
新制度にかかるシステム化する
業務の流れ及び内容について
（施設型給付・地域型保育給付関係）

平成２５年４月１９日

内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室



○ 本資料は、各市区町村が新制度施行後の業務を円滑に行うための電子システムをシステムベンダーから
調達する際に必要となる調達仕様書の作成にあたり、参考としていただくべく作成したもの。

本資料の趣旨

○ 本資料では、新制度施行の際に想定される各市区町村で行う業務の流れとその内容についてお示しして
いる。

○ また、業務の流れ・内容と合わせ、各業務段階において電子システムに入力、管理する情報の内容、項目
などについても記載している。

○ 加えて、これらの情報をシステムで管理するために、システムが有していることが望ましい機能について、
「備えるべき標準機能（例）」及び「各自治体の実情に応じて備えるオプション機能（例）」に分けて例示してい
るので、調達仕様書の作成の際などに参考とされたい。

本資料の記載内容

○ 本資料に記載の内容は、現在での想定であり、今後、子ども・子育て会議等における認定・確認制度や公
定価格等に関する議論の内容によっては変更があり得る。

本資料の特に留意していただきたい事項
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保護者 都道府県 市町村 設置者・事業者 国

市町村業務の大まかな流れ（１号認定の場合を除く）

認定申請
利用調整申込み

申請受理

申請審査
住基情報

利用者負担区分決定
税情報

支給認定証交付
支給認定証受理

利用調整結果通知

確認申請申請受理

申請審査
（合議制機関の意見聴取）

（都道府県協議）
協議受理

協議結果通知 確認・通知・公示 確認通知受理

事業者利用 教育・保育提供

請求審査 給付費・利用者負担請求
請求受理

給付費支払

支給認定者情報登録・管理

施設・事業所情報登録・管理

給付費受領

利用者負担支払 利用者負担受領

交付金申請 交付金申請受理

施設・事業所情報出力・送付情報公表

交付金申請受理

支払実績管理

教育・保育情報報告

※法律上、教育・
保育情報は、事
業者が都道府県
へ報告することと

されている

閲覧 閲覧

出力・送付

Ⅰ－１
（認定・利用調整）

・
Ⅱ（利用調整）

Ⅰ－２（確認）

Ⅳ（支払・請求）

利用調整

利用契約

契約先届出 契約先届出受理

Ⅲ（契約）
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利用契約

契約先届出



Ⅰ－１．認定・利用調整

利用調整の手続については、Ⅱを参照

②認定／不認定【市町村】
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＜申請時に取る情報＞

①申請【保護者→市町村】

Ａ 基本情報関係
・申請する子どもの氏名（読み仮名含む）、住所、生年月日、性別
・保護者の氏名（読み仮名含む）、住所、生年月日、性別、連絡先、利
用を希望する期間
・同一世帯の構成員（保護者含む）、子どもとの続柄、勤務等の状況、
別居の祖父母の住所
・申請する子どもの兄弟の入所、通所（学）状況
・子どもの障害の有無や健康状態（乳幼児健診受診結果情報）など
・保育の希望の有無（→支給認定の区分）
［保育の希望有りの場合］
・保育を希望する理由・希望する利用時間、家庭の状況

Ｂ 雇用証明関係（Ａとの重複除く）
・保護者の勤務先/住所、業務内容、採用年月日、採用形態、就労日
数/曜日、就労時間、就労実績、育児短時間、育児時間、産休育休
（予定含む）取得状況
・通勤時間、経路、手段

