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用語集
情報提供ネットワーク（システム）*1

⇒ 情報提供ネットワーク（システム）は、個人番号（マイナンバー）と関連付けられた個人情報を関係機関の間でやり取りするためのコンピューターネットワークに
よる情報システムのことを指す。

オールインワンパッケージ*2

⇒ 対象となるシステムを単独で販売しているパッケージシステムではなく、関連する他の業務システムを含めた複数の業務システムを統合的に販売ししているパッケー
ジシステムのことを指す。

⇒ 本調査の対象となる子ども・子育て支援及び児童手当においては、例えば児童扶養手当やひとり親医療など子ども・子育て支援及び児童手当以外の子ども・
子育てに関連する業務を合わせて販売する子ども・子育て関連のオールインワンパッケージが存在しているほか、子ども・子育て以外に住民記録や税業務など基
幹系システムを幅広く網羅しているパッケージシステムも存在しており、回答には両者が含まれている。

地域情報プラットフォーム標準仕様*3

⇒ 自治体の庁内における業務システムのマルチベンダ化を進めるために、庁内の様々な業務システム間の情報連携を可能とする標準仕様であり、自治体業務のう
ち、住民基本台帳、個人住民税等26業務の情報システムについて標準化（防災、教育等の基幹系以外の業務を含めると32業務）しており、総務省事業
として策定し、（一財）全国地域情報化推進協会（APPLIC）において「地域情報プラットフォーム標準仕様書」として公開し、運用中である。

中間標準レイアウト仕様*4

⇒ 市区町村の情報システム更改においてデータ移行を円滑に行うため、移行データの項目名称、データ型、桁数、 その他の属性情報等を標準的な形式として定
めた移行ファイルのレイアウト仕様を定めたもので、総務省より公開されている。

EUC*5

⇒ End User Computingの略で、システムの利用者（End User）が、自主的に操作（Computing）することにより自業務に役立てることを指すが、自業
務で必要な帳票を作成するに際して、必要なデータを抽出できる機能をEUC機能と呼んでいる。
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調査概要、調査結果サマリー



調査概要
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n 本調査では、子ども・子育て支援システム及び児童手当システムにおける業務プロセス・情報システム標準化に向けて、基礎情報を
収集することを目的に、地方自治体を対象にアンケート調査を実施した「地方自治体システムに関する調査」と、同システムの汎用
的なパッケージを有している事業者（ベンダー）を対象に「地方自治体システムを導入している事業者（ベンダー）への調査・ヒアリ
ング」を実施し、そこで得られた結果を基に、論点を整理した。

地方自治体システムに関する調査

地方自治体システムを導入している事業者（ベンダー）への
調査・ヒアリング

論点整理

手法 手法説明
方式 アンケート
調査対象 全市区町村（1,741市区町村）
実施方法 • 都道府県に電子メールで発出し、電子メールにて回答を得る形式

• 調査票は各都道府県から管内市区町村へ送付することとし、回答は各
市区町村から受託者へ直接送付

調査項目
概要

• システムの導入状況（導入可否、導入形態、稼働状況など）
• パッケージ製品の標準機能の利用状況など（機能、様式・帳票）

回収期間 2021/02/01̃ 2021/03/12
回収率 子ども・子育て支援システム 79.1％

児童手当システム 85.9％
※各システムとも、政令指定都市、特別区、中核市及び施行時特例市、

一般市、町村の５区分において、70％以上の回収率を達成

手法 手法説明
方式 アンケート、ヒアリング
調査対象 指定都市、中核市及び施行時特例市、一般市区町村（人口20万未

満）の各類型において導入実績の多い事業者（ベンダー）６社
実施方法 • 各社より機能一覧、帳票一覧を提供頂き、パッケージ製品の標準機能が

提供されている業務範囲を把握



情報提供ネットワークシステム*1との連携状況
• 子どものための教育・保

育給付業務において、他
自治体との情報提供ネッ
トワークシステムと連携
（情報の取込み）をして
いる自治体の割合は全
体で65.3％となっている。

調査結果サマリー
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子ども・子育て支援（子どものための教育・保育給付）
システム導入状況
• 全体で95.5%と多くの自治体でシステムが導入されている。

アプリケーション稼働状況
• 子どものための教育・保

育給付で利用しているシ
ステム数については、全
体では93.7％が１つの
システムを利用しているが、
特別区では２割が２つ
のシステムを利用するなど、
一部の自治体では、複
数のシステムを組み合わ
せて利用していることが分
かる。

• アプリケーションの稼働状況をタイプ別にみると、一般市では79.3％、町村では
89.8％がオールインワンパッケージシステム*2を導入していることが分かる。

• 一方、政令指定都市、中核市及び施行時特例市などではオールインワンパッケ
ージよりも専用パッケージシステムの割合が高いほか、政令指定都市の26.7％
では事業者（ベンダー）へ委託して独自開発している自治体もいることが分か
る。

