
構成員意見 機能要件・帳票要件 資料05
項番 大項目 中項目 作業 機能要件ID 機能要件に関するご意見 ご意見に関する対応状況・対応結果

1

標準仕様書 第4章 帳票要件・
帳票印字項
目・帳票レ
イアウト -

【構成員B(システム事業者)】
他業務の標準仕様書では、帳票の宛名部分の印字は住民記録システムに準拠する旨の記載があるが、子ども子育て支援でも同様に明確にする
必要があるのではないか。
※住民記録システムでは窓空封筒などの規格が示されている。

他の標準仕様書においても、参考情報として窓空封筒の規格が示されているため、同様の記載
を追記します。

2

00 共通 0.1 他システ
ム連携

共通

0-1-7

【構成員C(システム事業者)】
「※3 本システム内で税更正の履歴管理ができること。」との記載がありますが、税更正の情報は住民税システムから連携されるもので、データ要
件でも個人住民税システムが「C」で、子ども子育てシステムは「R」の項目となっているため、以下の記述が望ましいと考えます。
「※3 本システム内で税更正の履歴を確認できること。」

いただきましたご意見を踏まえ、　本システム内で又は税務システムと連携して税更正の履歴が
確認ができること、に修正を行います。

3

00 共通 0.1 他システ
ム連携

共通

0-1-13

【構成員C(システム事業者)】
必須とオプションに記載されている内容が同じではないでしょうか。

実装してもしなくても良い機能については、一括取込の機能が追加されており、その違いとなりま
す。

4

00 共通 0.6 帳票出力
機能

共通

0-6-32

【構成員C(システム事業者)】
給付WGのNo.5で検討された内容を確認しました。（資料02 標準仕様案検討会協議資料(機能要件・帳票要件)_WG検討結果資料.pdf　P9　下段）
「実装してもしなくても良い機能：追加」となっていましたが、「資料04-2_機能要件.pdf」では「実装すべき機能」に追加されています。正しくは「実装
してもしなくても良い機能」ではないでしょうか。
本要件について弊社ユーザからはご要望をいただいたことはありません。
また、異なる住所の納付義務者が存在する場合、宛名はどのように設定する想定でしょうか。

失礼いたしました。要件に関しては実装してもしなくても良い機能に変更させていただきます。異
なる納付義務者が存在する件に関しては、機能ID7-5-15の要件の考え方に記載がある通り、本
システムでは、保護者の送付先情報は一名分しか保持することとしておらず、当該住所にのみ送
付する想定です。そのため要件を「世帯単位で納付義務者を登録している場合は、調定に係る帳
票の宛先を納付義務者の連名にできること。」に修正させていただきます。
【機能ID 7-5-15抜粋】
※1：児童がいる「世帯」を納付義務者として登録。世帯には「保護者1（父）」、「保護者2（母）」・・
を登録することができ、納付書等は保護者1・2の連名で発送する。

5

01教育・保
育給付認定
管理

1.1教育・保育
給付認定申
請

申請入力

1-1-1

【構成員B(システム事業者)】
住記異動として連携した内容をもとにエラーチェックができることとあるが、どのようなエラーチェックを想定しているのか。
子ども子育て支援に関係する世帯の異動がリストに出力され、リスト上には算定対象者や認定者などの付帯情報が把握できる項目が存在すれ
ばよいのではないか。

市外への転出等の明らかに認定情報の変更に関わる事由について自動的に判別し、処理を実
施する流れを想定しておりました。いただきましたご意見から、そのような明示的に判別が可能な
状況は限られており、また自動処理の対象外となった子どもについては、結局個別に詳細に確認
が必要という旨を理解致しました。改めて全国意見照会の結果も踏まえ、対応方針について検討
させていただきます。

6

01教育・保
育給付認定
管理

1.2教育・保育
給付給付認
定変更

変更処理

1-2-1

【構成員B(システム事業者)】
卒園児以外の認定取消については、認定状況や契約状況などを詳細を確認する必要があるため、確認と共に取消処理を行う個別機能が効率的
であると考える。また、取消対象者一覧が別途出力される仕様とすれば確認も可能ではないか。
そのため、一括取消機能についてはオプション機能としていいのではないか。※卒園児は一括機能が必須機能として問題ない。

卒園児以外の認定取消対象者の候補となる子どもについて個別に情報を確認する必要があるた
め、一括取消機能の活用の場は少なく、オプション機能で十分ではないかというご意見だと理解
致しました。一方で、一括取消機能について必要というご意見も自治体様から頂いております。い
ただきましたご意見は卒園児以外に関するご意見になりますので、卒園児に関する処理である1-
2-1については現状のままの記載とします。
また1-3-1に関して、実装すべき機能とするかオプション機能とするかにつきましては、全国意見
照会の結果を踏まえたうえで検討させていただきます。

