
意見照会結果WG検討結果資料(機能要件) 資料2

実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

認定 1

１号だけでなく、２号についても認定開始日が満
３歳日以降になるようワーニングを通知できるこ
と。

特別区 運用困難 〇 6

【実装すべき機能】
年齢におけるエラーチェック機
能を追加する

83% 17% 7 89% 11% 10

制度的には3歳以上が要件となるため、ワーニングではなくエラーとすべき機能かと考え
る。

〇反映する
(実装すべき)

-

認定 2

月途中の認定変更に対しても、利用料や給付費
の情報と連携し、反映できること。

政令市 運用困難 〇 1

【実装すべき機能】
月途中の認定変更ができるこ
と。（月途中で変更した場合の
利用者負担については、翌月か
ら変更後の利用者負担を適用
できること。）を追加する。 100% 0% 8 100% 0% 11

作業が月途中可能という意味ではなく、変更適用を月途中で可能にしてほしいので、利用
者負担も月途中から適用としてほしい。

【事前協議等から事務局補足】
3-3-2に、「月途中で認定変更した場合の利用者負担の変更時期については、当月（日割
り）と翌月で選択できること。」を追記します。 〇反映する

(実装すべき)

-

認定 3

施設担当所管は，施設区・居住区を登録可能と
すること。

政令市 運用困難 〇 2

【オプション機能】
行政区ごとの管理は、別途共通
要件において追加を行う。

100% 0% 8 88% 13% 11 本市では行政区ごとに管理していないため、運用しない想定となる。
〇反映する
(オプション)

-

認定 4

子ども子育て支援法にて、施設の利用前に認定
通知書を発出する必要があるため、教育・保育
施設退園の翌日から特定子ども子育て支援施設
に入園する場合等では、教育・保育給付認定１
号と施設等利用給付認定１号であってもシステム
上では、一時的な重複が発生する場合がある。
自治体によっては、教育・保育給付、施設等利用
給付等の認定、支給を２課等に分けて実施して
いる。（特に園児数が多い都市部）
その中で、教育・保育の資格喪失処理、施設等
利用給付の認定処理のタイミングにより、上記と
同様に一時的な重複が発生する。

中核特
例

運用困難 〇 2

【実装すべき機能】
給付側の仕組みで、二重給付と
ならないよう修正する。要件の
考え方の１号と新１号がありえ
ないとする記述は削除する。

92% 8% 7 100% 0% 11

一時的に重複するイメージが沸かない。退園して翌日から別園への入園であっても、例え
ば退園した日までが教育保育給付1号の期間であり、その翌日からが施設等利用給付1
号になるため、日付が重複しないと考える。
考え方を除外するのではなく、登録時に、確認メッセージ等にて警告を促すことは必要無
いか。「はい」を押すと登録可能。

〇反映する
(実装すべき)

-

認定 5

兄弟の認定保持者がいる場合、保護者の就労先
情報や所得状況の登録、修正を児童ごとに行わ
ずに済むこと。
なお、保育所入所申込や在園情報よりも普遍的
な認定情報において管理することが望ましい。

特別区 運用困難 〇 1

【実装すべき機能】
きょうだいの認定保持者がいる
場合などは、一部の基本情報等
は世帯単位で合わせて管理す
ることを追加する。

82% 18% 8 75% 25% 11

単なる便利機能(入力補助機能)としての、きょうだい児情報のコピー機能の実装であるな
ら賛成である。世帯単位で更新をしたことを操作者に知らせるようにしてほしい。兄弟で
あっても世帯を別に管理したい場合や所得状況と各台帳の所得階層とのズレが発生する
可能性もあるため、世帯情報の一元管理はオプションとし、世帯情報は引き継げるように
する機能を実装すべき機能としてはどうでしょうか。

【事前協議等から事務局補足】
複数の認定こどもがいる世帯の基本情報については、①世帯単位の管理とする、又は、
②先に入力されたきょうだいの情報の複写機能を実装することを検討する。

〇反映する
(実装すべき)

-

認定 6

支給認定申請及び保育利用申し込みの電子申
請については、『ぴったりサービス』の利用を前提
として構築されているが、本市では本市独自の電
子申請システムにおいて受付けていることから、
支給認定申請データ及び保育利用申し込むデー
タをCSV形式にて一括取り込みを行う機能は必
須です。

政令市
要件種別

(①)
△ 5

【オプション機能】
支給認定申請データの取り込み機
能を実装すべきとする意見が複数あ
るが、政令市が半数以上のためオ
プション区分の整理でよいか

100% 0% 11

取り込み対象項目の整理が必要と考えます。

×反映しない

-

認定 7

教育・保育給付認定について、認定情報を登録・修
正・削除・照会できること。
任意の期間内に認定申請をした者を抽出し一覧で認
定結果等を出力できること。

【管理項目】
支給認定者番号,支給認定決定情報(支給認定区分,
支給認定年月日,支給認定期間開始年月日,支給認
定期間終了年月日),支給認定却下情報(支給認定却
下年月日,支給認定却下理由)　等

【出力帳票】
教育・保育給付認定申請者一覧

― ― 1-1-3 認定
結果入力

認定開始日を遡及して変更できること。（新年度
４月からの認定申請を入力した後に、現年度の
入所選考の申請がある場合などを想定）
認定変更の変更適用日を何らかの理由で現在よ
りも前に遡って入力できること。

政令市 運用困難 △ 1

【実装すべき機能】
認定開始日を遡及修正する機能を
追加すべきか

82% 18% 8 100% 0% 11

新年度４月からの認定申請を入力した後に、現年度の入所選考の申請がある場合は多
いため、追加してほしい。変更適用の機能ではなく、認定開始日を上書き訂正する機能と
していただきたい。

〇反映する
(実装すべき)

-

認定 8

幼稚園＋預かり保育を利用しながら、保育園の
入園申請をしている世帯など支給認定を１，２
号、新認定を２号と計３つの認定を保持する場
合、パラメタ等の調整を行っても３つそれぞれの
認定帳票が出力されることを希望。
保育園の申請後に１号と新２号を取消、２号入・
出力、保育園保留により１号と新２号の再入力等
は合理性に欠けるため、支給認定と施設等利用
給付認定の管理を分ける必要がある。

特別区 運用困難 〇 1

【オプション機能】
認定決定通知書等の帳票は認
定状況（複数の認定を保有して
いる等）に応じて選択して、出力
できること、を追記する。

83% 17% 7 78% 22% 10

・個別発行と記載した方がよいのではないでしょうか。（一括発行は除く）
・教育・保育給付の認定で１号と２号が両方ある状態は制度的に必要なのでしょうか。
・対象の特別区の記載にある、子ども・子育て支援の認定で1号と2号の両方を保持してい
るという状態は、制度上ありえないと想定しているが、そのようなことが可能な仕様となる
のか。

【事前協議等から事務局補足】
制度的には教育・保育給付について、同時に複数の認定を保有することはない。意見に
あるケースでは、特別利用教育として幼稚園を利用すれば、保育所入園後に、施設等利
用給付の２号認定を取り消すだけで足りるが、このほかに、内部的に業務上、「認定決定
通知書」等帳票出力の発送準備等必要となるケースがあるかどうか確認する。
また、教育・保育給付と施設等利用給付の両方の認定を受けている者の帳票出力につい
て、連動させる何らかの機能が必要かを確認する。

×反映しない

-

認定 9

ワーニング通知について、保育の必要性事由の
選択により、認定期間が所定の期間を超過して
いる場合に通知できる機能を追加してほしい。

中核特
例

運用困難 〇 1

【実装すべき機能】
認定の有効期間が切れる対象
者の抽出機能を追加する。

91% 9% 8 88% 13% 11

・パラメタで指定した期間において認定期間が終了となる対象者を一括で抽出するバッチ
機能を想定する。
・確認用なので、個別の機能ではなく、EUC等で抽出する等でもよいのではないでしょう
か。

【事前協議等から事務局補足】
一括での認定変更を行う者の抽出条件として、認定有効期間が終了する者、期間切れの
前に就労等の事由に変更があった者（保育必要量の変更を含む）以外にないか確認す
る。
また、業務上必要な機能であり、実装すべき機能としてよいか。

□継続検討

「認定有効期間が満了する者について、事前に通
知する機能」を検討する。

教育・保育給付認定申請に関する通知書（決定・却
下）を出力できること。
教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証を出
力できること。

【出力帳票】
教育・保育給付認定決定通知書
教育・保育給付認定却下通知書
教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証

教育・保育給付認定申請に関する通知書（延期）を
出力できること。

【出力帳票】
教育・保育給付認定延期通知書

― 教育・保育給付認定決定
通知書又は教育・保育給
付認定決定通知書兼支
給認定証のどちらを出力
するかは自治体で選択す
る前提です。
教育・保育給付認定延期
通知書の出力は、広報に
よる通知も認められてい
ることから、実装してもし
なくても良い機能として定
めています。
複数の認定を保有してい
る状況とは、幼稚園＋預
かり保育を利用しなが
ら、保育園の入園申請を
している世帯等を指す。

1-1-4 通知
書発行

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント

子どものための教育・保育給付

教育・保育給付認定について、申請情報を登録・修
正・削除・照会できること（認定変更、認定取消、申請
取下を含むことができること）。
自治体独自の「保育希望理由」を登録できること。
重複認定となる場合は、登録時にワーニングを通知
できること（職員で問題ないと判断する場合は、継続
して操作し登録を可能にできること）。
教育・保育給付１号認定と施設等利用給付１号認定
等の制度上考えられない重複認定の場合、重複登
録できないようシステム側で制限できること。
教育・保育給付の１号認定の認定開始日が満３歳日
以降になるよう、エラーチェックできること。

【管理項目】
支給認定履歴番号,子ども子育て支援台帳番号,児童
情報(児童宛名番号,担当所管,児童フリガナ,児童氏
名,児童生年月日,児童年齢,児童性別),保護者情報
(保護者宛名番号,保護者フリガナ,保護者氏名,保護
者生年月日,保護者性別),保護者連絡先情報(保護者
郵便番号,保護者住所,保護者連絡先,保護者連絡先
区分,保護者メールアドレス),世帯情報(世帯識別番
号,世帯員宛名番号,世帯員氏名,世帯員生年月日,世
帯員性別,世帯員年齢,世帯員住所,職業,関係(続柄),
保護者区分),多子世帯該当,きょうだい情報(兄弟入
所状況,生活保護情報(該当有無、開始年月日),ひとり
親世帯該当,特別児童扶養手当該当,在宅障害世帯
該当,申請児障害有無,支給認定申請情報(支給認定
申請年月日,支給認定申請有効期間,重複認定,支給
認定申請者),支給認定申請区分,支給認定申請状態
区分(翌年申請有無,支給認定申請状態区分),情報開
示同意有無,未提出書類情報(資料名称),保育希望有
無,保育必要量,保育必要性の事由,支給認定申請事
由,支給認定変更情報(支給認定変更年月日,支給認
定変更理由),支給認定取消情報(支給認定取消年月
日,支給認定取消理由),支給認定延期情報(延期処理
見込期間,延期理由)　等

認定申請データ（CSV形式等）を一括取込できるこ
と。
申請情報における子ども、保護者、世帯員の個人番
号情報を登録・修正・削除・照会できること。

【管理項目】
個人番号

― 重複認定の運用が通常
ありえないケース（教育・
保育給付の認定１号と施
設等利用給付１号認定の
重複認定等）を除いて、
重複認定の運用は各自
治体の判断に応じて対応
できるよう定めています。
個人番号を管理項目とし
て保持しない場合は、宛
名番号等で共通基盤、又
は住民記録システムから
個人番号の取得を行い、
一時的にシステムに保持
したうえでデータの連携
(0-1-1にて定義)を行う運
用を想定してます。
複写機能は便利機能で
あり、きょうだいであって
も世帯を別に管理したい
場合は、別に管理するも
のとする。

1-1-1 申請
入力

区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

年齢到達処理として、満3歳の到達者・就学になる子
どもを抽出できること。
年齢到達者の認定内容を一括で修正できること。
認定変更対象者の一覧を出力できること。

【出力帳票】
給付認定区分更新予定者一覧

― ― 1-2-1 変更
処理

1



実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

認定 10

1号への認定変更が一括登録できることは、必須
であるため実装すべき機能と考える。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 4

【オプション機能】
1号への認定変更の一括登録機能
を実装すべきとの意見が複数ある
が、実装すべき機能とするほど多く
の意見がないためオプション機能の
整理でよいか

75% 25% 11

2号認定の期間満了に伴い職権により1号への一括認定変更であれば、実施するしない
は分かれると考えるためオプションでよいと考える。

【事前協議等から事務局補足】
「認定変更の一括登録機能」については、現行要件では、年齢到達による一括変更しか
想定されていなかったため、（No.9で）条件を追加する。

×反映しない

-

認定 11 当該帳票は実装すべき帳票である。 その他
要件種別

(①)
△ 4

【オプション機能】
認定取消対象者一覧表の出力を、
実装すべきとする意見が複数ある
が、政令市が半数以上のためオプ
ション区分の整理でよいか

78% 22% 10

制度上政令市以外でも必要であると考えるため、実装すべき機能とした方が良いと考え
ます。本市では一覧表形式での活用がないため、意見なし。

×反映しない

-

認定 12

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。

1-4-2 現況
届作成

現況届は「児童単位」で出力できること。
＜理由＞
きょうだい間で、保護者の保育の必要性が異なる
場合が想定されられるため。（教育・保育給付認
定と施設等利用給付認定で共有するならばなお
さら。）

政令市 運用困難 〇 1

【実装すべき機能】
現況届は、きょうだい間で保護
者の保育の必要性が異なる場
合等の事情に応じて、パラメー
タの設定により児童単位で出力
できること、を追加する。

100% 0% 11 86% 14% 12

基本的に方針に合意するが、保護者単位か児童単位かという出力の仕方は自治体によ
り異なるため、出力単位の要件自体をオプション定義してもよいように考える。

〇反映する
(実装すべき)

-

認定 13

利用申請の入力の際に、認定申請情報を参照で
きること。また、必要に応じて連携できることを次
の機能を実装すべき機能へ追加

政令市 運用困難 〇 1

【実装すべき機能】
利用申請の入力の際に、認定
申請情報を参照できる機能を追
加する。

90% 10% 9 100% 0% 11
〇反映する
(実装すべき)

-

認定 14

希望施設の実施年齢範囲外となっている場合
は、利用申請登録ができないようにワーニングを
表示することを次の機能を実装すべき機能へ追
加

政令市 運用困難 〇 1

【実装すべき機能】
希望施設の実施年齢範囲外と
なっている場合は、利用申請登
録ができないようにワーニング
機能を追加する。 100% 0% 8 88% 13% 11

入力要件として誤操作の抑止はあってもよいとは考えるが、オプション機能定義でもよい
のではないか。

〇反映する
(実装すべき)

-

認定 15

子どもを特定した際、生年月日と基準となる日付
（システム日付や処理日・指定日等）から自動で
計算した年齢（0～1歳児においては生後日数含
む）・クラス年齢が表示できることを次の機能を実
装すべき機能へ追加
施設が児童を受け入るための条件として児童の
年齢（生後日数）があり、利用調整情報として必
要不可欠であるため 政令市 運用困難 〇 1

【実装すべき機能】
・出生前子どもでも住登外として
登録できること、を追加する。
・生年月日と基準となる日付（シ
ステム日付や処理日・指定日
等）から自動で計算した年齢（0
～1歳児においては生後日数含
む）・クラス年齢を表示できるこ
とを追加する。

82% 18% 8 100% 0% 11

・1点目については賛同する。2点目については要件が細かすぎるのではないか。（画面設
計に近い）
・出生前子どもでも住登外として登録は今も運用している自治体あるため可能。

【事前協議等から事務局補足】
２点目については、年齢のように、生年月日と基準日から計算して表示されるものは、管
理項目の定義に照らし、管理項目として追記しないこととする。
ただし、クラス年齢については手動で修正するニーズがあるため、「クラス年齢について手
動で修正できること。」を追記する。

〇反映する
(実装すべき)

-

認定 16

現行のシステムでは、２人以上の兄弟・姉妹の同
時入所申請の際に、「１．同時に同じ保育所等の
み施設に通う」、「２．同時であれば別々の保育
所等でも施設に通う」、「３．１人だけ入所できた
場合でも施設に通う」という３つの設問をデータ管
理する仕様としており、保護者の希望を事前に把
握し、入所選考を行うことができる仕様としてい
る。入所選考の際に、当該希望内容を把握して
おかないと、仮に上の子供が入所となり、下の子
供が入所できなかった際に、入所が決定してい
た上の子供の選考結果を取り消し、再度入所結
果の調整を担当者が行わなければならないた
め、当該項目についてシステム上データ管理でき
る仕様としたい。一人の子供の入所選考結果が
変更となると、その子供だけでなく他の子供の入
所判定もやり直さなければならず負担が大きく
なってしまう為、当該機能の搭載を希望します。

その他 運用困難 △ 1

上の子だけ入所、下の子だけ入所と
いったニーズへの対応について、機
能要件への記載自体は他要件とも
比較し記載粒度が細かいため、例
示での記載で対応する。

100% 0% 10 78% 22% 10

例示での記載に賛同する。利用調整において出力したデータにて保護者の希望が把握で
きるようであれば管理項目として追加してなくても良いと考える。

例示で対応を示すことについては特に指摘はありません。
管理項目を例示するのであれば、以下も追加してほしい
・別園であっても、きょうだいごとの希望順位を優先するか
・同園であることを優先するか（どの児童の順位は優先するか含む）固定的な利用の管理
項目とするのか否か、検討が必要ではないでしょうか。

〇反映する
(その他)

-

認定 17

希望園の登録可能数が第10希望までしか入力で
きないのは少なすぎる。希望園数に制限がない
自治体も一定数あることから、仕様上は無制限
に入力できるようにしておいたほうが良いと思う。

特別区 運用困難 △ 5

【オプション機能】
複数自治体から、オプションの30個
でも足りず、希望園の上限を増やす
要望を受けている。
増やすとした場合、システム的に上
限を設定するのが必要となるため、
合計で99個とするのが適当か。

78% 22% 10 86% 14% 12

・自治体により、実装する上限が99個を超過する可能性があるのではないか。現行の運
用を考えると3桁の自治体もあるため、標準化を機に30施設に収める運用に変更していた
だく方針ではどうか。※施設が増えるだけ現場職員の負荷が増加する。

・希望園の上限を桁数で決める必要があるのであれば、管理項目と同様に３桁とし、999
個としてほしい。99個とした根拠についてご教授ください。
どのぐらいの希望施設数であれば運用可能か、要望された自治体に確認いただけないで
しょうか。

〇反映する
(オプション)

-

― 認定取消となる対象者を抽出した一覧を出力できる
こと。
データ連携（住記等）から認定取消となる対象者を一
括で登録できること。
転出後も同一施設に入所し続ける対象者を登録・解
除できること。

【出力帳票】
認定取消対象者一覧表

― 1-3-1 取消
処理

保育所等における利用申請（転園、他自治体委託も
含む）に関して申請情報（利用取下申請を含む）を登
録・修正・削除・照会できること。
過去の利用申請情報や選考結果情報を照会できる
こと。
入所選考にかかるメモを子どもごとに登録できるこ
と。

【管理項目】
利用申込受付情報(利用申込受付番号,利用申請年
月日,利用申請有効期間,利用申請者),利用申請区分,
利用申請状態（ステータス）区分,利用申請希望情報
(希望曜日,希望利用期間開始年月日,希望利用期間
終了年月日,入所希望事業所情報(事業所番号、希
望順位)),保育希望理由,優先利用事由,広域利用情
報(委託・受託児童区分,受託者,給付請求情報（事業
所支払,市区町村払）,協議結果,協議結果事由),利用
申請取下情報(利用申請取下年月日,利用申請取下
理由)

― ― 入所選考にかかるメモ
は、共通要件0-3-17の
特記事項のうち利用調整
に関するものを参照でき
る場合でも可とします。

2-1-1 申請
情報入力

利用を希望する施設は、第10希望まで登録できるこ
と。

利用を希望する施設を20個以内で任意で追加できる
こと（合計30希望まで）。

― 希望施設の登録数は、自
治体の判断で最大30ま
で拡張できるよう定めて
います。
各施設に関する情報等を
記録を残したい場合は、
入所選考に係るメモ機能
を使っていただく想定で
す。

2-1-2 申請
情報入力

2



実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

認定 18

きょうだい要件がそれぞれ異なる場合、自動選考
時にそれぞれ対応してほしい。（例：上の子はきょ
うだい要件の要望なし、下の子は上の子と同時
同所を希望　など）

中核特
例

運用困難 △ 1

No16と同上

100% 0% 12 71% 29% 12
〇反映する
(その他)

-

認定 19

基準指数にアルファベットを使用できること
（例）本市の場合
ランクで区分（ABCDEFGHIの順に高いものとす
る。）

政令市 運用困難 △ 1

【実装すべき機能】
→【オプション機能】
アルファベット表記まで機能として追
加すべきか。
調整指数の結果如何で基準指数の
結果の逆転を許さない場合には、並
び替えの機能で対応できないか。

50% 50% 9 56% 44% 10

・合計の算出等ができなくなるため、アルファベットは避けたい。（結果として、A=10、B=9
等数値に置き換えて区別することになるのではないか）
指数の保持の仕方はシステム要件であり、標準化機能要件として定義すべきではないと
考える。並べ替えの機能で対応できるようであればオプション機能で良いと考える。

・ランク分けせずにランク加点としてAは300点、Bは200点、Cは100点などとして運用が可
能と思われる。基準指数は数字のみとし、指数の区分名などでランクを表現すべきと考え
ます。

