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認定・利用調整WG検討結果資料（認定・利用調整WG） 資料０２-１
No 区分 事務局整理

項番・名
称

意見内容
改善要件案_想定される

具体的な運用等
改善要件に対する当該団体

の現在の運用状況
規模 対応方針（案）

1

認定 機能要件 1-1-1 申請
入力

「確認後にバッチ処理で一括で認定変更または認定取消ができること。」とありま
すが、年齢到達以外の認定変更は認定変更内容の確認が必要な為バッチ処理
では不可と想定されるので機能要件から削除すべきではないでしょうか。（年齢
到達については、項番1-2-1に記載あり）

左記に同じ パッケージシステムによる運用だが標準かカス
タマイズか不明

②中核市 機能1-1-1に記載されている一括での認定変更、認定取消につきましては、他の機能要件にて定
義するため、記載を削除いたします。

【1-1-1 実装すべき機能：削除】
認定の有効期間が切れる場合に対象者候補リストを一覧で確認できること。確認後にバッチ処理で
一括で認定変更または認定取消ができること。

【構成員A(自治体)】

【構成員B(自治体)】

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】

【構成員F(システム事業者)】

○反映する(削
除) -

2

認定 機能要件 1-2-1 変更
処理

認定に関わる状況が変更になった対象者については、必ず個別に確認のうえ、
認定取消を行うため、バッチによる一括取消の事務は想像できない。そのためオ
プション定義とすべきと考える。
必須要件とするのであれば全自治体と言わないまでも「どの団体でも同様の運用
をする」という根拠が必要であり、それを明確にしてほしい。
システム化しても一部の自治体しか利用しないのであれば必須ではない認識で
ある。

・支給認定情報の認定区分や有効期間等を指
定して抽出。
・オンラインより各対象者の情報を確認。
・担当者が確認後、個別に認定取消を実施す
る。

パッケージシステムの標準機能による運用 事業者 一括の認定変更に関わる記載は現状の要件のままとし、一括の認定取消に関わる記載について
は削除します。
一括の認定変更は事由によっては必要な機能である認識です。

【1-2-1 実装すべき機能：修正】
年齢到達による認定変更対象者、認定有効期間が終了する者、認定の有効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）等をＥＵＣ機能等を利用して出力できるこ
と。対象者を抽出し、確認後にバッチ処理で一括で認定変更または認定取消ができること。

(参考)法令上の認定変更事由
一　該当する法第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
二　保育必要量
三　教育・保育給付認定の有効期間
四　利用者負担額に関する事項

【構成員A(自治体)】

【構成員B(自治体)】

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】

【構成員F(システム事業者)】
○反映する(修

正) -

3

認定 機能要件 1-3-1 取消
処理

構成員からも意見があった通り、異動に伴う一律の取消は難しく、確認の上で取
消をするのであれば確認と共に個別に取消をする方が事務効率がよい。また、
必須要件とするほどの根拠も見当たらず検討WGにおいても構成員から意見はな
かった認識である（あればよい程度）。そのため、元通りオプション定義でよいと考
える。

・異動者把握のために住記異動一覧を抽出。
・オンラインより各対象者の情報を確認。
・担当者が確認後、個別に認定取消を実施す
る。

パッケージシステムの標準機能による運用 事業者 機能1-3-1の実装すべき機能としていた一括認定取消に関わる機能について、実装してもしなくて
も良い機能に種別変更します。

【1-3-1 実装してもしなくても良い機能：種別変更】
認定取消となる対象者を抽出した一覧をＥＵＣ機能等を利用して出力できること。
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

【出力帳票】
認定取消対象者一覧表

関連して、個別の認定取消は機能1-1-3の認定情報の登録機能（取消処理として"登録"される想
定）にて対応可能である認識です。
こちらについては要件の考え方の欄に補記します。

【1-1-3 要件の考え方：追記】
「認定情報を登録できること。」の中に、個別の認定取消機能を含む想定です。

【構成員A(自治体)】

【構成員B(自治体)】

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】

【構成員F(システム事業者)】

○反映する(オ
プション) -

4

認定 機能要件 2-2-1 選考
処理

選考適用除外にかかるフラグについては、児童単位だけでなく希望施設単位でも
管理ができ、選考適用除外フラグの立っていない希望施設のみ自動判定の対象
として決定する対応ができること。

配慮を要する児童が希望する施設において、受
入れ体制が整わなかった場合は、その施設を選
考対象施設から除外し、選考自動判定処理を行
う。

システム外での運用 ①政令指
定都市

下記のように機能2-2-1について、記載内容を修正します。

【2-2-1 実装してもしなくても良い機能:修正】
任意に選考対象から、子ども単位、施設単位で除外するフラグを管理できること。

【2-2-1 要件の考え方の欄：修正】
特定の事情（発達の遅れ等）のある子どもに関して、単純な指数順の選考からは除外し、特定の保
育施設等へ後から手動で登録する運用を想定した「子供単位で選考対象から除外する機能」、及び
受け入れ態勢が整っていないような施設を選考から除外する運用を想定した「施設単位で選考対
象から除外する機能」を定めています。

【構成員A(自治体)】

【構成員B(自治体)】

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】
現行のシステムとしては、ご指摘のようなフラグを管理しております。ご指摘のよ
うに、自動選考とは外して個別で選考を行う運用はあると考えておりますので、
機能のひとつとして考慮すべきであると考えます。

【構成員F(システム事業者)】

○反映する(修
正) -

5

認定 機能要件 2-2-10 通知
書発行

『保育利用あっせん通知書』（地域型保育事業施設に内定者および施設に送付
する帳票。施設向けおよび保護者向けともに必要）の出力機能を付与いただきた
い。

地域型保育事業と認可保育園あてに発送する
書類を区分する。

パッケージシステムによる運用だが標準かカス
タマイズか不明

④その他
の市・町村

地域型保育事業施設や認定こども園等向けに「保育利用あっせん通知書」について追加致します。

【2-2-10 実装してもしなくても良い機能：追加】
【出力帳票】
保育利用あっせん通知書

【構成員A(自治体)】
当該帳票は使用していない。

【構成員B(自治体)】
当該帳票は使用していないため、オプションでよい。

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】
保育利用あっせん通知書について、あまり一般的ではないため、オプション機能
で良いと思う。

【構成員F(システム事業者)】

○反映する(オ
プション) -

意見対象
要件種別

構成員コメント
認定WG協議結

果
継続検討事項

又はその他補足

1
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6

認定 機能要件 2-4-2 通知
書発行（委託
依頼）

委託取下通知書も実装すべき機能として出力可能とする。もしくは、委託解除通
知書を出力する際のパラメタとして「解除」か「取下」を選択可能とする。

解除通知は、委託児童が一度相手自治体の園
に入所したあとに、委託をやめるときに送るも
の。
取下は、委託児童が入所するまえに、委託をや
めるときに送るもので、意味合いが異なる。

システム外での運用 ④その他
の市・町村

下記の記載ついて追記いたします。

【2-4-2 実装すべき機能:追加】
【出力帳票】
委託取下通知書

【構成員A(自治体)】

【構成員B(自治体)】

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】

【構成員F(システム事業者)】

○反映する(実
装すべき) -

7

認定 機能要件 3-1-2 通知
書(入所)発行

児童が保育施設に在籍していることを証明する「在籍証明書」を帳票出力できる
ようにしてほしい。帳票印字項目は①交付年月日　②首長名　③児童の情報（氏
名・生年月日・年齢・保育施設名）　④保護者情報（氏名・住所）としてほしい。

就労先への提出や、ビザの更新手続きを目的を
した保護者からの発行依頼に対し、在籍証明書
を発行する。

パッケージシステムによる運用だが標準かカス
タマイズか不明

②中核市 下記の記載ついて追記いたします。

【3-1-2 実装してもしなくても良い機能:追加】
【出力帳票】
在籍証明書

【構成員A(自治体)】
当該帳票は使用していない。

【構成員B(自治体)】
当該帳票は使用していないため、オプションでよい。

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】
在籍証明書について、あまり一般的ではないため、オプション機能で良いと思
う。

【構成員F(システム事業者)】

○反映する(オ
プション) -

8

認定 機能要件 3-1-2 通知
書(入所)発行

保護者名が父母それぞれ記入できるようにしてほしい。 保育所に入所できなかった時に発行する保留通
知書(証明書)となります。

システムによる運用だがパッケージか独自構
築か不明

③施行時
特例市

【施設利用保留通知書、施設保留証明書、施設利用承諾通知書：追加】
上記の3帳票について、保護者2名分の情報が印字できるように欄を追加します。
また2人目の欄につきましては、実装してもしなくてもよい項目とします。

【構成員A(自治体)】

【構成員B(自治体)】

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】

【構成員F(システム事業者)】

○反映する(オ
プション) -

9

認定 機能要件 3-3-1 利用
者情報の管
理・集計

管理項目「申告区分」が”税情報の有無”を意味する項目であるならば、項目名
は「課税情報有無」とするのが適当と考えます。
「申告区分」が”申告の有無”を意味する項目であるならば、住民税システムから
適切に連携できる内容かも含めて再考いただきたいです。※専業主婦等で税情
報が無いケースと未申告で税情報が無いケースがあるため。

対象外 パッケージシステムの標準機能による運用 事業者 管理項目「申告区分」について、「課税情報有無」に修正します。
デジタル庁作成のデータリスト上の項目名についても確認の上、必要に応じ連携致します。

