事故情報を登録する。 

 
・支払事故情報修正・削除 

登録済みの支払事故情報を修正、削除する。 

 
・支払事故解決情報登録 

 登録した支払事故が解決した場合、解決情報を登録する。 
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支払事故情報登録・修正･削除、支払事故解決情報登録の流れ 

本     省 労災システム 

  

事

故

情

報

登

録 

  

 
 
 

修 
正 
・ 
削 
除 

  

解

決

情

報

登

録 

 
事故情報 

登録 
入力

出力

登録処理

確認画面 
入力

出力
完了画面 

入力画面 

登録内容 
確認  

 
事故情報 
修正/削除 

入力

出力

 
修正/削除

処理 

確認画面 
入力

出力
完了画面 

入力画面 

修正/削除 
内容確認  

 
解決情報 

登録 
入力

出力

登録処理

確認画面 
入力

出力
完了画面 

入力画面 

登録内容 
確認  
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①年金支払関係処理選択 

以下の入力画面より、実施する処理を選択する。 

 
 イ 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ロ 入力項目 

番

号 
入 力 項 目 

メニュー

選択 

1 メニュー番号 ● 

2 年金証書番号 △ 

3 支払期 △ 

●…必須入力項目  △…任意入力項目 
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 ハ 入力要領 

番

号 
入 力 項 目 入   力   要   領 

1 メニュー番号  実施したい処理を選択する。 

 1:支払事故登録 

2:支払事故修正 

3:再振込・再郵便振込 

4:再送付 

5:支払取消 

6:１年経過 

7:５年時効 

2 年金証書番号  メニュー番号が 3～7 の場合は、処理対象の年金証書番号を入

力する。枝番号は、遺族（補償）年金、又は特別遺族年金の場合

のみ入力する。 

3 支払期  登録対象の支払期を記入する。  

入力を省略した場合は、前期支払期の情報として処理する。 

 
 ニ 出力画面 

 選択したメニューにより、以下の画面を出力する。  

選択メニュー番号 出  力  画  面 掲載場所 

1:支払事故登録 支払事故情報入力画面 ②支払事故情報登録 

2:支払事故修正 支払事故情報修正・削除画面 ③支払事故情報修正・削除 

3:再振込・再郵便振込 

4:再送付 

5:支払取消 

6:１年経過 

7:５年時効 

支払事故解決情報入力画面 ④支払事故解決情報登録 

 
 ホ 留意点 

 a 基本権取消された情報に対しては、年金支払関係処理を実施することはできない。 

b メニュー番号 5：支払取消を登録した年金証書番号に対して、3:再振込・再郵便振込、4:

再送付、6:１年経過、7:５年時効を選択することはできない。 

c 削除済みの情報に対して、1：支払事故登録、2:支払事故修正を選択することはできない。 
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②支払事故情報登録 

 年金支払関係処理「1:支払事故登録」を選択して実施する。 

 イ 支払事故情報入力 

 (ｲ) 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ﾛ) 入力項目 

番

号 
入 力 項 目 

メニュー

選択 

1 年金証書番号 ● 

2 枝番号 △ 

3 支払期 △ 

4 事由 △ 

5 処理コード △ 

●…必須入力項目  △…任意入力項目 
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 (ﾊ) 入力要領 

番

号 
入 力 項 目 入   力   要   領 

1 年金証書番号  登録対象の年金証書番号を入力する。 

2 枝番号  遺族（補償）年金、又は特別遺族年金の場合のみ入力する。 

3 支払期  登録対象の支払期を記入する。  

入力を省略した場合は、前期支払期の情報として処理する。 

4 事由  処理に応じて以下のいずれかを入力する。処理コードが「登

録」又は「修正」の場合は、必ず入力する。 

  1 ……………………………………金融機関相違 

  2 ……………………………………口座番号相違 

  3 ……………………………………氏名相違 

  4 ……………………………………店舗相違 

  5 ……………………………………住所相違 

  6 ……………………………………死亡 

 9 ……………………………………その他 

5 処理コード  処理に応じて以下のいずれかを入力する。 

  空白…………………………………登録 

  1 ……………………………………修正 

  9 ……………………………………削除 

 
(ﾆ) 出力画面 

 押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

登録 支払事故情報入力確認画面 ②ロ支払事故情報入力確認 

戻る 年金支払関係処理メニュー画面 ①年金支払関係処理選択 

終了 （画面を閉じる） - 

 
(ﾎ) 留意点 

 a 年金証書番号、枝番号、支払期の組み合わせが重複している情報は登録できない。 

b 基本権取消された情報に対しては、年金支払関係処理を実施することはできない。 

c 小口融資対象の支払情報に対しては、支払事故事由の登録を実施することはできない。 
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ロ 支払事故情報入力確認 

 入力した支払事故情報を確認する。 

(ｲ) 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ﾛ) 入力項目 

 入力内容に問題がなければ「登録」ボタンを押下する。 

入力内容を修正する場合は「戻る」ボタンを押下する。 

Ⅰ-13-(4)-7 



 
 (ﾊ) 出力画面 

 押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

登録 支払事故情報入力完了画面 下図 

戻る 支払事故情報入力画面 ②イ支払事故情報登録 

終了 （画面を閉じる） - 

 
支払事故情報入力完了画面 
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③支払事故情報修正・削除 

 年金支払関係処理「2:支払事故修正」を選択して実施する。 

 

イ 支払事故修正・削除 

 (ｲ) 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ﾛ) 入力項目 

番

号 
入 力 項 目 

メニュー

選択 

1 事由 △ 

2 修正／削除 ● 

●…必須入力項目  △…任意入力項目 
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 (ﾊ) 入力要領 

番

号 
入 力 項 目 入   力   要   領 

1 事由  処理に応じて以下のいずれかを入力する。処理コードが「修

正」の場合は、必ず入力する。 

  1 ……………………………………金融機関相違 

  2 ……………………………………口座番号相違 

  3 ……………………………………氏名相違 

  4 ……………………………………店舗相違 

  5 ……………………………………住所相違 

  6 ……………………………………死亡 

 9 ……………………………………その他 

2 修正／削除  処理に応じて以下のいずれかを入力する。 

  1 ……………………………………修正 

  9 ……………………………………削除 

 
(ﾆ) 出力画面 

 押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

更新 支払事故情報修正・削除確認画面 ③ロ支払事故情報修正・削除確認 

戻る 年金支払関係処理メニュー画面 ①年金支払関係処理選択 

終了 （画面を閉じる） - 

 
(ﾎ) 留意点 

 a 小口融資対象の支払情報に対しては、支払事故事由の修正を実施することはできない。 
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ロ 支払事故情報修正・削除確認 

 入力した支払事故情報を確認する。 

(ｲ) 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ﾛ) 入力項目 

 入力内容に問題がなければ「更新」ボタンを押下する。 

入力内容を修正する場合は「戻る」ボタンを押下する。 
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 (ﾊ) 出力画面 

 押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

更新 支払事故情報修正・削除完了画面 下図 

戻る 支払事故情報修正・削除画面 ③イ支払事故情報修正・削除 

終了 （画面を閉じる） - 

 
支払事故情報修正・削除完了画面 
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④支払事故解決情報登録 

 年金支払関係処理「3:再振込・再郵便振込」「4:再送付」「5:支払取消」「6:１年経過」「7:５年

時効」を選択して実施する。 

 

イ 支払事故解決情報入力 

 (ｲ) 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ﾛ) 入力項目 

番

号 
入 力 項 目 

メニュー

選択 

1 解消年月日 △ 

2 処理コード △ 

3 当日分削除 △ 

●…必須入力項目  △…任意入力項目 
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 (ﾊ) 入力要領 

番

号 
入 力 項 目 入   力   要   領 

1 解消年月日  処理コードが 9：削除の場合は必ず入力する。 

2 処理コード  処理に応じて以下のいずれかを入力する。 

 登録 ……………………………………空白 

削除 …………………………………… 9 

3 当日分削除 当日入力した支払事故情報を削除する場合に入力する。 

削除 …………………………………… 9 

 
(ﾆ) 出力画面 

 押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

登録 支払事故解決情報入力確認画面 ④ロ支払事故解決情報入力確認 

戻る 年金支払関係処理メニュー画面 ①年金支払関係処理選択 

終了 （画面を閉じる） - 
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ロ 支払事故解決情報入力確認 

 入力した支払事故解決情報を確認する。 

(ｲ) 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ﾛ) 入力項目 

 入力内容に問題がなければ「登録」ボタンを押下する。 

入力内容を修正する場合は「戻る」ボタンを押下する。 
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 (ﾊ) 出力画面 

 押下したボタンにより、以下の画面を出力する。  

ボタン 出  力  画  面 掲載場所 

登録 支払事故解決情報入力完了画面 下図 

戻る 支払事故解決情報入力画面 ④イ支払事故解決情報登録 

終了 （画面を閉じる） - 

 
支払事故解決情報入力完了画面 
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(5)支払証明書発行 

 受給者からの要求により、支払証明書を発行する。 

 
 ①年金支払額証明検索 

 証明対象期間の支払情報を検索する。 

 
 イ 入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ロ 入力項目 

番

号 
入 力 項 目 

メニュー

選択 

年金証書番号 ● 1 

枝番 △ 

2 証明期間 ● 

●…必須入力項目  △…任意入力項目 
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 ハ 入力要領 

番

号 
入 力 項 目 入   力   要   領 

年金証書番号  処理対象の年金証書番号を入力する。 1 

 枝番  遺族（補償）年金、又は特別遺族年金の場合は必ず入力する。

2 証明期間 証明対象の支払期年月を元号 1 桁＋年 2 桁＋月 2 桁で入力す

る。元号は「5：昭和」「7：平成」のいずれかとすること。 

 
 ニ 出力帳票 

番

号 
帳 票 名 内 容 

1 支払証明書 特別遺族年金以外の場合に出力する。 

2 支払証明書（特別遺族） 特別遺族年金の場合に出力する。 
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 ホ 出力画面 

  (ｲ) 一覧画面 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 出力項目 

番

号 
出 力 項 目 内      容 

年金証書番号  入力した年金証書番号を表示する。 1 

 枝番  入力した枝番号を表示する。 

2 証明期間 入力した証明期間を表示する。 

3 支払期年月 入力した証明期間に該当する支払期年月を昇順に表示する。 

4 年金額  各支払期年月における年金額を表示する。 

5 特別年金額  各支払期年月における特別年金額を表示する。 

6 就学等援護費  各支払期年月における就学等援護費を表示する。 
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  (ﾛ) 詳細画面 

一覧画面で詳細ボタンを押下した明細について、詳細情報を表示する。 
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 出力項目 

番

号 
出 力 項 目 内      容 

1 支払期年月 選択した明細の支払期年月を表示する。 

年金証書番号  入力した年金証書番号を表示する。 2 

枝番  入力した枝番号を表示する。 

3 管轄局署 管轄局署コードと管轄局署名を表示する。 

4 受給権者氏名 受給権者の氏名を表示する。 

5 生年月日  受給権者の生年月日を表示する。 

6 支払取消  支払取消により支払事故を解決した場合、”支払取消”を表示

する。 

7 通知書送付  2000 年 10 月以降の支払期年月で、振込通知書を送付済みの場

合、”通知書送付”を表示する。 

8 年金額  当該支払期年月における年金額を表示する。 

9 特別年金額  当該支払期年月における特別年金額を表示する。 

10 就学等援護費  各支払期年月における就学等援護費を表示する。 
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Ⅱ 

債権管理 
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 １．債権管理の概要 

債権管理とは、短期給付（アフターケア、介護、二次健康診断等給付を含む。以下、本章においては

「短期給付」という。）及び年金・一時金で支払を行った後、過払いが発生したり、労災認定を取り消し

た場合に、支払った額と適正額との差額である「債権」を管理する業務を指す。 

（１）債権管理の概要図 

債権管理の概念図を以下に示す。 
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（イ） 歳入外債権として発生した債権（本省払） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
債権管理機能 

ADAMS 端末 
（職員用 PC） 

日本銀行 
及び収納代理

 
 

短期給付 
年金・一時金 

債務者 

財務省会計センター 
（ADAMS） 

⑥返納金債

権登録 
（本省から

オンライン

ファイル転

送で登録）

⑦返納金納入告知書・付

随帳票出力・送付 

⑧納入 

⑨収納済通知

⑩ 収 納 済 通

知・個別戻入

本省 
官署支出官 

④債権確認書・債務者登録票出力 

③追給・回収決議書入力 

②追給・回収決議書出力 

①修正票入力 
 

労働局・監督署

支給決定権者 
 

⑭ 債 権 引 継

(6/1) 

⑮債務者・

債権登録 

労働局 
歳入徴収官 

本省 
歳入徴収官 

⑬債権減

額入力 

⑫ 歳 入 組 入

(5/1) 

⑤債権確認書・ 
債務者登録票入力 

 

 

（⑪以降、出納整理期間

(翌年度 4/30)までに全額

収納されない場合） 
⑪歳入組入処理 
（本省から ADAMS 端末

を操作） 

 

 

 
⑯納付書出力・送付 
（以降、（ハ）労働局管理の歳入金債権として発生し

た債権（本省払）の⑧以降と同じ） 

 

 

 

 

               

 

基準労災シ

ステム機能 
  

官職等 他システム 
他機関 

凡例： 
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（ロ） 本省管理の歳入金債権として発生した債権（本省払） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④債権確認書・債務者登録票出力 

③追給・回収決議書入力 

②追給・回収決議書出力 

①修正票入力 
 

労働局・監督署

（支給決定 
権者） 

 

 
 

短期給付 
年金・一時金 

 
債権管理機能 

⑤債権確認書・ 
債務者登録票入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ADAMS 端末 
（職員用 PC） 

日本銀行 
及び収納代理

債務者 

⑫ 債 権 引 継

(6/1) 

労働局 
歳入徴収官 

財務省会計センター 
（ADAMS） 

⑥債務者・

債権登録 
（本省から

ＡＤＡＭＳ

端末入力）

本省 
歳入徴収官 

⑧納入 

⑨収納済通知

⑩収納済通知

⑭納付書出力・送付 
（以降、（ハ）労働局管理の歳入金債権として発生し

た債権（本省払）の⑧以降と同じ） 

 

（⑪以降、債権の労働局

引継日前日(翌年度 5/31)
までに全額収納されない

場合） 
⑪債権減額入力 

⑬債務者・

債権登録 

⑦納入告知書・付随帳票出力・送付 
（付随帳票は債権管理機能から出力）

 

 

 

 

 

 

 

 

基準労災シ

ステム機能 
  

官職等 他システム 
他機関 

凡例： 
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（ハ）労働局管理の歳入金債権として発生した債権（本省払） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
債権管理機能 

本省 
官署支出官 

④債権確認書・債務者登録票出力 

③追給・回収決議書入力 

②追給・回収決議書出力 

①修正票入力 
 

労働局・監督署

（支給決定 
権者） 

 

 
 

短期給付 
年金・一時金 

⑤債権確認書・ 
債務者登録票入力 

支払管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ADAMS 端末 
（職員用 PC） 

日本銀行 
及び収納代理

財務省会計センター 
（ADAMS） 

⑥債務者・

債権登録 
（労働局か

らＡＤＡＭ

Ｓ 端 末 入

力） 

⑧納入 

⑨収納済通知

⑩収納済通知

⑦納入告知書出力・送付 
 

労働局 
歳入徴収官 

債務者 

本省 
歳入徴収官 

 

 

 

 

 

 

基準労災シ

ステム機能 
  

官職等 他システム 
他機関 

凡例： 
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（ニ）アフターケア委託費、アフターケア通院費の債権の相殺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）本省での事務処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

④債権確認書・債務者登録票出力 

③追給・回収決議書入力 

②追給・回収決議書出力 

①修正票入力 
 

労働局 
（支給決定 
権者） 

 

 
 

短期給付 
 

 
債権管理機能 

 
 
 

ADAMS 端末

（職員用 PC）

債務者 

財務省 
会計センター

本省 
歳入徴収官 

支払振込通知書 
(相殺後の額を通知）

⑦相殺分の 
債権登録 

振替済通知 

 
本省 

官署支出官

 

納入告知書 

相殺残額の支出 支払 

相殺額の支出 
(国庫金振替) 

相殺依頼 

⑧相殺残額分 
（ファイル転送）

⑦相殺分 

本省業務課 

手
入
力 

⑤債権確認書・ 
債務者登録票入力 

（⑥回収額（相殺）登記票の入力）

（アフターケア通院費の場合） 

 

 

 

 

 

 

基準労災シ

ステム機能 
  

官職等 他システム 
他機関 

凡例： 
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 (2) 債権管理のフロー 

   債権の発生から消滅までの概要を以下に示す。なお、本省払以外の支払に起因する債権については、

「Ⅱ－２－（６）債権発生原因元支払が振込払以外の債権」参照のこと。（相殺を行うのはアフター

ケア委託費とアフターケア通院費のみである。） 

 

 

①短期給付 
支給決定 

①年金 
支給決定 

⑫支払 

②短期給付 
修正票入力 

③短期給付 
追給回収決議 

②一時金 
修正票入力 

③一時金 
追給回収決議 

②年金 
修正票入力 

③年金 
追給回収決議 

①一時金 
支給決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪債権収納・消滅 

⑭歳入金への組入・労働局への

引継・年度繰越 

⑩納入告知書発行 

⑥年金支払期処理 
④一時金 
債権確認書出力 

⑨債権確定月次処理・債権 ADAMS 登録 

⑬ 債 権

相殺 
⑥短期給付 
債権確認書入力 

⑦債務者登録票入力 

⑧債権減額入力 
債主関連付け入力 

⑥一時金 
債権確認書入力 

④短期給付 
債権確認書出力 

⑤債務者登録票出力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               本章の記述対象 
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２．システムにおける債権管理機能の留意事項 
システムの債権管理機能を利用するに当たり、留意すべき事項を以下に示す。 

（１）ＡＤＡＭＳとの関係 

システムの債権管理はＡＤＡＭＳと連携しているが、歳入外債権か歳入金債権かによってＡＤＡＭＳ

との連携方法、機能の有無及び利用方法が異なる。債権管理におけるＡＤＡＭＳとの関係で留意すべき

事項を以下に示す。 

   なお、ＡＤＡＭＳ端末の使用方法はＡＤＡＭＳ端末のマニュアルを参照のこと。 

 

 歳入外債権 歳入金債権 備考 

債権のＡＤＡＭＳ

への登録 

職員の操作は不要。 

（本省からオンラインファイル

転送で登録する。） 

職員の操作が必要。 

（本省又は労働局のＡＤＡＭＳ

端末から債務者と債権の登録を

行う。なお、ＡＤＡＭＳ端末への

登録支援機能として、労災システ

ムでＡＤＡＭＳ端末タンキング

ファイルの作成を行う。） 

 

納入告知書の発行 労災システムで発行する。 

(自動配信) 

ＡＤＡＭＳ端末から発行する。

（職員の個別操作） 

 

債権の督促 労災システムで発行する。 

（本省の運用） 

ＡＤＡＭＳ端末から発行する。

（職員の個別操作） 

 

納付書の発行 ＡＤＡＭＳ端末から発行する。

（職員の個別操作） 

ＡＤＡＭＳ端末から発行する。

（職員の個別操作） 

 

債権の収納 労災システムとＡＤＡＭＳの両

方で管理する。 

原則として、本省からオンライン

ファイル転送により自動的に収

納処理を行う。ただし、回収額（相

殺）登記票（36520）による収納

情報の登録が可能。 

ＡＤＡＭＳのみで管理する。（労

災システムでは収納を管理しな

い。） 

 

債権の分割  ＡＤＡＭＳ端末から入力する。 

（職員の個別操作） 

 

 

収納以外の事由に

よる債権の消滅 

不可 ＡＤＡＭＳ端末から入力する。

（職員の個別操作） 
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新年度の事務 5月 1日にＡＤＡＭＳ端末から歳

入金組入処理を行う。（職員の個

別操作） 

6月 1日に本省管理の債権を労働

局に引き継ぐ。（引継側でＡＤＡ

ＭＳ端末から債権の減額処理、引

受側でＡＤＡＭＳ端末から債務

者と債権の登録処理を行う。いず

れも職員の個別操作。） 

歳入外債権とし

て発生したもの

は、5月 1日の

歳入組入・6月 1

日の労働局引き

継ぎの双方が必

要。 

 

 

 

Ⅱ-2-(1)-2 



（２）医療機関の支払に対する債権（相殺を行うのはアフターケア委託費のみである。） 

医療機関（指定医療機関及び指定指名機関）への支払に対する債権の留意事項を以下に示す。なお、

受任者としての柔道整復師（指定指名機関）の債権は、次項「（３）個人への短期・一時金の支払に対す

る債権」に含まれるので注意すること。 

 

（イ）原則として相殺対象となり、システムにより自動的に相殺される 

相殺を行うための条件等については、「Ⅱ-３-（１）医療機関の支払に対する相殺」を参照するこ

と。 

 

（ロ）相殺対象となった債権は、翌々支払期まで相殺を試みる 

  相殺対象となった債権は、相殺待ちの状態となる。債権と同一の給付種別の翌々支払期まで相殺

を試みる。この間に相殺ができた場合は、納入告知書等は発行されない。 

 

 

 

 

 

相殺対象外

の債権 ▲回収決議・ 
債権確認 
書入力 

△ＡＤＡＭＳ登録・

 納入告知 
 

 

 

 

 

 

△
債
権
確
定 

処
理
（
月
次
）

凡例 
△バッチ処理 
▲オンライン処理 

機械処理等 
イベント 

（相殺できた場合） 
△債権相殺・消滅 

（相殺できなかった場合） 
△ＡＤＡＭＳ登録・ 
 納入告知 

 

 
相殺対象の 
債権 ▲支給決定入力 

（同一医療機関 
同一給付種別） 

▲回収決議・ 
債権確認 
書入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

△
翌
支
払
処
理 

 

（
翌
々
支
払
期
） 

△
債
権
確
定 

処
理
（
月
次
）

△
債
権
確
定 

処
理
（
月
次
）

機械処理等 
イベント 

凡例 
△バッチ処理 
▲オンライン処理 

 

 

（ハ）支給決定及び回収決定を行った労働局において、債権確認書を入力する 

  回収決定を行っただけでは、債権として処理されないので注意すること。 

  なお、債権確認書の入力については共通編「Ⅳ-４-（２）債権確認書の入力」を参照すること。 
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（ニ）債権は自動的に集約される 

  個別（レセプト単位）に回収決定を行った債権は、所定の条件に従い、労災システムが自動的に

集約する。納入告知は、集約された債権単位に行うこととなる。 

 

 同一医療機関等に対する債権が集約されるイメージ（相殺対象外債権の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲回収決議・ 
債権確認入力① 
１００円 
 ▲回収決議・ 
債権確認入力② 
３００円 
 ▲回収決議・ 

債権確認入力③ 
２０００円 
 

△債権ＡＤＡＭＳ登録 
納入告知 
２４００円 
 

▲回収決議・ 
債権確認入力④ 
５００円 
 

▲回収決議・ 
債権確認入力⑤ 
８００円 
 

△債権ＡＤＡＭＳ登録 
納入告知 
１３００円 
 

凡例 
△バッチ処理 
▲オンライン処理 

 

 

 

 

△
債
権
確
定 

処
理
（
月
次
）

△
債
権
確
定 

処
理
（
月
次
）

機械処理等 
イベント 

 

 

 

  なお、自動集約された債権金額に不都合がある場合は、本省業務課に連絡すること。 
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（３）個人への短期給付・一時金の支払に対する債権 

個人への短期給付・一時金の支払に対する債権の留意事項を以下に示す。なお、受任者としての柔道

整復師（指定指名機関）の債権も本項に含まれる。 

 

（イ）回収額（相殺）登記票（36520）の入力により相殺が可能である 

    アフターケア通院費の債権は、「回収額（相殺）登記票（36520）」を入力することにより、相殺

が可能である。 

なお、相殺を行うための条件等については、「Ⅱ-３-（２）個人への支払に対する相殺」を参照

すること。 

 

 

 

 

