
コード表
No. コード/区分名称 コード/区分値 コード/区分値名称
1 免許種類コード 0001 小学校教諭専修免許状
免許種類コード 0002 小学校教諭一種免許状
免許種類コード 0003 小学校教諭二種免許状
免許種類コード 0004 小学校教諭特別免許状
免許種類コード 0005 小学校助教諭免許状
免許種類コード 0006 小学校教諭一級普通免許状
免許種類コード 0007 小学校教諭二級普通免許状
免許種類コード 0008 中学校教諭専修免許状
免許種類コード 0009 中学校教諭一種免許状
免許種類コード 0010 中学校教諭二種免許状
免許種類コード 0011 中学校教諭特別免許状
免許種類コード 0012 中学校助教諭免許状
免許種類コード 0013 中学校教諭一級普通免許状
免許種類コード 0014 中学校教諭二級普通免許状
免許種類コード 0015 高等学校教諭専修免許状
免許種類コード 0016 高等学校教諭一種免許状
免許種類コード 0017 高等学校教諭特別免許状
免許種類コード 0018 高等学校助教諭免許状
免許種類コード 0019 高等学校教諭一級普通免許状
免許種類コード 0020 高等学校教諭二級普通免許状
免許種類コード 0021 特別支援学校教諭専修免許状
免許種類コード 0022 特別支援学校教諭一種免許状
免許種類コード 0023 特別支援学校教諭二種免許状
免許種類コード 0024 特別支援学校教諭特別免許状
免許種類コード 0025 特別支援学校助教諭免許状
免許種類コード 0026 特別支援学校自立教科教諭専修免許状
免許種類コード 0027 特別支援学校自立教科教諭一種免許状
免許種類コード 0028 特別支援学校自立教科教諭二種免許状
免許種類コード 0029 特別支援学校自立教科教諭特別免許状
免許種類コード 0030 特別支援学校自立教科助教諭免許状
免許種類コード 0031 特別支援学校自立活動教諭専修免許状
免許種類コード 0032 特別支援学校自立活動教諭一種免許状
免許種類コード 0033 特別支援学校自立活動教諭二種免許状
免許種類コード 0034 特別支援学校自立活動教諭特別免許状
免許種類コード 0035 特別支援学校自立活動助教諭免許状
免許種類コード 0036 幼稚園教諭専修免許状
免許種類コード 0037 幼稚園教諭一種免許状
免許種類コード 0038 幼稚園教諭二種免許状
免許種類コード 0039 幼稚園教諭特別免許状
免許種類コード 0040 幼稚園助教諭免許状
免許種類コード 0041 幼稚園教諭一級普通免許状
免許種類コード 0042 幼稚園教諭二級普通免許状
免許種類コード 0043 養護教諭専修免許状
免許種類コード 0044 養護教諭一種免許状
免許種類コード 0045 養護教諭二種免許状
免許種類コード 0046 養護教諭特別免許状
免許種類コード 0047 養護助教諭免許状
免許種類コード 0048 養護教諭一級普通免許状
免許種類コード 0049 養護教諭二級普通免許状
免許種類コード 0050 栄養教諭専修免許状
免許種類コード 0051 栄養教諭一種免許状
免許種類コード 0052 栄養教諭二種免許状
免許種類コード 0053 栄養教諭特別免許状
免許種類コード 0054 栄養助教諭免許状
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コード表
No. コード/区分名称 コード/区分値 コード/区分値名称

