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02利
用調
整

2.2選
考処
理

選考処理 2-2-2 ― 【基準項目と調整項目と指数の設定機能】
・基準項目（就労、出産、疾病、障害、介護・看護等）、調整項目（ひとり親世
帯、生活保護世帯、生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合、虐
待やDVのおそれがある場合、障害を有する場合、育児休業明け、きょうだい
同時入所、待機期間が一定以上等）、同点時優先項目をもとに指数のパラ
メータを登録できること。
・自由項目として999個以内（任意）で自治体独自の選考基準（分類/内容/指
数）を登録できること。
・基準の組み込み方は、基準指数、調整指数、同点時優先指数等を選択し、
登録できること。
・入所選考の基準項目、調整項目、同点時優先項目およびその指数を随時で
ユーザーによりメンテナンスできること。
・きょうだい要件（同時入所、同一施設入所、同時同園が叶わない場合同時別
園）を加味しての自動で選考できること。
・入所選考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、基準指
数、調整指数、同点時優先指数を自動計算できること。合計指数を自動で計
算できること。
・施設の空き状況と合計指数に基づき、入所自動選考（子ども単位に入所可
否を判定）できること。

― 利用調整の選考処理に係るシステム
利用は自治体の判断で柔軟に対応
いただけるようオプション要件として
定めています。
自治体ごとの利用調整基準、各自治
体仕様を柔軟に対応いただけるよう
自由項目やパラメータ登録の要件を
定めています。
選考結果の登録機能のみシステム
利用するケースも想定し各要件を定
めています。

02利
用調
整

2.2選
考処
理

選考処理 2-2-3 ― 【並び替えや調整機能】
・施設ごとに、希望順位に関係なく、合計指数の高い順に子どもを並べて出力
できること。
・合計指数の高い順に並べ、それぞれ希望している施設を一覧を出力できるこ
と。
・施設ごとや子どもの年齢ごと等の任意の項目で並び替えできること。
・入所希望の施設ごとに指数の加点、減点を行うことができること。
・指数の加点・減点を加味して、自動で選考できること。
・以下について、任意に処理できること。
　①入所登録、②自動計算された合計指数の修正登録、③希望施設の順位
の変更
・「基準指数の計算時に、父母の点数を合算するか、項目毎に父母のいずれ
か低い値を採用するかを選択できること。
・複数回、利用調整ができること（二次調整等）。
・入所選考（採点）に際し、シミュレーション（リハーサル）ができること。
・入所を希望する施設に入所できなかった子どもについて待機状況を随時確
認でき、一覧を出力できること。

― 同上

02利
用調
整

2.2選
考処
理

選考処理 2-2-4 ― 【データ出力及び取り込み機能】
・CSV形式データ等で利用調整に必要な利用申請情報一式を出力できること。
・独自ツール（API等）で計算した利用調整結果データを取り込みできること。

― 同上

02利
用調
整

2.2選
考処
理

選考処理 2-2-5 ― 【同点時優先の条件設定機能】
・同点時優先事由は、20事由以内で設定できること。
・1つの優先事由の中で、2つ以上で条件を組み合わせて設定できること。
・管理項目の範囲内において、同点時優先項目として優先順位の並び替えが
できること。
・管理項目範囲外については、予備領域として汎用項目を区分/数字/日付の
いずれかの種別に応じて、それぞれ20個以内を任意に登録できること。

同点時優先処理にあたっては、条件を設定できること。
条件に応じた条件分岐を設定できること。
条件設定のパターンとしては以下の処理ができること。
・該当/非該当（フラグ管理）に応じた条件設定ができること。
・等号不等号や演算子（+、-、×、÷等）の数学記号を用いて、大小の比較を
行う条件設定ができること。
・数字（金額等）の大小に応じて、昇順/降順の並び替えができること。

― 同点時優先事由は、条件設定とそれ
に応じた条件分岐を設定していただく
想定です。
本オプション要件は、ID2-2-2と機能
に重複がありますが、簡易バージョン
と複雑なバージョンという分け方に
なっています。
自治体の運用によっては、人間が定
性的に判断した結果だけを入力する
簡易バージョンで対応できる場合と、
税額を参照して並び替える等の高度
で複雑な処理まで必要な場合があ
り、2パターンを用意しています。
自治体の運用によって、必要な機能
を選択していただく想定です。
また、システムベンダーのケイパビリ
ティの差により、本機能への対応可
否が変わってくることも想定していま
す。