Ｃ 利用調整関係
（Ⅱ．利用調整時に使用）

・利用を希望する施設名（→施設・事業所番号）、希望順位、希望理由
・兄弟同時入所の希望

Ｄ 利用者負担関係
・特別徴収税額証明書等、生活保護適用の有無等、
・市民税賦課期日（１月１日）時点の保護者の住所
（・市町村民税課税額確認の同意）

Ｅ 他の給付の受給状況
（施設型給付と地域型保育給付、児童手当、児童扶養手当など）

※１ １号認定の希望の場合はＡの一部及びＢ、Ｃは提出不要
※２ 住基等と連動している場合には省略できる項目あり
※３ 優先利用の対象者（法令で設定）、

優先順位の判断基準（自治体ごとに設定）に応じて、上記以外
に項目追加あり（特に障害）

※４ マイナンバー制度、総合合算制度との関係に留意が必要

・自営業者については、事業者証明等が必要

・就労以外（介護・障害等）の事由の場合も申立書や証明書類が別途
必要

（参考）
赤字：政省令で求めている項目
青字：通知で求めている項目

※ 現在の保育所入所手続きの例
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＜出力する情報＞

④支給認定証交付【市町村】

・支給認定区分 ・認定者番号 ・保育必要量 ・利用者負担区分 など

※ 認定証の交付は、原則申請日から３０日以内なので、利用調整の結果を経ずに、先行して交付する場合がある。
（利用者負担や認定区分に関する不服申立などとの関係にも留意）

※ 申請から認定証交付までの期間については、年度当初入所と年度途中入所とで認定手続事務の量的に大きな違いがあることに留意が必要。

※ １号認定については、現在の就園奨励費の事務等を踏まえ、手続きの簡素化について検討が必要（別添１、２参照）

※ 現在の幼稚園・保育所の入所決定時期の実態を踏まえ、認定申請、利用申込等の順番・時期についても今後整理が必要

＜入力する情報＞

③支給認定DBへ入力【市町村】

※１ ①のＡ、Ｃ、Ｄは全て入力が必要（１号認定はＣは不要）
Ｂは保育必要量の判定に当たって必要。
→優先順位の判断基準（現行の保育所入所におけるポイント制に
相当）に応じて必要な項目を入力するイメージ

→各自治体によって設定
※２ システムでは、優先順位順に入所希望に応じた入所可能施設まで

含めたリスト化までは可能
→入所調整会議を経て最終決定（その後結果を入力）

・申請時に取得した情報（※１）
・支給認定区分
・認定期間
・長／短時間（保育必要量）
・所得階層（①のＤをもとに入力）
・優先順位 （優先利用の該当の有無、該当の理由）
・認定者番号
・その他特記事項 など

→施設からの給付費請求時には、ここで入力した子どもごとに審査・
確認・支払



＜システムが備えるべき標準機能（例）＞
・＜申請時に取る情報＞等について履歴を含めて画面上登録・管
理・照会ができること。

・住民基本台帳に基づく世帯情報等について世帯及び個人台帳とし
て登録・管理できること。

・住民登録の無い者や同一世帯以外の同居人についても、世帯構成
等を含め、同様に登録・管理できること（転出入や保護者変更等と
いった履歴管理含む）。

・兄弟申し込みについて、子どもごとに登録・希望の管理ができること。
・広域利用に対応していること。
・入所希望施設（事業所）は、複数入力でき、入力方法は施設（事業
所）一覧等から簡単に選択できること。

・支給認定申請書及びその他提出書類の内容を表示、管理できるこ
と。

・施設型給付費の対象施設と、地域型保育給付費の対象事業への
希望を１つの申込として登録・管理できること。

・保育の必要性を認定する際の判断基準等の設定・管理ができるこ
と。

・子どもの状況においては、アレルギー等の重要留意事項を管理で
きること。

・保護者ごとの市町村民税額の入力ができ、市町村基準及び国基準
双方の基準に基づいた利用者負担区分が自動で判定できること。

・市町村基準の利用者負担区分（税額の幅や区分ごとの利用者負担
額）はユーザーがメンテナンスできること。

・兄弟で同時に利用する場合、利用者負担の多子軽減の計算ができ
ること。その際兄弟が別々の施設等を利用している場合も計算でき
ること。

・支給認定証を出力できること。
・国が構築するシステムに入力する支給認定に関する情報を、国が
定める統一規格に基づいて磁気媒体に自動で出力できること。

※総合合算制度との関係についても留意が必要（両親ともに保護者
として登録・管理できること）
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＜システムが備えることが考えられるオプション機能（例）＞
・児童台帳が作成できること。
・支給認定ＤＢと住基システムを連携させ、住基システムで管
理されている世帯情報を自動的に取り込むことができること。

