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1. 調査のポイント 

1.1. 標準化に向けた取組状況 

地方自治体業務プロセス・情報システム標準化に向けた取組は、17業務を対象に実施することと

されており、このうち、本調査では子ども・子育て支援及び児童手当を対象とし、標準化に向けて

必要とされる基礎調査を行った。 

図表 1-1 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) 

子ども・子育て支援及び児童手当は令和４（2022）年８月までに標準化仕様を定める第２グルー

プに位置付けられており、先行して検討がなされてきた住民記録システムの標準化仕様【第1.0版】

が令和２（2020）年９月11日に公開されている。 

図表 1-2 標準化に向けたスケジュール 

 
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) 
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1.2. 先行システムにおける標準化項目 

(1) 標準化を行う範囲 

既に公開されている住民記録システム標準仕様書【第1.0版】における目次構成は下表のとおり

となっている。 

図表 1-3 住民記録システム標準仕様書の目次 

第１章 本仕様書について 
第２章 業務フロー等 
第３章 機能要件 
第４章 様式・帳票要件 
第５章 データ要件 
第６章 非機能要件 
第７章 用語 
参考 

出典：住民記録システム標準仕様書【第1.0版】(令和２（2020年３月17日) 

 

このうち、「業務フロー等」については、次年度に当該調査を実施することとなっていることか

ら、本調査では「機能要件」、「様式・帳票要件」、「データ要件」、及び「非機能要件」について、

標準仕様を検討するに有用な情報を収集することを目的としている。 

 

(2) 標準化検討を行うに際して収集すべき情報 

住民記録システム標準仕様書【第1.0版】においては、４つの要件のうち、「データ要件」、及び

「非機能要件」については、以下の規定がされており、他システムとの連携を行う子ども・子育て

支援及び児童手当においても、同様な規定を採用することが見込まれる。 

図表 1-4 データ要件、非機能要件の規定 

第５章 データ要件 l 標準データ構造準拠が必要ではあるものの、住民記録
では一部を除き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」という経過措置としてい
る。 

第６章 非機能要件 l セキュリティ、運用・保守、可用性等非機能要件につ
いては、「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）に従うこと
を基本としている。 

 

その一方で「機能要件」及び「様式・帳票要件」については、３つの類型に分類されている。 

図表 1-5 機能要件、様式・帳票要件の３つの類型 

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 

 

また、全ての市区町村を対象としているものの、指定都市、中核市等、一般市区町村（人口20万

未満）ごとに異なる要件とすることも可能としている。 
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1.3. 調査ポイント 

(1) 本調査で顕在化すべき事項 

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】を踏まえつつ、子ども・子育

て支援及び児童手当システムの標準仕様書の策定に向け、次年度に具体的な検討を進めていくに

あたり、本調査で顕在化すべき事項を以下に示す。 

 

① 前提条件（自治体分類） 

 
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、一般市区町村（人口20万

未満）の３つの区分で標準化すべき要件を定めている。 

住民記録については自治体ごとの差異が発生しにくい特性を有しており、本調査の対象となる

児童手当も同様と言える。 

しかし、子ども・子育て支援については、各自治体にて子ども・子育て支援計画を策定し、自治

体のリソースの範囲で最大限の工夫を行った事業が展開されていることから、自治体規模に応じ

て実施している業務にも差異が大きく発生することが予想される。 

そこで、自治体規模に応じた実態を把握する必要があることから、本調査では政令指定都市、特

別区、中核市及び施行時特例市、一般市、町村の５区分にて傾向を把握することとする。 

 

② 機能要件、様式・帳票要件 

 
住民記録システム標準仕様書【第1.0版】では、『図表 1-5』に示したとおり、機能要件と様式・

帳票要件については、「実装すべき機能」、「実装しない機能」、「実装しなくても良い機能」の３つ

の分類で定義を行っている。 

３つの分類のどれに該当するかについては、後述の『7.3.2 機能要件』、『7.3.3 様式・帳票要件』

に示す通り複合的に判断する必要があるものの、一番の目安となるのはどの程度の自治体でシス

テムを利用し、またシステムの標準化を行うという観点から事業者（ベンダー）が提供しているパ

ッケージ製品を標準機能として利用しているか、となる。 

システムを利用していない場合は「実装しなくても良い機能」と推察され、またパッケージ標準

機能を利用していない場合は自治体の独自性の高い業務、あるいは様式・帳票と推察できるからで

ある。 

そこで、子ども・子育て支援及び児童手当業務に係る一連の業務と利用している様式・帳票につ

いて、システムの利用有無と機能実現方式（パッケージ標準での利用、またはカスタマイズ・独自

開発での利用）を把握することとする。 

 

