
資料０１ 全体スケジュール概要、
検討会第2回の検討対象
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業務プロセス・情報システム標準化の対象業務

Ø業務プロセス・情報システム標準化対象として挙げられている17業務のうち、本検討会の対象業務は第2グループに属する子ど
も・子育て支援業務となります。

凡例

内閣府

児童手当

総務省

住民記録

選挙人名簿管理

固定資産税

個人住民税

法人住民税

軽自動車税

文部科学省

就学

厚生労働省

国民健康保険

国民年金

障害者福祉

介護保険

生活保護

健康管理

児童扶養手当

内閣府及び
厚生労働省

子ども・子育て支援

第1グループ・住民記録

第2グループ・国民健康保険

本検討会の
対象業務

業務プロセス・情報システム標準化の対象業務(17業務)
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後期高齢者医療
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業務プロセス・情報システム標準化の全体スケジュール概要

Ø本検討会では、第１期・2期の調査結果も踏まえ、令和3年度中に地方公共団体及びシステム事業者の代表者の合意形成
を図りながら、標準仕様案の取り纏めを行います。

令和2年度
（2020年度）

令和4年度
(2022年度)

令和3年度
(2021年度)

住民記録システム

第1グループ

標準仕様第1.0版
の作成

第2グループ

標準仕様第2.0版
の作成

要件・連携要件の標準案との
調整等に伴う見直し

標準仕様第1.0版
の作成

意見
照会

標準仕様
改定

要件・連携要件の標準案との
調整等に伴う見直し

意見
照会

標準仕様
改定

意見
照会

意見
照会

標準仕様第1.0版
の作成

課題整理・アウトプット
イメージの作成

住民記録システム案
の作成

第１Gの案
の作成

第2Gの案
の作成 意見照会 標準仕様

の決定

令和7年度
(2025年度)

データ要件・連携要件の標準

令和5,6年度
(2023,4年度)

現在

※ 地方公共団体の基幹業務システムの標準化のために検討すべき点について（令和3年9月 デジタル庁）に基づき作成

システム開発・移行

システム開発・移行

システム開発・移行

システム開発・移行
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子ども・子育て支援業務の検討体制

子ども・子育て支援システム標準化検討会
【親委員会】

限会社遊育代表取締役兼発
行人

認定・利用調整
WG（ワーキング）

①福岡県北九州市
②東京都大田区
③千葉県木更津市
④茨城県大洗町
⑤富士通Japan株式会社
⑥株式会社日立システムズ

給付
WG（ワーキング）

①神奈川県横浜市
②鳥取県鳥取市
③北海道江別市
④長野県御代田町
⑤株式会社アイネス
⑥株式会社日本システム

ブレーンズ

分野別
WG（ワーキング）

①千葉県千葉市
②島根県松江市
③山梨県富士吉田市
④青森県鰺ヶ沢町
⑤日本電気株式会社
⑥株式会社 RKKCS

【構成員 凡例】
① 政令指定都市代表
② 中核市代表
③ 一般市代表
④ 町村代表
⑤ システム事業者代表
⑥ システム事業者代表
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①神奈川県川崎市
②富山県富山市
③山口県周南市

④静岡県長泉町
⑤日本電気株式会社
⑥富士通Japan株式会社

（敬称略）

座長 吉田正幸 保育システム研究所代表

Ø検討会第1回でご確認いただいた検討体制及び進め方に基づき、3つのWGを各4回開催し、それぞれ検討領域の標準仕様案
について協議を行ってきました。

《 WGの開催実績》
08月05日 第1回 分野別WG
08月11日 第1回 合同WG

(認定・利用調整、給付)
08月29日 第2回 給付WG
09月08日 第2回 認定・利用調整WG
09月15日 第2回 分野別WG
09月17日 第3回 給付WG
09月22日 第3回 認定・利用調整WG
09月29日 第3回 分野別WG
11月16日 第4回 給付WG
11月19日 第4回 認定・利用調整WG
12月03日 第4回 分野WG
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【意見照会】

子ども・子育て支援システム標準化検討会の全体スケジュール概要

Ø検討会第2回では、各WGの協議結果を反映した意見照会の対象資料について協議をいただき、事務局にて当検討会の協議
結果を資料に反映したうえで、地方公共団体・システム事業者に対して意見照会を実施することを予定しています。
Ø本検討会は、本年度中に残り1回の開催を予定しています。

令和３年度(2021年度) 令和４年度(2022年度)