・保護者宛通知書の送付先が住基上の住所と異なる場合、別
に管理できること。

・支給認定ＤＢと市町村民税課税システムを連携させ、市町村
民税課税システムで管理されている課税情報を取り込み、利
用者負担区分等の認定に活用できること。

・利用者負担情報（市町村民税の税額変更・生活保護の受給
状況の変化に伴う変更等）の履歴管理ができること。

・子どもごとの利用者負担額に関するリストを作成できること。
・生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、母子世帯等、
育児休業中等の利用者負担の設定の際や、優先事由への
該当等に関する特記事項が表示できること。

・住基情報等と申込書から入力した内容が不一致の場合にリ
スト化できること。

・申請（入所申込）情報、異動（入退所）情報の履歴管理ができ
ること。

・保護者や住所変更、支給認定申請、利用者負担区分判定結
果の履歴管理ができること。

・複数施設（事業所）の同時利用を防ぐチェック機能を有するこ
と。

・受給証明書が作成できること。
・提出書類の催告通知書が作成できること。
・検索機能を有していること。

※登録した情報については、条件を指定し、一覧として印刷ま
たは印刷対象をＣＳＶファイルへ出力できること。（Ⅰ～Ⅴ共
通）



○ 申請者から申請時に取得する必要がある情報は、
・子ども、保護者、同一世帯等の構成員に関する氏名、性別、住所、続柄、課税状況などの基本情報
・保育を必要とする理由、保育が必要となる時間帯などの根拠となる情報
・利用を希望する施設（事業所）名、希望順位、希望理由
・利用者負担区分を決定するために必要となる市町村民税課税情報

○ 申請書等を基にシステムに入力すべき情報は、
・申請時に取得した情報
・認定期間
・支給認定区分（２号認定、３号認定の場合は保育必要量（長時間／短時間）を含む）
・所得階層
・優先順位（優先利用該当の有無、該当の理由含む）
・認定者番号
・その他特記事項

支給認定事務における確定事項

○ 利用者負担区分を決定する際の対象となる同居人の範囲（単身赴任中の父、別居の祖父母は含まれるのか、等）。

○ 利用者負担区分決定の根拠となる税情報の年度切換時期及び対象課税対象年度（６月に切り換えるか、４月に遡及するか、等）。

○ 利用調整の際に優先利用の対象となる者（要件）の範囲。

○ 保育必要量（長時間利用、短時間利用）に関する利用時間の設定。

○ 支給認定証に記載する利用者負担区分に関する情報。※利用者負担区分の決定時期等との関係に留意

○ 課税情報等について公用請求・職権調査を行う場合の申請者からの同意・承諾書の要否

（子ども・子育て支援法第１６条の規定だけで十分なのか否か）

○ マイナンバー法や総合合算制度との関連。

○ 認定者番号の付番方法及び桁数（マイナンバー法との関連に留意）

○ 現在の幼稚園・保育所の入所決定時期との関係。

支給認定事務における今後の検討事項

○ 基本情報、保育を必要とする理由、根拠となる情報について、どの程度細かく取得するかは、各自治体が定める入所判定基準に準拠。

支給認定事務における自治体裁量事項
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※１号認定の場合は不要



Ⅰ－２．確認

認可施設であれば基本的に承認

②確認（承認／却下）【市町村】

・確認に係る利用定員設定
※地方版子ども・子育て会議からの意見聴取、都道府県への協議が必要

・不適格な事例を発見した場合は却下

（参考）
赤字：現在、保育所の認可等の際に政省令で求めている項目
下線：現在、幼稚園の認可等の際に政省令で求めている項目

＜申請時に取る情報＞

①申請【施設・事業所→市町村】

・申請者の名称（読み仮名含む）、主たる事務所の所在地・連絡先、法人種別
・代表者の職名氏名、代表者生年月日、代表就任年月日等経歴、代表者の住所・
連絡先

・事業概要、事業計画書、教育・保育に関する方針・理念
・事業開始（予定）年月日
・施設・事業所の種類、名称（※１）、所在地、連絡先
・施設長の氏名/生年月日、就任年月日、資格の種類、施設長の住所/連絡先
・連携先施設の名称、所在地（地域型保育事業所の場合）
・開所曜日、開所時間（※２）
・他の事業（延長保育、一時預かり等）の実施状況
・職員の状況（職種、経験年数、常勤・非常勤等）
・認可に係る利用定員（収容定員、入所定員）（※３）
・施設設備の状況
・費用徴収（実費/上乗せ徴収額）に関する情報