相殺対象外

の債権 ▲回収決議・ 
債権確認 
書入力 

△ＡＤＡＭＳ登録・

 納入告知 
 

 

 

 

 

 

 

△
債
権
確
定 

処
理
（
月
次
）

凡例 
△バッチ処理 
▲オンライン処理 

機械処理等 
イベント 

 

 

（相殺できた場合） 
△債権相殺・消滅 

（相殺できなかった場合） 
△ＡＤＡＭＳ登録・ 
 納入告知 

▲回収決議 
 

▲支給決定入力 
（同一被災者 

同一給付種別） 

▲債権確認書入力・

▲回収額（相殺） 
登記票入力 

債権相殺を行う場合は、相殺先となる

支払の支給決定入力後、翌支払期処理

までに、債権確認書と回収額（相殺）

登記票の入力を行う。

 

 

相殺対象の 
債権 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△
翌
支
払
処
理 

 
 △

債
権
確
定 

処
理
（
月
次
）

機械処理等 
イベント 

凡例 
△バッチ処理 
▲オンライン処理 
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（ロ）支給決定及び回収決定を行った労働局又は監督署において、債権確認書を入力する 

  回収決定を行っただけでは、債権として処理されないので注意すること。 

  なお、債権確認書の入力については、共通編「Ⅳ-４-（２）債権確認書の入力」を参照すること。 

 

（ハ）債権は集約されない 

  回収決定を行った債権は、仮に債務者や給付種別が同じであっても、集約は行わない。相殺又は

納入告知は、個別の債権単位に行う。 
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（４）個人への年金の支払に対する債権 

個人への年金の支払に対する債権の留意事項を以下に示す。 

 

（イ）内払調整が可能である 

    過誤払い金を将来給付される年金と調整する内払・充当処理が可能である。内払・充当処理を行

った場合、債務者登録票の出力及び納入告知は行われない。 

    内払・充当処理については、「年金業務編 Ⅲ－5－(3) 内払・充当処理について」を参照する

こと。 

 

（ロ）支給決定及び回収決定を行った監督署において、債務者登録票（38582）を入力する 

  過払い金に対して債権選択を行った場合は、債務者登録票が出力されるので入力すること。 

  なお、債務者登録票の入力については、共通編「Ⅳ-４-（３）債務者登録票の入力」を参照する

こと。 

 

（ハ）債権額の調整が可能である 

  本省において債権額の調整が可能である。債権額調整の必要がある場合は、本省業務課に確認す

ること。 

 

 

 

 

 

Ⅱ-2-(4)-1 



（５）債権発生原因元支払が振込払（本省払）の債権 

本章の債権管理に関する記述は、特段の注釈がない限り、債権発生原因元支払が振込払（本省払）の

ものである。 

なお、個人への短期給付・一時金の支払において、追給を行った場合は、全ての支払が振込払である

債権が対象となる。 
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（６）債権発生原因元支払が振込払以外の債権 

債権発生原因元支払が振込払以外の債権、具体的には当地払・送金払・外国送金及び国庫内移換によ

る支払に対して発生した債権の留意事項を以下に示す。 

なお、個人への短期給付・一時金の支払において、追給を行った場合は、一度でも振込払以外の支払

があった場合の債権も対象となる。 

また、本章の債権管理に関する記述は、特段の注釈がない限り、債権発生原因元支払が振込払（本省

払）のものである。従って、債権発生原因元支払が振込払以外の債権の管理については、資金前渡官吏

事務取扱手引・債権管理事務取扱手引等を参照すること。 

（債権発生原因元支払が振込払以外の債権については、本機械処理手引の記載は該当しない。） 

 

（イ）歳入外債権がＡＤＡＭＳに登録されない 

    債権発生原因元の支払がＡＤＡＭＳで支払処理がされていないため、返納金債権である歳入外債

権をＡＤＡＭＳに登録することができない。 

    ただし、国庫内移換については、本省職員がＡＤＡＭＳ端末から支払の入力を行っているため、

歳入外債権も本省職員がＡＤＡＭＳ端末から登録する。 

 

（ロ）納入告知書及び納入告知書付随帳票はシステムで作成されない 

    債権の種別にかかわらず、納入告知書及び納入告知書付随帳票は、システムで作成されない。よ

って、職員が個別に作成する必要がある。 

 

（ハ）回収額（相殺）登記票（36520）の入力により回収額の登記が可能である 

    歳入外債権は、回収額（相殺）登記票（36520）の入力により回収額の登記が可能である。歳入

金債権については、債権発生原因元支払が振込払の債権と同様、ＡＤＡＭＳで管理するため、回収

額の登記ができない。 
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（７）歳入外債権（返納金債権） 

歳入外債権（返納金債権）の留意事項を以下に示す。 

 

（イ）本省の官署支出官が管理する 

    債権発生原因元支払が振込払以外の債権を除き、全ての歳入外債権を本省の官署支出官が管理す

る。 

 

  （ロ）労災システムとＡＤＡＭＳで管理される 

    歳入外債権は、オンラインでＡＤＡＭＳに登録される。また、債務者が債権を納付した場合、Ａ

ＤＡＭＳからオンラインで収納情報を受信し、システムに反映する。よって、システムとＡＤＡＭ

Ｓの２システムで債権情報を管理することとなる。 

     

     

（ハ）出納整理期間終了後に歳入金債権に組み入れる 

  未収納の歳入外債権は、出納整理期間終了後である翌年度の５月１日に歳入金債権に組み入れる。 

  前項のとおり、歳入外債権はシステムとＡＤＡＭＳの２システムで管理されているため、両シス

テムで歳入組入を行う必要がある。 

  歳入外債権情報が未収納のまま出納整理期間を過ぎた場合、システム上の債権情報は、未収納の

歳入外債権のまま残ることになる。（ただし、回収決議書を入力した時点で歳入外債権であったもの

の、３月の債権確定月次処理後に債権確認書の入力をした場合、システム上で歳入金債権として月

次処理を行う。） 

一方、ＡＤＡＭＳ上の歳入外債権情報は、職員がＡＤＡＭＳ端末を操作することにより、歳入組

入処理を行うこと。 
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（８）歳入金債権 

歳入金債権の留意事項を以下に示す。 

 

（イ）本省又は労働局の歳入徴収官が管理する 

    原則として、債権確認年度は本省管理、債権確認の翌年度以降は労働局管理となる。本省管理の

歳入金債権は、債権確認翌年度の６月１日に労働局に引き継ぐ。 

    ただし、不正受給等に伴う損害賠償金債権は、債権確認年度から労働局管理となる。 

 

  （ロ）ＡＤＡＭＳのみで管理される 

   歳入金債権は、ＡＤＡＭＳ端末から債務者と債権の情報を入力・登録することによりＡＤＡＭ

Ｓに登録する。収納情報はＡＤＡＭＳ端末にのみ通知され、労災システムに反映することはない。 

   なお、債権確認直後の債権登録処理において、ＡＤＡＭＳ端末入力支援として、債務者や債権

情報のタンキングファイルを労災システムが作成するので、歳入徴収官はそのファイルを使用し

てＡＤＡＭＳ端末から入力を行うことができる（ＡＤＡＭＳ端末用のタンキングデータの使用に

ついては、Ⅱ-4 機械処理（債権登録へ収納）についての記述を参照のこと）。 
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３．回収金（債権）と支払金（債務）の相殺処理 
短期給付における医療機関への支払（アフターケア委託費のみ）及び個人への支払（アフターケア通院費

のみ）については、回収額の確定後に生ずる同一債権者への支払額との間で相殺処理が可能である。機械

処理内部での相殺処理の要件、さらに債務者等との事務処理の要件については次のとおりとする。 

なお、年金については内払・充当処理を行うため相殺は行わない。 

 

相 殺 要 件 
医療機関への支払 

（アフターケア委託費） 
個人への支払 

（アフターケア通院費） 

基本条件 
 

回収データの債務者と等しい支払先の

支払データが存在する。 
当該医療機関が差押え状態でないこ

と。 

回収データの債務者と等しい支払先の

支払データが存在する。 
 本省払（ＡＤＡＭＳによる振込払）に

よる債権であること。 

回収データ 回収額の決定が完了しているデータ。 同左 
 

支払データ 支給決定が完了しているデータ。 同左 

相殺条件 
 

アフターケア委託費の支払であるこ

と。 
回収額の合計額以上の支払額の支払 

データが存在すること。 

アフターケア通院費の支払であるこ

と。 
回収額以上の支払額があること。 

 

債権の種類 「返納金債権」のみ相殺可能。 同左 

債権の発生年度 
 
 

決定年度が当年度であれば、発生年 
度（支払年度）に関係なく相殺可能 

同左 
 
 

相殺の単位 
 

複数の回収データと複数の支払デー 
タで相殺可能。 

１件の回収データと１件の支払デー 
タで相殺可能。 
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相殺データの特定 
 
 

システム支払処理（機械処理）時にシ

ステム内に存在する回収データと支払デ

ータとで相殺する。 

「回収額（相殺）登記票」で指定する

回収データと支払データで相殺する。 
 

相殺を試みる期間 

債権確認書入力の支払期の翌々支払ま

での間。 
（当該給付種別の翌々支払期まで相殺を

試みる） 

債権確認書入力後の最初の当該給付種

別の支払期まで。 

 

 

（１）医療機関の支払に対する相殺（相殺を行うのはアフターケア委託費のみである。） 

医療機関の債権は、債務者である当該医療機関に債権額以上の支払があれば、システムで（一部ＡＤ

ＡＭＳ処理を伴う。）自動的に相殺を行う。 

債権相殺を行わない場合は、債権確認書の「相殺無」の項目に「１」を記入して入力すること。（詳細

は、共通編「Ⅳ－４－（２）債権確認書の入力」を参照のこと。） 

 

   債権確認書入力時に「相殺無」が入力されていない債権は、相殺対象債権となる。 

相殺対象債権であるアフターケア委託費は、債権確認書入力後の最初の支払期に、債権相殺処理にて

相殺を試みる。相殺が完了し、債権が消滅するための条件は以下のとおりである。 

 

・当該医療機関に「差押え」が設定されていないこと 

・当該医療機関の対象の給付種別に「相殺不可」が設定されていないこと 

     

上記 2項目は、債権確認書入力時ではなく、支払期処理時の設定が有効であるので注意すること。（医

療機関等に対する相殺禁止・差押えの設定方法は、本省編「Ⅰ-12-1 指定医療機関等の差し押さえ・相

殺の設定」についての記述を参照のこと。） 

 

・支払額が債権の合計額以上であること。 

 例）相殺可能なパターン 

  回収決定１・・・1000 円     支給決定１・・・1000 円 

    回収決定２・・・3000 円     支給決定２・・・5000 円 

    回収決定３・・・4000 円     支給決定３・・・500 円 

                    支給決定４・・・3000 円 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

      債権合計額・・8000 円  ≦   支払額・・9500 円 
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例）相殺不可のパターン 

  回収決定１・・・1000 円     支給決定１・・・1000 円 

    回収決定２・・・5000 円     支給決定２・・・5000 円 

    回収決定３・・・4000 円     支給決定３・・・500 円 

                    支給決定４・・・3000 円 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

      債権合計額・・10000 円  ＞   支払額・・9500 円 

             （この場合、一部債権の相殺も行わない） 

 

   回収決定の翌支払期における支払額が債権額に満たなかった場合、相殺は行わず、次の支払期に相殺

を試みる。それでも相殺できなかった場合は、納入告知を行う。
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 医療機関の債権相殺のフローは以下のとおり。（相殺を行うのはアフターケア委託費のみである。） 

 
回収の決定 

（債権の発生） 
 

 

 

有 相殺無の 
指定 

翌支払期処理 

同一医療機関等の

別請求に対する支

給決定 

差押え 
指定 

相殺不可 
指定 

支払額と 
債権額 

同一医療機関等の

別請求に対する支

給決定 

翌々支払期処理 

差押え 
指定

相殺不可 
指定

支払額と 
債権額

相殺・ 
債権消滅 

相殺・ 
債権消滅 

納入告知 
（債権処理（月次）） 

有 

無 

無 

無 

有 

支払額＜債権額 

支払額≧債権額 

有 

支払額＜債権額 

支払額≧債権額 

債権確認書入力  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
有 

 

 

無 

 

 

 

 
無
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（２）個人への支払に対する相殺（相殺を行うのはアフターケア通院費のみである。） 

 個人の債権は、回収額（相殺）登記票（36520）により、回収決議を行った請求のデータ受付番号・

追回番号と、支給（追給）決定を行った請求のデータ受付番号・追回番号等を指定して相殺の入力を

行うことにより、相殺される（回収額（相殺）登録票の入力については、共通編「Ⅳ－４－（４）相

殺に関する入力」を参照のこと。）。 

 個人への支払に対する相殺を行う上での注意事項は以下のとおりである。 

 

  ・回収決定１件と支払 1件を指定して相殺を行う 

   同一の支払に対して、複数の債権と相殺することはできない。また同一の債権に対して、複数

の支払を充てて相殺することもできない。 

 

  ・アフターケア通院費間で相殺を行う 

    

    

 

  ・相殺が可能な期間は、債権確認書入力直後の支払期までである 

   相殺先の支払がある場合は、債権確認書の入力直後に回収額（相殺）登記票を入力することが

必要である。 

 

 なお、債権相殺の入力を行わなかった債権は納入告知対象となる。
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個人の債権相殺のフローは以下のとおり。（相殺を行うのはアフターケア通院費のみである。） 

 

 

回収の決定 
（債権の発生） 

債権確認書入力 

同一被災者の後続

請求に対する支給

決定 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

回収額（相殺）登

記票キャンセル 

NG

OK

相殺条件 
満たすか

回収額（相殺）登

記票入力 
 
 
 
 
 
 
 
 

債権相殺・消滅 
（翌支払期処理）
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４．機械処理（債権登録～収納） 
（１）年金歳入外債権ＡＤＡＭＳキー項目入力 

年金の過誤払いにより発生した歳入外債権を、短期給付及び一時金の歳入外債権と同様に、オンライ

ンファイル転送により ADAMS に登録し、債権が収納された際に ADAMS と連携して収納処理を行うための

手順を示す。 

 

年金給付の支払は、債主情報は集合債主として、支払決議は集合債主に対する一括の支払として ADAMS

端末から打鍵で登録するため、歳入外債権の ADAMS 登録に必要な原因元支払の情報や、個別債主の情報

を労災システムで保持していない。 

そこで、年金の歳入外債権をオンラインファイル転送で ADAMS に登録するため、年金給付に対し歳入

外債権が発生した場合は、歳入外債権のための個別債主を ADAMS 端末から登録し年金支払時の集合債主

に関連づけ登録を行った上で、ADAMS から付与された「債主コード」を、原因元支払決議の「整理番号」

とともに労災システムの「年金歳入外債権ＡＤＡＭＳキー項目入力画面」から打鍵で登録する。 

この処理を行うことで、労災システムは、歳入外債権の「返納金債権登録要求情報」ファイルを作成

し、ファイル転送で ADAMS に債権を登録することができる。 

 

なお、この処理は本省の職員のみが実施可能である。また、債権決議の月次処理までに、全ての年金

の歳入外債権に対して ADAMS キー項目の入力を行う必要がある。（送金払い・外国送金払いによる債権を

含む。） 

 

年金の支払から、歳入外債権の ADAMS 登録までのイメージを以下に示す。 
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年金給付業務

債権管理業務
歳出業務

労災システム

『年金給付金明細媒体』
(ADAMS媒体インターフェイス)

官庁会計システム
(ADAMS)

年金支払

債主登録

支出負担行為即支出決定決議

作成

「債主コード」付与
(集合債主)

「整理番号」付与
(原因元支払決議)

送付作成

債主登録
(集合債主の登録)

支払決議登録

年金債権登録
支払計算書作成

『支払計算書』
帳票

債主登録
債主登録

(個別債主の登録)

「債主コード」付与
(個別債主)

歳入外債権ADAMSキー項目入力

ThinClient
(Web画面)

ADAMS端末

ADAMS端末

作成

支払決議整理番号
債主コード入力

『返納金債権登録要求』
(ADAMSファイル転送インターフェイス)

歳入外債権登録
(ADAMSファイル転送)

反映

ファイル転送作成

返納金債権登録

(A)

(B)

(C)

(C)(B)

債権発生・支払期債権確定処理

債権決議・ADAMS登録

■当機能
ADAMSへの個別債主登録

関連付け登録

(1) 個別支払データの作成
・個別支払の媒体データを作成し各機関に送付する。
- 「年金給付金明細情報」媒体をADAMSに送付。
- 「日銀データ」媒体を日銀に送付。
- 「ゆうちょ銀行渡しデータ」媒体をゆうちょ銀行に送付。

(2) 集合債主(支払用債主)のADAMS登録
・ADAMS端末から集合債主として「債主登録」をする。
・集合債主の「債主コード」は労災システムに反映されな
い。

(3) 集合債主に対する支払のADAMS登録
・ADAMS端末から集合債主の支払（総額）として「支出
負担行為即支出決定登録」をする。
・支出負担行為即支出決定の「整理番号」(決議番号)は
労災システムに反映されない。

(4) 個別債主(戻入用債主)のADAMS登録
・労災システムから出力される『支払計算書』等を元に、
ADAMS端末から歳入外債権の個別債主として、「債主
登録」をする。
・個別債主の「債主コード」は、集合債主に対して関連付
け登録をする。

(5) ADAMS付与の「債主コード」「整理番号」の労災シス
テム登録
・労災システムのWeb画面から、ADAMSで付与された個
別債主の「債主コード」(C)、原因元支払決議の「整理番
号」(B)を打鍵入力する。

(6) 歳入外債権(返納金債権)のADAMS登録
・（B)(C)を設定して、ADAMSファイル転送インターフェイ
スの「返納金債権登録要求情報」を作成し、ADAMSに転
送する。
・「返納金債権登録返却情報」を受領し、労災システムに
「債権番号」を反映する。

ファイル転送

『返納金債権登録返却』
(ADAMSファイル転送インターフェイス)

 

 

 

 本項では、「■当機能」に該当する部分の処理について記述する。なお、ADAMS 端末の使用方法等については ADAMS 端末のマニュアルを、年金の変更決定・

回収決議等については、機械処理手引（年金業務編）を参照すること。 
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イ 画面遷移 

 

 

歳入外債権ＡＤＡＭＳ 
キー項目入力完了画面 

職員ポータル 

歳入外債権ＡＤＡＭＳ 
キー項目入力検索画面 

歳入外債権ＡＤＡＭＳ 
キー項目入力更新画面 

「編集」ボタン押下

「更新」ボタン押下

「戻る」ボタン押下 

「戻る」ボタン押下 
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ロ 歳入外債権 ADAMS キー項目入力検索画面イメージ 

  ADAMS キー項目を入力する対象債権の候補を抽出するため、検索を行う。 

 

 

 ハ 歳入外債権 ADAMS キー項目入力検索画面入力項目 

  

 入力項目 入力要領 

１ 年金証書番号 債権が発生した年金受給者の年金証書番号（9 桁）を入力する。 
２ 決定支払期年

月 
 変更・回収決定したときの年金支払期年月を和暦 5 桁で入力する。 

３ 年金債務者区

分 
"0"(受給権者分)、"1"(小口融資分)から選択する。 

４ 登録状態区分  年金債権減額入力を行っているかどうかを選択する。 
"0"(未登録)、"1"(登録済)から選択する。 
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ニ 歳入外債権 ADAMS キー項目入力検索結果画面 

 検索結果の中から、ADAMS キー項目を入力する債権の「編集」ボタンを押下する。 
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ホ 歳入外債権ＡＤＡＭＳキー項目入力更新画面 

 選択した年金歳入外債権に対し、戻入先となる年金支払時の支払整理番号と、ADAMS 端末から登録

した債主コードを入力する。該当する全ての項目を入力後、更新ボタンを押下する。 

 

 注）特別遺族年金の場合は、画面レイアウトが以下のようになる。 
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ヘ 歳入外債権ＡＤＡＭＳキー項目入力完了画面 

  前画面で更新ボタンを押下し、ADAMS キー項目の登録が完了すると以下の画面が表示される。 

 

注）特別遺族年金の場合は、画面レイアウトが以下のようになる。 
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（２）年金債権額変更入力 

労働基準監督署で年金受給者に関する変更・訂正等及び債務者登録票の入力を行うことにより、債務

者と債権額が確定する。通常、債権額（回収額）はシステムにより自動的に算出され、債権として ADAMS

に登録されるが、何らかの理由によりこの債権額を変更したい場合、ThinClient から債権額の調整が可

能である。 

 

なお、この処理は本省の職員のみが実施可能である。また、年金の債権についてのみ、債権額の調整

が可能である。（短期給付・一時金の債権の額変更はできない。） 

 

債権額の調整を行う場合の処理について以下に示す。 

 

イ 画面遷移 

 

 

債権額変更入力完了画面 
 

職員ポータル 

債権額変更入力検索画面 

債権額変更入力更新画面 
 

「編集」ボタン押下

「更新」ボタン押下

「戻る」ボタン押下 

「戻る」ボタン押下 
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 ロ 債権額変更入力検索画面 

  債権額変更入力する対象債権の候補を抽出するため、検索を行う。 

  なお、債権減額が行えるのは、債権を ADAMS に登録し納入告知を行う前の債権、具体的には債務者登

録票入力後から債権決議月次処理が行われるまでの間である。 

  よって、納入告知済の債権等については、検索結果に表示されないので注意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 債権額変更入力検索画面項目 

  

 入力項目 入力要領 

１ 年金証書番号 債権が発生した年金受給者の年金証書番号（9 桁）を入力する。 
２ 決定支払期年

月 
 変更・回収決定したときの年金支払期年月を和暦 5 桁で入力する。 

３ 年金債務者区

分 
"0"(受給権者分)、"1"(小口融資分)から選択する。 

４ 登録状態区分  年金債権減額入力を行っているかどうかを選択する。 
"0"(未登録)、"1"(登録済)から選択する。 
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ニ 債権額変更入力検索結果画面 

 検索結果の中から、債権額を変更する債権の「編集」ボタンを押下する。 
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ニ 債権額変更入力更新画面 

 債権額変更入力検索結果画面で選択した債権の内容が表示される。 

 １件の変更・訂正により、最大 6件の債権（年金・援護費・特別年金の 3種類の給付に対して、そ

れぞれ現年度（歳入外債権）・過年度（歳入金債権）の 2債権）が発生するため、その各々に対して債

権の増減額を入力する。債権の増額を行う場合は、「増減金額」に符号無しで増額する金額を、債権の

減額を行う場合は“-”(マイナス)に続けて減額する金額を入力する。債権金額と同額を“-”（マイナ

ス）に続けて入力すると、債権を消滅させることができる。 

 債権額の変更を行う全ての債権に対して増減金額の入力が完了した後、「更新」ボタンを押下する。 

  

なお、以前に債権額を変更したことのある債権に対して、再度変更を行う場合は、前回入力増減後

金額に対しての増減額ではなく、債権金額（当初の回収決定額）に対する増減金額を入力すること。 
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注）特別遺族年金の場合は、画面レイアウトが以下のようになる。 
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ホ 年金債権減額入力更新結果画面 

 前画面で更新ボタンを押下し、債権減額が正常に完了した場合、以下の画面が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）特別遺族年金の場合は、画面レイアウトが以下のようになる。 
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（３）ＡＤＡＭＳ端末用タンキングデータ作成 

歳入金債権は納入告知から債権の収納・消滅まで、全て ADAMS で管理を行うが、歳入外債権と異なり

システムにて ADAMS とオンライン連携を行うことができないため、歳入金債権情報及びその債務者情報

は、ADAMS 端末から職員が個別に登録する必要がある。 

労災システムでは、ADAMS 端末入力作業の軽減のため、債務者登録及び歳入金債権登録を補助する電

子ファイル（以下、「ADAMS 端末用タンキングデータ」という）を作成することができる。本節では、ADAMS

端末用タンキングデータを労災システムの ThinClient から取り出すための手順について説明する。

ADAMS タンキング用データを ADAMS 端末から入力するための方法、歳入金債権債務者及び歳入金債権の

登録方法については、ADAMS 端末のマニュアル等を参照のこと。また、ADAMS 端末から入力を行う際は、

適宜債務者及び債権の情報を訂正・追記しながら行うこと。 

 

