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1.  概覧 

1.1. 空間データ製品仕様書の作成情報 

 本製品仕様書の作成に関する情報は以下のとおりとする。 

 

 空間データ製品仕様書の題名：国土数値情報（福祉施設）製品仕様書 第 2.1版 

 日付：2022 年 3月 11 日 

 作成者：国土交通省 不動産・建設経済局 情報活用推進課 

 言語：日本語 

 分野：施設 

 文書書式：PDF 

 

1.2. 目的 

国土数値情報は，国土に関する基本的な地理空間情報であり、国土計画、土地・不動産

施策、地域活性化施策等の検討等に幅広く活用されており、インターネットを通じ一般公

開されている。 

本製品仕様書に基づく地理空間データ製品は、高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉な

どに関する施設の量的分析・配置計画に寄与すると共に、近年頻発している大規模自然災

害において、要介護者を有する施設の抽出および当該施設入居者の迅速な避難をするため

の各種計画、また、土地・不動産関連施策の企画立案等を支援することを目的とする。 

1.3. 適用範囲 

本製品仕様書が適用されるデータの適用範囲は以下のとおりである。 

 

■ 空間範囲：日本全国 

■ 時間範囲：本製品仕様書に基づき作成されるデータの作成年度まで 

 

1.4. 引用規格 

 本製品仕様書は以下の規格から引用する。 

 

■ 地理情報標準プロファイル(JPGIS)2014  令和元年 7月 

 

1.5. 用語と定義 

 本製品仕様書で使用される専門用語とその定義は，以下の資料に従う。 



   
 

■ 地理情報標準プロファイル(JPGIS)2014「附属書 5（規定）定義」 

■ 国土交通省国土政策局国土情報課 GISホームページ ガイダンス 

■ URL: https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/gis/guidance/index.html 
 

1.6. 略語 

 本製品仕様書で使用される略語は、以下のとおりとする。 

 

■ JPGIS Japan Profile for Geographic Information Standards 

■ JMP  Japan Metadata Profile 

■ UML  Unified Modeling Language 

 

1.7. 参考資料 

 国土数値情報で使用されるコードリスト等については、以下のサイトを参照。 

国土数値情報ダウンロードサービス 

URL: https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/ 
 

 

2. 適用範囲 

 

 本製品仕様書の適用範囲は次のとおりとする。 

 

2.1. 適用範囲識別 

 国土数値情報（福祉施設）製品仕様書 第 2.1版 適用範囲 

 

2.2. 階層レベル 

 データ集合 

 

  



   
 

3. データ製品識別 

 

 本製品仕様書に基づくデータ製品の識別は、次のとおりとする。 

3.1.  製品仕様識別 

 

■ 空間データ製品の名称：国土数値情報（福祉施設）データ 

■ 日付：2022 年 3月 11 日 

■ 問い合わせ先：国土情報提供サイト運営事務局 

■ https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/inquiry.html 

■ 地理記述：全国 
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4. データ内容および構造 

 

 本章では本製品仕様書が扱う国土数値情報に関する URLクラス図および定義文書を記す。 

 

4.1. 応用スキーマクラス図および応用スキーマ文書 

 

4.1.1  国土数値情報応用スキーマパッケージ 

このパッケージは、国土数値情報応用スキーマを構成する各パッケージの依存関係を示

したものである。国土数値情報応用スキーマは，国土数値情報を分類したパッケージと，国

土数値情報応用スキーマで共通に使用するコードリスト等をまとめた共通パッケージより

構成される。国土数値情報応用スキーマに含まれる地物およびメッシュは，指定地域や沿岸

域等のカテゴリにおいて定義される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+国土（水・土地）-水域 
+国土（水・土地）-地形 
+国土（水・土地）-土地利用 
+国土（水・土地）-地価 
+政策区域-行政地域 
+政策区域-大都市圏・条件不利地域 
+政策区域-災害・防災 
+地域-施設 
+地域-地域資源・観光 
+地域-保護保全 
+交通-交通 
+交通-パーソントリップ・交通変動量 
+各種統計-各種統計 
+共通パッケージ 

<<ApplicationSchema>> 
国土数値情報応用スキーマパッケージ 

ISO19136 GML スキーマ 

 

(from Standard Schemas) 
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4.1.2  施設パッケージ 

このパッケージは、地域－施設に関するパッケージをまとめたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<ApplicationSchema>> 

地域－施設パッケージ 

<<ApplicationSchema>> 

P28：国・都道府県の機関 

<<ApplicationSchema>> 

P05：市町村役場等及び公的

集会施設 
 

<<ApplicationSchema>> 

P34：市区町村役場 

<<ApplicationSchema>> 

P02：公共施設 

<<ApplicationSchema>> 

P18：警察署 

<<ApplicationSchema>> 

P17：消防署 

<<ApplicationSchema>> 

P30：郵便局 

<<ApplicationSchema>> 

P04：医療機関 

<<ApplicationSchema>> 

P14：福祉施設 

<<ApplicationSchema>> 

P27：文化施設 

<<ApplicationSchema>> 

P29：学校 

<<ApplicationSchema>> 

P13：都市公園 

<<ApplicationSchema>> 

P21：上水道関連施設 

<<ApplicationSchema>> 

P22：下水道関連施設 

<<ApplicationSchema>> 

P15：廃棄物処理施設 

<<ApplicationSchema>> 

P03：発電施設 

<<ApplicationSchema>> 

P07：燃料給油所 

<<ApplicationSchema>> 

P26：ニュータウン 

<<ApplicationSchema>> 

L05：工業用地 

<<ApplicationSchema>> 

P16：研究機関 

<<ApplicationSchema>> 

P24：地場産業関連施設 

<<ApplicationSchema>> 

P31：物流拠点 

<<ApplicationSchema>> 

P33：集客施設 

<<ApplicationSchema>> 

P35：道の駅 
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4.1.3  福祉施設パッケージ 

このパッケージは，福祉施設に関する内容をまとめたものである。 

 