全体 政令指定都市 特別区 中核市及び
施行時特例市 一般市 町村

n=1316 n=15 n=20 n=51 n=576 n=654
オールインワンパッケージ 81.0% 6.7% 25.0% 31.4% 79.3% 89.8%

専用パッケージシステム 17.7% 73.3% 75.0% 64.7% 20.3% 8.7%

独自開発
（ベンダーへ委託） 2.0% 26.7% 10.0% 3.9% 1.2% 1.7%

独自開発
（開発言語等を用いて自庁開発） 0.2% 0.0% 0.0% 2.0% 0.2% 0.0%

独自開発
（Accessなどデータベース管理） 0.9% 6.7% 10.0% 5.9% 1.0% 0.0%

アプリケーション稼働状況



情報提供ネットワークシステムとの連携状況
• 子育てのための施設等

利用給付業務において、
他自治体との情報提供
ネットワークシステムと連
携（情報の取込み）を
している自治体の割合は
全体で48.3％となってい
る。

調査結果サマリー
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子ども・子育て支援（子どものための施設等利用給付）
システム導入状況
• 全体で91.4%と多くの自治体でシステムが導入されているが、子どものための教

育・保育給付に比べると４ポイントほど低かった。

アプリケーション稼働状況
• 子育てのための施設等

利用給付で利用している
システム数については、全
体では91.6％が１つの
システムを利用しているが、
特別区では47.4％が、
政 令 指 定 都 市 で は
14.3％が２つのシステム
を利用するなど、一部の
自治体では、複数のシス
テムを組み合わせて利用
していることが分かる。

• アプリケーションの稼働状況をタイプ別にみると、一般市では78.5％、町村では
91.9％がオールインワンパッケージシステムを利用している。

• 一方、政令指定都市、特別区、中核市及び施行時特例市などでは６割以上
の自治体で専用パッケージシステムを採用しているほか、政令指定都市では
28.6％、特別区では21.1％の自治体で事業者（ベンダー）へ委託して独自
開発を行っていることが分かる。

全体 政令指定都市 特別区 中核市及び
施行時特例市 一般市 町村

n=1258 n=14 n=19 n=49 n=568 n=608
オールインワンパッケージ 81.7% 14.3% 26.3% 32.7% 78.5% 91.9%

専用パッケージシステム 17.2% 71.4% 63.2% 63.3% 19.0% 9.0%

独自開発
（ベンダーへ委託） 1.4% 28.6% 21.1% 2.0% 0.7% 0.8%

独自開発
（開発言語等を用いて自庁開発） 0.3% 0.0% 0.0% 2.0% 0.4% 0.2%

独自開発
（Accessなどデータベース管理） 0.8% 7.1% 10.5% 4.1% 0.9% 0.0%

アプリケーション稼働状況



調査結果サマリー
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子ども・子育て支援（地域子ども・子育て支援事業）
事業の実施状況 ※今回の調査における市区町村の回答を単純集計したもの

• 地域子ども・子育て支援事業（13事業）のうち、
７割以上の自治体で実施されている事業は、「利用
者支援事業」、「延長保育事業」、「放課後児童健
全育成事業」、「乳児家庭全戸訪問事業」、「地域
子育て支援拠点事業」、「一時預かり事業」、及び
「妊婦健康診査」の７事業であった。

システムの導入状況
• 地域子ども・子育て支援事業（13事業）のうち、

事業を実施している自治体でシステムを導入している
割合は、全体的に多くない。

• ７割以上の自治体で事業を実施している７事業に
おいては、導入率が高いところで、妊婦健康検査が
59.2％、乳児家庭全戸訪問事業が40.4％と、４
割程度であり、地域子育て支援拠点事業のように事
業実施率は高くても、システム導入はほとんどされてい
ないものもある。

全体 政令指定都市 特別区 中核市及び
施行時特例市 一般市 町村

n=1378 n=15 n=21 n=51 n=584 n=707
利用者支援事業 70.9% 100.0% 100.0% 98.0% 82.5% 57.9%
延長保育事業 75.9% 100.0% 100.0% 100.0% 89.4% 61.8%
実費徴収に係る補足給付を行う事業 52.1% 100.0% 76.2% 90.2% 66.8% 35.5%
多様な事業者の参入促進・能力活用事業 9.9% 80.0% 23.8% 47.1% 11.5% 4.1%
放課後児童健全育成事業 82.3% 93.3% 90.5% 98.0% 90.1% 74.3%
子育て短期支援事業 49.6% 93.3% 95.2% 94.1% 67.5% 29.3%
乳児家庭全戸訪問事業 83.0% 93.3% 95.2% 98.0% 87.8% 77.4%
養育支援訪問事業・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 68.8% 93.3% 95.2% 94.1% 78.1% 58.0%
地域子育て支援拠点事業 80.3% 93.3% 95.2% 100.0% 88.5% 71.3%
一時預かり事業 81.6% 100.0% 100.0% 100.0% 91.4% 71.1%
病児保育事業 58.3% 93.3% 95.2% 100.0% 82.0% 33.8%
子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 59.3% 93.3% 95.2% 100.0% 82.4% 35.5%
妊婦健康診査 76.9% 86.7% 81.0% 96.1% 82.5% 70.6%