ADAMS 用タンキングデータを出力するまでの手順を以下に示す。 

 

イ 画面遷移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員ポータル 

債権情報検索 
（ADAMS 連携媒体）

債権情報検索結果 
（ADAMS 連携媒体）

 ADAMS 端末用タンキングデータ 
（可搬媒体：FD、USB メモリ等） 

検索結果から任意のデータを選択して出力 

検索条件入力
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ロ 債権情報検索（ADAMS 連携用媒体）画面イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ハ 債権情報検索（ADAMS 連携用媒体）入力項目 

 

 

 入力項目 入力要領 

１ 局コード  ADAMS 端末用タンキングデータの作成対象となる労働局の局コードを

選択する。 
本省管理の債権の場合は、「60」を選択する。 

２ データ作成年

月日 
 ADAMS 端末用タンキングデータの作成対象となる ADAMS 登録用債務

者情報・債権情報が作成された期間を入力する。 
 通常、ADAMS 登録用債務者情報及び債権情報は、月次処理にて作成さ

れる。 
３ データ種別 ADAMS 端末用タンキングデータを作成する情報を選択する。 
４ ファイルダウ

ンロード 
 検索対象に、既に ADAMS 端末用タンキングデータのファイルをダウン

ロードしているものを含めるかどうかを選択する。 

 

 

ニ 債権情報検索（ADAMS 連携用媒体）検索結果画面イメージ 
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   検索条件に一致する ADAMS 登録用債務者情報・債権情報が存在した場合、検索結果画面に一覧が表示

される。 
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ホ 債権情報検索（ADAMS 連携用媒体）検索結果画面イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

媒体出力したい項目の出力ボタンを押下すると、ADAMS 端末用タンキングデータのダウンロードが開

始されるので、「保存」を選択し、ThinClient 及び ADAMS 端末で可搬可能な媒体（FD・USB メモリ等）に

出力する。 
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（４）回収額の入力 

システムでは、歳入外債権の収納を登録することができる。 

債権発生原因となった請求に対する支払が全て本省からの振込払いの場合、歳入外債権情報は、シス

テムから ADAMS に自動的に登録される。また、歳入外債権の債務者が収納代行機関を通して納付した場

合、収納済情報が ADAMS からシステムに通知され、自動的に戻入処理が行われる。この場合、職員が回

収額を入力する必要はない。 

一方、当地払い・送金払い等が過誤払いとなり歳入外債権が発生した場合、ADAMS を経由した支払と

ならないため、歳入外債権も ADAMS と連携せず管理することとなる。これらの ADAMS 連携対象外の支払

に起因する歳入外債権について収納があった場合、回収額（相殺）登記票を用いて回収額を労災システ

ムに登録する必要がある。 

本項では、回収額（相殺）登記票を用いた回収額の登録方法について説明する。 
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記入項目 

項目 
番号 

（注１） 
入力項目名 登記 取消 備考 

１ 
２ 

管轄局 
管轄署   （注２） 

 

３ 回収・相殺種別 １ １  

４ 登記・取消別 １ ９  

５ 
６ 

回収発生データ受
付番号 
回収発生追回番号 

  

（注３） 

７ 回収発生債権番号   （注３） 

８ 取消前回収年月日 × ○ 和暦日付で記入 

９ 相殺項目 × ×  

10 
11 

相殺先データ受付
番号 
相殺先追回番号 

× ×  

12 回収年月日 ○ × 和暦日付で記入 

13 回収保険給付・委託
費・通院費金額  × （注４） 

14 回収特別支給金額  × （注 4） 

15 回収特別一時金額  × （注 4） 

○…必ず記入する。  ×…記入しない。  空欄…該当する場合に記入する。 

 

（注１） １帳票で２件まで回収情報を入力することができる。２件目を入力する場合は４～15 に該当

する内容を、16～27 を記入する。 

（注２） 代行入力する場合に、該当データの管轄局・管轄署を記入する。 

（注３） どちらかを記入する。 

（注４） 登記の場合のみ記入する。債権番号を指定する場合は該当する債権の給付の種類を１つ記入

する。 

データ受付番号・追回番号を指定する場合は収納する債権の給付の種類を１つ以上記入する。

（例：休業(補償)給付で、一回の回収決議で保険給付費と特別支給金の回収決定を行ってお

り、保険給付費分と特別支給金分の両方の債権を収納登記する場合、13 と 14 を記入する。） 
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記入要領 

項目 
番号 入 力 項 目 名 記    入    要    領 

１ 
２ 

管轄局 
管轄署 

代行局・代行署から入力する場合に、回収先のデータを管轄す
る局・署のコードを記入する。 

３ 回収・相殺別 収納の登記・取消を入力する場合は「１」を記入する。 

４ 登記・取消別 

登記、変更、取消の別を次のコードにより記入する。 
登記････････････････････････････････････････････ １ 
取消････････････････････････････････････････････ ９ 

既に登記済の収納を変更したい場合は、一旦取消入力を行って
から、変更後の情報で再度登記する。 

５ 
６ 

回収発生データ受付番
号 
回収発生追回番号 

当該処理の対象債権データを示す「データ受付番号」及び「追
回番号」（回収決議書に印字されている。）を記入する。 
データ受付番号と追回番号はセットで記入する。また、７を記

入する場合は、こちらは記入しない。 

７ 回収発生債権番号 
 当該処理の対象債権データを示す「債権番号」（納入告知書に「整
理番号」として印字されている）を記入する。 
 ５，６を記入する場合は、こちらは記入しない。 

８ 取消前回収年月日 収納を取り消す場合に、対象の収納登録を行った日付を記入
する。 

９ 相殺項目 収納の登録・取消を行う場合は記入しない。 

10 
11 

相殺先データ受付番号 
相殺先追回番号 収納の登録・取消を行う場合は記入しない。 

12 回収年月日 登記する「回収年月日」又は「債権消滅年月日」を記入する。

13 回収保険給付・委託
費・通院費金額 

保険給付費・アフターケア委託費・通院費等に関する回収金額
を記入する。 

14 回収特別支給金額 特別支給金に関する回収金額を記入する。 

15 回収特別一時金額 特別支給金に関する回収金額を記入する。 
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入力上の注意点 

・回収額の登録が可能な債権は、収納未済金額のある歳入外債権のみである。なお、債権確認年度の

翌年度 4月末まで収納可能である。 

・回収額の登録は、収納未済金額の全額でも一部でも可能である。債権の収納未済金額を超える回収

の登記はできない。 

・同一債権に対して、複数回の回収額の登録は可能であるが、回収年月日を同一にすることはできな

い。 

・納入告知前の債権は回収の登録ができない（相殺待ちの債権も同様）。ただし、振込払い以外の支

払に起因する債権は、システムから納入告知書の発行等を行わないため、債権確認書・債務者登録

票入力後であれば、回収額を登録できる。 

・旧システムで資金前渡官吏払いによって発生した債権は、債権確認入力を行っていないため、回収

額を登録することができない。システム外で管理を行う必要がある。 
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５．債権の分割・分納 
労災保険の各種給付の過払い等により発生した債権について、医療機関等に対する支払（受任者とし

ての費用払いを除く）の債権は医療機関等の単位で適宜集約され、個人に対する支払の債権は回収決議

を行った単位に、労災システムが各債権の金額を自動的に確定させ納入告知を行うため、職員が個別の

債権額を設定することはできない。 

 しかし、納入告知後に債務者から債権の分割・分納等の要請があった場合、ADAMS 端末を利用して債

権の分割を行うことができる。本項では、ADAMS 端末を利用した債権の分割・分納について説明する。 

 

（１）歳入金債権の分割・分納 

歳入金債権については、ADAMS に債権の分割や履行延期の特約の機能等が存在し、労災システムにお

いても収納を管理しないことから、ADAMS 端末の機能を利用して債権の分割・分納を行う。 
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６．検索 

 債権に関する検索について以下に示す。 

(1) 債務者検索 

  債務者検索では、債務者に関する情報を検索することが可能である。また、債務者の詳細画面から、そ

の債務者に対する債権の一覧を参照することが可能である。 

 

イ 債務者情報検索画面 

  各項目を入力・選択し、「検索」ボタンを押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  各項目に入力・選択可能なパターンと項目の意味は以下のとおり。 
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ロ 入力項目 

  入力項目は、検索する債務者区分により異なる。 

  なお、データ受付番号・追回番号を指定して検索する場合は、他の項目の検索条件に指定できない。 
 

③ 債務者区分 

入力項目名 
1 

(被災者) 

2 

(指定医療

機関) 

3 

(指名 

機関) 

4 

(事業主)

5 

(小口 

融資) 

※３ 

6 

(二次健診

受診者) 

※３ 

7 

(年金・一

時金受給

資格者) 

9 

(その他)

※３ 

①データ受付

番号 

②追回番号 

※１ ※１ ※１ ※１ ※１ ※１ ※１ ※１ 

④被災者番号  × × × × × × × 

⑤健康管理 

手帳番号 
※２ × × × × × × × 

⑥指定医療 

機関番号 
×  × × × × × × 

⑦指定指名 

機関番号 
× ×  × × × × × 

⑧労働保険 

番号 
× × ×  × × × × 

⑨年金証書 

番号 

 

× × × × × ×  × 

⑩受給権者 

枝番 
× × × × × ×  × 

(注) ×…入力不可。 空欄…必要に応じて入力する。 

  ※１ 追回番号を指定する場合、データ受付番号も入力する。③以降の他の項目は入力できない。 

  ※２ 当該被災者のアフターケア委託費・通院費の支払がある場合のみ入力可能。 
  ※３ 債務者区分を”5”小口融資・”6”二次健診受診者・”9”その他のいずれかを選択した場合、他の項目

は入力できない。 
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ハ 入力項目の説明 

 

入 力 項 目 入  力  要  領 

①データ受付番号 

②追回番号 

債権発生原因となった請求のデータ受付番号及び追回番号を

入力する。 

 追回番号を指定する場合、データ受付番号も入力する必要が

ある。 

 また、データ受付番号・追回番号を指定して債務者を検索す

る場合、他の項目は何も入力しないこと。 

③債務者区分 検索する債務者の区分を入力する。 

債務者区分は、給付種別及び債権確認書又は債務者登録票入

力時に記入する「債権発生原因」により決定される。 

なお、債権確認書又は債務者登録票入力時に、債務者を新た

に指定して入力した場合、債務者区分は「”9”その他」となる。

④被災者番号 検索する債務者区分が被災者の場合、債務者番号を入力す

る。 

⑤健康管理手帳番号 検索する債務者区分が被災者の場合、健康管理手帳番号を入

力する。 

（当該被災者にアフターケア委託費・通院費の請求・支払が

ある場合のみ。） 

⑥指定医療機関番号 検索する債務者区分が指定医療機関の場合、指定医療機関番

号を入力する。 

⑦指定指名機関番号 検索する債務者区分が指定指名機関の場合、指定指名機関番

号を入力する。 

⑧労働保険番号 検索する債務者区分が事業主の場合、労働保険番号を入力す

る。 

⑨年金証書番号 

⑩受給権者枝番 

検索する債務者区分が年金・一時金受給資格者のとき、年金

証書番号・受給権者枝番を入力する。 

 

ニ 出力条件 

入力項目にて指定された条件に該当する債務者データが複数存在する場合には、最大９９９件分

について画面に出力する。 

指定された検索条件に該当する支払データが存在しない場合又は検索結果が９９９件を超えた

場合は、エラーメッセージが画面に出力される。 
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   ホ 債務者情報検索結果画面 

    検索条件に該当する債務者が存在した場合、検索結果の一覧が表示される。 

    各債務者の「詳細」ボタンを押下すると、債務者の詳細情報と、その債務者に関する債権一覧が表

示される。 
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  ヘ 債務者情報詳細画面 

    債務者の詳細情報と、その債務者に関する債権一覧が表示される。 

    個別の債権の「詳細」ボタンを押下すると、債権詳細情報が表示される。（債権詳細情報画面につい

ては、Ⅳ-6-(2)「債権情報検索」を参照。） 
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ト 主な出力項目の説明 

出 力 項 目 出  力  要  領 

債権発生原因 債権確認書の入力時に指定した債権発生原因、又は、債務

者登録票の入力時に指定した不正受給コードから設定される

値を出力する。 

給付種別 債権発生原因となった支払の給付種別のコード値を出力す

る。 

01 療養（補償）給付たる療養の給付 

02 療養（補償）給付たる療養の費用 

03 休業（補償）給付 

04 介護（補償）給付 

05 二次健康診断等給付 

06 アフターケア委託費 

07 アフターケア通院費 

10 傷病（補償）年金 

11 障害（補償）給付 

12 遺族（補償）給付 

13 特別遺族給付 

14 葬祭料（葬祭給付） 
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出 力 項 目 出  力  要  領 

給付種別内訳 債権発生原因となった支払の給付種別内訳のコード値を出

力する。 

000 内訳なし 

011 障害（補償）一時金 

012 障害（補償）一時金の特別支給金 

013 障害特別一時金 

021 遺族（補償）一時金 

022 遺族（補償）一時金の特別支給金 

023 遺族特別一時金 

031 葬祭料 

041 障害（補償）年金前払一時金 

051 遺族（補償）年金前払一時金 

061 障害（補償）年金差額一時金 

063 障害特別年金差額一時金 

071 未支給の傷病（補償）年金 

073 未支給の傷病特別年金 

081 未支給の障害（補償）年金 

083 未支給の障害特別年金 

091 未支給の遺族（補償）年金 

093 未支給の遺族特別年金 

102 傷病特別支給金 

112 障害特別支給金 

122 遺族特別支給金 

132 未支給の労災就学等援護費（傷病） 

142 未支給の労災就学等援護費（障害） 

152 未支給の労災就学等援護費（遺族） 

161 特別遺族一時金 

171 未支給の特別遺族年金 

301 休業（補償）給付 

302 休業特別支給金 

501 傷病（補償）年金 

502 労災就学等援護費（傷病） 

503 傷病特別年金 

511 障害（補償）年金 

512 労災就学等援護費（障害） 

513 障害特別年金 

521 遺族（補償）年金 

522 労災就学等援護費（遺族） 

523 遺族特別年金 

531 特別遺族年金 
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 （２）債権検索 

   債権検索では、システムに登録されている債権情報を検索することが可能である。 

また、歳入外債権の収納情報を確認することが可能である。 

 

イ 債権情報検索画面 

   各項目を入力・選択し、「検索」ボタンを押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  各項目に入力・選択可能なパターンと項目の意味は以下のとおり。 
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ロ 入力項目 
 本検索は任意の組み合わせで、検索条件を指定することができる。 

 

入力項目名 債権検索 

① データ受付番号  

② 給付管轄局署  

③ 給付種別  

④ 債権状態区分  

⑤ 債権発生年月日(From) 

⑥ 債権発生年月日(To) 
 

⑦ 年金証書番号  

⑧ 年金債権整理番号  

⑨ 債権確認調査年月日(From) 

⑩ 債権確認調査年月日(To) 
 

⑪ 相殺状態区分  

⑫ 債権管理場所区分  

(注１) 空欄…必要に応じて入力する。 

  (注２）相殺を行うのはアフターケア委託費とアフターケア通院費のみである。 

 

 

ハ 主な入力項目の説明 

入 力 項 目 入  力  要  領 

① データ受付番号 債権発生原因となった支払のデータ受付番号・追回番号を入

力する。 

② 給付管轄局署 
 債権発生原因となった支払の支給決定を行った局署のコード

を４桁で入力する。 

③ 給付種別 

債権発生原因となった給付種別をリストから選択する。 

01:療養（補償）給付たる療養の給付 

02:療養（補償）給付たる療養の費用 

03:休業（補償）給付 

04:介護（補償）給付 

05:二次健康診断等給付 

06:アフターケア委託費 

07:アフターケア通院費 

10:傷病（補償）年金 

11:障害（補償）年金 

12:遺族（補償）年金 

13:特別遺族年金 

14:葬祭料（葬祭給付） 
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入 力 項 目 入  力  要  領 

④ 債権状態区分 

検索する債権の状態をリストから選択する。 

01:相殺待 

02:相殺予定 

03:納入告知作成待 

04:ADAMS 登録待 

11:納入告知済（未収納） 

12:一部収納済（一部収納） 

21:引継済（組入・繰越後） 

91:相殺消滅済（消滅） 

92:完納消滅済（消滅） 

93:収納以外の消滅済（消滅） 

99:納入告知対象外 

 本省振込払い以外の支払（当地払・送金払・外国送金・国庫

内移換・受任者払・未支給金）の支払に起因する債権は、「99:

納入告知対象外」となる。 

⑤ 債権発生年月日(From) 

⑥ 債権発生年月日(To) 

債権発生年月日の範囲を和暦で指定する。From 又は To のみ

の指定も可能。 

⑦ 年金証書番号 
検索する債権の発生原因となった年金・一時金の支払の受給

者の年金証書番号を入力する。 

⑧ 年金債権整理番号 検索する債権の年金債権整理番号を入力する。 

⑨ 債権確認調査年月日 

(From) 

⑩ 債権確認調査年月日(To) 

債権確認調査年月日の範囲を和暦で指定する。From 又は To

のみの指定も可能。 

⑪ 相殺状態区分 

検索する債権の相殺状態区分をリストから選択する。1:相

殺外 

2:相殺待 

3:相殺済 

4:相殺不能 

⑫ 債権管理場所区分 

検索する債権の管理場所を選択する。 

旧労災行政情報管理システムで発生した債権、及び、本省振

込払い以外の支払（当地払・送金払・外国送金・国庫内移換・

受任者払・未支給金）の支払に起因する債権は、「地方管理又は

不明」となる。 

（注）相殺を行うのはアフターケア委託費とアフターケア通院費のみである。 
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  ニ 債権情報検索結果画面 

   検索条件に該当する債権が存在した場合、検索結果の一覧が表示される。 

   各債権の「詳細」ボタンを押下すると、債権の詳細情報及び収納・相殺情報が表示される。 

（相殺を行うのはアフターケア委託費とアフターケア通院費のみである。） 
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ホ 債権情報詳細画面 
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 ヘ 主な出力項目の説明 

 

出 力 項 目 出  力  要  領 

現年度過年度区分 

歳入外歳入金区分 

債権管理場所区分 

 債権が発生し、最初に ADAMS に登録した時点での債権の情

報を出力する。歳入外債権が未収納のまま歳入金に組み入れ

られ、地方に引き継がれた場合も、債権発生時の値のままと

なる。 

消滅理由区分 

 債権が消滅している場合の消滅理由を出力する。 

  1 完納 

2 相殺（注） 

3 消滅時効の完成 

4 不納欠損 

5 みなし消滅 

6 その他 

年金債権状態区分 

 年金債権の状態区分を出力する。 

0 未決議 

1 決議 

9 減額による債権無効 

増減金額 
 年金債権額変更機能（本省のみ利用可）により、増減され

た金額を出力する。 

ADAMS 債権番号 ADAMS が付与する債権番号を出力する。ADAMS 端末で債権を

検索する場合は、この債権番号を入力する（歳入外債権のみ）。

ファイル転送・媒体取り出し

日時 

ADAMS に債権情報を登録した日、又は、ADAMS 連携用タンキ

ング媒体を作成した日を出力する。 

収納方法 収納情報を登記した手段を出力する。 

1 ADAMS ファイル転送（FTP）連携 

3 OCR 帳票（「回収額登記票」）入力 

4 システムによる自動相殺（注） 

9 旧システムより移行のため不明 

収納相殺  債権を回収した際の手段を出力する。 

1 収納 

2 相殺（注） 

9 その他消滅 

    （注）相殺を行うのはアフターケア委託費とアフターケア通院費のみである。 
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 （３）ＡＤＡＭＳ債権検索 

  ＡＤＡＭＳから付与される債権番号をキーに歳入外債権を検索することができる。 

（歳入金債権については、ＡＤＡＭＳ債権番号を労災システムに登録しないため、検索することができ

ない。） 

 

イ 債権情報検索画面（ＡＤＡＭＳ債権番号） 

   ＡＤＡＭＳ債権番号を入力・選択し、「検索」ボタンを押下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 入力項目 
  

入力項目名 債権検索 

① ＡＤＡＭＳ債権番号 ○ 

(注) ○…必ず入力する。 
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ハ 主な入力項目の説明 

入 力 項 目 入  力  要  領 

① ＡＤＡＭＳ債権番号 返納金納入告知書（ＡＤＡＭＳ様式）等に印刷される、ＡＤ

ＡＭＳが付与する債権番号を入力する。 

 

 

 ニ 債権情報検索結果画面（ＡＤＡＭＳ債権番号） 

    該当する債権が存在した場合、債権情報が表示される。医療機関の債権で、複数の回収が集約され

ている場合は、集約前の債権情報も表示される。 

    個別の債権の「詳細」ボタンを押下すると、債権詳細情報が表示される。（債権詳細情報画面につい

ては、「Ⅱ-6-(2) 債権検索」を参照。） 
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７. 日次出力リスト 

(1) 返納金領収済情報チェックリスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

ＡＤＡＭＳから通知された「返納金領収済通知等一覧情報」と、収納処理の結果を一覧で印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当該リスト出力年月日を印書する。 

年度 

給付種別 

給付種別内訳 

債権番号 

返納受付番号 

該当の年度、給付種別、給付種別内訳、債権番号及び返納受付番号を印書

する。 

訂正表示 
該当データが訂正分の場合は「訂正分」を印書し、その他の場合は何も印

書しない。 

債権金額 

収納金額 

債主コード 

日銀支店代理店 

収納日 

該当の債権金額、収納金額、債主コード及び日銀支店代理店収納日を印書

する。 

メッセージ 

不突合事由コード 

上段に該当データの収納可否結果メッセージを印書する。 

下段に該当の不突合事由コードを印書する。 

 

ニ 出力時期 

該当データがある場合、毎日本省業務課に配信する。 

 

ホ 事務処理 

メッセージ欄を確認し、エラーにより収納できなかった理由と労災システム上の債権情報を確認す

る。 

なお、以下の場合は問題ない。 

「メッセージが、"２０"(債権番号不整合)であり、当該返納金債権がＡＤＡＭＳ端末から個別に登

録したものである場合。」（労災システムで管理していない債権情報であるため。） 

 

また、不突合となった領収済通知については、ＡＤＡＭＳに対して自動的に戻入処理が行われない。

必要に応じて、ＡＤＡＭＳ端末から戻入手続きを行うこと。 
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ヘ 印書例 
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(2) 支出負担行為即支出決定決議書（戻入決議書） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

ＡＤＡＭＳからの「個別戻入返却情報」を元に、歳入外債権の戻入に対する情報を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

業務種別 「５００」を印書する。 

整理番号 

発議年月日 

負担官区分 

該当の債権情報を印書する。 

年度 対象の年度を印書する。 

債権番号元号 

債権番号 
対象の債権番号元号と債権番号を印書する 

所管 該当の所管コードとそれに対応する所管名を印書する。 

会計 該当の会計コードとそれに対応する会計名を印書する。 

部局等 該当の部局等コードとそれに対応する部局等名を印書する。 

項 

目 

該当の歳出項コード、歳出目コードと、それに対応する項名、及び目名を

印書する。 

目の細分 

細分 
該当の目の細分名と細分名を印書する。 

氏名又は名称 

住所 
該当の債主の債主コード、カナ名称、漢字名称、住所を印書する。 

金額 該当の金額を印書する。 

負担区分 該当の負担区分コードとそれに対応する負担区分名を印書する。 

支出決定区分 該当の支出決定区分コードとそれに対応する支出決定区分名を印書する。 

支払時期 該当の支払時期コードとそれに対応する支出時期を印書する。 

支払方法 

精算額 

未精算額 

分任官 

分任官整理番号 

何も印書しない。 
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出力項目名 出  力  内  容 

摘要 
該当の摘要情報を印書する。該当データが訂正分の場合は、語尾に「“訂正

分”」を印書する。 

局課 該当の局課コードとそれに対応する局課名を印書する。 

工事 該当の工事コードとそれに対応する工事名を印書する。 

負担仕訳区分 

仕訳区分 

該当の負担仕訳区分コード、仕訳区分コードと、それぞれに対応する負担

仕訳区分名、仕訳区分名を印書する。 

勘定科目（借方） 

勘定項目（貸方） 

該当のコードと、それぞれに対応する勘定科目借方コード、勘定科目貸方

コード、勘定科目借方名、勘定科目貸方名を印書する。 

予算事項 該当の予算事項コードとそれに対応する予算事項名を印書する。 

主要経費別分類 
該当の主要経費別分類コードとそれに対応する主要経費別分類名を印書す

る。 

発議係コード 該当の発議係コードを印書する。 

内訳種別 

件数 
該当の内訳種別を印書する。件数は何も印書しない。 

関連番号 該当の関連番号を印書する。 

支払回数 何も印書しない。 

略科目コード 該当の略科目コードを印書する。 

返納受付番号 該当の返納受付番号を印書する。 

支払予定年月日 

国庫債務負担行為 

整理番号 

設定年度 

国庫債務事項 

何も印書しない。 

電文通番 該当の電文通番を印書する。 

 