1.利用調整

【構成員A（自治体）】-
【構成員B（自治体）】-
【構成員C（自治体）】
主要論点は全体として、オプション機能を重
要視する自治体が多いのではないか。
【構成員D（自治体）】-
【構成員E（システム事業者）】-
【構成員F（システム事業者）】
「オプション機能の考え方」として、別資料に
左記内容を記載し、標準化の機能要件として
は、具体的な記載は省いてもよいのではない
か。
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02利
用調
整

2.2選
考処
理

選考処理 2-2-6 ― 【データ出力及び取り込み機能】
・システム外での同点時優先の順位付けのため、システムで保持する任意の
項目（「基準指数の父母合計」、「世帯所得」など）をユーザーが指定してCSV
形式データ等を出力できること。
・独自ツール（API等）で計算した利用調整結果データを取り込みできること。

― 同上

06 事
業所
請求
管理

6.1事
業所
請求
管理

事業所加
算情報登
録・修正

6-1-1 施設・事業所ごとに「公定価格（国の定める基準）」に基づく加算情報（適用
される加算項目（減算調整）、加算額（減算額）、積算根拠（加算（減算）の認
定及び加算額（減算額）の算定に必要な情報）等）を自動で計算できること。
計算した加算情報等を登録・管理できること。

【管理項目】
「公定価格（国の定める基準）」に基づく加算情報（適用される加算項目（減
算調整）、加算額（減算額）、積算根拠（加算（減算）の認定及び加算額（減
算額）の算定に必要な情報）等）
例＞
基本情報（地域区分、利用定員数、年齢・認定区分等別の在籍園児数等）、
加算情報（副園長・教頭配置加算、3歳児配置改善加算等）等

― 「公定価格（国の定める基準）」による
ものはいずれの市町村においても必
須として定めています。
「地方単独事業（地方単独基準）」に
よるものは市町村によって運用や加
算額計算ロジックが異なるため、柔
軟性のある「加算額計算機能」として
定めています。
独自区分とは、施設・事業所や児童
の属性等に応じて市町村独自で設定
する区分を指しています。

以降、「06 事業所請求管理」の各機
能（“実装してもしなくても良い機能”
を含む）について、「地方単独事業」
への対応をオプションとします（地方
単独事業へ対応するに当たり、特筆
すべき点がある時のみの記載として
います）。

06 事
業所
請求
管理

6.1事
業所
請求
管理

給付費の
算出

6-1-6 「公定価格（国の定める基準）」分について、施設・事業所ごとに適用される
単価・加算情報等を基に給付予定情報（自治体が請求書案を作成する場
合）を計算できること。

【管理項目】
給付費情報(請求金額,施設型給付費,助成額,その他額),実績・概算区分,請
求額計算根拠情報(計算基本設定,利用定員,在籍人数,加算),請求書情報
(請求書番号 ,請求年月日,支払額,支払調整額),支払状態区分,振込予定日,
振込年月日　等
【出力帳票】
給付費一覧
給付費集計表

― ― 事業者への「支払い」までの事務の
流れは、自治体が「請求書案」を作成
する場合と自治体が「請求書案」を作
成しない場合を想定して定めていま
す。

11 事
業所・
保護
者請
求管
理

11.1事
業所・
保護
者請
求管
理

請求書入
力

11-1-2 施設等利用費の請求情報を登録、修正、削除、照会できること。
【管理項目】
支払管理情報(支払管理番号,支払区分,支払方法区分,,支払予定日,支払
日),給付情報(給付年月,給付額,実績調整額,支払額,支払済額),返還情報(返
還額,返還済額,返還日,返還理由),給付口座情報(金融機関コード,支店コー
ド,口座種別,口座番号,口座名義人カナ,口座名義人名),利用実績情報(施設
等利用給付事業所番号,提供サービスコード,利用年月,利用料,利用日数),領
収書情報(日割該当フラグ,日割基準日)　等

実装すべき機能において、「地方単独事業」に対応できること。
【管理項目】
地方単独事業での独自の補助額及び計算（11-1-5参照）時に根拠とした情報
項目（独自補助上限額、等）

― 過去日付の請求情報も含め、登録・
修正・削除・照会ができるよう定めて
いる

以降、「11 事業所・保護者請求管理」
の各機能（“実装してもしなくても良い
機能”を含む）について、「地方単独
事業」への対応をオプションとします
（地方単独事業へ対応するに当たり、
特筆すべき点がある時のみの記載と
しています）。