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

結果の
集計

検討会

地方公共団体・システム
事業者への意見照会

標準仕様書
の作成

令和４年度の進め方は、
検討会第3回にて協議

結果
集計

意見
照会

標準仕様書案
の作成標準仕様（案）の作成

意見照会の対象資料
・業務フロー及びツリー図
・機能要件
・帳票要件
・帳票印字項目
・帳票レイアウト
・標準仕様説明資料

事務局 地方公共団体・システム事業者

• 事務局にて本日の協議結果を資料に反映したうえで、地方公
共団体・システム事業者に対して意見照会を行います。

• 地方公共団体・システムベンダには、意見照会用に開設する
WEBサイトにてご意見を入力いただき、結果集計を行います。

検討会 検討会 検討会
１ ２ ３

WG

臨時

WG

現在



検討会第2回の検討対象

資料03-2
機能要件

資料03-3
帳票要件

資料03-1
業務フロー及び

ツリー図

標準仕様書(案)
想定目次

第1章��本仕様書について
第2章��業務フロー
第3章��機能要件
第4章��帳票要件
第5章��その他要件
第6章��用語

別紙1 業務フロー及びツリー図
別紙2 機能要件
別紙3 帳票要件
別紙4 帳票印字項目
別紙5 帳票レイアウト
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資料03-6
標準仕様案
説明資料

意見照会の対象資料標準仕様書(案)

Ø検討会第2回では、本年度末の標準仕様書(案)のとりまとめに向けて実施する意見照会の対象資料について、事務局で整理し
た協議資料をもとに各WGで主要論点となった項目を中心に検討を行います。

検討会第2回の協議資料

各WGで主要論点となった項目
1.利用調整※
2.給付費算定(教育・保育給付)※
3.給付費算定(施設等利用給付)※
4.利用者負担額算定
5.延長保育料算定※
6.現況届ぴったりサービスの利用

7.事業所管理
8.収納・滞納管理
9.統計・報告等に係る集計

資料03-4
帳票印字項目

資料03-5
帳票レイアウト

標準仕様案

標準仕様書(案)の別紙にて示す予定の仕様を、標準
仕様案として整理し、意見照会を実施する予定です。
また、第1章から6章に示す予定の内容のうち、標準仕
様案を確認するうえで必要な情報を標準仕様案説明
資料として整理をしています。

※地方公共団体が実施する独自施策等に関連する論点

検討会第2回では、標準仕様案について、各WG
で主要論点となった項目中心に協議を行います。
その他、構成員に事前意見確認した内容のうち
協議が必要な項目についても確認を行います。

検討会第2回
協議資料



各WGでの主要論点の協議結果 (1/3)
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主要論点 WG 論点 WG協議結果

1.利用調整 認定・利用
調整WG

利用調整において、各自治体にて選考基準
を独自設定している状況でバラツキが多く、シ
ステムを利用せずExcelで処理している自治
体があるなか、標準仕様の機能範囲及び機
能要件をいかに設定するか検討する必要があ
る。

利用調整の選考処理については、システムを利用せずExcelで処
理している自治体もあり、紙やExcelを利用する方が事務効率
上良い場合もあるため、オプション機能する。
自治体ごとの先行基準にバラツキが大きく、それに伴い、各自治
体の記載粒度も様々に異なるため、上限999個以内の自由項
目の設定とパラメータの設定で対応を機能要件とする。
選考結果の登録機能、及び外部計算結果の取込み機能を実
装する機能とすることで補完する。

2.給付費算定
(教育・保育給付) 給付WG

各自治体が地方単独事業として、独自の加
算や補助を設定している場合が多くバラツキが
あることから、標準仕様の機能範囲・機能要
件をいかに設定するか検討する必要がある。

地方単独事業への対応はパラメータ変更で柔軟に対応できるよ
うにする。
パラメータ変更でも対応できない場合に備え、外部計算結果の
取込み機能を実装する機能とすることで補完する。

3.給付費算定
(施設等利用給付) 給付WG

各自治体が地方単独事業として、認可外保
育施設等を利用する 保護者への上乗せ給
付を行う場合があることから、標準仕様の機
能範囲・機能要件をいかに設定するか検討す
る必要がある。

地方単独事業への対応はパラメータ変更で柔軟に対応できるよ
うにする。
パラメータ変更でも対応できない場合に備え、外部計算結果の
取込み機能を実装する機能とすることで補完する。



各WGでの主要論点の協議結果 (2/3)
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主要論点 WG 論点 WG協議結果