地域子ども・子育て支援事業の事業実施可否

（※）太字は自治体全体で実施率が70%以上の事業

全体 政令指定都市 特別区 中核市及び
施行時特例市 一般市 町村

利用者支援事業 22.2% 13.3% 47.6% 40.0% 23.7% 17.4%
延長保育事業 29.9% 46.7% 66.7% 21.6% 28.5% 30.2%
実費徴収に係る補足給付を行う事業 43.6% 40.0% 68.8% 47.8% 42.3% 43.4%
多様な事業者の参入促進・能力活用事業 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 17.2%
放課後児童健全育成事業 37.3% 85.7% 78.9% 60.0% 48.3% 21.3%
子育て短期支援事業 4.1% 7.1% 10.0% 8.3% 4.1% 2.4%
乳児家庭全戸訪問事業 40.4% 85.7% 65.0% 58.0% 51.3% 26.5%
養育支援訪問事業・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 21.9% 50.0% 20.0% 37.5% 26.3% 14.4%
地域子育て支援拠点事業 3.5% 0.0% 15.0% 5.9% 4.3% 2.2%
一時預かり事業 17.0% 13.3% 42.9% 5.9% 16.3% 17.9%
病児保育事業 6.1% 14.3% 20.0% 7.8% 6.1% 4.2%
子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 15.1% 14.3% 20.0% 31.4% 17.9% 6.0%
妊婦健康診査 59.2% 84.6% 41.2% 77.6% 72.8% 44.1%

地域子ども・子育て支援事業のシステム導入状況（※）



情報提供ネットワークシステム*2との連携状況
• 児童手当業務において、

他自治体との情報提供
ネットワークシステムと連
携（情報の取込み）を
している自治体の割合は
全体で85.0％となってい
る。

調査結果サマリー
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児童手当
システム導入状況
• 全体で98.7%と多くの自治体で児童手当システムが導入されている。

システム導入形態
• 政令指定都市、特別区、

及び中核市及び施行時
特例市では自団体で稼
働環境（単独クラウドま
たはオンプレミス）を有し
ている割合が９割程度と
なっている。

• 一般市及び町村では、
稼働環境を複数の団体
で共同利用（自治体ク
ラウド）している割合がそ
れぞれ31.8％、47.1％
となっており、大規模自治
体に比べて高い割合と
なっている。

アプリケーション稼働状況
• 採用しているアプリケー

ションは、全ての区分で
オールインワンパッケージ
*1 の割合が高く、一般市、
町村では８割以上を越
えている。

• 政令指定都市、中核市
及び施行時特例市など
では、小規模自治体に
比べて専用パッケージシ
ステムを導入している割
合も高くなっている。



論点の整理
（基本的な考え方）



論点の一覧
§ 本調査では、「地方自治体システムに関する調査」、「地方自治体システムを導入している事業者（ベンダー）への

調査・ヒアリング」を通して、子ども・子育て支援及び児童手当に係るシステムの現状を把握し、次年度の実施を予
定されている業務フロー作成及び検討会・WG運営を通した標準化検討に有用な情報を収集した。
§ これらの調査結果を踏まえて子ども・子育て支援及び児童手当に係るシステム標準化に際しての論点（基本的な

考え方）を記載する。
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分類１ 分類２
適用範囲・
前提条件

標準仕様書の取り扱い
合意形成
効果
目的
対象自治体
対象分野（関連規約）
標準準拠の基準
公開時期、準拠時期
変更管理

要件
（仕様書の構成）

業務フロー
機能要件
様式・帳票要件
データ要件
非機能要件

図表 論点一覧



標準仕様書の取り扱い、合意形成
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n 17業務を対象に業務プロセス・情報システム標準化に向けた取組が行われているが、子ども・子育て支援
及び児童手当についてはこれらの業務との連携を実施していることから、先行して公開されている「住民記録
システム標準仕様書【第1.0版】」を踏襲することが前提となる。

n 検討会・WGでの議論を通して他の業務プロセス・情報システム標準化との標準仕様書と異なる取り扱いを
行う事項が発生した場合には、他の業務プロセス・情報システム標準化の標準仕様書への影響有無を十
分に考慮しながら標準仕様を定める。