施設・事業所ごとに「地方単独事業」に基づく加算情報（適用される独自加算
項目、独自加算額、積算根拠（独自加算の認定及び独自加算額の算定に必
要な情報）等）を自動で計算できること。
計算した加算情報等を登録・管理できること。
また、独自加算額の計算を外部で行う場合に、その計算結果の金額を取り込
みできること。

【独自加算額の算定に必要な情報の例】
　・独自加算単価（1施設当たり、1人当たり、独自区分ごと）
　・独自加算の対象となる人数、日数　等
　・1％当たりの金額、任意の金額、任意の上限額

【独自加算額の計算事例】
　例：1施設当たり単価（10万円）を加算
　例：1施設当たり単価（10万円）から公定価格加算額（3万円）を除いた額（7万
円）を加算
　例：1人当たり10万円を日割り（1人×20日÷25日）した額（8万円）を加算
　例：児童1人当たりについて、定額の単価（3万円）と加算率による単価（300
円×10％）を組み合わせた額（3万3千円）を加算
　例：1人当たり、任意の金額（3万円）または上限額（2万円）のうちいずれか小
さい方の金額（3万円）を加算
　例：副食費免除の対象者の拡大

【管理項目】
「地方単独事業」に基づく加算情報（適用される独自加算項目、独自加算額、
積算根拠（独自加算の認定及び独自加算額の算定に必要な情報）等）

【構成員A（自治体）】
・公定価格から控除する利用者負担額の金
額管理の機能実装が望ましい。施設型給付
費の支払に係るシステム画面上において、公
定価格から控除する利用者負担額の合計額
を確認可能とする他、各月における在籍子ど
もの最新の利用者負担額を個別で確認可能
とした上、当該負担額をもって各月の公定価
格の支払額を算定可能とすることで、例え
ば、遡って利用者負担額が変更となった場合
においても、既存に支払い済みの公定価格と
の比較を行い、精算の必要性の有無を判定
し、追加支給または戻入の対応が容易となる
と考える。
・各月における加算適用有無等の判断にあた
り、職員の実配置をもって適用される加算に
ついては、園に在籍する職員に係る職種や勤
務形態、所定労働時間数、人数等の情報と、
基本分単価及び各加算で求められる必要職
員数の情報の管理も必要なため、独自加算
算定にあたっての補助機能として、上記職員
数の情報を連携し、計算に利用可能となるこ
とが望ましい。
【構成員B（自治体）】
-
【構成員C（自治体）】
-
【構成員D（自治体）】
-
【構成員E（システム事業者）】
-
【構成員F（システム事業者）】
-

3.給付費算定　(施設等利用給付)

【構成員A（自治体）】
令和３年度から始まった１３事業の「地域にお
ける小学校就学前の子どもを対象とした多様
な集団活動事業の利用支援」は無償化の給
付を受けていない幼児を対象として利用料の
補助を行うものであり、無償化との二重給付
が起きないようシステム上で制御を行う機能
が必要と考える。
【構成員B（自治体）】

2.給付費算定　(教育・保育給付)
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11 事
業所・
保護
者請
求管
理

11.1事
業所・
保護
者請
求管
理

請求内容
確認

11-1-5 毎月の施設等利用費が認定児童ごとに適正に計算できること。
施設・事業毎の利用額・合算額や上限額を管理できること。
上限額は、事業所や保護者からの請求情報を即時に反映できること。
月途中の入退園・転出入等に関して、自動で日割り計算できること。

施設等利用給付の「自治体独自の補助」については、以下のような独自基準
の組合せにより、独自補助額を計算・登録・管理できること。
また、独自加算額の計算を外部で行う場合に、その計算結果の金額を取り込
みできること。

【独自加算額の算定に必要な情報の例】
　・独自補助（上限）金額（年齢・世帯所得・多子状況の区分別に設定）
　・認可保育所に通った場合の保育料（世帯所得別）
　・施設等利用費との合算での上限額管理（≦保育料実額）

【独自加算額の計算事例】
　例：区分判定された独自補助金額（子が0歳で世帯所得の階層区分Aの場
合）＝B万円（≦保育料実額-施設等利用費の額）
　例：〇～〇歳の独自補助上限金額（一律A万円≦保育料実額）-（認可保育
所に通った場合の保育料（階層区分BでC万円））-（施設等利用費の額（3.7万
円以下））＝D万円