4.1.3.1  応用スキーマクラス図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＋地点：GM_Point 
＋都道府県名：CharacterString 
＋市町村名：CharacterString 
＋行政区域コード：行政コード 
＋所在地：CharacterString 
＋福祉施設大分類：福祉施設大分類コード 
＋福祉施設中分類：福祉施設中分類コード 
＋福祉施設小分類：福祉施設小分類コード 
＋名称：CharacterString 
＋管理者コード：管理者コード 
＋位置正確度：位置正確度コード 

<<Feature>> 
福祉施設 

 

<<CodeList>> 
共通パッケージ：行政コード 

＋国 = 1 
＋都道府県 = 2 
＋市区町村 = 3 
＋民間 = 4 
＋法人 = 5 
＋その他 = 0 
＋不明 = 9 

<<CodeList>> 
管理者コード 

＋保護施設：01 
＋老人福祉施設：02 
＋障害者支援施設等：03 
＋身体障害者社会参加支援施設：04 
＋児童福祉施設等：05 
＋母子・父子福祉施設：06 
＋その他の社会福祉施設等：99 

<<CodeList>> 
福祉施設大分類コード 

＋位置特定 = 1 
＋小字・街区レベル（代表点） = 2 
＋大字・町丁目レベル（代表点）= 3 
＋市区町村レベル（代表点） = 4 
＋都道府県レベル（代表点） = 5 

<<CodeList>> 
位置正確度コード 
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＋救護施設：0101 
＋更生施設：0102 
＋医療保護施設：0103 
＋授産施設（保護）：0104 
＋宿所提供施設：0105 
＋養護老人ホーム：0201 
＋軽費老人ホーム：0202 
＋老人福祉センター：0203 
＋老人デイサービスセンター：0204 
＋老人短期入所施設：0205 
＋老人（在宅）介護支援センター：0206 
＋高齢者生活福祉センター（生活支援ハウス）：0207 
＋障害者支援施設：0301 
＋地域活動支援センター：0302 
＋福祉ホーム：0303 
＋身体障害者福祉センター：0401 
＋障害者更生センター：0402 
＋補装具製作施設：0403 
＋盲導犬訓練施設：0404 
＋視聴覚障害者情報提供施設：0405 
＋助産施設：0501 
＋乳児院：0502 
＋母子生活支援施設：0503 
＋保育所等：0504 
＋地域型保育事業所：0505 
＋認可外保育施設：0506 
＋児童養護施設：0507 
＋障害児入所施設：0508 
＋児童発達支援センター：0509 
＋児童心理治療施設：0510 
＋児童自立支援施設：0511 
＋児童家庭支援センター：0512 
＋児童館：0513 
＋児童遊園：0514 
＋母子・父子福祉センター：0601 
＋母子・父子休養ホーム：0602 
＋無料低額宿泊所（宿所提供施設）：9901 
＋授産施設（その他）：9902 
＋盲人ホーム：9903 
＋無料低額診療施設：9904 
＋隣保館：9905 
＋へき地保健福祉館：9906 
＋有料老人ホーム：9907 
＋老人憩の家：9908 
＋地域福祉センター：9909 
＋介護保険等の施設：9910 
＋障害者サービス施設：9911 
＋児童福祉サービス施設：9912 
＋相談所等の施設：9913 
＋その他：9999 

 

上 2 桁は「福祉施設大分類コード」と一致。 
「福祉施設大分類」を細分しない場合は、

「福祉施設中分類コード」は「福祉施設大分

類コード」＋「00」とする。 
「福祉施設大分類」までは該当するが、該当

する福祉施設中分類がない場合は、「福祉施

設中分類コード」は「福祉施設大分類コー

ド」＋「99」とする。 
 

<<CodeList>> 
福祉施設中分類コード 
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上 4 桁は「福祉施設中分類コード」と一致。 
「福祉施設中分類」を細分しない場合は、

「福祉施設小分類コード」は「福祉施設中分

類コード」＋「00」とする。 
「福祉施設中分類」までは該当するが、該当

する福祉施設小分類がない場合は、「福祉施

設小分類コード」は「福祉施設中分類コー

ド」＋「99」とする。 
 

＋養護老人ホーム（一般）：020101 
＋養護老人ホーム（盲）：020102 
＋軽費老人ホーム A 型：020201 
＋軽費老人ホーム B 型：020202 
＋軽費老人ホーム（ケアハウス）：020203 
＋都市型軽費老人ホーム：020204 
＋老人福祉センター（特 A 型）：020301 
＋老人福祉センター（A 型）：020302 
＋老人福祉センター（B 型）：020303 
＋身体障害者福祉センター（A 型）：040101 
＋身体障害者福祉センター（B 型）：040102 
＋点字図書館：040501 
＋点字出版施設：040502 
＋聴覚障害者情報提供施設：040503 
＋保育所：050401 
＋幼保連携型認定こども園：050402 
＋保育所型認定こども園：050403 
＋幼稚園型認定こども園：050404 
＋地方裁量型認定こども園：050405 
＋へき地保育所：050406 
＋小規模保育事業所 A 型：050501 
＋小規模保育事業所 B 型：050502 
＋小規模保育事業所 C 型：050503 
＋家庭的保育事業所（保育ママ）：050504 
＋居宅訪問型保育事業所：050505 
＋事業所内保育事業所：050506 
＋障害児入所施設（福祉型）：050801 
＋障害児入所施設（医療型）：050802 
＋児童発達支援センター（福祉型）：050901 
＋児童発達支援センター（医療型）：050902 
＋小型児童館：051301 
＋児童センター：051302 
＋大型児童館 A 型：051303 
＋大型児童館 B 型：051304 
＋大型児童館 C 型：051305 
＋その他の児童館：051306 
＋有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅以