ニ 出力時期 

ＡＤＡＭＳファイル転送による返納金債権の戻入が完了した際、本省業務課へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

決議後、保管する。 
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ヘ 印書例 
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(3) 債権収納結果リスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

ＡＤＡＭＳから通知された「返納金領収済通知等一覧情報」と、収納処理の結果を一覧で印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 債権収納結果リスト出力処理を行った年月日を印書する。 

年度 対象の年度を印書する。 

局コード 

局名 

署コード 

署名 

対象の局コード、署コードと、それぞれに対応する都道府県名と監督署名

を印書する。 

給付種別 対象の給付種別名を印書する。 

債権番号 

返納受付番号 

該当の債権番号と返納受付番号を印書する。 

「回収額登記票」による収納の場合は、返納受付番号は何も表示しない。 

データ受付番号 

追回番号 

該当のデータ受付番号、追回番号を印書する。 

年金債権の場合は何も表示しない。 

給付種別内訳 

債権種類 

収納年月日 

該当の給付種別内訳と債権種類、収納年月日を印書する。 

取消 回収額登記票の取消が行われているデータの場合は、「取消」を印書する。

債権金額 

収納金額 
該当の債権金額と収納金額を印書する。 

収納方法 

該当の収納方法を登録されているコードに基づき、以下の内容を印書する。

１ …………………………… 「ADAMS ファイル転送（FTP）連携」 

３ …………………………… 「OCR 帳票（「回収額登記票」）入力」 

４ …………………………… 「システムによる自動相殺」 

 

小計 対象の局署、給付種別の合計数を印書する。 

合計 
本省管理分の場合はすべての合計数を印書する。地方管理分の場合は、各

労働局、監督署の合計数を印書する。 

 （注）相殺を行うのはアフターケア委託費とアフターケア通院費のみである。 
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ニ 出力時期 

本省管理分の債権の場合は本省業務課へ配信する。地方管理分の債権の場合は各労働局、監督署へ

配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 
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ヘ 印書例 
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８. 月次出力リスト 

(1) 年金支払計算書 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

各支払期の年金証書番号、債権発生支払期年月、債務者ごとの明細を印書する。内払調整残がある

場合は、過年度分、現年度分をそれぞれ印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 年金支払計算書出力処理を行った年月日を印書する。 

管轄 対象帳票の管轄局署コードを局コード、署コードごとに印書する。 

年金証書番号 
対象帳票の年金証書番号を、管轄局、種別、西暦年、番号、枝番号ごとに

印書する。 

債権発生支払期年月 対象帳票の債権発生支払期年月を印書する。 

転帰事由 

転帰年月 
対象帳票の転帰事由、転帰年月を印書する。 

債務者氏名 

住所 

電話番号 

対象帳票の債務者氏名、債務者住所、債務者電話番号を印書する。 

タイトル見出し 
年金債務者が小口融資分の場合、タイトルの下に「福祉医療機構」を印書

する。 

番号 
対象帳票の年金証書番号、債権発生支払期年月、年金債務者区分ごとの連

番を印書する。 

（明細行 1列目） 

明細レコード出力時は該当の支払年月を印書する。 

過年度内払調整残出力時、現年度内払調整残出力にはそれぞれ「過年度内

払調整残」、「現年度内払調整残」を印書する。 

過年度計出力時、現年度計出力時にはそれぞれ「過年度計」、「現年度計」

を印書する。 

年金支払済金額 

年金正当金額 

年金差額 

該当の年月の年金支払済金額、年金正当金額、年金差額を印書する。内払

調整残出力時には、各項目の内払調整残を印書する。過年度計、現年度計の

出力時には、各項目の過年度計、現年度計を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

労災就学等援護費 

支払済金額 

労災就学等援護費 

正当金額 

労災就学等援護費 

差額 

該当の年月の労災就学等援護費支払済金額、労災就学等援護費正当金額、

労災就学等援護費差額を印書する。内払調整残出力時には、各項目の内払調

整残を印書する。過年度計、現年度計の出力時には、各項目の過年度計、現

年度計を印書する。 

特別年金支払済金額 

特別年金正当金額 

特別年金差額 

該当の年月の特別年金支払済金額、特別年金正当金額、特別年金差額を印

書する。内払調整残出力時には、各項目の内払調整残を印書する。過年度計、

現年度計の出力時には、各項目の過年度計、現年度計を印書する。 

年金合計 過年度と現年度の年金差額の差額の合計額を印書する。 

労災就学等援護費 

合計 
過年度と現年度の労災就学等援護費の差額の合計額を印書する。 

特別年金合計 過年度と現年度の特別年金の差額の合計額を印書する。 

 

ニ 出力時期 

奇数月の債権確定月次処理時に、本省業務課に配信する。 

 

ホ 事務処理 

債権額の変更処理を行うための資料として使用する。 

Ⅱ  

 

-8-(1)-2



 

ヘ 印書例 
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(2)  年金支払計算書一覧 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当期決議対象の年金債権について、債務者単位に債権発生支払期の年金債権情報を一覧で印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 支払計算書一覧出力処理を行った年月日を印書する。 

管轄局署 該当の局コードと署コードを印書する。 

年金証書番号 

債権発生支払期年月 
該当の年金証書番号と債権発生支払期年月を印書する。 

転帰事由 

転帰年月 

該当する以下の転帰事由コードと転帰年月を印書する。 

傷病年金・死亡 ………………………………………………… １１ 

傷病年金・治ゆ ………………………………………………… １２ 

傷病年金・等級不該当 ………………………………………… １３ 

傷病年金・基本権取消 ………………………………………… １９ 

障害年金・死亡 ………………………………………………… ２１ 

障害年金・再発 ………………………………………………… ２２ 

障害年金・等級不該当（８～１４級以外） ………………… ２３ 

障害年金・等級不該当（８～１４級） ……………………… ２４ 

障害年金・基本権取消 ………………………………………… ２９ 

遺族年金・死亡 ………………………………………………… ３１ 

遺族年金・婚姻 ………………………………………………… ３２ 

遺族年金・養子縁組 …………………………………………… ３３ 

遺族年金・離縁 ………………………………………………… ３４ 

遺族年金・障害無 ……………………………………………… ３５ 

遺族年金・１８歳失権 ………………………………………… ３８ 

遺族年金・基本権取消 ………………………………………… ３９ 

債務者氏名 該当の債務者の氏名を印書する。 

備考 該当の債務者が小口融資分の場合、「福祉医療機構」を印書する。 
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ニ 出力時期 

奇数月の債権確定月次処理時に、本省業務課に配信する。 

 

ホ 事務処理 

債権額の変更処理を行うための資料として使用する。 
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ヘ 印書例 
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(3) 債務者登録破棄リスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当期に決議対象となる年金債権について、変更入力（債権金額の増減）が行われ債権金額が 0にな

った債権の債務者のリストを印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 支払計算書一覧出力処理を行った年月日を印書する。 

年金証書番号 該当の年金証書番号を印書する。 

債務者氏名（漢字） 

債務者氏名（カナ） 
該当の債務者の氏名を漢字とカナで印書する。 

債務者登録票入力 

年月日 
該当の債務者登録票を入力した年月日を印書する。 

 

ニ 出力時期 

偶数月の債権確定月次処理時に、本省業務課に配信する。 

 

ホ 事務処理 

債権額の変更入力処理の結果を確認するために使用する。 
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ヘ 印書例 
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(4) 減額リスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

決議対象となる年金債権について、変更入力（債権金額の増減）が行われた債権について印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 減額リスト出力処理を行った年月日を印書する。 

年金証書番号 

債権発生年月日 
該当の年金証書番号と債権発生年月日を印書する。 

債務者区分 
該当の債務者が受給権者の場合は「０」を印書し、小口融資の場合は「１」

を印書する。 

現年度年金 

現年度援護費 

現年度特別年金 

該当の歳入外債権について、保険給付費、労災就学等援護費、労災援護給

付金の順に印書する。 

過年度年金 

過年度援護費 

過年度特別年金 

該当の歳入金債権について、保険給付費、労災就学等援護費、労災援護給

付金の順に印書する。 

 

ニ 出力時期 

偶数月の債権確定月次処理時に、本省業務課に配信する。 

 

ホ 事務処理 

債権額の変更入力処理の結果を確認するために使用する。 
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ヘ 印書例 
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(5) 歳入金債権登録確認用リスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

債権確定月次処理の対象となった歳入金債権の一覧を印書する。なお、印書される内容は、別途ダ

ウンロード可能なＡＤＡＭＳ端末用タンキングデータの「歳入金債務者登録要求情報」と同一である。 

本帳票は短期給付の債権(「債権確認書」で入力された債権)のみを対象とし、年金給付の債権に関

しては別の帳票「労災年金歳入金債務者ＡＤＡＭＳ登録一覧表」、「労災年金歳入金債権ＡＤＡＭＳ登

録一覧表」で確認する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 歳入金債権登録確認用リスト出力処理を行った年月日を印書する。 

対象年度 帳票出力対象とする年度を印書する。 

局コード 

都道府県名 
対象の局コードと都道府県名を印書する。 

給付種別 対象帳票の給付種別名を印書する。 

債務者番号 
空欄で出力される。（必要に応じて、ＡＤＡＭＳで採番される債務者番号を

記載する。） 

郵便番号 

債務者住所 

債務者氏名（カナ） 

債務者氏名（漢字） 

該当の債務者の郵便番号、債務者住所、債務者氏名（カナ）、債務者氏名（漢

字）を印書する。 

確認調定年月日 

発生年月日 

債権金額 

該当のデータの確認調定年月日、発生年月日、債権金額を印書する。 

小計 局、給付種別単位でのリストの合計件数を印書する。 

合計 局単位でのリストの合計件数を印書する。 

 

ニ 出力時期 

債権確定月次処理時に、本省業務課と各労働局に配信する。 

 

ホ 事務処理 

出力内容を確認し、変更があれば、ＡＤＡＭＳ端末から歳入金債権を登録する際に適宜修正を行う

こと。 
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ヘ 印書例 

 

 

Ⅱ  

 

-8-(5)-2



(6) 労災年金歳入金債務者ＡＤＡＭＳ登録一覧表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当債権確定月次処理対象のうち、年金歳入金債権について、ＡＤＡＭＳ登録を行う債務者の一覧を

印書する。なお、本帳票は年金給付の債権の債務者のみを対象とし、債権に関しては、別の帳票「労

災年金歳入金債権ＡＤＡＭＳ登録一覧表」、短期給付の債権に関しては「歳入金債権登録確認用リスト」

で確認する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 
労災年金歳入金債務者ＡＤＡＭＳ登録一覧表出力処理を行った年月日を印

書する。 

管轄局署 

年金証書番号 

支払期年月 

債権発生年月日 

該当の管轄局署コード、年金証書番号、支払期年月、債権発生年月日を印

書する。 

電話番号 

郵便番号 

債務者氏名 

債務者住所 

該当の電話番号、郵便番号、債務者氏名、債務者住所を印書する。 

債権金額 

保険給付費 

該当の給付種別が「傷病補償年金」、もしくは「障害補償年金」、もしくは

「遺族補償年金」、もしくは「特別遺族年金」の場合、保険給付費を印書する。

債権金額 

労災就学等援護費 

該当の給付種別が「傷病援護費」もしくは「障害援護費」もしくは「遺族

援護費」の場合、労災就学等援護費を印書する。 

債権金額 

労災援護給付金 

該当の給付種別が「傷病特別年金」もしくは「障害特別年金」もしくは「遺

族特別年金」の場合、労災援護給付金を印書する。 

合計 
本省に配信する場合は、本省管理分の合計件数を印書する。各労働局に配

信する場合は、局単位での合計件数を印書する。 

 

ニ 出力時期 

債権確定月次処理時に、本省業務課と各労働局に配信する。 

 

ホ 事務処理 

出力内容を確認し、変更があれば、ＡＤＡＭＳ端末から債務者を登録する際に適宜修正を行うこと。 
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ヘ 印書例 
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(7) 労災年金歳入金債権ＡＤＡＭＳ登録一覧表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当債権確定月次処理対象のうち、年金歳入金債権について、ＡＤＡＭＳ登録を行う債務者の一覧を

印書する。なお、本帳票は年金給付の債権のみを対象とし、債務者に関しては、別の帳票「労災年金

歳入金債務者ＡＤＡＭＳ登録一覧表」、短期給付の債権に関しては「歳入金債権登録確認用リスト」で

確認する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 
労災年金歳入金債権ＡＤＡＭＳ登録一覧表出力処理を行った年月日を印書

する。 

管轄局署 

年金証書番号 

支払期年月 

債権発生年月日 

該当の管轄局署コード、年金証書番号、支払期年月、債権発生年月日を印

書する。また、小口融資分の場合は、年金証書番号の下段に「(福祉医療機構)」

を印書する。 

科目 
該当の科目として、「保険給付費」又は「労災就学等援護費」又は「労災援

護給付金」を印書する。 

確認・調定金額 該当債権の債権確認額・調定金額を印書する。 

債権発生原因 該当の債権発生原因を印書する。 

合計 
本省に配信する場合は、本省管理分の合計件数を印書する。各労働局に配

信する場合は、局単位での合計件数を印書する。 

 

ニ 出力時期 

債権確定月次処理時に、本省業務課と各労働局に配信する。 

 

ホ 事務処理 

出力内容を確認し、変更があれば、ＡＤＡＭＳ端末から債務者を登録する際に適宜修正を行うこと。 
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ヘ 印書例 
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(8) 返納金納入告知書 

イ 様式 

汎用紙 B４縦 配信帳票（自動配信） 

 

ロ 印書内容 

当期に決議された歳入外債権について「返納金納入告知書」を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

納入告知年月日 納入告知年月日を印書する。 

官署支出官官職氏名 官署支出官官職氏名を印書する。 

住所 

氏名 
債務者の郵便番号含む住所と氏名を印書する。 

納付期限 納付期限年月日を印書する。 

納付場所 「日本銀行本店、支店又は代理店」を印書する。 

収納機関番号 

納付番号 

確認番号 

何も印書しない。 

歳入組入月 歳入組入月となる翌年度の年月を印書する。 

歳入取扱庁名（番号） 歳入取扱庁名と取扱庁番号を印書する。 

区分 「１１５３」を印書する。 

年度 納入告知日の年度を印書する。 

債主コード 

整理番号 
債主コードと整理番号を印書する。 

会計名及び同番号 会計名と会計番号を印書する。 

所管及び同番号 所管名と所管番号を印書する。 

部局等及び同番号 部局名と部局番号を印書する。 

項目及び同番号 項目名と項番号を印書する。 

返納金額 返納金額を印書する。 

官署支出官所属官署 官署名と官署番号を印書する。 

返納を受ける支出官 「センター支出官 財務省会計センター 会計管理部長」を印書する。 

領収年月日 「上記の金額を領収しました。」と印書する。 

返納金戻入店 「日本銀行本店」と印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

納付目的 
「○○（給付種別名）の過誤払回収金」を印字する。（例：「アフターケア

委託費の過誤払回収金」） 

 

ニ 出力時期 

債権確定月次処理時に本省業務課に配信する。 

 

ホ 事務処理 

付随帳票と併せて債務者に送付する。 
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ヘ 印書例 
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(9) 納入告知書付随帳票 

(9-1) 過誤払金の返納について（短期・医療機関への支払の返納金債権分） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当期に決議された療養の給付、アフターケア委託費、二次健康診断等給付の返納金債権について、

『返納金納入告知書』(労災システムから出力)、『納入告知書』（ＡＤＡＭＳから出力）の付随帳票と

して印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 納入告知書付随帳票出力処理を行った年月日を印書する。 

医療機関名 

（債務者名） 

対象の指定医療機関名称、又は指定指名機関名称を印書する。 

ただし、債権確認書入力時に債務者氏名を記入した場合は、それを印書す

る。 

代表者氏名 

（債務者名） 

対象の指定医療機関代表者氏名、又は指定指名機関代表者氏名、又は債務

者氏名を印書する。 

ただし、債権確認書入力時に債務者氏名を記入した場合は、それを印書す

る。 

支払給付種別 対象の給付種別を説明文中に印書する。 

返納額 

納付期限 

過誤払いの原因 

対象の返納額、納付期限、過誤払いの原因を印書する。 

算出の基礎 「下欄のとおり」と印書する。 

明細見出し１列目 

対象が療養の給付の場合、「労働保険番号又は年金証書の番号」という見

出しと該当の番号を印書する。 

対象がアフターケア委託費の場合、「健康管理手帳番号」という見出しと

該当番号を印書する。 

対象が二次健診の場合、「労働保険番号」という見出しと該当の番号を印

書する。 

明細見出し２列目 

対象が療養の給付及び二次健診の場合、「生年月日」という見出しと該当

の年月日を印書する。 

対象がアフターケア委託費の場合、「診察（投薬）日」という見出しと該

当の年月日を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

明細見出し３列目 

対象が療養の給付の場合、「傷病年月日」という見出しと該当の年月日を

印書する。 

対象がアフターケア委託費の場合、「検査日」という見出しと該当の年月

日を印書する。 

対象が二次健診の場合、「二次健康診断受診年月日」という見出しと該当

の年月日を印書する。 

明細見出し４列目 

対象が療養の給付の場合、「療養期間」という見出しと該当の期間を印書す

る。 

対象がアフターケア委託費の場合、「対象者氏名」という見出しと該当の氏

名を印書する。 

対象が二次健診の場合、「請求労働者氏名」という見出しと該当の氏名を印

書する。 

支払年月日 該当の支払年月日を印書する。 

①支払済額 

②正当額 

③過誤払額（①－②） 

該当の支払済額、正当額、支払済額から正当額を差し引いた過誤払額を印

書する。 

計 
該当の支払済額、正当額、支払済額から正当額を差し引いた過誤払額の合

計額を印書する。 

 

ニ 出力時期 

債権確定月次処理時に本省業務課に配信する。 

 

ホ 事務処理 

納入告知書と併せて債務者に送付する。 
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ヘ 印書例 
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(9-2) 過誤払金の返納について（短期・個人への支払の返納金債権分） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当期に決議された療養の費用、休業、介護、アフターケア通院費、一時金の返納金債権について、

『返納金納入告知書』（システムから出力）、『納入告知書』（ＡＤＡＭＳから出力）の付随帳票で

ある『過誤払金の返納について』を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

納入告知年月日 対象の納入告知年月日を印書する。 

債務者氏名 対象の債務者氏名を印書する。 

支払給付種別 対象の給付種別を説明文中に印書する。 

返納額 

納付期限 

過誤払いの原因 

対象の返納額、納付期限、過誤払いの原因を印書する。 

算出の基礎 「下欄のとおり」と印書する。 

明細見出し１列目 

対象帳票給付種別ごとに以下の文言と、見出しに対応する年月日を印書す

る。 

療養の費用 …………………………………………… 「療養期間」 

休業 …………………………………………………… 「休業期間」 

介護 …………………………………………………… 「請求対象年月」 

アフターケア通院費 ………………………………… 「通院年月日」 

一時金 ………………………………………………… 「傷病年月日」 

支払年月日 

科目 
該当の支払年月日と科目を印書する。 

①支払済額 

②正当額 

③過誤払額（①－②） 

該当の支払済額、正当額、支払済額から正当額を差し引いた過誤払額を印

書する。 

計 
該当の支払済額、正当額、支払済額から正当額を差し引いた過誤払額の合

計額を印書する。 

債権番号 ADAMS にて付与された債権番号を印書する。 
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ニ 出力時期 

債権確定月次処理時に本省業務課に配信する。 

 

ホ 事務処理 

納入告知書と併せて債務者に送付する。 
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ヘ 印書例 
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(9-3) 過誤払金の返納について（年金返納金債権） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当期に決議された年金給付の返納金債権について、『返納金納入告知書』（労災システムから出力）、

『納入告知書』（ＡＤＡＭＳから出力）の付随帳票である『過誤払金の返納について』を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

納入告知年月日 納入告知年月日を印書する。 

債務者氏名 対象の債務者氏名を印書する。 

支払給付種別 対象の給付種別を説明文中に印書する。 

納入告知書 

歳入金債権の過誤払額が０円の場合は「返納金納入告知書」のみを同封し、

歳入外債権の過誤払額が０円の場合は「納入告知書」のみを同封し、その他

の場合は「返納金納入告知書」「納入告知書」を同封することを印書する。 

返納額 

納付期限 

過誤払いの原因 

対象の返納額、納付期限、過誤払いの原因を印書する。 

算出の基礎 「下欄のとおり」と印書する。 

債主コード 

（歳入外債権） 
歳入外債権の場合、該当の債主コードを印書する。 

債務者番号 

（歳入金） 

空欄で印書する（必要に応じて、ＡＤＡＭＳ端末から債務者検索を行い、

債務者番号を転記する）。 

給付区分 
歳入外債権、歳入金債権ごとに、「保険給付費」「労災就学等援護費」「労災

援護給付金」を印書する。 

支払期間 

①支払済額 

②正当額 

③過誤払額（①－②） 

該当の給付区分ごとに、支払期間、支払済額、正当額、支払済額から正当

額を差し引いた過誤払額を印書する。 
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ニ 出力時期 

債権確定月次処理時に本省業務課に配信する。 

 

ホ 事務処理 

納入告知書と併せて債務者に送付する。 
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ヘ 印書例 
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(9-4) 療養（補償）給付の費用の回収について、アフターケア委託費の費用の回収について、二次健康診

断等給付の費用の回収について 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当期に決議された療養（補償）給付、アフターケア委託費、二次健診の利得償還金債権について、

『納入告知書』（ＡＤＡＭＳから出力）の付随帳票である『費用の回収について』を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

納入告知年月日 納入告知年月日を印書する。 

債務者氏名 対象の債務者氏名を印書する。 

支払給付種別 対象の給付種別を説明文中に印書する。 

回収額 

納付期限 

回収の理由 

対象の返納額、納付期限、過誤払いの理由を印書する。 

算出の基礎 「下欄のとおり」と印書する。 

明細見出し１列目 

対象が療養（補償）給付の場合、「療養期間」という見出しと該当の年月日

を印書する。対象がアフターケア委託費の場合、「診察（投薬）日」という見

出しと該当の年月日を印書する。対象が二次健診の場合、「二次健康診断受診

年月日」という見出しと該当の年月日を印書する。 

支払年月日 

科目 
該当の支払年月日と科目を印書する。 

①給付に要した費用 

②正当額 

③回収額（①－②） 

該当の給付に要した費用、正当額、支払額から正当額を差し引いた回収額

を印書する。 

計 
該当の給付に要した費用、正当額、支払額から正当額を差し引いた回収額

の合計額を印書する。 

債権番号 該当の債権番号をスペース区切りですべて印書する。 

局名 

局住所 

局電話番号 

対象の局名、局住所、局電話番号を印書する。 
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ニ 出力時期 

債権確定月次処理時に本省業務課に配信する。 

 

ホ 事務処理 

納入告知書と併せて債務者に送付する。 
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ヘ 印書例 
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(10) 納入告知作成用リスト（短期給付・一時金） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当債権確定月次処理にて、「納入告知対象となる短期給付債権情報」及び「前債権確定月次処理から