o 子ども・子育て支援業務については、自治体ごとの業務差異が大きいことが予想されるため、

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区分にて傾向を把握 

o 子ども・子育て支援及び児童手当業務に係る一連の業務と利用している様式・帳票について、

システムの利用有無と機能実現方式（パッケージ標準での利用、またはカスタマイズ・独自開発

での利用）を把握 
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③ データ要件 

 
データ要件のうち、データ構造と文字については、システムを利用する際に地方自治体が意識す

る対象ではなく、パッケージ製品を構築する事業者（ベンダー）が影響を受ける項目となる。 

データ構造については、地方自治体の情報システム更改に際し、既存システムから次期システム

への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用のレイアウト仕様を定めた総務省が公開する「中間

標準レイアウト仕様」や、自治体の庁内における情報システムのマルチベンダーi化を進めるため

に、庁内の様々な情報システム間の情報連携を可能とするための仕様を定めた、（一財）全国地域

情報化推進協会（APPLIC）が公開する「地域情報プラットフォーム標準仕様書」（以下、地域情報

プラットフォーム標準仕様という）など既に様々な取組みが行われており、住民記録システム標準

仕様書【第1.0版】の策定に際してもこれらをベースに議論がなされている。 

文字については、後述の『6.2 文字コード要件』に示す通り、住民記録システム標準仕様書【第

1.0版】にて定義がなされている。子ども・子育て支援及び児童手当システムにおいては住民記録

をはじめ他の情報システムとの連携を行う必要性があることから、他の情報システムが採用する

文字定義に準拠していく必要がある。 

そこで、データ構造、文字については、パッケージ製品への対応が求められる事業者（ベンダー）

への調査を通して、現在公開されている各種標準への対応状況や留意点について調査を行う。 

また、既述のとおり、子ども・子育て支援及び児童手当においては住民記録をはじめ他の情報シ

ステムとの連携を行う必要があり、他の情報システムで実施している標準仕様とも整合を取りな

がら標準化を検討していく必要がある。 

そこで、現在、連携しているシステムを把握する。 

 

④ 非機能要件 

 
非機能要件については、住民記録システム標準仕様書【第1.0版】ではセキュリティ、運用・保

守、可用性等非機能要件については、「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）に従うことを基本

とする、とされており、子ども・子育て支援及び児童手当システムが独自で検討を行う必要はない。 

そこで、パッケージ製品への対応が求められる事業者（ベンダー）への調査を通して、前記標準

への準拠に問題が無いかを把握する。 

 

 

  

o 標準データ構造、文字については子ども・子育て支援及び児童手当業務を販売する事業者（ベ

ンダー）の意向を把握 

o 連携システムについては、現在連携している他の情報システムを把握 

o 子ども・子育て支援及び児童手当業務を販売する事業者（ベンダー）の意向を把握 
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(2) アンケート・ヒアリング調査の棲み分け 

『1.3(1)本調査で顕在化すべき事項』に示した顕在化すべき事項を効率的に調査するために、地

方自治体アンケートと、事業者（ベンダー）ヒアリングにおいて下表に示す情報を収集することを

目的に実施した。 

図表 1-6 アンケート・ヒアリング調査の棲み分け 

 
要件 地方自治体アンケート 事業者（ベンダー）ヒアリング 

（基礎情報） ○ ・担当部門、担当者連絡先 
・システムの導入有無 
・システムに係るコスト 

など 

○ ・事業者名、パッケージ名称 
・導入実績 

など 

機能要件 ○ ・各業務におけるシステム利
用有無 

・システムの機能実現方式 
・システムの処理方式 

○ ・パッケージシステムの標準
機能 

・カスタマイズの発生状況 

様式・帳票要件 ○ ・利用している様式・帳票 
・システムの機能実現方式 
・システムの処理方式 

○ ・パッケージシステムの標準
機能 

・カスタマイズの発生状況 
データ／連携要件 
（標準データ構造） 

－  ○ ・中間標準データレイアウト
の準拠状況 

など 
データ／連携要件 

（文字） 
－  ○ ・住民情報システム標準仕様

書で示されている定義への
対応可能性 

データ／連携要件 
（連携システム） 

○ ・標準化対象となる他の16業
務の情報システムとのデー
タ連携範囲と方法 

○ ・標準化対象となる他の16業
務の情報システムとのデー
タ連携範囲と方法 

非機能要件 －  ○ ・「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）への対応可能性 
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2. 地方自治体システムに関する調査 