外）：990701 
＋有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅で

あるもの）：990702 
＋特別養護老人ホーム：991001 
＋介護老人福祉施設：991002 
＋地域密着型老人介護福祉施設：991003 
＋介護老人保健施設：991004 
＋介護療養型医療施設：991005 
＋介護医療院：991006 
＋その他の介護サービス施設：991007 
＋発達障害者支援センター：991301 
＋児童相談所：991302 
＋地域包括支援センター：991303 
＋婦人相談所：991304 
＋配偶者暴力相談支援センター：991305 
＋その他の相談所・支援センター等：991306 

<<CodeList>> 
福祉施設小分類コード 
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4.1.3.2  応用スキーマクラス図 

福祉施設 

福祉施設は、老人福祉施設、児童福祉施設、身体害者更生援護施設、知的障害者援護施

設、精神障害者社会復帰施設、保育施設である。 

 

上位クラス：国土数値情報地物 

 

抽象/具象区分：具象 

 

属性 

 

地点：GM_Point 

位置正確度当該施設の位置。 

位置正確度（位置正確度コード）の値が「0」の場合は、当該施設の位置を示す。 

位置正確度（位置正確度コード）の値が「1」「2」「3」の場合は、それぞれのレベ

ルの代表点の位置を示す。 

 定義域 

日本国内の経緯度。 

 

都道府県名：CharacterString 

当該施設がある都道府県名。 

原典資料に記載されている当該施設が所在する都道府県名を取得する。 

 定義域 

47都道府県のいずれか。 

 

市区町村名：CharacterString 

当該施設が所在する市区町村名。 

 定義域 

原典資料に記載されている当該施設が所在する市区町村名を取得する。 

 

行政区域コード：行政コード 

当該施設が所在する行政区域コード。 

 定義域 

「行政コード」がとりうる値。 

 

所在地：CharacterString 

当該施設の所在地から市区町村名を省いた所在地。 

原典資料に記載されている所在地を取得する。 

漢数字や全角数字を半角数字にする、「番地」「号」等をハイフンに変換する

等、原典資料と同じ意味を示す範囲内で編集しても可。 
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Shift-JISコード外の文字（文字化けする文字）については以下の取り扱いとし、

その直後に「※」を入力する。 

①旧字体・異字体を新字体に変換する場合は、「※」（全角）を対象漢字の直後

に置く。 

（例）「仁王像 一軀」 → 「仁王像 一躯※」 

②旧字体・異字体で該当する新字体がない場合は、読みをカタカナで記載し

「※」を対象漢字の直後に置く。 

（例）「志度寺琰魔堂及び奪衣婆堂」 → 「志度寺エン※魔堂及び奪衣婆堂」 

③読み仮名のわからない記号等は、削除する。 

（例）「タロ🍀🍀北上おおつつみ」 → 「タロ北上おおつつみ」 

 

 定義域 

原典資料に記載されている所在地と同じ位置を示す住所。 

254バイト以内。 

 

福祉施設大分類：福祉施設大分類コード 

当該施設の大分類。 

 定義域 

「福祉施設大分類コード」がとりうる値（表 1参照）。 

 

福祉施設中分類：福祉施設中分類コード 

当該施設の中分類。 

 定義域 

「福祉施設中分類コード」がとりうる値（表 1参照）。 

または、「福祉施設大分類コード」＋「00」、「福祉施設大分類コード」＋「99」 

 

福祉施設小分類：福祉施設小分類コード 

当該施設の小分類。 

 定義域 

「福祉施設小分類コード」がとりうる値（表 1参照）。 

または、「福祉施設中分類コード」＋「00」、「福祉施設中分類コード」＋「99」 
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表 1 コードリスト「福祉施設大・中・小分類コード」の内容 
福祉施