― 「自治体独自の補助」については、
「保護者個人への給付」を想定して定
めています。
団体によって差異の大きい「施設へ
の補助金」については、定義しており
ません。

03 契
約

3.3利
用者
負担
額決
定

利用者情
報の管
理・集計

3-3-1 利用者に対して、利用者負担額算出に必要な情報（税情報、多子情報、歳
児、認定区分、保育の必要量、世帯情報（生保、母子、障がい）等）を入力・
管理できること。
【管理項目】
利用者負担決定情報(利用者負担額決定年月日,算定基準日,利用者負担
額,適用開始日,変更事由),国階層,市区町村階層情報(階層内容,階層判定条
件,多子軽減設定,階層別保育料),税情報(申告区分,均等割額,所得割額,前
年度申告区分,前年度均等割額,前年度所得割額),減免申請情報(国減額区
分,市区町村減額(内容、条件、金額),減免申請年月日,減免決定年月日,棄
却日,棄却理由),減免決定情報(減免適用開始年月日,減免適用終了年月日)
等

税情報のデフォルト表示年度を修正できること。 ―

03 契
約

3.3利
用者
負担
額決
定

利用者負
担額算出

3-3-2 自治体独自の利用者負担区分（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。
国基準の負担額（上限額）と自治体独自の負担額の計算ができること。
CSV形式データ等で必要情報を出力できること。独自ツール（API等）で再計
算した利用者負担額データを取り込めること。
税未申告者の対応について、最高階層での算定を実施する等のパラメータ
対応ができること。

任意の時期に、参照する税情報の年度を切り替えて、かつ、任意の時期に遡
及して適用できること。

― 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
応できるよう定めています。

03 契
約

3.3利
用者
負担
額決
定

利用者負
担額算出

3-3-7 国基準の利用者負担について、多子軽減の計算を実施できること。
利用者負担額の減免処理（収入の減少や災害等）を個別に実施できるこ
と。
自治体独自の減免措置について、パラメータで負担額の減免率・減免額を
登録できること。

自治体独自の多子軽減に関しては、パラメータで対応できること。
＜パラメータの内容＞
・多子にカウントする兄弟の年齢上限等
・軽減の条件と内容（例：第〇子の場合、保育料が半額）

― 国の定める基準の減免対応・児童別
の減免対応を個別設定する機能を
「実装すべき機能」に定めています。
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」として定めています。

4.利用者負担額算定

【構成員A（自治体）】
-
【構成員B（自治体）】
-
【構成員C（自治体）】
-
【構成員D（自治体）】
-
【構成員E（システム事業者）】
-
【構成員F（システム事業者）】
-

5.延長保育料算定

【構成員B（自治体）】
-
【構成員C（自治体）】
-
【構成員D（自治体）】
-
【構成員E（システム事業者）】
-
【構成員F（システム事業者）】
-
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目
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目

作業
機能要件

ID
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13 延
⻑保
育事
業

13.1
延⻑
保育
管理

延長保育
料算定

13-1-7 延長保育料単価及び利用実績をもとに子ども別に延長保育料を計算できる
こと。
延長保育料単価、日割り有無(月額のみ)、上限有無・上限額(日単位・利用
時間単位のみ)、賦課年月（当月、翌月）を設定できること。
延長保育料単価は、月額、日単位（例：300円/１日など）、利用時間単位
（例：150円 /30分）の料金体系に対応できること。利用時間単位の単位(30
分、60分等)を任意に設定できること。
延長保育料単価を複数設定した場合、子ども毎に適用する単価を選択・登
録できること。
任意の子どもについて手動での単価の修正・登録もできること。
【管理項目】
延長保育契約情報（延長保育利用施設,延長保育開始年月日,延長保育終
了年月日,早朝保育開始時分,早朝保育終了時分,延長保育開始時分,延長
保育終了時分）,延長保育料情報（算定基準日、延長保育料、延長保育料減
免額）,延長保育利用実績情報（月単位、日単位、利用時間単位）,延長保育
料減免情報（延長保育料減免項目、延長保育料減免要件）,延長保育料金
体系（月単位.日単位,利用時間単位名称,利用時間単位）,日割日数(分母・
分子),延長保育料単価,延長保育料上限,賦課年月（当月、翌月） 等

