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№ 項目 修正箇所 改修後の画面等 

1.事業者向け登録システム 
1-1-1 登録情報 

‐各TOP画面内の法

人番号欄 

法人番号登録機能を追加します。 
 
法人番号を登録することにより、複数の住宅を所有

している事業者様が、登録した法人番号に紐付く住

宅の情報をコピーすることが可能となります。 
※コピーできる情報は、登録情報（p.6）と運営情

報(p.9)で異なります。 
 
 
① 法人番号が登録済みの場合 
「法人番号編集・削除」ボタンを押下することで、

法人番号登録画面へ遷移します。 
 
② 法人番号が未登録の場合 
「法人番号登録」ボタンを押下することで、法人番

号登録画面へ遷移します。 
 
 

●公開中画面（審査中画面・地方公共団体による修正中画面も同様） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●申請書作成中または修正・変更中の HOME 画面 
 

1-1-1-① 

1-1-1-② 



サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム 公開仕様変更一覧（平成 30 年 1 月）         2018/1/15 

 2 
 

№ 項目 修正箇所 改修後の画面等 

1-1-2 運営情報 
‐法人番号欄 

 ●運営情報 
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№ 項目 修正箇所 改修後の画面等 

1-1-3 登録情報 
運営情報 
‐法人番号登録画面 

法人番号の登録を行うことができます。 
 
① 未登録の場合 
「登録する」･･･押下で法人番号登録ポップアップ

へ遷移します。 
 
② 登録済みの場合 
「編集する」･･･押下で法人番号登録ポップアップ

へ遷移します。 
「削除する」･･･登録されている法人番号を削除し

ます。 
 

●法人番号が未登録の場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●法人番号が登録されている場合 

 

1-1-3-② 

1-1-3-① 
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№ 項目 修正箇所 改修後の画面等 

  ※登録情報の「2.事業を行う者」にて、2 法人登録

している場合は、必ず 2 法人の法人番号を登録し

てください。 

●「2.事業を行う者」にて登録されている法人数が 2 つ以上の場合 
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№ 項目 修正箇所 改修後の画面等 

1-1-4 登録情報 
運営情報 
‐法人番号登録ポッ

プアップ 

法人番号を検索することができます。 
「法人番号が分からない場合はこちらの国税庁の

HP から検索してください。」のリンクを押下する

と、国税庁の HP から検索できます。 
正しい法人名が確認できたら、法人番号の登録をし

てください。 

●法人番号ポップアップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●法人名取得成功時 
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№ 項目 修正箇所 改修後の画面等 

1-1-5 登録情報 
‐登録情報の同一法

人一覧 

登録情報や運営情報にて、法人番号を登録後、 
申請書作成中または修正・変更中の HOME 画面に

て「同一法人一覧を確認」ボタンを押下することで

表示されます。 
 
① 公開中・審査中・地方公共団体による修正中か

ら移動してきた場合 
「詳細表示」ボタンのみ押下可能です。 
「詳細表示」･･･同一法人番号で登録されている物

件の詳細情報を確認することができます。 
 
② 申請書作成中・修正・変更中から移動してきた

場合 
「詳細表示」･･･同一法人番号で登録されている物

件の詳細情報を確認することができます。 
「データ引用」･･･選択した住宅の登録情報から以

下のデータを引用することができます。 
・2.事業を行う者 
・3.事業を行う者の事務所 
・別添 1.役員名簿 
・別添 2.役員名簿（法定代理人） 
※データ引用をおこなった場合、上記のデータ引用

箇所の情報が上書きされます。引用前の情報には戻

せません。（必要に応じて上書きしてください。） 

●「同一法人一覧」ボタン 
 
 
 
 
 
●公開中・審査中・地方公共団体による修正中から移動してきた同一法人一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
●申請書作成中・修正・変更中から移動してきた同一法人一覧 
 

1-1-5-① 

1-1-5-② 
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№ 項目 修正箇所 改修後の画面等 

1-1-6 登録情報 
‐同一法人の登録情

報詳細 

選択した登録情報の詳細を見ることができます。  
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№ 項目 修正箇所 改修後の画面等 

1-1-7 運営情報 
‐運営情報の同一法

人一覧 

運営情報にて「データ引用」ボタンを押下すること

で表示されます。 
 
① 登録情報からデータ引用 
運営情報を新規作成する際は、登録情報から「2.
生活支援サービス等」の項目が引用されます。 
運営情報の公開後、登録情報を修正した場合は「登

録情報からデータ引用」することで最新の登録情報

が再度引用されます。 
データ引用箇所は以下の通りです。 
「2.生活支援サービス等」 
・状況把握・生活相談サービスを提供する職員の配

置 
常駐する職員の最少人数と時間：日中・＊日中以

外・＊サービスを提供する職員の保有資格・備考 
・緊急通報サービスの内容 
通報方法・通報先・到着予定時間 
・オプションサービス（食事提供・追加費用あり） 
備考 
※平成 27 年 3 月 31 日以前に登録申請されている