※１ 認定こども園の場合は、構成する施設（幼稚園・保育所）の名称も必要。
※２ １号認定の子どもが利用する施設については、学期、休業日、教育時間も

含む。
※３ 実員と利用定員の乖離が恒常的である場合は、実員の実績の報告を求め

るか。
※４ 確認された事業者は、左記の他、業務管理体制に係る届出が必要。
※５ 認可外施設（地域型保育に移行する場合）や幼稚園に関する基礎情報が

市町村にはないため、都道府県からの情報提供について検討が必要。
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・収支予算書等の資産の状況
・幹部職員氏名、経歴
・特記事項（障害児の受入体制等）
・認可証の写し等（認可施設であることの証明）
・給付費振込先口座情報



＜システムにおいて備えるべき機能（例）＞

・＜申請時に取る情報＞等について履歴を含めて画面上登
録・管理・照会ができること。

・施設の所在地、定員、職員配置の状況等から、適用される
給付単価、加算を自動で計算し、登録・管理できること。

・年度単位で給付費、加算の額をユーザーがメンテナンスで
きること。

・国の単価改正等による加算項目の増減に対応できること。

・国が構築するシステムに入力する特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業所に関する情報を、国が定める統一
規格に基づいて磁気媒体に自動で出力できること。
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＜システムが備えることが考えられるオプション機能（例）＞

・確認した施設（事業所）の一覧が作成できること。

・給付費の支払用の口座情報及び請求書等の作成・管理が
できること。

＜入力する情報＞

③確認DBへ入力【市町村】

・申請時に取得した情報
・施設・事業所番号
・確認に係る利用定員（※１）
・適用される単価、加算 など
※教育・保育情報の公表項目との兼ね合い要検討

※１ １号～３号の区分別。年齢区分別の利用定員等については別途検討
※２ 運営に関する基準との関係についても検討が必要

④確認通知交付・公示【市町村】



○ 基本的に、都道府県による情報公表の対象となる項目については、確認の申請時に取得し、市町村のシステムで管理する。
※ 項目に変更があった際の取扱いは別途検討が必要

確認事務における確定事項

○ 施設（事業所）の定員区分の設定方法。（実員と認可定員が異なる場合の取扱い、１号～３号認定区分別・年齢区分別の利用定員の設
定等）

○ 申請時に取得する情報項目や、システムによる管理の要否の精査

○ 設置者・事業者番号、施設・事業所番号の付番方法及び桁数。

○ 都道府県の認可時に提出した情報と同一項目の場合の取扱について（省略可とするか）。
→認可権者から市町村へ情報提供が必要（施設の同意が必要か？）。
→齟齬があった場合の対処方法（県に確認することになるか。）

○ 都道府県による情報公表の対象となる項目

確認事務における今後の検討事項

○ 各自治体の実情に応じて、国の示した情報に加えて把握しておきたい項目は、システム管理する情報として追加も可能。

確認事務における自治体裁量事項
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設置者・事業者へ入所予定者リスト交付