― 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での延長保
育料の計算を実装すべき機能とし、
年齢や所得階層等に応じた延長保
育料単価での延長保育料算定をオプ
ション機能としています。
延長保育料算定区分は、公立での利
用を想定して設定したものとなりま
す。
※延長保育料算定区分の補足
<延長保育料単価の設定例>
年齢：３歳以上/利用条件:１1回以上
/階層：A/多子：第1子/  平日朝7:00
～ 7:30 月額1,500円
年齢：３歳未満/利用条件:１1回以上
/階層：A/多子：第1子/ 平日朝7:00
～ 7:30 月額2,000円
<所得階層は内訳設定例>
階層階層A ～XXX万円,階層階層B
XXX万円～XXX万円,階層階層B XXX
万円～

13 延
⻑保
育事
業

13.1
延⻑
保育
管理

延長保育
料算定

13-1-8 児童ごとに延長保育の利用実績を月単位、日単位もしくは利用時間単位(1
日9コマ以内)で登録・修正・削除・照会ができること。
月単位の料金体系の場合、利用実績管理の有無を設定できること。
また、児童別の延長保育利用実績をcsv等による一括取込ができること。
(例)1ヶ月（20日）1日60分を利用した場合
月単位の実績：月単位「1ヶ月」を1コマ利用
日単位の実績：日単位「 1日」を20コマ利用
時間単位の実績：利用時間単位 「30分」を40コマ利用

― 月単位の料金体系の場合、利用実
績がなくとも請求する自治体があるこ
とから、利用実績を管理しない自治
体への対応も想定しています。
利用時間単位(日別に最大9以内)
は、30分・60分単位や、朝・夕方での
管理を想定し、1日あたり最大９単位
の登録を想定しています。
子ども別に異なる料金体系を適用す
ることで、スポット利用の延長保育料
や保育必要量（短時間）の延長保育
料で異なる料金体系を設定している
自治体への対応を想定しています。

00 共
通

0.1 他
システ
ム連携

- 0-1-8 子育てワンストップサービス（マイナポータル・ぴったりサービス）を利用して
行われたオンライン申請の情報を連携し、利用できること。
【対象機能】
・支給認定申請
・保育施設等の利用申込
・保育施設等の現況届
※現在機能要件に記載がある申請以外にも今後対象範囲を順次拡大する
可能性がある。

― ―

6.現況届(ぴったりサービスの利用)

【構成員A（自治体）】

子ども別に適用される延長保育料単価及び利用実績をもとに、子ども別の延
長保育料を計算できること。
延長保育料算定区分別の延長保育料単価、日割り有無(月額)、上限有無・上
限額(日単位・利用時間単位)、賦課年月（当月、翌月）を設定できること。
延長保育料単価は、延長保育料算定区分別かつ月額、日単位、利用時間単
位の内訳別に設定できること。利用時間単位の単位を任意に登録設定できる
こと。
月額、日単位、利用時間単位の内訳（例：平日朝7:00～ 7:30、平日夕18:30～
19:00、平日夕18:30～19:30、スポット利用）を99個以内に任意設定できること。
※延長保育料算定区分は、①利用回数（例：10回以下、11回以上）、②年齢
（例：3歳未満、３歳以上）、③所得階層（例：生活保護世帯、非課税世帯、A階
層、B階層、C階層）、④多子（例：第1子、第2子、第3子）、⑤保育必要量（例：
標準、短時間）、⑥その他(例：おやつ有無)で構成する料金体系別の延長保育
料単価を設定するための区分。
延長保育料算定区分について、③所得階層は内訳を99個以内、各自治体が
その他項目（内訳は9個以内）任意で設定できること。

子ども別に適用される延長保育料単価は、保育利用・延長保育利用にあたり
登録する情報をもとに延長保育料算定区分の各項目（年齢、階層、多子、保
育必要量など）より自動で判定できること。
子どもごとにその他項目について、登録・管理できること。
【管理項目】
延長保育料金体系（月単位.日単位,利用時間単位名称,利用時間単位）,延長
保育料算定区分情報（延長保育料算定区分項目内訳（利用回数、年齢、所得
階層、多子、保育必要量,その他）,延長保育料単価)等

【構成員A（自治体）】
-
【構成員B（自治体）】
-
【構成員C（自治体）】
-
【構成員D（自治体）】
-
【構成員E（システム事業者）】
-
【構成員F（システム事業者）】
-
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01教
育・保
育給
付認
定管
理

