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子ども・子育て支援システム標準仕様書

○「経済財政運営と改革の基本方針2019」（令和元年6月21日閣議決定）において、地方公共団体の情
報システムについては、国の主導的な支援の下で地方公共団体の業務プロセス・情報システムの標準化を進め
ることが明記されている。
○併せて「新経済・財政再生計画改革工程表2019」（令和元年12月19日経済財政諮問会議決定）及び
「デジタル・ガバメント実行計画」（令和元年12月20日閣議決定）においても、令和２年度以降、業務プロセ
ス・情報システムの標準化を進めることが明記されており、子ども・子育て支援については、令和４年夏までに標
準仕様書を作成することとされた。
○これを受け、子ども・子育て支援システム標準化検討会（座⾧：吉田正幸保育システム研究所代表）を
開催し、令和３年７月以降、標準仕様書の検討を重ねてきた。
○本仕様書は、同検討会に設置されたワーキンググループ（認定・利用調整WG、給付WG、分野別WG）にお
ける議論や、全国の市区町村及びベンダへの意見照会結果を基に、第1.0版として取りまとめたものである。
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本仕様書の構成

第１章本仕様書について
第２章業務フロー・ツリー図
第３章機能要件
第４章帳票要件
第５章その他要件
第６章用語

ー 本仕様書の背景、目的、対象事務範囲等を説明
ー モデル的な業務フロー及び業務フローに示すタスクを整理したツリー図を提示
ー 各業務を実施するために必要な機能要件を規定
ー 各業務を実施するために必要な帳票要件や帳票印字項目・帳票レイアウトを規定
ー データ要件・連携要件及び非機能要件について、デジタル庁等が策定するものに準じる旨規定
ー 本仕様書で使用している用語を定義



○本仕様書の対象事務については、他の標準化対象業務（住民記録、介護保険、地方税等）が対象事務
を選定するに当たり基本とする地域情報プラットフォーム標準仕様書が存在しないため、各地方公共団体・ベンダ
を対象に実施した令和２年度及び令和３年度の調査研究の結果等を踏まえ、子ども・子育て支援システム標
準化検討会にて対象事務の選定を行った。
○同調査研究において、業務実施率・システム化率に特にばらつきのあった地域子ども・子育て支援事業の事務
に関しては、標準化の効果や教育・保育給付等との関連性等を勘案し、現時点で優先度の高い事業の事務を
第1.0版における対象とする方針のもと、「延⾧保育事業」と「実費徴収に係る補足給付を行う事業」を標準化
対象の事業としている。

標準化対象事務範囲
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共通

統計・報告等に係る集計

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 地域子ども・子育て支援事業

機能一覧の
大項目単位

凡例

機能一覧の
大項目単位
(補足説明が
ある項目)

延⾧保育料の納付管理は、保育
料等納付管理と共通

教育・保育給付
認定管理

利用調整 契約

発行・返却

事業所管理

事業所請求管理

保育料等納付管理

施設等利用給付
認定管理

事業所管理

事業所請求管理

延⾧保育管理
(延⾧保育事業)

副食費補足給付管理
(実費徴収に係る補足給付を行う事業)

※１ ※１

標準化対象事務範囲のイメージ



標準化対象事務範囲の考え方
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○標準化対象事務範囲のうち、地方公共団体による独自性が高い施策等については、パラメータ処理により対
応することを基本とし、これが困難な場合には、標準準拠システムとは別にシステムを構築して情報連携するアドオ
ンにより実現することを想定している。

• パラメータ処理で対応可能な場合⇒標準化の対象事務範囲
• パラメータ処理で対応不能な場合⇒標準化の対象事務範囲外

標準化対象事務範囲の考え方イメージ

標準化対象事務範囲

標準準拠システム

パラメータ処理
対応機能

標準化対象事務範囲外

外部システム

外部システム

API
連携等

疎結合・アドオン独自施策等

対象範囲外の事務について、システム化を行って
おり、標準準拠システムと連携する場合
（例：一時預かり事業の利用料等）

独自施策等が、標準準拠システムのパラメータ処
理で対応不能の場合（標準準拠システムには、
データの一括取込機能を実装）

外部システムの利用が想定されるケース



機能要件
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○対象事務範囲において定義すべき要件について、【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】の３類型に分類を行った。３類型のいずれにも分類されていない機能は、カスタマ
イズ抑制、ベンダ移行の円滑化の観点から、【実装しない機能】と同様のものとして位置付けている。
○そのほか機能要件全般としての考え方を以下７種の事項に整理している：
①外部機関や標準化対象外システムとの連携に係る要件 ②エラー・アラートに係る要件
③管理項目 ④EUCに係る要件 ⑤国・都道府県への報告等に係る要件
⑥計算・集計ロジックに係る事項 ⑦バッチ処理（一括処理）に係る事項