当債権確定月次処理までに相殺処理を行った債権情報」を印書する。（相殺を行うのはアフターケア委

託費とアフターケア通院費のみである。） 

なお、本帳票は短期給付・一時金の債権を対象とし、年金給付の債権に関しては別の帳票「労災年

金歳入金納入告知書一覧表」で確認する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

給付種別 給付種別名及び給付種別内訳を印書する。 

債権種類 歳入外・歳入金の別、債権科目を印書する。 

処理年月日 納入告知作成用リスト出力処理を行った年月日を印書する。 

年度 

局コード、労働局名 
債権の発生年度、管轄局コード、管轄局名を印書する。 

債権番号 
歳入外債権の場合、ＡＤＡＭＳにて付与された債権番号を印書する。 

歳入金債権の場合は、空欄となる。 

郵便番号 

住所 
債務者の郵便番号、住所を印書する 

診薬の別 療養の給付の支払に起因する債権の場合、診薬の別を印書する。 

指定機関番号 

債主コード 

労働保険番号 

債務者氏名 

債務者の情報を表示する。 

（給付の種別や債権発生原因、債務者の種類により、一部のみ印書される。）

納入告知年月日 

納入期限 

債権の納入告知日、納入期限を印書する。 

（歳入金債権については、本帳票に印書されるのは、ＡＤＡＭＳ端末用タ

ンキングデータに労災システムが設定した値である。ＡＤＡＭＳ端末か

ら歳入金債権を登録する際に、別の納入告知年月日等を設定した場合、

納入告知書（ＡＤＡＭＳ端末から出力）に印書される日付とは異なる。）

明細件数 

返納金合計金額 

  納入告知に対する内訳の件数と合計金額。 

  （療養の給付、二次健診、アフターケア委託費の債権の場合は、複数の債

権確認情報が、１件の納入告知に集約される。Ⅱ－２－（２）「医療機

関の支払に対する債権」参照。） 
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出力項目名 出  力  内  容 

債務者情報 

債権情報 

債権の発生原因となった請求・支払等に関する情報を印書する。 

印書項目は以下のとおりであるが、給付の種別や債権発生原因、債務者の

種類により、一部項目のみ印書される。 

 

データ受付番号、追回番号、健康管理手帳番号、労働保険番号、年金証書

番号、生年月日、診療年月日、検査年月日、二次健診受診年月日、傷病年

月日、支払年月日、氏名、療養期間、休業期間、科目名、支払済金額、正

当金額、返納金額 

 

ニ 出力時期 

債権確定月次処理時に、本省業務課と各労働局に配信する。 

 

ホ 事務処理 

自局で入力した債権確認書と回収額（相殺）登記票の情報と照合し、過不足や誤りがないことを確

認する。 

なお、本省管理の歳入外債権の返納金納入告知書はシステムから自動的に出力される。 

歳入金債権の納入告知書は ADAMS 端末から出力すること。 
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ヘ 印書例 
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(11) 納入告知確認用リスト（短期給付・一時金） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

ＡＤＡＭＳ登録を行った短期給付・一時金の当期債権、及び、相殺処理を行った短期給付の債権を

一覧で印書する。（相殺を行うのはアフターケア委託費とアフターケア通院費のみである。）なお、債

権の自動集約を行う医療機関向けの債権は、納入告知書単位に個別の債権情報を印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

給付種別 

給付種別内訳 
給付種別名と給付種別内訳名を印書する。 

債権種類 歳入外・歳入金の別、債権科目、相殺外又は相殺を印書する。 

処理年月日 納入告知確認用リスト出力処理を行った年月日を印書する。 

納入告知日又は 

相殺日 

対象帳票が納入告知対象の場合は、「納入告知日」というタイトルと納入告

知日を印書する。対象帳票が相殺対象の場合は、「相殺日」というタイトルと

相殺日を印書する。 

局署 該当の局署コードを印書する。 

債権番号 

債務者氏名 

郵便番号 

債務者住所 

該当の債権番号、債務者氏名、郵便番号、債務者住所を印書する。 

データ受付番号 

追回番号 

支払年月日 

支払金額 

該当のデータ受付番号、追回番号、支払年月日、支払金額を印書する。 

債権発生原因 該当の債権発生原因コードと債権発生原因を印書する。 

正当金額  

徴定金額 

納入告知金額 

該当の金額を印書する。 

合計 支払金額、正当金額、徴定金額の合計額をそれぞれ印書する。 
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ニ 出力時期 

債権確定月次処理時に、本省業務課と各労働局に配信する。 

 

ホ 事務処理 

債務者に納入告知を行う際の補助資料である。 
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ヘ 印書例 
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(12) 労災年金歳入金納入告知書出力一覧表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

債権確定月次処理対象のうち、年金歳入金債権について、債権種別ごとに印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

債権種別 債権種別名を印書する。 

納入告知年月日、徴

定年度、納付期限 
納入告知年月日、徴定年度、納付期限を印書する。 

債務者番号、債権番

号 

空欄で印書する。債務者と歳入金債権を ADAMS 端末から登録する際に採番

されるので、必要に応じて記入する。 

郵便番号、債務者住

所、債務者氏名 
該当の債務者郵便番号、債務者住所、債務者氏名を印書する。 

債権金額、年金債権

整理番号 
該当の債権金額、年金債権整理番号を印書する。 

種別合計 債権種別ごとの合計件数、合計金額を印書する。 

合計 
本省業務課に配信する場合は、本省管理分の合計件数と合計金額を印書す

る。各労働局に配信する場合は、局単位での合計件数と合計金額を印書する。

 

ニ 出力時期 

債権確定月次処理時に、本省業務課と各労働局に配信する。 

 

ホ 事務処理 

ＡＤＡＭＳ端末から歳入金債権の『納入告知書』を出力し、債務者に送付する。 
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ヘ 印書例 
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(13) 債権確認書入力リスト（短期給付・一時金） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

前回の債権確定月次処理以降に「債権確認書」が入力された短期給付の債権について、回収決議の

単位で、労災システムでの納入告知対象、対象外の別に印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 債権確認入力リスト出力処理を行った年月日を印書する。 

取得基準年月日 帳票出力対象とする取得基準年月日の期間を印書する。 

局コード 

局名 

署コード 

署名 

対象の局コードと労働局名、監督署コードと署名を印書する。 

納入告知 
労災システムによる納入告知作成対象であれば「対象」を印書し、対象で

なければ「対象外」を印書する。 

ヘ

ッ

ダ

部 

給付種別 対象帳票の給付種別名、歳入外歳入金区分、債権種類名を印書する。 

債務者氏名 

債務者住所 
該当の債務者氏名と債務者住所を印書する。 

明

細

部 
データ受付番号 

追回番号 

支払年月日 

発生原因 

該当のデータ受付番号、追回番号、支払年月日、発生原因コードを印書す

る。 
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出力項目名 出  力  内  容 

給付種別内訳 

回収決議により生じた債権の給付種別内訳を印書する。 

上段：療養（補償）給付、休業（補償）給付、介護（補償）給付、二次

健康診断等給付の保険給付費の債権は「保険給付費」、障害（補

償）給付、遺族（補償）給付、葬祭料、傷病（補償）年金で保険

給付の債権は「支払保険給付額」、アフターケア委託費の債権は、

「アフターケア委託費」、アフターケア通院費の債権は、「アフタ

ーケア通院費」と印書する。 

中段：休業（補償）給付の特別支給金の債権は「労災援護給付金」、障

害（補償）給付、遺族（補償）給付、傷病（補償）年金の定額の

特別支給金の債権及び未支給の就学等援護費の債権は「支払特別

支給金」と印書する。 

下段：障害（補償）給付、遺族（補償）給付、傷病（補償）年金の特別

給与を算定の基礎とする特別支給金の債権は「支払特別一時金」

と印書する。 

支払金額 

正当金額 

徴定金額 

該当の債権の給付種別内訳に該当する支払金額、正当金額、徴定金額を印

書する。 

合計件数 債権の給付種別ごとの総件数を印書する。 

合計支払金額 

合計正当金額 

合計徴定金額 

合計支払金額、合計正当金額、合計徴定金額を、給付種別内訳ごとに印書

する。 

 

ニ 出力時期 

債権確定月次処理時に、債権確認書の出力契機となる回収決定を行った局署に配信する。 

 

ホ 事務処理 

債権確認書の情報と照合し、過不足や誤りがないことを確認する。 

システムによる納入告知書作成「対象外」の債権（ＡＤＡＭＳファイル転送による支払以外に起因

する債権）については、納入告知の事務手続きを行うこと。 
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ヘ 印書例 
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(14) 債権確認書未入力リスト（短期給付・一時金） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

「債権確認書」が出力済で、当該「債権確認書」が未入力である回収情報を、回収決議単位で印書

する。なお、本帳票は短期給付・一時金の債権（「債権確認書」で入力された債権）のみを対象とし、

年金給付の債権に関しては別の帳票『債務者登録票未入力リスト』で確認することとする。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 債権確認書未入力リスト出力処理を行った年月日を印書する。 

取得基準年月日 出力対象とする期間を印書する。 

局コード、局名、署

コード、署名 
対象の局コードと労働局名、署コードと監督署名を印書する。 

給付種別 給付種別名を印書する。 

対象者氏名 該当の対象者の氏名をカナと漢字で印書する。 

データ受付番号 

生年月日 

傷病年月日 

支払年月日 

追回番号 

二次健診受診年月日 

決定年月日 

支払方法 

該当項目にデータがある場合、各データを印書する。 

指定機関番号 該当の指定医療機関番号、もしくは指定指名機関番号を印書する。 
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出力項目名 出  力  内  容 

給付種別内訳 

回収決議により生じた債権の給付種別内訳を印書する。 

上段：療養（補償）給付、休業（補償）給付、介護（補償）給付、二次

健康診断等給付の保険給付費の債権は「保険給付費」、障害（補償）

給付、遺族（補償）給付、葬祭料、傷病（補償）年金で保険給付

の債権は「支払保険給付額」、アフターケア委託費の債権は、「ア

フターケア委託費」、アフターケア通院費の債権は、「アフターケ

ア通院費」と印書する。 

中段：休業（補償）給付の特別支給金の債権は「労災援護給付金」、障害

（補償）給付、遺族（補償）給付、傷病（補償）年金の定額の特

別支給金の債権及び未支給の就学等援護費の債権は「支払特別支

給金」と印書する。 

下段：障害（補償）給付、遺族（補償）給付、傷病（補償）年金の特別

給与を算定の基礎とする特別支給金の債権は「支払特別一時金」

と印書する。 

労働保険番号 

年金証書番号 

健康管理手帳番号 

該当項目にデータがある場合、各データを印書する。 

支払金額 

正当金額 

徴定金額 

該当の債権の給付種別内訳に該当する支払金額、正当金額、徴定金額を印

書する。 

まとめ 
まとめ回収により発生した債権でない場合は「０」を印書する。 

まとめ回収により発生した債権の場合は「１」を印書する。 

合計件数 債権の給付種別毎の総件数を印書する。 

合計支払金額 

合計正当金額 

合計徴定金額 

合計支払金額、合計正当金額、合計徴定金額を、給付種別内訳ごとに印書

する。 

 

ニ 出力時期 

債権確定月次処理時に、債権確認書の出力契機となる回収決定を行った局署に配信する。 

 

ホ 事務処理 

各局署にて未入力の債権確認書と一致するか確認し、速やかに入力すること。 
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ヘ 印書例 
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(15) 債務者登録票未入力リスト（年金） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

債権選択されている年金債権のうち、「債務者登録票」にて債務者の入力が行われていない年金債権

のリストを印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 債務者登録票未入力リスト出力処理を行った年月日を印書する。 

管轄局署 対象の局署コードを印書する。 

年金証書番号 

受給権者氏名 

変更等決定年月日 

債権発生年月日 

該当の年金証書番号、受給権者氏名、変更等決定年月日、債権発生年月日

を印書する。 

 

ニ 出力時期 

債権確定月次処理時に、債務者登録票の出力契機となる回収決定を行った署に配信する。 

 

ホ 事務処理 

各署にて未入力の債務者登録票と一致するか確認し、調査の上速やかに入力する。 
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ヘ 印書例 
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 (1) 適正給付管理対象者推移状況表（傷病別） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当月対象被災者の情報と前月対象被災者の情報を比較し、傷病性質毎に療養 1年以上経過者数、療

養 6ヶ月以上１年未満経過者数とその合計、本月療養者数と療養 6ヶ月以上 1年未満経過者数の合計

を出力する。また、全傷病性質の合計を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

前月療養者 療養 1年以上超過の前月療養者数を出力する。 

新規対象者 療養 1年以上超過の新規対象者数を出力する。 

前月とのギャップ 
本月療養者から、前月療養者、新規対象者、本月転帰者（治ゆ～年金移行）

を引いた数を出力する。 

本月転帰者（治ゆ） 療養 1年以上超過の本月転帰者（治ゆ）数を出力する。 

本月転帰者（中止） 療養 1年以上超過の本月転帰者（中止）数を出力する。 

本月転帰者（死亡） 療養 1年以上超過の本月転帰者（死亡）数を出力する。 

本月転帰者（年金移行） 療養 1年以上超過の本月転帰者（年金移行）数を出力する。 

本月療養者 療養 1年以上超過の本月療養者数を出力する。 

本 月 療 養 者 内 訳

（12-17） 
本月時点で療養期間が 12ヶ月以上、17ヶ月以下である療養者数を出力する。

本 月 療 養 者 内 訳

（18-23） 
本月時点で療養期間が 18ヶ月以上、23ヶ月以下である療養者数を出力する。

本 月 療 養 者 内 訳

（24-35） 
本月時点で療養期間が 24ヶ月以上、35ヶ月以下である療養者数を出力する。

本月療養者内訳（36 以

上） 
本月時点で療養期間が 36 ヶ月以上である療養者数を出力する。 

療養 6 ヶ月以上 1 年未

満経過者（6-7） 
本月時点で療養期間が 6ヶ月以上、7ヶ月以下である療養者数を出力する。

療養 6 ヶ月以上 1 年未

満経過者（8-9） 
本月時点で療養期間が 8ヶ月以上、9ヶ月以下である療養者数を出力する。

療養 6 ヶ月以上 1 年未

満経過者（10-11） 
本月時点で療養期間が 10ヶ月以上、11ヶ月以下である療養者数を出力する。

療養 6 ヶ月以上 1 年未

満経過者（小計） 
本月時点で療養期間が 6ヶ月以上、11ヶ月以下である療養者数を出力する。
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適管対象者（総計） 本月時点の適正給付管理対象者の数を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合も無い場合も、月次で第２開庁日のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 
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ヘ 印書例 
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(2) 適正給付管理対象者推移状況表（都道府県別） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

当月対象被災者の情報と前月対象被災者の情報を比較し、都道府県毎に療養 1年以上経過者数、療

養 6ヶ月以上１年未満経過者数とその合計、本月療養者数と療養 6ヶ月以上 1年未満経過者数の合計

を出力する。また、全都道府県の合計を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

都道府県コード 都道府県のコード値を出力する。 

前月療養者 療養 1年以上超過の前月療養者数を出力する。 

新規対象者 療養 1年以上超過の新規対象者数を出力する。 

前月とのギャップ 
本月療養者から、前月療養者、新規対象者、本月転帰者（治ゆ～年金移行）を

引いた数を出力する。 

本月転帰者（治ゆ） 療養 1年以上超過の本月転帰者（治ゆ）数を出力する。 

本月転帰者（中止） 療養 1年以上超過の本月転帰者（中止）数を出力する。 

本月転帰者（死亡） 療養 1年以上超過の本月転帰者（死亡）数を出力する。 

本月転帰者（年金移

行） 
療養 1年以上超過の本月転帰者（年金移行）数を出力する。 

本月療養者 療養 1年以上超過の本月療養者数を出力する。 

本 月 療 養 者 内 訳

（12-17） 
本月時点で療養期間が 12 ヶ月以上、17 ヶ月以下である療養者数を出力する。 

本 月 療 養 者 内 訳

（18-23） 
本月時点で療養期間が 18 ヶ月以上、23 ヶ月以下である療養者数を出力する。 

本 月 療 養 者 内 訳

（24-35） 
本月時点で療養期間が 24 ヶ月以上、35 ヶ月以下である療養者数を出力する。 

本月療養者内訳（36

以上） 
本月時点で療養期間が 36 ヶ月以上である療養者数を出力する。 

療養 6ヶ月以上1年

未満経過者（6-7） 
本月時点で療養期間が 6ヶ月以上、7ヶ月以下である療養者数を出力する。 

療養 6ヶ月以上1年

未満経過者（8-9） 
本月時点で療養期間が 8ヶ月以上、9ヶ月以下である療養者数を出力する。 

療養 6ヶ月以上1年

未満経過者（10-11） 
本月時点で療養期間が 10 ヶ月以上、11 ヶ月以下である療養者数を出力する。 
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療養6ヶ月以上1年

未満経過者（小計） 
本月時点で療養期間が 6ヶ月以上、11ヶ月以下である療養者数を出力する。 

適管対象者（総計） 本月時点の適正給付管理対象者の数を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合も無い場合も、月次で第２開庁日のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 
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ヘ 印書例 
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(3) 労災保険指定薬局等指定状況報告表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

労災保険指定薬局毎の指定又は指定取消件数等を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

局番号 労災保険指定薬局を管轄する労働局の番号を出力する。 

前年報告数 
指定指名機関種別（指定薬局、指定柔道整復師、はり・きゅう及びマッサージ

指定施術所）毎の前年の件数を出力する。 

指定取消 
指定指名機関種別（指定薬局、指定柔道整復師、はり・きゅう及びマッサージ

指定施術所）毎の今年の指定取消の件数を出力する。 

指定 
指定指名機関種別（指定薬局、指定柔道整復師、はり・きゅう及びマッサージ

指定施術所）毎の今年の指定の件数を出力する。 

現在数 「前年報告数」－「指定取消」＋「指定」の値を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合も無い場合も、１２月第６開庁日のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 
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ヘ 印書例 
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(4) 労災指定病院等登録（変更）報告書キャンセルリスト（本省宛） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４縦 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

指定医療機関の登録、変更の際に紐づくレセプトの状態をチェックした結果、登録、変更を実施で

きなかった指定医療機関を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

指定病院等 指定医療機関番号を出力する。 

キャンセルメッセ

ージ 

「取消年月日又は指定年月日と不適合のレセプトデータが登記済です。」、また

は、「取消年月日２又は指定年月日２と不適合のレセプトが登録済です。」、また

は、「「金融機関コード」の金融機関は台帳に存在しません。」、または、「「金融

機関コード」がＡＤＡＭＳ管理されていません（口座１）。」、または、「「金融機

関コード」がＡＤＡＭＳ管理されていません（口座２）。」、または、「「金融機関

コード」がＡＤＡＭＳ管理されていません（口座３）。」を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合は、日次でオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

指定年月日及び指定取消年月日とレセプトの療養（投薬）期間について確認の上、再度処理するこ

と。 
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ヘ 印書例 

 

 

 

Ⅲ-1-(4)-2 



(5) 労災指定医療機関等登録(変更)出力書（リモート）（本省宛）、労災指定医療機関等登録(変更)出力書

（日次）（本省宛） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４縦 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

指定病院登録報告書が正常に処理された場合に出力する。 

なお、指定年月日又は指定取消年月日の変更を行った場合は、オンライン処理終了後に当該労災指

定病院等に係るレセプトの療養（投薬）期間又は健診給付病院等に係るレセプトの二次健診受診日と

の突合チェックを行い、正常に変更された場合に当リストを翌日配信する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

処理年月日 当該事務処理をした日付を帳票右上に印書する。 

所在地（住所） 

名称 

氏名 

登録又は修正された医療機関等の郵便番号、所在地、名称、代表者氏名の内容

を印書する。漢字入力されている場合は漢字で印書する。 

電話番号 台帳に基づいて、医療機関等の電話番号を印書する。 

形態別 

入力したコードにより形態別を印書する。 

01……………………………「国立病院」（国立大学付属病院を含む。） 

03……………………………「公立病院」（都道府県、市、区、町、村営） 

05……………………………「社会保険病院」 

07……………………………「公益法人」 

08……………………………「労災病院」 

09……………………………「医療法人」 

11……………………………「事業場」（事業場付属病院、診療所） 

13……………………………「その他法人」 

15……………………………「個人」 

指定病院等番号 台帳に基づいて、当該指定医療機関等の指定番号を印書する。 

労災指定医療機関 

指定年月日 

指定取消年月日 

登録変更年月日 

台帳の内容を印書する。 

登録変更年月日の欄には、労災指定医療機関に係る情報を台帳に登録した日又

は変更した日（最新の変更年月日）を印書する。 

二次健診等給付医

療機関 

指定年月日 2 

指定取消年月日 2 

登録変更年月日 2 

台帳の内容を印書する。 

登録変更年月日 2 の欄には健診給付病院等に係る情報を台帳に登録した日又は

変更した日（最新の変更年月日）を印書する。 
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アフターケア委託

費 

登録変更年月日 

アフターケア委託費に係る情報を台帳に登録した日又は変更した日 

（最新の変更年月日）を印書する。 

診療科目 「１」を記入して入力した該当診療科目の欄に「*」を印書する。 

医師数 

看護師数 

薬剤師数 

その他従業員数 

病床数 

台帳の内容を印書する。 

労災診療費 

一括番号 

一括振込機関 

労災指定医療機関が診療費の受領を特定の団体に委任している場合 

は、その機関の一括支払番号を印書する。 

一括支払番号に該当する機関名称を印書する。漢字入力されている 

場合は漢字で印書する。 

口座関係 1（労災診

療費） 

預金種別 

金融機関コード 

口座番号 

金融機関名 

店舗名称 

口座名義人 

労災診療費の振込先の口座関係情報について、台帳の内容を印書する。 

金融機関名については、金融機関コードに該当する金融機関名及び店舗名を金

融機関台帳により印書する。 

二次健康診断等費

用 

一括番号 2 

一括振込機関 2 

健診給付病院等が二次健診費の受領を特定の団体に委任している場合は、そ

の機関の一括支払番号を印書する。 

一括支払番号に該当する機関名称を印書する。漢字入力されている場合は漢字

で印書する。 

口座関係 2（二次健

康診断等費用） 

預金種別 

金融機関コード 

口座番号 

金融機関名 

店舗名称 

口座名義人 

二次健診費の振込先の口座関係情報について、台帳の内容を印書する。 

金融機関名については、金融機関コードに該当する金融機関名及び店舗名を金

融機関台帳により印書する。 

アフターケア委託

費 

一括番号 3 

一括振込機関 3 

労災指定医療機関がアフターケア委託費の受領を特定の団体に委任している

場合は、その機関の一括支払番号を印書する。 

一括支払番号に該当する機関名称を印書する。漢字入力されている 

場合は漢字で印書する。 
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口座関係 3 

（アフターケア委

託費） 

預金種別 

金融機関コード 

口座番号 

金融機関名 

店舗名称 

口座名義人 

アフターケア委託費の振込先の口座関係情報について、台帳の内容 

を印書する。 

金融機関名については、金融機関コードに該当する金融機関名及び 

店舗名を金融機関台帳により印書する。 

 

ニ 出力時期 

即時……登録又は変更（指定年月日及び指定取消年月日の変更は除く。）の場合、即時に配信する。 

翌日……指定取消又は指定年月日及び指定取消年月日変更の場合、報告書を入力した翌日に配信す

る。 

 

ホ 事務処理 

指定病院等番号順に編綴し、照会等に利用すること。また、労災指定医療機関等登録（変更）通知

書は、本省から医療機関あてに送付すること。 

ヘ 印書例 
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(6) 労災指定医療機関等登録(変更)通知書（リモート）（本省宛）、労災指定医療機関等登録(変更)通知書

（日次）（本省宛） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４縦 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

指定病院登録報告書が正常に処理された場合に出力する。 

なお、指定年月日又は指定取消年月日の変更を行った場合は、業後処理において当該労災指定病院

等に係るレセプトの療養（投薬）期間又は健診給付病院等に係るレセプトの二次健診受診日との突合

チェックを行い、正常に変更された場合に当リストを翌日配信する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