1.4現
況確
認

現況届作
成

1-4-2 現況届提出対象者に対して、世帯単位でシステムで保持する最新情報を印
字した現況届を出力できること。
現況届は、ぴったりサービスの標準様式(保育施設等の利用に係る現況届)
の項目に対応した様式を用いる事ができること。
【出力帳票】
現況届

施設経由の場合、施設ごとに、書類の提出先（どこの区役所等）を記載した在
籍園児の一覧を出力できること。
【出力帳票】
現況届提出先一覧

― ぴったりサービスの標準様式(世帯単
位が前提)を採用する自治体のみが
使用する機能であり、独自様式を採
用する自治体は本システム外で帳票
作成していただく前提です。
運用としては、システムより出力した
現在の最新情報を印字した現況届を
保護者に送付し、保護者にはぴった
りサービスで、変更があった項目の
みを入力し提出いただく想定です。
本機能は、住民の負担軽減、事務負
担軽減の観点より実施すべきとして
定めています。

09施
設等
利用
給付
　認定
管理

9.4現
況確
認

現況届作
成

9-4-2 世帯単位でシステムで保持する最新情報の印字された現況届を出力できる
こと。
ぴったりサービスの標準様式(保育施設等の利用に係る現況届)の項目に対
応した様式を利用できること。
【出力帳票】
現況届

施設経由の場合、施設ごとに、書類の提出先（どこの区役所等）を記載した在
籍園児の一覧を出力できること。
【出力帳票】
・現況届提出先一覧

― ぴったりサービスの標準様式は教
育・保育給付と共通のため、要件の
考え方・経緯は教育・保育給付（1-4-
2）を参照願います。施設等利用給付
の現況届では、利用施設を確認して
いる自治体もありますが、当該情報
は、本システムでは利用実績で確認
いただく前提です。なお、共通様式の
ため、教育・保育給付と施設等利用
給付で別々に提出いただく想定はあ
りません。

05 事
業所
管理

5.1 事
業所・
事業
者情
報の
登録・
管理

事業所・
事業者情
報の登
録・管理

5-1-1 施設型給付費・地域型保育給付費の対象施設・事業者の基本情報を登録・
修正・削除・照会できること。

【管理項目】
施設事業所情報（事業所名称,施設事業所住所情報）,事業者情報（管理者
氏名,事業者番号）,管理情報（事業所番号,施設事業所開始年月日,開所日
時情報,定員情報,学級情報,延長保育情報,確認状況,分園情報）,事業所口
座情報（金融機関,支店,支店コード,口座種別,口座番号,口座名義人カナ,口
座名義人名） 等

施設型給付費・地域型保育給付費の対象施設・事業者の基本情報を登録・修
正・削除・照会できること。

【管理項目】
管理情報（代表者情報,一時預かり情報,病児保育情報,障害児対応有無,検査
情報,勧告情報,命令情報）,子ども・子育て支援情報システム「ここdeサーチ」関
連項目(事業者情報,施設基本情報,施設詳細情報) 等

― 事業所・事業者の基本情報等の項目
を登録・管理するよう定めています。

10 事
業所
管理

10.1
事業
所・事
業者
情報
の登
録・管
理

事業所・
事業者情
報の登
録・管理

10-1-1 施設等利用給付に関わる対象施設・事業者の基本情報を登録・修正・削
除・照会できること。

【管理項目】
施設事業所情報（事業所名称,施設事業所住所情報）,事業者情報（管理者
氏名,事業者番号）,管理情報（事業所番号,施設事業所開始年月日,確認状
況）,サービス提供情報（未移行幼稚園・認可外保育施設・預かり保育・一時
預かり・病児保育・ファミサポ等事業情報）,事業所口座情報（金融機関,支店,
支店コード,口座種別,口座番号,口座名義人カナ,口座名義人名）,保育料 等

施設等利用給付に関わる対象施設・事業者の基本情報を登録・修正・削除・
照会できること。

【管理項目】
管理情報（代表者情報,検査情報,勧告情報,命令情報）,子ども・子育て支援情
報システム「ここdeサーチ」関連項目(事業者情報,施設基本情報,施設詳細情
報) 等

― 事業所・事業者の基本情報等の項目
を登録・管理するよう定めています。

【構成員A（自治体）】
-
【構成員B（自治体）】
-
【構成員C（自治体）】
-
【構成員D（自治体）】
-
【構成員E（システム事業者）】
管理項目の「～情報」について、どのような項
目を管理するのかを明確化すべきと考える。
【構成員F（システム事業者）】
-