標準仕様書
の取り扱い

n 全自治体が対象とあることから、以下の方策で合意形成を図る。
ü 自治体を含むメンバーで構成される検討会・WGでの議論を通じて合意形成を実施

（ただし構成員については自治体規模や採用している事業者（ベンダー）に留意し選定）
ü 自治体やベンダーに広く意見照会をして合意形成を実施

（ただし、他の業務プロセス・情報システムの標準化に係る意見照会では１自治体から200件以上
の意見が寄せられた実績があることから、十分な期間を確保することに留意し実施）

合意形成

図表 標準化対象業務プロセス・情報システム

出典��内閣官房IT総合戦略室「地方
自治体業務プロセス ・情報システム標準
化の取組について」
(令和２（2020）年３月17日)



効果
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n 「地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に関する研究会報告書」
では、業務プロセス・情報システムの標準化・共同化の効果として、自治体ではシステム標準化によるシステ
ムに関わる事務負担の軽減と共同利用等の推進によるコスト削減効果がもたらされ、また事業者（ベン
ダー）においては個別のカスタマイズ要望が減少することにより競争力強化が期待され、結果として住民や企
業等への行政サービス向上に繋がると示されており、「住民記録システム標準仕様書（第1.0版）」でも同
様な効果を期待し、策定されている。

n 子ども・子育て支援及び児童手当においても、システムを共同利用している自治体は全体の４割弱に留
まっており、また法制度対応などに伴うシステム改修が有償となっている自治体が７割程度存在していること
から、同様な効果を期待し策定する。

効果

図表 標準化に伴う期待効果

目指すべき姿
複数の事業者（ベンダー）が広域クラウド（※近隣自治体にとどまらない全国規模のクラ
ウド）上でシステムのアプリケーションサービスを提供し、各自治体は、原則としてカスタマイ
ズせずに利用し、ほとんど発注・維持管理や制度改正対応の負担なく、業務を行える姿

効
果

サービス利用者
(住民・企業等)

利便性向上 l 自治体に対して異なる手続で実施していた申請等が統一的に
実施可能となり、手続の簡素化や合理化が実現

自治体

事務負担軽減
（本業回帰）

l 限られた人材や専門的な知識・ノウハウを共有することで、自治
体のシステム調達や法令改正対応等の業務及び調整に係るコ
ストが減少し、本来自治体職員が行うべき業務に人材を充当
することが可能

財政負担
（コスト）軽減

l カスタマイズの抑制、システムの共同化による割り勘効果を生
むことで、導入・維持管理の費用や法令改正時の費用を削減

事業者
（ベンダー）

競争力強化 l 個別のカスタマイズ要望が減ることにより、個別自治体との調
整やカスタマイズのためのプログラミングの負担が減少し、人口
減少下で稀少化するシステムエンジニアの人員をAI・RPA等の
攻めの分野に投入し、創意工夫により競争することが可能

本調査結果に基づく考察

• 共同利用している自治体は４割に
留まっており、６割の自治体ではシス
テムの標準化や共同利用により事務
負担軽減、コスト削減効果が期待

• 法制度対応などは有償での対応が
７割程度となっていることから、事業
者（ベンダー）では自治体との調整
負荷の軽減や自治体ではコスト削減
効果が期待



目的、対象団体
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n 将来的にガバメントクラウド（Gov-Cloud）の実現に向けての検討が行われており、業務プロセス・情報シ
ステム標準化の対象とする17業務は同クラウド上で稼働していく予定となっていることから、子ども・子育て支
援及び児童手当においても、住民記録システム標準仕様書【第1.0版】で掲げる「カスタマイズを原則不要
にする」、「ベンダー間での円滑なシステム更改を可能にする」及び「自治体行政のデジタル化に向けた基盤
整備を行う」の３つの目的の達成に資する仕様書を策定する。

目的

n 対象は全自治体とする。
n ただし、自治体規模に応じて業務機能範囲やシステムの処理量等が異なることから、規模に応じて標準化

要件を定めることも考えられ、住民記録システム標準仕様書【第1.0版】では「指定都市」、「中核市等
（中核市又は人口20万以上の市区（指定都市を除く））」、「一般市区町村（人口20万未満の市
区町村）」の３つの類型で標準化要件を定めている。

n 子ども・子育て支援及び児童手当については、児童手当は制度上、自治体間の業務面の差異は少ないが、
子ども・子育て支援では、調査結果では例えば納付管理（滞納処理）に関わる業務では政令指定都市
の６割以上で子ども・子育て支援システムを利用しているのに対して、町村では４割程度に留まっていたり、
地域子ども・子育て支援事業では各自治体が自治体規模に応じて実施状況に差異が発生しているなど、
自治体規模によりシステムの利用状況に差異が異なることから、住民記録システムの３区分よりも更に細分
化していくことも検討する。

