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6. データ要件に関する調査結果 

6.1. データ要件 

住民記録システム標準仕様書【第1.0版】においては、「地域情報プラットフォーム標準仕様」、

及び「中間標準レイアウト仕様」をベースに標準データ仕様が定められている。 

子ども・子育て支援及び児童手当においても、「地域情報プラットフォーム標準仕様」、及び「中

間標準レイアウト仕様」をベースに標準データ仕様を議論していくことなる。 

ヒアリングを実施した事業者（ベンダー）では、大半が「地域情報プラットフォーム標準仕様」、

及び「中間標準レイアウト仕様」へ準拠していたが、それ以外では準拠していないの他の事業者（ベ

ンダー）も存在するものと推察される。 

住民記録システム標準仕様書【第1.0版】においては「当面、システム処理の便宜上、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」としており、

他システムの標準仕様の動向を踏まえつつ、議論が必要となる。 

 

6.2. 文字コード要件 

住民記録システム標準仕様書【第1.0版】においては、文字コードの要件として下表に示す定義

がなされている。 

図表 6-1 住民記録システムの文字コード要件 

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  

 

しかし、事業者(ベンダー)ヒアリングにおいては、文字コードへの対応は大きな課題となってお

り、住民記録システム標準仕様書【第1.0版】においても「現行の文字セット・文字コード・文字

符号化方式（以下「文字セット等」という。）からの円滑な移行を実現するため、当面、システム

処理の便宜上、経過措置として、（中略）、これらに変換できるベンダー独自の文字セット等による

データ（内字のみならず、外字を含む。以下同じ。）を併用することも許容する。」としており、他

システムの標準仕様の動向を踏まえつつ、議論が必要となる。 
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6.3. 連携システム 

6.3.1. 子ども・子育て支援システム 

(1) 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

グ結果 

① 子どものための教育・保育給付 

i. 他の自治体業務システムから子ども・子育て支援システムへのデータ連携 

l 子ども・子育て支援システムについては、地域情報プラットフォーム標準仕様の対象外とな

っているが、資格認定等を行う業務特性から、関連性の高いシステムとして「住民基本台帳」、

「住登外管理」、「個人住民税」などが挙げられている。 

l 事業者（ベンダー）が過去に実績のある連携先としては、「住民基本台帳」、「住登外管理」、

「個人住民税」「収滞納管理」などが多くの事業者（ベンダー）から挙げられた。 

図表 6-2 データ連携有無（他の自治体業務システム⇒子ども・子育て支援システム） 

 
 

  

地プラ 中間標準 他の業務システム a1 b1 b2 c1 d1 e1 f1

01 01 住民基本台帳 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

04 06 選挙人名簿管理

05 07 固定資産税 ◎

06 08 個人住民税 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

07 09 法人住民税

08 10 軽自動車税

10 12 国民健康保険

11 13 国民年金

12 19 障害者福祉 ◎

13 15 後期高齢者医療

14 14 介護保険

15 17 児童手当 ◎

16 18 生活保護 ◎

19 16 健康管理

20 05 就学 ◎

23 - 児童扶養手当 ◎

- 23 子ども子育て支援

02 02 印鑑登録

30 03 住登外管理 ◎ ◎ ◎

21 04 戸籍

17 - 乳幼児医療

18 - ひとり親医療

09 11 収滞納管理 ◎ ◎ ◎

50 20 財務会計

51 - 庶務事務

52 21 人事給与

53 22 文書管理

- - 口座管理 ◎

その他

連携システム 連携実績
番号は地域情報プラットフォーム標準仕様、

及び中間標準レイアウトの付番を指す
◎：連携実績あり

標準化対象17業務システム

それ以外
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ii. 子ども・子育て支援システムから他の自治体業務システムへのデータ連携 

l 事業者（ベンダー）が過去に実績のある連携先としては、支払業務の関連性の高い、「収滞

納管理」「財務会計」が挙げられたほか。「住民基本台帳」「個人住民税」も一部のシステム

では連携実績を有している。 

図表 6-3 データ連携有無（子ども・子育て支援システム⇒他の自治体業務システム） 

 
 