【3-3-1 実装すべき機能：修正】
【管理項目】
利用者負担決定情報(利用者負担額決定年月日,算定基準日,利用者負担額,適用開始日,変更事
由),国階層,市区町村階層情報(階層内容,階層判定条件,多子軽減設定,階層別保育料),税情報(申
告区分 課税情報有無,均等割額,所得割額,前年度申告区分,前年度均等割額,前年度所得割額),減
免申請情報(国減額区分,市区町村減額(内容、条件、金額),減免申請年月日,減免決定年月日,棄却
日,棄却理由),減免決定情報(減免適用開始年月日,減免適用終了年月日)、給付単価限度額　等

【構成員A(自治体)】

【構成員B(自治体)】

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】

【構成員F(システム事業者)】

○反映する(修
正) -

10

認定 機能要件 3-3-2 利用
者負担額算
出

利用者負担額を独自ツールで実施している団体は少数と考えるため、「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。」は「実施してもし
なくても良い機能」に整理すべきと考えます。

対象外 パッケージシステムの標準機能による運用 事業者 下記のように機能3-3-2の実装すべき機能に定義されている独自ツールに関わる要件を、実装して
もしなくても良い機能に種別変更します。

【3-3-2 実装してもしなくても良い機能：種別変更】
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。

【構成員A(自治体)】

【構成員B(自治体)】

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】

【構成員F(システム事業者)】

○反映する(オ
プション) -

11

認定 機能要件 3-3-7 利用
者負担額算
出

所得階層区分変更に伴う減免措置について、「減免措置」の定義を明確にする必
要があると考える。
システム実装する際にどこまでの機能を実装すれば上記内容を満たすか不明瞭
である。

※特になし パッケージシステムの標準機能による運用 事業者 所得階層区分とは別に、減免措置を行うための所得階層区分を管理項目に追加します。

【3-3-7 実装すべき機能：追加】
【管理項目】
減免措置の為の所得階層区分

【構成員A(自治体)】

【構成員B(自治体)】

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】

【構成員F(システム事業者)】

○反映する(実
装すべき) -

12

認定 機能要件 3-3-9 通知
書発行

公立園において、給食費の額の決定及び通知を行っているため、機能要件3-5-
1で登録した副食費賦課情報について、帳票に追加する必要がある。

自治体で主食副食費を徴収する場合、機能要件
3-5-1で登録し、帳票に出力する。

パッケージシステムのカスタマイズ機能による
運用

④その他
の市・町村

【利用者負担額決定通知書：追加】
「利用者負担額決定通知書」に「副食費賦課情報」を実装してもしなくても良い項目として定義しま
す。

【構成員A(自治体)】

【構成員B(自治体)】

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】

【構成員F(システム事業者)】

○反映する(オ
プション) -

2
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13

認定 機能要件 3-3-10 利用
者負担額算
出

認定変更に伴う利用者負担額の翌月反映については国の考えであり、必須要件
内でそこを選択させることはあり得ないのではないか。
「当月（日割り）」の文言は削除した方がよいのではないか。

※特になし パッケージシステムの標準機能による運用 事業者 下記の記載の通り、「当月(日割り)」に関わる要件については「実装してもしなくても良い機能」に変
更します。

【3-3-10 実装すべき機能：修正】
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）と翌月でから適用
できること。

【3-3-10 実装してもしなくても良い機能：追加】
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）と翌月で適用でき
ること。

【構成員A(自治体)】

【構成員B(自治体)】

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】

【構成員F(システム事業者)】
○反映する(修

正) -

14

認定 機能要件 9-3-1 取消
処理

構成員からも意見があった通り、異動に伴う一律の取消は難しく、確認の上で取
消をするのであれば確認と共に個別に取消をする方が事務効率がよい。また、
必須要件とするほどの根拠も見当たらず検討WGにおいても構成員から意見はな
かった認識である（あればよい程度）。そのため、元通りオプション定義でよいと考
える。

・異動者把握のために住記異動一覧を抽出。
・オンラインより各対象者の情報を確認。
・担当者が確認後、個別に認定取消を実施す
る。

パッケージシステムの標準機能による運用 事業者 教育保育給付と比較し、施設等利用給付における一括認定取消機能は下記の例のように利用頻
度は高いことを想定しますが、各認定者の状況を鑑みた上で取消判定を個別に実施する必要があ
るというご意見を踏まえ、実装すべき機能から実装してもしなくても良い機能に種別変更します。

例）
・教育・保育給付では所得によって保育料は変わっても、認定には影響しないが、施設等利用給付
では、３号認定の有無が変わる。
・保育の必要性がなくなった場合、教育・保育給付だと、1号に切替る運用もあり得るが、施設等利
用給付だと、認定そのものがなくなる場合がある（認可外の利用や新制度園+預かり保育の場合）。

【9-3-1 実装してもしなくても良い機能：種別変更】
認定取消となる対象者を抽出した一覧をＥＵＣ機能等を利用して出力できること。
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。
【出力帳票】
施設等利用給付認定取消対象者一覧表

【構成員A(自治体)】

【構成員B(自治体)】

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】

【構成員F(システム事業者)】

○反映する(オ
プション) -

15

認定 機能要件 9-4-2 現況
届作成

1-4-2　教育・保育給付認定の現況届との要件差異の明示 要件の考え方・経緯が1-4-2と同じとあります
が、1-4-2では「子ども単位で出力」と記載があ
るのに対し、本項は「世帯単位」とされており、要
件の記載が異なっています。教育・保育給付認
定と施設等利用給付認定でそれぞれ出力単位
が異なる帳票という解釈でよろしいでしょうか。
※例：兄弟それぞれに子ども単位で帳票を発行
するか、世帯単位で兄弟合わせて1つの帳票を
発行するか。

パッケージシステムのカスタマイズ機能による
運用

事業者 機能要件1-4-2については、世帯単位でも出力可能である認識の為、下記のように記載内容を改
め、それに伴い機能9-4-2も記載内容を修正します。

【1-4-2 実装すべき機能：修正】
現況届提出対象者に対して、事情に応じてすべての世帯単位で現況届を出力できること。
またはパラメータの設定により抽出した一部の世帯については子ども単位でも出力できること。

【9-4-2 実装すべき機能：修正】
現況届提出対象者に対して、すべての世帯単位で現況届を出力できること。システムで保持する最
新情報の印字された現況届を出力できること。、
またはパラメータの設定により抽出した一部の世帯については子ども単位でも出力できること。

【構成員A(自治体)】

【構成員B(自治体)】

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】

【構成員F(システム事業者)】

○反映する(修
正) -

16

認定 帳票要件 1 教育・保育
給付認定決
定通知書

帳票全体を通しての意見として、保育の必要性の事由を記載する場合は、保護
者ごとに印字できるようにしてください。その際、保護者の氏名も表示できるよう
にしてください。
※帳票
No.3,6,53,94,100についても同様
＜例＞
保育の必要性事由
　山田太郎：就労
　山田花子：出産
＜理由＞
子・子法施行規則第１条の５において、保育の必要性は「保護者のいずれもが次
のいずれか」に該当することを支給要件としています。
本市ではこれに基づき、保護者ごとに保育の必要性の事由を申請・審査・認定決
定を行っているところです。
保護者それぞれに個々で保育の必要性は異なるため、保育の必要性の事由を
表示するのであれば、個々表示すべきと考えます。

保護者ごとに保育の必要性の事由が記載され
ます。

独自構築システムによる運用 ①政令指
定都市

下記の帳票について、保育の必要性事由については保護者2名分の印字を可能とし、保護者と保
育の必要性事由の対応関係がわかるような欄を作成します。
また2人目の欄につきましては実装してもしなくても良い項目とします。

【対象帳票】
教育・保育給付認定決定通知書
教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証
教育・保育給付認定変更通知書
教育・保育給付認定変更通知書兼支給認定証
支給認定証
施設等利用給付認定決定通知書
施設等利用給付認定変更通知書

【構成員A(自治体)】

【構成員B(自治体)】

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】

【構成員F(システム事業者)】 ○反映する(オ
プション) -

3



No 区分 事務局整理

項番・名
称

意見内容
改善要件案_想定される

具体的な運用等
改善要件に対する当該団体

の現在の運用状況
規模 対応方針（案）

意見対象
要件種別

構成員コメント
認定WG協議結

果
継続検討事項

又はその他補足

17

認定 帳票要件 44 利用者負
担額算定一
覧

・教育・保育給付認定（要件：法19条）施設及び施設等利用給付認定（要件：法30
条の４）について、入園時に、認定情報や給付に必要な情報を施設へ伝えるため
の帳票が必要である。
・教育・保育給付認定（要件：法19条）施設については、認定期間、認定区分に加
えて、自治体独自加算の情報を入れられるような帳票レイアウトとしてほしい。
（市独自加算も含めて給付できるようなシステムとなっている（帳票要件：39関連）
が、上記の情報は入園時に送る必要があるため。）
・市独自加算は児童に紐づいており、保育士の対応がより必要とされる情報（ア
レルギー加算等）であるため、入園時に送る必要がある。

44 利用者負担額算定一覧は内部帳票として定
義されていますが、業務フローでは施設に送る
帳票となっています。本意見は施設に送る帳票
として取り扱うものとして意見しています。

保護者への利用者負担額の通知（利用施設の
決定時）を送付する際に、同時期に、施設に対し
ても同様の情報を送付する。施設は受け取った
情報に基づき、保育士の配置を検討したり、児
童を預かるうえで必要な対応を行う。