設大分

類コー

ド 

福祉施設

大分類 

福祉施

設中分

類コー

ド 

福祉施設中分類 福祉施設小

分類コード 福祉施設小分類 根拠法等 

01 保護施設 

0100 － 010000 － 生活保護法等 

0101 救護施設 010100 － 生活保護法 

0102 更生施設 010200 － 生活保護法 

0103 医療保護施設 010300 － 生活保護法 

0104 授産施設（保護） 010400 － 生活保護法 

0105 宿所提供施設 010500 － 生活保護法 

0199 その他 019900 － 生活保護法等 

02 老人福祉

施設 

0200 － 020000 － 老人福祉法等 

0201 養護老人ホーム 

020100 － 老人福祉法 

020101 養護老人ホーム（一般） 老人福祉法 

020102 養護老人ホーム（盲） 老人福祉法 

020199 その他 老人福祉法 

0202 軽費老人ホーム 

020200 － 老人福祉法 

020201 軽費老人ホーム A 型 老人福祉法 

020202 軽費老人ホーム B 型 老人福祉法 

020203 軽費老人ホーム（ケアハ

ウス） 老人福祉法 

020204 都市型軽費老人ホーム 老人福祉法 

020299 その他 老人福祉法 

0203 老人福祉センタ

ー 

020300 － 老人福祉法 

020301 老人福祉センター（特 A
型） 

老人福祉法 

020302 老人福祉センター（A
型） 

老人福祉法 

020303 老人福祉センター（B
型） 

老人福祉法 

020399 その他 老人福祉法 

0204 老人デイサービ

スセンター 020400 － 老人福祉法 

0205 老人短期入所施

設 020500 － 老人福祉法 

0206 老人（在宅）介護

支援センター 020600 － 老人福祉法 

0207 
高齢者生活福祉

センター（生活

支援ハウス） 
020700 － 高齢者生活福祉センター

運営事業実施要綱 

0299 その他 029900 － 老人福祉法等 

03 障害者支

援施設等 

0300 － 030000 － 障害者総合支援法等 

0301 障害者支援施設 030100 － 障害者総合支援法 

0302 地域活動支援セ

ンター 030200 － 障害者総合支援法 
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福祉施

設大分

類コー

ド 

福祉施設

大分類 

福祉施

設中分

類コー

ド 

福祉施設中分類 福祉施設小

分類コード 福祉施設小分類 根拠法等 

0303 福祉ホーム 030300 － 障害者総合支援法 

0399 その他 039900 － 障害者総合支援法 

04 

身体障害

者社会参

加支援施

設 

0400 － 040000 － 身体障害者福祉法 

0401 身体障害者福祉

センター 

040100 － 身体障害者福祉法 

040101 
身体障害者福祉センタ

ー（A 型） 身体障害者福祉法 

040102 
身体障害者福祉センタ

ー（B 型） 身体障害者福祉法 

040199 その他 身体障害者福祉法 

0402 障害者更生セン

ター 040200 － 身体障害者福祉法 

0403 補装具製作施設 040300 － 身体障害者福祉法 

0404 盲導犬訓練施設 040400 － 身体障害者福祉法 

0405 視聴覚障害者情

報提供施設 

040500 － 身体障害者福祉法 

040501 点字図書館 身体障害者福祉法 

040502 点字出版施設 身体障害者福祉法 

040503 聴覚障害者情報提供施

設 身体障害者福祉法 

040599 その他 身体障害者福祉法 

0499 その他 049900 － 身体障害者福祉法 

05 児童福祉

施設等 

0500 － 050000 － 児童福祉法等 

0501 助産施設 050100 － 児童福祉法 

0502 乳児院 050200 － 児童福祉法 

0503 母子生活支援施

設 050300 － 児童福祉法 

0504 保育所等 

050400 － 児童福祉法等 

050401 保育所 児童福祉法 

050402 幼保連携型認定こども

園 認定こども園法 

050403 保育所型認定こども園 認定こども園法 

050404 幼稚園型認定こども園 認定こども園法 

050405 地方裁量型認定こども

園 認定こども園法 

050406 へき地保育所 厚生労働省「へき地保育

所の設置について」 

050499 その他 児童福祉法等 

0505 地域型保育事業

所 

050500 － 児童福祉法 

050501 小規模保育事業所 A 型 児童福祉法 

050502 小規模保育事業所 B 型 児童福祉法 

050503 小規模保育事業所 C 型 児童福祉法 

050504 家庭的保育事業所（保育

ママ） 児童福祉法 
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福祉施

設大分

類コー

ド 

福祉施設

大分類 

福祉施

設中分

類コー

ド 

福祉施設中分類 福祉施設小

分類コード 福祉施設小分類 根拠法等 

050505 居宅訪問型保育事業所 児童福祉法 

050506 事業所内保育事業所 児童福祉法 

050599 その他 児童福祉法 

0506 認可外保育施設 050600 －   

0507 児童養護施設 050700 － 児童福祉法 

0508 障害児入所施設 

050800 － 児童福祉法 

050801 障害児入所施設（福祉

型） 児童福祉法 

050802 障害児入所施設（医療

型） 児童福祉法 

050899 その他 児童福祉法 

0509 児童発達支援セ

ンター 

050900 － 児童福祉法 

050901 児童発達支援センター

（福祉型） 児童福祉法 

050902 児童発達支援センター

（医療型） 児童福祉法 

050999 その他 児童福祉法 

0510 児童心理治療施

設 051000 － 児童福祉法 

0511 児童自立支援施

設 051100 － 児童福祉法 

0512 児童家庭支援セ

ンター 051200 － 児童福祉法 

0513 児童館 

051300 － 児童福祉法 

051301 小型児童館 児童福祉法 

051302 児童センター 児童福祉法 

051303 大型児童館 A 型 児童福祉法 

051304 大型児童館 B 型 児童福祉法 

051305 大型児童館 C 型 児童福祉法 

051306 その他の児童館 児童福祉法 

051399 その他 児童福祉法 

0514 児童遊園 051400 － 児童福祉法 

0599 その他 059900 － 児童福祉法 

06 母子・父子

福祉施設 

0600 － 060000 － 母子及び父子並びに寡婦

福祉法 

0601 母子・父子福祉

センター 060100 － 母子及び父子並びに寡婦

福祉法 

0602 母子・父子休養

ホーム 060200 － 母子及び父子並びに寡婦

福祉法 

0699 その他 069900 － 母子及び父子並びに寡婦

福祉法 

99 
その他の

社会福祉

施設等 

9901 
無料低額宿泊所

（ 宿 所 提供 施

設） 
990100 － 社会福祉法 

9902 授産施設（その

他） 990200 － 社会福祉法 
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福祉施

設大分