・アルファベットの優先順が分かりにくいと思うため、実装すべき機能としては数値までと
し、オプションとしてアルファベット項目を追加し、指数管理できること、としてはどうでしょう
か。弊社ユーザーからの要望は今までにない。追加する場合はオプション機能でもよいの
ではないか。また、その際、アルファベット表記という記載は不要と思われる。

・選考自体は並び替えで対応可能だが、アルファベット（基準指数）と数字（調整指数）を
並べてデータ活用することが多く、いずれも数字とした場合、従前通りのデータ活用や分
析が困難となるため。
（参考：本市の取扱い）
第１にランクで区分（ABCDEFGHIの順に高いものとする。）
第２にランクアップ適用（ひとり親世帯、生活保護世帯、生計中心者の失業、育児休業明
け、きょうだい同時入所等に該当）
第３に調整指数付与
第４にランク・調整指数が同点時には、経済的状況等の優先項目により並べ替え

・確認事項に記載いただいているような基準指数でランク付けができるような機能があれ
ばよいと思われる。

×反映しない

-

認定 20

基準項目・調整項目の指数のパラメータ設定が
オプション機能（実装しなくてもよい機能）になっ
ているが、実装すべき機能にしていただきたい。
自由項目や兄弟設定など細かい部分はオプショ
ンでもいいと思うが、ひとくくりにオプション機能に
するメリットを感じない。指数のパラメータ設定は
必要な機能であると考える。

その他
要件種別

(①)
△ 8

利用調整を「実装すべき機能」とす
べきとの意見が複数あるが、開発規
模が大きいと想定されるなか、実装
すべき機能とするほど多くの意見が
ないためオプション機能の整理でよ
いか 70% 30% 9

利用調整をしない自治体の方が少数派であると考えられるため、実装すべき機能とした
方が良いと考えます。
ただし、「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）
を加味しての自動選考できること。」については開発規模が大きくなるため、オプション機
能のままとしていただきたい。
本市としては、必ず必要とする項目であるため、実装すべき機能としてほしい。 ×反映しない

-

認定 21

基準項目と調整項目と指数の設定機能として、
自由項目として任意で自治体独自の選考基準
（分類/内容/指数）を登録したものの情報を他シ
ステムと連携して情報を取得すること。（受託児
童を含む）を実装してもしなくてもよい機能へ追加

政令市 運用困難 △ 1

【実装すべき機能】
「広域利用について、委託先の利用
調整結果が判明していない場合に、
エラーとすることなく"留保"（①一旦
含める。②一旦除く、③①・②の選
択）するフラグを立て、利用調整の
シミュレーションを実行できること。」
の機能を追加するか

55% 45% 8 67% 33% 10

・機能要件としての粒度が細かすぎるように見える。そのため実装すべき機能としての定
義は不要ではないか。

・管外施設は選考対象外となり、選考対象のみの施設で選考可能。

・広域施設について利用調整の対象外とする仕様は自明であり、記載する必要は無いと
考えます。 □継続検討

広域利用について、委託先の利用調整結果が判
明していない場合に、自団体側で仮確保としつ
つ、利用調整のシミュレーションを実行する機能を
オプションに追記する。
委託先で入所が決定した後、繰り上がりの再調整
を行うか否かは各自治体の判断で決められること
とし、その際、当該処理は手動で行うか、検討す
る。

認定 22

施設ごとに、希望順にに関係なく、合計指数の高
い順に子どもを並べて出力する機能、合計指数
の高い順に子どもを並べ、各子どもが希望してい
る施設を表示したものを出力する機能は必須で
す。 政令市

要件種別
(①)

△ 6

02-2-02選考処理と合わせ対応を
想定。
（選考処理の機能をオプションから
実装すべき機能に要件種別を変更
するかどうかで対応が変わる。）

EUCなどCSV出力であれば可能。

×反映しない

-

認定 23

同点時優先の条件設定は利用調整を行ううえで
当然に必要な機能であるため、オプション機能は
実装すべき機能へと変更すべきである。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 3

02-2-02選考処理と合わせ対応を
想定。
（選考処理の機能をオプションから
実装すべき機能に要件種別を変更
するかどうかで対応が変わる。）

実装すべき機能にするなら、機能を限定すべき。自治体毎に違いが多いためオプション。

×反映しない

-

認定 24

定員登録（選考対象となる施設の空き状況の登
録）について機能要件としての記載がない。

その他 運用困難 △ 1

・定員登録（選考対象となる施設の
空き状況の登録）については、要件
に含まれていると考える。

【オプション機能】
・施設の空き状況について、複数の
クラスに跨った空き状況を登録でき
ることをオプションに規定する。（例）
0～2歳クラスで3名募集　など

82% 18% 8 71% 29% 12

・空き定員は、利用可能定員から利用者を差し引くところまでを自動計算されるべきであ
り、空き定員自体の登録は不要と考える。但し、定員の弾力化の話であれば別機能として
定義してもよいと考える。

・定員登録は要件に含まれていると考えます。複数クラスの空き状況について、空き人数
は計算するものと考えますので、登録する機能は不要と考えます。【実装すべき機能への
要望

【事前協議等から事務局補足】
空き状況とすると曖昧なため、"空き定員"とします。空き定員については、各施設の年齢
毎の「利用定員－実員」とし、自動計算される想定です。
また、手動でも空き定員の修正登録ができること、としています。

〇反映する
(オプション)

-

認定 25

入所自動選考は、機能要件にある施設空き状況
と合計指数に加え、他市の調整基準からも、少な
くとも、障害児の受入れ上限人数の設定、他市児
童の受託制限（定員までや定員の何％までと
いったパラメータ設定）、きょうだい入所条件（同
時同園限定や同時別園までなら可など）、転園や
退園があった場合に同時に空き人数の変更の条
件が必要。本市の現システムでの入所自動選考
では、さらに保育士や6か月未満児童の受け入
れ人数の条件設定までしている。

中核特
例

運用困難 △ 1

【オプション機能】
施設側の登録情報として、障害児の
受入れ上限人数の設定、他市児童
の受託制限、6か月未満児童の受け
入れ人数等の条件設定を明記すべ
きか。

転園や退園があった場合に同時に
空き人数の変更は要件に含まれて
いるため、規定しない。

71% 29% 12 75% 25% 11

・機能要件として規定するとしても障がい児童の受入れ上限人数までではないか。施設側
へ確認事項のような条件を聴取していないため、オプション機能で良いと考える。

〇反映する
(オプション)

-

― 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。

2-2-2 選考
処理

任意の基準日で、入所選考の実施後の施設別の定
員の空き状況の一覧を出力できること。
手動でも空き状況の修正登録ができること。

【出力帳票】
保育施設等利用実施状況表

― ― 2-2-7 選考
処理

3



実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

認定 26

広域利用調整は全自治体共通で行う事務である
ため、保育委託書の作成・出力はオプション機能
ではなく、実装すべき機能である。

その他
要件種別

(①)
〇 18

【実装すべき機能】
保育委託書の出力は、実装す
べきとの意見が多数あるため実
装すべき機能に要件種別の変
更を行う。 89% 11% 10

〇反映する
(実装すべき)

-

認定 27

広域利用に関する受託回答書が作成・出力でき
ることは、必須であるため実装すべき機能と考え
る。

中核特
例

要件種別
(①)

〇 12

【実装すべき機能】
受託回答書の出力は、実装す
べきとの意見が多数あるため実
装すべき機能に要件種別の変
更を行う。 90% 10% 9

〇反映する
(実装すべき)

-

認定 28

本市では、納入義務者が税務署に修正申告した
際には、5年まで遡って保育料を更正する扱いと
しているため、任意の時期に遡及して適用する機
能は必須と考えます。

政令市 運用困難 〇 1

【オプション機能】
最大5年前まで遡って利用者負
担額を更正できるよう、パラメー
タ設定により任意の時期に遡及
できる機能を追加する。
ただし、国の給付額の精算基準
としては、利用者負担額の根拠
となる税の更正が分かった翌月
から更正された税額による利用
者負担額を適用し、遡及は行わ
れない。

91% 9% 8 89% 11% 10
〇反映する
(オプション)

-

認定 29

階層算定において、政令市の場合は税源移譲前
の情報をもとに保育所得割を自動算定すること
ができる。自動算定できなくても、税源移譲前の
情報を管理し、把握することができる。

特別区 運用困難 △ 1

【オプション機能】※実装すべき機能
とすべきかもフラットに検討
税源移譲前の情報を管理し、把握
することができるよう規定するか

89% 11% 10 67% 33% 13

・政令市の場合は税源移譲前の金額で算定することが基本であるため、機能要件で定義
することではないのではないか。
・オプション機能であれば良いと考えます。
・オプション機能ではなく、【実装すべき機能】である。
　＜理由＞事務を行う都市に関わらず、政令指定都市から転入してきた児童は全て対象
となり、全自治体に必要なため。
・税源移譲前の税率を基に算定した額の管理を可能とする、ということでしょうか。簡易計
算についても考慮されますでしょうか。（新税率により計算された額に６／８を乗じた額を
もって計算する）

【事前協議等から事務局補足】
政令市固有の話とはいえ、法令上必須の機能のため、実装すべき機能に要件種別を変
更する可能性も含めて協議する。計算方法は、簡易計算についても考慮する。追記案とし
ては以下の通り。
「計算方法としては、以下２通りの方法に対応できること。
・課税所得金額に６％を乗じる（その後に税額控除を行う）。
・新税率により算定した市町村民税所得割の額に６／８（※）の率を乗じる。
　※例えば、税源移譲前の税率が5.7％、税源移譲後の税率が7.7％である場合、
5.7/7.7。」

〇反映する
(実装すべき)

-

認定 30

本市の運用では、毎月中旬に当月の利用者負
担額等を決定しているが、毎月中旬の決定前に
当月の利用者負担額等の仮計算を２日間実施
し、仮計算結果を前月の結果や前日の結果と比
較して確認している。また、毎月月末にも翌月の
利用者負担額等の仮計算を実施し、仮計算結果
を確認している。そのため、利用者負担額等の算
出について、仮計算ができること及び仮計算結
果が確認できることを実装すべき機能として追記
していただきたい。

政令市 運用困難 △ 1

【オプション機能】
仮計算（データベースを上書き更新
しない）ができること及び仮計算結
果が確認できることを実装すべき機
能として追記するか。

70% 30% 9 71% 29% 12

・仮計算実施前に検証環境と本番環境を同期させて、検証環境で仮計算で対応可能かと
思われる。業務上必要となる機能のため記載に賛同する。本市では仮計算は実施してい
ないためオプション機能で良い。マイノリティな意見と考えるため、追記すべきで無いと考
えます。

〇反映する
(オプション)

-

認定 31

利用料の日割りの算定を行うための日数（休園
期間等）を登録する際、CSVの取り込み等で一括
でも登録できること。を実装すべき機能へ追加
本市では０～２歳児クラスの児童で約32,000人お
り、1人ずつ入力していくことは困難なため、一括
処理が可能である必要がある。また当該情報
は、施設が把握している情報であり、施設から情
報提供を受け、自治体が入力することが想定さ
れる。デジタルデータでやり取りをすることが想定
されるため、取込機能が必要である。

政令市 運用困難 △ 1

【オプション機能】
利用料の日割りの算定を行うため
の日数（休園期間等）を登録する
CSV一括取り込み機能は、複数自
治体から意見を頂戴している。一方
で、近年新型コロナ等により休園と
なることが多くなり、日割り計算する
対象児童も多いために必要となった
機能と想定するが、新型コロナ等の
想定外の事象が発生しない限りは、
必要性はあまりない機能とも考えら
れる。仮に追記するとした場合は、
オプション機能として追記することを
想定しているが、本要件は追記すべ
きか。

90% 10% 9 57% 43% 12

・特殊性を考慮しオプション機能が適切である。またRPAでも対応可能と考える。
・オプション機能としての追記で良いと考える。
・オプション機能としてなら記載したほうが良いと考えます。
・左記記載の通り、コロナ対策としての一環として求められるケースもあるため、オプション
定義として記載してもよいと考える。令和2年4月以降、ほぼ毎月データパッチにより対応し
ている現状であることから、CSV一括取り込み機能は実装すべき機能であると考えます。
・【実装すべき機能】です。
＜理由＞
災害等緊急事態において使用する機能であり、頻度は低くても緊急性・必要性が高いと
考えます。災害等の際は、市民生活を守るため、速やかな日割り対応が求められます。
緊急時の対応はDXの目的の一つです。 〇反映する

(実装すべき)

必要性が高いという意見より、実装すべき機能と
している。

認定 32

自治体独自の減免施策について複数管理できる
こと。また負担区分に基づく自治体独自減免につ
いてはパラメータによる自動算定機能を設けるこ
とを実装してもしなくてもよい機能へ追加

政令市 運用困難 △ 1

【オプション機能】
オプション機能に、「自治体独自の
減免施策について複数管理できるこ
と。」を反映する。

80% 20% 9 100% 0% 12

【事前協議等から事務局補足】
左記の意見照会で得た意見の「複数施策について複数管理できること。」の意味は減免
割合と、減免金額の直接入力（一定の金額）という２パターンを用意してほしいという要望
ということで確認をとっている。
現行仕様でも「減免率・減免額を登録できること。」は既に記載しており、事由と減免率（又
は金額）を設定するので、パラメータ設定＋個別のフラグ付けをすれば自動算定はされる
ということで、すでに当該自治体から理解を得ている。 ×反映しない

-

認定 33

多子軽減の自動計算において、企業主導型入所
児童、施設等利用給付認定児童（新制度未移行
園）も含むように要望します。

その他 運用困難 △ 3

【実装すべき機能】
企業主導型保育事業の利用者や、
非在園の子ども等の算定対象者
は、利用者負担額の多子軽減の計
算の一環として管理するため、2-1-
1の利用申請受付時の管理項目へ
追加を行うこととしたい。ここでは、
企業主導型保育事業者等の利用者
のフラグに基づき、多子軽減を計算
できるように追記すべきか。

78% 22% 10 83% 17% 13

・多子軽減は、利用施設・事業により対象となるか判断される。そのため、１.施設情報の
管理項目として多子軽減対象施設のフラグを持たせ、２.児童の施設利用情報と合わせ
て、多子軽減算定ができることが望ましい。
・兄弟の利用している施設が焦点となってくるため、2-1-1で管理する方法は適さないので
はないか。世帯員の情報として企業主導型などの施設を利用しているかを管理すべきと
考える。
・企業主導型を算定の計算として考慮することは制度要件のため、敢えて記載する必要
が無いと考える。
　※多子軽減の管理自体は別項目として記載は必要である前提
・指摘内容をそのまま記載するとなると、記載粒度が細かいのではないでしょうか。元々、
指摘内容は多子軽減の内容に含まれている内容と考えます。

〇反映する
(実装すべき)

企業主導型保育事業の利用者や、非在園の子ど
も等の算定対象者は、利用者負担額の多子軽減
の計算の一環として管理するため、共通の児童台
帳側で追加を行う。また、自治体要望より、施設
側で多子軽減の対象施設、対象外施設を管理で
きるようフラグ管理を行えるようにする。
ここでは、企業主導型保育事業者等の利用者の
フラグに基づき、多子軽減を計算できるように追
記を行う。

― 広域利用に関する委託書が作成・出力できること。

【出力帳票】
保育委託書

― 2-4-2 通知
書発行（委
託依頼）

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
自動計算ができること。
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
者負担額の自動計算に
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。
利用者負担額の遡及機
能については、国の給付
額の精算基準では、利用
者負担額の根拠となる税
の更正が分かった翌月
から更正された税額によ
る利用者負担額を適用
し、遡及は行われない。

3-3-2 利用
者負担額
算出

感染症等で臨時休園や登園自粛の要請を実施した
場合、子どもごとに臨時休園等の日数を入力するこ
とで、日割り計算で減額後の利用者負担額を自動計
算できること。

― ― 3-3-5 利用
者負担額
算出

国基準の利用者負担について、多子軽減の自動計
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。
＜パラメータの内容例＞
・多子にカウントするきょうだいの年齢上限等
・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・子ども別の減免対
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。

3-3-7 利用
者負担額
算出

4



実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

認定 34

自治体独自の多子軽減を設定する機能はデフォ
ルトで実装すべき。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 4

【オプション機能】
自治体独自の多子軽減のパラメー
タ対応を、実装すべきとする意見が
複数あるが、政令市が半数のため
オプション区分の整理でよいか 88% 13% 11

・オプション機能が望ましいと考えます。
・多子軽減の制度は、政令市においてはすでに約半数で独自に減免を拡大している。ま
た、政策判断により急遽実施されることも想定される。その場合にシステムを変更すること
は多大なコストがかかるため、【実装すべき機能】とすることが望ましい。

×反映しない

-

認定 35

自治体独自の副食費減免に関する機能につい
ても、自治体独自の利用者負担額減免措置の機
能と同じく実装すべきである。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 8

【実装すべき機能】
自治体独自の副食費減免のパラ
メータ対応を、必須とすべきとの意
見が複数あるが、実装すべきに要
件種別を変更するか。

44% 56% 10

・制度としては免除条件だけが示されているため、独自減免要件を記載するのであれば、
オプション定義として記載すべきではないか。
・オプション機能への実装としたい。

□継続検討

政策判断で後々オプション機能を必要とした自治
体があった場合に、アドオンで機能追加が可能か
どうか、継続検討課題とする。
ただし、全体に係る問題のため今後は分野別で
検討することとする。

給付 36

他市町村への委託児童にかかる給付費支弁の
ため、他市町村施設の給付費加算情報を登録す
ることができ、委託児童分の給付費額の算定・支
弁ができること。

政令市 運用困難 △ 1

【オプション機能】
既記載（6-1-27）で計算はできるよう
になっているが、「他市町村施設の
給付費加算情報を登録する」機能も
追加すべきか。

※WG協議の結果、以下の通りと
なった。
整理方針＝〇反映する
対応方針(案)＝6-1-27の必須機能
とオプション機能に「他自治体施設
の加算情報を登録し」を追記する。

63% 38% 11 63% 38% 11

・加算情報については、登録できなければ計算できないため、登録できることが必要。
・①機能要件6-1-7で読み込めるものと想定していたが、必要な機能ではある。
・利用者負担額を差し引く機能についてもオプション機能としてよいと考える。
・「私立保育所以外の委託児童にかかる施設の給付費支弁額の算定にあたり、公定価格
から委託元市町村の基準による利用者負担額を差し引く」機能は必須と考える
【事務局補足】
以下対応ではいかがでしょうか。

整理方針
〇反映する

対応方針(案)
6-1-27に追記する。
必須機能
他自治体への委託（私立の施設）について、委託先施設等（他自治体の【私立】特定教
育・保育施設等）の事業者・他自治体から提出された請求書の請求額内訳等から、他自
治体施設の加算情報を登録し、給付額を自動計算（請求額の検算）できること。

オプション機能
他自治体への委託（公立の施設）について、委託先施設等（他自治体の【公立】特定教
育・保育施設等）の事業者・他自治体から提出された請求書の請求額内訳等から、他自
治体施設の加算情報を登録し、給付額を自動計算（請求額の検算）できること。

〇反映する
(実装すべき)

-

給付 37

年度で加算の登録状況を管理している場合、登
録されている加算情報を翌年度に引き継ぐ処理
については実装オプションとすることが望ましいと
考える。 政令市 運用困難 △ 1

【オプション機能】
登録されている加算情報を翌年度
に引き継ぐ機能を追加すべきか。

78% 22% 10 80% 20% 9

・各事業所毎の加算情報となるため、問題がなければ翌年度に引き継ぐ機能をオプション
機能としてもよい。
・加算情報の年度更新機能は必要と考えます。ただし、計算式が変更となる加算情報に
ついては算出根拠の見直しや再登録が必要となりますので、更新対象外とする機能要件
とすべきです。

〇反映する
(オプション)

-

給付 38

地方単独事業分についても実装すべきである。

中核特
例

要件種別
(①)

× 2

【オプション機能】
地方単独事業分の要件種別変
更について複数意見(政令市以
外)がないため変更しない
※実装すべき、すべきでないと
いう意見で割れていているた
め、オプション機能のままとす
る。

100% 0% 11

・地方単独事業がないためオプションで構いません。

×反映しない

-

給付 39

算定ルールの改定からシステム反映まで時間を
要する場合、自治体職員自らメンテナンスを行う
必要があるが、個別に単価修正を行うと多大な
時間がかかるため、ＣＳＶファイル等で一括取り
込み機能が必要だと感じます。

中核特
例

望ましい 〇 5

【実装すべき機能】
公定価格の単価表をCSVで一
括登録できる機能を追加する。

※WG協議の結果、
「オプション機能」として追加する
ことになった。 80% 20% 9 78% 22% 10

・実装すべき機能として定義するのであれば前提として国から公定単価のCSVが提供さ
れることが前提となる。そのため、標準仕様として定義するのであればオプション機能とな
るのではないか。
・ぜひ実装してほしい
・汎用的なツールでの運用でも可能ではないでしょうか。

〇反映する
(オプション)

-

給付 40

最新の公定価格を反映させる時期について、一
定の期間を明示すべき。（国からの通知後、○○
日以内等）
本市では、公定価格の改定があった月の翌月か
ら新しい公定価格に対応している。職員にてメン
テナンスで単価を改正する場合、時間が大幅に
かかることが想定されるため、公定価格改定から
翌月月次支払いに間に合うことが望ましい。

その他 運用困難 × 1

反映させる時期は各団体の運
用で任意に決めるべきのため、
仕様には反映しない。

※WG協議の結果、以下の通り
となった。
整理方針＝×反映しない
対応方針(案)＝改定の内容によ
る改修作業量の多寡や各ベン
ダの対応能力の違いを考慮す
ると、一律に反映時期を定める
ことは困難なため、仕様には反
映しない。