処理年月日 当該事務処理をした日付を帳票右上に印書する。 

所在地（住所） 

名称 

氏名 

登録又は修正された医療機関等の郵便番号、所在地、名称、代表者氏名の内容

を印書する。漢字入力されている場合は漢字で印書する。 

電話番号 台帳に基づいて、医療機関等の電話番号を印書する。 

形態別 

入力したコードにより形態別を印書する。 

01……………………………「国立病院」（国立大学付属病院を含む。） 

03……………………………「公立病院」（都道府県、市、区、町、村営） 

05……………………………「社会保険病院」 

07……………………………「公益法人」 

08……………………………「労災病院」 

09……………………………「医療法人」 

11……………………………「事業場」（事業場付属病院、診療所） 

13……………………………「その他法人」 

15……………………………「個人」 

指定病院等番号 台帳に基づいて、当該指定医療機関等の指定番号を印書する。 

労災指定医療機関 

指定年月日 

指定取消年月日 

登録変更年月日 

台帳の内容を印書する。 

登録変更年月日の欄には、労災指定医療機関に係る情報を台帳に登録した日又

は変更した日（最新の変更年月日）を印書する。 

二次健診等給付医

療機関 

指定年月日 2 

指定取消年月日 2 

登録変更年月日 2 

台帳の内容を印書する。 

登録変更年月日 2 の欄には健診給付病院等に係る情報を台帳に登録した日又は

変更した日（最新の変更年月日）を印書する。 
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アフターケア委託

費 

登録変更年月日 

アフターケア委託費に係る情報を台帳に登録した日又は変更した日 

（最新の変更年月日）を印書する。 

診療科目 「１」を記入して入力した該当診療科目の欄に「*」を印書する。 

医師数 

看護師数 

薬剤師数 

その他従業員数 

病床数 

台帳の内容を印書する。 

労災診療費 

一括番号 

一括振込機関 

労災指定医療機関が診療費の受領を特定の団体に委任している場合は、その

機関の一括支払番号を印書する。 

一括支払番号に該当する機関名称を印書する。漢字入力されている場合は漢字

で印書する。 

口座関係 1（労災診

療費） 

預金種別 

金融機関コード 

口座番号 

金融機関名 

店舗名称 

口座名義人 

労災診療費の振込先の口座関係情報について、台帳の内容を印書する。 

金融機関名については、金融機関コードに該当する金融機関名及び店舗名を金

融機関台帳により印書する。 

二次健康診断等費

用 

一括番号 2 

一括振込機関 2 

健診給付病院等が二次健診費の受領を特定の団体に委任している場合は、そ

の機関の一括支払番号を印書する。 

一括支払番号に該当する機関名称を印書する。漢字入力されている場合は漢字

で印書する。 

口座関係 2（二次健

康診断等費用） 

預金種別 

金融機関コード 

口座番号 

金融機関名 

店舗名称 

口座名義人 

二次健診費の振込先の口座関係情報について、台帳の内容を印書する。 

金融機関名については、金融機関コードに該当する金融機関名及び店舗名を金

融機関台帳により印書する。 

アフターケア委託

費 

一括番号 3 

一括振込機関 3 

労災指定医療機関がアフターケア委託費の受領を特定の団体に委任している

場合は、その機関の一括支払番号を印書する。 

一括支払番号に該当する機関名称を印書する。漢字入力されている 

場合は漢字で印書する。 
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口座関係 3 

（アフターケア委

託費） 

預金種別 

金融機関コード 

口座番号 

金融機関名 

店舗名称 

口座名義人 

アフターケア委託費の振込先の口座関係情報について、台帳の内容を印書す

る。 

金融機関名については、金融機関コードに該当する金融機関名及び店舗名を

金融機関台帳により印書する。 

 

ニ 出力時期 

即時……登録又は変更（指定年月日及び指定取消年月日の変更は除く。）の場合、即時に配信する。 

翌日……指定取消又は指定年月日及び指定取消年月日変更の場合、報告書を入力した翌日に配信す

る。 

 

ホ 事務処理 

指定病院等番号順に編綴し、照会等に利用すること。また、労災指定医療機関等登録（変更）通知

書は、本省から医療機関あてに送付すること。 
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ヘ 印書例 
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(7) 指定・指名機関台帳振込み金融機関廃止等リスト(本省宛)(月次) 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

地方の支払に関する金融機関の廃止・変更により、指定指名機関台帳の振込金融機関に変更が必要

な情報を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

指定 No 振込金融機関に変更が必要な指定指名機関の指定指名機関番号を出力する。 

指名機関名称(カ

ナ) 
振込金融機関に変更が必要な指定指名機関の指名機関名称(カナ)を出力する。

金融機関名(カナ) 振込金融機関の金融機関名カナを出力する。 

店舗名（カナ) 振込金融機関の金融機関店舗名カナを出力する。 

金融コード 振込金融機関の指定指名金融機関コードを出力する。 

指名機関名称(漢

字) 
振込金融機関の指定指名機関名漢字を出力する。 

金融機関名(漢字) 振込金融機関の金融機関名漢字を出力する。 

店舗名(漢字) 振込金融機関の金融機関店舗名漢字を出力する。 

電話番号 振込金融機関に変更が必要な指定指名機関の電話番号を出力する。 

廃止日 振込金融機関の廃止年月日を出力する。 

備考 

「廃止」     金融機関コードが存在しない 

「ＣＤ変更」   金融機関コードが存在し、変更前の場合 

空白  上記以外の場合 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合も無い場合も、月次で第１開庁日のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 
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ヘ 印書例 
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(8) 指定・指名機関台帳振込み金融機関廃止等リスト(本省宛)(診療費) 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

診療費の支払に関する ADAMS 金融機関の廃止・変更により、指定指名機関台帳の振込金融機関に変

更が必要な情報を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

指定取消年月日 振込金融機関の取消年月日を出力する。 

指定 No 振込金融機関に変更が必要な指定指名機関の指定指名機関番号を出力する。 

指名機関名称(カ

ナ) 
振込金融機関に変更が必要な指定指名機関の指名機関名称(カナ)を出力する。

金融機関名(カナ) 振込金融機関の金融機関名カナを出力する。 

店舗名（カナ) 振込金融機関の金融機関店舗名カナを出力する。 

口座情報 「指定指名」を出力する。 

金融 CD 振込金融機関の指定指名金融機関コードを出力する。 

指名機関名称(漢

字) 
振込金融機関に変更が必要な指定指名機関の指名機関名称(漢字)を出力する。

金融機関名(漢字) 振込金融機関の金融機関名漢字を出力する。 

店舗名(漢字) 振込金融機関の金融機関店舗名漢字を出力する。 

電話番号 振込金融機関に変更が必要な指定指名機関の電話番号を出力する。 

適用開始日 振込金融機関の適用開始年月日を出力する。 

適用終了日 振込金融機関の適用終了年月日を出力する。 

備考 

金融機関コードが存在しない場合、「金融情報なし」を出力、 

適用範囲外の場合は「適用範囲外」を出力、指定指名機関口座番号がゼロの場

合は「口座番号未設定。設定が必要です。」を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合も無い場合も、データ締切日のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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(9) 指定・指名機関台帳振込み金融機関廃止等リスト(本省宛)(委託費) 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

アフターケア委託費の支払に関する ADAMS 金融機関の廃止・変更により、指定指名機関台帳の振込

金融機関に変更が必要な情報を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

指定取消年月日 振込金融機関の取消年月日を出力する。 

指定 No 振込金融機関に変更が必要な指定指名機関の指定指名機関番号を出力する。 

指名機関名称(カ

ナ) 
振込金融機関に変更が必要な指定指名機関の指定指名機関名カナを出力する。

金融機関名(カナ) 振込金融機関の金融機関名カナを出力する。 

店舗名（カナ) 振込金融機関の金融機関店舗名カナを出力する。 

口座情報 
指定指名金融機関の場合は、「指定指名」を出力し、 

アフター金融機関の場合は、「アフター」を出力する。 

金融 CD 振込金融機関の指定指名金融機関コードを出力する。 

指名機関名称(漢

字) 
振込金融機関に変更が必要な指定指名機関の指定指名機関名漢字を出力する。

金融機関名(漢字) 振込金融機関の金融機関名漢字を出力する。 

店舗名(漢字) 振込金融機関の金融機関店舗名漢字を出力する。 

電話番号 振込金融機関に変更が必要な指定指名機関の電話番号を出力する。 

適用開始日 振込金融機関の適用開始年月日を出力する。 

適用終了日 振込金融機関の適用終了年月日を出力する。 

備考 

金融機関コードが存在しない場合、「金融情報なし」を出力、 

適用範囲外の場合は「適用範囲外」を出力、 

口座番号未設定の場合は「口座番号未設定。設定が必要です。」を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合も無い場合も、データ締切日のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 
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ヘ 印書例 
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(10) 指定薬局・指名機関一括番号振出一覧表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

一括支払の取扱いを行っている一括支払機関及び、当該機関に登録している指定指名機関を局別に

出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

一括 NO 指定指名機関一括番号を出力する。 

一括名称 指定指名一括名称漢字を出力する。 

指定指名 NO 指定指名機関番号を出力する。 

指定指名機関名称 指定指名機関名称漢字を出力する。 

整理 NO 指定指名機関一括番号単位に 1から連番を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合も無い場合も、随時でオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 
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ヘ 印書例 
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(11) 指定指名期間更新リスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

指定指名期間末日の更改を行った情報を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

種別 指定指名機関の種別を出力する。 

指定番号 指定指名機関番号を出力する。 

医療機関名 指定指名機関名称カナを出力する。 

氏名(カナ) 指定指名機関代表者氏名カナを出力する。 

承認日 指定指名機関承認年月日を出力する。 

期間末日 指定指名機関期間末年月日を出力する。 

一括番号 指定指名機関一括番号を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合は、月次で最終開庁日のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 
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ヘ 印書例 
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(12) 指定薬局・指名機関一覧表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ３横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

指定・指名機関台帳から指定年月日が適用期間内にある指定指名機関情報を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

種別 

指定指名機関の種別コードと名称を出力する。 

2・・・指名施術所（柔道整復師） 

3・・・指名施術所（はり師、きゅう師、あん摩、マッサージ、指圧師） 

4・・・指定薬局 

9・・・一括支払先機関 

指名番号 指定指名機関番号を出力する。 

指名機関名称 指定指名機関名称漢字又はカナを出力する。 

電話番号 指定指名機関電話番号を出力する。 

指名機関承認日 指定指名機関承認年月日を出力する。 

指名期間末日 指定指名機関末年月日を出力する。 

指定・指名金融機関 指定指名機関金融機関コードを出力する。 

指定・指名預金 指定指名機関預金種別を出力する。 

指定・指名口座番号 指定指名機関口座番号を出力する。 

アフターケア金融

機関 
アフター金融機関コードを出力する。 

アフターケア預金 アフター預金種別を出力する。 

アフターケア口座

番号 
アフター口座番号を出力する。 

郵便番号 指定指名機関郵便番号を出力する。 

所在地 指定指名機関住所漢字又はカナを出力する。 

指定・指名口座名義

人(カナ) 
指定指名機関口座名義人を出力する。 

アフターケア口座

名義人(カナ) 
アフター口座名義人カナを出力する。 

柔道整復師 
各局の最終ページに種別が指名施術所（柔道整復師）の指定指名機関の件数を

出力する。 
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はり・きゅう 
各局の最終ページに種別が指名施術所（はり師、きゅう師、あん摩、マッサー

ジ、指圧師）の指定指名機関の件数を出力する。 

指定薬局 各局の最終ページに種別が指定薬局の指定指名機関の件数を出力する。 

一括機関 各局の最終ページに種別が一括支払先機関の指定指名機関の件数を出力する。

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合は、４月第１６開庁日のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 

Ⅲ-1-(12)-2 



 

ヘ 印書例 
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(13) 都道府県労災保険指定病院等指定状況表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

指定医療機関台帳より、指定されている医療機関の件数を医療機関形態別、局別に出力する。 

最終ページに全国計を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

局 医療機関管轄局の番号と名称を出力する。 

国立 国立の医療機関件数を出力する。 

公立 公立の医療機関件数を出力する。 

社保団体 公社会保険関係団体の医療機関件数を出力する。 

公益法人 公益法人の医療機関件数を出力する。 

労災病院 労災病院の医療機関件数を出力する。 

医療法人 医療法人の医療機関件数を出力する。 

事業場付属 事業場の医療機関件数を出力する。 

他の法人 その他法人の医療機関件数を出力する。 

個人 個人の医療機関件数を出力する。 

薬局 一括支払先機関ではない指定薬局件数を出力する。 

合計 国立～薬局の医療機関件数の集計を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合も無い場合も、３月第 10 開庁日のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 
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ヘ 印書例 
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(14) 都道府県労災保険指定薬局等指定状況表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

指定・指名機関台帳より、指定されている機関の件数を指定指名機関の種別、局ごとに抽出した結

果を出力する。 

最終ページに全国計を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

局 指定・指名機関管轄局の番号と名称を出力する。 

指定薬局 指定薬局の機関の件数を出力する。 

指名柔道整復師 指名施術所の機関の件数を出力する。 

はり・きゅう及びマ

ッサージ施術師 
はり・きゅう及びマッサージ施術師の機関の件数を出力する。 

合計 
指定薬局、指名柔道整復師、はり・きゅう及びマッサージ施術師の機関件数の

合計を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合も無い場合も、３月第 10 稼働日のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 

Ⅲ-1-(14)-1 



 

ヘ 印書例 
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(15) 一括振込先機関確認チェックリスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

一括振込先機関の登録又は修正した結果を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

金融機関情報 
一括振込先機関の登録又は修正した結果を出力する。エラーコードが付してあ

る場合は、金融機関台帳の情報検索により確認を行うこと。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合は、日次でオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 
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ヘ 印書例 
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(16) 労災指定医療機関台帳表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

登録されている全指定医療機関の情報を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

指定医療機関番号 指定医療機関番号を出力する。 

金融機関コード 金融機関コードを出力する。 

金融機関名 金融機関漢字名称、または、金融機関カナ名称を出力する。 

金融機関支店名 店舗漢字名称、または、店舗カナ名称を出力する。 

一括振込先機関名 一括振込先機関名称漢字、または、一括振込先機関名称カナを出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合は、４月第６開庁日のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 
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ヘ 印書例 

 

 

Ⅲ-1-(16)-2 



(17) 業種別・療養期間別・傷病別長期療養者数一覧表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

適正給付管理対象者を業種別・療養期間別・傷病別に集計し、出力する。療養期間 6～11 ヶ月、12

～17 ヶ月でそれぞれの小計を出力し、明細の最後に合計を出力する。また、傷病毎の最終ページに各

項目の合計を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

傷病名 傷病名を出力する。 

対象 対象年月を出力する。 

業種 

業種大分類を表すコードを出力する。ただし、97（通信放送新聞又は出版業）

98（卸売小売飲食又は宿泊業）、99（金融保険又は不動産業）の場合は「その他」

と出力される。 

療養期間別適正給

付管理対象者数 
適正給付対象者を療養期間別に出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合も無い場合も、月次で第２開庁日のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 
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ヘ 印書例 
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(18) 診療費旧労働保険番号使用被災者一覧表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

旧労働保険番号で診療費・薬剤費の請求を行った被災者の旧労働保険番号使用被災者一覧を作成す

る。一枚目に指定機関郵便番号、指定機関住所、指定機関名、代表者、請求期間を出力するが、二枚

目には出力しない。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

被災者の氏名 被災者の氏名カナを出力する。 

生年月日 被災者の生年月日を出力する。 

傷病年月日 被災者の傷病年月日を出力する。 

旧労働保険番号 旧労働保険番号を出力する 

変更後の労働保険

番号 
変更後の労働保険番号を出力する 

診療期間 診療期間を出力する 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合は、随時でオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 
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ヘ 印書例 
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(19) 特別加入者情報リスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

請求件数、支給金額を特別加入者毎に編集して、出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

労働保険番号 被災者が属する事業場の労働保険番号を出力する。 

生年月日 被災者の生年月日を出力する。 

傷病年月日 被災者の傷病年月日を出力する。 

特別加入者コード 被災者の特別加入者コードを出力する。 

被災者氏名（カナ） 被災者の氏名カナを出力する。 

診療件数／金額 
被災者が療養の給付請求書を申請した件数を出力する。またその件数分支給決

定した金額を出力する。 

費用件数／金額 
被災者が療養の費用請求書を申請した件数を出力する。またその件数分支給決

定した金額を出力する。 

休業保険件数／金

額 

被災者が休業請求書を申請した件数を出力する。またその件数分支給決定した

金額を出力する。 

休業特支件数／金

額 

被災者が休業特別支給金の休業請求書を申請した件数を出力する。またその

件数分支給決定した金額を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合は、月次で第７開庁日のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 
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ヘ 印書例 
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(20) 振動障害患者に係る補償状況一覧表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ３横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

被災者情報、休業申請給付台帳、療養申請給付台帳、療養請求書台帳、指定医療機関台帳、指定・

指名機関台帳を元に指定抽出期間の振動障害患者の情報を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

No 1 から連番で出力する。 

労働保険番号 被災者が属する事業場の労働保険番号を出力する。 

生年月日 被災者の生年月日を出力する。 

傷病年月日 被災者の傷病年月日を出力する。 

被災者氏名(カナ) 被災者の氏名カナを出力する。 

年齢 被災者の年齢を出力する。 

指定医療機関番号 被災者にかかわる指定医療機関番号を出力する。 

指定医療機関名称 被災者にかかわる指定医療機関名称を出力する。 

指定薬局番号 被災者にかかわる指定指名機関番号を出力する。 

指定薬局名称 被災者にかかわる指定指名機関名称を出力する。 

実額マーク 実額入力の場合は「*」を出力する。 

給付基礎日額 最古の給付基礎日額を出力する。 

療養継続 

被災者の新継再別を出力する。 

1・・・初診 

3・・・転医始診 

5・・・継続 

7・・・再発 

治ゆ年月日 被災者の治ゆ年月日を出力する。 

再発年月日 被災者の再発年月日を出力する。 

総療養期間初日 被災者の総療養期間初日を出力する。 

総療養期間末日 被災者の総療養期間末日を出力する。 

総療養期間暦日数 被災者の総療養暦日数を出力する。 

総投薬期間初日 被災者の総投薬期間初日を出力する。 
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総投薬期間末日 被災者の総投薬期間末日を出力する。 

総投薬期間暦日数 被災者の総投薬暦日数を出力する。 

再発総療養期間初日 被災者の再発総療養期間初日を出力する。 

再発総療養期間末日 被災者の再発総療養期間末日を出力する。 

再発総療養期間暦日

数 
被災者の再発総療養日数を出力する。 

再発総投薬期間初日 被災者の再発投薬期間初日を出力する。 

再発総投薬期間末日 被災者の再発投薬期間末日を出力する。 

再発総投薬期間暦日

数 
被災者の再発総投薬暦日数を出力する。 

総実診療日数 同一被災者の療養レセプトの総実診療日数の合計を出力する。 

総診療費支払額 被災者の総診療費支払額を出力する。 

総薬剤費支払額 被災者の総薬剤費支払額を出力する。 

総休業期間初日 被災者の総休業期間初日を出力する。 

総休業期間末日 被災者の総休業期間末日を出力する。 

総休業期間暦日数 総休業期間暦日数を出力する。 

総休業日数 総休業期間の日数を出力する。 

総休業補償支払額 同一被災者の支払額と回収額の差額を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合は、随時でオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 

Ⅲ-1-(20)-2 



 

ヘ 印書例 
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(21) 災害発生年度別転帰状況一覧表 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

適正給付管理対象者を局、適管対象者ステータス、療養経過月数別に集計した結果を出力する。 

最終ページに全国計を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

対象データ 指定した処理対象年月初月と処理対象年月末月を出力する。 

管轄局コード 被災者を管轄する労働局の番号を出力する。 

経過月数 

※経過月数は6ヶ月

～11 ヶ月 

各適管対象者ステータス（治ゆ、死亡、中止、年金移行）別、経過月数別の被

災者数を出力する。 

6-11 ヶ月小計 
経過月数が6ヶ月から11ヶ月までの被災者数の集計を対象者ステータス（治ゆ、

死亡、中止、年金移行）別に出力する。 

経過月数 

※経過月数は 12 ヶ

月～17 ヶ月 

適管対象者ステータス（治ゆ、死亡、中止、年金移行）別、経過月数別に被災

者数を出力する。 

12-17 ヶ月小計 
経過月数が 12 ヶ月から 17 ヶ月までの被災者数の集計を対象者ステータス（治

ゆ、死亡、中止、年金移行）別に出力する。 

経過月数 

※経過月数は 18 ヶ

月～60 ヶ月以上 

適管対象者ステータス（治ゆ、死亡、年金移行、中止）別、経過月数別に被災

者数を出力する。 

合計 
6 ヶ月～60 ヶ月以上の経過月数の被災者数の集計を対象者ステータス（治ゆ、

死亡、中止、年金移行）別に出力する。 

計 
各適管対象者ステータス（治ゆ、死亡、年金移行、中止）別、経過月数別に対

象者数の局計を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合も無い場合も、月次で第２開庁日のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 

Ⅲ-1-(21)-1 



 

ヘ 印書例 
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(22) キー重複チェックリスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４縦 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

被災者情報の中で、生年月日を除く 3キー（労働保険番号、傷病年月日、被災者氏名）が重複して

いる被災者情報を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

労働保険番号 被災者が属する事業場の労働保険番号を出力する。 

傷病年月日 被災者の傷病年月日を出力する。 

被災者氏名（カナ） 被災者の氏名カナを出力する 

生年月日 被災者の生年月日を出力する。 

被災者番号 被災者に固有の番号を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合は、月次で最終開庁日のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

出力された給付キーについて、誤読等により本来同一給付キーであるデータが誤って別の給付キー

として登記されている可能性があるので確認すること。 

給付キーが誤って登記されている場合は、基本情報修正票等により、速やかに修正を行うこと。 
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ヘ 印書例 
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(23) 局別・帳票別受付件数一覧表（月次） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

毎月、管轄局毎に帳票入力件数を出力する。最終ページに各項目の局計を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

局 被災者を管轄する労働局の番号を出力する。 

診療費請求書 診療費請求書件数を出力する。 

薬剤費請求書 薬剤費請求書件数を出力する。 

入院 診療費レセプト（入院用）件数を出力する。 

入院外 診療費レセプト（入院外用）件数を出力する。 

傷入院 診療費レセプト（入院用傷）の件数を出力する。 

傷入院外 診療費レセプト（入院外用傷）件数を出力する。 

コンピ入院 診療費レセプト（入院用・機械処理用）件数を出力する。 

コンピ入院外 診療費レセプト（入院外用・機械処理用）件数を出力する。 

コンピ傷入院 診療費レセプト（入院用・機械処理用傷）件数を出力する。 

コンピ傷入院外 診療費レセプト（入院外用・機械処理用傷）件数を出力する。 

薬剤費 薬剤費レセプト（短期）件数を出力する。 

傷薬剤費 薬剤費レセプト（長期）件数を出力する。 

追加帳票 診療費・薬剤費追加帳票件数を出力する。 

項目別修正票 給付別修正票件数を出力する。 

合計 受付件数の合計を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合も無い場合も、支払日（データ締切日の３開庁日後）のオンライン処理終了

後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 
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ヘ 印書例 
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(24) 局別・帳票別受付件数一覧表（年次） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

毎年、管轄局毎に帳票入力件数を出力する。最終ページに各項目の局計を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