類コー

ド 

福祉施設

大分類 

福祉施

設中分

類コー

ド 

福祉施設中分類 福祉施設小

分類コード 福祉施設小分類 根拠法等 

9903 盲人ホーム 990300 － 厚生労働省通知「盲人ホ

ームの運営について」 

9904 無料低額診療施

設 990400 － 社会福祉法 

9905 隣保館 990500 － 社会福祉法 

9906 へき地保健福祉

館 990600 － 
厚生労働省通知「へき地

保健福祉館の設置運営に

ついて」 

9907 有料老人ホーム 

990700 － 老人福祉法等 

990701 
有料老人ホーム（サービ

ス付き高齢者向け住宅

以外） 

老人福祉法、老人福祉法

施行規則、厚生労働省「有

料老人ホームの設置運営

標準指導指針について」 

990702 
有料老人ホーム（サービ

ス付き高齢者向け住宅

であるもの） 

高齢者の居住の安定確保

に関する法律、老人福祉

法 

990799 その他 老人福祉法等 

9908 老人憩の家 990800 － 
厚生労働省通知「老人憩

の家の設置運営につい

て」 

9909 地域福祉センタ

ー 990900 － 地域福祉センター設置運

営要綱 

9910 介護保険等の施

設 

991001 特別養護老人ホーム 老人福祉法 

991002 介護老人福祉施設 介護保険法 

991003 地域密着型老人介護福

祉施設 介護保険法 

991004 介護老人保健施設 介護保険法 

991005 介護療養型医療施設 旧介護保険法 

991006 介護医療院 介護保険法 

991007 その他の介護サービス

施設 介護保険法 

9911 障害者サービス

施設 991100 － 障害者総合支援法 

9912 児童福祉サービ

ス施設 991200 － 児童福祉法 

9913 相談所等の施設 

991301 発達障害者支援センタ

ー 発達障害者支援法 

991302 児童相談所 児童福祉法 

991303 地域包括支援センター 介護保険法 

991304 婦人相談所 売春防止法第 34 条 

991305 配偶者暴力相談支援セ

ンター 

配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関す

る法律 

991306 その他の相談所・支援セ

ンター等   

9999 その他 999900 －   
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名称：CharacterString 

当該施設の正式名称。 

ただし、Shift-JISコード外の文字（文字化けする文字）については以下の取り扱

いとし、その直後に「※」を入力する。 

①旧字体・異字体を新字体に変換する場合は、「※」（全角）を対象漢字の直後

に置く。 

（例）「仁王像 一軀」 → 「仁王像 一躯※」 

②旧字体・異字体で該当する新字体がない場合は、読みをカタカナで記載し

「※」を対象漢字の直後に置く。 

（例）「志度寺琰魔堂及び奪衣婆堂」 → 「志度寺エン※魔堂及び奪衣婆堂」 

③読み仮名のわからない記号等は、削除する。 

（例）「タロ🍀🍀北上おおつつみ」 → 「タロ北上おおつつみ」 

 

 定義域 

原典資料に記載されている当該施設の正式名称を取得する。 

254バイト以内。 

 

管理者コード：福祉施設管理者コード 

施設の管理者を区分するためのコード。 

「民間:4」は、「法人:5」を除く会社や個人等の民間によるものとする。 

「法人:5」は、「社会福祉法人」「医療法人」「学校法人」「一般財団法人」

「一般社団法人」「特定非営利活動法人（NPO法人）」「公益社団」「公益財団」

「組合（法人のみ）」等の法人によるものとする。 

管理者の分類はわかるが分類先がわからないものは「その他:0」、管理者分類自

体が分からないものは「不明:9」とする。 

 定義域  

「管理者コード」がとりうる値（表 2参照）。 

 

表 2 コードリスト「管理者コード」の内容 

コード 対応する内容 
1 国 

2 都道府県 

3 市区町村 

4 民間 

5 法人 

0 その他 

9 不明 
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位置正確度：位置正確度コード 

位置属性の正確度を示すコード。 

当該施設の敷地内に配置できたものはコード「1」とし、それ以外についてはどの

レベルまで配置できたかを示す。 

 定義域  

「位置正確度コード」がとりうる値（表 3参照）。 

 

表 3 コードリスト「位置正確度コード」の内容 

コード 対応する内容 
1 位置特定 

2 小字・街区レベル（代表点） 

3 大字・町丁目レベル（代表点） 

4 市区町村レベル（代表点） 

5 都道府県レベル（代表点） 
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4.1.4  共通パッケージ 

このパッケージは，国土数値情報応用スキーマで共通に使用するコードリストをまとめた

ものである。 

 

行政コード           

都道府県コードと組み合わせ、市町村を一意に識別するためのコード。JIS X 0401
に定められた都道府県コード(2 桁)と、JIS X 0402 に定められた市区町村コード(3 桁)
を結合した 5 桁の値からなる。 

コード 

 

都道府県コード 市区町村コード 定義 

01 100 北海道札幌市 

： ： （略） 

47 382 沖縄県与那国町 

 

 

4.2. 空間スキーマプロファイル 

国土数値情報の空間スキーマプロファイルは「地理情報標準プロファイル（JPGIS）2014 

空間スキーマ」を採用する。 

 

4.3. 時間スキーマプロファイル 

国土数値情報の空間スキーマプロファイルは「地理情報標準プロファイル（JPGIS）2014 

時間スキーマ」を採用する。 

 

5. 参照系 

5.1. 座標参照系 

参照系識別子：JGD2011 / (B,L) 

 

5.2. 時間参照系 

参照系識別子：GC/JST 
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6. データ品質 

 

品質要素・副要素 完全性・過剰 

データ品質適用範囲  データ集合全体 

データ品質評価尺度  データ集合内に、原典資料のうち、本データ化対象の地物（全主題

属性が同一となるものが複数あれば重複分は削除し一つのみ残す）

と対応関係がとれないデータが存在すれば、それを過剰なデータと

カウントする。 

データ品質評価手法  原典資料との比較による全数検査 

適合品質水準  過剰なデータの数 0個 

 

品質要素・副要素 完全性・漏れ 

データ品質適用範囲  データ集合全体 

データ品質評価尺度  データ集合内に原典資料のうち、本データ化対象の地物（全主題属

性が同一となるものが複数あれば重複分は削除し一つのみ残す）と

対応するデータが存在しない場合、それをデータの漏れとカウント

する。 

データ品質評価手法  原典資料との比較による全数検査 

適合品質水準  データの漏れの数 0個 

 

品質要素・副要素 論理一貫性・書式一貫性 

データ品質適用範囲  データ集合全体  

データ品質評価尺度  データ集合の書式が、整形式となっていない箇所（XML 文書の構文

として正しくない箇所）の割合を計算する。 

データ品質評価手法  検査プログラム（XML パーサなど）による全数検査 

適合品質水準  誤率 0% 

 