90% 10% 9 70% 30% 9

・システム的な改修は対応に期間を有することから期間を明示することは困難である。
・公定価格の適用タイミングは全国一律になるのではないか。その場合は、全国一律で反
映する仕組みにしてほしい。全国一律でないなら、公定価格のCSVデータに適用開始時
期を設けてることはできないか

【事前協議等から事務局補足】
以下対応ではいかがでしょうか。

対応方針(案)
改定の内容による改修作業量の多寡や各ベンダの対応能力の違いを考慮すると、一律
に反映時期を定めることは困難なため、仕様には反映しない。

×反映しない

-

給付 41

給付予定情報の積算根拠（単価、加算情報、在籍す
る子どもの情報等）となった情報を一覧で出力できる
こと。

― ― 6-1-7 給付
費の算出

月別・加算項目別で加算状況を確認できる機能
があることが望ましい。

中核特
例

運用困難 △ 1

【オプション機能】
月別・加算項目別で加算状況を確
認できる機能を追加すべきか。

80% 20% 9 60% 40% 9

・オプションでよい
・月別は必須。加算項目別はオプションでよい。
・加算によっては月によって該当しない項目もあることから、元々の機能が月別、加算項
目別となっている認識。

【事前協議等から事務局補足】
オプションでよいと考えますが、そもそも元々の機能要件に包含していた想定であり、どこ
まで詳細に記載するかは別途検討事項とします。

×反映しない

元々の機能要件に包含していた想定であり、どこ
まで詳細に記載するか、継続検討事項とする。

副食費情報（免除情報を含む）を登録・修正・削除・
照会できること。
国基準で副食費免除に該当する者を自動で判定で
きること。

【管理項目】
副食費賦課情報(減免前副食費,減免後副食費,市区
町村副食費減免区分,副食費減免適用年月)　等

自治体独自の副食費減免についても登録・修正・削
除・照会できること。
自治体独自の副食費減免について、要件をパラメー
タで任意に設定でき、当該要件の該当者を自動で判
定できること。
パラメータで対応できない場合は、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）で自動で再計算した副食費デー
タを取込できること。

― 3-5-1 利用
者情報の
管理・集計

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
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

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込できること。

＜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＞
・１施設当たり単価（10万円）を加算
・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
・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
・子ども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
・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
・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）

― 「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
業所や子どもの属性等に
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）。

6-1-1 事業
所加算情
報登録・修
正

「公定価格（国の定める基準）」の改定等を踏まえ、
自治体職員が自ら年度単位・月単位で「公定価格
（国の定める基準）」に基づく加算項目（減算調整）や
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）等に係るメンテナンスができる
こと。

【管理項目】
「公定価格（国の定める基準）」に基づく加算項目（減
算調整）や積算根拠（加算（減算）の認定及び加算額
（減算額）の算定に必要な情報）等に係る情報

― ― 6-1-2 事業
所加算情
報登録・修
正

「公定価格（国の定める基準）」の最新算定ルール
（加算項目の増減や単価の変更等）に概ね対応でき
ること。

― ― ①算定ルールの改定か
らシステムへの反映まで
一定の期間を要するこ
と、②①の場合でも、前
項の自治体職員によるメ
ンテナンスによって実務
上は対応可能であること
を踏まえ、「最新の算定
ルールに概ね対応」とし
ています。

6-1-3 事業
所加算情
報登録・修
正

5



実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

給付 42

「国が定めた管理項目」という記載があるが、加
算項目を指していると思われるので、言葉を統一
した方が良い。

ベンダ 望ましい 〇 2

【実装すべき機能】
「国が定めた加算項目」という表
現に統一する。

100% 0% 9 100% 0% 9
〇反映する
(実装すべき)

-

給付 43

日割り計算をしない設定を、自動判定のみでなく
手動でも設定できること。

特別区 運用困難 △ 1

【オプション機能】
日割計算をしない設定を、自動判定
だけでなく、任意に設定する機能に
ついて、追加すべきか。

※WG協議の結果、以下の通りと
なった。
整理方針＝×反映しない
対応方針(案)＝国基準では日割り
計算のルールは明らかであるため、
「日割り計算を手動で設定する」機
能は不要と考えられるため、仕様に
は反映しない。

86% 14% 12 57% 43% 12

・「日割計算しない」という選択肢はないのでは
・日割りするしないを選択できるようにした場合、自治体によって計算根拠が変わることに
なり、国の計算式と異なることになるため切り替える機能は不要と考える。

【事前協議等から事務局補足】
日割り計算について国のルールと異なる設定にすることはありえないため、以下対応では
いかがでしょうか。

整理方針
×反映しない

対応方針(案)
国基準では日割り計算のルールは明らかであるため、「日割り計算を手動で設定する」機
能は不要と考えられるため、仕様には反映しない。

×反映しない

-

給付 44

給付予定情報の計算は、当初単価、改正単価に分
けて自動計算できること。

― ― 6-1-11 給
付費の算
出

当初単価で概算払いし登録した金額と、改正単
価で計算した金額の差額を請求額として算出で
きること。改正単価での算出は最新の事業者情
報（加算項目、加算率）、児童数によるものであ
ること。

特別区 運用困難 〇 1

【実装すべき機能】
以下を補足追記する。
⇒※当初単価で概算払いした
金額と、改正単価で計算した金
額の差額を請求額として算出す
る機能を追加する。

100% 0% 9 88% 13% 11
〇反映する
(実装すべき)

-

給付 45

『施設・事業所からの請求情報を登録・修正・削
除・照会ができること』とあるが、「自治体からの
請求書案の提供を受けず、事業者が請求情報を
作成する場合」の情報の登録であるならば、事業
所からの請求書について各情報についてチェック
することは運用上、大変手間や時間が大幅に増
加する。また運用としても稀であると考えるため、
標準仕様ではなく、実装しなくてもよい機能（オプ
ション）とするべきではないか。

ベンダ
要件種別

(②)
× 2

【実装すべき機能】
今後の事務効率化の観点から
実装すべき機能に整理したもの
で、オプションへの種別変更に
ついて多くの意見はないため要
件種別の検討は行わない。

67% 33% 10 ×反映しない

-

給付 46

施設・事業所からの請求情報について、認定情報
（給付額計算の根拠となる認定の状況）との整合性
についてエラーチェックができること。
認定区分と利用施設・事業所が異なる場合、特例給
付の対象である場合はエラー処理としないことができ
ること。

― ― ID6-1-6＜支払までの事
務の流れ＞で「施設から
請求書が届いた」際の事
務を行う機能です。

6-1-19 支
払情報作
成

エラーの表示内容が、対象事業所・対象児童・対
象項目を特定できるものであること。

特別区 運用困難 〇 1

【実装すべき機能】
エラー内容は、対象事業所・対
象児童・対象項目を特定できる
ものとする機能を追記する。

※WG協議の結果、以下の通り
となった。
整理方針＝×反映しない
対応方針(案)＝標準化の機能
要件ではなく、システムの内部
設計・画面設計に近いため、仕
様に反映しない。

80% 20% 9 60% 40% 9

・標準化機能要件よりもシステム化の視点が色濃いと判断するため、記載は不要ではな
いか。

×反映しない

-

給付 47

支給額に過誤があった場合、次回の支給時に調整
できること。

― ― 6-1-20 支
払情報作
成

支給額に過誤があった場合は、任意の支給時に
調整できること。

その他 運用困難 △ 1

【実装すべき機能】
支給額に過誤があった場合は、任
意の支給時に調整する機能を追加
すべきか。

90% 10% 9 78% 22% 10

・支給額として過誤があった場合には、調整する必要があるため、実装すべき。
・調整額の支払いをする時期は、抽出条件などで任意の時期とできることが必要。
・次回の支給時に調整できればよいので、任意の支給時での調整はオプション機能でよ
い。 〇反映する

(実装すべき)

-

給付 48

オプション機能として記載されている内容につい
ては，実装すべき機能と考えます。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 3

【オプション機能】
他自治体委託時の給付額を自動計
算（請求額の検算）の機能を、実装
すべきとの意見が複数あるが、実装
すべき機能とするほど多くの意見が
ないためオプション機能の整理でよ
いか

89% 11% 10

・公立園の計算についてはオプションのままで良い。
・他市町村施設の加算情報を登録することで給付費が自動計算できる機能が実装されれ
ば、当機能を使うことはないため、オプション機能でも構わない。

×反映しない

-

給付 49

給付費算定にあたり、他市町村に居住する受託
児童は、加算積算上の児童数に含めるが、施設
が受託市町村に請求する給付費額には受託児
童分の金額を含めないこと。

政令市 運用困難 △ 1

【オプション機能】
給付費算定にあたり、他市町村に
居住する受託児童は、加算積算上
の児童数に含めるが、施設が受託
市町村（施設が所在する市町村）に
請求する給付費額には受託児童分
の金額を含めないこと。を、機能に
補足追記するべきか。

100% 0% 10 89% 11% 10

・給付費の支弁全体にかかわる話になるので、機能要件6-1-6に記載したほうがよい。

【事務局補足】
6-1-6に記載します。

×反映しない

元々の機能要件に包含していた想定であり、どこ
まで詳細に記載するか、継続検討事項とする。

月途中の入退園・転出入・臨時休園等に関して、自
動で日割り計算できること。
国が定めた管理項目ごとに設定された、日割り計算
か、月初日基準かといった算定基準を自動判定し
て、給付額を自動計算できること。

― ― 6-1-8 給付
費の算出

施設・事業所からの請求情報（請求書の情報。請求
内訳を含む）を登録・修正・削除・照会できること。
遡及での変更ができること。

― ― 6-1-17 支
払情報作
成

他自治体への委託（私立の施設）について、委託先
施設等（他自治体の【私立】特定教育・保育施設等）
の事業者・他自治体から提出された請求書の請求額
内訳等から、給付額を自動計算（請求額の検算）でき
ること。

他自治体への委託（公立の施設）について、委託先
施設等（他自治体の【公立】特定教育・保育施設等）
の事業者・他自治体から提出された請求書の請求額
内訳等から、給付額を自動計算（請求額の検算）でき
ること。

― 広域利用については、委
託か受託か、私立か公立
かによって想定されるフ
ローが異なる。
該当機能が使われる
シーンは、以下の通り。

＜想定する事務＞
委託先施設等の事業者
（又は他市町村）から受
理した「請求書」につい
て、その内容の妥当性を
検算。

6-1-27 広
域利用（委
託）

― 他自治体からの受託（私立及び公立の施設）につい
て、「他自治体からの受託（他自治体の子どもが自市
町村の【私立及び公立】特定教育・保育施設等を利
用）」があった際、当該する子どもごとに請求額を自
動計算できること。

― 広域利用については、委
託か受託か、私立か公立
かによって想定されるフ
ローが異なる。
該当機能が使われる
シーンは、以下の通り。

＜想定する事務＞
当該子どもに係る給付費
の管理は必要ない（他市
町村側では管理が必要）
が、施設等に代わって、
当該施設等を設置する自
治体が請求額を計算。

6-1-28 広
域利用（受
託）
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実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

給付 50

公立施設については給食費の管理が必要なた
め、副食費だけでなく主食費についても実装すべ
き機能として必要となります。

中核特
例

運用困難 △ 3

【実装すべき機能】
主食費を納付管理の対象に含める
べきか。

※WG協議の結果、以下の通りと
なった。
整理方針＝〇反映する
対応方針(案)＝【実装すべき機能】
主食費を納付管理の対象に含め
る。

71% 29% 12 50% 50% 13

・主食費についても徴収する対象となる自治体もあるため、納付管理の対象に含めるべ
き。
・主食費は必ずしも管理している費目ではないと思うので、オプション機能の扱いでよい。

【事前協議等から事務局補足】
以下対応ではいかがでしょうか。

整理方針
〇反映する

対応方針(案)
【実装すべき機能】
主食費を納付管理の対象に含める。

〇反映する
(実装すべき)

-

給付 51

収滞納連携について他システムとの連携を行う
実績もあり、その利用を可能としているのであれ
ば、連携要件が必要ではないか。
※オプション機能として実装してもしなくてもよい
機能で追加するなど、収納機能と滞納機能が分
かれるケースを考慮して、それぞれ以下のように
追加してはどうか。
＜収納＞各種収納関連情報について、収滞納シ
ステム等の他システムと連携が行えること。
＜滞納＞滞納者の情報について、収滞納システ
ム等の他システムと連携が行えること。

ベンダ 望ましい 〇 2

【オプション機能】
保育料等納付管理データを一
括で出力及び取込みする機能
（外部の総合収滞納システム等
で滞納管理を行う場合等を想
定）を追加する。

※WG協議の結果、以下の通り
となった。
対応方針(案)＝【オプション機
能】保育料等納付管理データを
一括で出力及び取込みすること
ができること（外部の総合収滞
納システム等で滞納管理を行う
場合等を想定。外部システムで
計算した延滞金等の調定情報、
外部システムで収納した収納情
報、外部システムで差押等を
行った結果の時効更新の情報
等）

89% 11% 10 78% 22% 10

・連携するシステムがさまざまであり、連携データを統一することが厳しいと考えるが、連
携データのレイアウトを定義することができないのであればれば、オプション機能とするこ
とが望ましい。
・あくまで本システムで管理することを前提としており、外部の総合収滞納システム等で管
理を行う場合は本仕様に制限されないため記載追加は不要。

【事前協議等から事務局補足】
構成員コメント頂いたとおり、連携レイアウトを定めることは難しいためオプションとしては
いかがでしょうか。
取込む情報をある程度絞るという意味で、以下対応ではいかがでしょうか。

対応方針(案)
【オプション機能】
保育料等納付管理データを一括で出力及び取込みすることができること（外部の総合収
滞納システム等で滞納管理を行う場合等を想定。外部システムで計算した延滞金等の調
定情報、外部システムで収納した収納情報、外部システムで差押等を行った結果の時効
更新の情報等）

〇反映する
(オプション)

-

給付 52

利用者負担額の法定納期限（条例・規則で定め
る納期限）を、改正したときに、パラメーター設定
により随時納期限設定を変更できること
（理由）新型コロナウイルス感染症まん延時に
は、市町村域内の施設に対して登園自粛要請や
一斉休園を行う場合は、利用者負担額の日割計
算が大量発生（約２万件程度）し、その処理に時
間を要するため、規則改正により、納期限を遅ら
せる対応をしている。このような事務に対応でき
るよう納期限を変更できるようにする必要があ
る。

政令市 運用困難 △ 1

「納期限(具体的納期限)、法定納期
限、法定納期限等」を区別する必要
がある時だけ区別して記載し、そう
でない場合は単に「納期限」と記載
し、法解釈に沿って適宜解釈とす
る。という前提でよいか。
その上で、
【実装すべき機能】保育料等の法定
納期限を改正した際は、納期限設
定も適宜変更できるよう、機能を追
加すべきか。
※WG協議の結果、以下の通りと
なった。
整理方針＝×反映しない
対応方針(案)＝「納期限」という記載
で十分である（法解釈に沿って適宜
解釈可能）ため、仕様には反映しな
い。
また、納期限は調定を立てる際に設
定するものであり、立てた後から再
設定することは通常運用では考えに
くい。よって、「調定情報の納期限を
後から任意に変更する」機能は、仕
様には反映しない。
※納期限に関連し「納期未到来へ
の充当」についてもWG協議を行い、
以下の通りとなった。
対応方針(案)＝【オプション機能】
「納期未到来への充当」は、納付義
務者に個別に了承をとれば可能で
あるしニーズもある。よって「個別の
充当処理」では対応できるようにし、
「一括の充当処理」では対応不要と
する。

67% 33% 13 33% 67% 13

・納期限の定義は１つでよい
・納期限を一括変更する機能はオプション定義でよいのではないか。
・一度立てた調定納期限を規則改定して遅らせる対応はイレギュラーである。ただし、調
定処理前については任意に調定納期限を設定できることから規則に従った任意の納期限
を設定することが可能であるため、本機能は標準機能として実装すべきでは無い。
【事前協議等から事務局補足１】
「納期限」という表現で十分と考えます。
また、「一度立てた調定の納期限を変える運用はない」し、「仮にどうしても必要であれ
ば、イレギュラー対応でSE対応とし、標準機能には含めるべきでない」と考えます。
なお、今回のコロナ対応でも、「還付で対応した」、或いは「調定を立てる際に納期限を調
整した」というご意見がありました。

以上を受けて、以下対応ではいかがでしょうか。
整理方針
×反映しない
対応方針(案)
「納期限」と記載で十分である（法解釈に沿って適宜解釈可能）ため、仕様には反映しな
い。
また、納期限は調定を立てる際に設定するものであり、立てた後から再設定することは通
常運用では考えにくい。よって、「調定情報の納期限を後から任意に変更する」機能は、
仕様には反映しない。

【事前協議等から事務局補足２】
納期限という用語の使い分けに関連して、
「納期未到来への充当」を協議事項とすべきという意見がありました。
※納期限が到来していないと充当できないため。
シンプルに、「納期未到来への充当機能」の要否と必須orオプションについてご意見をお
聞かせください。

〇反映する
(その他)

-

給付 53

幼稚園等の場合、通園バス代や一時預かり（預
かり保育料）を徴収している自治体があります。
「利用者負担額、副食費、延長保育料」以外の科
目についても子ども子育て支援システムで調定
を作成し収納システムに連携できるのが望ましい
と考えます。
（理由）”左記以外の科目について外部で徴収額
計算をする前提”と定義され、子ども子育て支援
システムで管理できなくなった場合、手間が増え
不便であるため。

ベンダ 運用困難 × 2

「利用者負担額、副食費、延長
保育料」以外の科目については
子ども子育て支援システムで管
理（金額計算しない）方針であ
り、それを補うため、外部の計算
結果を取り込む機能を用意して
いる。

75% 25% 11 63% 38% 11

・一時預かり保育料や年末保育料など実施自治体があるのであればオプションとしても良
い。

×反映しない

-

給付 54

保育料等に関して、児童手当からの申出徴収・
特別徴収について、手動で登録することで収納
管理できること。また、児童手当システムから出
力される徴収データを消し込めること。
双方のシステムにおいてデータによる管理を実
現し、事務を効率化する。

その他 望ましい 〇 3

【オプション機能】
児童手当からの申出徴収・特別
徴収について、CSV一括登録す
る機能を追加する。

88% 13% 11 100% 0% 12

・CSV取り込みについてキー情報を標準仕様として定めることが可能であるならばオプ
ション機能で良いと考えます。

〇反映する
(オプション)

-

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自動計算し、登録・管理で
きること。
調定情報を抽出した一覧を出力できること。

【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。

7-1-1 調定
金額確定
処理

保育料等に関して、児童手当からの申出徴収・特別
徴収について、手動で登録することで収納管理でき
ること。

― ― 7-1-2 調定
金額確定
処理

7



実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

給付 55

本市では、公立保育所の「主食費」と「副食費」を
合計して「給食費」として1本で調定を立てて管理
しているため、複数科目を合算して１つの科目と
して扱う機能は必須です。

政令市
要件種別

(①)
△ 4

【オプション機能】
複数科目を合算するの機能を、実装
すべきとの意見が複数あるが、実装
すべき機能とするほど多くの意見が
ないためオプション機能の整理でよ
いか

88% 13% 11

・オプション機能で良い
・当市でも公立保育所の「主食費」と「副食費」を合計して「給食費」として1本で調定を立て
て管理しているため、実装すべき機能としてほしい。

×反映しない

-

給付 56

何らかの事情で台帳情報hからの反映処理が行
えない事例などが発生することも想定されるた
め、個別に調定情報情報の強制修正を行ったこ
とを把握できる仕様として「オプション機能」とする
のが良いのではないでしょうか。

ベンダ
要件種別

(②)
△ 6

【オプション機能】
調定情報の強制修正機能（根拠の
修正を伴わない）について、複数ベ
ンダよりイレギュラー対応のため実
装しない機能をオプション機能とす
べきと意見があるが、要件種別を見
直すべきか

※№105とあわせてWG協議した。協
議結果は№105の確認事項欄を参
照。

89% 11% 10

・根拠情報を修正すべきと考えるため、実装不要。
・調定情報（金額）のみを修正することは基本的にはないため、実装しない機能でよい。

×反映しない

-

給付 57

調定額の算定根拠となる情報を修正せずに調定
処理を取消し・修正する機能は実装しないという
ことだが、調定額を任意の額に入力する機能が
ないと広域受託児童が公立園に通園している場
合に不都合が生じる（算定を行わない児童につ
いては任意の額を入力できるのであれば問題は
ない）。

政令市 運用困難 △ 1

【オプション機能】
広域利用(6-1-27、28）で保育料等
の算定を行わない児童については、
任意の金額を登録できるように機能
を追加すべきか。

※WG協議の結果、以下の通りと
なった。
整理方針＝〇反映する
対応方針(案)＝【オプション機能】他
自治体への委託（公立の施設）につ
いて、委託先施設等（他自治体の
【公立】特定教育・保育施設等）の事
業者・他自治体から提出された請求
額から、給付額を直接登録すること
ができること。

67% 33% 10 90% 10% 9

・オプション機能として算定するしないを選択できればよいのではないか。
・調定額の算定根拠となる保育料の計算結果については任意に変更できる機能は必要
だが、保育料の計算結果によらず調定額を直接メンテナンスできる機能は不要。
・上記の調定情報の強制修正機能があれば、広域利用の児童に関する機能も補えると思
われる。別要件として機能の追記は不要。