局 被災者を管轄する労働局の番号を出力する。 

診療費請求書 診療費請求書件数を出力する。 

薬剤費請求書 薬剤費請求書件数を出力する。 

入院 診療費レセプト（入院用）件数を出力する。 

入院外 診療費レセプト（入院外用）件数を出力する。 

傷入院 診療費レセプト（入院用傷）の件数を出力する。 

傷入院外 診療費レセプト（入院外用傷）件数を出力する。 

コンピ入院 診療費レセプト（入院用・機械処理用）件数を出力する。 

コンピ入院外 診療費レセプト（入院外用・機械処理用）件数を出力する。 

コンピ傷入院 診療費レセプト（入院用・機械処理用傷）件数を出力する。 

コンピ傷入院外 診療費レセプト（入院外用・機械処理用傷）件数を出力する。 

薬剤費 薬剤費レセプト（短期）件数を出力する。 

傷薬剤費 薬剤費レセプト（長期）件数を出力する。 

追加帳票 診療費・薬剤費追加帳票件数を出力する。 

項目別修正票 給付別修正票件数を出力する。 

合計 受付件数の合計を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合も無い場合も、３月月末支払日（データ締切日の３開庁日後）のオンライン

処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 
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ヘ 印書例 
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(25) 局別・帳票別受付件数一覧表（日次） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

毎日、管轄局毎に帳票入力件数を出力する。最終ページに各項目の局計を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

局 被災者を管轄する労働局の番号を出力する。 

診療費請求書 診療費請求書件数を出力する。 

薬剤費請求書 薬剤費請求書件数を出力する。 

入院 診療費レセプト（入院用）件数を出力する。 

入院外 診療費レセプト（入院外用）件数を出力する。 

傷入院 診療費レセプト（入院用傷）の件数を出力する。 

傷入院外 診療費レセプト（入院外用傷）件数を出力する。 

コンピ入院 診療費レセプト（入院用・機械処理用）件数を出力する。 

コンピ入院外 診療費レセプト（入院外用・機械処理用）件数を出力する。 

コンピ傷入院 診療費レセプト（入院用・機械処理用傷）件数を出力する。 

コンピ傷入院外 診療費レセプト（入院外用・機械処理用傷）件数を出力する。 

薬剤費 薬剤費レセプト（短期）件数を出力する。 

傷薬剤費 薬剤費レセプト（長期）件数を出力する。 

追加帳票 診療費・薬剤費追加帳票件数を出力する。 

項目別修正票 給付別修正票件数を出力する。 

合計 受付件数の合計を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合も無い場合も、日次でオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 
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ヘ 印書例 
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Ⅳ-1-(1)-1

Ⅳ

本省出力帳票（療養の給付）



Ⅳ-1-(1)-2

(1) 局別エラー番号別件数表

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

エラー保留または局保留となっている未処理レセプトの件数を入力局、エラー番号毎に出力する。

最終ページ最終行に全局分の合計を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

局 出力対象の入力局コードを出力する。

ERR00001～ERR0101

7
該当するエラー番号別のレセプト件数を出力する。

小計 エラーコード ERR00001～ERR01017 の合計レセプト件数を出力する。

保留 入力局で診療費・薬剤費レセプトエラー保留となっている件数を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、データ締切日のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅳ-1-(1)-3

ヘ 印書例



Ⅳ-1-(2)-1

(2) 不支給処理リスト

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

今支払期内において不支給となったレセプト（支払後は除く。）を入力局ごとに診療費と薬剤費に分

け、今回入力分と以前入力分別にデータ受付番号順に印書する。

ハ 主な出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

データ受付番号 不支給レセプトのデータ受付番号を印書する

入力年月日 レセプト入力年月日を印書する。

入非コード 診療費レセプトの入力帳票より、入院・非入院を印書する。

新継再別 診療費レセプトのみ印書する。

処理区分

不支給決定年月日

処理区分「11」、「12」は 5号（16 号の 3）の不支給年月日を、処理区分「13」、

「14」はレセプトの不支給決定年月日を印書する。

被災者氏名

管轄局署
該当する被災者情報の内容を印書する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、支払日（データ締切日の３開庁日後）のオンライン処理終了後に配信す

る。

ホ 事務処理

不支給となったレセプトは、「支払状況一覧表」及び「未処理事案一覧表（診療費）」には出力され

ないので、当リストにより確認すること。

また、指定病院及び指定薬局からの照会には、情報検索と併せて当リストを活用すること。



Ⅳ-1-(2)-2

ヘ 印書例



Ⅳ-1-(3)-1

(3) ５号未登録レセプト一覧表（経過期数１０支払期以上）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

今支払期（月末）において、未処理となって 10 支払期以上経過しているレセプトのうち、「ET_01002」

又は「ET_01013」となっているレセプト及び同一給付キーの「ET_01002」、「ET_01013」となっている

レセプトのすべてを給付キー順に印書する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

再発の別
再発レセプトを入力したことにより再発 5 号等が未登記となっている場合、労

働保険番号の前に「＊」を印書する。

被災者氏名

管轄局署
被災者の氏名カナ及び、被災者を管轄する局署番号を出力する。

療養期間 療養期間が古いレセプトから印書する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、データ締切日の２開庁日前のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

5 号（16 号の 3）未登記の原因を調査し早期解消を図ること。



Ⅳ-1-(3)-2

ヘ 印書例



Ⅳ-1-(4)-1

(4) ５号未登録レセプト一覧表（経過期数１０支払期以上・全国計）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

今支払期（月末）において、未処理となって 10 支払期以上経過しているレセプトの全国計を出力す

る。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

合計被災者数 被災者の合計を出力する。

レセプト請求金額

合計
レセプトの請求金額の合計を出力する。

合計レセプト数 レセプトの合計を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、データ締切日の２開庁日前のオンライン処理終了後に配信す

る。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅳ-1-(4)-2

ヘ 印書例
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(5) ５号未登録レセプト一覧表（経過期数１０支払期以上・医療機関別）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

今支払期（月末）において、未処理となって 10 支払期以上経過しているレセプトのうち、「ET_01002」

又は「ET_01013」となっているレセプト及び同一給付キーの「ET_01002」、「ET_01013」となっている

レセプトのすべてを医療機関順に印書する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

再発の別
再発レセプトを入力したことにより再発 5 号等が未登記となっている場合、労

働保険番号の前に「＊」を印書する。

被災者氏名

管轄局署
被災者の氏名カナ及び、被災者を管轄する局署番号を出力する。

療養期間 療養期間が古いレセプトから印書する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、データ締切日の２開庁日前のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

5 号（16 号の 3）未登記の原因を調査し早期解消を図ること。



Ⅳ-1-(5)-2

ヘ 印書例



Ⅳ-1-(6)-1

(6) ５号未登録レセプト一覧表（経過期数１０支払期以上・医療機関別・全国計）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

今支払期（月末）において、未処理となって 10 支払期以上経過しているレセプトの全国計を出力す

る。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

合計指定病院等数 医療機関の合計を出力する。

合計被災者数 被災者の合計を出力する。

レセプト請求金額

合計
レセプトの請求金額の合計を出力する。

合計レセプト数 レセプトの合計を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、データ締切日の２開庁日前のオンライン処理終了後に配信す

る。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅳ-1-(6)-2

ヘ 印書例



Ⅳ-1-(7)-1

(7) 保留一覧表（局別）(本省宛)

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

局保留レセプト又は管轄署において給付保留とした被災者のレセプトを出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

保留区分
給付保留（署保留）の場合は被災者情報の給付保留コード「１」又は「３」を

印書する。

療養期間

合計額

新継

レセプトの内容を印書する。

（新継については診療費レセプトのみ印書する。）

業通・三者 被災者情報の内容を給付キーの１件目に印書する。

経過期数 支払期の経過回数を印書する。

診薬の別 診療費レセプトの先頭の１件目に「１」を印書する。

薬剤費レセプトの先頭の１件目に「３」を印書する。

入力局

労働保険番号

レセプトの入力局を印書する。

レセプトの労働保険番号を印書する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、データ締切日の２開庁日前のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

当リストにより給付保留となっている被災者の情報を管轄署に照会する等の事務に使用し、保留事

案の把握をするとともに早期解消に向けての参考資料とすること。

また、長期にわたり保留となっているデータについては、定期的に調査を行い状況把握をすること。
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ヘ 印書例
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(8) 保留一覧表（局別・全国計）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

各局毎に局保留、又は、給付保留となっている被災者数、レセプト請求金額とレセプト数を出力し、

最終ページに各項目の全国計を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

局 被災者を管轄する労働局の番号を出力する。

局合計（被災者数） 保留となっている被災者数の合計を出力する。

局合計（金額） 保留となっている被災者数のレセプト請求金額の合計を出力する。

局合計（レセプト数） 保留となっているレセプト件数の合計を出力する。

保留区分１（被災者

数）
全レセプト保留となっている被災者数を出力する。

保留区分１（金額） 全レセプト保留となっている被災者のレセプト請求金額を出力する。

保留区分１（レセプ

ト数）
全レセプト保留となっているレセプト件数を出力する。

保留区分３（被災者

数）
全給付保留となっている被災者数を出力する。

保留区分３（金額） 全給付保留となっている被災者数のレセプト請求金額の合計を出力する。

保留区分３（レセプ

ト数）
全給付保留となっているレセプト件数を出力する。

局保留（被災者数） 局保留となっている被災者数を出力する。

局保留（金額） 局保留となっているレセプト請求金額の合計を出力する。

局保留（レセプト数） 局保留となっているレセプト件数を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、データ締切日の２開庁日前のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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ヘ 印書例
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(9) 未処理事案リスト（診療費）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

当リストは、月次処理時にエラー・局保留・給付保留（署保留）となっている未処理データを入力

局ごとにページ分けするとともに、労働保険番号順に印書する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

労働保険番号／

年金証書番号／

健康管理手帳番号

被災者、労働者が属する事業場の労働保険番号、被災者の年金証書番号、被災

者の健康管理手帳番号を出力する。

生年月日 被災者、労働者の生年月日を出力する。

傷病年月日／

二次健診受診年月

日

被災者の傷病年月日、労働者の二次健診受診年月日を出力する。

氏名(カナ)／

労働者の氏名(カ

ナ)

被災者の氏名カナ、労働者の氏名(カナ)を出力する。

データ受付番号 レセプトのデータ受付番号を出力する。

請求書入力年月日

／決議書出力年月

日

請求書の入力年月日を出力する。

※健康管理手帳の場合のみ決議書出力年月日を出力する。

未処理状態
状態に応じて以下を出力

「エラー保留」、「局保留」、「給付保留」

未処理原因

原因に応じて以下を出力

「ET_01002」「ET_01005」「ET_01006」「ET_01007」「ET_01008」「ET_01010」

「ET_01011」「ET_01012」「ET_01013」「ET_01014」「ET_01017」

業通 何も出力しない。

三者 何も出力しない。

特加 何も出力しない。
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ニ 出力時期

対象データが有る場合は、データ締切日の２開庁日前のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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ヘ 印書例
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(10) 未処理状態別件数金額一覧表（診療・薬剤費）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

未処理データの状態別により、以下の内容に分けた件数及び金額の合計を印書する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

請求書エラー

請求書のエラーに該当する請求書件数及び請求金額の合計を印書する。

なお、請求書エラー内の各レセプトについては、正常（保留を除く。）の場合は

「内ＯＫ」に、エラーの場合は該当する「論理エラー」に、保留の場合は「局

保留」に、件数及び請求額の合計を加算する。

請求書エラー内 OK
請求書エラーのうち、正常（保留を除く。）であるレセプトの件数及び請求額の

合計を印書する。

内訳書論理エラー
エラーとなっているレセプトについて形式エラー、論理エラー別にレセプトの

件数及び合計額の合計を印書する

局保留
保留となっているレセプトについて、局保留（レセプトの処理区分が「03」に

該当するもの）の件数及び請求額の合計を印書する。

署保留
保留となっているレセプトについて、給付後保留（状態区分が「04」となって

いるもの）のレセプトの件数及び請求額の合計を印書する

内訳書合計 内 OK、論理エラー、保留となっている件数及び請求額の合計を印書する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、データ締切日の２開庁日前のオンライン処理終了後に配信す

る。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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ヘ 印書例
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(11) 被災者別未処理事案リスト(短期)

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

各業務において、未処理状態となっている対象者の情報を被災者単位で出力する。各署、各局、及

び全体の最終ページに署計、局計、全国計をそれぞれ出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

氏名(カナ) 被災者の氏名カナを出力する。

労働保険番号（年金

証書番号）
労働保険番号又は年金証書番号を出力する。

生年月日 被災者の生年月日を出力する。

傷病年月日 被災者の傷病年月日を出力する。

受付年月日 請求書の受付年月日を出力する。

三者 三者コードに該当する内容「自賠」、「労災」、「その他」のいずれかを出力する。

未処理期間
当該被災者の最古の請求書受付年月日から業務運用日までの経過月数を出力す

る。

請求書種類 未処理事案になった被災者の請求書種類を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、月次で第６開庁日のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅳ-1-(11)-2

ヘ 印書例
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(12) 未処理一覧表(５号未登録の件数)

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

支払処理で 5号未処理となったレセプト情報を支払期経過期数と入力局毎に出力する。

最終ページに全国計を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

局 被災者を管轄する労働局の番号を出力する。

初回～10、＊
支払期経過期数毎に未処理となっているレセプト件数を出力する。

「＊」は経過期数 11 以上を表す。

局計 未処理状態レセプトの件数の合計を明細行右端に出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、支払日（データ締切日の３開庁日後）のオンライン処理終了

後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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ヘ 印書例
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(13) 未処理一覧表(５号未登録の金額)

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

支払処理で 5号未処理となったレセプト情報を、支払期経過期数と入力局毎に出力する。

最終ページに全国計を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

局 被災者を管轄する労働局の番号を出力する。

初回～10、＊
支払期経過期数毎に未処理となっているレセプト支払額を出力する。

「＊」は経過期数 11 以上を表す。

局計 未処理状態レセプトの支払額の合計を明細行右端に出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、支払日（データ締切日の３開庁日後）のオンライン処理終了

後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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ヘ 印書例
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(14) 未処理一覧表(件数)

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

支払処理で未処理となったレセプト情報を支払期経過期数と入力局毎に出力する。最終ページに全

国計を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

局 被災者を管轄する労働局の番号を出力する。

初回～10、＊
未処理となっているレセプト件数を支払期経過期数毎に出力する。

「＊」は経過期数 11 以上を表す。

局計 未処理状態レセプトの件数の合計を明細行右端に出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、支払日（データ締切日の３開庁日後）のオンライン処理終了

後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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ヘ 印書例
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(15) 未処理一覧表(金額)

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

支払処理で未処理となったレセプト情報を、支払期経過期数と入力局毎に出力する。最終ページに

全国計を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

局 被災者を管轄する労働局の番号を出力する。

初回～10、＊
未処理となっているレセプト支払額を支払期経過期数毎に出力する。

「＊」は経過期数 11 以上を表す。

局計 未処理状態の支払額の合計を明細行右端に出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、支払日（データ締切日の３開庁日後）のオンライン処理終了

後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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ヘ 印書例
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(16) ５号未登録レセプトチェックリスト（生年、傷病チェック）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

エラー保留となっているレセプトと被災者情報の給付キー３項目の内、２項目（生年月日、傷病年

月日）を突合し、一致した被災者の５号入力情報を局毎に出力する。なお、突合対象の項目の見出し

上部には「***」を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

データ受付番号
上段にレセプトのデータ受付番号を出力する。下段に５号のデータ受付番号を

出力する。

入力年月日 上段にレセプトの入力年月日を出力する。下段には何も出力しない。

新継再別

上段にレセプトの新継再別を出力する（和名にて出力する）。

1・・・初診

3・・・転医始診

5・・・継続

7・・・再発

下段には何も出力しない。

労働保険番号
上段にレセプトの労働保険番号を出力する。下段に５号の労働保険番号を出力

する。

生年月日 上段にレセプトの生年月日を出力する。下段に５号の生年月日を出力する。

傷病年月日 上段にレセプトの傷病年月日を出力する。下段に５号の傷病年月日を出力する。

被災者氏名カナ
上段にレセプトの被災者氏名カナを出力する。下段に５号の被災者氏名カナを

出力する。

５号入力年月日 上段には何も出力しない。下段に５号の入力年月日を出力する。

被災者氏名漢字 上段には何も出力しない。下段に被災者の氏名を漢字で出力する。

管轄局署 上段には何も出力しない。下段に被災者の管轄局署を出力する。

エラーマーク 上段に「*」を出力する。下段には何も出力しない。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、支払日（データ締切日の３開庁日後）のオンライン処理終了後に配信す

る。

ホ 事務処理
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帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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ホ 印書例
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(17) ５号未登録レセプトチェックリスト（労保、生年チェック）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

エラー保留となっているレセプトと被災者情報の給付キー３項目の内、２項目（労働保険番号、生

年月日）を突合し、一致した被災者の５号入力情報を局毎に出力する。なお、突合対象の項目の見出

し上部には「***」を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

データ受付番号
上段にレセプトのデータ受付番号を出力する。下段に５号のデータ受付番号を

出力する。

入力年月日 上段にレセプトの入力年月日を出力する。下段には何も出力しない。

新継再別

上段にレセプトの新継再別を出力する（和名にて出力する）。

1・・・初診

3・・・転医始診

5・・・継続

7・・・再発

下段には何も出力しない。

労働保険番号
上段にレセプトの労働保険番号を出力する。下段に５号の労働保険番号を出力

する。

生年月日 上段にレセプトの生年月日を出力する。下段に５号の生年月日を出力する。

傷病年月日 上段にレセプトの傷病年月日を出力する。下段に５号の傷病年月日を出力する。

被災者氏名カナ
上段にレセプトの被災者氏名カナを出力する。下段に５号の被災者氏名カナを

出力する。

５号入力年月日 上段には何も出力しない。下段に５号の入力年月日を出力する。

被災者氏名漢字 上段には何も出力しない。下段に被災者の氏名を漢字で出力する。

管轄局署 上段には何も出力しない。下段に被災者の管轄局署を出力する。

エラーマーク 上段に「*」を出力する。下段には何も出力しない。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、支払日（データ締切日の３開庁日後）のオンライン処理終了後に配信す

る。

ホ 事務処理
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帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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ホ 印書例
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(18) ５号未登録レセプトチェックリスト（労保、傷病チェック）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

エラー保留となっているレセプトと被災者情報の給付キー３項目の内、２項目（労働保険番号、傷

病年月日）を突合し、一致した被災者の５号入力情報を局毎に出力する。なお、突合対象の項目の見

出し上部には「***」を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

データ受付番号
上段にレセプトのデータ受付番号を出力する。下段に５号のデータ受付番号を

出力する。

入力年月日 上段にレセプトの入力年月日を出力する。下段には何も出力しない。

新継再別

上段にレセプトの新継再別を出力する。（和名にて出力する。）

1・・・初診

3・・・転医始診

5・・・継続

7・・・再発

下段には何も出力しない。

労働保険番号
上段にレセプトの労働保険番号を出力する。下段に５号の労働保険番号を出力

する。

生年月日 上段にレセプトの生年月日を出力する。下段に５号の生年月日を出力する。

傷病年月日 上段にレセプトの傷病年月日を出力する。下段に５号の傷病年月日を出力する。

被災者氏名カナ
上段にレセプトの被災者氏名カナを出力する。下段に５号の被災者氏名カナを

出力する。

５号入力年月日 上段には何も出力しない。下段に５号の入力年月日を出力する。

被災者氏名漢字 上段には何も出力しない。下段に被災者の氏名を漢字で出力する。

管轄局署 上段には何も出力しない。下段に被災者の管轄局署を出力する。

エラーマーク 上段に「*」を出力する。下段には何も出力しない。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、支払日（データ締切日の３開庁日後）のオンライン処理終了後に配信す

る。

ホ 事務処理
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帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅳ-1-(18)-3

ホ 印書例



Ⅳ-1-(19)-1

(19) 療養給付なし被災者チェックリスト

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

療養の給付が存在しない被災者の情報を出力する。

各局の最終ページに局計を、最終ページに全国計を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

対象外業災傷病性質 対象外とする傷病性質コードを出力する。

署 被災者を管轄する監督署の番号を出力する。

被災者氏名(カナ) 被災者の氏名カナを出力する。

労働保険番号 被災者が属する事業場の労働保険番号を出力する。

生年月日 被災者の生年月日を出力する。

傷病年月日 被災者の傷病年月日を出力する。

総休業期間（休業） 総休業期間を出力する。

請求回数（休業） 休業請求の回数を出力する。

総休業補償支払額 休業請求の総支給額を出力する。

金融機関番号（休業） 休業請求に用いる、金融機関の番号を出力する。

口座番号（休業） 休業請求に用いる、振込先の口座番号を出力する。

種別（休業） 休業請求に用いる、口座の種別を「普通」「当座」で出力する。

口座名義人(カナ)

（休業）
休業請求に用いる、口座の名義人を出力する。

総診療期間（費用） 総療養期間を出力する。

請求回数（費用） 費用請求の回数を出力する。

総診療支払額 費用請求の総支給額を出力する。

金融機関番号（費用） 費用請求に用いる、金融機関の番号を出力する。

口座番号（費用） 費用請求に用いる、振込先の口座番号を出力する。

種別（費用） 費用請求に用いる、口座の種別を「普通」「当座」で出力する。

口座名義人(カナ)

（費用）
費用請求に用いる、口座の名義人を出力する。

ニ 出力時期
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対象データが有る場合は、随時でオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅳ-1-(19)-3

ヘ 印書例



Ⅳ-1-(19)-4



Ⅴ-1-(1)-1

Ⅴ

本省出力帳票（療養の費用）



Ⅴ-1-(1)-2

(1) 療養の費用月次局別署別帳票別入力件数一覧表（月報）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

療養の費用の帳票種別毎に入力件数を出力する。各局の最終ページに「局計」、最終ページに「全国

計」を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

対象 調査対象期間年月を出力する。

局署
集計対象の管轄局署について、「管轄局コード-管轄署コード」の形式で出力す

る。

請求書署計用 請求書の合計入力件数を出力する。

一般 一般請求書入力件数を出力する。

薬剤 薬剤請求書入力件数を出力する。

柔整 柔整請求書入力件数を出力する。

はりきゅう はりきゅう請求書入力件数を出力する。

決議書 決議書入力件数を出力する。

（費）給付別修正票 給付別修正票入力件数を出力する。

追・回決議書 追・回決議書入力件数を出力する。

（費）回収額登記票 回収額登記票入力件数を出力する。

審査要求票 療養の費用審査関係リスト出力要求画面からの出力要求件数を出力する。

5 号請求書 5 号請求書入力件数を出力する。

事業場等検索 事業場等検索入力件数を出力する。

債権確認書 債権確認書入力件数を出力する。

合計 「一般」～「債権確認書」の入力件数を合計して出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、月次で第３開庁日のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅴ-1-(1)-3

ヘ 印書例



Ⅴ-1-(1)-4



Ⅴ-1-(2)-1

(2) 療養の費用月次局別署別帳票別処理件数一覧表（月報）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

療養の費用の帳票種別毎に、処理件数を出力する。各局の最終ページに「局計」、最終ページに「全

国計」を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

対象 調査対象期間年月を出力する。

局署 「管轄局コード-管轄署コード」の形式で出力する。

請求書署計用
管轄署単位の請求書の合計受付件数を出力する。またその下のカッコ内に給付

別修正票の取消件数を出力する。

一般 管轄署単位の一般請求書の受付件数を出力する。

薬剤 管轄署単位の薬剤請求書の受付件数を出力する。

柔整 管轄署単位の柔整請求書の受付件数を出力する。

はりきゅう 管轄署単位のはりきゅう請求書の受付件数を出力する。

決議書 管轄署単位のはりきゅう決議書の受付件数を出力する。

（費）給付別修正票 管轄署単位の給付別修正票の受付件数を出力する。

追・回決議書 管轄署単位の追・回決議書の受付件数を出力する。

（費）回収額登記票 管轄署単位の回収額登記票の受付件数を出力する。

審査要求票
管轄署単位の、療養の費用審査関係リスト出力要求画面からの出力要求件数を

出力する。

5 号請求書 管轄署単位の 5 号請求書の受付件数を出力する。

事業場等検索 管轄署単位の事業場等検索の受付件数を出力する。

債権確認書 管轄署単位の債権確認書の受付件数を出力する。

合計（※） 管轄署単位の合計受付件数を出力する。

局計 上記※項目の局単位の合計を、局毎の帳票最終行に出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、月次で第３開庁日のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理