7

01教育・保
育給付認定
管理

1.2教育・保育
給付給付認
定変更

通知書発行

1-2-2

【構成員B(システム事業者)】
通知書名に誤りがある。
→「教育・保育給付認定認定変更通知書件支給認定証」
　「教育・保育給付認定変更通知書件支給認定証」ではないか。

失礼致しました。記載を改め「教育・保育給付認定変更通知書兼支給認定証」と修正します。

8

01教育・保
育給付認定
管理

1.3教育・保育
給付認定取
消

取消処理

1-3-1

【構成員B(システム事業者)】
転出者の認定取消については、認定状況や契約状況などを詳細を確認する必要があるため、確認と共に取消処理を行う個別機能が効率的であ
ると考える。取消対象者一覧が別途出力される仕様とすれば確認も可能ではないか。
そのため、一括取消機能についてはオプション機能としていいのではないか。
また、現況届の未提出であっても同じ。
【構成員C(システム事業者)】
 「データ連携(住記等)をもとに、認定取消となる対象者を確認し、一括で認定取消できること。」と追加されていますが、認定の取消処理だけの一
括処理を想定されていますでしょうか。データ連携(住記等)をもとにした世帯構成員の追加、削除や算定情報の再判定等は一括処理の対象外と
いう認識でよいでしょうか。

項番6でいただいた意見と類似の意見だと理解致しました。項番6の対応方針に記載の通り、意
見照会の結果も踏まえたうえで一括取消機能についての対応を検討させていただきます。

9

01教育・保
育給付認定
管理

1.4現況確認 現況届入力

1-4-3

【構成員B(システム事業者)】
「子どもごとに変更対象となる情報を確認し、対象項目を一括・個別に修正・登録できること。」
とあるが、現況届の場合、年齢到達などとは違い、変更対象となる情報を確認の上、児童に応じて認定情報を変更することとなるため、一括更新
はできないと考える。仮に、児童ごとにどの様に変更するかの印を入力した上で一括更新ということもできなくはないが非効率となる。

全国意見照会の結果を踏まえ、運用上不要という話があれば当該機能を削除する方針としま
す。

10

02利用調整 2.1利用申請
受付

申請情報入
力

2-1-1

【構成員B(システム事業者)】
クラス年齢の手動修正については、オプション機能としていいのではないか。
理由としては、上記のような対応が必要な児童は、本来の年齢以外のクラスに選考するかと考えられるが、その場合、注意が必要な対象者とな
り、他の児童との入所選考として自動で行って問題ないか懸念が生じたためである。

クラス年齢の手動修正についてはニーズが高いと認識しておりました。クラス年齢の手動修正は
選考処理のみに関わることは想定しておらず、入所後の情報管理としても必要な機能であると考
えています。機能の記載箇所として修正が必要かどうか、全国意見照会の結果をふまえ検討さ
せていただきます。
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項番 大項目 中項目 作業 機能要件ID 機能要件に関するご意見 ご意見に関する対応状況・対応結果

11

02利用調整 2.2選考処理 選考処理

2-2-3

【構成員B(システム事業者)】
施設利用保留証明書についての運用は、当社としての事例・ご要望は聞いたことが無く、必要性は理解するが、全国的に必須な事務ではないと
いう理解である。
そのため、当該帳票はオプションでよいのではないか。
【構成員C(システム事業者)】
「施設利用保留証明書」は、保留通知書がある為、実装してもしなくても良い機能とすべきではないでしょうか。

いただきましたご意見を踏まえ、施設利用保留証明書の出力帳票についてオプション機能に種別
変更します。

12

02利用調整 2.2選考処理 選考結果登
録

2-2-8

【構成員B(システム事業者)】
「一括での満了処理」とは具体的にどの様な処理を指しているのか。認定終了日になったとしても特段の処理は必要ないと考える。
また、仮に次の認定の繰り越しに対する処理というのであれば、児童ごとに確認が必要であり、システム一括での処理はできないと考える。

当該機能において対象としている満了処理は、利用申請の有効期限に関する処理を想定してい
ます。

13

03 契約 3.3利用者負
担額決定

利用者負担
額算出

3-3-7

【構成員B(システム事業者)】
「所得階層区分の変更を用いた減免措置」とはどういう意味か。記載されている内容から機能のイメージができない。

減免措置を行う方法として、所得の算定階層を変更することで減免措置を実施している自治体様
からの意見を踏まえて記載した機能です。

14

03 契約 3.5副食費賦
課情報管理

利用者情報
の管理・集
計 3-5-1

【構成員B(システム事業者)】
「税情報を参照して」とあるが、副食費徴収免除については税情報だけでなく第３子として判定することがあるため、内容を付け加える必要がある
のではないか。