Ⅱ．利用調整（２号認定・３号認定のみ） ※実務上はⅠ－１と並行して実施

＜リストの内容＞

①システムよりリスト出力【市町村】

・優先順位の高い順に序列化
・入所希望と各施設の空き状況に応じて、入所可能な施設まで記載

④同意・契約へ【保護者】

⑥公的契約【保護者と施設（事業所）】

＜意思の決定方法＞

②入所の可否に関する意思決定【市町村】

・入所判定会議形式
・行政庁内での決裁

各市町村の実態に応じて決定

利用調整後、利用可能な施設（事業所）のあっせん、施設（事業所）に対して入所・利用の要請

④’あっせん・要請【市町村→施設（事業所）】

⑤入所・利用の応諾【施設（事業所）】

※ 虐待等により保護者が進んで保育の利用をしない場合など、契約による利用が著しく困難と市町村が判断した場合には、市町村が施設に

対して措置する。（利用調整とは別のプロセス） 10

（通常のケース）
希望する施設が定員超過の場合等
あっせん・要請を要するケース

③保護者へ通知【市町村→保護者】



＜システムにおいて備えるべき機能（例）＞

・入所選考基準に基づいた判断基準への適合状況を子どもご
とに入力でき、それに基づき、基本指数、調整指数を自動計
算できること。

・入所選考の際のリストが、施設（事業所）別・指数順（指数同
点の場合は市町村の選考優先順での並び順）に各施設（事
業所）の空き状況を踏まえた入所の可否も含めて出力でき
ること。また、リストの内容がＣＳＶファイルで出力できること。

・施設（事業所）ごとの利用状況（空き状況）を管理・リスト化で
きること。

・入所選考の基準（事項）、指数が年度単位でユーザーにより
メンテナンスできること。

11

＜システムが備えることが考えられるオプション機能（例）＞

・入所を希望する施設（事業所）に入所できなかった子どもにつ
いて待機状況（第２希望の施設（事業所）等を利用している場
合は利用状況）を随時確認でき、リスト化できること。

・優先事由に該当する子どもについて、その状況が入所選考
の際のリスト上に出力できること。

・兄弟の在籍情報、申込情報が入所選考の際のリスト上に出
力できること。

・既に施設（事業所）を利用している子どもが転所や退所する
予定がある場合に、それらの状況を踏まえて、空き状況を管
理し、利用調整ができるようにすること。



○ 利用調整は、特定教育・保育施設と特定地域型保育事業所とで分けることなく、一括して実施。

○ システムにより利用調整案（指数順にリスト作成）を帳票出力する。

○ 帳票には、希望順位が何位であっても当該施設（事業所）を希望している者はすべてリストアップされ、それらの者は、各市町村が定めた
入所判定基準に基づくポイントが高い順に並べる。

○ 帳票には、各施設（事業所）の空き状況を踏まえて、利用の可否についても判定結果を表記することができるものとする。

※ 利用者が少数である場合など、システムを使用して利用調整を行わない市町村があることにも留意が必要

利用調整事務における確定事項

○ 長時間利用・短時間利用と利用調整の関係。

○ 自治体単独補助による保育施設・認可外保育施設との関係。（自治体で個別に設定か）

○ 利用調整の結果、保育所、認定こども園、特定地域型保育事業所を利用できず、幼稚園を利用することとなった場合の取扱い。

○ 入所の可否に同意できない場合の不服審査等について。

○ 利用調整の際の同居人の範囲。

○ 広域利用の際の申請・自治体間協議の方法。

○ 年度途中入所の場合について検討が必要。（基本的には認定と利用調整の同時進行となるか）

○ 待機児童の定義。（システムを活用した報告の有無を含めて検討が必要）

利用調整事務における今後の検討事項

○ 入所判定基準は、各市区町村の現状や管内の保護者の実情を踏まえ、各市区町村が決定する。

○ システムによって出力された帳票をもとに、どのような形式（利用判定会議、行政庁内の稟議決裁など）によって市区町村としての意思を
決定するかは、各市区町村の判断。

利用調整事務における自治体裁量事項
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Ⅲ．契約

①利用調整結果・支給認定証の提示【保護者→施設（事業所）】

私立保育所の場合：保護者と市町村間
その他の施設場合：保護者と施設（事業所）間
（※公立施設については、設置者が市町村であることから、保護者と市町村との間での契約となる。）

②契約

⑥実際の利用＋請求

確認されている施設・事業所か否かを確認DBと突合して確認

④確認DBと突合【市町村】

＜入力する情報＞

・給付費の額（認定された子どもごと）
※利用する施設ごとに管理

⑤支給認定DBに入力【市町村】

＜届出時に取る情報＞

③市町村へ届出 ※利用の前に

・認定者番号
・設置者・事業者番号・、施設・事業所番号
・契約年月日
・（契約によって最終的に決定した）利用曜日、利用時間
・延長保育に関する契約事項等の特記事項
・利用期間