 

  

地プラ 中間標準 他の業務システム a1 b1 b2 c1 d1 e1 f1

01 01 住民基本台帳 ◎ ◎

04 06 選挙人名簿管理

05 07 固定資産税

06 08 個人住民税 ◎

07 09 法人住民税

08 10 軽自動車税

10 12 国民健康保険

11 13 国民年金

12 19 障害者福祉

13 15 後期高齢者医療

14 14 介護保険

15 17 児童手当

16 18 生活保護

19 16 健康管理

20 05 就学

23 - 児童扶養手当

- 23 子ども子育て支援

02 02 印鑑登録

30 03 住登外管理

21 04 戸籍

17 - 乳幼児医療

18 - ひとり親医療

09 11 収滞納管理 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

50 20 財務会計 ◎

51 - 庶務事務

52 21 人事給与

53 22 文書管理

- - 口座管理

その他

連携システム 連携実績
番号は地域情報プラットフォーム標準仕様、

及び中間標準レイアウトの付番を指す
◎：連携実績あり

標準化対象17業務システム

それ以外
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② 子育てのための施設等利用給付 

i. 他の自治体業務システムから子ども・子育て支援システムへのデータ連携 

l 事業者（ベンダー）が過去に実績のある連携先としては、「住民基本台帳」、「住登外管理」、

「個人住民税」「収滞納管理」などが多くの事業者（ベンダー）から挙げられた。 

 

図表 6-4 データ連携有無（他の自治体業務システム⇒子ども・子育て支援システム） 

 
 

 

 

  

地プラ 中間標準 他の業務システム a1 b1 b2 c1 d1 e1 f1

01 01 住民基本台帳 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

04 06 選挙人名簿管理

05 07 固定資産税 ◎

06 08 個人住民税 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

07 09 法人住民税

08 10 軽自動車税

10 12 国民健康保険

11 13 国民年金

12 19 障害者福祉 ◎

13 15 後期高齢者医療

14 14 介護保険

15 17 児童手当 ◎

16 18 生活保護 ◎

19 16 健康管理

20 05 就学 ◎

23 - 児童扶養手当 ◎

- 23 子ども子育て支援

02 02 印鑑登録

30 03 住登外管理 ◎ ◎ ◎

21 04 戸籍

17 - 乳幼児医療

18 - ひとり親医療

09 11 収滞納管理

50 20 財務会計

51 - 庶務事務

52 21 人事給与

53 22 文書管理

- - 口座管理 ◎

その他

連携システム 連携実績
番号は地域情報プラットフォーム標準仕様、

及び中間標準レイアウトの付番を指す
◎：連携実績あり

標準化対象17業務システム

それ以外
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ii. 子ども・子育て支援システムから他の自治体業務システムへのデータ連携 

l 事業者（ベンダー）が過去に実績のある連携先としては、「収滞納管理」のみが挙げられた。 

 

図表 6-5 データ連携有無（子ども・子育て支援システム⇒他の自治体業務システム） 

 
 

 

  