免許種類コード 0055 盲学校教諭専修免許状
免許種類コード 0056 盲学校教諭一種免許状
免許種類コード 0057 盲学校教諭二種免許状
免許種類コード 0058 盲学校教諭特別免許状
免許種類コード 0059 盲学校助教諭免許状
免許種類コード 0060 盲学校教諭一級普通免許状
免許種類コード 0061 盲学校教諭二級普通免許状
免許種類コード 0062 聾学校教諭専修免許状
免許種類コード 0063 聾学校教諭一種免許状
免許種類コード 0064 聾学校教諭二種免許状
免許種類コード 0065 聾学校教諭特別免許状
免許種類コード 0066 聾学校助教諭免許状
免許種類コード 0067 聾学校教諭一級普通免許状
免許種類コード 0068 聾学校教諭二級普通免許状
免許種類コード 0069 養護学校教諭専修免許状
免許種類コード 0070 養護学校教諭一種免許状
免許種類コード 0071 養護学校教諭二種免許状
免許種類コード 0072 養護学校教諭特別免許状
免許種類コード 0073 養護学校助教諭免許状
免許種類コード 0074 養護学校教諭一級普通免許状
免許種類コード 0075 養護学校教諭二級普通免許状
免許種類コード 0076 盲学校特殊教科教諭専修免許状
免許種類コード 0077 盲学校特殊教科教諭一種免許状
免許種類コード 0078 盲学校特殊教科教諭二種免許状
免許種類コード 0079 盲学校特殊教科教諭特別免許状
免許種類コード 0080 盲学校特殊教科助教諭免許状
免許種類コード 0081 盲学校特殊教科教諭一級普通免許状
免許種類コード 0082 盲学校特殊教科教諭二級普通免許状
免許種類コード 0083 聾学校特殊教科教諭専修免許状
免許種類コード 0084 聾学校特殊教科教諭一種免許状
免許種類コード 0085 聾学校特殊教科教諭二種免許状
免許種類コード 0086 聾学校特殊教科教諭特別免許状
免許種類コード 0087 聾学校特殊教科助教諭免許状
免許種類コード 0088 聾学校特殊教科教諭一級普通免許状
免許種類コード 0089 聾学校特殊教科教諭二級普通免許状
免許種類コード 0090 盲学校自立活動教諭専修免許状
免許種類コード 0091 盲学校自立活動教諭一種免許状
免許種類コード 0092 盲学校自立活動教諭二種免許状
免許種類コード 0093 盲学校自立活動教諭特別免許状
免許種類コード 0094 盲学校自立活動助教諭免許状
免許種類コード 0095 盲学校自立活動教諭一級普通免許状
免許種類コード 0096 盲学校自立活動教諭二級普通免許状
免許種類コード 0097 聾学校自立活動教諭専修免許状
免許種類コード 0098 聾学校自立活動教諭一種免許状
免許種類コード 0099 聾学校自立活動教諭二種免許状
免許種類コード 0100 聾学校自立活動教諭特別免許状
免許種類コード 0101 聾学校自立活動助教諭免許状
免許種類コード 0102 聾学校自立活動教諭一級普通免許状
免許種類コード 0103 聾学校自立活動教諭二級普通免許状
免許種類コード 0104 養護学校自立活動教諭専修免許状
免許種類コード 0105 養護学校自立活動教諭一種免許状
免許種類コード 0106 養護学校自立活動教諭二種免許状
免許種類コード 0107 養護学校自立活動教諭特別免許状
免許種類コード 0108 養護学校自立活動助教諭免許状
免許種類コード 0109 養護学校自立活動教諭一級普通免許状
免許種類コード 0110 養護学校自立活動教諭二級普通免許状
免許種類コード 0111 盲学校養護訓練教諭専修免許状
免許種類コード 0112 盲学校養護訓練教諭一種免許状
免許種類コード 0113 盲学校養護訓練教諭二種免許状
免許種類コード 0114 盲学校養護訓練教諭特別免許状
免許種類コード 0115 盲学校養護訓練助教諭免許状
免許種類コード 0116 盲学校養護訓練教諭一級普通免許状
免許種類コード 0117 盲学校養護訓練教諭二級普通免許状
免許種類コード 0118 聾学校養護訓練教諭専修免許状
免許種類コード 0119 聾学校養護訓練教諭一種免許状
免許種類コード 0120 聾学校養護訓練教諭二種免許状
免許種類コード 0121 聾学校養護訓練教諭特別免許状
免許種類コード 0122 聾学校養護訓練助教諭免許状
免許種類コード 0123 聾学校養護訓練教諭一級普通免許状
免許種類コード 0124 聾学校養護訓練教諭二級普通免許状
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No. コード/区分名称 コード/区分値 コード/区分値名称