※ 契約後の住所変更等については、随時届出

13

※ 特例給付の場合はその旨を入力する



＜システムにおいて備えるべき機能（例）＞

・ ＜届出時に取る情報＞等について履歴を含めて画面上登
録・管理・照会ができること。

・入所期間（開始日～終了日）は、短期入所（求職・出産要件な
ど）に対応するため、指定して入力ができること。

・契約した施設（事業所）に適用される単価や加算について確
認ＤＢを参照して判断し、その合計額から利用者負担額を差
し引いた給付費の額を自動で計算し、登録・管理できること。
（私立保育所の場合は差し引かない額を給付費と判断し、登
録・管理できること。）

・支給認定区分により本来利用するべき施設と、実際利用する
施設が異なる場合に判別できること。

14

＜システムが備えることが考えられるオプション機能（例）＞

・利用期間が満了していない子どもについて、一括した継続処
理・リスト化できること。



○ 利用調整を経て、各保護者の契約先及び契約内容を把握、確認するために、契約内容の届出の提出を求める。

○ 契約内容の届出では、下記の内容について報告を求める。
・認定者番号
・事業者番号・事業所番号
・契約年月日
・（契約によって最終的に決定した）利用曜日、利用時間
・延長保育に関する契約事項等の特記事項
・利用期間

契約事務における確定事項

○ 契約内容の届出方法。
（保護者から各々提出を求めるか。又は施設（事業所）が利用者分をまとめて提出するか。）

○ 施設（事業所）が利用者分をまとめて提出することとした場合の確認の方法。
→契約書（写）の添付を必須とするなど

○ 認定者番号、事業者番号、事業所番号の付番方法、桁数（再掲）。

契約事務における今後の検討事項

○ 契約内容の届出の内容について、各市区町村の実情に応じて追加する項目の有無。

契約事務における自治体裁量事項
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Ⅳ．給付費の請求・支払 ※公立の扱いは要検討

①月初の利用者を確認【施設（事業所）】

④施設（事業所）への支払額（委託費）確定

利用者情報…支給認定DBと突合
施設（事業所）情報…確認DBと突合

③請求内容審査【市町村】

①月初の利用者を確認【施設（事業所）】

私立保育所の場合 その他の施設の場合

＜請求時に取る情報＞（→審査・支払DBに入力）

②当月初に請求【施設（事業所）→市町村】

・請求年月日
・施設・事業所番号 ・地域区分 ・定員区分
・認定者番号
・初日入所者数
・単価
・その他加算に必要な情報
※公定価格の検討状況を踏まえて必要な情報を要変更（地域区分、定

員区分、加算等）

④利用者負担額確定

⑤保護者に請求⑤当月の末日までに支払い

月初日人数に応じた月単位の支払

利用者情報…支給認定DBと突合
施設（事業所）情報…確認DBと突合

③請求内容審査【市町村】

＜請求時に取る情報＞（→審査・支払DBに入力）

②当月初に請求【施設（事業所）→市町村】

・私立保育所の場合の情報
・利用者負担額

④施設（事業所）への支払額確定

⑤当月の末日までに支払い

月初日人数に応じた月単位の支払

※利用者負担額は施設
（事業所）から保護者に
請求

・支払い時期（案）については、別添３参照
・地方単独事業の扱い（別途管理する方向で検討）
・個人給付であることから、個人ごとの実績の管理の必要性についても検討。

※特に利用者負担（私立保育所以外の施設については、収納状況の把握方法について、代行徴収との関係も含めて検討が必要）
※待機児童数などの行政情報の把握方法は要検討（システムの活用の有無）