独自構築システムによる運用 ①政令指
定都市

利用決定時に自治体-施設間で情報共有するため、下記の帳票を追加します。
園から在園児について必要な情報を提供するための帳票も追加します。

【2-2-10 実装すべき機能：追加】
【出力帳票】
契約締結登録者一覧
教育・保育給付認定　情報変更票

【構成員A(自治体)】

【構成員B(自治体)】

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】

【構成員F(システム事業者)】

○反映する(実
装すべき) -

18

認定 業務フロー 3 契約 3.4.利用者負担額切替
「税未申告の場合は、申告を促す通知を送付する。」とありますが
住民税の未申告者に対し申請を促す通知を送付することはありません。
誤解のないように「利用者負担算定の根拠情報（税など）の提出がまだの保護者
に対し、提出を促す通知を送付する。」等の表現に改めていただきたいです。

対象外 システム外での運用 事業者 下記のように記載内容を修正します。

【業務フロー 3.4 利用者負担額切り替え：修正】
税未申告の場合は、申告を促す通知を送付する。
利用者負担額算定の根拠情報(税など)が未提出の保護者に対し、提出を促す通知を送付する。

【構成員A(自治体)】

【構成員B(自治体)】

【構成員C(自治体)】

【構成員D(自治体)】

【構成員E(システム事業者)】

【構成員F(システム事業者)】

○反映する(修
正) -

4



給付WG検討資料（給付WG） 資料０２-２

No 区分 事務局整理

項番・名称 意見内容
改善要件案_想定される

具体的な運用等
改善要件に対する当該団体

の現在の運用状況
意見ID 規模 対応方針（案）

1

給付 機能要件 7-7-4 還付・充
当処理

「実装してもしなくてもいい機能」を「実装すべき機能」にしてい
ただきたい

本機能の活用による歳入・歳出還付
の区別

システム外での運用

4726

③施行
時特例

市

検討踏まえ、実装すべき機能に種別変更します。

【7-7-4 実装すべき機能：種別変更】
歳入還付と歳出還付を区別して管理できること。

【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】

○反映する
(実装すべき) -

2

給付 機能要件 7-1-6 調定金
額確定処理

「調定額の算出根拠となる情報を修正せずに、調定処理を取
消し・修正できること。」については実装しない機能ではなく、実
装してもしなくても良い機能(オプション機能)としていただきた
い。

算出根拠の情報を変更せずに調定
の取消・修正を可能にすることで、記
録・履歴が複雑なケースでの算出根
拠の修正を避けることが出来るように
なる。

パッケージシステムの標準機能によ
る運用

4954

事業者 検討を踏まえ、修正は行わず当初機能要件から変更なしとします。 【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】

×反映しない -

3

給付 帳票要件 61 給付費支弁
台帳

■項番・名称は便宜的に「61.給付費支弁台帳」を選択しました
が、「法定代理受領通知」に関する疑義です。
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
る基準」(平成26年内閣府令第39号）第14条第1項（第50条に
おいて準用する場合を含む。）に法定代理受領に係る施設型
給付費等の額の支給認定保護者への通知（以下、「代理受領
通知」）が規定されております。
帳票要件に「代理受領通知」がありませんので、公立施設を利
用する保護者に対する代理受領通知をシステムから出力でき
なくなりますが、相違ないでしょうか。

対象外 パッケージシステムの標準機能によ
る運用

3603

事業者 公立施設の代理受領通知についてレイアウト案や実施すべき帳票か否か等のご意見を踏まえ、今
回の追加帳票の要件追加は見送ります。

【構成員A（自治体）】
対象児童が通園している期間の確認等も行うため児童単位で
の記載されている帳票が必要。他自治体へ実際に請求する金
額は（公定価格－保育料）併記されている帳票が望ましい。
【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】
施設単位で印刷するため、児童一意となるキーの記載は不要。
【構成員F（システム事業者）】
法定代理受領通知を送付されているユーザーの割合は低い。

×反映しない -

4

給付 機能要件 7-7-3 還付・充
当処理

兄弟間で充当処理ができるようにしてほしい。 兄弟姉妹で、滞納と還付が異なる児
童で発生した場合に、督促事務と還
付事務を省略し、充当事務のみを行
う。（登録されている保護者が同様で
あった場合に限る）

システムによる運用だがパッケージ
か独自構築か不明

4367

④その
他の市・

町村

検討を踏まえ、きょうだい間での充当を実装すべき機能へ種別変更します。
(実装すべき機能が増えることによるコスト面への影響は将来的に勘案すべき事項として捉えていま
す。）

【7-7-3 実装すべき機能：種別変更】
きょうだい間で充当処理ができること。

【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】

○反映する
(実装すべき) -

5

給付 機能・帳票要
件

74 口座振替不
能通知書

口座振替不能通知書は現仕様書案の様式のほか、納付書一
体型の圧着ハガキの運用も選択可能となるようにすること。

口座振替不能通知書を作成後、別
途、納付書の印刷をすることなく発送
する。

パッケージシステムの標準機能によ
る運用

4268

④その
他の市・

町村

検討を踏まえ、圧着ハガキの運用については兼納付書のみならず他の帳票での対応も検討する必
要があるとのご意見を受け、今回の対応は見送り、継続検討課題といたします。

【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】

×反映しない
圧着はがき対象帳票と
レイアウト案

意見対象
要件種別

給付WG協議結果
継続検討事項

又はその他補足
構成員コメント

5



No 区分 事務局整理

項番・名称 意見内容
改善要件案_想定される

具体的な運用等
改善要件に対する当該団体

の現在の運用状況
意見ID 規模 対応方針（案）

意見対象
要件種別

給付WG協議結果
継続検討事項

又はその他補足
構成員コメント

6

給付 帳票要件 58 給付単価限
度額一覧

子ども・子育て支援法施行令第四条第二項の各号に定める額
と給付単価限度額のいずれか低い額が国基準の利用者負担
額となると認識しており、最終的な出力帳票として必要なもの
は給付単価限度との比較結果が分かる「国基準利用者負担
額一覧」にすべきと考えます。
従って、出力帳票は「国基準利用者負担額一覧表」に変更い
ただきたい。

－ パッケージシステムの標準機能によ
る運用

4108

事業者 検討を踏まえ、出力帳票の修正を行います。

【6-1-6 実装すべき機能：修正、 帳票要件：修正】
「公定価格（国の定める基準）」分について、施設・事業所ごとに適用される単価・加算情報等を基に
給付予定情報（自治体が請求書案を作成する場合）を自動計算できること。
給付費一覧および給付費集計表をＥＵＣ機能等を利用して出力できること。
給付額を計算する際に必要な利用者負担額については国基準利用者負担額の算定にあたっては
給付単価限度額を考慮すること。

【出力帳票】
給付費一覧
給付費集計表
給付単価限度額一覧　国基準利用者負担額一覧

【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】
○反映する

(実装すべき) -

7

給付 機能要件

11-1-10 請求
内容確認

施設等利用費を施設が法定代理受領する場合で、市区町村
が請求書およびその内訳書を作る場合に対応できること。

施設等利用費請求書および内訳書
の作成

パッケージシステムによる運用だが
標準かカスタマイズか不明

4383

②中核
市

検討を踏まえた上で、共通ニーズの観点を考慮し、当初機能要件から変更なしと致します。 【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】

×反映しない -

8

給付 機能要件

7-5-3 その他
納付データ消
込処理

収納データを取り込み、個別・一括で消込処理ができること。 (改善要件案に記載のとおり） パッケージシステムによる運用だが
標準かカスタマイズか不明

4286

①政令
指定都

市

検討を踏まえたうえで、個別での消込処理について実装してもしなくても良い機能に追加します。

【7-5-1 実装してもしなくても良い機能：追加】
個別での消込ができること。

【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】

○反映する
(オプション) -

9

給付 機能要件

11-1-2 請求書
入力

新制度未移行幼稚園が自治体へ請求書等を提出する際に
は、請求書の他に、令和元年度に国が規定した「施設等利用
給付請求金額内訳書」の提出を求めている。本市含む各自治
体では、時点を指定し、在籍者を記載した「施設等利用給付請
求金額内訳書」を出力しているため、オプション機能として規
定していただきたい。「子どものための教育・保育給付請求明
細書・在籍児童一覧」に該当するもので、施設等利用給付（新
制度未移行幼稚園１号部分）において必要な書式である。

【帳票印字項目】・様式番号・施設の
所在地・法人名・幼稚園名・設置者
名・共通文言・請求期間・生年月日・
認定子ども氏名・フリガナ・保育料・入
園料（入園日、入園料有無、納入金
額）・入園料月額換算額・施設等利用
給付対象額・請求金額

時点を指定し、請求金額、生年月日、
認定子ども氏名、フリガナが印字され
た状態で出力されることを想定してい
る。

パッケージシステムのカスタマイズ
機能による運用

3379

②中核
市

国の参考様式ベースでの帳票案での検討踏まえ、帳票レイアウトと必須度合いの再検討が必要と
判断し、今回の追加帳票の要件追加は見送ります。

【構成員A（自治体）】
・市に施設等利用費を請求するために必要な請求根拠資料で
あり様式の精査が必要。
・幼稚園等が対象であれば【幼稚園等に係る施設等利用費請
求金額明細書（もしくは内訳書）】とする必要あり。

【構成員B（自治体）】
国の参考様式にはないですが、当市の様式では各児童の認定
番号を記載しており、入力や確認に必要。
【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】
施設単位で印刷するため、児童一意となるキーの記載は不要。
【構成員F（システム事業者）】