場合は、＊の項目は引用することができません。 
※「登録情報からデータ引用」は、登録情報のデー

タ引用箇所が、運営情報の該当箇所と同一の内容で

ある場合は表示されません。 
 
 

●運営情報のデータ引用 
 
 
 
 
 
 
●データ引用選択画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1-7-① 1-1-7-② 



サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム 公開仕様変更一覧（平成 30 年 1 月）         2018/1/15 

 9 
 

№ 項目 修正箇所 改修後の画面等 

② 他の住宅を選択してデータ引用 
同一法人番号で登録された住宅の一覧を表示しま

す。物件を選択すると、以下の項目が引用されます。 
「2.生活支援サービス等」 
・状況把握・生活支援サービスを提供する職員の配

置：夜間の人員配置 
・生活支援サービス費で対応可能なサービス（追加

費用なし）：全項目 
・オプションサービス（食事提供・追加費用あり）：

配色の対応、利用者の状態に合わせた食事対応 
・オプションサービス（上記以外・追加費用あり）：

登録された内容すべて 
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№ 項目 修正箇所 改修後の画面等 

1-1-8 運営情報 
‐運営情報の同一法

人一覧 

「詳細表示」･･･同一法人番号で登録されている物

件の詳細情報を確認することができます。 
「データ引用」･･･選択した住宅の運営情報から以

下のデータを引用することができます。 
「2.生活支援サービス等」 
・状況把握・生活支援サービスを提供する職員の配

置：夜間の人員配置 
・生活支援サービス費で対応可能なサービス（追加

費用なし） 
・オプションサービス（食事提供・追加費用あり）：

配食の対応 
・オプションサービス（食事提供・追加費用あり）：

利用者の状態に合わせた食対応 
・オプションサービス（上記以外・追加費用あり） 
※データ引用をおこなった場合、上記のデータ引用

箇所の情報が上書きされます。引用前の情報には戻

せません。 
 

●運営情報の同一法人一覧 
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№ 項目 修正箇所 改修後の画面等 

1-1-9 運営情報 
‐同一法人の運営情

報詳細 

1-1-8 にて選択した、運営情報の詳細を見ることが

できます。 
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№ 項目 修正箇所 改修後の画面等 

1-2 
 

運営情報 5 年更新時に、更新前で公開されている運営情報の

内容を更新後の運営情報に引き継ぎできるように

なります。 
 
更新前の運営情報が公開されている場合、5 年更新

の登録情報を申請後、初めて運営情報管理ボタンを

押下した際に、引き継ぎ確認のポップアップが表示

されます。 

 

1-3 運営情報 登録・編集 HOME にて、「運営情報を

確定して公開を依頼する」ボタンを押下時に、運営

情報担当者を確認するためのポップアップが表示

されるようになります。 
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№ 項目 修正箇所 改修後の画面等 

1-4 1.入居者情報 
 
・年齢層別人数の合計値 
・男女別人数の合計値 
・要介護度別人数の合計値 
上記のそれぞれの値が一致していない場合は、エラーを表示します。 

1-5 2.生活支援サービス 
 
・生活支援サービス費で対応可能なサービス（追加

費用なし）の「その他サービス（介護保険適用外）」 
・オプションサービス（上記以外・追加費用あり）

※介護保険適用外 
上記の項目が両方とも入力欄が追加されていない

状態で、仮保存ボタンが押下されたときにポップア

ップが表示されるようになります。 

 

1-6 
 

2.生活支援サービス 
 
「日中」「日中以外」に入力した人員が 
登録情報「別添 4 ①状況把握及び生活相談サービス」に登録されている人数より多い場合にエラーを表示します。 
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№ 項目 修正箇所 改修後の画面等 

1-7 2.生活支援サービス 
 
「常駐する職員の最少人数と時間」にて 
「日中」が 0 時 0 分 から 24 時 0 分 
の場合に、「夜間の人員配置」を必須とします。 

1-8 2.生活支援サービス 
 
「日中」以外の人員が 1 以上の場合に、「日中」以外の項目を必須とします。 

1-9 5.チェック項目 
 
・16 安否確認の仕組みと体制が整備されている 
・17 生活相談の体制が整備されている 
上記の項目にて「いいえ」を選択した場合に、ポッ

プアップを表示します。  

1-10 登録情報 
‐変更届出書 

変更に係る事項登録フォームの文字数制限を 120 文字から 200 文字へ変更します。 
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№ 項目 修正箇所 改修後の画面等 

2.地方公共団体向け管理システム 
2-1 登録データ閲覧及び

承認 
5 年更新のデータが公開された時点で、更新前のデ

ータを登録抹消とする機能を追加します。 
●5年更新データを公開のポップアップ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ●いいえの場合 
  

●はいの場合                 
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№ 項目 修正箇所 改修後の画面等 

3.公開システム（登録住宅をさがす） 
3-1 住宅一覧 住宅一覧の表示順を変更します。 

変更前）運営情報の登録がある住宅を上位とし、登録情報の更新順に表示します。 
変更後）運営情報の登録がある住宅を上位とし、運営情報の更新順に表示します。 
     

 
 