自治体様からの意見を踏まえ「税情報」について言及しておりましたが、「税情報」に限定した機
能は想定しておらず、あくまでも国基準で副食費免除について判断する機能を想定しておりまし
た。

15

06 事業所
請求管理

6.1事業所請
求管理

支払情報作
成

6-1-23

【構成員C(システム事業者)】
支払（給付管理）に係る機能は「口座振込」であり、「口座振替」は収納（納付管理）に係る機能なので、「口座振替」ではなく、「口座振込」ではない
でしょうか。（要件記載内容も収納（納付管理）に係る内容だと思います。）

元々ID6-1-23および11-1-11に記載されているべき要件がID7-2-1の要件で誤って上書きされて
おりました。当該箇所を修正します。

16

07 保育料
等納付管理

7.2支払方法
管理

収納代行連
携

7-2-4

【構成員C(システム事業者)】
「「収納代行事業者への依頼データ」を出力できること」とありますが、逆ではないでしょうか。収納代行事業者にて収納情報と納付書の照合を行
い、結果（確報及び速報）データを受領し、自治体側で消込するのではないでしょうか。

「収納代行事業者への依頼データ」とは、個人がWeb支払い等で支払い時に表示される調定情報
を収納センター側に連携するデータを想定しております。消込に関する処理はID7-5で別途触れ
ております。

17

07 保育料
等納付管理

7.5収納管理 その他納付
データ消込
処理

7-5-6

【構成員C(システム事業者)】
「消込処理を取消しできること。」とありますが、消込処理後（執行後）のデータを取り消しできることを想定した要件でしょうか。それとも、執行前に
データの正否を確認する何らかの仕組みがあり、データ不正などがあった場合は消込処理実施前に削除できることを想定した要件でしょうか。
前者の場合、例えば消込後に自治体側で一部のデータを取消し、再度の消込処理を行うことで、結果的に取り消していない一部のデータが二重
消込になってしまう可能性があり、運用上非常に大きな問題が生じることが考えられます。
後者の消込処理実施前のチェック処理におけるデータ取消を指すのであれば懸念はありません。

具体的な実装面まで踏み込んだ要件の記載は行わない前提で策定しているため現行表記として
いますが、後者を想定した要件を想定しております。

18

07 保育料
等納付管理

7.5収納管理 その他納付
データ消込
処理 7-5-12

【構成員B(システム事業者)】
「口座振替情報を児童ごとに確認できること」とあるが、収納された情報に対して収納方法として振替されたかどうかを確認できればよいという解
釈であっているか。

児童ごとの口座振替の履歴をシステム上で照会できる機能を想定しております。
口座振替情報は収滞納情報に含め機能要件上は明記しないものとします。

19

07 保育料
等納付管理

7.7滞納管理 延滞金処理

7-7-11

【構成員C(システム事業者)】
「延滞金や遅延損害金を自動で計算できること」とありますが、遅延金、遅延損害金のどちらか一方を管理できていればよいでしょうか。それとも、
延滞金、遅延損害金それぞれ管理することを想定していますでしょうか。

公債権・私債権の自動計算を実装するにあたり、今回どこまで求めるかの明記が必要ではという
ご意見踏まえ、オプション機能として改めて検討します。

20

07 保育料
等納付管理

7.7滞納管理 通知書(延
滞金納付
書)発行 7-7-12

【構成員C(システム事業者)】
「延滞金や遅延損害金を自動で計算できること」とありますが、遅延金、遅延損害金のどちらか一方を管理できていればよいでしょうか。それとも、
延滞金、遅延損害金それぞれ管理することを想定していますでしょうか。

項番19と同様の対応とします。

21

07 保育料
等納付管理

7.7滞納管理 通知書(延
滞金納付
書)発行 7-7-13

【構成員C(システム事業者)】
「延滞金や遅延損害金を自動で計算できること」とありますが、遅延金、遅延損害金のどちらか一方を管理できていればよいでしょうか。それとも、
延滞金、遅延損害金それぞれ管理することを想定していますでしょうか。

項番19と同様の対応とします。

22

07 保育料
等納付管理

7.7滞納管理 時効処理

7-7-18

【構成員A(自治体)】
P.39　機能要件ID7-7-18の朱書き部分「不能欠損」は「不納欠損」に訂正
【構成員B(システム事業者)】
調定情報に対しての不納欠損処理を行うのであり、不納欠損の時効管理とは何か。
（処理を行う為の時効のことか。）

誤字訂正します。
時効管理ですが、不納欠損処理を行った際に、紐づく調定情報の時効を更新できることを想定し
ています。
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項番 大項目 中項目 作業 機能要件ID 機能要件に関するご意見 ご意見に関する対応状況・対応結果