×反映しない -

10

給付 機能要件

6-1-28 広域利
用（受託）

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。

年度末に他市町村の受託児童分の
請求書を作成し、検算する。

パッケージシステムの標準機能によ
る運用

4377

④その
他の市・

町村

検討を踏まえた上で、私立は給付費の計算が不要、公立はシステムを使用せず計算できていると
いう理解により当初機能要件から変更なしと致します。

【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】 ×反映しない -

6



No 区分 事務局整理

項番・名称 意見内容
改善要件案_想定される

具体的な運用等
改善要件に対する当該団体

の現在の運用状況
意見ID 規模 対応方針（案）

意見対象
要件種別

給付WG協議結果
継続検討事項

又はその他補足
構成員コメント

11

給付 機能要件

7-7-14 通知書
(延滞金納付
書)発行

分割納付を想定した誓約書ではなく、滞納している保育料等を
納付する旨の誓約書が必要。加えて、納付誓約を保護者から
徴取する場合には、期別単位の滞納明細書が必須である。

滞納者に対し、滞納明細書により滞
納額等の確認を行い、納付誓約を徴
取、その後納付方法等の相談に応じ
る。一括納付が困難であり、分割納
付を希望する場合には、生活状況等
により分割納付計画書を作成、分割
納付誓約書を徴取する。

システム外での運用

4389

①政令
指定都

市

検討を踏まえ、納付書出力に関する要件の修正、出力帳票を追加します。

【7-7-14 実装すべき機能：追加】
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。
分割回数と同じ枚数の分納に対応した納付書が出力できること。

【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 実装してもしなくても良い機能：追加、帳票要件：実装してもしなくても良い帳票】
納付の誓約書、滞納明細書を出力できること。

【出力帳票】
納付誓約書
滞納明細書

【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】
○反映する

(修正、
オプション)

-

12

給付 機能要件

7-1-1 調定金
額確定処理

保育料等（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】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。「左記以外の科目に
ついて外部で徴収額計算をする前提」でないとシステム管理で
きないのは運用が煩雑になると考えます。

標準システムに通園バス代や一時預
かり（預かり保育料）の調定情報を登
録する。

パッケージシステムの標準機能によ
る運用

3561

事業者 検討踏まえ、保育料等（利用者負担額、主食費、副食費、延長保育料）以外の科目について、個別
の入力で対応可能という認識のため、機能要件を修正致します。
複雑な算出方法である場合以外において、外部からの取込ではなく個別入力でも対応可能と考え
ています。

【7-1-1 実装してもしなくても良い機能：修正】
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、調定情報を取込できること。
また個別で登録できること。
取込、登録した調定情報に基づいて納付管理できること。
※料金は、公立園全体又は各園単位で設定でき、かつ、児童単位での修正も可能であること。

保育料等納付管理データを一括で出力及び取込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）。

【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】
○反映する
(オプション) -

13

給付 機能要件

6-1-1 事業所
加算情報登
録・修正

要件「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(管理項目を参照）を自動計算できること。」で自
動計算される内容は具体的にどのようなものでしょうか？

質問なので、該当しない パッケージシステムの標準機能によ
る運用

4412

事業者 検討を踏まえ、自動計算イメージとして内閣府試算ソフトの例示を要件の考え方に追記します。

【6-1-1 要件の考え方：追加】
手動入力・自動計算範囲の考え方については、内閣府掲示「子ども・子育て支援新制度における公
定価格の試算ソフト」を一例として想定しています。

【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】

○反映する
(修正) -

14

給付 機能要件 5-1-1 事業所・
事業者情報の
登録・管理

履歴管理がされること。利用定員を変更して履歴管理できるこ
と。
またメモ機能があること。

(改善要件案に記載のとおり） パッケージシステムによる運用だが
標準かカスタマイズか不明

4149 ①政令
指定都

市

検討を踏まえ、実装してもしなくても良い機能として以下を追記します。
（関連機能要件として、10-1-1への追記も行います。）

【5-1-1 実装してもしなくても良い機能：追加】
施設型給付費・地域型保育給付費の対象施設・事業者の基本情報を登録・修正・削除・照会できる
こと。
施設事業所情報について履歴管理できること。
メモを登録できること。

【10-1-1 実装してもしなくても良い機能：追加】
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。
施設事業所情報について履歴管理できること。
メモを登録できること。

【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】
他自治体でもニーズがあれば追加で良い。
【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】

○反映する
(オプション) -

15

給付

帳票要件
86 分割納付計
画書

"【印字項目の修正】
年度ー月の表記ではなく、年ー月の記載とすること

〈理由〉
年度-月の表現より年-月の表現の方が保護者にとって理解し
やすく誤解を与えないため

現標準帳票での還付・充当通知書は
「年月」の表記となっており、年度-月
と年－月の表記になっているところを
あらかじめ把握し、きちんと使い分け
て保護者に説明する。

独自構築システムによる運用

4869
4874
4878
4882
4887
4914
4926

①政令
指定都

市

検討を踏まえ、以下帳票の印字項目を年度・月から年・月表記に修正します。

【帳票要件：修正】
64 口座振替開始(変更)通知書
72 口座振替済通知書
73 保育料等納付証明書
74 口座振替不能通知書
79 督促状
80 催告書
119 施設等利用費支払通知書（償還払い）
120 施設等利用費支払通知書（代理受領）

【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】
可能であれば、「年度ー月」「年ー月」の選択が可能であると良
い。
【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】

○反映する
(修正) -

7



No 区分 事務局整理

項番・名称 意見内容
改善要件案_想定される
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16

給付

帳票要件
83 保育料等還
付・充当通知
書

・振込口座を、表示／非表示を選択できること。
・還付予定日を、表示／非表示を選択できること。
・還付加算金を、表示／非表示を選択できること。

振込口座、還付予定日、還付加算金
が確定していない場合は、表示され
ていない通知書を送付する。

パッケージシステムによる運用だが
標準かカスタマイズか不明

4239
②中核

市

検討を踏まえ、以下帳票の印字項目の表示条件の変更を行います。

【帳票要件：修正】
以下の帳票について、振込口座、還付予定日、還付加算金について、「印字編集条件など」に表示
／非表示選択可能を追記。

83 保育料等還付・充当通知書

【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】

○反映する
(修正) -

17

給付

機能要件
7-7-2 還付・
充当処理

還付の処理については、還付金の発生登録（この時点では保
護者への返金処理は完了していない）と、還付金の消込登録
（保護者への返金完了後）の２段階で状態管理ができるように
すること（充当も同様）また、発生登録、消込登録どちらも指定
対象者に対して一括登録して登録ができるようにすること。
併せて、還付金の発生登録はしているが消込登録はしていな
い状態の「還付未済」について、任意の時点での一覧データが
作成できるようにすること。

還付が発生した場合にシステムへ状
態を登録し、還付の返金完了後の還
付済と区別することで、還付未済の
分をシステム上確認できるようにな
る。

パッケージシステムの標準機能によ
る運用

3582
②中核

市

検討踏まえ、還付・充当を支払った際の一括登録で還付の支払の有無は管理可能とのことで意見
への対応は行いません。関連して個別処理の議論を受け、個別処理を実装してもしなくても良い機
能として追加します。

【7-7-2 実装してもしなくても良い機能：修正】
過誤納対象者に対して、還付・充当が一括・個別処理できること。
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)
（以下略）

【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】

○反映する
(オプション) -

18

給付

機能要件
7-7-10 還付・
充当処理

還付支払日の一括登録機能の追加 コロナ減免や災害減免などで大量に
還付が発生した場合

パッケージシステムの標準機能によ
る運用

3772 事業者

検討踏まえ、以下対応方針案についてご確認ください。

【7-7-10 実装してもしなくても良い機能：追加】
支払結果を一括で登録できること。

【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】

○反映する
(オプション) -

19

給付

帳票要件 81 滞納者調書

実装しなくても良い帳票から実装すべき帳票への類型変更を
行う。

滞納者に対する差押や裁判移行に
ついて、本帳票を利用する。

パッケージシステムの標準機能によ
る運用

4446
③施行
時特例

市

検討踏まえ、実装してもしなくても良い帳票のままで良い帳票のままとし、当初機能要件から変更な
しとします。

【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】

×反映しない -

20

給付

機能要件
7-7-21 不納欠
損処理

滞納処分の停止実施後３年を経過したデータ及び滞納処分の
停止で即時消滅要件（相続限定承認の場合等）を満たすデー
タも不納欠損の登録ができること。

時効完成、執行停止３年及び執行停
止即時消滅要件該当者を登録し、不
納欠損処理を行う。

独自構築システムによる運用

4174
①政令
指定都

市

検討踏まえ、実装してもしなくても良い機能として追加します。

【7-7-21 実装してもしなくても良い機能：追加】
滞納処分の停止実施後、３年を経過したデータや滞納処分の停止で即時消滅要件（相続限定承認
の場合等）を満たすデータについても不納欠損の登録ができること。

【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】

【構成員E（システム事業者）】

【構成員F（システム事業者）】

○反映する
(オプション) -

8



分野別WG検討結果資料（分野別WG）
資料０２-

3
No 区分

意見対象
要件種別

事務局整理

項番・名称 意見内容
改善要件案_想定される

具体的な運用等
改善要件に対する当該団体

の現在の運用状況
意見
ID

規模 対応方針（案）

1 分野別

(共通)