説明
分類

事務 機能

実装すべき機能

実装してもしなく
てもよい機能
(オプション機能)

標準化
対象事務
範囲

 ほぼ全ての地方公共団体の運用においてシステム化が必要な機能
 効率化や住民サービス向上の効果が期待できる機能

 いくつかの地方公共団体の運用においてシステム化が必要な機能
 運用上必須ではないものの実装することで効率化や住民サービス向

上に更なる効果が期待できる機能

 ごく一部の地方公共団体でのみシステム化が必要な機能
 利用頻度が少ない、代替手段が存在する、法制度に照らして誤っ
た運用となっている等の理由が確認できる機能

実装しない機能

上記以外の機能
(定義されていない機能)

標準化対象事務範囲外  標準化対象外の事務の運用においてシステム化が必要な機能

取り扱い方針

ベンダ 地方公共団体

実装必須

実装任意

要求可能

実装不可 要求不可

標準準拠の基準の考え方イメージ



機能要件一覧
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大項目 中項目 大項目 中項目

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

0 共通 0-1 他システム連携 5 事業所管理 5-1 事業所・事業者情報の登録・管理

0-2 マスタ管理機能 6 事業所請求管理 6-1 事業所請求管理

0-3 データ管理機能 7 保育料等納付管理 7-1 調定

0-4 台帳管理機能 7-2 支払方法管理

0-5 一覧管理機能 7-3 納付書発行

0-6 帳票出力要件 7-4 口座振替

0-7 指定都市個別要件 7-5 収納管理

1 教育・保育給付 認定管理 1-1 教育・保育給付認定申請 7-6 督促・催告

1-2 教育・保育給付認定変更 7-7 滞納管理

1-3 教育・保育給付認定取消 7-8 決算

1-4 現況確認 8 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

2 利用調整 2-1 利用申請受付 9 施設等利用給付 認定管理 9-1 施設等利用給付認定申請

2-2 選考処理 9-2 施設等利用給付認定変更

2-3 利用申請取下げ 9-3 施設等利用給付認定取消

2-4 広域利用管理 9-4 現況確認

3 契約 3-1 利用決定 10 事業所管理 10-1 事業所・事業者情報の登録・管理

3-2 退所 11 事業所・保護者請求管理 11-1 事業所・保護者請求管理

3-3 利用者負担額決定 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

3-4 利用者負担額切替 地域子ども・子育て支援事業

3-5 副食費賦課情報管理 13 延⾧保育事業 13-1 延⾧保育管理

4 発行・返却 4-1 発行・返却 14 実費徴収に係る補足給付を行う事業 14-1 補足給付管理



帳票要件・帳票印字項目・帳票レイアウト
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○業務を実施するために必要な帳票の要件を規定した。全ての地方公共団体で必須又は実装が望ましい帳票
については、【実装すべき帳票】、地方公共団体によっては必須又は実装が望ましい帳票については【実装してもし
なくても良い帳票】として規定している。左記帳票について、帳票の概要（帳票の用途）を規定した上で、外部
帳票に関しては帳票印字項目及び帳票レイアウトを定義している。
○多くの自治体において本システムから出力する外部帳票・内部帳票について規定するが、多くの地方公共団体
において本システムから出力するとは限らない申請書等の帳票については規定しない。
○帳票要件・帳票印字項目・帳票レイアウト全般としての考え方を以下５事項で整理している：
①外部帳票の定義、②外部帳票における帳票サイズの取扱い、③外部帳票における大量印刷に係る対象
物及び条件の取扱い、④内部帳票の定義、⑤外部帳票・内部帳票の実現方法

外部帳票とは
地方公共団体から保護者や施設等の外部に

向けた帳票をいう。なお、国、都道府県に提出
する統計・集計資料や地方公共団体間で受け
渡しを行う資料は内部帳票として取り扱う。

内部帳票とは
事務運用に併せて地方公共団体の内部で使

用する確認用の一覧等の帳票をいう。

帳票要件の対象範囲

帳票印字項目・帳票レイアウト
の対象範囲

申請書等 外部帳票

内部帳票

入力 出力

出力

交付
子ども・子育て
支援システム

職員 職員

職員

住民

国等

帳票要件・帳票印字項目・帳票レイアウトの対象範囲イメージ
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【子ども・子育て支援システム標準化検討会】

座⾧
• 株式会社保育システム研究所 代表 吉田 正幸
構成員
• 山口県周南市こども・福祉部こども局こども支援課⾧ 上野 和子
• 静岡県駿東郡⾧泉町こども未来課⾧ 宍戸 浩
• 富山県富山市こども家庭部こども保育課⾧ 竹内 孝
• 神奈川県川崎市こども未来局総務部⾧ 田中 眞一
• 日本電気株式会社公共システム開発本部