2.1. 調査概要 

(1) 実施手法 

標準化の対象となる業務範囲の特定と汎用性を意識した標準化を図ることができるよう、各自

治体の実態を把握するために、全国の市区町村に対してアンケート調査を実施した。 

アンケートの実施手法を下表に示す。 

図表 2-1 地方自治体システムに関する調査 実施手法 

手法 手法説明 
方式 アンケート 
調査対象 全市区町村 
調査対象数 1,741市区町村（令和２年４月１日時点） 
配付方法 û 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 
û 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 
回収期間 令和３（2021）年２月１日～３月12日 

 

 

(2) 調査項目概要 

調査項目の概要を下表に示す。 

図表 2-2 地方自治体システムにおける調査項目概要 

調査項目 記載内容 回答方式 
基礎情報 所管する組織 

業務担当（係等） 
人員数 

記述方式 

システム調査 導入有無 
提供形態（パッケージ、独自開発など） 
稼働環境（庁内サーバ、共同利用、クラウドサ
ービスなど） 

選択式 

導入しているシステムの事業者名 
導入しているシステムのパッケージ名称 
予算（費用）規模 

記述方式 

機能調査 実施業務においてシステム活用の有無 
システム機能の実現方式（標準機能、カスタマ
イズ） 

選択式 
（ 一 部 自 由 記
述） 

帳票・様式調査 実施業務においてシステム活用の有無 
様式・帳票の実現方式（標準機能、カスタマイ
ズ） 

選択式 
（ 一 部 自 由 記
述） 
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2.2. 調査結果サマリー 

2.2.1. 子ども・子育て支援システム 

機能一覧に関する調査結果は『4.1.3』、様式・帳票一覧に関する調査結果は『5.1.3』、データ要

件（連携システム）については『6.3.1(2)』に示すが、ここではそれ以外のアンケート結果のサマ

リーを記載する。 

(1) 回収状況 

l 子ども・子育て支援システムに関するアンケートの回収率は79.1％であった。 

l 政令指定都市、特別区、中核市及び施行時特例市、一般市及び町村の５区分とも、70％以上

の自治体から回答があった。 

図表 2-3 子ども・子育て支援システム 回収率 

 
 

(2) 調査結果 

① 子どものための教育・保育給付 

i. システム導入状況 

l 子どものための教育・保育給付に関してシステムを導入している自治体は、全体で95.5%と

高い割合であった。 

 

図表 2-4 子どものための教育・保育給付 システム導入状況 

 

区分
コード

自治体区分 総数

1 政令指定都市　 20 15 75.0%

2 特別区　 23 21 91.3%

3 中核市及び施行時特例市 60 51 85.0%

4 一般市 706 584 82.7%

5 町村 932 707 75.9%

合計 1,741 1,378 79.1%

子ども子育てシステム
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ii. アプリケーション稼働状況 

l 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。 

 

図表 2-5 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 

 
 

 
l 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を導入していることが分かる。 

l 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ii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。 

 

図表 2-6 子どものための教育・保育給付 アプリケーション稼働状況 

【オールインワンパッケージ】        【専用パッケージシステム】 
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【独自開発（ベンダーへ委託）】    【独自開発（開発言語等を用いて自庁開発）】 

  
【独自開発（Accessなどデータベース管理）】  

 
 

iii. 情報提供ネットワークシステムとの連携状況 

l 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
iii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。 

図表 2-7 子どものための教育・保育給付 情報提供ネットワークシステムとの連携状況 

 
 

  



10 
 

② 子育てのための施設等利用給付 

i. システム導入状況 

l 子育てのための施設等利用給付に関してシステムを導入している自治体は、全体で91.4%と

高い割合であったが、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。 

図表 2-8 子育てのための施設等利用給付 システム導入状況 

 
 

ii. アプリケーション稼働状況 

l 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。 

 

図表 2-9 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 
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l 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。 

l 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。 

図表 2-10 子育てのための施設等利用給付 アプリケーション稼働状況 

【オールインワンパッケージ】        【専用パッケージシステム】 

  
【独自開発（ベンダーへ委託）】   【独自開発（開発言語等を用いて自庁開発）】 

  
【独自開発（Accessなどデータベース管理）】  
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iii. 情報提供ネットワークシステムとの連携状況 

l 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。 

図表 2-11 子育てのための施設等利用給付 情報提供ネットワークシステムとの連携状況 

 
 