機能要件 0-1-1 共通 児童扶養手当受給資格情報を連携し、利用でき

ること。

※１　児童扶養手当情報は、共通基盤等との連

携を含む。

※２　データの参照、取込（サブセット化）は

問わず、本システムで利用できること。

※３　連携頻度は日次・月次等とする。

※４　児童扶養手当情報及び更新内容をEUC

機能等により確認できること。

利用者負担額の要保護世帯等

（母子父子世帯）の軽減措置の

適否や、保育の必要性の確認

（ひとり親かどうか）のため

に、児童扶養手当受給資格情報

を取得することにより、保護者

が提出書類を省略することがで

きるため、利便性の向上に繋が

る。

0-1-5の特別児童扶養手当との

連携と同様

4142 ①政
令指
定都
市

「児童扶養手当情報」に関して、ひとり親かどうかや保育料の算定等に利用と想定されるため

オプション機能として連携要件に追加する。

上記対応方針について、現在ご利用のシステムにて、児童扶養手当情報と連携しているか、連

携している場合は何にに利用しているかご意見をいただきたい。

→多くの自治体でひとり親の判断に利用されているため、オプション機能とする。

【構成員A（自治体）】

情報が見れるようになっている（見るだけ）。保育料の算定に利用している

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】

連携はしていない

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】

弊社パッケージでは連携していません。

参考情報として連携を実施している自治体もあるようです。

本件、オプション機能が適切と考えます。

【構成員F（事業者）】

弊社システムでは児童扶養手当システムとは連携しておりません。

○反映する
(オプション)

ー

2 分野別

(共通)

機能要件 0-1-1 共通 「連携できる場合」という表現があるが、削除

する。

実装必須機能に「できる場合」という表現とし

ている意図が不明。できない場合は連携しなく

ていいのであれば、実装できていると言えな

い。

特になし パッケージシステムの標準機能

による運用

3906 ④そ
の他
の市・
町村

以下の要件の修正を行う、個人番号に関しては下段意見からオプション機能とする。

住民記録情報（外国人情報を含む、異動情報を含む）と連携し、本システムで利用できるこ

と。

※1　「住民記録情報と連携」は、住民記録情報を含む宛名システムや共通基盤等の連携を含

む。

※2　データの参照、取り込み（サブセット化）は問わず、本システムで利用できること。

※3　連携頻度は日次、月次等とする。

※4　個人番号も連携すること。（連携による保持が必要な場合）

※5　支援措置対象者情報も連携すること。（連携できる場合）

※6　DV加害者情報も連携すること。(連携できる場合)

※7　住登外情報も連携すること。（連携できる場合）

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】

DV加害者情報については、障害者福祉、児童扶養手当などの要件では連携対象となっていません。

（連携できる場合）のコメントを外す場合は、オプション要件が適切と考えます。

【構成員F（事業者）】

オプション機能とすることには問題ありませんが、個人番号を利用した情報照会を行う場合、子ども・子育て支援システム内に個人番号を保持しなくても、住基シス

テムで保持している個人番号を参照・連携して、情報照会が可能と考えます。

○反映する
(修正)

ー

3 分野別

(共通)

機能要件 0-1-1 共通 ※4　個人番号も連携すること。（連携による

保持が必要な場合）」について、業務システム

での保持はオプション機能とすべきである。又

は、標準準拠システムの利用にあたっては番号

利用条例の制定が必須であることを明記すべき

である。

（個人番号を利用した庁内の情報連携にあたっ

ては番号利用条例が必須とされているが、本市

は番号法に基づく番号利用条例を制定していな

い。このため、原則として業務システムで個人

番号を保持することを認めておらず、番号法で

認められる範囲で個人番号を利用する場合には

団体内統合宛名システムを限定的に参照する運

用としている。）

個人番号は団体内統合宛名シス

テムを参照する。

パッケージシステムのカスタマ

イズ機能による運用

3842 ①政
令指
定都
市

個人番号を利用した情報連携に関して、本システムを利用して情報照会を行う場合は、必然的

に本システム内に個人番号を保持する必要がある、いただいた意見のように個人番号を本シス

テム内で保持しない運用を想定した場合、団体内統合宛名システムにて情報照会を行う運用が

想定されるため、該当機能を必須ではなくオプション機能とする。また団体内統合宛名番号に

ついては、団体内統合宛名機能での管理となるため、記載を削除する。

【オプション機能】

住民記録情報（外国人情報を含む、異動情報を含む）と連携し、本システムで利用できるこ

と。

※1　連個人番号も連携すること。（連携による保持が必要な場合）

※2　団体内宛名番号も連携すること。（標準化対象事業が含まれ、連携による保持が必要な

場合）

※2　DV加害者情報も連携すること。

※3　本名、通称名、英字名（英字名は管理している場合）のいずれを優先利用するかの氏名

優先フラグの情報を連携すること。（連携できる場合）

【構成員A（自治体）】

システムで個人番号を保持しており、直接連携できるようになっている。

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】

直接連携はしておらず、別システムで確認を行っている。

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】

弊社パッケージでは、システム内に個人番号を保持していない場合、副本登録処理などが実行できないようになっています。

本件、オプション機能が適切と考えます。

【構成員F（事業者）】-

○反映する
(修正)

ー

4 分野別

(共通)

機能要件 0-1-1 共通 住基の移動情報について

【次の機能を追加】

※8　変更履歴も含め利用できること

【理由】

現在の記載内容では住記情報について履歴が確

認できるかが不透明なため、明確化するために

記載をお願いします。

市外転出など住記異動を確認

し、職権での変更などが可能と

なる。

郵送物が最新の住記で届かな

かった場合、過去の住記を確認

し、保護者に前住所へ郵送する

対応が可能となる。

独自構築システムによる運用 ①政
令指
定都
市

要件の以下の注釈を追記する。

※ 子ども子育て支援システム内で又は住記システムと連携して異動の履歴が確認ができるこ

と。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-

○反映する
(修正)

ー

5 分野別

(共通)

機能要件 0-1-3 共通 「中国残留邦人情報」については、本市ではシ

ステム管理を行っておらず、またシステム管理

をしていない自治体（市町村）もあると思われ

ることから、オプションとしていただきたい。

－ システム外での運用 3685 ①政
令指
定都
市

「中国残留邦人情報」に関して、対象者の管理を行っていない自治体があると想定されるた

め、オプション機能とする。

上記対応方針について、現在システムで管理を行っているか、システム連携が必要かご意見を

いただきたい。

→多くの自治体において、システムでの管理は行われていないため、要件の削除を行う。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】

弊社パッケージでは連携していません。

本件、オプション機能が適切と考えます。

【構成員F（事業者）】

弊社システムでは「中国残留邦人情報」は連携していません。

○反映する
(削除)

ー

6 分野別

(共通)

機能要件 0-1-4 共通 身体障害者手帳、療育手帳の発行は、県が行っ

ているが、マイナンバー制度導入時に中間サー

バと連携しないと言っていた。情報連携が可能

なのか不明。当町でも手帳の発行履歴の管理は

住基システムとは別のシステムで行っている

が、居住地特例適用者の手帳情報は管理してい

ない。改善案というよりは、連携可能なのか疑

問である。

改善要件案はなく、実装可能か

どうかの質問です。

システム外での運用 ④そ

の他

の

市・

町村

手帳情報に関しては、連携要件に含まれているため庁内連携で可能と考えるが、自治体によっ

ては都道府県で進達を行い結果の取込までは行っていない場合があるため、要件をオプション

機能に変更する。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-

○反映する
(オプション)

ー

構成員コメント
認定WG協議

結果

継続検討事項
又はその他補

足
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No 区分
意見対象
要件種別

事務局整理

項番・名称 意見内容
改善要件案_想定される

具体的な運用等
改善要件に対する当該団体

の現在の運用状況
意見
ID

規模 対応方針（案）

構成員コメント
認定WG協議

結果

継続検討事項
又はその他補

足

7 分野別

(共通)

機能要件 0-1-6 共通 子ども・子育て支援法施行規則第二十二条第１

項第六号の確認のための機能要件と想定して意

見させていただきます。

国民年金の障害基礎年金の受給者であるかは、

「国民年金加入情報」では分からないため「国

民年金受給情報」に記載を修正していただきた

い。

また、国民年金の標準仕様において、全住民の

障害基礎年金の受給状況の管理を必須としてい

る訳ではないため、連携するメリットは少ない

ことより、オプション機能に変更いただきた

い。

－ システム外での運用 事業
者

要件をオプション機能に変更し以下に修正する

【オプション機能】

国民年金加入受給情報（障害者基礎年金等）を連携し、利用できること。

※１　国民年金加入情報は、共通基盤等との連携を含む。

※２　データの参照、取込（サブセット化）は問わず、本システムで利用できること。

※３　連携頻度は日次・月次等とする。

※４　国民年金加入情報及び更新内容をEUC機能等により確認できること。。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-

○反映する
(オプション)

ー

8 分野別

(共通)