免許種類コード 0125 養護学校養護訓練教諭専修免許状
免許種類コード 0126 養護学校養護訓練教諭一種免許状
免許種類コード 0127 養護学校養護訓練教諭二種免許状
免許種類コード 0128 養護学校養護訓練教諭特別免許状
免許種類コード 0129 養護学校養護訓練助教諭免許状
免許種類コード 0130 養護学校養護訓練教諭一級普通免許状
免許種類コード 0131 養護学校養護訓練教諭二級普通免許状
免許種類コード 0132 高等学校教諭普通免許状
免許種類コード 0133 国民学校本科教員免許状
免許種類コード 0134 国民学校専科教員免許状
免許種類コード 0135 国民学校初等科教員免許状
免許種類コード 0136 国民学校准教員免許状
免許種類コード 0137 国民学校初等科准教員免許状
免許種類コード 0138 国民学校養護教員免許状
免許種類コード 0139 中学校高等女学校教員免許状
免許種類コード 0140 高等女学校教員免許状
免許種類コード 0141 実業学校教員免許状
免許種類コード 0142 高等学校高校科教員免許状
免許種類コード 0143 高等女学校高校科教員免許状
免許種類コード 0144 高等女学校専攻科教員免許状
免許種類コード 0145 幼稚園教員免許状
免許種類コード 0146 管理栄養士免許
免許種類コード 0147 栄養士免許
免許種類コード 0148 あん摩マツサージ指圧師免許
免許種類コード 0149 はり師免許
免許種類コード 0150 きゆう師免許
免許種類コード 0151 盲学校特殊教科普通免許状
免許種類コード 0152 聾学校特殊教科普通免許状
免許種類コード 0153 聾学校養護訓練教諭普通免許状
免許種類コード 0154 養護学校養護訓練教諭普通免許状
免許種類コード 0155 看護師免許
免許種類コード 0156 保健師免許
2 教科等コード 0001 国語
教科等コード 0002 社会
教科等コード 0003 地理歴史
教科等コード 0004 公民
教科等コード 0005 数学
教科等コード 0006 理科
教科等コード 0007 音楽
教科等コード 0008 美術
教科等コード 0009 図画工作
教科等コード 0010 図画
教科等コード 0011 工芸
教科等コード 0012 書道
教科等コード 0013 保健体育
教科等コード 0014 保健
教科等コード 0015 技術
教科等コード 0016 看護
教科等コード 0017 看護実習
教科等コード 0018 家庭
教科等コード 0019 家庭実習
教科等コード 0020 情報
教科等コード 0021 情報実習
教科等コード 0022 農業
教科等コード 0023 農業実習
教科等コード 0024 工業
教科等コード 0025 工業実習
教科等コード 0026 商業
教科等コード 0027 商業実習
教科等コード 0028 水産
教科等コード 0029 水産実習
教科等コード 0030 福祉
教科等コード 0031 福祉実習
教科等コード 0032 商船
教科等コード 0033 商船実習
教科等コード 0034 柔道
教科等コード 0035 剣道
教科等コード 0036 情報技術
教科等コード 0037 建築
教科等コード 0038 インテリア
教科等コード 0039 デザイン
教科等コード 0040 情報処理
教科等コード 0041 計算実務
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教科等コード 0042 職業
教科等コード 0043 職業指導
教科等コード 0044 職業実習
教科等コード 0045 外国語（英語）
教科等コード 0046 外国語（ドイツ語）
教科等コード 0047 外国語（フランス語）
教科等コード 0048 外国語（中国語）
教科等コード 0049 外国語（ロシア語）
教科等コード 0050 外国語（アラビア語）
教科等コード 0051 外国語（イスパニア語）
教科等コード 0052 外国語（イタリア語）
教科等コード 0053 外国語（インドネシア語）
教科等コード 0054 外国語（ウルドゥー語）
教科等コード 0055 外国語（オランダ語）
教科等コード 0056 外国語（スウェーデン語）
教科等コード 0057 外国語（スペイン語）