 

 

③ 地域子ども・子育て支援事業 

地域子ども・子育て支援事業に関わる13事業の事業の実施状況とシステムの導入状況を下表に

示す。 

i. 利用者支援事業 

l 利用者支援事業を実施している自治体は全体では70.9％となっており、自治体の規模が大き

いほど、実施している割合が高い。 

l 事業を実施している団体のシステム導入率は、全体では22.2％に留まっている。 

 

図表 2-12 「利用者支援事業」の実施状況とシステム導入可否 
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ii. 延長保育事業 

l 延長保育事業を実施している自治体は全体では75.9％となっており、政令指定都市、特別区、

中核市及び施行時特例市では100％となっている。 

l 事業を実施している団体のシステム導入率は、特別区では66.7％と高いものの、全体では

29.9％となっている。 

 

図表 2-13 「延長保育事業」の実施状況とシステム導入可否 

  
 

iii. 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

l 実費徴収に係る補足給付を行う事業を実施している自治体は全体では52.1％となっている。 

l 事業を実施している団体のシステム導入率は、全体では43.6％となっている。 

 

図表 2-14 「実費徴収に係る補足給付を行う事業」の実施状況とシステム導入可否 
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iv. 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

l 多様な事業者の参入促進・能力活用事業を実施している自治体は全体では9.9％と１割弱と

なっており、事業を実施している団体のシステム導入率も全体では5.8％となっている。 

 

図表 2-15 「多様な事業者の参入促進・能力活用事業」の実施状況とシステム導入可否 

  
 

v. 放課後児童健全育成事業 

l 放課後児童健全育成事業を実施している自治体は全体では82.3％となっている。 

l 事業を実施している団体のシステム導入率は、全体では37.3％となっているが、政令指定都

市の85.7％をはじめ、事業の対象者が多い、規模の大きな自治体ではシステム導入の割合が

高い。 

 

図表 2-16 「放課後児童健全育成事業」の実施状況とシステム導入可否 

  
 

  



15 
 

vi. 子育て短期支援事業 

l 子育て短期支援事業を実施している自治体は全体では49.6％となっているが、政令指定都

市、特別区、中核市及び施行時特例市では９割以上で実施している。 

l 事業を実施している団体のシステム導入率は、全体では4.1％となっている。 

 

図表 2-17 「子育て短期支援事業」の実施状況とシステム導入可否 

  
 

vii. 乳児家庭全戸訪問事業 

l 乳児家庭全戸訪問事業を実施している自治体は全体では83.0％となっており、自治体の規模

を問わず、多くの団体で実施されている。 

l 事業を実施している団体のシステム導入率は、全体では40.4％となっており、自治体規模が

大きい自治体ほど高い導入率となっている。 

 

図表 2-18 「乳児家庭全戸訪問事業」の実施状況とシステム導入可否 
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viii. 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 

l 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を実施している自治体は全

体では68.8％となっている。 

l 事業を実施している団体のシステム導入率は、全体では21.9％となっている。 

 

図表 2-19 「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」の 

実施状況とシステム導入可否 

  
 

ix. 地域子育て支援拠点事業 

l 地域子育て支援拠点事業を実施している自治体は全体では80.3％となっており、町村でも

71.3％が実施するなど、自治体規模を問わず、多くの団体で実施している。 

l 事業を実施している団体のシステム導入率は、全体では3.5％となっている。 

 

図表 2-20 「地域子育て支援拠点事業」の実施状況とシステム導入可否 
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x. 一時預かり事業 

l 一時預かり事業を実施している自治体は全体では81.6％となっており、町村でも71.1％が実

施するなど、自治体規模を問わず、多くの団体で実施している。 

l 事業を実施している団体のシステム導入率は、全体では17.0％となっている。 

 

図表 2-21 「一時預かり事業」の実施状況とシステム導入可否 

  
 

xi. 病児保育事業 

l 病児保育事業を実施している自治体は全体では58.3％となっているが、町村以外の自治体区

分においては８割以上の団体で実施している。 

l 事業を実施している団体のシステム導入率は、全体では6.1％となっている。 

 

図表 2-22 「病児保育事業」の実施状況とシステム導入可否 
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xii. 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） 

l 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）を実施している自治体は

全体では59.3％となっているが、町村以外の自治体区分においては８割以上の団体で実施し

ている。 

l 事業を実施している団体のシステム導入率は、全体では15.1％となっている。 

 