機能要件 0-1-6 共通 下記機能を、「実装すべき機能」に追加。

障害児施設給付事業の情報を連携し、利用でき

ること。

※１　障害児施設給付事業情報は、共通基盤等

との連携を含む。

※２　データの参照、取込（サブセット化）は

問わず、本システムで利用できること。

※３　連携頻度は日次・月次等とする。

※４　障害児施設給付事業情報及び更新内容を

EUC機能等により確認できること。

多子減免対象児童の有無を確認

し、必要であればきょうだい情

報を登録する。

パッケージシステムによる運用

だが標準かカスタマイズか不明

3651 ①政
令指
定都
市

「障害児施設給付事業の情報」の情報の連携について、そもそもシステム管理が行われている

か、連携が必要か意見をいただきたい。

→多くの自治体で管理がされていないため、対応は不要とする。

【構成員A（自治体）】

連携していない。

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】

連携していない。

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）

弊社パッケージでは連携していません。

参考情報として連携を実施している自治体もあるようです。

本件、オプション機能が適切と考えます。

【構成員F（事業者）】

「障害児施設給付事業の情報」がどの業務システムに該当する情報なのか不明確です。（標準化対象業務の場合は、そちらの業務名を記載いただきたい。）

弊社システムでは連携しておりませんが、特にご要望をいただいておりません。

×反映しな
い

ー

9 分野別

(共通)

機能要件 0-1-8 共通 「※4　連携頻度はパラメータで設定（日次、

月次等）できることとする。」はオプションに

した方がいいのではないでしょうか。

連携頻度を変更することが頻繁に行われるとは

思えないため必須機能にする必要性がわかりま

せん。

想定される運用が具体的にわか

らないためオプションにした方

がいいのではないかという改善

案を記述している。

パッケージシステムによる運用

だが標準かカスタマイズか不明

3811 事業
者

要件を以下に修正する

住民税情報（年次情報及び更正情報）と連携し、児童手当子ども・子育てシステムで利用でき

ること。

※1　「住民税情報と連携」は、共通基盤等の連携を含む。

※2　データの参照、取り込み（サブセット化）は問わず、児童手当システムで利用できるこ

と。

※3　連携頻度はパラメータで設定（日次、月次等）でできることとする。

※4　対象者及び関係者の異動者及び異動内容をEUC機能等により確認できること。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-

○反映する
(修正)

ー

10 分野別

(共通)

機能要件 0-1-11 共通 現行のシステムでは、申請書類をスキャンして

世帯ごとに管理できるようにしている。

新システムでも紙の申請書類を電子で管理する

ことが必要になってくるため、スキャン機能を

実装いただきたい。

電子申請への移行のため必要な

機能である。

パッケージシステムによる運用

だが標準かカスタマイズか不明

④そ

の他

の

市・

町村

以下の要件をオプション機能に追加を行う

子ども、保護者および世帯員の関連情報として、テキストファイルやExcel、PDF、画像デー

タ等を取り込みでき、結び付けて登録・修正・削除・照会できること。

【管理項目】

・業務区分（教育・保育給付、施設等利用給付等）　・ドキュメント名　・ファイル名

【考え方】

就労証明書等をシステムで管理することを想定した機能である。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-
○反映する
(オプション)

ー

11 分野別

(共通)

機能要件 0-1-12 共通 「連携用データ」が機能要件ID0-1-1等の連携

を指す場合は、データ照会のみの場合もあるた

め、オプション機能とするか、「データの取込

（サブセット化）の場合のみ」の記載を追記い

ただきたい。

－ システム外での運用 事業

者

要件を以下に修正する

連携用データの取り込み後、連携したデータの取り込み結果の確認ができること。

※データの取込（サブセット化）の場合のみ

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-

○反映する
(修正)

12 分野別

(共通)

機能要件 0-1-13 共通 「連携用データ」が機能要件ID0-1-1等の連携

を指す場合は、データ照会のみの場合もあるた

め、オプション機能とするか、「データの取込

（サブセット化）の場合のみ」の記載を追記い

ただきたい。

－ システム外での運用 事業

者

要件を以下に修正する

連携用データの取込時、もしくは連携用データの作成時にエラーが発生した場合、エラー内容

が確認できること。また、エラー対応後、取り込みや作成等の再処理ができること。

※データの取込（サブセット化）の場合のみ

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-

○反映する
(修正)

10
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意見対象
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事務局整理
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の現在の運用状況
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認定WG協議
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継続検討事項
又はその他補

足

13 分野別

(共通)

機能要件 0-1-15 共通 「自治体の行政手続のオンライン化に係る手順

書」においては、既存の汎用的電子申請システ

ムによる対応も可能とされている。行政手続き

のオンライン化は市民サービス向上の観点から

手続きを限定せず進めていく必要がある。すで

に自治体独自の電子申請システムを導入してい

る自治体も多く、ぴったりサービス以外の自治

体独自の電子申請システムと連携できる必要が

あるため、総務省のセキュリティポリシーを担

保したうえで、実装必須機能としてほしい。

- 独自構築システムによる運用 ①政
令指
定都
市

デジタル庁の調整方針より、昨日ID0-1-11のオンライン申請機能には自治体独自の申請機能も

包含される旨の記載があるため、以下の要件を削除する。

・0-1-15

・0-1-16

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-

○反映する
(削除)

ー

14 分野別

(共通)

機能要件 0-2-2 共通 帳票単位に文書番号を管理できることとある

が、一部帳票は同一帳票を複数部署で出力す

る。(認定号数により担当する部署が異なるた

め。)その場合、課で文書番号が異なるため発

行部署で文書番号を変更しなければならない。

. パッケージシステムの標準機能

による運用

④そ
の他
の市・
町村

要件を以下に修正する

通知書等の出力において、印字する文書番号の情報を登録・修正・削除・照会できること。

※1　通知書等の帳票単位に管理できること。

※2　文書番号の出力有無も管理できること。

※3 自治体組織に応じた単位で管理できること。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-

○反映する
(修正)

ー

15 分野別

(共通)

機能要件 0-2-8 共通 機能要件ID：0-3-15にて口座情報は他システ

ムを参照し利用している場合は登録・修正・削

除の処理は対象外と記載があるので、金融機関

マスタデータも同様に「※ 他システムを参照

し利用している場合は登録・修正・削除の処理

は対象外。」の記載を追加していただきたい。

－ パッケージシステムの標準機能

による運用

事業
者

要件を以下に修正する

金融機関マスタデータ（金融機関コード、金融機関漢字名称、金融機関名カナ、店舗番号、店

舗漢字名称、店舗名カナ等）を登録、修正、削除、照会できること。

※ 他システムを参照し利用している場合は登録・修正・削除の処理は対象外。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-

○反映する
(修正)

ー

16 分野別

(共通)

機能要件 0-2-13 共通 コードはデータ要件で定められているものもあ

り、それらのコードは変更不可であると認識し

ています。

そのため、現在の記載内容では問題があるた

め、データ要件上、自治体が独自で持つことが

できているコードに限定し、「※データ要件

上、自治体独自に設定できるコードに限る」等

の記載を追記していただきたい。

対象外 パッケージシステムの標準機能

による運用

事業
者

要件を以下に修正する。

コードマスタを利用者が登録、修正、削除、照会できること。

※データ要件上、自治体独自に設定できるコードに限る

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-

○反映する
(修正)

ー

17 分野別

(共通)

機能要件 0-3-1 共通 いつ・誰が・どのような情報にアクセスしたか

判明するよう、アクセスログを記録、参照でき

ること。

住民からの問い合わせや入力誤

りに対して、アクセスログから

対応者を把握する。

パッケージシステムの標準機能

による運用

4848 ①政
令指
定都
市

アクセスログに関しては、以下の要件を追加する。

 個人情報や機密情報の漏えいを防ぐために、システムの利用者及び管理者に対して、以下の

ログを取得すること（IaaS 事業者 がログについての責任を負っている場合等、パッケージベ

ンダ自体がログを提供できない場合は、IaaS 事業者と協議する等によ り、何らかの形で本機

能が自治体に提供されるようにすること）。

【操作ログ、認証ログログイン及びログインのエラー回数等、イベントログ、通信ログ、印刷

ログ、設定変更ログ、エラーログ（他システム連携、バッチ処理等）】

システムの利用者及び管理者のログについては、以下の分析例の観点等から分析・ファイル

出力が作成できること（IaaS 事業 者がログについての責任を負っている場合等、パッケージ

ベンダ自体がログを提供できない場合は、IaaS 事業者と協議する等によ り、何らかの形で本

機能が自治体に提供されるようにすること）。

 [分析例]

・深夜・休業日におけるアクセス一覧

・ログイン失敗一覧 ・ID 別ログイン数一覧

・大量検索実行一覧

・宛名番号等から該当者の検索実行一覧

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】

「大量検索実行一覧 」「宛名番号等から該当者の検索実行一覧」について、解釈次第では検索結果をすべて保存する必要があるようにも取れてしまい、現実的ではあ

りません。

ログとしてはどのような検索条件で検索を実行されたのかがわかればよいかと思いますので、分析例としては「検索条件を把握することができる検索実行一覧」とし

ていただけないでしょうか。

○反映する
(修正)

ー

18 分野別

(共通)

機能要件 0-3-6 共通 出力については、機能要件ＩＤ：0-3-8に含ま

れている内容のため、削除いただきたい。

－ パッケージシステムのカスタマ

イズ機能による運用

事業

者

要件を以下に修正する。

不現住に関する情報を一覧で確認できること。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-

○反映する
(修正)

ー

11
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足

19 分野別

(共通)

機能要件 0-3-32 共通 住民記録システムと同期するということは子育

てシステムを変更したら住民記録システム側も

変更するということになります。

それは子育てシステムと住民記録システムを開

発した会社が同じでなければ不可能と思われま

す。

同期の記述を削除して管理（または連携）でき

ることなどに変更することが必要です。

このままの記述では子育てシステムとして要件

をみたすことが不可能です。

なし システム外での運用 事業

者

要件を以下に修正する

支援措置期間及び仮支援措置期間は、住民記録システムと同期連携すること。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】- ○反映する
(修正)