教科等コード 0058 外国語（スワヒリ語）
教科等コード 0059 外国語（タイ語）
教科等コード 0060 外国語（デンマーク語）
教科等コード 0061 外国語（ビルマ語）
教科等コード 0062 外国語（ヒンディー語）
教科等コード 0063 外国語（ヒンディー語・ウルドゥ語）
教科等コード 0064 外国語（フィリピノ語）
教科等コード 0065 外国語（ベトナム語）
教科等コード 0066 外国語（ペルシア語）
教科等コード 0067 外国語（ペルシャ語）
教科等コード 0068 外国語（ポーランド語）
教科等コード 0069 外国語（ポルトガル語）
教科等コード 0070 外国語（マライ語）
教科等コード 0071 外国語（マレーシア語）
教科等コード 0072 外国語（モンゴル語）
教科等コード 0073 外国語（韓国・朝鮮語）
教科等コード 0074 外国語（韓国語）
教科等コード 0075 外国語（朝鮮語）
教科等コード 0076 宗教
教科等コード 0077 理療
教科等コード 0078 理学療法
教科等コード 0079 理容
教科等コード 0080 特殊技芸（美術）
教科等コード 0081 特殊技芸（工芸）
教科等コード 0082 特殊技芸（被服）
教科等コード 0083 視覚障害教育
教科等コード 0084 聴覚障害教育
教科等コード 0085 肢体不自由教育
教科等コード 0086 言語障害教育
教科等コード 0087 算数
教科等コード 0088 生活
教科等コード 0089 体育
教科等コード 0090 視覚障害者に関する教育の領域
教科等コード 0091 聴覚障害者に関する教育の領域
教科等コード 0092 知的障害者に関する教育の領域
教科等コード 0093 肢体不自由者に関する教育の領域
教科等コード 0094 病弱者（身体虚弱者を含む。）に関する教育の領域
教科等コード 0131 外国語（インド語）
教科等コード 0132 外国語（蒙古語）
教科等コード 0133 外国語（ロシヤ語）
教科等コード 9999 その他
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No. コード/区分名称 コード/区分値 コード/区分値名称
3 都道府県コード 01 北海道
都道府県コード 02 青森県
都道府県コード 03 岩手県
都道府県コード 04 宮城県
都道府県コード 05 秋田県
都道府県コード 06 山形県
都道府県コード 07 福島県
都道府県コード 08 茨城県
都道府県コード 09 栃木県
都道府県コード 10 群馬県
都道府県コード 11 埼玉県
都道府県コード 12 千葉県
都道府県コード 13 東京都
都道府県コード 14 神奈川県
都道府県コード 15 新潟県
都道府県コード 16 富山県
都道府県コード 17 石川県
都道府県コード 18 福井県
都道府県コード 19 山梨県
都道府県コード 20 長野県
都道府県コード 21 岐阜県
都道府県コード 22 静岡県
都道府県コード 23 愛知県
都道府県コード 24 三重県
都道府県コード 25 滋賀県
都道府県コード 26 京都府
都道府県コード 27 大阪府
都道府県コード 28 兵庫県
都道府県コード 29 奈良県
都道府県コード 30 和歌山県
都道府県コード 31 鳥取県
都道府県コード 32 島根県
都道府県コード 33 岡山県
都道府県コード 34 広島県
都道府県コード 35 山口県
都道府県コード 36 徳島県
都道府県コード 37 香川県
都道府県コード 38 愛媛県
都道府県コード 39 高知県
都道府県コード 40 福岡県
都道府県コード 41 佐賀県
都道府県コード 42 長崎県
都道府県コード 43 熊本県
都道府県コード 44 大分県
都道府県コード 45 宮崎県
都道府県コード 46 鹿児島県
都道府県コード 47 沖縄県
4 性別 1 男
性別 2 女
5 日本人・外国人区分 1 日本人
日本人・外国人区分 2 外国人
6 有効期限のない 0 無
免許状の所有有無 1 有
7 単位修得有無 0 無
単位修得有無 1 有
8 卒業/修了区分 1 修了
卒業/修了区分 2 卒業
9 根拠規定組合せコード 【別紙1】根拠規定組合せコード参照
根拠規定組合せコード