対象団体

図表 住民記録システム標準仕様書【第1.0版】における３つの目的

出典��住民記録システム標 準仕様書
【第1.0版】



対象分野（関連規約）、標準準拠の基準

13

n 住民記録システム標準仕様書【第1.0版】では、対象分野は、APPLICが公開している地域情報プラット
フォーム標準仕様*3とし、その他、関連する規約として総務省の中間標準レイアウト仕様*4が列挙されてい
る。

n 児童手当システムにおいては両規約にて規定がなされており、これらに配慮して標準化を検討する。
n 一方で子ども・子育て支援システムについては、中間標準レイアウト仕様にしか規定がなされておらず、かつ

規定されている業務範囲も限定的であることから、地域情報プラットフォーム標準仕様、中間標準レイアウト
仕様の今後の位置付け（継続的に更新されるものか、本業務システム標準仕様に吸収されるのか）につ
いても留意して検討を行う必要がある。

対象分野
（関連規約）

n 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室「地方自治体の業務プロセス・情報システムの標準化検討状況
（令和２年３月24日）」では、「標準仕様は、実装必須機能（実装すべき機能）・実装不可機能
（実装しない機能）を明記することが原則であるが、自治体の政策判断や人口規模等による業務実施状
況の違いがあり、やむを得ない場合には、その違いを吸収するため、標準オプション機能（実装してもしなくて
も良い機能）を示し、カスタマイズを抑制する。」とされている。

n 上記の原則のものと、住民記録システム標準仕様書【第1.0版】では、標準準拠の基準として３つのパター
ンに分類しており、子ども・子育て支援及び児童手当の標準仕様書でも同様の分類で定義を行う。

標準準拠の
基準

図表 標準準拠の基準
実装すべき機能 準拠するためにはいずれも実装する必要がある機能

実装しない機能 準拠するためには実装してはいけない機能

実装してもしなくて
も良い機能

実装しても、実装しなくても、実装した上で自治体が利用
を選択できることとして良い機能



公開時期・準拠時期、変更管理（改定）
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n 子ども・子育て支援及び児童手当のシステム標準仕様書は、令和４（2022）年８月の公開を予定して
いる。

n 令和４（2022）年８月に標準仕様書を公開後、各事業者（ベンダー）においては準拠した製品を販
売し始める準拠時期は令和７（2025）年度までの製品化に向けて対応を進める。

n 自治体においては、令和５（2023）年度から令和７（2025）年度にシステム調達、更改作業を実施
し、令和８（2026）年度当初から運用を開始する。

公開時期
準拠時期

n 子ども・子育て支援及び児童手当システム標準仕様書公開後、以下に示すタイミングを想定して変更管理
（改定）ルールを定める。
ü 法制度等の改正が発生した場合
ü 他の業務システム標準仕様書と連携して検討を行うため、それに留意して変更が発生する場合
ü 他の業務システムに影響のない機能のうち、「標準準拠の基準」で示した基準の変更が発生した場

合
（ただし、近年はAIやRPAなどを活用して業務効率化を図る事例が出始めており、こうした技術動
向に応じて適宜、改定していくことが期待されるものの、事業者（ベンダー）側で頻繁に対応すること
は難しいことから、関係団体と合意形成を図りながら改定を行うことが必要）

変更管理
（改定）



n 業務機能定義に合わせて業務フローを作成する。
n 業務フローにおいては、実施している業務処理やシステム機能、データの流れ、また出力されるアウトプット

（様式・帳票、処理データ）を整理することになるが、システムごとに要件を定める機能要件、様式・帳票
要件の標準仕様を検討していくに際しては、特に以下の点に留意して業務フローを作成する必要がある。
ü 関係組織の整理

関係する組織や職権に伴ってアクセス制限
などの対策を講じる必要があることから、業務
を遂行する上でどのような関係組織が関わって
いるかを整理

ü システム機能の詳細化
１つの業務処理を行うに際して、事業者
（ベンダー）毎にシステム機能の差異がある
ことから、システム機能を詳細化

ü 独自業務の整理
一連の業務において各自治体の独自業務
の有無について整理

ü 利用システムの整理、システム以外の処理方法の整理
子ども・子育て支援及び児童手当システムとも、認定については100％に近い自治体でシステムを利
用しているものの、支払や納付管理については他の業務に比べてシステムを利用している割合が低く、
自治体規模が小さいほどシステム利用状況は低くなっている。
このように業務機能や自治体区分ごとにシステム利用状況に差異があることから、子ども・子育て支援
及び児童手当システムのほかに、活用しているシステムや方法が無いかを整理

住民票記載通知1-2 認定審査 1-3 認定結果通知等出力 1-4

○
○
課

○
○
課

他
部
署

他
機
関

1 新規認定 1-1 認定請求受付

住
民

申請書

認定請求

認定請求受付

認定通知書

または

認定請求却下通知書

住記異動

申請書

＜申請書、添付資料＞

(1)マイナンバーカード
(2)児童手当認定請求書
(3)印鑑
(4)申請者の健康保険証の写し
(5)手当の振込先口座情報
(6)個人住民税課税（非課税）証明書（原本）
※別居の場合