（参考）
青字：通知で求めている項目

※現在の保育所運営費の支払い
手続きの例

16



＜システムにおいて備えるべき機能（例）＞

・月途中入退所の日割りの自動計算ができること。

・各施設（事業所）からの請求について、利用者に関する情報
を、支給認定ＤＢの情報と照合することができること。

・各施設（事業所）からの請求について、施設（事業所）に関す
る情報及び適用される単価及び加算情報を、確認ＤＢの単
価、加算情報と照合することができること。

・確認の際に入力した口座情報（金融機関・口座名義人情報
等）の照会・登録・履歴管理ができること。

・国が構築するシステムに入力する給付費の支払いに関する
情報を、国が定める統一規格に基づいて磁気媒体に自動で
出力できること。

17

＜システムが備えることが考えられるオプション機能（例）＞
・利用者負担の調定処理（登録／取消／リスト化）ができるこ
と。
・納入告知書の作成／発行／再発行ができること。
・過誤納金について処理（リスト化／還付請求書の発行等）が
できること。
・還付／充当処理（登録／リスト化／通知書の発行等）ができ
ること。金額は任意に変更できること。充当する場合、兄弟
間・会計年度間の充当ができること。
・児童手当からの特別（申出による）徴収に関する、処理（対
象児童・金額等の登録／リスト化等）ができること。
・収納状況について、明細表・集計表が作成できること。
・納付書（領収済通知書）が作成できること。
・利用者負担の滞納状況の照会、整理簿の印刷ができること。
・督促／催告処理（対象世帯の把握／督促状／催告書の作
成等）ができること。
・延滞金等の処理（計算／収納状況の把握／リスト化等）がで
きること。
・督促等にかかる交渉経過の記録を登録、管理できること。
・不能欠損処理及びリストの作成ができること。
・任意の児童数で支弁額・徴収金のシュミレーション（合算また
は科目別計算にするなど）を行うことができること。



○ 給付費は各月初日の在籍児数を基本として給付。

○ 公立施設、私立保育所については、市町村が保護者から利用者負担額を徴収し、その他の施設（事業所）は、各施設
（事業所）が保護者から利用者負担額を徴収する。

審査・支払事務における確定事項

○ 公定価格の算定の考え方。（地域区分、定員区分等の詳細、加算の取扱い等）

○ 支払いの時期、概算払いの可否。（別添3参照）

○ 月途中の入退所の場合の支払い方法

○ 公立施設に対する給付費の支払い方法。

○ 公立施設、私立保育所以外の施設については、収納状況の把握方法について、代行徴収との関係も含めて検討が
必要。

審査・支払事務における今後の検討事項

○ 地方単独事業による給付費への上乗せを行う場合の項目の追加。

審査・支払事務における自治体裁量事項
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19

Ⅴ．国と市町村・都道府県

①行政情報の報告【市町村→都道府県等】

システム経由かどうか

給付費交付金関係 行政情報の報告

＜システムにおいて備えるべき機能（例）＞
・交付金の請求をシステム経由でする場合に、必要となる情報
を給付費の支払い情報等から自動で出力できること。
※システム経由とする場合には、公文（鑑文）の取扱いについ
て検討が必要。

・交付申請等の通知書関係の宛名情報をユーザーが設定・管
理できること。

＜システムが備えることが考えられるオプション機能（例）＞
・国が報告を求めている基礎資料・報告例等のデータの作成
ができること。

・給付費の支給実績の一覧（現行の保育所運営費の支弁台
帳のイメージ）が作成できること。月途中入退所や、分園の場
合も対応できること。

・特別保育対策事業（延長保育等）の利用実績が管理できる
こと。

①交付金の請求【市町村→都道府県等】



20

補足．指導監督等

以上に示した一連の流れとは別に、指導監督に関して管理する情報として、下記の情報が考えられる。

（※法律の条文に基づき考えられる項目を列記したものであり、必要な項目については、今後更に検討が必要）

＜施設（事業所）に対する指導監督情報＞
・報告徴収年月日
・報告徴収の内容
・立入り検査年月日
・検査の内容

＜施設（事業所）に対する是正勧告情報＞
・勧告年月日
・勧告事由
・是正の状況
・認可権者への通知の有無
・認可権者への通知年月日
・勧告に関する公表の有無
・公表年月日
・公表の方法