10 基礎資格組合せコード 【別紙2】基礎資格組合せコード参照
基礎資格組合せコード
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コード表
No. コード/区分名称 コード/区分値 コード/区分値名称
11 介護等体験コード 01 ７日以上の介護等体験あり
介護等体験コード 02 保健師の免許を受けている者
介護等体験コード 03 助産師の免許を受けている者
介護等体験コード 04 看護師の免許を受けている者
介護等体験コード 05 准看護師の免許を受けている者
介護等体験コード 06 特別支援学校の教員免許を受けている者
介護等体験コード 07 理学療法士の免許を受けている者
介護等体験コード 08 作業療法士の免許を受けている者
介護等体験コード 09 社会福祉士の免許を受けている者
介護等体験コード 10 介護福祉士の免許を受けている者
介護等体験コード 11 義肢装具士の免許を受けている者
介護等体験コード 12 規則第３条第２項該当（障害程度１～６級）
介護等体験コード 13 法附則第２項該当（既取得の小・中免許無）
介護等体験コード 14 法附則第２項該当（既取得の小・中免許有）
介護等体験コード 15 ７日間の介護等体験不要
介護等体験コード 99 その他

12 科目 【別紙3】科目コード参照
科目

13 単位修得区分 1 学部
単位修得区分 2 科目等履修
単位修得区分 3 認定
単位修得区分 4 他大学

14 削除フラグ 0 運用中
削除フラグ 1 削除

15 教育機関・大学等コード 都道府県が認定課程情報として登録したコード
教育機関・学部等コード
教育機関・学科等コード
教育機関・専攻コード
教育機関・課程コード

16 １２単位以上修得の専攻分野名 都道府県で登録したコード
１２単位以上修得の専攻分野名

17 申請区分（一括受付（更新、免除等）1 更新申請
申請区分（一括受付（更新、免除等）2 回復確認申請
申請区分（一括受付（更新、免除等）3 修了確認申請
申請区分（一括受付（更新、免除等）4 免除申請
申請区分（一括受付（更新、免除等）5 延長申請
申請区分（一括受付（更新、免除等）6 延期申請