住民情報グループ プロジェクトディレクター 狩野 好幸
• 富士通Japan株式会社ソリューションビジネス本部

行政ソリューションビジネス統括部
行政第三ソリューションビジネス部部⾧ 河野 大輔

【認定・利用調整ワーキング・グループ】
構成員
• 千葉県木更津市健康こども部こども保育課⾧ 石渡 雅浩
• 東京都大田区こども家庭部保育サービス課⾧ 津本 卓也
• 茨城県東茨城郡大洗町こども課⾧ 本城 正幸
• 福岡県北九州市子ども家庭局幼稚園・こども園課⾧ 松田 陽一

郎
• 株式会社日立システムズ公共・社会事業グループ

公共パッケージ事業部 第二開発本部 第一開発部
第二グループ主任技師 川畑 幸徳

• 富士通Japan株式会社ソリューションビジネス本部
行政ソリューションビジネス統括部
行政第三ソリューションビジネス部部⾧ 河野 大輔

子ども・子育て支援システム標準化検討会・ワーキンググループ 構成員・開催実績

【給付ワーキング・グループ】
構成員
• 北海道江別市健康福祉部子育て支援室子ども育成課⾧ 天野 保則
• 神奈川県横浜市こども青少年局子育て支援部

保育・教育給付課⾧ 石田 登
• ⾧野県北佐久郡御代田町町民課⾧ 柳澤 俊義
• 鳥取県鳥取市健康こども部次⾧兼こども家庭課⾧ 山下 宣之
• 株式会社アイネス公共ソリューション本部西日本福祉ソリューション部

関西第二課 スペシャリスト 高瀬 有加
• 株式会社日本システムブレーンズ

第１システムグループ マネージャー 山崎 翔太

【分野別ワーキング・グループ】
構成員
• 千葉県千葉市こども未来局こども未来部幼保運営課⾧ 秋庭 慎輔
• 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町ほけん福祉課⾧ 神 広丈
• 島根県松江市子育て部子育て支援課⾧ 福間 千恵
• 山梨県富士吉田市市民生活部子育て支援課

保育・幼稚園室⾧ 宮下 久文
• 日本電気株式会社公共システム開発本部

住民情報グループ 主任 佐藤 奈津美
• 株式会社ＲＫＫＣＳ企画開発本部 企画開発部⾧ 日名子 大輔
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子ども・子育て支援システム標準化検討会・ワーキンググループ 開催実績

• 検討会第1回（令和3年7月13日）
（１）検討会等の運営について
（２）本事業の背景・目的について
（３）検討体制、全体スケジュールについて
（４）第１期・２期の調査結果について
（５）今後の進め方について
（６）その他
• 分野別WG第1回（令和3年8月5日）
（１）検討会等の運営について
（２）本事業の背景・目的について
（３）検討体制、全体スケジュールについて
（４）第１期・２期の調査結果について
（５）地域子ども・子育て支援事業の標準化対象の候補選定について
（６）今後の進め方について
（７）その他
• 認定・利用調整WG第1回

／給付WG第1回（合同開催）（令和3年8月11日）
（１）検討会等の運営について
（２）本事業の背景・目的について
（３）検討体制、全体スケジュールについて
（４）第１期・２期の調査結果について
（５）今後の進め方について
（６）その他
• 給付WG第2回（令和3年9月3日）
（１）標準仕様(素案)の検討
• 認定・利用調整WG第2回（令和3年9月8日）
（１）標準仕様(素案)の検討
• 分野別WG第2回（令和3年9月15日）
（１）標準仕様(素案)の検討

• 給付WG第3回（令和3年9月17日）
（１）標準仕様(素案)の検討
• 認定・利用調整WG第3回（令和3年9月22日）
（１）標準仕様(素案)の検討
• 分野別WG第3回（令和3年9月29日）
（１）標準仕様(素案)の検討
• 給付WG第4回（令和3年11月16日）
（１）標準仕様(素案)の検討
• 認定・利用調整WG第4回（令和3年11月19日）
（１）標準仕様(素案)の検討
• 分野別WG第4回（令和3年12月3日）
（１）標準仕様(素案)の検討
• 検討会第2回（令和3年12月17日）
（１）全体スケジュール概要, 検討会第2回の検討対象について

(WGでの主要論点の協議結果報告を含む)
（２）標準仕様案の検討
（３）その他

• 認定・利用調整WG第5回／給付WG第5回
／分野別WG第5回（合同開催）（令和4年2月25日）

（１）意見照会結果の検討

• 検討会第3回（令和4年3月11日）
（１）全体スケジュール概要、意見照会結果、継続検討事項について

(WGでの意見照会結果の検討結果報告を含む)
（２）標準仕様書(案)の検討
（３）その他