ー

20 分野別

(共通)

機能要件 0-4-4 共通 英字名は管理している場合にかぎるならこの部

分だけオプションに書くようにするべきです。

この項目に限らず、管理している場合実装する

のような記述はすべてオプションにしておかな

いと、管理していない場合でもシステムとして

は実装しているためこの部分の費用を自治体に

システム費用としてもとめることになります。

金額を抑えるという趣旨なのであればオプショ

ンにするべきかとおもいます。

なし パッケージシステムの標準機能

による運用

事業

者

英字名での検索をオプション機能とする。

必須項目を修正し、以下の要件をオプション機能に追加

【必須項目】

検索において、本名、通称名、英字名のいずれでも検索できること。

※ 英字名は管理している場合に限る。

【オプション項目】

検索において英字名で検索できること。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】- ○反映する
(修正)

ー

21 分野別

(共通)

機能要件 0-6-3 共通 この記述ではこの項目が何を意味しているのか

理解できません。

どういった機能を想定しているかを詳しく記述

してください。

なし システム外での運用 事業

者

何らかの処理を行う際に、処理と帳票出力が連動していることがあるため、それを防ぐ要件と

考えている。留意事項に以下を追記する

実装必須の帳票であっても、自治体によっては未利用の帳票が存在する。また実装オプション

の帳票はより利用有無が分かれる。また出力のタイミングも違う場合があるため、当要件を設

けている。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-
○反映する
(要件の考え

方)
ー

22 分野別

(共通)

機能要件 0-6-3 共通 実装してもしなくても良い機能(オプション機

能)。

・条件を指定して分割できること。

・分割条件には、区内特別郵便における局、

園、世帯、児童を指定できること。

分割したデータを使って作業す

る。

システム外での運用 ②中

核市

以下の要件をオプション機能に追加する

・帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについて、条件を指定して分割できること。分割

条件には、区内特別郵便における局、園、世帯、児童を指定できること。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】- ○反映する
(オプション)

ー

23 分野別

(共通)

機能要件 0-6-27 共通 ※3は印字有の文言のみを管理することでも実

装可能と想定しており、実装方法を限定した記

載となるため、削除いただきたい。

また、※4の「複数行（改行付き）を管理でき

ること」は「改行なしの1行単位で管理する」

方法でも、実装可能と想定しており、実装方法

を限定した記載となるため、（改行付き）とい

う記載を削除し、「複数行を管理できること」

に変更していただきたい。

－ システム外での運用 3968 事業

者

要件を以下に修正する

通知書等の固定文言（教示文全体を含む）を管理できること。

※1 各帳票のシステム印字項目単位に設定できること。

※2 ※1に加え、管轄や所属等の印刷場所単位に設定できること。

※3 印字有無、文言を設定できること。

※4 文言は、次の管理ができること。

・複数行（改行付き）を管理できること

・先頭文字に全角空白文字を設定できるなどインデントに対応できること

・半角文字、英数、記号など、一般的な通知書における文言に対応 できること

※文字の強調（ボールド、アンダーライン、文字サイズ等）は含ま ない

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】

「※3 印字有無、文言を設定できること。」については、通知文などに限定していないため、各項目なども含まれるように見受けられる。

その場合、帳票印字項目が「実装すべき項目」の場合、標準仕様書にある通り、「当該帳票に印字すべき項目」のため、システムとしては印字をするかしないかを選

択できるような作りは想定しておりません。

上記のことや、左記の指摘にもあるように「実装方法を限定した記載」となるため、※３の記載も削除いただきたい。

○反映する
(修正)

ー

24 分野別

(共通)

機能要件 0-6-30 共通 【一時解除後、設定した時間経過後に自動で抑

止状態に戻ること。

抑止状態に戻るまでの時間を設定できるこ

と。】という記述があるがこれは使いやすいと

は思えません。

複数の職員が同じ機能を同タイミングで使用す

ることを考慮するなら、時間経過では他操作者

が意図しないタイミングで解除状態になる可能

性があります。

任意操作での抑止状態設定のみとし時間経過を

オプションとしてください。

なし システム外での運用 事業

者

出力の一時解除の復帰に関しては、以下の要件に修正する

DV等支援対象者が含まれる通知書等の交付をしようとする際に、エラーとすることができる

こと。審査の結果、通知書等の交付を行う場合には、エラーを一時解除できること。一時解除

後、自動で抑止状態に戻ること。また手動でも抑止状態に戻すことができること。

※ 抑止状態に戻るタイミングとしては、設定した時間経過（抑止状態に戻るまでの時間を設

定できること）、印刷処理、更新処理等のいずれかを想定している

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-

○反映する
(修正)

ー

12
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25 分野別

(共通)

機能要件 0-6-31 共通 本要件は「実装しない機能」にすべきと考えま

す。

【理由】

住所欄のみ「記載省略」としても、施設名など

が出力されている場合は施設の前で待ち伏せ等

される恐れがあります。そもそもこのような

ケースの場合、帳票を渡さないのが正しいと考

えます。

支援措置対象者本人以外からの

帳票の請求があった場合、住所

等の出力が無い場合であっても

支援措置対象者から同意を得る

までは帳票を発行しない。

システム外での運用 3493 事業

者

支援措置対象者の本人以外の申請時の対応について、「実装しない機能にする」という意見、

実装を前提に、園情報も記載省略するべきという意見をいただいている。

支援措置対象者の本人以外の申請に対して、現在の運用、要件への意見（実装しない機能とす

る、園情報も記載省略としたうえでオプション機能とする、等）をいただきたい。

→オプション機能に変更の上、留意事項として以下の内容を追記する

本機能に関しては、前項に規定する出力抑止解除後に出力を行う際の機能となる。が、自治体

によっては本人以外の場合はそもそも帳票の出力を行わない運用もあるため、本機能はオプ

ション機能としている。

【構成員A（自治体）】

本人以外の出力は原則許してはいない、ただ運用に幅を持たせた要件にした方がいいと考える。

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】

原則許していない、審査後に本人に手渡ししている。

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】

0-6-30にて、支援措置対象者の通知書等は審査の結果交付される仕様となっていますので、本要件（0-6-31）は機能要件から削除いただくことが適切と考えます。

【構成員F（事業者）】

要件ID「0-6-30」の機能により、支援措置対象者が含まれる通知書等の交付をしようとする際は、通常エラーとなる。ユーザーはそのことを認識した上で、それでも

発行する場合に、システムとしてできることは、パラメータにより住所や施設名を「記載省略」と表示することであると考えます。従って、「支援措置対象者が含ま

れる帳票については、支援措置対象者本人以外からの請求があった場合などは、パラメータ等により住所や施設名を「記載省略」として出力できること。」を要件と

すべきと考えます。また、本意見のとおり帳票を渡さない運用の自治体が多く、要望を受けたこともないため、オプション機能としていただきたい。なお、この要件

を「実装しない機能」とする場合、「本人以外から請求があった場合に帳票の発行を不可とする」という意味合いの要件へ変更になると思いますが、請求が本人なの

か本人以外なのかを判断して発行するのはユーザーとなるため、システムの標準仕様としてはそぐわないと考える。そのため、実装しない機能での検討は不可である

と思います。

○反映する
(修正)

ー

26 分野別

(共通)

機能要件 0-6-31 共通 支援措置対象者が含まれる帳票については、支

援措置対象者本人以外からの請求があった場合

は、住所欄および入所する園を「記載省略」と

して出力すること。ただし、園に提出資料の場

合、入所する園を省略せず出力すること。

支援対象者の適切な情報管理が

できる。

システム外での運用 4843 ②中

核市

要件をオプション機能とし、以下に修正する

支援措置対象者が含まれる帳票については、支援措置対象者本人以外からの請求があった場合

は、住所欄、園情報、銀行支店名等、住所が類推される情報を「記載省略」として出力するこ

と。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】- ○反映する
(修正)

ー

27 分野別

(共通)

機能要件 0-7-7 共通 【また、】という記述は必要ありません。

ひとつの機能項目なのに、文章が続いているよ

うな記述から始まるのはおかしいです。

削除してください。

なし システム外での運用 事業

者

誤植のため修正を行う。

また、事務分掌による利用者ごとの表示・閲覧項目及び実施処理の制御ができること。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】- ○反映する
(修正)

ー

28 分野別

(共通)

機能要件 0-7-9 共通 【なお、】という記述は必要ありません。

ひとるの機能項目なのに文章が続いているよう

な記述からはじまるのはおかしいです。

削除してください。

なし システム外での運用 事業

者

誤植のため修正を行う。

なお、操作権限管理については、個別及び一括での各種制御やメンテナンスができること。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】- ○反映する
(修正)

ー

29 分野別

(13事

業)

帳票要件 129 補足給付費交付認定通知書"有効期間"について、"利用の開始日と終了日"

と記載されています。例えば、新制度未移行の

幼稚園に在園する期間がR04/04/01～

R/06/03/31である場合、その期間を出力する

想定でしょうか。帳票の用途としては、在園期

間のうち、補足給付の対象となる期間ではない

のでしょうか。

なし なし 3531 事業

者

誤植のため修正を行う。

「利用の開始日と終了日」→「有効期間の開始日と終了日」

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】- ○反映する
(修正)

ー

30 分野別

(13事

業)