18 対応教諭区分 1 教諭
対応教諭区分 2 養護
対応教諭区分 3 栄養
対応教諭区分 4 教諭・養護
対応教諭区分 5 教諭・栄養
対応教諭区分 6 養護・栄養
対応教諭区分 7 教諭・養護・栄養
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コード表
No. コード/区分名称 コード/区分値 コード/区分値名称
19 授与権者 01 北海道教育委員会
授与権者 02 青森県教育委員会
授与権者 03 岩手県教育委員会
授与権者 04 宮城県教育委員会
授与権者 05 秋田県教育委員会
授与権者 06 山形県教育委員会
授与権者 07 福島県教育委員会
授与権者 08 茨城県教育委員会
授与権者 09 栃木県教育委員会
授与権者 10 群馬県教育委員会
授与権者 11 埼玉県教育委員会
授与権者 12 千葉県教育委員会
授与権者 13 東京都教育委員会
授与権者 14 神奈川県教育委員会
授与権者 15 新潟県教育委員会
授与権者 16 富山県教育委員会
授与権者 17 石川県教育委員会
授与権者 18 福井県教育委員会
授与権者 19 山梨県教育委員会
授与権者 20 長野県教育委員会
授与権者 21 岐阜県教育委員会
授与権者 22 静岡県教育委員会
授与権者 23 愛知県教育委員会
授与権者 24 三重県教育委員会
授与権者 25 滋賀県教育委員会
授与権者 26 京都府教育委員会
授与権者 27 大阪府教育委員会
授与権者 28 兵庫県教育委員会
授与権者 29 奈良県教育委員会
授与権者 30 和歌山県教育委員会
授与権者 31 鳥取県教育委員会
授与権者 32 島根県教育委員会
授与権者 33 岡山県教育委員会
授与権者 34 広島県教育委員会
授与権者 35 山口県教育委員会
授与権者 36 徳島県教育委員会
授与権者 37 香川県教育委員会
授与権者 38 愛媛県教育委員会
授与権者 39 高知県教育委員会
授与権者 40 福岡県教育委員会
授与権者 41 佐賀県教育委員会
授与権者 42 長崎県教育委員会
授与権者 43 熊本県教育委員会
授与権者 44 大分県教育委員会
授与権者 45 宮崎県教育委員会
授与権者 46 鹿児島県教育委員会
授与権者 47 沖縄県教育委員会

20 延長・延期事由コード 01 免許法第九条の三第四項
延長・延期事由コード 02 施行規則第六十一条の五第一号
延長・延期事由コード 03 施行規則第六十一条の五第二号
延長・延期事由コード 04 施行規則第六十一条の五第三号
延長・延期事由コード 05 施行規則第六十一条の五第四号
延長・延期事由コード 06 施行規則第六十一条の五第五号
延長・延期事由コード 07 施行規則第六十一条の五第六号
延長・延期事由コード 08 施行規則第六十一条の五第七号
延長・延期事由コード 09 平成二十年改正省令附則第七条第一項第一号
延長・延期事由コード 10 平成二十年改正省令附則第七条第一項第二号
延長・延期事由コード 11 平成二十年改正省令附則第七条第一項第三号
延長・延期事由コード 12 平成二十年改正省令附則第七条第一項第四号
延長・延期事由コード 13 平成二十年改正省令附則第七条第一項第五号
延長・延期事由コード 14 平成二十年改正省令附則第七条第一項第六号
延長・延期事由コード 15 平成二十年改正省令附則第七条第一項第七号
延長・延期事由コード 16 平成二十年改正省令附則第七条第二項第一号
延長・延期事由コード 17 平成二十年改正省令附則第七条第二項第二号
延長・延期事由コード 18 平成二十年改正省令附則第七条第二項第三号
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コード表
No. コード/区分名称 コード/区分値 コード/区分値名称

21 更新講習事項コード
1 【必修（旧）／平成19年度改正省令】教職についての省察並びに子どもの変化、

教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事

更新講習事項コード
2 【選択（旧）／平成19年度改正省令】教科指導、生徒指導その他教育の充実に

関する事項

更新講習事項コード
3 【選択必修／平成26年度改正省令】受講者が所有する免許状の種類、勤務す

る学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域
更新講習事項コード 4 【必修（新）／平成26年度改正省令】全ての受講者が受講する領域
更新講習事項コード 5 【選択（新）／平成26年度改正省令】受講者が任意に選択して受講する領域