(7)別居監護申立書（区様式）

認定審査

住民記録

認定結果通知等出力

凡例

コネクタ手書き帳票

帳票

手作業

データ

コメント

システム処理 システム

他の組織名

データの流れ

手作業の流れ

新規認定

こども医療

住記異動

住民記録

住民票記載通知

ひとり親家庭

等医療

児童扶養手

当

受領・確認

通知

業務フロー
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業務フロー

関係組織の
整理

独自業務
の整理

システム機能の
詳細化

利用システム
の整理

図表 業務フローの作成ポイント



機能要件
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n 「標準準拠の基準」で示した「実装すべき機能」、「実装しない機能」、及び「実装してもしなくても良い機能」
に分類する。

n 住民記録システム標準仕様書【第1.0版】での議論の経緯をみると、どの自治体でも確実に必要で、かつ大
半のパッケージシステムで標準機能として実現されている機能を「実装すべき機能」としており、その背景には、
小規模自治体において対象者数が少ない場合にはシステムを利用することで非効率性や過剰な投資が発
生したり、また標準仕様に準拠した製品をできるだけ実現していく上での事業者（ベンダー）側の負担を考
慮しているものと推察される。例えば住民記録システムでは規模の大きな自治体で導入されているコンビニ交
付は「実装しない機能」に分類されていることから、例えば子ども・子育て支援及び児童手当システムでは規
模の小さい自治体ほどシステム利用状況が低くなっている給付・納付管理に係る事務について、標準化対
象とすべきか、といった議論が必要となる。

n 子ども・子育て支援は制度が定められてから間もなくシステムを導入していない事業・業務があるため、この機
会に標準機能として取り込むことは一案ではあるものの、住民記録システム標準仕様書【第1.0版】の策定
に至った背景にも配慮しながら、十分な議論を重ねて、機能要件範囲を確定していくことが必要である。

機能要件

論点 内容
システム利用率 業務機能及び様式・帳票ごとに、システムを利用しているか否か、について調査を実施している。

子ども・子育て支援及び児童手当システムでは、認定などに比べると給付・納付管理に係るシステムの利用状況は低くなっており、その傾向は
対象者数の少ない小規模な自治体ほど高いため、システムを利用することで非効率性が発生している可能性も予想されることから、業務フ
ローを作成する過程で未利用の理由を明確にしたうえで判断を行う必要がある。

カスタマイズ率 業務機能及び様式・帳票ごとに、システムの標準機能を利用しているか、カスタマイズ（または独自開発）を行っているか、について調査を
実施している。
カスタマイズが発生している要因を特定したうえで標準仕様について検討を行う必要があることから、カスタマイズ率の高い自治体と低い自
治体を比較したり、カスタマイズ率の高い自治体共有の問題意識などを業務フローを作成する過程で明確にしていく必要がある。

制度変更機能 制度変更に伴い影響が発生する業務機能及び様式・帳票について分類を行っている。
子ども・子育て支援システムでは67.9％、児童手当システムでは66.6％で、過去にマイナンバー対応や幼児教育・保育の無償化等の制
度変更に伴い有償での対応が行われており、費用を抑制するという観点からは可能な限り標準仕様に組み込むことが望ましい。
ただし、例えば子ども・子育て支援の利用額算定については政令市でカスタマイズ率が高く、各自治体が独自の算定基準を有している場合
は標準機能に組み込むことが難しいため、業務フローを作成する過程で自治体の差異を明確にしたうえで判断を行う必要がある。

行政サービスの質 特に子ども・子育て支援においては、地域子ども・子育て支援事業など各地域が創意工夫のもと独自の事業を展開しているが、システム利
用状況は低いことから、システムが利用されていない理由（コスト面、業務負荷面など）を把握し、システム標準化に伴い行政サービスの
質が低下しないように配慮する必要がある。

図表 標準化対象機能を整理するポイント



様式・帳票要件
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【通知書類】
n 様式・帳票要件においては、帳票レイアウトを定める。
n 児童手当システムにおいては内閣府より自治体に対して「児童手当市町村事務処理ガイドライン」が提示さ

れており、本様式をベースに標準仕様を検討する。調査結果でもパッケージ標準機能を利用している割合が
高い。

n 子ども・子育て支援システムにおいては、子育てのための施設等利用給付については、内閣府より「施設等
利用給付事務等の実務フロー」にて参考様式が挙げられているため、これをベースに標準仕様を検討する。
ただし、調査結果ではシステムを利用していなかったり、パッケージ標準機能利用率が低かったりする帳票も
含まれるため、カスタマイズ内容を明確にしたうえで様式の見直しを行うことも考えられる。

n 一方、子どものための教育・保育給付においては現時点では内閣府の参考様式によらず、多くの自治体が
独自の様式を使用していることから、令和２年度に内閣府で行った様式に係る調査の結果や自治体・事
業者（ベンダー）から帳票レイアウトを入手したうえで、子ども・子育て支援システム上の標準仕様を検討す
る。