図表 2-23 「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）」の 

実施状況とシステム導入可否 

  
 

xiii. 妊婦健康診査 

l 妊婦健康診査を実施している自治体は全体では76.9％となっており、町村でも70.6％と多く

の団体で実施している。 

l 事業を実施している団体のシステム導入率は、全体では59.2％となっており、半数以上の団

体でシステムを導入している。ただし、活用しているシステムについては、子ども・子育て

支援システムを利用している場合は１割程度であり、健康管理など他の情報システムを利用

している場合が半数以上であった。 

 

図表 2-24 「妊婦健康診査」の実施状況とシステム導入可否
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2.2.2. 児童手当システム 

機能一覧に関する調査結果は『4.2.3』、様式・帳票一覧に関する調査結果は『5.2.3』、データ要

件（連携システム）については『6.3.2(2)』に示すが、ここではそれ以外のアンケート結果のサマ

リーを記載する。 

(1) 回収状況 

l 児童手当システムに関するアンケートの回収率は85.9％であった。 

l 政令指定都市、特別区、中核市及び施行時特例市、一般市及び町村の５区分とも、70％以上

の自治体から回答があった。 

図表 2-25 児童手当システム 回収率 

 
 

(2) 調査結果 

① システム導入状況 

l 児童手当システムを導入している自治体は、全体で98.7%と高い割合であった。 

図表 2-26 児童手当システム システム導入状況 

 
  

区分
コード

自治体区分 総数

1 政令指定都市　 20 20 100.0%

2 特別区　 23 22 95.7%

3 中核市及び施行時特例市 60 54 90.0%

4 一般市 706 638 90.4%

5 町村 932 762 81.8%

合計 1741 1496 85.9%

児童手当システム
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② システム導入形態 

l 児童手当システムの導入形態は、政令指定都市、特別区、及び中核市及び施行時特例市では

単独クラウド（自団体単独でクラウドを利用、ホスティングやハウジングなどを含む）、ま

たはオンプレミス（自庁内のマシン室等やスタンドアロンで実現）の割合が９割程度となっ

ている。 

l 一方、一般市及び町村では、自治体クラウド（複数の団体でクラウドを共同利用）を回答し

た割合がそれぞれ31.8％、47.1％となっており、大規模自治体に比べて共同利用している割

合が高いことがわかる。 

図表 2-27 児童手当システム システム導入形態 

 

③ アプリケーション稼働状況 

l 児童手当システムで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

ージの割合が高く、一般市、町村では８割以上を越えている、 

l 政令指定都市、中核市及び施行時特例市などでは専用パッケージシステムを導入している割

合も高く、他業務では他の事業者（ベンダー）のパッケージ製品を採用している可能性が高

く、マルチベンダー化が進んでいるものと推察される。 

図表 2-28 児童手当システム アプリケーション稼働状況 
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④ 情報提供ネットワークシステムとの連携状況 

l 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。 

図表 2-29 児童手当システム 情報提供ネットワークシステムとの連携状況 
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3. 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 

3.1. 調査概要 

(1) 実施手法 

標準化の対象となる業務範囲の特定と汎用性を意識した標準化を図ることができるよう、様々

な規模の自治体に対して製品を提供している事業者（ベンダー）にヒアリング調査を実施した。 

調査の実施手法を下表に示す。 

図表 3-1 事業者（ベンダー）への調査 実施手法 

調査方法 内容 
方式 アンケート調査、ヒアリング 

（アンケート調査票を配布・回収し、また機能一覧、帳票
一覧の情報提供を依頼し、必要に応じてヒアリングを実施
して内容を補足） 

調査対象 指定都市、中核市等、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 

 

 

(2) 調査項目 

調査項目の概要を下表に示す。 

図表 3-2 事業者（ベンダー）への調査項目概要 

調査項目 内容 
システム機能 ※事前にシステム機能一覧を情報提供※ 

・自治体に導入しているパッケージシステムの機能 
・カスタマイズの発生割合 
・カスタマイズの多い機能 

様式・帳票 ※事前に様式・帳票一覧を情報提供※ 
・自治体に導入しているパッケージシステムの出力帳票 
・カスタマイズの発生割合 
・カスタマイズの多い機能 

データ要件 ・中間標準レイアウト仕様等への準拠予定 
・住民記録システム標準仕様【第1.0版】への準拠予定 
・当該システムと連携している他システム 

非機能要件 ・「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）への準拠予定、問題点 

実績 導入自治体、実績 
ロードマップ 標準化・クラウド化に向けた各社の戦略 
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3.2. 調査結果サマリー 