22 国公私区分 1 国立
国公私区分 2 公立
国公私区分 3 私立
国公私区分 4 その他

23 元号コード 1 明治
元号コード 2 大正
元号コード 3 昭和
元号コード 4 平成
元号コード 5 令和

24 授与権者区分 1 教育委員会
授与権者区分 2 知事
授与権者区分 3 その他

25 新旧免許保持者区分 1 旧免許
新旧免許保持者区分 2 新免許

26 根拠規定コード 都道府県で登録したコード
根拠規定コード

27 免許状文章の表記 都道府県で登録したコード
免許状文章の表記

27 基礎資格コード 都道府県で登録したコード
基礎資格コード

28 原簿登録区分 1 紙原簿
原簿登録区分 2 既存システムから移行
原簿登録区分 3 授与申請

29 領域組合せコード 【別紙4】領域組合せコード参照
領域組合せコード

30 更新講習免除事由コード 01 施行規則第六十一条の四第一号
更新講習免除事由コード 02 施行規則第六十一条の四第二号
更新講習免除事由コード 03 施行規則第六十一条の四第三号
更新講習免除事由コード 04 施行規則第六十一条の四第四号
更新講習免除事由コード 05 施行規則第六十一条の四第五号
更新講習免除事由コード 06 施行規則第六十一条の四第六号
更新講習免除事由コード 07 平成二十年改正省令附則第十条第一項第一号
更新講習免除事由コード 08 平成二十年改正省令附則第十条第一項第二号
更新講習免除事由コード 09 平成二十年改正省令附則第十条第一項第三号
更新講習免除事由コード 10 平成二十年改正省令附則第十条第一項第四号
更新講習免除事由コード 11 平成二十年改正省令附則第十条第一項第五号
更新講習免除事由コード 12 平成二十年改正省令附則第十条第一項第六号

31 期限切れ・分限免職区分 1 期限切れ失効
期限切れ・分限免職区分 2 失効・取上げ（分限等）

32 失効・取上げ区分 1 失効
失効・取上げ区分 2 取上げ

33 失効・取上げ事由コード 01 教育職員免許法第１０条第１項第１号
失効・取上げ事由コード 02 教育職員免許法第１０条第１項第２号
失効・取上げ事由コード 03 教育職員免許法第１０条第１項第３号
失効・取上げ事由コード 04 教育職員免許法第１１条第２項第１号
失効・取上げ事由コード 05 教育職員免許法第１１条第２項第２号
失効・取上げ事由コード 06 教育職員免許法第１１条第３項
失効・取上げ事由コード 07 教育職員免許法第１１条第１項

34 免許状再交付理由 1 破損
免許状再交付理由 2 紛失

35 １２単位以上修得の分野コード 都道府県で登録したコード
１２単位以上修得の分野コード

36 発行済みフラグ 1 発行済
発行済みフラグ 2 未発行

37 申請内容区分 1 個人申請
申請内容区分 2 一括申請

38 臨時免許情報＿新規再授与区分 1 新規
臨時免許情報＿新規再授与区分 2 更新

39 臨時免許情報＿勤務校区分 1 国立
臨時免許情報＿勤務校区分 2 公立
臨時免許情報＿勤務校区分 3 私立
臨時免許情報＿勤務校区分 4 その他
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コード表
No. コード/区分名称 コード/区分値 コード/区分値名称
40 大学等区分 1 大学
大学等区分 2 大学院
大学等区分 3 短期大学
大学等区分 4 大学の専攻科
大学等区分 5 短期大学の専攻科
大学等区分 6 教員養成機関
大学等区分 7 栄養教諭養成機関
大学等区分 8 教職特別課程

41 法改正区分（法令区分） 10 旧法（昭和６３年改正法適用）
法改正区分（法令区分） 20 旧法（平成１２年改正前）
法改正区分（法令区分） 30 旧法（平成１８年改正前）

40 旧法（平成２８年改正前）
法改正区分（法令区分） 50 新法

42 選択領域 1 必修
選択領域 2 選択
選択領域 3 選択必修

43 対象免許種(教諭) 0 無
対象免許種(教諭) 1 有

44 対象免許種(養護教諭) 0 無
対象免許種(教諭) 1 有

45 対象免許種(栄養教諭) 0 無
対象免許種(教諭) 1 有
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