品質要素・副要素 論理一貫性・概念一貫性 

データ品質適用範囲  データ集合全体  

データ品質評価尺度  符号化仕様が規定する XMLスキーマに対する、データ集合に存在す

る矛盾の割合を計算する。 

データ品質評価手法  検査プログラム（XML バリデータなど）による全数検査 

適合品質水準 誤率 0% 
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品質要素・副要素 論理一貫性・定義域一貫性 

データ品質適用範囲  データ集合全体  

データ品質評価尺度  地物属性インスタンスの値が、応用スキーマが規定する定義域の範

囲外にある場合にエラーとしてその個数を数え、その割合を計算す

る。以下の場合にエラーとする。 

・空間属性が、適用範囲内に含まれない場合。 

・コードリストで表される主題属性の値が、定義されたコードリス

トの値に含まれない場合。 

誤率（%）=（定義域の範囲外にある値を持つ地物属性の数 / 地物

属性の総数）* 100 

データ品質評価手法  検査プログラムによる全数検査 

適合品質水準 誤率 0% 

 

品質要素・副要素 位置正確度・絶対正確度 

データ品質適用範囲 パッケージごと 

データ品質評価尺度 地物と地理院地図（標準地図）（淡色地図）（写真）等を GISの画面

上で 1万分 1以上の縮尺で重ね合わせて表示し、地物の位置が当該

敷地内に存在しているかを確認する。 

敷地内に存在することで許容誤差内であるため、合格とする。 

位置正確度（位置正確度コード）の値が「1」の場合は、当該施設の

敷地内に存在しているかを確認する。 

位置正確度（位置正確度コード）の値が「1」以外の場合は、それぞ

れのレベルの範囲内に位置しているかを確認する。 

データ品質評価手法 全数検査を実施する。ただし、更新前の国土数値情報（福祉施設）

と住所の変更がない地物について、その座標値を使用している地物

は品質評価対象外とする。 

適合品質水準 データ品質評価尺度の条件に一致している。 
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品質要素・副要素 主題正確度・非定量的主題属性の正しさ 

データ品質適用範囲 パッケージごと 

データ品質評価尺度 地物属性のうち非定量的主題属性の値について、データ集合と参照

データ（“原典資料名”に記載された資料）との比較を行い、非定量

的主題属性の値に誤りがある場合、その個数をエラーとして数え

る。 

データ品質評価手法 全数検査を実施する。 

適合品質水準 非定量的な主題属性のエラーの個数：0 個 
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7. データ製品配布 

7.1. 配布書式情報 

■ 書式名称 

JPGIS 2014 付属書 12（規定）地理マーク付け言語(GML) 

 

■ 符号化仕様 

国土数値情報応用スキーマの XML Schemaは、JPGIS 2014(GML)付属書 12の符号化規則

に従う。また、国土数値情報応用スキーマが参照する基本データ型スキーマ、空間スキ

ーマ、時間スキーマ等の標準スキーマの XML Schema は、次の URLに掲載されている XML 

Schema を使用する。 

 http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd 
 

 国土数値情報（福祉施設）応用スキーマの XML Schemaで使用する名前空間および名

前空間接頭辞は次のとおりとし、XMLSchemaについては付属資料参照のこと。 

  名前空間：http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/jpgis/xsd/KsjAppSchema.xsd 

  名前空間接頭辞：ksj 

 

■ 文字集合 

UTF-8 

 

■ 言語 

日本語 

7.2. 配布媒体情報 

■ 単位 

都道府県 

 

■ 媒体名 

下記サイトよりダウンロード。下記サイトは、国土数値情報を無償で一般公開している。 

国土数値情報ダウンロードサービス 

URL  https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/ 
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8. メタデータ 

 

本製品仕様書のメタデータは，JMP2.0を採用する。 

 

 

9. その他 
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付属資料－１ 符号化仕様作成のためのタグ一覧 

カ
テ
ゴ
リ 

パ
ッ
ケ
ー
ジ 

ク
ラ
ス 

属性・関連役
割 

型 タグ名 

英語名 

（属性・関
連役割の
み） 

地域-施設パッケージ 

 

P14: 福祉施設パッケージ 

 福祉施設 welfareInstitution welfare 
institution 

  

地点 GM_Point position position 

都道府県名 CharacterString prefectureName prefecture 
name 

市区町村名 CharacterString cityName city name 
   行政区域コード 行政コード administrativeAreaCode administrative 

area code 
   所在地 CharacterString address address 

   

福祉施設大分類 
福祉施設大分類コ
ード 

welfareFacilityMajorClassification 
welfare facility 
major 
classification 

福祉施設中分類 
福祉施設中分類コ
ード 

welfareFacilityMiddleClassification 
welfare facility 
middle 
classification 

福祉施設小分類 
福祉施設小分類コ
ード 

welfareFacilityMinorClassification 
welfare facility 
minor 
classification 

   名称 CharacterString name name 
   管理者コード 管理者コード administrativeCode administrative 

code 
   位置正確度 位置正確度コード positionalAccuracyCode positional 

accuracy code 
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付属資料－２ 符号化仕様 

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

 <xsd:schema 

     xmlns:ksj="http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/schemas/ksj-app" 

     xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2.1" 

     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

     targetNamespace="https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/jpgis/xsd/KsjAppSchema.xsd" 

     elementFormDefault="qualified"> 

 <!-- 外部参照 --> 

 <xsd:import 

     namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2.1" 

     

schemaLocation="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19136_Schemas/gml.xsd"/> 

 <!-- 基底要素 --> 

<xsd:element name="Dataset"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:complexContent> 