23

09施設等利
用給付
　認定管理

9.3施設等利
用給付認定
取消

取消処理

9-3-1

【構成員B(システム事業者)】
転出者の認定取消については、認定状況や契約状況などを詳細を確認する必要があるため、確認と共に取消処理を行う個別機能が効率的であ
ると考える。取消対象者一覧が別途出力される仕様とすれば確認も可能ではないか。
そのため、一括取消機能についてはオプション機能としていいのではないか。
【構成員C(システム事業者)】
 「データ連携(住記等)をもとに、認定取消となる対象者を確認し、一括で認定取消できること。」と追加されていますが、認定の取消処理だけの一
括処理を想定されていますでしょうか。データ連携(住記等)をもとにした世帯構成員の追加、削除や算定情報の再判定等は一括処理の対象外と
いう認識でよいでしょうか。

項番8と同様の対応とします。

24

11 事業所・
保護者請求
管理

11.1事業所・
保護者請求
管理

請求書入力

11-1-2

【構成員B(システム事業者)】
施設等利用給付の請求情報については、実績情報となるため、修正や削除については支払処理後である場合、十分注意が必要となる。
そのため、「支払済み内容も考慮して、遡及での変更ができること。」など記載を見直した方がよいのではないか。

いただきましたご意見を踏まえ、標準仕様書では当記載とし、ご指摘の点を留意事項としてID11-
1-9要件の考え方で補足します。

25

11 事業所・
保護者請求
管理

11.1事業所・
保護者請求
管理

請求内容確
認

11-1-5

【構成員B(システム事業者)】
「月割りにも対応すること」とあるが、基本的には月ごとの上限額管理という認識であり、月割りの運用がイメージできない。
具体的にどの様な運用なのか構成員全体で認識合わせが必要ではないか。

月割りとは「月途中の入退園・転出入等に関して、自治体間の合意に基づいて日割りではなくど
ちらかの市町村が当該月分をまとめて支払うケースに対応できること」を想定しています。いただ
きましたご意見を踏まえ、運用面の留意点としてご指摘の点を要件の考え方で補足します。
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11 事業所・
保護者請求
管理

11.1事業所・
保護者請求
管理

支払処理

11-1-11

【構成員C(システム事業者)】
支払（給付管理）に係る機能は「口座振込」であり、「口座振替」は収納（納付管理）に係る機能なので、「口座振替」ではなく、「口座振込」ではない
でしょうか。（要件記載内容も収納（納付管理）に係る内容だと思います。）

項番15と同様の対応とします。

27

11 事業所・
保護者請求
管理

11.1事業所・
保護者請求
管理

支払処理

11-1-15

【構成員B(システム事業者)】
償還払いについては保護者ごとであり、施設・事業の種別ごととは関係ない認識である。
赤文字の記載を見直した方がよいのではないか。
【構成員C(システム事業者)】
「法定代理受領及び償還払いについて、施設・事業の種別ごとに支払い時期を管理し、選択ができること。支払い時期情報を管理できること。償
還払いについては、保護者ごとに支払時期（例＞毎月/四半期ごと）を設定できること。」とありますが、ここでいう「支払時期の管理」とは、年間で
複数回支払いが管理・選択できればよい、という意味でしょうか。それとも１ヵ月の間で複数回支払いが管理・選択できればよいという意味でしょう
か。データ要件にて「給付年月」を管理しているため、日単位での細かい指定は行わない（年間で複数回支払いが管理・選択できることを想定して
いる）認識でですが、相違ないでしょうか。

「支払時期として〇月〇日といった日付単位での管理ができる必要はある」という想定であり、１ヵ
月の間で複数回支払いを管理・選択する想定はしておりません。
また、ご指摘受け、「施設・事業の種別ごとに」の記載箇所を修正します。
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06 事業所
請求管理

6.1事業所請
求管理

通知書(支
払)発行

6-1-26

「支払通知書を出力できることは実装しない機能」となっているが決定通知書という要件がない。
施設から請求書が送られてきた場合、決定通知書を送付することになるが、このフロー(要件)が抜けているのではないか。

いただきましたご意見を踏まえ、支払通知書（決定通知書）をオプション機能とし、全国意見照会
の結果を踏まえ対応を検討させていただきます。

項番 大項目 中項目
帳票要件

ID
帳票名称 帳票印字項目・帳票レイアウトに関するご意見

ご意見に関する
対応状況・対応結果

1

2利用調整 2.2選考処理

21

施設利用保
留証明書

【構成員C(システム事業者)】
「施設利用保留証明書」の帳票レイアウトがありませんが、今後提示されるのでしょうか。

「施設利用保留証明書」のレイアウトのタイトルが「施設利用保留通知書」となっておりました。タ
イトルを修正いたします。

2

3

4

5

3