【事務局補足】
「調定額を直接登録する機能」は不要（仕様に書かない）という整理でよいでしょうか。
なお、今の仕様では、保育料の積算根拠を修正する機能はありますが、その計算結果の
数字を直接修正する機能はありません。また、調定額を直接修正する機能もありません。

〇反映する
(オプション)

-

給付 58

口座情報について、個別入力だけではなく、CSV
データ等による一括取込みを可能としていただき
たい。

政令市 望ましい 〇 2

共通要件（0-3-10）に、口座一
括取込機能を追加する。

100% 0% 11 75% 25% 11

・ご要望の機能は全自治体で必要な機能ではないため、オプション機能でよい。
・児童を特定するためのキー情報が前提となりますが実装すべき機能として良い。

【事前協議等から事務局補足】
以下対応ではいかがでしょうか。

対応方針(案)
【オプション機能】
共通要件に、口座一括取込機能を追加する。

〇反映する
(その他)

-

給付 59

口座振替のフォーマットについて、みずほフォー
マットにも対応できること。

特別区 運用困難 × 1

特定の銀行だけに配慮するの
は標準仕様として適当でないと
考えられるため、反映しない。

※WG協議の結果、以下の通り
対応方針(案)＝みずほ銀行のよ
うな「全銀協フォーマット非対
応」の金融機関への対応の余
地を残すため、仕様書中の「全
銀協フォーマット」という表現を
「全銀協フォーマット等」に変更
する。

100% 0% 11 67% 33% 10

・特定の銀行だけ配慮するような記載は適当でないと考えるが、オプションとして銀行独自
レイアウトと記載しても良いと考えます。

【事前協議等から事務局補足】
みずほ銀行のような「全銀協フォーマット非対応」の金融機関への対応の余地を残すた
め、
仕様書中の「全銀協フォーマット」という表現を「全銀協フォーマット等」に変えるのはいか
がでしょうか。
あるいは、「金融機関独自フォーマットへの対応」をオプションとして追記するのがよいで
しょうか。

〇反映する
(実装すべき)

-

給付 60

口座振替の登録については、①市町村が申請受
付→②金融機関で審査→③市町村が審査結果
を確認し正式登録という流れが基本であり、③の
正式登録以前に、①の段階で受付登録（受付段
階でひとまず仮登録しておく）できること
（理由）①で市町村が受付した事実がシステムに
残らないと、口座振替の手続状況（受理して金融
機関に審査に付しているのか、受理していないの
か）が把握できず、問合せ対応等が困難（指定都
市では市役所に問合せがあったときに区での受
理状況が把握できない）となる。

政令市 運用困難 △ 1

【オプション機能】
口座登録を、仮登録、本登録の2段
階管理ができるようにするべきか。

※WG協議の結果、以下の通りと
なった。
整理方針＝×反映しない
対応方針(案)＝以下の理由のため、
仕様には反映しない。
・納付義務者が金融機関に口座振
替依頼書を届け出て、金融機関から
確定した情報を受領しているため、
そもそも仮登録という作業がない。
・逆に運用事故を招きかねない（仮
登録なのに徴収をかけてしまう等）

※構成員からの以下意見について
は、来年度以降の継続検討事項と
する。
将来、ネット銀行の利用が増えた際
は、口座振替依頼書（紙）の運用が
変わる可能性があるため、適時、標
準仕様への影響を検討する必要が
ある。

50% 50% 13 33% 67% 13

・本市は「本登録」から始まるので、意見にある流れが一般的なのかわからない
・仮登録、本登録の区分を使用する運用は聞いたことが無く、オプションとすべき機能まで
行かないと考えるため、実装不要である。
・特にそのような要望はないため、不要と考える。

【事前協議等から事務局補足】
そういった運用は実施していない。口座振替依頼書を金融機関に届け出て貰っているの
で本登録の情報しかそもそもない。仮登録は職員負荷が増える等、ニーズがないというご
意見を頂きました。
以下対応ではいかがでしょうか。

整理方針
×反映しない

対応方針(案)
仕様には反映しない。

なお、将来、ネット銀行の利用が増えた際は、口座振替依頼書（紙）の運用が変わる可能
性があるため、標準仕様の見直しが必要かもしれない、という意見を頂きました。来年度
以降の検討事項として整理します。

□継続検討

将来、ネット銀行の利用が増えた際は、「口座振
替依頼書（紙）」の運用が変わる可能性があるた
め、適時、標準仕様への影響を検討する必要が
ある。
（※本件は改善要件案についての議論から派生）

― 複数科目を合算して１つの科目として扱うことができ
ること。

― 複数科目を併せて一体
の調定額として管理する
ケースを想定していま
す。
例＞副食費と主食費を合
算して「科目＝給食費（保
育所給食費）」として扱
う。

7-1-3 調定
金額確定
処理

支払方法について、保護者からの申請に基づいて登
録・変更できること。
科目に応じて法令上利用可能な支払方法が選択で
きること。
口座振替が開始又は変更となる対象者に通知を出
力できること。
以下の支払方法に対応できること。
・口座振替
・納付書（金融機関・自治体窓口）
・納付書（コンビニ）
以下の口座振替申請方法に対応できること。
・口座振替申請書（紙）
口座振替は全銀協フォーマットに対応すること。

【管理項目】
支払管理情報(支払方法区分,口座振替申込年月日,
開始年月,終了年月,停止期間,徴収科目),振替口座情
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

【出力帳票】
口座振替開始(変更)通知書

実装すべき機能において、以下の支払方法に対応で
きること。
・クレジットカード
・ペイジー
・電子マネー
・コード決裁（QRコード等）
以下の口座振替申請方法に対応できること。
・Web口座振替申込受付サービス

― 一般的に普及していると
考えられる支払方法を実
装すべき機能としており
ますが、これらの支払方
法を必ず導入する必要は
ない。

7-2-1 支払
方法の登
録・切替
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実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

給付 61

Web口座振替申込受付サービスにより出力され
た受付データ（CSVファイル等）を請求用口座とし
て自動または手動で取込、登録ができること。
（自動の場合は１営業日に一回。または自治体
ごとに取込期間の設定ができること。）実装しても
しなくてもよい機能へ追加

政令市 運用困難 △ 1

【オプション機能】
・Web口座振替申込受付サービスと
の連携機能を追加すべきか。
より一般化して、口座情報の一括機
能を追加すべきか（№1608の意見と
同様）。

※WG協議の結果、以下の通りと
なった。
整理方針＝〇対応する。
対応方針(案)＝Web口座振替申込
受付サービスとの連携レイアウトに
業界標準はないため、共通要件に、
口座一括取込機能を追加すること
で、代替運用を可能とする。

100% 0% 11 86% 14% 12

・特にそのような要望はないため、オプションでいい。
・口座情報の一括取込機能を共通要件に追加することで良いと考えます。

【事務局補足】
以下対応ではいかがでしょうか。

整理方針
〇対応する。

対応方針(案)
Web口座振替申込受付サービスとの連携レイアウトに業界標準はないため、
共通要件に、口座一括取込機能を追加することで、代替運用を可能とする。

〇反映する
(その他)

-

給付 62

ペイジーやコード決済、Web口座振替申請受付
サービスはすでに実施しているので、利用者に
とってサービスが後退することとなる。
今後も多くの自治体が実施していく収納方法であ
り、金融機関においては業務の効率化を行って
いるので、実装すべき機能としていただきたい。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 6

【実装すべき機能】
各種支払い方法への対応機能を実
装すべきの意見が複数あるが、実
装すべきに要件種別を変更するか

※WG協議の結果、以下の通りと
なった。
整理方針＝×反映しない
対応方針(案)＝現状では導入してい
ない団体も多く、決済事業者・決済
代行事業者との連携レイアウトも業
界標準がないため、オプション機能
という位置づけが適当と考えられる
ため、「オプション機能」のままとす
る。

※構成員からの以下意見について
は、来年度以降の継続検討事項と
する。
将来、クレカ等の利用が拡がり、業
界標準が定まるようであれば、仕様
に反映する必要がある。

14% 86% 12

・支払方法は自治体により異なるため、オプション機能とすべき。
・手数料の問題もあることからオプション機能で良い。
・実装しないのは困る。

【事前協議等から事務局補足】
現状では導入していない団体が多いようです。また、決済事業者・決済代行事業者との連
携レイアウトも業界標準がありません。将来的に利用が拡がり、業界標準が定まってきた
際には再度検討が必要と思われますが、現時点ではオプションでよいと考えます。
よって、以下対応ではいかがでしょうか。

整理方針
×反映しない

対応方針(案)
現状では導入していない団体も多く、決済事業者・決済代行事業者との連携レイアウトも
業界標準がないため、オプション機能という位置づけが適当と考えられるため、「オプショ
ン機能」のままとする。

□継続検討

「クレジットカード、ペイジー、電子マネー、コード
決裁（QRコード等）」をオプション機能としている
が、将来的にさらに利用が拡がり、自治体での普
及がすすんだ場合は、必須に種別変更するかを
検討する必要がある。

給付 63

口座振替の一時停止の管理は、実装すべきであ
る。

その他
要件種別

(①)
△ 4

【オプション機能】
口座振替の一時停止機能を実装す
べきとする意見が複数あるが、実装
すべき機能とするほど多くの意見が
ないためオプション機能の整理でよ
いか

※WG協議の結果、オプション機能
のままとすることになった。

88% 13% 11

・オプション機能で良い。

【事前協議等から事務局補足】
構成員意見では「必須がよい」という意見が多くありましたので、
以下対応ではいかがでしょうか。

整理方針
〇反映する

対応方針(案)
口座振替の一時停止機能は自治体意見からニーズが多いことが判明したため、また、シ
ステム外での管理も難しいと思われるため、「実装すべき機能」に変更する。

×反映しない

-

給付 64

同一世帯のきょうだいで、支払方法が「口座振
替」と「納付書」で異なっている場合でも対応でき
ること。を「実装すべき機能」としてほしい。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 7

【実装すべき機能】
きょうだいの支払方法を各々で設定
する機能を実装すべきとする意見が
複数あるが、実装すべきに要件種
別を変更するか

56% 44% 10

・自治体からの意見が多いのであれば実装すべき
・オプション機能でよい

【事前協議等から事務局補足】
既に実施している団体が多く、構成員ベンダは実装ずみという意見がありました。
以下対応ではいかがでしょうか。

整理方針
〇反映する

対応方針(案)
既に実施している団体が多く、対応済みシステムも多いことから、「実装すべき機能」に変
更する。

〇反映する
(実装すべき)

-

給付 65

クレジットカード、ペイジー、電子マネー、コード決
裁等における決済事業者・決済代行事業者との
連携データレイアウトは、業界標準的な取り決め
がないため、仕様を定めていません。とあるが、
仕様を定めなければ標準化対応できないため、
標準仕様書内に記載すべきではないと考える。

ベンダ 運用困難 × 1

業界標準がない状況でレイアウ
トを定めたとしても実効性がな
い以上、定めるべきではないと
考える。

※WG協議の結果、以下の通り
となった。
クレカ等についてはオプション機
能のままとする。「要件の考え
方・経緯」に、以下の点を追記す
る。
【7-2-4要件の考え方・経緯】
クレジットカード、ペイジー、電子
マネー、コード決裁等における
決済事業者・決済代行事業者と
の連携データレイアウトは、業
界標準的な取り決めがないた
め、仕様を定めていません。こ
れらのうち、いずれの支払方法
に対応するかはベンダによって
異なり、各ベンダが選定した決
済事業者・決済代行事業者の
仕様で実装されることを想定し
ています。

100% 0% 12 88% 13% 11

・事務局の対応方針に賛成
・記載についてはお任せするが、使用できないのは困る
・No62と逆の見解のようだが、要確認。

【事前協議等から事務局補足】
№62は「OPでなく必須にすべき」、№65は「連携レイアウトが定められないなら仕様から消
すべき」という内容です。
本項目№65については、以下対応ではいかがでしょうか。

対応方針(案)
【7-2-4要件の考え方・経緯】
クレジットカード、ペイジー、電子マネー、コード決裁等における決済事業者・決済代行事
業者との連携データレイアウトは、業界標準的な取り決めがないため、仕様を定めていま
せん。これらのうち、いずれの支払方法に対応するかはベンダによって異なり、各ベンダ
が選定した決済事業者・決済代行事業者の仕様で実装されることを想定しています。 〇反映する

(その他)

-

― 口座振替の場合、口座振替の一時停止が管理でき
ること（停止中は口振データが生成されない等）。

― 口座振替の一時停止が
可能となっており、一時
停止中の場合は口座振
込データ作成や振込と
いった業務が行われない
ように定めている

7-2-2 支払
方法の登
録・切替

9



実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

給付 66

「口座振替データの出力パターン」に金融機関別
を追加すること

特別区 運用困難 〇 1

【実装すべき機能】
口座振替データを金融機関別に
作成する機能を追加する。

※WG協議の結果、以下の通り
となった。
【実装すべき機能】口座振替
データを金融機関別、科目別、
科目＋金融機関別に作成する
機能を追加する。

100% 0% 10 88% 13% 11

・引落依頼データのファイルパターンの指摘であることから１）金融機関別２）科目別３）科
目、金融機関別のパターンは必要。

【事務局補足】
以下対応ではいかがでしょうか。

【実装すべき機能】
口座振替データを金融機関別。科目別、科目・金融機関別に作成する機能を追加する。 〇反映する

(実装すべき)

-

給付 67

副食費と主食費を合算して保育所給食費として
請求を行う場合は、一本化された給食費の収納
用口座に請求ができること。実装してもしなくても
よい機能へ追加

政令市 運用困難 △ 1

【オプション機能】
合算して請求を行う機能（既記載7-
1-3）に対し、合算用の口座を登録・
管理し、請求する機能を追加すべき
か。

※WG協議の結果、以下の通りと
なった。
整理方針＝×反映しない（既記載）
対応方針(案)＝「改善要件案(抜
粋)」の「合算した科目で請求を行う
場合は、合算した科目用の口座に
請求ができること」という要望につい
ては、既存の機能要件（以下）によ
り、対応可能であるため、仕様に追
記等はしない。
　0-3-10_オプション機能_科目ごとに
口座の情報を管理できること。
　7-1-3_オプション機能_複数科目を
合算して１つの科目として扱うことが
できること。

67% 33% 13 80% 20% 14

・公債権（保育料等）、私債権（延長保育料、給食費等）を管理する際に、口座を分けたい
とする要望がある。そのため、共通として口座情報は管理できるようにするが、それぞれ
の機能としてオプション機能として追加しても良いのではないか。
・7-1-3 調定金額確定処理で複数科目を合算できることから科目別に作成できれば良い
と考えます。
・実装すべき機能としてほしい
副食費、主食費を別々に管理⇒実装すべき機能。副食費、主食費を給食費として一本化
して管理⇒オプション機能、ということでしょうか。

【事前協議等から事務局補足】
改めて確認したところ、元々の機能要件（以下）で対応できると考えます。
以下対応ではいかがでしょうか。

整理方針
既記載

対応方針(案)
「改善要件案(抜粋)」の「合算した科目で請求を行う場合は、合算した科目用の口座に請
求ができること」という要望については、既存の機能要件（以下）により、対応可能である
ため、仕様に追記等はしない。
　0-3-10_オプション機能_科目ごとに口座の情報を管理できること。
　7-1-3_オプション機能_複数科目を合算して１つの科目として扱うことができること。

×反映しない

-

給付 68

保護者が支払った方法を自動及び手動で登録で
きること。実装してもしなくてもよい機能へ追加
保護者対応や公表用資料のデータ集計、施策検
討等に必要なため

政令市 運用困難 △ 1

【オプション機能】
保護者が実際に支払った方法（口
振、納付書、督促納付等）を登録・
参照できる機能を追加すべきか。

83% 17% 13 83% 17% 13

・保護者が支払った方法（収納方法）については、どのような収納方法であったかを知りた
いこともあるため、オプション機能としても良い。
・口振もしくは納付書　は管理可能と考えるが、どのような納付書かまでの管理は不要。
・収納情報に消込区分は持っている必要はあると考えるので実装すべき。
・本機能はなくてもよい

〇反映する
(オプション)

-

口座振替依頼データを出力できること。
口座振替情報を抽出し一覧を出力できること。
以下の「口座振替データの出力パターン」に対応でき
ること。
・当月分の請求のみ
・前月分の振替不能者のみ
・当月分＋前月分振替不能者
調定情報の“賦課月”及び“納期限”を条件に抽出で
きること。
過去期別の増額更正分を含めることができること。

【出力帳票】
口座振替依頼一覧

以下の「口座振替データの出力パターン」に対応でき
ること。
・指定した期間内の振替不能者
調定情報の“賦課月”及び“納期限”を条件に抽出で
きること。
過去期別の増額更正分を含めることができること。

― 口座振替データの作成パ
ターンが市町村によって
異なるため、一般的に必
要と思われるパターンを
仕様として定めている。

7-4-1 口座
振替データ
の作成

支払方法（口座振替、納付書（金融機関・自治体窓
口）、納付書（コンビニ））に応じた納付データを取込、
バッチ処理により一括で消込できること。
消込結果及び消込エラーの一覧を出力できること。

【管理項目】
収納情報(納付年月日,日計年月日,納付済額,未納
額)等
口座振替情報(口座振替日,口座振替状況,口座振替
金額,口座振替未納額,口座振替不能事由,引落情報
(件数等))等

【出力帳票】
消込結果一覧
収納消込エラーリスト
口座振替済一覧

口座振替済通知書を出力できること。

【出力帳票】
口座振替済通知書

― 7-5-1 納付
書納付
データ消込
処理
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実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

給付 69

口座振替済通知書が出力できること。

特別区
要件種別

(①)
△ 2

【オプション機能】
口座振替済通知書の出力を、実装
すべきとの意見があるが、実施して
いない団体も多く、保育料等の納付
証明書で代替可能であることから、
オプション機能の整理でよいか

88% 13% 11

・口座振替済通知書の発行を大多数の自治体で行っていないと考えているため、
オプション機能で良いと考えます。

×反映しない

-

給付 70

児童手当からの申出徴収・特別徴収による消込
処理が不足している。

中核特
例

運用困難 〇 1

【オプション機能】
7-1-2に既記載であるが、「その
他納付データ消込処理」に分類
した方が分かりやすい可能性が
あるので考慮する。

100% 0% 12 100% 0% 14

・異議なし
・「考慮する」とは機能要件はどうなるのでしょうか。

【事務局補足】
対応方針(案)が判り辛く、失礼いたしました。

児童手当からの申出徴収・特別徴収については、当初、「作業＝調定金額確定処理＞7-
1-2」という場所に記載していましたが、
作業内容と要件が一致していないので、「作業＝納付書納付データ消込処理＞7-5-1」に
移動しました。

〇反映する
(その他)

-

給付 71

徴収簿の表示について納管人単位ではなく児童
に対して一つで作成できるようにしてほしい。離
婚などにより納管人が変わると徴収簿が分かれ
てしまいため。

特別区 運用困難 △ 1

【実装すべき機能】
調定・収納簿（徴収簿）を納付義務
者単位だけでなく、児童単位でも作
成できるような機能を追加すべき
か。

※WG協議の結果、以下の通りと
なった。類似の№127、130、132、
142、150を合わせて協議した。
システムの画面設計に関わる部分
として、「納付義務者に児童を紐づ
ける（ぶら下げる）システム」と「児童
に納付義務者を紐づける（ぶら下げ
る）システム」が存在し、ベンダに
よって考え方が異なり、システムの
根幹に関わる部分であるため、言及
するべきでない。よって、画面設計
には言及せずに、業務の観点で整
理し、以下の通りとする。
【必須】収滞納情報・過誤納情報を
児童ごとに確認できること。
【OP】 収滞納情報・過誤納情報を納
付義務者ごとに確認できること。
【OP】 児童ごとに納付義務者を指定
できること。
【OP】 きょうだい間で充当ができるこ
と。

100% 0% 12 86% 14% 12

※№71、72、73、81、85を合わせて協議

・追加するのであればオプション機能ではないか。

【事前協議等から事務局補足】
システムの画面設計に関わる部分として、「納付義務者に児童を紐づける（ぶら下げる）シ
ステム」と「児童に納付義務者を紐づける（ぶら下げる）システム」が存在し、ベンダによっ
て考え方が異なり、システムの根幹に関わる部分であるため、言及しない方がいい。とい
うベンダ意見がありました。

よって、画面設計には言及せずに、業務の観点で整理することとし、
以下仕様を反映するのではいかがでしょうか。

【必須】収滞納情報・過誤納情報を児童ごとに確認できること。
【OP】  収滞納情報・過誤納情報を納付義務者ごとに確認できること。
【OP】  児童ごとに納付義務者を指定できること。
【OP】  きょうだい間で充当ができること。

〇反映する
(実装すべき)

-

給付 72

実装してもしなくても良い機能になっている「離婚
等による保護者の変更により調停情報が変更さ
れた場合、収納情報を付け替えできること。保護
者（納付義務者）が変更となった月から付け替え
できること。」は実装すべき機能であるべき。

その他
要件種別

(①)
△ 4

【オプション機能】
収納情報を付け替える機能を実装
すべきとする意見が複数あるが、実
装すべき機能とするほど多くの意見
がないためオプション機能の整理で
よいか

※№127とあわせてWG協議した。協
議結果は№127の確認事項欄を参
照。

86% 14% 12

※№71、72、73、81、85を合わせて協議

・オプション機能で良い。
・73が実装になるなら不要ではないか。

〇反映する
(その他)

-

給付 73

収納情報を変更後の保護者に付け替えるのでは
なく，児童ごとに納管人管理・収納状況管理が確
認できること。これにより，同児童の納管人間の
収納情報を移動できること（充当等）。