＜施設（事業所）に対する是正命令情報＞
・命令年月日
・命令事由
・是正の状況
・認可権者への通知年月日
・命令に関する公示年月日

＜施設（事業所）に対する確認取消し・停止等情報＞
・確認の辞退・確認取消し・効力一部停止・効力全部停止の別
・処分年月日
・取消し又は停止に至った理由
・公示年月日
・辞退年月日



保護者 都道府県 市町村 設置者・事業者 国

市町村業務の大まかな流れ（１号認定の場合の簡素な手続き）

認定申請

申請受理

申請審査 住基情報

利用者負担区分決定 税情報

支給認定証交付

支給認定証受理

確認申請申請受理

申請審査
（合議制機関の意見聴取）

（都道府県協議）
協議受理

協議結果通知 確認・通知・公示 確認通知受理

事業者利用 教育・保育提供

請求審査 給付費・利用者負担請求
請求受理

給付費支払

支給認定者情報登録・管理

施設・事業所情報登録・管理

給付費受領

利用者負担支払 利用者負担受領

交付金申請 交付金申請受理

施設・事業所情報出力・送付情報公表

交付金申請受理

支払実績管理

教育・保育情報報告

※法律上、教育・
保育情報は、事
業者が都道府県
へ報告することと

されている

閲覧 閲覧

出力・送付

Ⅰ－１
（認定・利用調整）

・
Ⅱ（利用調整）

Ⅰ－２（確認）

Ⅳ（支払・請求）

利用契約

契約者一覧届出受理

Ⅲ（契約）

21

利用契約

契約者一覧作成

契約者一覧届出

代理申請

代理受理

（別添１）



１号認定児に係る簡潔な手続きの具体的な事務フロー

① 保護者は幼稚園の園児募集に応じ、（定員超過など必要があれば、この段階で選考を
行い）入園予定の幼稚園を特定する。

② 保護者は、①の幼稚園を通じて、居住地の市町村に１号認定を申請する。

③ 市町村は、要件該当（住民＋３歳以上）を確認し、認定する。併せて保護者負担の区分を
定める。

④ 市町村は、①の幼稚園を通じて、保護者負担の区分を記載した「支給認定証」を保護者に
交付する。 （＝認定結果の通知）

⑤ 認定証の交付を確認した後、幼稚園と保護者の間で利用契約を締結する（又は停止条件
が成就して、利用契約が発効する）。

22

（別添２）



○ 現行の保育所運営費の施設への支払いについては、「各月初日の児童については当月分は遅く
ともその月中に精算支弁する」こととされている。

○ また、新制度の施設型給付・地域型保育給付については、少子社会対策会議決定された「基本
制度」において、「各月初日の在籍児数を基本として、毎月給付する。」こととされている。

○ そのため、現行の保育所運営費と同様に、「各月初日の在籍児」に係る給付費はその月中に精
算することを原則とする。

○ また、「月途中での入退所」がある場合については、翌月の支給時（翌月初日の在籍児の支給
時）に併せて支払うことを原則とする。（現行の保育所運営費では、「市町村の実情、施設の運
営等を勘案しながら支弁する」こととされている。）

※ その際、現在、複数月分をまとめて概算払いを行っている市町村がある実情を踏まえて、柔軟
に対応できるような仕組みとすることを検討。

※ 制度管理システムへの入力は実績値により行うことになることから、概算払いを行う場合は、
実際の支払いとシステムへの入力を切り分けることになるため、都道府県への報告の頻度（年１
回、複数回、各月等）との関係について留意する必要がある。

（留意事項）
○ 現行の幼稚園に対する私学助成は都道府県により支払い時期が異なるが、概ね年に２～４回
の概算払いとなっていることから、毎月精算払いとした場合の事務負担の増加について留意。

○ 私立保育所以外の施設については、利用料を差し引いた額を支給することになるため、利用料
の決定・改定の事務手続きに要する期間について留意する必要がある。

※ 翌月以降に前月分（前々月分）を精算払いとすることについても検討が必要。
・ その際には、新設の施設等では当面の運営資金が必要な点に留意が必要。
・ また、毎月精算払いとした場合には、施設を多く抱える都市部等における事務負担について
も留意が必要。

施設型給付・地域型保育給付の支払い時期について（案） （別添３）
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