8.収納・滞納管理

-
【構成員B（自治体）】
-
【構成員C（自治体）】
-
【構成員D（自治体）】
-
【構成員E（システム事業者）】
-
【構成員F（システム事業者）】
ぴったりサービスを利用について、ぴったり
サービスでは業務項目を予め初期値として
セットした上で利用者に入力いただくことはで
きないため、「②保護者はぴったりサービス上
で、変更があった項目のみを入力し提出。」と
いう運用は現在のぴったりサービスの標準様
式では難しいのではないか。

7.事業所管理
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07 保
育料
等納
付管
理

7.1調
定

調定金額
確定処理

7-1-1 保育料等（利用者負担額、副食費、延長保育料）の根拠情報から調定情報
を計算し、登録・管理できること。
調定情報を抽出した一覧を照会・出力できること。
【管理項目】
調定情報(識別番号,徴収番号,施設事業所番号,科目,賦課年度,調定年度,保
育料等調定額(利用者負担額,副食費,延長保育料,その他費用,督促手数料,
延滞金),納期限,期割数,更正情報(更正年月日,更正事由)等
【出力帳票】
調定一覧表

左記以外の科目についても、外部で徴収額計算をする前提で、調定情報をイ
ンポートできること
インポートした調定情報に基づいて納付管理できること。

― 前提として、「保育料等納付管理」の
各機能は「本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
めるものとしています。
「外部システム（総合収滞納システム
等）で実装・業務を行う場合」は本仕
様に制限されません。
「概算払い精算時の差額（支払過ぎ）
の徴収」及び「自治体が直接徴収し
ない場合（直接契約施設等）」につい
ては管理対象外としています。

07 保
育料
等納
付管
理

7.7滞
納管
理

通知書
(延滞金
納付書)
発行

7-7-17 差押換価等の収納情報を手動で登録・消込できること。
時効の更新や完成猶予を手動で登録できること。

― 滞納処分情報（繰上徴収、
納付委託、徴収猶予、延滞
金減免、差押、参加差押、交
付要求、換価猶予等）を登
録・管理できること。

本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
念があります。
実態として、多くの市町村では、各種
滞納処分（繰上徴収、納付委託、徴
収猶予、延滞金減免、差押、参加差
押、交付要求、換価猶予等）について
は、頻度が少ないので手動で対応す
るか、外部システム（滞納管理システ
ム等）で対応していると伺っていま
す。よって、必要十分な機能（督促、
催告等）のみを本システム機能とし、
それ以上の滞納処分については、
「実装しない機能」としております。
なお、差押処理等は実装しません
が、差押後の換価による収納情報
や、各種滞納処分に伴う時効の更新
等については、手動で登録できること
を要件としています。

08 統
計・報
告等に
係る集
計

8.1子
どもの
ための
教育・
保育
給付

- 8-1-3 事業実績報告書（様式7号）及び施設型給付費等の基礎資料に関する調査
票において、システムが保有する管理項目の範囲で必要となるデータを抽
出することができること。

― ― 左記は、様式・項目によっては、標準
準拠システムの管理項目からは作成
できないものもあること等から、帳票
に必要となるデータの抽出を要件と
するが、抽出後の帳票作成の作業が
複雑とならないことを前提とする。

12 統
計・報
告等に
係る集
計

12.1子
育ての
ための
施設
等利
用給
付

- 12-1-2 事業実績報告書（様式7号）及び施設等利用費等の基礎資料に関する調査
票において、システムが保有する管理項目の範囲で必要となるデータを抽
出することができること。

― ― 左記は、様式・項目によっては、標準
準拠システムの管理項目からは作成
できないものもあること等から、帳票
に必要となるデータの抽出を要件と
するが、抽出後の帳票作成の作業が
複雑とならないことを前提とする。

【構成員A（自治体）】
-
【構成員B（自治体）】
-
【構成員C（自治体）】
-
【構成員D（自治体）】
-
【構成員E（システム事業者）】
-
【構成員F（システム事業者）】
-

【構成員A（自治体）】
-
【構成員B（自治体）】
-
【構成員C（自治体）】
-
【構成員D（自治体）】
-
【構成員E（システム事業者）】
-
【構成員F（システム事業者）】
-

9.統計・報告等に係る集計