政令市 運用困難 △ 1

【実装すべき機能】
児童ごとに納管人管理・収納状況管
理が確認でき、同児童の納管人間
の収納情報を移動（充当等）する機
能について、追加すべきか。

※№127とあわせてWG協議した。協
議結果は№127の確認事項欄を参
照。

71% 29% 12 80% 20% 14

※№71、72、73、81、85を合わせて協議

・機能というよりも画面設計要件と思われるため機能要件としての記載は不要。
・納管人に児童が紐づいている仕様のため、逆にするのは難しい。
・収納状況を確認するための機能について追記すべきと考えます。
・ご要望の機能は全自治体で必要な機能ではないため、オプション機能の扱いでよい。

【事前協議等から事務局補足】
№71を参照ください。

〇反映する
(その他)

-

給付 74

口座振替不能対象者に対する納付書は毎月送
付しているため必要

特別区
要件種別

(①)
△ 12

【実装すべき機能】
口座振替不能通知の出力機能を実
装すべきとする意見が複数あるが、
実装すべきに要件種別を変更する
か

100% 0% 13

・意見が複数あるのであれば実装すべき機能とした方が良いと考えます。

【事前協議等から事務局補足】
構成員意見では「必須とすべき」が多数派であり、また、「振替不能は“残高不足”が圧倒
的に多く、残高不足と気づいていない納付義務者が大半のため、早急に通知し支払い方
法を提示する必要がある」という意見を頂きました。
以下対応ではいかがでしょうか。

整理方針
〇対応する。

対応方針(案)
以下の既存要件を「必須」に変更する。
7-5-8_オプション機能_口座振替不能対象者に対して、口座振替不能通知及び納付書を
一括・個別で出力できること。

〇反映する
(実装すべき)

-

給付 75

督促手数料管理の機能については、帳票の出力
項目も含め、自治体の運用によって実装有無を
選択できるオプション機能とすること。

特別区 運用困難 〇 2

【実装すべき機能】
督促手数料管理の有効/無効
の切り替え設定機能を追加す
る。

89% 11% 10 78% 22% 10

・実装すべき機能としてあっても良いが管理していないのであれば使用しなければ良いと
考えます。実施有無の選択によって帳票レイアウトまで変更とするのであれば通知書含
めきちんと定義する必要がある。

〇反映する
(実装すべき)

-

口座振替済一覧
収入内訳日計表

― 支払方法（クレジットカード、ペイジー、電子マネー、
コード決裁（QRコード等））に応じた納付データを取込
できること。
バッチ処理により一括で消込できること。

― 7-5-2 その
他納付
データ消込
処理

督促手数料を管理できること。 ― ― 7-6-3 通知
書(督促状)
発行
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実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

給付 76

督促を引き抜いたことをシステム上に反映できる
こと（督促状発行履歴を無くすことができること）

政令市 望ましい 〇 3

【オプション機能】
督促、催告の引き抜きを行った
場合、発行履歴を削除する機能
を追加する。

100% 0% 10 78% 22% 10

・発行済みデータのメンテナンスについて明記するのであれば実装すべき機能とするべき
である。

〇反映する
(オプション)

-

給付 77

実装すべき機能である。

その他
要件種別

(①)
△ 2

【オプション機能】
督促状の引き抜きのための機能を
実装すべきとの意見が複数あるが、
実装すべき機能とするほど多くの意
見がないためオプション機能の整理
でよいか

100% 0% 11

・引き抜きのための機能についてはオプション機能で良い

×反映しない

-

給付 78

督促状等の催告書類を作成する際、延滞金を任
意の計算基準日で都度設定し、算出できること。

その他 運用困難 〇 1

【実装すべき機能】
延滞金額が印字される納付書・
督促状・催告書等を出力する際
は、任意の基準日で計算した延
滞金を反映できるよう、機能を
追加する。

※WG協議の結果、以下の通り
となった。
整理方針＝×反映しない（既記
載）
対応方針(案)＝既記載（7-7-11
延滞金処理：基準日時点での延
滞金や遅延損害金を自動計算
できること）であったため、仕様
に追記等はしない。

78% 22% 10 78% 22% 10

・7-7-11 延滞金処理で任意の基準日で計算できることから改めての追記は不要。
・延滞金計算の基準日は納期限を起点とする方法の他、納期限以降の任意の日付を基
準日とすることも考えられ、必ずしも一律の基準とならないことから、一括処理の対応は難
しいのではないか。

【事前協議等から事務局補足】
既記載（7-7-11 延滞金処理：基準日時点での延滞金や遅延損害金を自動計算できるこ
と）でした。失礼しました。
整理方針を「既記載」に修正します。

×反映しない

-

給付 79

過去の催告書発行回数により、「特別催告書」と
いう名前にするなど、前回よりきつい表現を入れ
る機能は必須と考えます。

政令市
要件種別

(①)
△ 3

【オプション機能】
催告書の発行回数ごとの複数タイト
ル登録機能を実装すべきとの意見
が複数あるが、実装すべき機能とす
るほど多くの意見がないためオプ
ション機能の整理でよい

※WG協議の結果、以下の通りと
なった。
整理方針＝×反映しない
なお、共通要件（0-2-5通知書等の
出力において、文書様式番号・帳票
タイトル・通知文本文を登録・修正・
削除・照会できること）と一見類似し
ているが、共通要件は「該当帳票の
タイトルを永続的に変更する機能」
であるのに対し、本件は「同じ帳票
だが1人に対して発行回数を重ねる
たびにタイトルが変化する」という要
件である。

88% 13% 11

・回数など、自治体ごとに考え方もことなるため、実装しない機能とすることが望ましい。
・オプション機能で良い。

【事前協議等から事務局補足】
催告書発送回数などは団体によって違いがあるものの、ニーズはあるのでオプションのま
まで良いと考えますがいかがでしょうか。

なお、共通要件（0-2-5通知書等の出力において、文書様式番号・帳票タイトル・通知文
本文を登録・修正・削除・照会できること）が内容似ておりますが、「該当帳票のタイトルを
永続的に変更する機能」です。本件は、「同じ帳票だが、1人に対して発行回数を重ねるた
びに、タイトルが変化する」という要件なので、個別に要件化します。

×反映しない

-

給付 80

市民とのトラブルを防ぐためにはこの機能の実装
は必須である。

政令市
要件種別

(①)
△ 3

【オプション機能】
催告書の途中で対象外となった者
の抽出を実装すべきとの意見が複
数あるが、実装すべき機能とするほ
ど多くの意見がないためオプション
機能の整理でよいか

100% 0% 10 ×反映しない

-

給付 81

納管人が父母等で途中変更の可能性があるた
め，児童ごとに納管人及び過誤納が確認できる
こと。

政令市 運用困難 △ 3

【実装すべき機能】
児童ごとに納管人及び過誤納を確
認できる機能を追加すべきか。
また、管理単位について、仕様書に
追記すべきか。⇒調定・収納情報
は、児童・納付義務者・世帯ごとに
管理できること。また、納付義務者
は、児童ごとに管理かつ複数設定で
きること。

※№127とあわせてWG協議した。協
議結果は№127の確認事項欄を参
照。

71% 29% 12 57% 43% 12

※№71、72、73、81、85を合わせて協議

・収納業務を考える必須機能であるる。
・児童毎に複数の納付義務者を設定できること、と記載する場合、どのレベルまでの設定
とするのかに検討が必要。
・実装すべき機能としてほしい
・ご要望の機能は全自治体で必要な機能ではないため、オプション機能の扱いでよい。

【事前協議等から事務局補足】
№71を参照ください。

〇反映する
(その他)

-

給付 82

例＝仕様ということが記載されているので、表現
を「仕様」に変更した方が良い。

ベンダ 望ましい × 2 100% 0% 13 100% 0% 13

・確認事項が不明のため、判断できない

【事前協議等から事務局補足】
事務局整理欄がブランクでした、失礼しました。
本要件は、柔軟な機能とするために厳密に記載せずに例示としています。
以下対応ではいかがでしょうか。

対応方針(案)
柔軟な機能とするために厳密に記載せずに例示としているので、本機能は「オプション機
能」のままとする。

〇反映する
(その他)

-

― 督促状を発送するまでに、入金があった者・住所や
氏名に変更があった者・死亡等により送付対象者に
変更があった者等、発送すべきでない対象者を抽出
できること（引き抜き作業のため）。

― 特に大規模団体では督
促状が多数となる為、外
部委託する場合がありま
す。
この場合、ある時点での
未納者リストを委託先業
者に渡すため、市町村側
でリアルタイムで引き抜
きができません。よって、
発送直前に引き抜き対象
者を抽出する機能が必要
となります。

7-6-4 通知
書(督促状)
発行

7-7-2 還
付・充当処
理

催告対象者に対する催告書・納付書を一括・個別で
出力できること。
催告書・納付書の発行記録等を登録できること。

【管理項目】
催告書情報(催告書発行日,催告書納付期限,催告書
停止日)等

【出力帳票】
催告書
納付書

催告書は、「差押事前通知書」「特別催告書」等の複
数タイトルを登録できること。

― 催告書の発行回数に応
じて強い催告文面にする
ケースを想定し、帳票名
や催告文面の変更がで
きるよう定めています。

7-6-7 通知
書(催告書)
発行

― 催告書を発送するまでに、入金があった者・住所や
氏名に変更があった者・死亡等により送付対象者に
変更があった者等、発送すべきでない対象者を抽出
できること。

― 特に大規模団体では催
告書が多数となる為、外
部委託する場合がありま
す。この場合、ある時点
での未納者リストを委託
先業者に渡すため、市町
村側でリアルタイムで引
き抜きができません。よっ
て、発送直前に引き抜き
対象者を抽出する機能が
必要となります。

7-6-8 通知
書(催告書)
発行

― 充当の一括処理では、充
当先の選択パターンを定
義する必要があるため、
仕様に明示しておりま
す。

過誤納及び還付・充当処理に関する情報を登録・修
正・削除・照会できること。
過誤納対象者を抽出した一覧を出力できること。
※過誤納は、調定更正（減額更正）によって発生する
過誤納を含む。

【管理項目】
還付情報(還付額(利用者負担額,副食費,延長保育
料,その他費用),過誤納金発生年月日,還付未済額,還
付額,還付理由)等
充当情報(充当額,充当元先賦課年月日,充当元先相
当年月日,充当元先科目,充当元先識別番号,充当理
由)等

【出力帳票】
過誤納一覧

― ― 7-7-1 還
付・充当処
理

― 過誤納対象者に対して、還付・充当が一括処理でき
ること。
※還付の一括処理は、還付先口座が登録されている
場合のみを対象とする。
以下の「充当の一括処理時の充当先選択パターン」
に対応すること。
・納期限又は期別が古い未納から充当できる
・充当先を「本体」、「延滞金」、「督促手数料」から選
択できる（複数選択もできる）
充当先について「より古い期別を優先」か「本体等を
優先」か、設定できること。
＜例＞
・本体(R5.5納期限)→延滞金(R5.5納期限)→本体
(R5.6納期限)→延滞金(R5.6納期限)
・本体(R5.5納期限)→本体(R5.6納期限)→延滞金
(R5.5納期限)→延滞金(R5.6納期限)
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実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

給付 83

引落口座のみ登録されている場合、還付口座と
して使用できること
その際、ゆうちょ銀行の通帳記号3ケタを支店名3
ケタに自動で変換すること
　(還付の際は、通帳記号だと振込ができないた
め)

特別区 運用困難 〇 1

共通要件（0-3-10）に、引落口
座と還付口座等、口座情報の相
互流用機能を追加する。
なお、意見にある「ゆうちょ銀行
の通帳記号変換」の件は、シス
テム対応として自明であるた
め、反映しない。

※WG協議の結果、以下の通り
となった。
ゆうちょ銀行の通帳番号変換の
件は、システム対応として自明
であるため、仕様に反映しな
い。
引落口座を還付口座に流用す
る件は、口座情報の共有という
点でシステム全体の検討事項と
し、来年度の協議事項とする。

100% 0% 11 75% 25% 11

・ご要望の機能は全自治体で必要な機能ではないため、オプション機能の扱いでよいの
ではないでしょうか。

□継続検討

標準システムで扱う各種の口座情報については、
情報の共有や流用（情報の複写）について、全体
の検討事項とし、来年度の協議事項とする。

給付 84

近年、新型コロナウイルス感染拡大防止のため
に保育園等への登園自粛を呼びかけるという事
態が発生した。それに伴い保育料を減免し、差額
を還付する手続きをとっている自治体もある。今
後、このようなパンデミックに見舞われないとも限
らない。そういった際に、多くの還付対象者に一
括で処理ができることは極めて重要であり、実装
すべき機能に変更するべきである。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 3

【オプション機能】
還付の一括処理を実装すべきとの
意見が複数あるが、実装すべき機
能とするほど多くの意見がないため
オプション機能の整理でよいか。

※WG協議の結果、以下の通りと
なった。
「還付・充当の一括処理」はオプショ
ン機能のままとする。
なお、「還付の一括処理」における
「口座登録されていること」という前
提条件については、必ずしも必須条
件ではないという意見多数につき、
既存要件から以下を削除する。
「※還付の一括処理は、還付先口座
が登録されている場合のみを対象と
する」

※構成員からの以下意見について
は、来年度以降の継続検討事項と
する。
将来的にマイナポータルで口座を登
録してもらうことが普及すれば、通知
の運用そのものが変わる可能性が
ある。

88% 13% 11

【事前協議等から事務局補足１】
還付通知の一括処理の際、「口座登録されていること」を前提条件から外してよいのでは
という意見がありました。他構成員様からも「口座登録は必ずしも必須ではない。通知にも
口座情報を載せていない」という意見があり、構成員ベンダ様のシステムでも口座登録は
必須になっていないという意見がありました。
よって、既存要件から以下を削除することとします。
「※還付の一括処理は、還付先口座が登録されている場合のみを対象とする」

【事前協議等から事務局補足２】
将来的にマイナポータルで口座を登録してもらうことが普及すれば、通知の運用そのもの
が変わる可能性がある。来年度以降の協議事項とすべきという意見がありました。

□継続検討

将来、マイナポータルでの公金受取口座登録がさ
らに普及すれば、「還付通知」を送付する運用が
変わる可能性があるため、適時、標準仕様への
影響を検討する必要がある。

給付 85

同じ児童で重複して納めてしまい、きょうだい以
外に未納がない時など、きょうだい間で充当でき
る機能は運用上必須である。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 6

【実装すべき機能】
きょうだい間で充当できる機能を、
実装すべきとする意見が複数ある
が、実装すべきに要件種別を変更
するか

※№127とあわせてWG協議した。協
議結果は№127の確認事項欄を参
照。

43% 57% 12

※№71、72、73、81、85を合わせて協議

・児童ごとに調定を立てており、きょうだい間で充当を行っていないためオプションでよい。
・滞納管理については、納付者に対しての管理となるため、納付管理人が同一の場合で
あれば、きょうだい間の調定に対して、充当できてもよいと考え、実装すべき機能としても
よいと考える。
・複数意見があるのであれば実装すべき機能とした方が良いと考えます。
・オプション機能でよい

【事前協議等から事務局補足】
№71を参照ください。

×反映しない

-

給付 86

保育料について、税の未申告により仮決定として
通知したのち、税申告により仮決定金額から減
額する場合が多々あります。年度内の残額では
充当しきれない場合もありますので、「実装すべ
き機能」への変更を希望します。

その他
要件種別

(①)
△ 7

【実装すべき機能】
異なる会計年度へ充当できる機能
を、実装すべきとする意見が複数あ
るが、実装すべきに要件種別を変更
するか

※WG協議の結果、以下の通りと
なった。
オプション機能のままとする。なお、
異なる会計年度への充当について、
「運用として不適切」といった意見は
特に聞かれなかった。

88% 13% 11

・異なる年度への充当の可否は自治体の会計規則によるためオプションが望ましい
・複数意見があるのであれば実装すべき
・会計年度が異なる場合、自治体での決算処理なども完了しているため、充当しきれない
ケースは還付するのが正しい運用ではないか。未来の会計年度での充当というのは、会
計事務として問題があるのではないかと思われるため、必須機能ではなく、オプション機
能または要件として削除いただきたい。

【事務局補足】
異なる会計年度への充当は本来正しくないのでしょうか。

×反映しない

-

給付 87

延滞金は元本の保育料と結びつきが強く、延滞
金だけが残ってしまうと対処に苦慮する可能性も
ある。機能要件7-7-11で、延滞金の自動計算を
実装すべき機能として取り入れているのであれ
ば、それに付随して、過誤納金を延滞金や督促
手数料へ充当できるシステムも、実装すべき機
能に変更するべきである。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 5

【実装すべき機能】
調定本体額だけでなく、延滞金や督
促手数料へ充当できる機能を、実装
すべきとする意見が複数あるが、実
装すべきに要件種別を変更するか

86% 14% 12

・当区では延滞金を徴収していませんが、本体の保育料と延滞金では歳入科目が異な
り、充当できるかどうかは自治体によるためオプションが望ましい
・科目の異なるものに対しての充当については、自治体により考え方が異なることがある
ため、オプション機能とすべき
・複数意見があるのであれば実装すべき機能
・延滞金への充当は実装すべきで良いが、督促手数料については都内など大規模自治
体は取っていない場合がほとんどのため、住民税の標準仕様としては実装してもしなくて
も良い機能として分類されている。同様に整理いただきたい。 〇反映する

(実装すべき)

-

(R5.5納期限)→延滞金(R5.6納期限)

同一納期限の場合の、充当先の優先順位を設定で
きること
＜例＞
・本体→督促手数料→延滞金
・本体→延滞金→督促手数料

年度ごとの処理ができること。
＜例＞
・新しい年度から（当該年度の中では古い方から）充
当
・古い年度（或いは新しい年度）から充当、かつ、当
該年度の中で「本体→延滞金」の順で充当
※延滞金へ充当する際は、本体に先に充当し、延滞
金を確定させてから充当すること。
※充当の一括処理は、充当元と充当先の「科目及び
子ども」が同一の場合のみを対象とすること（“異なる
科目”と“異なるきょうだい”への充当は、一括処理の
対象としない）。

13



実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

給付 88

滞納額・滞納期間に応じて、基準日時点での延滞金
や遅延損害金を自動計算できること。
完納時に延滞金や遅延損害金の確定額を自動計算
し調定情報を作成できること。
延滞金/遅延損害金の管理について、有効/無効を
登録できること。

― ― 自治体によっては延滞金
をそもそも徴収していな
いケースが考えらえるた
め、有効/無効を選択で
きる仕様としています。

7-7-11 延
滞金処理

延滞金の減免（全額、半額、任意の割合等）がで
きること。

その他 運用困難 △ 1

【オプション機能】
延滞金の減免（全額、半額、任意の割合
等）に対応できるように機能追加するべ
きか。
※WG協議の結果、以下の通りとなっ
た。類似の№156、165、166を合わせて
協議した。
「延滞金の自動計算」は延滞金を徴収し
ていない団体も多数あるものの、徴収義
務があるので「必須要件（ただし
ON/OFF切替可）」とする（既記載7-7-
11）。「延滞金の減免」については、延滞
金を徴収している団体の中でもさらに限
られるのでオプションとする。以下の通り
とする。
【必須（既記載）】滞納額・滞納期間に応
じて基準日時点での延滞金や遅延損害
金を自動計算できること。～有効/無効
を登録できること。
【OP】延滞金の自治体独自の減免ルー
ル（全額、半額、任意の割合、減免期間
等）をパラメータで設定でき、自動計算
ができること。
【OP】任意の延滞金金額を個別・一括で
登録できること。
また、「要件の考え方・経緯」に以下を追
記する。
延滞金関連機能は、自動計算機能と、
任意の金額の登録機能の2種を定めて
います。前者は、法令（地方自治法等）
に基づいて徴収する延滞金を想定して
います。後者は、それ以外（団体の独自
条例に基づいて独自の計算をしている
場合等）を想定しています。

100% 0% 12 67% 33% 13

※№88、94、95を合わせて協議
・延滞金については、各自治体にて運用が分かれることがある。そのため、オプション機
能として減免対応できるようにしてもよいと考える。
・遅延損害金については、各自治体の条例によって仕様が左右されるので、パラメタでも
対応しきれない場合がある。例えば下記のような記載はどうか。
実装すべき機能：税の延滞金計算と同様の遅延損害金計算が行えること（率や端数切捨
額はパラメータで制御できること）、延滞金額の直接入力が可能なこと
実装してもしなくてもよい機能：自治体独自の条例について自動計算可能な機能を可能な
限り定義（年度や期間等によって端数切捨額が変わるなど）

【事前協議等から事務局補足１】
「延滞金の自動計算」は既記載（7-7-11）です。延滞金を徴収していない団体も多数ある
ものの、徴収義務があるので「必須要件（ただしON/OFF切替可）」にしています。
「延滞金の減免」については、延滞金を徴収している団体の中でもさらに限られると考えら
れます。
№94と95も含めて、以下仕様を反映するのではいかがでしょうか。

【必須（既記載）】　滞納額・滞納期間に応じて基準日時点での延滞金や遅延損害金を自
動計算できること。～有効/無効を登録できること。
【OP】　延滞金の自治体独自の減免ルール（全額、半額、任意の割合、減免期間等）をパ
ラメータで設定でき、自動計算ができること。
【OP】　任意の延滞金金額を個別・一括で登録できること。

【事前協議等から事務局補足２】
「要件の考え方・経緯」に以下を追記します。
延滞金関連機能は、自動計算機能と、任意の金額の登録機能の2種を定めています。前
者は、法令（地方自治法等）に基づいて徴収する延滞金を想定しています。後者は、それ
以外（団体の独自条例に基づいて独自の計算をしている場合等）を想定しています。