【統計・集計類】
n 総務省自治体システム等標準化検討会「住民記録システムの標準化について」（令和２（2020）年

９月４日）では、統計機能の統一とEUC*5機能による統計への対応として、「全市区町村を対象とした統
計データの抽出機能については実装するが、都道府県や各自治体で任意にされている独自調査については、
データ項目が様々であるため、必要なデータ項目を抽出できる機能をEUC機能として実装することでカスタマ
イズの抑制を期待する」とされている。

n 子ども・子育て支援及び児童手当においては、調査結果では国報告集計では子ども・子育て支援では子ど
ものための教育・保育給付で６割、子育てのための施設等利用給付で５割、及び児童手当では７割近く
がパッケージ標準機能で出力しているのに対して、都道府県、市区町村独自集計ではEUC機能あるいはシ
ステム未利用の割合が５割以上となっていることから、住民記録システムの方針を踏まえつつ、標準仕様を
定める。

様式・帳票
要件



データ要件（データ構造、文字）
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n 総務省自治体システム等標準化検討会「住民記録システムの標準化について」（令和２（2020）年
９月４日）では、文字の統一として、「（中略）文字要件に係る効果を十分発現するためには、他システ
ム側も同様の要件を設ける等の対応をすることが求められる。」とされており、連携先となる「住民記録システ
ム標準仕様書【第1.0版】」で規定されている、下表の文字要件を踏襲する。

データ要件
（文字）

図表 住民記録システム標準仕様書【第1.0版】における文字要件
要件 氏名等以外 氏名等
文字セット・字形 JIS X 0213:2012 JIS X 0213:2012 

＋ISO/IEC 10646:2017附属書Aの一部
文字コード ISO/IEC 10646:2017 ISO/IEC 10646:2017 
通信I/Fの 文字符号化方式 UTF-16 UTF-16 

n データ構造については、子ども・子育て支援及び児童手当とも、中間標準レイアウト仕様が提示されているた
め、当該規約を基に標準化仕様を検討していくことになるものの、子ども・子育て支援については、規定され
ているデータ範囲は限定的であり、標準化対象とする機能要件、様式・帳票要件に合わせて十分な検討が
必要となる。

n データ構造は各社ごとに差異があるため、住民記録システム標準仕様書【第1.0版】では大半が別途検討
とし、「標準データ構造と連携させた従来のデータ構造及びデータを保持・運用することをも許容する」という
経過措置をしていることから、こうした動向を踏まえつつ標準化範囲の検討を行う。

データ要件
（データ構造）



データ要件（連携システム）、非機能要件
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n 「地方自治体の業務プロセス・情報システムの非機能要件の標準（標準非機能要件）」（内閣官房情
報通信技術（IT）総合戦略室及び総務省）に準拠非機能要件

n 子ども・子育て支援及び児童手当においては他の多数の自治体業務システムと連携を行っており、自治体
及び事業者（ベンダー）の双方の調査結果を踏まえつつ、業務フローを作成する過程で範囲を特定

n 業務プロセス・情報システム標準化の対象となる17業務については、併行して業務プロセス・情報システム
標準化に向けた検討を進めているため、検討状況を共有しながら要件を定めることが必要

n 国が検討を進めている「ガバメントクラウド（Gov-Cloud）」に関して、現在標準化に向けた検討を進めて
いる17業務システム以外の業務プロセス・情報システムのうち、基幹業務に付属又は密接に連携する業務
プロセス・情報システムについては、ガバメントクラウドに構築することができるものと示されており、今後標準化
検討がなされる可能性があることから、その場合は連携先の標準仕様に応じて改定作業が発生することに
留意して、含めるか否かについては慎重な議論が必要

データ要件
（連携システム）



次年度の事業実施に際して
留意すべき事項
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ポイント 業務フローの調査先の選定方法

n 政令指定都市、中核市、人口10～20万、人口５～10 万、人口５万以下別の５つの区分で作成することが見込まれているな
か、調査対象の選定に際して留意すべき事項は下表のとおりである。

区分 子ども・子育て支援 児童手当
全区分共通 以下の要件を基に複合的に判断して３自治体程度を抽出

û パッケージ標準機能を概ね採用している団体１自治体、パッケージ標準機能採用率が平均的団体１自治体、パッケージ標準機能を採用せずカ
スタマイズを行っている又は独自開発をしている団体１自治体

û シェアの大きな事業者（ベンダー）のパッケージ製品を採用している自治体
û 自治体クラウド（複数の団体でクラウドを共同利用）を利用している場合は、システムを自治体が共通で利用することから、カスタマイズ、独自開

発が少ない可能性が高いことから、全ての区分ではないにせよ、自治体クラウドを利用する団体を１自治体程度含めることが望ましい
政令指定都市 û 児童手当システムに比べると、カスタマイズ、独自開発は３割程度と

