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ＦＡＱ ① 

項
番 

項目 問合せ内容 回答 

1 
設置者・事業者番号及び施設・事業
所番号の考え方 

現在、本県市町村において、市町村の人口規模等の関係から電子
システムを構築しない予定の市町村があるが、構築しない場合で
あっても、全国総合システムへの情報入力が求められる。その場合
国のシステムに手動で入力する方法等について、決定しているの
か。なお、決定している場合は、その方法等をお教えいただきたい。 

全国総合システムへの情報入力方法としては、①XMLファイル取込、
②画面からの登録の２種類がある。 
電子システムを構築しない市町村については、業務用端末より②の
方法で情報入力することを想定している。 

2 
設置者・事業者番号及び施設・事業
所番号の考え方 

みなし認可となる施設・事業所については、事業所番号・事業者番
号をどのようにして採番するのか。 

みなし認可となる施設・事業所については、平成26年10月より受付
開始し、月次処理で採番する予定としている。 

3 
設置者・事業者番号及び施設・事業
所番号の考え方 

各番号の３桁目からは市区町村番号を設定することとなっているが、
政令市の場合は、区コードの下３桁を設定するのか、それとも市
コードの下３桁なのか。 

市コードの下３桁を設定して下さい。 

4 
事業者・事業所認可の流れについて 
（別紙１） 

いずれのケースでも、事業所情報の登録結果を事業所に通知する
ことになっている。 
認可通知、確認通知は法的に必要であり新制度事務として想定し
ているが、この情報登録通知はどのような位置付けか。必須であれ
ばその根拠規定等を御教示いただきたい。また、通知書のひな型
等を早急にお示しいただきたい。 

採番した事業者番号・事業所番号等を何らかの形で設置者・事業者
に連絡して頂くことを想定しており、正式な通知をイメージしたもので
はない。例えば認可の際に併せて連絡してもらうことを想定している。 

5 
事業者・事業所認可の流れについて 
（別紙１） 

ケース９について、事業者番号を取得してからでなければ、事業所
番号を取得できないのか。イベント欄では両方N+1月となっている
が、これらの事務はどのようなスケジュールとなるのか。 

事業者情報及び事業所情報を１ファイルに入力して申請し、事業者
番号・事業所番号を同一月に取得することは可能である。 
ただし、新規登録を行う際は、設置者・事業者ファイル内通番及び施
設・事業所ファイル内通番を入力し、事業者情報と事業所情報の紐
付けを行って下さい。 

○インターフェース仕様書（共通編） 

1 



ＦＡＱ ① 

項
番 

項目 問合せ内容 回答 

6 
事業者情報登録時の留意点につい
て 

入力者について 
１． 法人種別が個人の場合は、個人の住民登録地（住民票）と本
籍地（戸籍謄本）のどちらの住所地とすべきなのか。 
２． 確認申請受理後、事業者の登録（データ入力）までの処理期
限について規定される予定はあるのか。 
３． また、他市町村（都道府県）が登録したデータに疑義等がある
場合は、市町村間（都道府県間）で確認・調整することになるのか。 

１． 主たる特定教育・保育施設等の所在地において登録して下さい。 
２． 期限は特に設ける予定はないが、できるだけ速やかに登録して

下さい。 
３． ご認識の通り。 

 

○インターフェース仕様書（共通編） 
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ＦＡＱ ② 

項
番 

項目 問合せ内容 回答 

1  カナ項目について カナ項目については、半角なのか全角なのか。 カナ項目は半角となる。 

2 確認施設・事業所情報について 
IF仕様書では、分園に関する記述がない。 
分園はどのように管理するものと考えているのか。 

分園については、認可・確認の際は本園と合わせて１つの施設とし
て取り扱うことになり、多くの登録項目において、同じ内容の情報を
登録することになるため、取扱いについては、検討してまいりたい。 

3 
認可等施設・事業所台帳情報につ
いて 

Ｄ５１の台帳情報は、必ずシステムに取り込まなければならないの
か（自治体のシステムと全国総合システムでデータに違いがあると
問題があるのか）。 

認可等施設・事業所台帳情報の取り込みは任意となる。 

4 訂正情報（入力情報）について 

修正、訂正分を送るとき、支給認定状況登録連絡票情報の中の項
目は全て送り直すことになるのか。 
ヘッダー等の他、修正した項目のみ送り直し、修正のない項目は掲
載不要となるのか。 

ヘッダー等の他、修正した項目のみ送り直し、修正のない項目は掲
載不要となる。 

5 支給認定状況情報について 
「支給認定区分×年齢×保育必要量」で台帳登録をする際に発生
するエラーとは、具体的にどのような事例が想定されるのか。 

具体的には、入力必須チェック、コード範囲チェック、桁数チェック等
を想定している。 

6 
設置者・事業者ファイル内通番につ
いて 

D11:認可等施設・事業所異動連絡票情報（設置者・事業者情報）に
おいてNo.3｢設置者・事業者ファイル内通番｣は｢設置者・事業者単
位に連番を設定する｣となっているが、“連番”は、“開始値がゼロ”
等の指定があるのか。 

開始値がゼロ等の指定は特にないため、任意の番号を設定して下
さい。 

7 
設置者・事業者番号、設置者・事業
者ファイル内通番について 

（設置者・事業者情報）のNo.2(設置者・事業者番号)は 異動区分
=2(変更)や3(終了)の場合にセットし、異動区分=1(新規)の場合は
セットしない。 
（設置者・事業者情報）のNo.3(設置者・事業者ファイル内通番)は 
異動区分=1(新規)の場合にセットし、異動区分=2(変更)や3(終了)の
場合はセットしないと理解したが、正しいか。 