〇反映する
(オプション)

-

給付 89

分割納付のための納付書を自動作成される場
合、分割回数と同じ枚数の納付書が出力される
こと(現行システムでは、分割回数分ではなく、滞
納期別分の枚数の大量の納付書が出力されてし
まい、保護者にわかりづらい)

特別区 望ましい △ 2

【オプション機能】
分割回数と同じ枚数の納付書が出
力できる機能を追加すべきか。

88% 13% 11 86% 14% 12

・分割した結果、複数期別にまたがる金額が合算されて同一の納付期限となるケースが
あるが、期別＞納付期限ごとの納付書出力としていただきたい。
・分納回数と同じ枚数とするのであれば、賦課年月の根拠がわかるように納付書レイアウ
トを設計するなど自治体様側で納付書のレイアウトは工夫する必要がある。

〇反映する
(実装すべき)

-

給付 90

保育料の滞納整理業務の中で、保護者の家計
状況を鑑みて分割納付を行うことは多い。各滞納
者の分納計画をシステムで管理できると、業務負
担の軽減につながる。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 11

【実装すべき機能】
分割納付の管理機能を、実装すべ
きとする意見が複数あるが、実装す
べきに要件種別を変更するか

86% 14% 12

・実装すべき機能という意見が多いと考えるため、実装すべき機能とした方が良い
・別システムで管理することを想定
・全自治体必須の機能であれば、実装すべき機能とするべきだと思いますが、そうでなけ
ればオプション機能の扱いのままでもよい

〇反映する
(実装すべき)

-

給付 91

保育料の滞納整理業務の中で、保護者の家計
状況を鑑みて分割納付を行うことは多い。各滞納
者の分納計画をシステムで管理できると、業務負
担の軽減につながる。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 7

7-7-14 分納関連とあわせて検討

※№159とあわせてWG協議した。協
議結果は№159の確認事項欄を参
照。

・別システムで管理することを想定

【事務局補足】
№90を参照

〇反映する
(実装すべき)

-

給付 92

「滞納者・滞納調定ごとに、交渉等の経過記録を
登録・管理できること。」について、「滞納調定ごと
に」の記載は削除すべき。
滞納者毎に複数の滞納調定をまとめて交渉を行
う運用を想定しているため、調定毎に経過記録を
保有する必要は無い。調定情報は経過記録の内
容に記載することで運用は可能であると考える。

ベンダ 運用困難 △ 1

【オプション機能】
経過記録について、「滞納調定ごと
に」という記載を削除し、滞納者ごと
に記録する機能とするべきか。

100% 0% 12 100% 0% 13

・オプション機能として、滞納者ごととしてよいと考える。
・別システムで管理することを想定。

〇反映する
(オプション)

-

給付 93

差押を執行した場合、地方税法に基づき差押執
行日以降は通常よりも低い割合で延滞金を計算
している。システムにおいて、差押を管理する機
能は実装しないとのことだが、例えば、システム
外で計算した延滞金額をシステムに登録できる
機能を設けていただかなければ、システム上延
滞金について正しい調定金額で管理ができない
ため、任意金額の登録機能を設けてほしい。

政令市 運用困難 〇 1

【オプション機能】
システム外で計算した延滞金額
をシステムに登録できる機能を
追加する。

※№156とあわせてWG協議し
た。協議結果は№156の確認事
項欄を参照。

83% 17% 13 80% 20% 14

※№88、94、95を合わせて協議

【事前協議等から事務局補足】
№88を参照ください。

〇反映する
(オプション)

-

給付 94

延滞金の減免について手動で減免後の金額を
登録できること。また、延滞金の免除期間を登録
することができ、これに基づいて延滞金の計算を
免除できること。
（理由）公債権の延滞金は地方税法に基づくもの
であり、法に基づく行政を行うことを大前提して、
債権を徴収する以上併せて徴収を要し、最低限
の収納管理機能は必須である。
延滞金をいかる場合も減免しないことはありえ
ず、減免をシステムで受けないとするとシステム
での収納管理が成り立たない（できていない自治
体が多くとも法律上は必須である）。
地方税の滞納処分の例によることとされる私立
保育所保育料は、滞納処分の停止を行うことか
ら、停止期間中は延滞金は免除されるようにする
仕様が必要。

政令市 運用困難 △ 2

【オプション機能】
延滞金について、手動での減免後
金額の登録、延滞金の免除期間の
登録ができ、かつ、これに基づいて
延滞金の計算ができるように、機能
を追加すべきか。

※№156とあわせてWG協議した。協
議結果は№156の確認事項欄を参
照。 80% 20% 14 60% 40% 14

※№88、94、95を合わせて協議

・延滞金については、各自治体にて運用が分かれることがある。そのため、オプション機
能として減免対応できるようにしてもよいかと考える。
・法令上必要というこであれば減免機能と合わせて実装すべき機能とした方が良い
・システム外で計算して登録した延滞金額に対し、システム内で設定する免除期間及び再
計算は実施出来ない（あくまで延滞金は各種調定に対してかかるものであり、システム外
で計算して登録した金額をもとに算出するものではないため）

【事前協議等から事務局補足】
№88を参照ください。

〇反映する
(オプション)

-

給付 95

差押中の収納状況も照会できること。実装しても
しなくてもよい機能へ追加
差押中であっても自身で納付したり、差押中の案
件について第三債務者の履行管理が必要なた
め

政令市 運用困難 × 1

差押は本システムでは管理しな
いため、差押中であっても、収
納があれば消込は可能であるし
照会も可能であるため、仕様に
追加する必要がないと考えられ
る。

100% 0% 11 ×反映しない

-

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。

7-7-17 通
知書(延滞
金納付書)
発行

― 分割納付の計画を登録・管理し、分割納付誓約書・
分割納付用の納付書を出力できること。

【管理項目】
分納計画情報(分納誓約年月日,分割回数,分納期別
（納付額、納期限）,分納方法,分納額合計)等

【出力帳票】
通知書(納付書)
分割納付計画書
分割納付誓約書

― 7-7-14 通
知書(延滞
金納付書)
発行
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実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

給付 96

調定情報や滞納処分状況に応じて、調定ごとに時効
を管理できること。
督促・催告発送等の滞納処分により、時効の更新や
完成猶予等を自動で反映できること。
時効が到来する対象者の一覧を出力できること。

【管理項目】
時効情報(時効予定日,時効到来額,時効到来理由,時
効到来件数,時効消滅予定日,時効中断年月日)等

【出力帳票】
時効対象一覧

― ―  7-7-18 時
効処理

【次の機能を実装すべき機能へ追加】
「督促・催告発送等の滞納処分により、時効の更
新や完成猶予等を自動で反映できること。」の滞
納処分は、差押や執行停止等も含めること。

政令市 運用困難 〇 1

【オプション機能】
執行停止については、機能に追
加する。差押については反映し
ない（既に記載（7-7-17）の通
り、差押等は標準仕様としてい
ないが、時効については手動で
反映が可能）。

100% 0% 12 100% 0% 13
〇反映する
(実装すべき)

-

給付 97

年度末時点で未納となっている現年度調定及び
過年度調定は、画面で個々に登録することなく、
過年度調定は翌年度４月に、現年度調定は翌年
度６月に自動的に新年度の過年度調定として引
き継がれることとしている

政令市 運用困難 △ 1

【実装すべき機能】
滞納繰越処理を年度末に限定しな
い記載とする。
→任意の基準日時点で未納となっ
ている現年度調定または過年度調
定について、滞納繰越を登録できる
こと。

※WG協議の結果、以下の通りと
なった。
滞納繰越のタイミングは、「年度末と
出納整理期間末で」という記載にす
る。
また、【オプション機能】滞納繰越処
理の自動化を追加する。

86% 14% 12 100% 0% 14

・滞納繰越処理は決算処理であり、4月及び6月に実施する機能として想定しています。
データの繰り越し処理の他、会計年度を更新する時期であり、任意のタイミングで実施す
ることは運用上問題が生じるのではないか。

【事務局補足】
滞納繰越は任意のタイミングで実施してもよいのか、4月、6月と決まっているのか、いか
がでしょうか。
また、「改善要件案(抜粋)」は、「滞納繰越処理の自動化」の要望とも見て取れます。滞納
繰越処理の自動化をOPとして追加した方がよいでしょうか。

〇反映する
(実装すべき)

-

給付 98

滞納者が多く、独自で管理する手間が膨大にか
かるため、オプション機能ではなく、実装すべき機
能に変更を検討していただきたい。

政令市
要件種別

(①)
△ 6

【実装すべき機能】
滞納繰越について年度ごとの累計
を把握できる機能を実装すべきとす
る意見が複数あるが、実装すべきに
要件種別を変更するか 86% 14% 12

〇反映する
(実装すべき)

-

給付 99

実装とすべき：未払分の過誤納について、歳入歳
出を切替できること（過年度調定減による歳入還
付・歳出還付が切り替えられる等）。

政令市
要件種別

(①)
△ 3

【オプション機能】
未払分の過誤納の歳入・歳出切り
替え機能を実装すべきとの意見が
複数あるが、実装すべき機能とする
ほど多くの意見がないためオプショ
ン機能の整理でよいか

100% 0% 14 ×反映しない

-

給付 100

年度切替時、処理を行うことが想定し得る作業で
あるため、「実装すべき機能」としてほしい。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 4

【オプション機能】
年度切替時のデータ修正機能を実
装すべきとの意見が複数あるが、実
装すべき機能とするほど多くの意見
がないためオプション機能の整理で
よいか

100% 0% 14

・日計日などから会計年度を計算するシステムの方が多いと推測するためオプション機能
で良い。

×反映しない

-

給付 101

決算調書を出力できること。

【出力帳票】
決算調書

― ― 7-8-5 決算
処理

調書は現年度分と過年度分（滞納繰越分）と分け
て出力できるようにすること。実装すべき機能に
追加

政令市 運用困難 △ 1

【オプション機能】
決算関連帳票を現年度分と過年度
分（滞納繰越分）と分けて出力する
機能について、実装すべきか。

100% 0% 11 88% 13% 11

・決算関連として、保護者が支払った方法（収納方法）にて集計したいとの話もあるため、
オプション機能として良い。
・現年度分、過年度分と分けて出力できる方が望ましいと考えるので実装すべき機能とし
た方が良い。

〇反映する
(オプション)

-

年度末時点で未納となっている現年度調定及び過年
度調定について、滞納繰越を登録できること。

【管理項目】
滞納繰越情報(繰越年度,繰越年月日,決算繰越調定
額)等

滞納繰越について年度ごとの累計を照会できること。 ― 滞納繰越ができること
や、分納誓約等によって
何年も滞納繰越を繰り返
して残っているものを把
握できるよう要件を定め
ています。

7-8-2 決算
処理

― 未払分の過誤納について、歳入歳出を切替できるこ
と。

― 7-8-3 決算
処理
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実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

認定 102

企業主導型保育事業を利用する者は施設等利
用給付認定を受けることができないとされている
ことから、企業主導型保育事業利用者に対し、施
設等利用給付認定ができないようエラーチェック
を実施できる機能を実装すべきであると考えま
す。
企業主導他保育事業利用者については、教育・
保育給付認定、施設等利用給付認定のいずれも
取得しない者もいることから、各認定を取得しな
い者についても、契約施設を管理することができ
る機能を実装すべきであると考えます。
特別支援学校（幼稚部）在籍者についても同様で
す。

中核特
例

運用困難 △ 2

【実装すべき機能】
企業主導他保育事業等の利用者に
ついては、契約施設としてはシステ
ムに手動で登録できるようにしてお
き、企業主導型保育事業等の利用
者が施設等利用給付認定を受ける
ことができないとすることは、ワーニ
ング機能を追加する。

89% 11% 10 70% 30% 9
・実装すべき機能で問題ないと考える。
・誤登録防止に繋がるため、左記の内容で実装して問題ない。

〇反映する
(実装すべき)

-

認定 103

施設等利用給付の認定１号の認定開始日が満３
歳日以降になるようエラーをチェックできる機能，
認定２号の認定開始日が満３歳日以降の直近の
４月１日以降となるようエラーをチェックできる機
能，認定３号の認定終了日が満３歳日以降の直
近の３月31日以前となるようエラーをチェックでき
る機能が必要である。

中核特
例

運用困難 〇 1

【実装すべき機能】
・年齢によるエラーチェック機能
を追加する
（新3号認定は満３歳に達する日
以後の最初の3月31日までの間
にある子ども、新2号認定は満３
歳に達する日以後の最初の3月
31日を経過した子ども）。
・新３号の非課税世帯の要件を
満たしているか、税情報から判
別するエラーチェック機能を追
加する。

92% 8% 7 90% 10% 9
・システムとしては、職員に2号、3号を入力してもらうのではなく、認定開始日、年齢から判
断して、2号、3号を自動判断する想定。

〇反映する
(実装すべき)

認定 104

兄弟が在籍の場合、手入力した税金を、世帯とし
て反映できること

特別区 政令市 △ 1

【オプション機能】
「手入力した税額を、世帯として反映
できること」として、問題ないか。

〇反映する
(実装すべき)

1-1-1と記載内容を合わせて、対応方針を変更し
ている。
きょうだいの認定保持者がいる場合は、一部の基
本情報（保護者の就労先情報や所得状況等）は
複写し登録でき、修正も可能としている。

認定 105

電子申請で添付された保育要件の挙証資料（就
労証明書、診断書等）の電子データの管理機能
を実装すべきである。
ぴったりサービス上には、申請されたデータは数
日で削除され、市の独自の電子申請システムで
も申請システム上には保存期間は限定されてい
る。
そのため、保育の認定、認定の変更、現況届の
確認に必要な挙証資料のデータを紙で出力する
か、標準システムとリンクしていない別システムを
準備する必要がでてくる。
行政内部事務のオンライン化のため、機能の追
加を検討願いたい。

政令市

【事前協議等から事務局補足】
【実装すべき機能】
左記意見について、問い合わせ等
の際に、添付資料を個人台帳から
呼び出せれば良いと事であれば、画
像データ自体の保存機能を規定す
ることは可能であるはずである。
保育要件の挙証資料として就労証
明書、診断書、他にどんなものがあ
るか、自治体ニーズを確認する。

【その他の論点】
●添付資料を保存する場合、何年
保存するかで容量に影響を与える
ため、子ども子育てシステム側で用
意するのか、今後データ･連携要件
で規定されるのか、自治体側のシス
テムで管理すべきなのかどうか確認
する。

●自治体側の独自電子申請システ
ムとネットワークが異なることが想定
される。ガバメントクラウドのネット
ワークと内部事務のネットワークと
基幹系のネットワークの関係がどう
なるかで状況は変わってくる。
ネットワークで直通できないとUSB等
の対応が必要となる。

※事前確認以降、追加項目

□継続検討

保育認定の挙証資料について、システムでの管
理に一元化したいとの要望について画像データの
保存機能を実装するか検討する。
データ容量等の課題は、今後は分野別で検討す
ることとする。

認定 106

契約施設の登録・修正・削除・照会ができる必要
がある。契約施設は施設名・施設コード・利用期
間が管理できること。

中核特
例

運用困難 × 1

要件に含まれているため、追記
しない。

100% 0% 10 89% 11% 10 ×反映しない

-

認定 107

一括でみなし認定を登録できること及び登録解
除について一括で登録できることは、必須である
ため実装すべき機能と考える。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 3

【オプション機能】
一括でみなし認定を登録機能を実
装すべきとの意見が複数あるが、実
装すべき機能とするほど多くの意見
がないためオプション機能の整理で
よいか

100% 0% 12

・施設等利用給付については、保留となっているすべての対象者をみなし認定とするかど
うかは、自治体の運用によるものと考えるため、オプション機能としてよいと考える。
・多数の意見が無いのであればオプション機能で良いと考えます。

×反映しない

-

認定 108

認定取消対象者や、その他異動があった場合の
異動者リストの出力は必須。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 8

【実装すべき機能】
施設等利用給付認定取消対象者一
覧表の出力機能を実装すべきとす
る意見が複数あるが、実装すべきに
要件種別を変更するか

67% 33% 10

・事務の効率化や変更漏れ防止に繋がるため、実装すべき要件種別に変更して問題な
い。
・この機能としては、認定の取り消しを行う対象者としての一覧の内容であるため、異動者
の一覧として確認できるようになっている必要はあるが、取消対象者としての一覧はオプ
ション機能とすべきではないか。
・「データ連携（住記等）から認定取消対象者の一括登録ができること。」については、オプ
ション機能の扱いとなる認識でよいのではないしょうか。

【事前協議等から事務局補足】
居住地の変更は、保護者による届出事項であるが、保護者から届出がない場合が多いな
ど、業務フロー上必須となる機能であれば、実装すべき機能として整理する。

〇反映する
(実装すべき)

-

子育てのための施設等利用給付

施設等利用給付認定について、申請情報を登録・修
正・削除・照会できること（認定変更、認定取消、申請
取下含む）。
施設型給付費等の受給者である場合には認定がで
きないようエラーチェックを実施できること。
任意の期間内に認定申請をした者を抽出した一覧を
出力できること。

【管理項目】
施設等利用給付履歴番号,施設等利用給付台帳番
号,児童情報(児童宛名番号,児童フリガナ,児童氏名,
児童生年月日,児童性別),保護者情報(保護者宛名番
号,保護者フリガナ,保護者氏名,保護者生年月日,保
護者性別),,保護者連絡先情報(保護者住所,保護者
勤務先情報,保育必要理由内容)保護者連絡先,保護
者連絡先区分,保護者メールアドレス),支給認定申請
情報(支給認定申請年月日,支給認定申請区分,支給
認定申請者),支給認定申請状態(ステータス)区分,未
提出書類情報(資料名称),保育必要性認定希望有無,
未提出書類情報(資料名称),支給認定申請事由情報
(認定申請事由,認定変更事由,認定取下事由)支給認
定延期情報(延期処理見込期間,延期理由),生活保護
情報(該当有無、開始年月日),保護者疾病障害該当,
ひとり親世帯該当,特別児童扶養手当該当,在宅障害
世帯該当,契約情報(クラス年齢,契約締結日,初回入
所年月日,契約満了年月日,利用期間開始年月日,利
用期間終了年月日,入所月入所日数,入所月開所日
数,退所年月日,退所理由,退所月入所日数,退所月開
所日数,保育料,入園料,補足),契約履歴番号,世帯情
報(世帯識別番号,世帯員宛名番号,世帯員生年月日,
世帯員性別,世帯員年齢,世帯員住所,職業,関係(続
柄),保護者区分),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),認定変更情報(認定変更年月日,認定変更理由),
認定取消更情報(認定取消年月日,認定取消理由)
等

【出力帳票】
施設等利用給付認定申請者一覧

認定申請データ（CSV形式等）を一括取込できるこ
と。
申請情報における子ども、保護者、世帯員の個人番
号情報を登録・修正・削除・照会できること。

【管理項目】
個人番号

― 個人番号を管理項目とし
て保持しない場合は、宛
名番号等で共通基盤、又
は住民記録システムから
個人番号の取得を行い、
一時的にシステムに保持
したうえでデータの連携
(0-1-1にて定義)を行う運
用を想定してます。

9-1-1 新規
申請入力

施設等利用給付認定について、認定情報を登録・修
正・削除・照会できること（認定変更、認定取消を含
むことができること）。
みなし認定者をフラグ登録・管理できること。

【管理項目】
施設等利用給付認定番号,認定決定情報(認定年月
日,認定開始年月日,認定終了年月日,認定満了年月
日,支給認定区分,みなし認定区分),認定却下情報(認
定却下年月日,認定却下理由) 等

入所保留となった教育・保育給付の２号認定３号認
定子どものうち法令上の要件を満たすものについ
て、事前に候補者リストを確認した上で、一括でみな
し認定を登録できること。
保育所への入所等によるみなし認定の登録解除に
ついて一括で登録できること。

― みなし認定については、
自治体による運用の差異
に応じた要件を、必須機
能・オプション機能にそれ
ぞれ規定しています。

9-1-4 認定
結果入力

― データ連携（住記等）から認定取消となる対象者を抽
出し一覧で出力できること。
データ連携（住記等）から認定取消対象者の一括登
録ができること。

【出力帳票】
施設等利用給付認定取消対象者一覧表

― 9-3-1 取消
処理
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実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

給付 109

・管理項目の「保育料」について、歳児別の保育
料及び入園料を管理できるようにし、9-1-1の申
請入力や11-1-2の請求入力に連携できるように
してほしい。本市では大量の申請や請求が一度
に来るため、申請入力や請求入力について保育
料等を個別入力していると時間がかかるうえ、誤
入力のリスクも高まるため効率化の観点から必
要。

政令市 運用困難 〇 1

【実装すべき機能】
共通要件として、以下を追加す
る。
⇒子供子育てシステムが持つ
データは、機能間で相互に共
有・活用されること。
例＞事業所管理側で施設単位
（歳児別）で設定した保育料等
のデータは、該当施設に在籍す
る児童側のデータとして自動で
反映され、かつ請求内容との整
合性チェックなどに利用されるこ
と。
なお、歳児別の保育料及び入園
料は、既に管理項目にある（仕
様変更なし）。

※WG協議の結果、以下の通り
となった。
整理方針＝〇反映する
対応方針(案)＝【オプション機
能】登録済みの施設情報（歳児
別の保育料等）のうち、「施設等
利用給付認定に係る申請情報
の登録（9-1-1参照）」、或いは
「施設等利用費の請求情報の
登録（11-1-2参照）」の際に利
用できる情報については、初期
値として引用できるようにするな
ど、職員の入力補助ができるこ
と。