機能要件 13-1-12 通知書発行「延長保育利用保留通知書」について、帳票要

件ID:122では「延長保育保留通知書」となって

いるため、帳票名を合わせていただきたい。

－ － 4084 事業

者

誤植のため修正を行う。

「延長保育利用保留通知書」→「延長保育保留通知書」

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】- ○反映する
(修正)

ー

13



No 区分
意見対象
要件種別

事務局整理

項番・名称 意見内容
改善要件案_想定される

具体的な運用等
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意見
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結果

継続検討事項
又はその他補

足

31 分野別

(13事

業)

機能要件 13-1-10 延長保育料算定「延長保育料算定区分」の記載が誤っているよ

うに思います。

機能要件ID13-1-7の管理項目の記載にあわ

せ、「延長保育料金体系」に変更をお願いしま

す。

－ － 4082 事業

者

誤植のため修正を行う。

「延長保育料算定区分」→「延長保育料金体系」

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-

○反映する
(修正)

ー

32 分野別

(13事

業)

機能要件 14-1-3 申請入力「税未申告者等を抽出した一覧を出力できるこ

と」とあり、出力帳票に「補足給付費交付対象

者一覧」と記載がありますが、未申告者がいる

場合は補足給付対象者と判断できないと考えま

すので、出力帳票として別帳票を追加いただく

か、要件を見直していただきたい。

未申告者が明確に確認できるよ

うになる。

－ 4088 事業

者

誤解を招く表現であるため、構成員の意見ももとに帳票名称を下記に修正する。

【帳票要件の修正】

補足給付費交付対象者一覧→補足給付費交付対象者一覧、税未申告者一覧

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】

税未申告者は交付対象の判定が行えないため、「税未申告者交付対象者一覧」→「税未申告者一覧」に修正すべき
○反映する

(修正)
ー

33 分野別

(13事

業)

機能要件 13-1-8 延長保育料算定「要件の考え方」には利用実績を管理しない自

治体への対応と記載があるが、要件の内容は

「利用実績を月単位、日単位もしくは利用時間

単位に登録・・・」とあり、書いている内容が

矛盾している。

※特になし ※特になし 4604 事業

者

要件の考え方・経緯の補記を行う

【要件の考え方・経緯の補記】

一律の月極料金を設定している自治体もあることから、利用実績の管理の有無を設定できるこ

ととしています。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-

○反映する
(修正)

ー

34 分野別

(13事

業)

帳票要件 122 延長保育保留通知書「利用する施設名称」ではなく、希望施設のた

め「希望施設名称」でよいのではないでしょう

か。

－ － 4116 事業

者

誤解を招く可能性があるため印字項目を希望する施設名称で統一する。

【印字項目の修正】

「利用する施設名称」→「希望施設名称」

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-

施設利用保留通知書は「希望施設名称」になっているため合わせるべき。

○反映する
(修正)

ー

35 分野別

(13事

業)

帳票要件 121 延長保育利用承諾通知書延長保育利用承諾書に月額の延長保育料につい

ての記載も可能とし、延長保育利用承諾書が延

長保育料決定通知書を兼ねることを可能にする

こと。

延長保育料を月額で算定してい

る場合、利用承諾時に延長保育

料が確定するため、延長保育利

用承諾書が延長保育料決定通知

書を兼ねることが可能となれば

通知書作成業務の簡略化に繋が

る。

延長保育利用承諾書に月額の延

長保育料について記載し、延長

保育料決定通知書の機能を兼ね

た延長保育利用承諾書を作成す

る。

4432 ②中

核市

兼延長保育料決定通知書としても利用できるよう印字項目を追加する。

【印字項目の追加】

「月額」

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】

月額情報を備考欄に表示することを標準様式とするよりも、延長保育利用承諾通知書の実装してもしなくても良い項目として「月額」を追加し、延長保育料が月単位

の場合は月額を表示し、延長保育利用承諾兼延長保育料決定通知書として利用することも可能な旨を記載した方がよい。

○反映する
(オプション)

ー

36 分野別

(13事

業)

機能要件 13-1-4 延長保育の申請情報管理管理項目に延長の選考にあたり延長指数も必

要。

毎月の選考時指数順に延長保育

の選考できる。

想定効果と同様 3872 ④そ

の他

の

市・

町村

選考機能は実装しないが、「選考基準指数合計(延長)」はオプションの管理項目として追加す

る。

【管理項目の追加】

選考基準指数合計(延長)

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】- ○反映する
(オプション)

ー

37 分野別

(13事

業)

機能要件 14 実費徴収に係る補足給付を行う事業機能要件（別紙2）に「補足給付費交付支払通

知書」とあるが、業務フローや帳票要件に「補

足給付費交付支払通知書」が記載ないです。

- - 3386 ①政

令指

定都

市

誤植のため修正を行う。

「補足給付費交付支払通知書(償還払い)」→「補足給付費交付決定通知書(償還払い)」

「補足給付費交付支払通知書(代理受領)」→「補足給付費交付決定通知書(代理受領)」

【誤植の修正】

「補足給付費交付支払通知書(償還払い)」→「補足給付費交付決定通知書(償還払い)」

「補足給付費交付支払通知書(代理受領)」→「補足給付費交付決定通知書(代理受領)」

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-
○反映する

(修正)
ー

14
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38 分野別

(13事

業)

機能要件 14-1-1 申請入力施設等利用給付の支払方法については、機能要

件ID 11-1-1 要件の考え方・経緯欄に"保護者

ごとの設定は想定していません。"と記載され

ていますが、補足給付においては、保護者ごと

に設定・管理を行ない、施設には設定しないと

いうことで間違いないでしょうか。

なし なし 3505 事業

者

要件の考え方・経緯に補記する。

【要件の考え方・経緯の補記】

償還払い・代理受領（確定払）・代理受領（概算払い）については、施設や事業の種別等ごと

に設定することを想定しています。

なお、保護者ごとの設定は想定していません。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】- ○反映する
(修正)

ー

39 分野別

(13事

業)

機能要件 14-1-5 認定審査出力帳票が"補足給付費交付認定取消通知書"と

記載されているのに対し、本文は"補足給付費

交付認定通知書"となっています。誤記ではな

いでしょうか。

なし なし 3513 事業

者

誤植のため修正を行う。

「補足給付費交付認定通知書」→「補足給付費認定取消通知書」

【誤植の修正】

「補足給付費交付認定通知書」→「補足給付費認定取消通知書」

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-
○反映する

(修正)
ー

40 分野別

(13事

業)

帳票要件 121 延長保育利用承諾通知書帳票印字項目の「延長保育利用時間」の印字編

集条件などに「利用の開始時刻と終了時効

」と記載がありますが「利用の開始時刻と終了

時刻」の誤りだと思われます。

－ － 4112 事業

者

誤植のため修正を行う。

「利用の開始時刻と終了時効」→「利用の開始時刻と終了時刻」

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-

○反映する
(修正)

ー

41 分野別

(13事

業)

帳票要件 122 延長保育保留通知書当帳票につきまして、帳票要件に「延長保育申

請の結果、保留又は不承諾となった旨の通知」

と説明がありますが、帳票レイアウト及び帳票

印字項目に「決定年月日」があります。不承諾

や保留ということは、延長保育が決定した年月

日は存在しないため、印字項目から削除をお願

いいたします。

もし、「決定年月日」が保留の決定年月日を指

すならば、項目名を「保留決定年月日」等へ変

更いただきたい。

－ － 4114 事業

者

認定の保留の帳票の印字項目とあわせ、「決定年月日」を削除する。

【印字項目の削除】

「決定年月日」

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】- ○反映する
(修正)

ー

42 分野別

(13事

業)

帳票要件 130 補足給付費交付申請却下通知書認定通知書と同様に、保護者情報を追加いただ

きたい

- - 3728 ①政

令指

定都

市

教育保育給付の帳票レイアウトにあわせて、保護者情報を追加する。

【印字項目の追加】

保護者情報

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-

○反映する
(実装すべ

き)
ー

43 分野別

(13事

業)

機能要件 13-1-7 延長保育料算定必須要件とオプション要件に記載されている内

容が曖昧で且つ重複しているように見えて、明

確な違いが分かりにくい。「要件の考え方」の

列に記載するのではなく、それぞれに明確な違

いを要件冒頭に述べた上で機能定義する方がよ

いと考える。

※特になし ※特になし 4600 事業

者

機能要件を分割し、実装とオプションを対比できるよう記載方法を見直す。 【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】-
○反映する

(修正)
ー

44 分野別

(13事

業)

帳票要件 129 補足給付費交付認定通知書【質問】帳票要件には、「補足給付費交付認定

を決定した旨の通知」とありますが、使い方と

して、事前に補足給付の対象者を抽出し、その

対象者へ補足給付の対象であることを通知し、

申請を促すための帳票という認識でよろしいで

しょうか。

3864 ①政

令指

定都

市

認定事務を行っている自治体からのご意見もあるが、申請、支給可否決定、（請求）、支給と

いう事務フローが多いとのご意見もあり、り施設等利用給付事務等の実務フロー（（【第3

版】令和４年３月３１日版））でも、認定事務は例示されていないことから、「補足給付交付

認定通知書」をオプション帳票とする。

【構成員A（自治体）】-

【構成員B（自治体）】-

【構成員C（自治体）】-

【構成員D（自治体）】-

【構成員E（事業者）】-

【構成員F（事業者）】- ○反映する
(オプション)

ー
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