なっており、パッケージ標準機能の採用率が高い。
û そこで、全区分共通で示したように、パッケージ標準採用率が網羅的

になるように選定することが一案である。

û 本調査では全ての機能において、半数程度の自治体にてカスタマイ
ズ、独自開発を実施しており、各自治体の拘りが強い可能性が高い。

û そこで、各自治体の拘りを把握する必要があることから、政令指定都
市についてはパッケージ標準の採用率の高い団体を１自治体、それ
以外を２自治体とすることも一案である。

中核市 û 中核市では子ども・子育て支援、児童手当とも、幅広い業務で、概ね２割程度で独自開発、カスタマイズを実施している。
û 調査結果では、中核市のなかでも、同じシステムを利用している場合でもパッケージ標準機能利用率にバラツキがみられた。
û そこで、中核市の中で同じシステムを採用しているがカスタマイズ、独自開発の割合が高い、低い自治体双方を候補とすることも一案である。

人口10～20万 û 一般市、町村の調査では、児童管理に関わる機能の利用率は高い
ものの、事業所管理に関わる機能のシステム利用率が低くなっている。

û また児童手当と同様、支払関連は収滞納管理や財務会計システム
を利用している場合も多いものと推察されるため、標準機能の利用
率が低い団体も対象に含めることが望ましい。

û 一般市、町村の調査では、全体的にパッケージ標準機能の採用率
が高かったが、手当支払に関わる振込不能登録などでは利用率が低
い傾向にあり、財務会計など他システムを利用している場合があること
から、これらの業務を未利用の団体も対象に含めることが望ましい。人口５～10万

人口５万以下
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ポイント 標準化基準を検討するためのカスタマイズ、独自開発の要因分析

n 業務フローの作成に際しては、パッケージ標準機能を積極的に利用している団体とそれ以外の業務について整理、比較していくことに
なるが、標準化対象と組み込むべきか否かについては、なぜパッケージ標準機能を利用していないか、の要因を把握しておく必要があ
る。

n 弊社のこれまでの経験を踏まえつつ、パッケージ標準機能を利用していない要因の例を下表に示すが、要因と自治体の類型ごとの傾
向を把握することで、標準化仕様の検討に有用な情報を整理しておく必要がある。

要因 要因の説明 標準化の定義
実装すべき機能 実装しない機能 実装してもしなくても良い機能

業務効率化 大規模自治体などでは大
量案件を一括で処理するなど、
業務を効率的に行うためにカ
スタマイズ等が発生している場
合

○自治体類型等に応じて共通
のニーズであれば、実装すべき
機能として組み込む可能性が
高い

× ×

独自事業 自治体がリソースに応じて
行政サービスの質を高めるため
にカスタマイズ等が発生してい
る場合

× × ○自治体における状況を踏まえ
つつ、標準化対象からは除外
としつつも任意での実現とする
可能性が高い

従来業務の踏襲 現在の条例や細則、業務
を踏襲するために独自にカスタ
マイズを実施している場合

× ×自治体固有のニーズであるこ
とから標準化対象からは除外
する可能性が高い

×
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ポイント 子ども・子育て支援に係る業務機能定義の再構成

n 子ども・子育て支援において「中間標準レイアウト仕様」には定義があるものの、業務が限定的となっており、機能が網羅されていない
ことから本調査では子ども・子育て支援法や細則をもとに、業務機能定義を実施している。

n ただし、システム機能を整理していくうえでは、必ずしも現在の業務機能定義がふさわしくない可能性も高いことから、各自治体の子ど
も・子育て支援に関わる年間スケジュールやイベントを整理しながら、業務を分類していくことも一案である。

n ただし、業務機能やシステム機能は自治体や事業者（ベンダー）毎に呼称が異なる可能性も高いため、本調査で作成した業務機
能定義を参照しながら、業務を細分化、再構成していくことが必要である。

ポイント 帳票レイアウトの収集

n 様式・帳票要件では、各帳票のレイアウトを定義することとなるため、標準仕様の検討に際しては、各帳票の項目を整理しておく必
要がある。

n 子ども・子育て支援においては、子育てのための施設等利用給付については、内閣府より「施設等利用給付事務等の実務フロー」
にて参考様式が挙げられているため、これをベースに標準仕様を検討していくことが見込まれる一方、子どものための教育・保育給付
においては内閣府の参考様式によらず、現時点では多くの自治体が独自の様式を使用していることから、令和２年度に内閣府で
行った様式に係る調査の結果と、自治体や事業者（ベンダー）における帳票レイアウトを比較検討しながら、システムに係る標準仕
様を検討していく必要がある。

n 子どものための教育・保育給付においては、各事業者（ベンダー）の帳票レイアウトのマッピング表をあらかじめ準備しておくことで、検
討会、WGでの議論を円滑に進めていくことが可能である。