3.2.1. 子ども・子育て支援システム 

機密性の高い情報のため事業者名は匿名とするが、６社に対して調査を実施した。 

機能一覧については『4.1.2』、様式・帳票一覧については『4.2.2』、データ要件（連携システム）

については『6.3.1(1)』に示すが、ここではそれ以外のアンケート・ヒアリング結果のサマリーを

記載する。 

 

(1) 導入実績 

調査対象事業者（ベンダー）の導入実績を下表に示す。 

図表 3-3 調査対象事業者（ベンダー）一覧 

 
 

 

(2) 非機能要件への準拠 

「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）に示されている非機能要件への準拠の可否について尋

ねたところ、全ての事業者（ベンダー）から対応可能との回答があった。 

 

(3) ロードマップ（標準仕様への対応） 

令和４（2022）年８月に公開が予定されている本調査結果に基づく標準仕様への対応可否につい

て尋ねたところ、全ての事業者（ベンダー）から対応可能との回答があった。 

対応時期については、５社からは令和７（2025）年度中の対応を予定している旨の回答があった

が、１社については対応時期が未定との回答があった。 

 

 

  

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

地域情報

プラ ッ ト

フ ォ ーム

中間標準

レイ アウト

A社 a1 準拠 準拠

b1
1団体以上
5団体未満

5団体以上
10団体未満

5団体以上
10団体未満

10団体以上
50団体未満

0 準拠 非準拠

b2 0 0 0
50団体以上

100団体未満
100団体以上 準拠 準拠

C社 c1 準拠 準拠

D社 d1
5団体以上

10団体未満
5団体以上

10団体未満
10団体以上
50団体未満

10団体以上
50団体未満

1団体以上
5団体未満

準拠 準拠

E社 e1 0
1団体以上
5団体未満

1団体以上
5団体未満

10団体以上
50団体未満

10団体以上
50団体未満

準拠
準拠
予定

F社 f 1 0
1団体以上
5団体未満

1団体以上
5団体未満

50団体以上
100団体未満

100団体以上 準拠 非準拠

事
業
者

製
品

導入実績 各種標準への対応状況

B社

非公開

非公開
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3.2.2. 児童手当システム 

機密性の高い情報のため事業者名は匿名とするが、子ども・子育て支援と同じ６社に対して調査

を実施した。 

機能一覧については『4.2.2』、様式・帳票一覧については『5.2.2』、データ要件（連携システム）

については『6.3.2(1)』に示すが、ここではそれ以外のアンケート・ヒアリング結果のサマリーを

記載する。 

 

(1) 導入実績 

調査対象事業者（ベンダー）の導入実績を下表に示す。 

図表 3-4 調査対象事業者（ベンダー）製品の導入実績 

 
 

 

(2) 非機能要件への準拠 

「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）に示されている非機能要件への準拠の可否について尋

ねたところ、全ての事業者（ベンダー）から対応可能との回答があった。 

 

(3) ロードマップ（標準仕様への対応） 

令和４（2022）年８月に公開が予定されている本調査結果に基づく標準仕様への対応可否につい

て尋ねたところ、全ての事業者（ベンダー）から対応可能との回答があった。 

対応時期については、５社からは令和７（2025）年度中の対応を予定している旨の回答があった

が、１社については対応時期が未定との回答があった。 

 

 

  

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

地域情報

プラ ッ ト

フ ォ ーム

中間標準

レイ アウト

A社 a1 準拠

b1
1団体以上
5団体未満

1団体以上
5団体未満

5団体以上
10団体未満

10団体以上
50団体未満

0 非準拠

b2 0 0 0
50団体以上

100団体未満
100団体以上 準拠

C社 c1 準拠

D社 d1
5団体以上

10団体未満
0

10団体以上
50団体未満

10団体以上
50団体未満

1団体以上
5団体未満

準拠
予定

E社 e1 0 0
1団体以上
5団体未満

10団体以上
50団体未満

10団体以上
50団体未満

準拠
予定

F社 f 1 0
1団体以上
5団体未満

1団体以上
5団体未満

50団体以上
100団体未満

100団体以上 準拠

B社

事
業
者

製
品

導入実績 各種標準への対応状況

非公開

非公開