70% 30% 9 60% 40% 9

・9-1-1の申請入力については、施設単位（歳児別）で保育料が異なるとしても、算定にお
ける保育料の管理であり、事業所情報の管理とは異なるのではないか。また、11-1-2の
請求入力については、利用者からの申請内容を登録するものであり、事業所毎に「保育
料」を管理する必要はないのではないか。
・制度の対象となる請求額は児童の利用状況により異なる場合も多く、施設毎の保育料
管理だけでは、チェックしきれないと考えます。幼稚園の保育料に限定するなど検討が必
要と考えます。
・例について、"自動で反映され"や"整合性チェックなどに利用されること"など広義に解
釈できてしまうため、明確な記載への変更もしくは削除したい。

【事務局補足】
一般化が難しいので、共通要件ではなく、個別要件として整理することとし、
以下対応ではいかがでしょうか。

対応方針(案)
オプション機能
登録済みの施設情報（歳児別の保育料等）のうち、「施設等利用給付認定に係る申請情
報の登録（9-1-1参照）」、或いは「施設等利用費の請求情報の登録（11-1-2参照）」の際
に利用できる情報については、初期値として引用できるようにするなど、職員の入力補助
ができること。

〇反映する
(実装すべき)

-

給付 110

自治体ごとの登録ではなく、全国共通情報として
登録する必要がある。(自治体間の照会業務を省
略し、リアルタイムの情報を把握するため。)

特別区
対象外
事務

× 1

事業者情報の全国共通管理
は、標準化事務範囲外の内容と
なるため、仕様に反映しない。

100% 0% 10 78% 22% 10 ×反映しない

-

給付 111

当市では市内事業者からの要望や事務効率を
踏まえ、施設等利用費のうち、保育料は法定代
理受領、入園料や預かり保育事業等の利用料は
償還払いとしています。そのため、施設等利用費
の利用料種別によっても、法定代理受領か償還
払いかの支払い方法を選択でき、利用料種別ご
とに施設等利用費支払通知書を発行できるよう
改善を要望いたします。 中核特

例
運用困難 △ 1

【オプション機能】
施設等利用費の利用料種別によっ
ても、法定代理受領か償還払いか
の支払い方法を選択できるようにす
るべきか。

89% 11% 10 78% 22% 10

・遡及などで申請された明細（施設等利用給付の利用料種別）によっては、支払方法が通
常と異なる可能性があるため、オプション機能として選択できるようにしても良いのではな
いか。
・当市も同様に、利用料種別により支払方法が異なるため、オプション機能として取り入れ
ていただきたい。
・中核市からの要望であること、多数の要望では無いということであればマイノリティと推
察される。オプションで良いのではないか。
・利用料種別と支払方法を連動させる必要はない。 〇反映する

(オプション)

-

給付 112

法定代理受領（概算払い）については、本市にお
いて実施しているため実装すべき機能である。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 5

【実装すべき機能】
法定代理受領（概算払い）につい
て、実装すべきとする意見が複数あ
るが、実装すべきに要件種別を変更
するか

※WG協議の結果、以下の通りと
なった。類似の№194、206、207を合
わせて協議した。
法定代理受領（概算払い）について
は、「オプション機能」のままとする。

40% 60% 9

・施設等利用給付については、基本は、各対象者毎の申請に対して確認してから登録さ
れるものと考えるため、概算払いについてはオプション機能とすべき。
・当市は法定代理受領（概算払い）を実施しているため、実装すべき要件種別に変更して
問題ない。
・現在は子ども・子育て支援システムで管理はしていないが、法定代理受領（概算払い）を
実施しているため、今後の運用を考慮すると実装すべき。
・全自治体必須の機能であれば、実装すべき機能とするべきだと思いますが、そうでなけ
ればオプション機能の扱いのままでもよい。

【事前協議等から事務局補足】
以下対応ではいかがでしょうか。

整理方針
×反映しない

対応方針(案）
実施している団体もあるが、そうでない団体もある。よって、オプション機能のままとする。

×反映しない

-

給付 113

保護者の通帳の写しの提出等の煩を軽減し、ま
た自治体の入力作業の手間を軽減するため、本
市では児童手当振込指定口座を施設等利用給
付の振込先口座として指定できることにしてい
る。児童手当関連システムと連携し、施設等利用
費の請求内容登録において、口座情報が自由入
力できるだけではなく、児童手当振込先口座を引
き込めるようにしてもらいたい。

中核特
例

望ましい 〇 2

共通要件（0-3-10）に、児童手
当口座と子供子育て口座等、口
座情報の相互流用機能を追加
する。

※WG協議の結果、以下の通り
となった。
あらためて確認したところ児童
手当側には子ども子育てシステ
ム側の口座情報を流用したい
ニーズがないことが判明した。
よって、以下の仕様とする。
整理方針＝〇反映する
対応方針(案)＝【オプション機
能】児童手当システムで利用し
ている口座情報を施設等利用
給付の振込先の口座として流用
できること。

78% 22% 10

・記載するのであれば児童手当の標準仕様への記載も必須である。
・児童手当と子ども子育てシステムがたとえ標準化後のシステムとはいえ、データ構造の
異なるシステム間での流用を可能とすることは無理がある。

【事前協議等から事務局補足】
改めて確認したところ、児童手当側には「子ども子育ての口座を流用したい」という要望は
ありませんでした。

〇反映する
(オプション)

-

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（施設型給付を受けない幼稚園・
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。

10-1-1 事
業所・事業
者情報の
登録・管理

償還払い、法定代理受領（確定払）に対応できるこ
と。

法定代理受領（概算払い）に対応できること。 ― 法定代理受領（概算払
い）については、市町村
によって運用していない
ケースがあるので、オプ
ション機能としています。

11-1-1 共
通

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）。

11-1-2 請
求書入力
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実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

給付 114

無償化の上乗せ支給を自治体独自で行ってい
る。こういった「地方単独事業」についてもシステ
ムで登録できるようにしないと、上乗せ支給分の
み別システムで管理しないといけないため、実装
の必要がある。

特別区
要件種別

(①)
△ 3

【オプション機能】
地域単独事業への対応を実施すべ
きとする意見が複数あるが、実装す
べき機能とするほど多くの意見がな
いためオプション機能の整理でよい
か

100% 0% 9

・地域単独事業の内容が自治体により様々であるため、実施すべき機能としての記載は
難しいと考えます。

×反映しない

-

給付 115

事務効率化のため実装すべき機能とすべき。シ
ステムへの個別入力は、非常に煩雑である。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 6

【実装すべき機能】
施設等利用費請求情報データ（CSV
形式等）を一括取込機能を実装すべ
きとする意見が複数あるが、実装す
べきに要件種別を変更するか

※WG協議の結果、以下の通りと
なった。
一括取込機能についてはオプション
機能のままとする。

※構成員からの以下意見について
は、来年度以降の継続検討事項と
する。
「施設等利用費請求書参考様式（償
還払い用、法定代理受領用）の項
目」の全情報を取込むべきか、一部
のみとするか。
取込範囲については、“実際に支
払った金額等、請求金額に係る情
報”だけ取込めば運用上十分である
という意見がある。一方で、金額以
外の情報も自治体独自補助などに
利用している団体があるのではない
かという意見もあった。また、保護者
に申請書中に記載させている以上
は、その情報を取込まない選択肢
はないのではないかという意見も
あった。

44% 56% 10

・施設等利用給付については、基本は、各対象者毎の申請に対して確認してから登録さ
れるものと考えるため、CSV等にて一括取込については、オプション機能とすべき。
・既に実施しているため、実装すべき。
・現在、子ども・子育て支援システムでは管理していないが、今後を考えると実装すべき。
・全自治体必須の機能であれば、実装すべき機能とするべきだと思いますが、そうでなけ
ればオプション機能でよい。
・請求データが指す範囲が広いため、預かり保育の実績を一括取込みする機能など明確
にしたい。

【事前協議等から事務局補足１】
実施している団体とそうでない団体があるのでオプションのままでよいでしょうか。

【事前協議等から事務局補足２】
取込対象となるデータ範囲を絞るべき。“実際に支払った金額等、請求金額に係る情報”
だけで運用上十分ではないか、という意見がありました。
一方で、金額以外の情報も、自治体独自補助などに利用している団体もあるのではない
か、という意見がありました。

×反映しない

「施設等利用費請求書参考様式（償還払い用、法
定代理受領用）の項目」の全情報を取込むべき
か、一部のみとするか。継続検討事項とする。

給付 116

支払時期別・施設/事業別・保護者別の支払一覧を
出力できること。

【出力帳票】
口座振込依頼一覧

― ― 11-1-10 請
求内容確
認

みずほ銀行のフォーマットにも対応できること

特別区 運用困難 × 1

特定の銀行だけに配慮するの
は標準仕様として適当でないと
考えられるため、反映しない。

※№107とあわせてWG協議し
た。協議結果は№107の確認事
項欄を参照。

100% 0% 10

№59と同じ

〇反映する
(実装すべき)

-

給付 117

施設等利用費支払通知書(代理受領)は「実装し
てもしなくても良い帳票」ではなく，「実装すべき帳
票」。

政令市
要件種別

(①)
△ 2

11-1-1１ 支払処理とあわせて検討
【事務局補足】
№117参照

×反映しない

-

給付 118

概算払いにて運用しているため。

その他
要件種別

(①)
△ 2

11-1-11 支払処理とあわせて検討

※№194とあわせてWG協議した。協
議結果は№194の確認事項欄を参
照。

【事務局補足】
№117参照

×反映しない

-

給付 119

支給額に過誤があった場合、次回の支給時に調整
できること。

― ― 11-1-18 支
払処理

遡及して認定を取り消した場合に、対象期間に
かかる償還払い済の金額に対して、自動で返還
対象となるような機能を実装いただきたい

政令市 運用困難 〇 1

【オプション機能】
遡及して認定を取り消した場合
等、任意の対象期間にかかる償
還払い済の金額に対して、返還
対象を一覧で確認できるよう、
機能を追加する。

※WG協議の結果、以下の通り
となった。
整理方針＝〇反映する
対応方針(案)＝【オプション機
能】遡及して認定を取り消した場
合、取消対象期間の支給実績
（支給月、利用施設等名、支
給額等）を一覧で確認できるこ
と。

90% 10% 9 90% 10% 9

【事前協議等から事務局補足】
「償還払い済の金額」に限定する必要ない、「返還対象」という表現が曖昧でしたので、
以下対応ではいかがでしょうか。

対応方針(案)
【オプション機能】
遡及して認定を取り消した場合、取消対象期間の支給実績（支給月、利用施設等名、支
給額等）を一覧で確認できること。

〇反映する
(オプション)

-

分野
別

120

延長保育の実施規模や運用方法（利用実績から
の徴収ではなく一律徴収もある）は自治体それぞ
れで異なるため、本機能は必須機能とするので
はなく、オプション機能としてはどうか。

ベンダ
要件種別

(②)
△ 3

【オプション機能】
利用情報の一括取込み機能につい
て複数ベンダからオプション機能と
すべきと意見があるが、オプション
機能に要件種別を変更するか

100% 0% 8

算定パターンが複雑なのでオプション機能で良いと考えます。
年度当初等に当該年度の入力のため一括取込機能の実装は必要であるが、オプション
機能として各自治体との個別調整対応でも問題はない。

×反映しない

-

― 施設等利用費請求情報データ（CSV形式等）を一括
取込できること。
内閣府が示す「施設等利用費請求書参考様式（償還
払い用、法定代理受領用）」の項目に準じたCSV形
式データを利用できること。

― 11-1-4 請
求書入力

支払通知書を一括・個別で出力できること。
出力するか任意に選択できること。

【出力帳票】
施設等利用費支払通知書(償還払い)
施設等利用費支払通知書(代理受領(確定払い))

実装すべき機能において、「法定代理受領（概算払
い）」に対応できること。

― 11-1-16 支
払処理

― 以下の機能（“実装してもしなくても良い機能”を含
む）について、「法定代理受領（概算払い）」に対応で
きること。
11-1-2
11-1-4
11-1-8
11-1-11
11-1-13
11-1-14
11-1-15
11-1-16
11-1-7～16

― 11-1-17 支
払処理

延長保育の利用情報（CSV形式等）を一括取込でき
ること。

― ― 13-1-2 延
長保育の
利用情報
管理

18



実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能

(オプション機能)
実装しない機能 要件の考え方・経緯 項番・名称 改善要件案(抜粋) 規模 意見分類

整理方
針

関連
意見数

対応方針(案) 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント区分 NO

意見照会時の機能要件 意見照会　意見概要 事務局整理
対応方針・確認事項

内容の事前確認
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

分野
別

121

通常保育の利用調整（選考）を自動的に行う（入
園先を指数を踏まえて自動的に割り当てる機能）
に加えて、延長保育や休日保育についてもそれ
ぞれの指数を踏まえて自動的に選考を行う機能
があるとよい。

特別区
対象外
事務

× 4

特別区からのみ複数意見が
あったが、延長保育の選考処理
はニーズが限定的であるため標
準対象事務範囲外とする。

92% 8% 7 77% 23% 6

人口規模の大きい自治体で選考するケースがあることを把握しており、オプション機能で
良いと考えます。

×反映しない

-

分野
別

122

延長保育料について年齢や所得階層等に応じた
算定をしているため

特別区
要件種別

(①)
△ 3

【オプション機能】
延長保育料のパラメータ処理を実装
すべきとの意見が複数あるが、実装
すべき機能とするほど多くの意見が
ないためオプション機能の整理でよ
いか

91% 9% 8

オプション機能で良いと考えます。
ただし、特に非課税世帯・生活保護世帯の延長保育料を無償としている自治体は多いと
思われるので、部分的に実装するべき機能とするのかどうか検討が必要である。

×反映しない

-

分野
別

123

子ども子育て支援交付金に関する算定処理が機
能から欠落しています。延長保育に限らず、国や
会計検査等も認識し自治体職員の大きな事務負
担となっている。

政令市
対象外
事務

× 1

延長保育事業に関して、施設へ
の給付は標準化対象外としてお
り、1.0版以降に必要の応じ見直
す方針とする。

100% 0% 7 100% 0% 7

1.0版以降に必要の応じ見直す方針に賛成します。

×反映しない

-

分野
別

124

実装すべき機能である

その他
要件種別

(①)
× 2

【オプション機能】
延長保育料減免のパラメータ処
理を実装すべきにする複数意見
があったが、多数とは言えず要
件種別は変更しない 82% 18% 8

多数とは言えないのであればオプション機能で良いと考えます。

×反映しない

-

分野
別

125

現在、システム外で算定（個々の延長保育料を
決定）していることから、この方法となった場合必
要である。

その他
要件種別

(①)
△ 3

【オプション機能】
延長保育料の外部計算結果を一括
取込みを実装すべきとの意見が複
数あるが、実装すべき機能とするほ
ど多くの意見がないためオプション
機能の整理でよいか

100% 0% 10

多数とは言えないのであればオプション機能で良いと考えます。
料金の設定が多様であり、システム内で算定が完全に行えないのであれば、オプションと
して必要。

×反映しない

-

分野
別

126

団体様ごとで、給付のタイミングは様々となって
おります。[対象年月]の項目に関しては、任意で
集計できるようにしてほしい。（12か月分の明細
表示など）

ベンダ 運用困難 〇 2

【実装すべき機能】
補足給付費の支払期間につい
ては任意の期間を指定して支払
える機能を追加する。

92% 8% 6 91% 9% 8
〇反映する
(実装すべき)

-

分野
別

127

転入者などでかつ第１子・第２子、また市内在住
者であっても未申告者で税情報を有していないも
のの判定についての仕様記述が無く不明であ
る。要調査者であったり、判定不能者について
は、グレーな存在として判定が必要。また、各市
町で調査など対応していると思うが、調査書で
あったり、申告慫慂文書が出力できれば尚良い
と考えられる。

その他 望ましい 〇 2

【実装すべき機能】
未申告の取り扱い(最高階層で
の算定)、判定できない子どもも
抽出対象とすることを機能に追
記する

83% 17% 7 82% 18% 8

補足給付事業については、国より自治体にゆだねられている事業となる。そのため、実装
すべき機能ではなく、オプションにすべきではないか。
施設等利用給付で未申告者の把握は、台帳等に登録時に実施すべきである。
実装するのであれば、オプション機能として判定できない子どもについて一覧を出力でき
ることとしてはどうでしょうか。調査書、申告慫慂文書は自治体によって様式が異なると思
われるため、必須機能としては一覧のみでの実装としていただきたい。

〇反映する
(実装すべき)

-

分野
別

128

一括取り込み機能は必須である。

中核特
例

要件種別
(①)

△ 2

【オプション機能】
交付免除実績の取り込みを実装す
べきとの意見が複数あるが、実装す
べき機能とするほど多くの意見がな
いためオプション機能の整理でよい
か

91% 9% 8

オプション機能で問題ない。

×反映しない

-

分野
別

129

補足給付費交付について、国の定める基準
（多子判定、所得判定（生活保護、里親含
む）に該当する子どもを抽出した一覧を出力
できること。

【出力帳票】
補足給付費交付対象者一覧

自治体独自の補足給付費交付について、要
件をパラメータで任意に設定できること。
自治体独自の補足給付費交付に該当する
子どもを抽出した一覧を出力できること。

【出力帳票】
補足給付費交付対象者一覧

― 14-1-3 申
請入力

機能要件に、月額上限額と比較してとの記載が
あるが、月額上限額をどの機能要件から設定で
きるかが不明であるため、明記いただきたい。

政令市 運用困難 × 1

【オプション機能】
補足給付費について月額上限
(国基準は一律、自治体独自は
任意設定)を設定とする機能を
追加する。

88% 13% 11 88% 13% 11

補足給付事業については、国より自治体にゆだねられている事業となる。そのため、実装
すべき機能ではなく、オプションにすべきではないか。

〇反映する
(オプション)

-

― 多子減免や所得階層に
応じた減免は延長保育料
算定区分で設定すること
で延長保育料に反映でき
ますが、減免として個別
設定したい場合の使用を
想定した機能となります。
減額後の延長保育料を
延長保育料として管理す
る前提です。

13-1-9 延
長保育料
算定

地域子ども・子育て支援事業

― 延長保育の利用調整結果を登録・修正・削除・照会
できること。
延長保育の利用調整結果に関する通知書を出力で
きること。
利用調整結果の情報を施設毎などで抽出した一覧を
出力できること。

【出力帳票】
延長保育利用承諾通知書
延長保育保留通知書
延長保育の利用調整結果一覧

― 延長保育の利用調整は、
選考機能は実装はせず
ステータス管理のみの実
装の前提です。

13-1-6 利
用者情報
の登録

延長保育料単価及び利用実績をもとに子ども別に延
長保育料を自動計算できること。
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

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自動計算でき
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

― 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
保育料の自動計算を実
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～

13-1-7 延
長保育料
算定

― 子ども別に延長保育料減免項目を登録・修正・削除・
照会できること。
延長保育料減免項目として、減免名称、減免方法
（減免率（分子／分母）又は減免額）を登録できるこ
と。
子ども別の延長保育料減免額を自動計算できるこ
と。

【管理項目】
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）等

― 補足給付費の交付免除実績を一括取込できること。 ― 副食費の施設による徴収
に係る補足給付申請の
参考様式(補足給付費交
付対象園児免除実績報
告書)のデータ形式での
提出を前提としていま
す。

14-1-4 申
請入力

国の定める基準に基づく、補足給付費交付申請につ
いて、認定審査結果を登録・修正・削除・照会できる
こと。
国の定める基準に基づく、該当者を自動で判定でき
ること。
補足給付費交付申請に関する通知書（償還払い）を
出力できること。

【管理項目】
補足給付費交付認定決定情報(認定区分,認定年月
日),補足給付費交付認定却下情報(認定却下年月日,
認定却下理由)　等

【出力帳票】
補足給付費交付支払通知書(償還払い)
補足給付費交付申請却下通知書

自治体独自の副食費減免について、設定した要件に
て該当者を自動で判定できること。
補足給付費交付申請に関する通知書（代理受領）を
出力できること。

【出力帳票】
補足給付費交付支払通知書(代理受領)

― 14-1-2 申
請入力

補足給付費交付について、国の定める基準（多子判
定、所得判定（生活保護、里親含む）に該当する子ど
もを抽出した一覧を出力できること。

【出力帳票】
補足給付費交付対象者一覧

自治体独自の補足給付費交付について、要件をパラ
メータで任意に設定できること。
自治体独自の補足給付費交付に該当する子どもを
抽出した一覧を出力できること。

【出力帳票】
補足給付費交付対象者一覧

― 14-1-3 申
請入力
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意見照会結果WG検討結果資料(帳票要件)

帳票名称
利用区分
外部/内部

帳票名称
利用区分
外部/内部

類似意
見数

整理
方針

対応方針 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

認定 1 教育・保育給付認定決定通知書 外部 保育実施停止通知書 外部 2 △
「保育実施停止通知書」の出力について複数意見があるが、オプ
ション機能と追加すべきか

90% 10% 9 89% 11% 10
通常は停止ではなく、解除となる想定です
が、どのような運用想定で使用する通知書と
なるのか

〇反映する
(オプション)

認定 2 教育・保育給付認定却下通知書 外部 保育実施停止解除通知書 外部 2 △ 上記とあわせて検討

認定 3
教育・保育給付認定決定通知書兼支
給認定証

外部

認定 4 教育・保育給付認定延期通知書 外部

認定 5 教育・保育給付認定申請者一覧 内部

認定 6 教育・保育給付認定変更通知書 外部
教育・保育給付認定認定変更通
知書兼支給認定証

外部 7 〇
【実装すべき帳票】
「教育・保育給付認定認定変更通知書兼支給認定証」の出力を決定
通知と同様に実装すべき機能に追加する

90% 10% 9 67% 33% 10
〇反映する
(実装すべき)