    <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

     <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

      <xsd:element ref="gml:AbstractGML"/> 

      <xsd:element ref="gml:CompositeValue"/> 

     </xsd:choice> 

    </xsd:extension> 

   </xsd:complexContent> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

<!-- 要素定義 --> 

<!-- 福祉施設 --> 

<xsd:element name="welfareInstitution" type="ksj:welfareInstitutionType" 

substitutionGroup="gml:AbstractFeature" /> 

<xsd:complexType name="welfareInstitutionType"> 

  <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation>福祉施設</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:complexContent> 

    <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType"> 

      <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="position" type="gml:PointPropertyType"> 

          <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>地点</xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="prefectureName" type="xsd:string"> 

          <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>都道府県名</xsd:documentation> 

          </xsd:annotation>2 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="cityName" type="xsd:string"> 

          <xsd:annotation> 
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            <xsd:documentation>市区町村名</xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="administrativeAreaCode" type="gml:CodeType"> 

          <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>行政区域コード</xsd:documentation> 

            <xsd:appinfo> 

              <gml:defaultCodeSpace>AdministrativeAreaCode.xml</gml:defaultCodeSpace> 

            </xsd:appinfo> 

          </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="address" type="xsd:string"> 

          <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>所在地</xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="welfareFacilityMajorClassification" 

type="ksj:welfareFacilityMajorClassificationCodeType" minOccurs="0"> 

          <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>福祉施設大分類</xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="welfareFacilityMiddleClassification" 

type="ksj:welfareFacilityMiddleClassificationCodeType" minOccurs="0"> 

          <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>福祉施設中分類</xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="welfareFacilityMinorClassification" 

type="ksj:welfareFacilityMinorClassificationCodeType"> 

          <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>福祉施設小分類</xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="name" type="xsd:string"> 

          <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>名称</xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="administrativeCode" 

type="ksj:welfareFacilityAdministrativeCodeType"> 

          <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>管理者コード</xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 

        <xsd:element name="positionalAccuracyCode" 

type="ksj:positionalAccuracyCodeType"> 

          <xsd:annotation> 

            <xsd:documentation>位置正確度</xsd:documentation> 

          </xsd:annotation> 

        </xsd:element> 
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      </xsd:sequence> 

    </xsd:extension> 

  </xsd:complexContent> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="welfareInstitutionPropertyType"> 

  <xsd:sequence minOccurs="0"> 

    <xsd:element ref="ksj:welfareInstitution" /> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup" /> 

  <xsd:attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup" /> 

</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="welfareInstitutionMemberType"> 

  <xsd:complexContent> 

    <xsd:extension base="gml:AbstractMemberType"> 

      <xsd:sequence minOccurs="0"> 

        <xsd:element ref="ksj:welfareInstitution" /> 

      </xsd:sequence> 

      <xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup" /> 

    </xsd:extension> 

  </xsd:complexContent> 

</xsd:complexType> 

<!-- codeList --> 

<xsd:simpleType name="welfareFacilityAdministrativeCodeType"> 

  <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation>公共施設管理者コード</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:union memberTypes="ksj:welfareFacilityAdministrativeCodeEnumType 

ksj:welfareFacilityAdministrativeCodeOtherType" /> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="welfareFacilityAdministrativeCodeEnumType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

    <xsd:enumeration value="1"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>国</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="2"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>都道府県</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="3"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>市区町村</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 
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    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="4"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>民間</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="5"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>法人</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="9"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>不明</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="welfareFacilityAdministrativeCodeOtherType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

    <xsd:pattern value="other: \w{2,}" /> 

  </xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="positionalAccuracyCodeType"> 

  <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation>位置正確度コード</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:union memberTypes="ksj:positionalAccuracyCodeEnumType 

ksj:positionalAccuracyCodeOtherType" /> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="positionalAccuracyCodeEnumType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

    <xsd:enumeration value="1"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>位置特定</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 
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    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="2"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>小字・街区レベル（代表点）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="3"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>大字・町丁目レベル（代表点）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="4"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>市区町村レベル（代表点）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="5"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>都道府県レベル（代表点）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="positionalAccuracyCodeOtherType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

    <xsd:pattern value="other: \w{2,}" /> 

  </xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="welfareFacilityMajorClassificationCodeType"> 

  <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation>福祉施設大分類コード</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:union memberTypes="ksj:welfareFacilityMajorClassificationCodeEnumType 

ksj:welfareFacilityMajorClassificationCodeOtherType" /> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="welfareFacilityMajorClassificationCodeEnumType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

    <xsd:enumeration value="01"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>保護施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 
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    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="02"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>老人福祉施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="03"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>障害者支援施設等</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="04"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>身体障害者社会参加支援施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="05"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>児童福祉施設等</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="06"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>母子・父子福祉施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="99"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他の社会福祉施設等</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="welfareFacilityMajorClassificationCodeOtherType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

    <xsd:pattern value="other: \w{2,}" /> 

  </xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="welfareFacilityMiddleClassificationCodeType"> 
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  <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation>福祉施設中分類コード</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:union memberTypes="ksj:welfareFacilityMiddleClassificationCodeEnumType 

ksj:welfareFacilityMiddleClassificationCodeOtherType" /> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="welfareFacilityMiddleClassificationCodeEnumType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