4.利用者負担額
算定

認定・利用
調整WG

利用者負担額及び減免については、各自治
体にて独自軽減を設定している場合もありバ
ラツキがあることから、標準仕様の機能要件を
いかに設定するか検討する必要がある。

国の定める基準の利用者負担額の計算に加え、地方単独基準
の利用者負担額の反映はパラメータ設定で対応できる機能を実
施すべき機能とする。パラメータ設定で対応できない場合に備え、
外部計算結果の取込み機能を実装する機能とすることで補完す
る。
国の定める基準の減免への対応及び児童別に減免を個別設定
する機能を実装すべき機能とし、地方単独基準の減免について
パラメータ設定で対応できる機能をオプション機能とする。

5.延長保育料算
定 分野別WG

独自事業である延長保育事業については、
延長保育料を各自治体にて独自設定してい
ることからバラツキが多く、標準仕様の機能範
囲・機能要件をいかに設定するか検討する必
要がある。

複雑でない延長保育料を設定している自治体もあることから、年
齢や所得階層等に応じた設定をしていない延長保育料単価に
基づく延長保育料算定を実装すべき機能とし、年齢や所得階層
等を考慮した複雑な延長保育料単価に基づく延長保育料算定
をオプション機能とする。

6.現況届
(ぴったりサービス
の利用)

分野別
認定・利用
調整WG

標準準拠システムにおけるぴったりサービスを
利用した電子申請への対応について検討を
行う必要がある。
また、ぴったりサービスに対応の帳票である現
況届については、システムで最新情報を印字
のうえ送付しているケースがあることから、標準
仕様の機能要件・帳票要件をいかに設定す
るか検討する必要がある。

ぴったりサービスにて、子ども・子育て支援システムに関連する対応
済・対応予定の手続を機能要件の対象とする。
現況届について、最新情報を印字した現況届の出力及びぴった
りサービス経由の申請情報の取り込みについて、住民の負担軽
減、事務負担軽減の観点より実施すべき機能とする。
帳票要件としては、ぴったりサービスの標準様式(世帯単位が前
提)に項目対応した様式を定義し、独自様式を採用する自治体
は標準準拠システム外で帳票作成する前提とする。



各WGでの主要論点の協議結果 (3/3)
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主要論点 WG 論点 WG協議結果

7.事業所管理 給付WG

多くの自治体では、給付・認定・利用調整の
ための事業所情報をシステムで管理している
が、施設の許可・確認をシステムで実施してい
るケースが少なく、管理している情報にバラツキ
があるなか、標準仕様の機能範囲及び機能
要件をいかに設定するか検討する必要がある。
また、事業所情報を別途管理する「ここde
サーチ」との連携についても検討する必要があ
る。

施設の許可・確認をシステムで行う需要を確認できなかったことか
ら、事業所・事業者の基本情報(給付や認定・利用調整に関わ
る項目)の管理を実装すべき機能とする。
事業所・事業者の基本情報のほか、「ここdeサーチ」と同様の情
報項目もオプションとして持たせる。
また、「CSV取込による一括メンテナンス機能」をオプションとして
設定しているため、本機能を活用することで「ここdeサーチ」から出
力した施設詳細情報の取り込みといったことも可能とする。

8.収納・滞納管
理 給付WG

滞納管理に関しては、子ども・子育て支援シ
ステムであらゆる滞納処分を個別詳細に管理
する機能を備えようとすれば、システムコストが
増大する懸念があることから、標準仕様の機
能範囲・機能要件をいかに設定するか検討す
る必要がある。

第１Gと同様に収納・滞納管理の各機能は「子ども・子育てシス
テムでこれらの機能を実装する場合」の機能要件を定めるものとし、
滞納管理に関しては、必要十分な機能として、督促や催告等の
基本的な機能範囲を実装することとする。

9.統計・報告等
に係る集計

認定・利用
調整WG
給付WG

統計・報告等に係る集計に関して、事務負
担軽減の観点から実現可能性を勘案のうえ、
標準仕様の機能要件及び帳票要件をいかに
設定するか検討する必要がある。

福祉行政報告例、子どものための教育・保育給付費支弁台帳、
子育てのための施設等利用給付支弁台帳については帳票要件
を定め、実装すべき機能とする。
基礎資料に関する調査票、事業実績報告は、様式変更が過去
より発生しており、帳票要件として定義が困難であるため、システ
ムが保有する管理項目の範囲で帳票に必要となるデータの抽出
を実装すべき機能とする。