ご認識の通り。 

○インターフェース仕様書（市町村・都道府県編） 
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ＦＡＱ ② 

項
番 

項目 問合せ内容 回答 

8 
確認施設・事業所異動連絡票情報
について 

みなし認可を行う現行の施設をシステムに登録する場合、10月の
子ども・子育て支援新制度説明会（電子システム関係）では、施設
情報を送付する際、紙ベースで送付することも可能であり、内閣府
で入力・登録するという話があったが、その際に送付する情報の範
囲は、C11『確認施設・事業所異動連絡票』の項目全てなのか。 

当方で用意する入力ツール（EXCEL）から出力したファイル、又は紙
ベースのいずれかでみなし認可の施設情報を送付していただく予
定である。 
情報の範囲としては、「D11:認可等施設・事業所異動連絡票情報」
（設置者・事業者情報及び施設・事業所情報）の項目が最大となる
が、詳細については今後検討していく。 

9 異動区分コードについて 
全国総合システムにデータを登録するとき、一つのＸＭＬファイル内
に異動区分1(新規)と2(変更)のデータを混在させてもよいのか。 

１ファイル内に異動区分が混在していても取り込みは可能である。 

10 取込処理時のエラーについて 
全国総合システムにC11やD11のデータを登録するとき、異動区分
2(変更)の場合は変更がなかった項目についても全て情報をセット
して全国総合システムに登録を行おうとすると、エラーとなるのか。 

ご質問のようなケースでもエラーにはならない。 

11 訂正連絡票の作成について 
訂正連絡票を作成する場合、訂正しない項目も設定すると理解した
が、正しいか。 

訂正しない項目を設定してもエラーにはならないが、伝送時の負荷
等を考慮し、訂正連絡票作成時は訂正項目のみを設定して下さい。 

12 
月初の有効認定数における年齢の
考え方について 

支給認定状況管理業務のB11支給認定状況登録連絡票情報（そ
の１）の「月初の有効認定数」は、支給認定区分・年齢ごとに認定者
数を集計する事になっている。 
いわゆるクラス年齢（３月３１日時点の年齢）ではなく、満年齢で集
計で集計すると理解したが、正しいか。 

ご認識の通り。 

13 
支給認定状況登録連絡票情報の作
成について 

新しく支給認定を行った子どもがいなかった月でも年齢が繰り上が
ることで集計結果が異なるので、基本的に毎月、全国総合システム
にB11支給認定状況登録連絡票情報（その１）を登録しなくてはなら
ないと理解したが、正しいか。 

ご認識の通り。 

○インターフェース仕様書（市町村・都道府県編） 
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ＦＡＱ ② 

項
番 

項目 問合せ内容 回答 

14 
支給認定状況登録連絡票情報（そ
の１）集計時の年齢について 

支給認定状況登録連絡票情報（その１）を満年齢で集計する場合、 
４月の情報の集計は５月１日が誕生日の者は、４月３０日に年齢が
繰り上がっているため以下の年齢区分に集計すると理解しました。 
 
具体的には次のとおり。（処理年月が201504の場合） 
   2009年4月2日生まれ → 満６歳 
   2009年5月1日生まれ → 満６歳 
   2009年5月2日生まれ → 満５歳 

支給認定状況登録連絡票情報（その１）は、処理年月が201504で
あれば、４月初時点の満年齢による年齢区分で集計して下さい。な
お、各月の月初めの登録年齢は以下のとおりとなる。 
 
                    ４月    ５月 
   2009年4月2日生まれ → 満６歳  満６歳 
   2009年5月1日生まれ → 満５歳  満６歳 
   2009年5月2日生まれ → 満５歳  満６歳 

○インターフェース仕様書（市町村・都道府県編） 
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ＦＡＱ ③ 

項
番 

項目 問合せ内容 回答 

1 
子ども・子育て支援新制度説明会
（電子システム関係） 
資料９ 

市町村にて構築するシステム（以下「市町村システム」）で保有して
いる各種情報は、LGWAN等を活用して全国総合システム（以下「国
システム」）へ伝送されるとあったが、この時、市町村システムと国
システムは直接LGWANを介して繋がるような仕様にする必要があ
るのか。 
または、Ｐ29の概略図にあるように、国システムとの接続端末は別
に設けて、市町村システムとのデータ取り込み等はUSB等の磁気
媒体にて行うイメージになるのか。 

基本的には、国システムとの接続端末は別に設けて、市町村シス
テムとのデータ取り込み等はUSB等の磁気媒体にて行うことを想定
している。 
（全国総合システムにおいて、個人情報は取り扱い対象外としてい
るため、市町村、都道府県の業務用端末についても、個人情報を
取り扱わないLGWAN接続端末を想定している。） 

2 
CSV形式のファイルフォーマットにつ
いて 

本市のシステムではXML形式の出力を禁止しているため、XML形
式の出力及び入力ができないため、国が作成するCSV形式からの
変換ソフトを使用したいと考えている。 
ついては、当該変換ソフトにおけるCSV形式のファイルフォーマット
を早急に提示いただきたい。 

CSV形式のファイルフォーマットを検討し、別途お示しする予定であ
る。 

3 PCの要件について 

ＰＣの要件について、特殊なソフトウェア等は想定しているのか。 
（特殊な有償ソフトウェア等を利用する可能性がある場合は、専用
ＰＣの調達が必要となり、予算措置が必要となるため） 

特殊なソフトウェア等は想定していない。詳細要件については今後
お示ししするが、現時点では以下のOS及びブラウザを想定してい
る。 
 ・ＯＳ・・・「Windows Vista」以降 
 ・ブラウザ・・・「Internet Explorer7.0」以降、「Firefox（ESR）24」 

○その他 
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