    <xsd:enumeration value="0100"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0101"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>救護施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0102"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>更生施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0103"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>医療保護施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0104"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>授産施設（保護）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0105"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>宿所提供施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0199"> 
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      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0200"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0201"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>養護老人ホーム</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0202"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>軽費老人ホーム</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0203"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>老人福祉センター</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0204"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>老人デイサービスセンター</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0205"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>老人短期入所施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0206"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 
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          <gml:description>老人（在宅）介護支援センター</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0207"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>高齢者生活福祉センター（生活支援ハウス）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0299"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0300"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0301"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>障害者支援施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0302"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>地域活動支援センター</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0303"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>福祉ホーム</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0399"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 
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      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0400"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0401"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>身体障害者福祉センター</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0402"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>障害者更生センター</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0403"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>補装具製作施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0404"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>盲導犬訓練施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0405"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>視聴覚障害者情報提供施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0499"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 
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    <xsd:enumeration value="0500"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0501"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>助産施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0502"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>乳児院</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0503"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>母子生活支援施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0504"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>保育所等</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0505"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>地域型保育事業所</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0506"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>認可外保育施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0507"> 

      <xsd:annotation> 
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        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>児童養護施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0508"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>障害児入所施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0509"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>児童発達支援センター</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0510"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>児童心理治療施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0511"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>児童自立支援施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0512"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>児童家庭支援センター</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0513"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>児童館</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0514"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>児童遊園</gml:description> 
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        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0599"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0600"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0601"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>母子・父子福祉センター</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0602"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>母子・父子休養ホーム</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="0699"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="9901"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>無料低額宿泊所（宿所提供施設）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="9902"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>授産施設（その他）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 
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    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="9903"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>盲人ホーム</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="9904"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>無料低額診療施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="9905"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>隣保館</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="9906"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>へき地保健福祉館</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="9907"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>有料老人ホーム</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="9908"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>老人憩の家</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="9909"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>地域福祉センター</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="9910"> 
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      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>介護保険等の施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="9911"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>障害者サービス施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="9912"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>児童福祉サービス施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="9913"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>相談所等の施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="9999"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="welfareFacilityMiddleClassificationCodeOtherType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

    <xsd:pattern value="other: \w{2,}" /> 

  </xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="welfareFacilityMinorClassificationCodeType"> 

  <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation>福祉施設細分類コード</xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

  <xsd:union memberTypes="ksj:welfareFacilityMinorClassificationCodeEnumType 

ksj:welfareFacilityMinorClassificationCodeOtherType" /> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="welfareFacilityMinorClassificationCodeEnumType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

    <xsd:enumeration value="010000"> 
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      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="010100"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="010200"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="010300"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="010400"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="010500"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="019900"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020000"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 
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          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020100"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020101"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>養護老人ホーム（一般）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020102"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>養護老人ホーム（盲）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020199"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020200"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020201"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>軽費老人ホーム A型</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020202"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>軽費老人ホーム B型</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 
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      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020203"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>軽費老人ホーム（ケアハウス）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020204"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>都市型軽費老人ホーム</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020299"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020300"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020301"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>老人福祉センター（特 A 型）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020302"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>老人福祉センター（A型）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020303"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>老人福祉センター（B型）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 
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    <xsd:enumeration value="020399"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020400"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020500"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020600"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="020700"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="029900"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="030000"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="030100"> 

      <xsd:annotation> 
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        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="030200"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="030300"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="039900"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="040000"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="040100"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="040101"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>身体障害者福祉センター（A 型）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="040102"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>身体障害者福祉センター（B 型）</gml:description> 
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        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="040199"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="040200"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="040300"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="040400"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="040500"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="040501"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>点字図書館</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="040502"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>点字出版施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 
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    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="040503"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>聴覚障害者情報提供施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="040599"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050000"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050100"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050200"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050300"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050400"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050401"> 
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      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>保育所</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050402"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>幼保連携型認定こども園</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050403"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>保育所型認定こども園</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050404"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>幼稚園型認定こども園</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050405"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>地方裁量型認定こども園</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050406"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>へき地保育所</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050499"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050500"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 



26 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050501"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>小規模保育事業所 A型</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050502"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>小規模保育事業所 B型</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050503"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>小規模保育事業所 C型</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050504"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>家庭的保育事業所（保育ママ）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050505"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>居宅訪問型保育事業所</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050506"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>事業所内保育事業所</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050599"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 
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      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050600"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050700"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050800"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050801"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>障害児入所施設（福祉型）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050802"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>障害児入所施設（医療型）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050899"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050900"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 
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    <xsd:enumeration value="050901"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>児童発達支援センター（福祉型）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050902"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>児童発達支援センター（医療型）</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="050999"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="051000"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="051100"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="051200"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="051300"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="051301"> 

      <xsd:annotation> 
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        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>小型児童館</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="051302"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>児童センター</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="051303"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>大型児童館 A型</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="051304"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>大型児童館 B型</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="051305"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>大型児童館 C型</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="051306"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他の児童館</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="051399"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="051400"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 
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        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="059900"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="060000"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="060100"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="060200"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="069900"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="990100"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="990200"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 
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    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="990300"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="990400"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="990500"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="990600"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="990700"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="990701"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅以外）

</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="990702"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅であるもの）

</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 
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    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="990799"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="990800"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="990900"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="991001"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>特別養護老人ホーム</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="991002"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>介護老人福祉施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="991003"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>地域密着型老人介護福祉施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="991004"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>介護老人保健施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="991005"> 
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      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>介護療養型医療施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="991006"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>介護医療院</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="991007"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他の介護サービス施設</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="991100"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="991200"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="991301"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>発達障害者支援センター</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="991302"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>児童相談所</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="991303"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 
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          <gml:description>地域包括支援センター</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="991304"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>婦人相談所</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="991305"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>配偶者暴力相談支援センター</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="991306"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>その他の相談所・支援センター等</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

    <xsd:enumeration value="999900"> 

      <xsd:annotation> 

        <xsd:appinfo> 

          <gml:description>－</gml:description> 

        </xsd:appinfo> 

      </xsd:annotation> 

    </xsd:enumeration> 

  </xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="welfareFacilityMinorClassificationCodeOtherType"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

    <xsd:pattern value="other: \w{2,}" /> 

  </xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

</xsd:schema> 
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