認定 7 給付認定区分更新予定者一覧 内部 認定期間満了(予定)対象者一覧 内部 7 〇
【実装すべき帳票】
「認定期間満了(予定)対象者一覧」の出力を実装すべき機能に追加
する

73% 27% 8 70% 30% 9
認定期間の満了対象者は、台帳をCSVで出
力する機能があれば代用可能ですので、オ
プション機能にすべきではないか。

〇反映する
(実装すべき)

認定 8 給付認定区分変更対象者一覧 内部 5 〇
【実装すべき帳票】
「給付認定区分変更対象者一覧」の出力を実装すべき機能に追加
する

80% 20% 9 78% 22% 10
〇反映する
(実装すべき)

認定 9 教育・保育給付認定取消通知書 外部

認定 10 認定取消対象者一覧表 内部

認定 11 現況届 外部

認定 12 現況届提出状況一覧 内部 現況届対象者・対象外一覧 内部 5 〇
【実装すべき帳票】
「現況届対象者・対象外一覧」の出力を実装すべき機能に追加する

80% 20% 9 70% 30% 9
対象者については必要と考えるが、対象外
一覧はオプションにするべきではないか。

〇反映する
(実装すべき)

認定 13 現況届提出先一覧 内部

認定 14 現況届変更情報一覧 内部

認定 15

2.1利用申請受付

利用申請者一覧 内部 2 〇
【実装すべき帳票】
「利用申請者一覧」の出力を、認定申請の要件種別をあわせ実装す
べき機能に追加する

80% 20% 9 78% 22% 10
〇反映する
(実装すべき)

認定 16 施設利用内定通知書 外部 施設利用保留証明書 外部 7 △

「施設利用保留証明書（保育所等における保育の実施が行われな
い旨の証明書等）」の出力について多数の意見があるが、実装すべ
き機能に追加すべきか
ハローワーク等で対応すべきで、実装すべきでないと意見もあり、オ
プション、実装しないことも考えらえれる。

50% 50% 11 38% 63% 11

施設利用保留通知書の代わりかであるなら
ば、証明書としては特にご要望はない。
実装すべき機能とすべきではないと考えま
す。オプション機能とすべきではないでしょう
か。

□継続検討
他帳票で代替できる可能性があるが、必要
な項目を網羅できるか検討する必要がある
ため継続検討事項とする。

認定 17 施設利用保留通知書 外部 施設利用証明書 外部 2 △
「施設利用証明書(在園証明書等)」の出力について複数意見がある
が、オプション機能と追加すべきか

75% 25% 11 88% 13% 11

施設利用内定通知書の代わりであるなら
ば、証明書としては特にご要望はない
不要と考えます。本帳票の発行を求められ
たことはありません。
あったらよい

□継続検討 同上

認定 18 施設利用非内定通知書 外部 3 △
「施設利用非内定通知書」の出力について複数意見があるが、オプ
ション機能と追加すべきか

57% 43% 12 57% 43% 12

「施設利用非内定通知書」については、用途
不明のため判断できません。
特に必要なものではないと考える他帳票に
て代替運用も可能と考えますが、いかがで
しょうか。

□継続検討 同上

認定 19 選考対象者一覧 内部 在園児童一覧 内部 9 〇
【実装すべき帳票】
「在園児童一覧」の出力を実装すべき機能に追加する

100% 0% 9 100% 0% 10
〇反映する
(実装すべき)

認定 20 選考結果一覧 内部 施設利用内定者一覧 内部 3 〇
【実装すべき帳票】
「施設利用内定者一覧」の出力を実装すべき機能に追加する

100% 0% 9 100% 0% 10
〇反映する
(実装すべき)

認定 21 保留者一覧 内部

認定 22 待機者一覧 内部

子どものための教育・保育給付

事務局整理

区分 No 中項目

意見照会時点の帳票要件 追加すべき意見のあった帳票
対応方針・確認事項

内容の事前確認
対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

1.1教育・保育給
付認定申請

1.2教育・保育給
付給付認定変更

1.3教育・保育給
付認定取消

1.4現況確認

2.2選考処理
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帳票名称
利用区分
外部/内部

帳票名称
利用区分
外部/内部

類似意
見数

整理
方針

対応方針 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

事務局整理

区分 No 中項目

意見照会時点の帳票要件 追加すべき意見のあった帳票
対応方針・確認事項

内容の事前確認
対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

認定 23 保育施設等利用実施状況表 内部

認定 24 保育委託書 内部 保育委託解除通知書 内部 3 〇
【実装すべき帳票】
「保育委託解除通知書」の出力を実装すべき機能に追加する。

90% 10% 9 82% 18% 8
〇反映する
(実装すべき)

認定 25 受託回答書 内部

認定 26 施設利用承諾通知書 外部
施設利用承諾通知書兼納入通知
書

外部 4 △
「施設利用承諾通知書兼納入通知書」の出力について複数意見が
あるが、オプション機能と追加すべきか

88% 13% 11 80% 20% 9
〇反映する
(オプション)

認定 27 保育実施解除通知書 外部

認定 28 地域型保育所卒園児童一覧 内部 退所者一覧 内部 3 〇
【実装すべき帳票】
「退所者一覧」の出力を実装すべき機能に追加する

90% 10% 9 78% 22% 10

地域型保育の卒園児童については、連携先
施設を管理等を行う為に必要だが、その他
の退所している児童あるいは、施設型教育・
保育施設の卒園者については、特に連携先
などを考える必要はないため、オプションとし
ていいのではないか。

〇反映する
(実装すべき)

認定 29 利用者負担額決定通知書 外部 保育料無償のお知らせ通知書 外部 4 △
「保育料無償のお知らせ通知書」の出力について複数意見がある
が、オプション機能と追加すべきか

89% 11% 10 89% 11% 10
〇反映する
(オプション)

認定 30 利用者負担額変更通知書 外部
利用者負担額減免申請却下通知
書

外部 2 △
「利用者負担額減免申請却下通知書」の出力について複数意見が
あるが、オプション機能と追加すべきか

75% 25% 11 70% 30% 9
〇反映する
(オプション)

認定 31 利用者負担額減免通知書 外部
副食費の補助に関する事項変更
通知書

外部 2 △
「副食費の補助に関する変更通知書」の出力について複数意見が
あるが、オプション機能と追加すべきか

83% 17% 13 71% 29% 12
副食費を徴収していないため、回答は控え
ます。

〇反映する
(オプション)

認定 32 利用者負担額算定一覧 内部 多子軽減対象者一覧 内部 2 △
「多子軽減対象者一覧」の出力について複数意見があるが、オプ
ション機能と追加すべきか

89% 11% 10 89% 11% 10
〇反映する
(オプション)

認定 33 保育必要量一覧 内部 2 △
「保育必要量一覧」の出力について複数意見があるが、オプション
機能と追加すべきか

78% 22% 10 78% 22% 10
保育必要量の一覧とは、どのような時に必
要なのか業務として考えずらいため、必要が
ないのではないか。

〇反映する
(オプション)

認定 34
利用承諾兼利用者負担額決定通知
書

外部

認定 35

3.4利用者負担額
切替

利用者負担額切替対象者一覧 内部 2 △
「利用者負担額切替対象者一覧」の出力について複数意見がある
が、オプション機能と追加すべきか

100% 0% 10 90% 10% 9
〇反映する
(オプション)

認定 36 副食費免除通知書 外部

認定 37 副食費免除解除通知書 外部

認定 38 副食費徴収免除対象者一覧 内部 13 〇
【実装すべき帳票】
「副食費徴収免除対象者一覧」の出力を実装すべき機能に追加す
る

100% 0% 10 88% 13% 11
副食費を徴収していないため、回答は控え
ます。異議なし

〇反映する
(実装すべき)

認定 39 支給認定証 外部

認定 40 支給認定証交付一覧 内部

給付 41 平均年齢別児童数（見込）一覧 内部

給付 42 給付費一覧 内部

給付 43 給付費集計表 内部

給付 44 子どものための教育・保育給付請求書
※内閣府において標準的な様式を作成中

外部

給付 45 給付請求明細書・在籍児童一覧
※内閣府において標準的な様式を作成中

外部

給付 46 給付費支弁台帳 内部

2.4広域利用管理

3.1利用決定

3.2退所

3.3利用者負担額
決定

3.5副食費賦課情
報管理

4.1発行・返却

6.1事業所請求管
理
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帳票名称
利用区分
外部/内部

帳票名称
利用区分
外部/内部

類似意
見数

整理
方針

対応方針 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

事務局整理

区分 No 中項目

意見照会時点の帳票要件 追加すべき意見のあった帳票
対応方針・確認事項

内容の事前確認
対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

給付 47 口座振込依頼一覧 内部

給付 48 調定一覧表 内部

給付 49 口座振替開始（変更）通知書 外部

給付 50

7.3納付書発行

納入通知書（納付書） 外部

給付 51 口座振替依頼一覧 内部 口座振替登録対象者一覧 内部 2 △
「口座振替登録対象者一覧」の出力について複数意見があるが、オ
プション機能と追加すべきか

78% 22% 10 78% 22% 10
〇反映する
(オプション)

給付 52 口座振替停止対象者一覧 内部 2 △
「口座振替停止対象者一覧」の出力について複数意見があるが、オ
プション機能と追加すべきか

89% 11% 10 100% 0% 10
〇反映する
(オプション)

給付 53 保育料等納付証明書 外部

給付 54 口座振替済通知書 外部

給付 55 口座振替不能通知書 外部

給付 56 消込結果一覧 内部 口座振替不能一覧 内部 4 〇
【実装すべき帳票】
「口座振替不能一覧」の出力を実装すべき機能に追加する

78% 22% 10 67% 33% 10
口座振替通知書と一覧はセットであることが
自明であることから一覧を追加することは不
要と考えます。

〇反映する
(実装すべき)

給付 57 収納消込エラーリスト 内部

給付 58 口座振替済一覧 内部

給付 59 収入内訳日計表 内部

給付 60 督促状 外部 督促状兼納付書 外部 3 〇 兼納付書通知の対象については継続検討課題とする 88% 13% 11

兼納付書とする自治体も一定数以上あると
推測されることからオプション機能として記載
しても良いと考えます。
ただしその場合は、催告書も同様に記載す
ることが必要であると考えます。

□継続検討

給付 61 催告状 外部 滞納者調書 内部 3 △
「滞納者調書」の出力について複数意見があるが、オプション機能と
追加すべきか

80% 20% 14 60% 40% 14
「滞納者調書」については、用途不明のため
判断できません。
別システムで管理するのでなくてもよい

〇反映する
(オプション)

給付 62 未納者一覧 内部 引き抜き対象者一覧 内部 2 〇
機能要件の記載に合わせ「引き抜き対象者一覧」を帳票要件に実
装すべき帳票に追加する

63% 38% 11 63% 38% 11

引抜情報の管理をオプションとしているた
め、当該機能で利用すると想定される「引き
抜き対象者一覧」はオプション機能にすべき
ではないでしょうか。

〇反映する
(オプション)

機能要件の要件種別にあわせ、オプション
の整理とする。

給付 63 収納状況一覧 内部

給付 64 保育料等還付・充当通知書 外部

給付 65 過誤納一覧 内部

給付 66 還付・充当一覧 内部

給付 67 還付金振込口座確認票 外部

給付 68 分割納付計画書 外部

給付 69 分割納付誓約書 外部

給付 70 時効対象一覧 内部

給付 71 不納欠損一覧 内部

給付 72 繰越調定データ一覧 内部

給付 73 決算調書 内部

給付 74 福祉行政報告例第54表・第54表の２ 内部

給付 75
子どものための教育・保育給付費支
弁台帳

内部

認定 76

9.1施設等利用給
付認定申請 施設等利用給付認定通知書 外部

認定 77 施設等利用給付認定却下通知書 外部

認定 78 施設等利用給付認定延期通知書 外部

7.7滞納管理

7.1調定

7.2支払方法管理

7.4口座振替

7.5収納管理

7.6督促・催告

7.8決算

8.1子どものため
の教育・保育給付

子育てのための施設等利用給付
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帳票名称
利用区分
外部/内部

帳票名称
利用区分
外部/内部

類似意
見数

整理
方針

対応方針 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

事務局整理

区分 No 中項目

意見照会時点の帳票要件 追加すべき意見のあった帳票
対応方針・確認事項

内容の事前確認
対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

認定 79

9.1施設等利用給
付認定申請

施設等利用給付認定申請者一覧 内部 施設等利用給付認定者一覧 内部 6 〇
「施設等利用給付認定者一覧」の出力を実装すべき機能に追加す
る

90% 10% 9 89% 11% 10
〇反映する
(実装すべき)

認定 80
施設等利用給付認定申請情報取込
エラーリスト

内部

認定 81 施設等利用給付認定変更通知書 外部

認定 82
施設等利用給付認定変更予定者一
覧

内部 認定期間満了(予定)対象者一覧 内部 2 〇
「認定期間満了予定対象者一覧」の出力を、教育・保育の要件種別
を合わせ実装すべき機能に追加する

80% 20% 9 78% 22% 10
認定期間の満了対象者は、台帳をCSVで出
力する機能があれば代用可能ですので、オ
プション機能にすべきではないでしょうか。

〇反映する
(実装すべき)

認定 83 施設等利用給付認定取消通知書 外部

認定 84
施設等利用給付認定取消対象者一
覧表

内部

認定 85 現況届 外部

認定 86 現況届提出状況一覧 内部

認定 87 現況届提出先一覧 内部

認定 88 現況届変更情報一覧 内部

給付 89 施設等利用給付対象外一覧 内部

給付 90 施設等利用給付一覧 内部

給付 91 施設等利用給付集計表 内部

給付 92 給付費支弁台帳 内部

給付 93
口座振込依頼一覧
(施設等利用給付)

内部

給付 94 施設等利用費支払通知書(償還払い) 外部

給付 95 施設等利用費支払通知書(代理受領) 外部

給付 96 施設等利用給付支弁台帳 内部

給付 97
多子世帯の保育料軽減支援事業
補助金算出調書

内部 2 △
「多子世帯の保育料軽減支援事業補助金算出調書」は標準化可能
か。
可能であれば、実装すべき機能として追加を想定する。

33% 67% 13 50% 50% 13

「多子世帯の保育料軽減支援事業補助金調
書」については、用途不明のため判断できま
せん。自治体単独事業で使われる帳票で
しょうか？
国の制度では利用しないものなのでオプショ
ンでいいと思います実装してほしい要望を受
けたことはないため、オプション機能の扱い
でよいのではないでしょうか。

×反映しない

分野別 98 延長保育利用者一覧 内部 延長保育申請者一覧 内部 3 〇
「延長保育申請者一覧」の出力をオプション機能に追加する
(利用調整がオプションのため)

91% 9% 8 91% 9% 8
〇反映する
(実装すべき)

分野別 99 延長保育利用承諾通知書 外部

分野別 100 延長保育保留通知書 外部

分野別 101 延長保育の利用調整結果一覧 内部

分野別 102 延長保育料決定通知書 外部 延長保育料変更通知書 外部 2 △
「延長保育料変更通知書」の出力について複数意見があるが、オプ
ション機能と追加すべきか

91% 9% 8 82% 18% 8
〇反映する
(オプション)

分野別 103 延長保育実施解除通知書 外部

分野別 104 延長保育事業実績一覧 内部

分野別 105 補足給付費交付対象者一覧 内部

分野別 106
補足給付費交付決定通知書(償還払
い)

外部

分野別 107
補足給付費交付決定通知書(代理受
領)

外部

分野別 108 補足給付費交付申請却下通知書 外部

9.2施設等利用給
付認定変更

9.3施設等利用給
付認定取消

9.4現況確認

11.1 事業所・保護
者請求管理

12.1子育てのため
の施設等利用給
付

13.1 延長保育管
理

14.1 補足給付管
理(副食費)

地域子ども・子育て支援事業
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帳票名称
利用区分
外部/内部

帳票名称
利用区分
外部/内部

類似意
見数

整理
方針

対応方針 確認事項 YES NO
保留

構成員
YES NO

保留
構成員

事務局整理

区分 No 中項目

意見照会時点の帳票要件 追加すべき意見のあった帳票
対応方針・確認事項

内容の事前確認
対応方針・確認事項
要件種別の事前確認

構成員コメント
合同WG
協議結果

継続検討事項
又はその他補足

分野別 109 補足給付費交付実績一覧 内部

分野別 110 不現住情報一覧 内部 住民税情報手入力対象者一覧 内部 2 ■ 共通の機能要件とあわせ継続検討する

分野別 111 保護者・施設送付先情報一覧 内部

分野別 112 保護者等連絡先情報 内部

分野別 113 保護者口座情報一覧 内部

分野別 114 世帯情報一覧 内部

分野別 115 特記事項情報一覧 内部

分野別 116 世帯員住民税情報一覧 内部

分野別 117 所得照会書 内部

分野別 118 所得照会情報一覧 内部

分野別 119 公示送達対象者情報一覧 内部

分野別 120 児童台帳 内部 事業所台帳 内部 3 〇 「事業所台帳」の出力を実装すべき機能に追加する 80% 20% 9 80% 20% 9
事業所の情報については、一部オプションと
なっているため、台帳に関してもオプションと
すべきではないでしょうか。

〇反映する
(実装すべき)

0.4 台帳管理機能

0.3 データ管理機
能
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意見照会結果WG検討結果資料(業務フロー)

整理方針
関連

意見数
対応方針(案) YES NO

保留
構成員

認定 1

教育保育給付認定の変更、取消、利用申請の取下げ、施設等利用給付認定変更、施
設等利用給付認定取消、施設等利用費請求についても対応を追加すべき
また、プッシュ通知についても対応を追記すべき ■ 5

ぴったりサービスで対応及び対象予定の申請手続を前提として作成
しており、その他手続及びプッシュ型通知について1.０版以降で対応
検討を行う。 100% 0% 11 〇反映する

認定 2

教育・保育給付認定(施設等利用給付も同様)の取消については、申請に対する処分
ではなく、取消すべき事由が発生した場合に市町村が一方的に行う行政処分である。
このことから、フローに届出や申請の受領タスクは不要である。
認定取消は現況届の提出がなかったときが主であることからフローに記載すべき。 〇 6

業務フローに、取消事由の発生を開始トリガの修正行う。
施設等利用給付の業務フローも同様に修正を行う。

100% 0% 12 〇反映する

認定 3

3 契約 退所後の支給認定終了のフローが不足している。
実施解除して終了となっているが、ケースによっては、支給認定の取消フローにつなが
るべきではないか

〇 －

業務フローに、支給認定認定取り消しが必要な場合とそうでない場合
の分岐を追加を行う。

100% 0% 11 〇反映する

給付 4

概算払い後の精算処理のフローが不足している。

〇 －

業務フローに、概算払い後の精算処理のタスク(関連機能ID6-1-16)
を追記する。

100% 0% 11 〇反映する

給付 5

施設への給付費支払いは、財務会計の部門で行っている団体が多いため、フローに
記載すべきでないか。

〇 －

業務フローに、財務会計の部門からの支払いパターンがある旨を追
記する。

100% 0% 10 〇反映する

給付 6

還付口座把握済の場合でも、還付先の口座を確認するフローが必要ではないか。

〇 －

業務フローに、還付口座修正について分岐の修正を行う。

100% 0% 11 〇反映する

給付 7

還付処理について、口座振込としてのフローは存在しているが、窓口払いもフローとし
て記載するべきではないか。

〇 －

業務フローに、還付処理について窓口払パターン(関連機能ID7-7-
10)がある旨を追記する。

100% 0% 12 〇反映する

給付 8

8 統計・報告等に係る集
計

第54表だけが都道府県等に提出するような流れにみえるので記載を記載するべきで
はないか。

〇 2

業務フローで、複数様式が提出される旨を追記する。

100% 0% 11 〇反映する

給付 9

事業者・保護者請求管理のうち、「口座情報登録」は、事業者や保護者からの請求の
都度行う必要があるように見えるが、初回を除けば前回と同様の口座に振り込むのが
通例である。
2回目以降は「口座情報確認」のみでよいのではないか。 〇 －

業務フローで、口座情報の登録要否に応じたフロー分岐を追記する。

100% 0% 10 〇反映する

給付 10

金融機関へ振込依頼データを送付するフローが必要ではないか。（償還・代理受領共
に）

〇 －

業務フローに、財務会計の部門からの支払いパターンがある旨を追
記する。

100% 0% 10 〇反映する

分野別 11

対象者（候補者）に対し勧奨通知を送付し，認定申請を促しているため、本フローの前
段に工程を追加すべきでないか。

〇 3

業務フローに、勧奨通知を送付するフローを追記する。

91% 9% 8

補足給付事業のについて、運用は自治体によるため
「推奨通知」については、オプションとするべきではないか。

〇反映する

分野別 12

補足給付管理（副食費）において、機能要件14-1-7の「実績報告」作業が不足してい
る。

〇 －

業務フローに、「統計・報告等に係る集計のプロセスへの遷移を追記
する。

100% 0% 8 〇反映する

区分 中区分NO

14 実費徴収に係る補足
給付を行う事業

子育てのための施設等利用給付

地域子ども・子育て支援事業

子どものための教育・保育給付

6 事業所請求管理

1 教育・保育給付  認定
管理

7 保育料等納付管理

11 事業所・保護者請求
管理

合同WG
協議結果

対応方針
の事前確認

構成員コメント

事務局整理

意見照会　改善要件案(抜粋)
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