Ⅴ-1-(2)-2

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅴ-1-(2)-3

ヘ 印書例



Ⅴ-1-(2)-4



Ⅴ-1-(3)-1

(3) 柔整平均施術期間表

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

柔整平均施術期間を出力する。管轄局計、全国計の順番で出力する。集計単位（管轄局／全国）は

帳票左上に出力される。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

対象 調査対象期間年月を出力する。

療養者数 柔整療養者総数を出力する。

平均施術期間
柔整療養者の平均施術期間を出力する。調査対象期間に療養者がいない場合は

「0」を出力する。

施術期間/療養者数 表記される施術期間（単位：日）に該当する療養者数をそれぞれ出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、６月の第 15 開庁日のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅴ-1-(3)-2

ヘ 印書例



Ⅴ-1-(3)-3



Ⅴ-1-(4)-1

(4) はりきゅう平均施術期間表

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

はりきゅう平均施術期間を出力する。管轄局計、全国計の順番で出力する。集計単位（管轄局／全

国）は帳票左上に出力される。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

対象 調査対象期間年月を出力する。

療養者数 はりきゅう療養者総数を出力する。

平均施術期間
はりきゅう療養者の平均施術期間を出力する。調査対象期間に療養者がいない

場合は「0」を出力する。

施術期間/療養者数 表記される施術期間（単位：日）に該当する療養者数をそれぞれ出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、６月の第 15 開庁日のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅴ-1-(4)-2

ヘ 印書例



Ⅴ-1-(4)-3



Ⅴ-1-(5)-1

(5) 受任者払い等概況表

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

調査対象期間内の受任者払等の概況を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

対象 調査対象期間を出力する。

受任者払い概況

請求書種別（一般、薬剤、柔整、はり・きゅう）毎に、支払い総件数、支払い

総額、受任払い総件数、受任払い総額、受任払い件数率、受任払い額率の各項

目を出力する。

また、それぞれの合計も出力する。合計対象によってその行先頭に「計」また

は「全国計」と出力する。

薬剤指定・非指定別

請求比率

費用種別が、「薬剤費」もしくは「指定薬局」の、支払い総件数、支払い総額、

指定薬支払い総件数、指定薬支払い総額、指定薬支払い件数率、指定薬支払い

額率の各項目をそれぞれ出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、６月の第 15 開庁日のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅴ-1-(5)-2

ヘ 印書例



Ⅴ-1-(5)-3



Ⅴ-1-(6)-1

(6) 費用金融機関別被災者抽出表

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

指定した金融機関コードまたは、金融機関名カナ、店舗名カナと費用請求を行っている被災者が登

録している口座情報が一致した場合、口座情報を出力する。

委任されている被災者の場合は、委任者の口座情報を出力する。委任されていない場合は、本人の

口座情報を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

管轄局署 被災者を管轄する労働局番号と監督署番号を出力する。

労働保険番号 被災者が属する事業場の労働保険番号を出力する。

生年月日 被災者の生年月日を出力する。

傷病年月日 被災者の傷病年月日を出力する。

労働者氏名(カナ) 被災者の氏名カナを出力する。

労働者氏名 被災者の氏名漢字を出力する。

金融機関名(カナ) 被災者本人、もしくは委任者の口座の金融機関名をカナで出力する。

店舗名(カナ) 被災者本人、もしくは委任者の口座の店舗名称をカナで出力する。

金融機関名(漢字) 被災者本人、もしくは委任者の口座の金融機関名称を漢字で出力する。

店舗名(漢字) 被災者本人、もしくは委任者の口座の店舗名称を漢字で出力する。

口座名義人(カナ) 被災者本人、もしくは委任者の口座の口座名義人称をカナで出力する。

金融機関コード

被災者本人、もしくは委任者の口座の金融機関コードを出力する。

被災者本人、もしくは委任者の口座の金融機関コードで金融機関名称が取得で

きない場合、「*」を出力する。

口座番号 被災者本人、もしくは委任者の口座番号を出力する。

預金種別 被災者本人、もしくは委任者の口座の預金種類を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、随時でオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅴ-1-(6)-2

ヘ 印書例



Ⅴ-1-(7)-1

(7) 指定・指名別支払額一覧表

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

指定・指名別支払額一覧表を出力する。各局分の最終ページには局計を、全体最終ページには全国

計をそれぞれ出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

指定指名ＮＯ 指定指名番号を出力する。

指定指名名称 指定指名名称を出力する。

受給者数 指定指名番号に該当する受給者数を出力する。

支払件数 指定指名番号に該当する支払件数を出力する、

支払額 指定指名番号に該当する支払額を出力する。

平均（1件） 支払 1件あたりの平均額を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、６月の第 15 開庁日のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅴ-1-(7)-2

ヘ 印書例



Ⅴ-1-(7)-3



Ⅴ-1-(8)-1

(8) 未処理事案件数表（療養の費用）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

療養の費用業務で未処理状態となっている対象者の情報を出力する。

また、各局署の最終ページに局計を出力する。

最終ページに全国計を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

管轄局（署） 管轄局コードまたは管轄局署コードを出力する。

決議待 集計単位毎の決議待件数を出力する。

審査中 集計単位毎の審査中件数を出力する。

追給決議待 集計単位毎の追給決議待件数を出力する。

回収決議待 集計単位毎の回収決議待件数を出力する。

再決議待 集計単位毎の再決議待件数を出力する。

全保留 集計単位毎の全保留件数を出力する。

労保なし 集計単位毎の労保なし件数を出力する。

エラー計 集計単位毎の修正待件数を出力する。

合計 「決議待」～「労保なし」までの合計件数を明細行右端に出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、データ締切日の２開庁日前のオンライン処理終了後に配信す

る。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅴ-1-(8)-2

ヘ 印書例



Ⅴ-1-(9)-1

(9) 療養の費用種類別支払状況リスト

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

指定された対象期間内に支払済みとなった請求書種類別に支払状況を出力する。集計単位毎の明細

最終行に出力各項目の合計を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

受給者数 受給者数を出力する。

支払件数 支払件数を出力する。

支払金額 支払金額を出力する。

診療実日数、調剤数

量

診療費の場合は、該当請求書の実診療日数を、薬剤費の場合は、該当請求書の

調剤数量を出力する。

一人当り支払件数 一人当りの支払件数を出力する。

一人当り支払金額 一人当りの支払金額を出力する。

一人当り診療実日

数、調剤数量

診療費の場合は、該当請求書の実診療日数を、薬剤費の場合は、該当請求書の

調剤数量を一人当りで出力する。

一請求書当り支払

金額
一請求書当りの支払金額を出力する。

一請求書当り診療

実日数、調剤数量

診療費の場合は、該当請求書の実診療日数を、薬剤費の場合は、該当請求書の

調剤数量を一請求書当りで出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、６月の第 15 開庁日のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅴ-1-(9)-2

ヘ 印書例



Ⅴ-1-(9)-3



Ⅴ-1-(9)-4



Ⅴ-1-(10)-1

(10) 療養の費用決議・支払状況表

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

指定された対象期間内に支払済みとなった決議書の情報を出力する。また、最終ページに各局の合

計を出力し、ページ最終に全国計を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

対象 抽出期間を出力する。

局署 被災者を管轄する労働局番号と監督署番号を出力する。

診療
費用種別が診療である決議書の件数、平均決議所要日数、平均支払日数を出力

する。

看護
費用種別が看護である決議書の件数、平均決議所要日数、平均支払日数を出力

する。

移送
費用種別が移送である決議書の件数、平均決議所要日数、平均支払日数を出力

する。

装具
費用種別が装具である決議書の件数、平均決議所要日数、平均支払日数を出力

する。

診断
費用種別が診断である決議書の件数、平均決議所要日数、平均支払日数を出力

する。

薬剤
費用種別が薬剤である決議書の件数、平均決議所要日数、平均支払日数を出力

する。

柔整
費用種別が柔整である決議書の件数、平均決議所要日数、平均支払日数を出力

する。

はりきゅう
費用種別がはりきゅうである決議書の件数、平均決議所要日数、平均支払日数

を出力する。

指定薬
費用種別が指定薬局である決議書の件数、平均決議所要日数、平均支払日数を

出力する。

合計
費用種別が診療～指定薬の決議書の件数、平均決議所要日数、平均支払日数を

出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、月次で第２開庁日のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理
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帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅴ-1-(10)-3

ヘ 印書例
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(11) 療養の費用受付状況件数表（月次）（本省宛）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

月間の療養の費用請求書（"34220"(療養の費用請求書(一般))、"34221"(療養の費用請求書(薬剤))、

"34222"(療養の費用請求書(柔整))、"34223"(療養の費用請求書(はり・きゅう、マッサージ))）の入

力件数（入力がキャンセルされたデータは除く。）を業通別、費用の種類別、入力給付キー別に出力す

る。最終ページに局計を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

対象 対象年月を出力する。

業災-短期 請求書が業務災害の短期給付として受付けられた件数を出力する。

業災-長期-傷病年

金
請求書が業務災害の長期給付の傷病年金として受付けられた件数を出力する。

業災-長期-障害年

金
請求書が業務災害の長期給付の障害年金として受付けられた件数を出力する。

業災-長期-遺族年

金
請求書が業務災害の長期給付の遺族年金として受付けられた件数を出力する。

通災-短期 請求書が通勤災害の短期給付として受付けられた件数を出力する。

通災-長期-傷病年

金
請求書が通勤災害の長期給付の傷病年金として受付けられた件数を出力する。

通災-長期-障害年

金
請求書が通勤災害の長期給付の障害年金として受付けられた件数を出力する。

通災-長期-遺族年

金
請求書が通勤災害の長期給付の遺族年金として受付けられた件数を出力する。

合計-短期 業災-短期、通災-短期の合計を出力する。

合計-長期
業災-長期-傷病年金、業災-長期-障害年金、業災-長期-遺族年金、通災-長期-

傷病年金、通災-長期-障害年金、通災-長期-遺族年金の合計を出力する。

総計 合計-短期、合計-長期の合計を出力する。

率％ 一般、薬剤、柔整、はり・きゅうの合計に対する割合を出力する。

取消 請求書が取消された件数を出力する。
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ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、月次で第３開庁日のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅴ-1-(11)-3

ヘ 印書例



Ⅴ-1-(11)-4
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(12) 療養の費用受付状況件数表（年次）（本省宛）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

年間の療養の費用請求書（"34220"(療養の費用請求書(一般))、"34221"(療養の費用請求書(薬剤))、

"34222"(療養の費用請求書(柔整))、"34223"(療養の費用請求書(はり・きゅう、マッサージ))）の入

力件数（入力がキャンセルされたデータは除く。）を業通別、費用の種類別、入力給付キー別に出力す

る。最終ページに局計を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

対象 対象期間の年月を出力する。

業災-短期 請求書が業務災害の短期給付として受付けられた件数を出力する。

業災-長期-傷病年

金
請求書が業務災害の長期給付の傷病年金として受付けられた件数を出力する。

業災-長期-障害年

金
請求書が業務災害の長期給付の障害年金として受付けられた件数を出力する。

業災-長期-遺族年

金
請求書が業務災害の長期給付の遺族年金として受付けられた件数を出力する。

通災-短期 請求書が通勤災害の短期給付として受付けられた件数を出力する。

通災-長期-傷病年

金
請求書が通勤災害の長期給付の傷病年金として受付けられた件数を出力する。

通災-長期-障害年

金
請求書が通勤災害の長期給付の障害年金として受付けられた件数を出力する。

通災-長期-遺族年

金
請求書が通勤災害の長期給付の遺族年金として受付けられた件数を出力する。

合計-短期 業災-短期、通災-短期の合計を出力する。

合計-長期
業災-長期-傷病年金、業災-長期-障害年金、業災-長期-遺族年金、通災-長期-

傷病年金、通災-長期-障害年金、通災-長期-遺族年金の合計を出力する。

総計 合計-短期、合計-長期の合計を出力する。

率％ 一般、薬剤、柔整、はり・きゅうの合計に対する割合を出力する。

取消 請求書が取消された件数を出力する。
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ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、６月の第 15 開庁日のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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ヘ 印書例



Ⅴ-1-(12)-4
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Ⅵ

本省出力帳票（休業）



Ⅵ-1-(1)-2

(1) 休業長期受給者状況件数リスト

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

指定した条件に該当する長期受給者を局毎に出力する。帳票最終ページ最終行には全国における合

計件数を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

局 被災者を管轄する労働局の番号を出力する。

局計 長期受給者数の合計を出力する。

01～20
01～20 の各署コードを持つ管轄署における長期受給者数を出力する。該当者な

しの場合は、「-」を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、１１月最終開庁日のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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ヘ 印書例
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(2) 休業高額平均賃金受給者一覧表

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

指定１にて指定した開始年月日以後に請求書が受け付けられ、傷病年月日が指定２にて指定した経

過年月日以前である被災者のうち、平均賃金が指定金額を上回った被災者の情報を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

指定１ 開始年月日を出力する。

指定２ 経過年月日を出力する。

労働保険番号 被災者が属する事業場の労働保険番号を出力する。

生年月日 被災者の生年月日を出力する。

傷病年月日 被災者の傷病年月日を出力する。

氏名(カナ) 被災者の氏名カナを出力する。

平均賃金 指定金額を上回った被災者の平均賃金を出力する。

保険額 保険給付額を出力する。

特別支給金額 特別支給金額を出力する。

スライド 最新の改定率を出力する。

規模 規模産分コードを出力する。

管轄 被災者を管轄する労働局番号と監督署番号を出力する。

業種 被災者の事業場の業種を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、随時でオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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ヘ 印書例
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(3) 休業月次決議前件数表

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

休業申請給付台帳、被災者情報より決議前のレコードに関する情報を出力する。

また、各局の最終ページに局計を出力する。最終ページに全国計を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

管轄 被災者を管轄する労働局番号と監督署番号を出力する。

決議前 決議前の休業申請給付レコードの件数を出力する。

労保なし 労働保険番号なしの休業申請給付レコードの件数を出力する。

計算不能 計算不能の休業申請給付レコードの件数を出力する。

解除可能 エラー保留が解除可能な状態の休業申請給付レコードの件数を出力する。

エラー計 エラー保留となっている休業申請給付レコードの件数を出力する。

合計
決議前の休業申請給付レコードの件数と労保なしの休業申請給付レコードの件

数の合計を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、月次で第４開庁日のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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ヘ 印書例
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(4) 休業決議後レコード件数一覧

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

休業申請給付台帳、被災者情報より決議後のレコードに関する情報を出力する。

また、各局の最終ページに局計を出力する。最終ページに全国計を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

管轄 被災者を管轄する労働局番号と監督署番号を出力する。

合計 支払前と支払後の合計を出力する。

支払前
決議済又は金融機関コードエラーになっている休業申請給付レコードのうち支

払前の件数を出力する。

支払後 支払後の休業申請給付レコードの件数を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、月次で第４開庁日のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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ヘ 印書例
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(5) 休業金融機関別被災者抽出表

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

指定した金融機関コードまたは、金融機関名カナ、店舗名カナと休業請求を行っている被災者が登

録している口座情報が一致した場合、口座情報を出力する。

委任されている被災者の場合は、委任者の口座情報を出力する。委任されていない場合は、本人の

口座情報を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

管轄局署 被災者を管轄する労働局番号と監督署番号を出力する。

労働保険番号 被災者が属する事業場の労働保険番号を出力する。

生年月日 被災者の生年月日を出力する。

傷病年月日 被災者の傷病年月日を出力する。

労働者氏名(カナ) 被災者の氏名カナを出力する。

労働者氏名 被災者の氏名漢字を出力する。

金融機関名(カナ) 被災者本人、もしくは委任者の口座の金融機関名をカナで出力する。

店舗名(カナ) 被災者本人、もしくは委任者の口座の店舗名称をカナで出力する。

金融機関名(漢字) 被災者本人、もしくは委任者の口座の金融機関名称を漢字で出力する。

店舗名(漢字) 被災者本人、もしくは委任者の口座の店舗名称を漢字で出力する。

口座名義人(カナ) 被災者本人、もしくは委任者の口座の口座名義人称をカナで出力する。

金融機関コード

被災者本人、もしくは委任者の口座の金融機関コードを出力する。

被災者本人、もしくは委任者の口座の金融機関コードで金融機関名称が取得で

きない場合、「*」を出力する。

口座番号 被災者本人、もしくは委任者の口座番号を出力する。

預金種別 被災者本人、もしくは委任者の口座の預金種類を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、随時でオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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ヘ 印書例
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(6) 休業長期受給者リスト（本省宛）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

「傷病年月日」から１年６箇月以上を経過する被災労働者のデータ（休業の請求書データが存在す

る被災労働者）を印書する。ただし、当該条件を満たしても、出力年の９月以降の「休業期間」であ

る決議書入力後データが存在しない被災労働者のデータについては印書しない。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

労働者氏名（カナ） 労働者の氏名カナを出力する。

労働保険番号 労働者の事業場の労働保険番号を出力する。

生年月日 労働者の生年月日を出力する。

傷病年月日 労働者の傷病年月日を出力する。

総休業期間 労働者の総休業期間を出力する。

新・擬支払日
支払日もしくは、決議書入力年月日を出力する。支払日の場合は先頭に「*」を

出力する。

最新支払日
支払日もしくは、決議書入力年月日を出力する。支払日の場合は先頭に「*」を

出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、１１月最終開庁日のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

「長期受給者の傷病の状態等に関する報告」（則第 19 条の 2）等の参考として利用すること。
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ヘ 印書例
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(7) 休業局別署別給付台帳レコード種別件数一覧表

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

休業申請給付台帳、休業スライド台帳、休業厚年台帳のレコード数を出力する。各局分の最終ペー

ジ、全体最終ページには出力各項目の局計、全国計を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

管轄局署 「管轄局コード-管轄署コード」の形式で出力する。

スライド情報 休業スライド情報件数を出力する。

厚年情報 休業厚年情報件数を出力する。

給付情報 休業申請給付情報件数を出力する。

合計 スライド情報、厚年情報、給付情報の合計件数を出力する。

全国計 スライド情報～合計の項目別の合計件数を、帳票最終ページに出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、月次で第４開庁日のオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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ヘ 印書例



Ⅵ-1-(7)-3
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(8) 業種別経過年数別一覧表

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

業種別・経過年数別の受給者数や給付額の総額等を出力する。業種毎の情報を出力後、全業種の合

計に関しても出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

受給者数 受給経過年数毎の受給者数を出力する。

給付額 受給経過年数毎の給付額合計を出力する。

給付平均 受給経過年数毎の保険給付額平均を出力する。

特別支給金 受給経過年数毎の特別支給金を出力する。

特支平均 受給経過年数毎の特別支給金平均額を出力する。

業種計／全業種

業種毎の情報の場合は業種グループコードを、全業種の合計の情報の場合は「全

業種」を最下段に出力する。また、それぞれの集計単位で各列の合計、合計平

均を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、随時でオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。
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ヘ 印書例



Ⅵ-1-(8)-3
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(9) 局別経過年数別一覧表

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

管轄局別・経過年数別の受給者数や給付額の総額等を出力する。局毎の情報を出力後、全局の合計

に関しても出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

受給者数 経過年数毎の受給者数を出力する。

給付額 経過年数毎の給付額合計を出力する。

給付平均 経過年数毎の保険給付額平均を出力する。

特別支給金 経過年数毎の特別支給金を出力する。

特支平均 経過年数毎の特別支給金平均額を出力する。

局計／全国計
管轄局毎の情報の場合は「局計」を、全局の合計の情報の場合は「全国計」を

出力する。また、各列の合計、合計平均もそれぞれ出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、随時でオンライン処理終了後に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅵ-1-(9)-2

ヘ 印書例



Ⅵ-1-(9)-3



Ⅵ-1-(10)-1

(10) 新スライド早見表 1・2（全体表）

イ 様式

汎用紙 Ａ３横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

産業分類、傷病期毎に最新の改定期のスライド率を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

災害発生四半期／

産業

縦軸は、災害発生四半期（昭和 22 年～平成 4 年第 1四半期）を表し、横軸は被

災者の業種を表す。災害発生期、業種毎に最新の改定期スライド率を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、２月・５月・８月・１１月の最終開庁日１日前のオンライン処理終了後

に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅵ-1-(10)-2

ヘ 印書例



Ⅵ-1-(11)-1

(11) 新スライド早見表 1･2（改定表）

イ 様式

汎用紙 Ａ３横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

産業分類、傷病期毎に改定のあった傷病期の処理実施四半期から適用されるスライド率を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

災害発生四半期／

産業

縦軸は、災害発生四半期（昭和 22 年～平成 4 年第 1四半期）を表し、横軸は被

災者の業種を表す。災害発生期、業種毎に改定のあった傷病期の処理実施四半

期から適応されるスライド率を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、２月・５月・８月・１１月の最終開庁日１日前のオンライン処理終了後

に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅵ-1-(11)-2

ヘ 印書例



Ⅵ-1-(12)-1

(12) 新スライド早見表 3（全体表）

イ 様式

汎用紙 Ａ３横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

事業場所在地、傷病期毎に最新の改定期のスライド率を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

事業場所在地／災

害発生日の属する

期間

縦軸は、事業場所在地を表す。横軸は、災害発生日の属する期間（昭和 22 年 9

月 1 日～平成元年 12 月 31 日）を表す。それぞれに該当する最新の改定期のス

ライド率を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、２月・５月・８月・１１月の最終開庁日１日前のオンライン処理終了後

に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅵ-1-(12)-2

ヘ 印書例



Ⅵ-1-(13)-1

(13) 新スライド早見表 3（改定表）

イ 様式

汎用紙 Ａ３横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

事業場所在地、傷病期毎に改定のあった傷病期の処理実施四半期から適用されるスライド率を出力

する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

事業場所在地／災

害発生日の属する

期間

縦軸は、事業場所在地を表す。横軸は、災害発生日の属する期間（昭和 22 年 9

月 1 日～平成元年 12 月 31 日）を表す。それぞれに該当する災害発生期の処理

実施四半期から適応されるスライド率を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、２月・５月・８月・１１月の最終開庁日１日前のオンライン処理終了後

に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅵ-1-(13)-2

ヘ 印書例



Ⅵ-1-(14)-1

(14) 新スライド早見表 4（全体表）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

傷病期毎に最新の改定期のスライド率を把握する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

災害発生四半期／

率

災害発生四半期毎（昭和 56 年～平成 40 年）に最新の改定期のスライド率を出

力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、２月・５月・８月・１１月の最終開庁日１日前のオンライン処理終了後

に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅵ-1-(14)-2

ヘ 印書例



Ⅵ-1-(15)-1

(15) 新スライド早見表 4（改定表）

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

傷病期毎に改定のあった傷病期の処理実施四半期から適用されるスライド率を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

災害発生四半期／

率

災害発生四半期毎（昭和 56 年～平成 40 年）に改定のあった傷病期の処理実勢

四半期から適応されるスライド率を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合は、２月・５月・８月・１１月の最終開庁日１日前のオンライン処理終了後

に配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅵ-1-(15)-2

ヘ 印書例



Ⅵ-1-(16)-1

(16) 休業（補償）給付・支給不支給決定期間別件数リスト

イ 様式

汎用紙 Ａ３横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

休業（補償）給付の支給・不支給の決定期間別の件数、平均処理期間を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

支給／不支給

休業請求書を受付した日から初回の支給・不支給の決定に要した日数の期間毎

に業災、通災、業通計の件数を出力する。それぞれの件数の合計、決定に要し

た平均処理期間も出力する。

合計 上記、支給・不支給分の合計件数を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、随時で配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。



Ⅵ-1-(16)-2

ヘ 印書例



Ⅵ-1-(16)-3



Ⅵ-1-(17)-1

(17) 休業（補償）給付新規受給者残存率表

イ 様式

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信）

ロ 印書内容

年度別の休業（補償）給付受給者残存率を出力する。

ハ 出力項目の説明

出力項目 出 力 内 容

日数 被災者の総休業期間（単位は日）を出力する。

受給者数 総休業期間が「日数」列に出力される日数以上の受給者数を出力する。

残存率
受給者数の全体に対する残存率（小数第二位を四捨五入して小数第一位まで出

力、単位は％）を出力する。

ニ 出力時期

対象データが有る場合も無い場合も、随時で配信する。

ホ 事務処理

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。