地プラ 中間標準 他の業務システム a1 b1 b2 c1 d1 e1 f1

01 01 住民基本台帳

04 06 選挙人名簿管理

05 07 固定資産税

06 08 個人住民税

07 09 法人住民税

08 10 軽自動車税

10 12 国民健康保険

11 13 国民年金

12 19 障害者福祉

13 15 後期高齢者医療

14 14 介護保険

15 17 児童手当

16 18 生活保護

19 16 健康管理

20 05 就学

23 - 児童扶養手当

- 23 子ども子育て支援

02 02 印鑑登録

30 03 住登外管理

21 04 戸籍

17 - 乳幼児医療

18 - ひとり親医療

09 11 収滞納管理 ◎ ◎

50 20 財務会計

51 - 庶務事務

52 21 人事給与

53 22 文書管理

- - 口座管理

その他

連携システム 連携実績
番号は地域情報プラットフォーム標準仕様、

及び中間標準レイアウトの付番を指す
◎：連携実績あり

標準化対象17業務システム

それ以外
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(2) 地方自治体システムに関する調査結果 

① 子どものための教育・保育給付 

i. 他の自治体業務システムから子ども・子育て支援システムへのデータ連携 

l 子ども・子育て支援システムについては、地域情報プラットフォーム標準仕様の対象外とな

っているが、資格認定等を行う業務特性から、関連性の高いシステムとして「住民基本台帳」、

「住登外管理」、「個人住民税」などが挙げられている。 

l 「住民基本台帳」、「住登外管理」、「個人住民税」では８～９割程度、「国民年金」、「国民健

康保険」では３割程度でデータ連携を行っている。 

l また、支払業務の関連性の高い、「収納・滞納」では５割以上でデータ連携を行っている。 

図表 6-6 データ連携有無（他の自治体業務システム⇒子ども・子育て支援システム） 

【住民基本台帳】                【住登外管理】 

  
 

【個人住民税】                【国民健康保険】 
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【国民年金】                【生活保護】 

  
 

【児童扶養手当】                【乳幼児医療】 

  
 

【ひとり親医療】                【財務会計】 
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【収納・滞納】                 

 
 

ii. 子ども・子育て支援システムから他の自治体業務システムへのデータ連携 

l 支払業務の関連性の高い、「収納・滞納」では６割以上でデータ連携を行っている。 

l その他では「住民基本台帳」、「住登外管理」、「個人住民税」が４割弱となっている。 

図表 6-7 データ連携有無（子ども・子育て支援システム⇒他の自治体業務システム） 

【住民基本台帳】                【住登外管理】 

  
 

【個人住民税】                【国民健康保険】 
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【国民年金】                【生活保護】 

  
 

【児童扶養手当】                【乳幼児医療】 

  
 

【ひとり親医療】                【財務会計】 
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【収納・滞納】                 

 
 

② 子育てのための施設等利用給付 

i. 他の自治体業務システムから子ども・子育て支援システムへのデータ連携 

l 子ども・子育て支援システムについては、地域情報プラットフォーム標準仕様の対象外とな

っているが、資格認定等を行う業務特性から、関連性の高いシステムとして「住民基本台帳」、

「住登外管理」、「個人住民税」「国民健康保険」「国民年金」などが挙げられている。 

l 「住民基本台帳」、「住登外管理」、「個人住民税」では８～９割程度、「国民年金」、「国民健

康保険」では５割以上でデータ連携を行っている。 

l また、支払業務の関連性の高い、「収納・滞納」では４割以上でデータ連携を行っており、

概ね子どものための教育・保育給付と同様な割合となっている。 

 

図表 6-8 データ連携有無（他の自治体業務システム⇒子ども・子育て支援システム） 

 

【住民基本台帳】                【住登外管理】 
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【個人住民税】                【国民健康保険】 

  
 

【国民年金】                【生活保護】 

  
 

【児童扶養手当】                【乳幼児医療】 
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【ひとり親医療】                【財務会計】 

  
 

【収納・滞納】                 

 
 

 

ii. 子ども・子育て支援システムから他の自治体業務システムへのデータ連携 

l 「住民基本台帳」、「住登外管理」、「収納・滞納」にて４割程度でデータ連携を行っている。 

 

図表 6-9 データ連携有無（子ども・子育て支援システム⇒他の自治体業務システム） 

【住民基本台帳】                【住登外管理】 
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【個人住民税】                【国民健康保険】 

  
 

【国民年金】                【生活保護】 

   
 

【児童扶養手当】                【乳幼児医療】 
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【ひとり親医療】                【財務会計】 

  
 

【収納・滞納】                 
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6.3.2. 児童手当システム 

(1) 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

グ結果 

① 他の自治体業務システムから児童手当システムへのデータ連携 

l 地域情報プラットフォーム標準仕様に基づくと、他の自治体システムから児童手当システム

への連携が行われているものとして「住民基本台帳」、「住登外管理」、「個人住民税」「国民

健康保険」「国民年金」及び「児童扶養手当」の６業務の情報システムが挙げられている。 

l 事業者（ベンダー）が過去に実績のある連携先としては、「住民基本台帳」、「住登外管理」、

「個人住民税」「国民年金」及び「乳幼児医療」が挙げられた。 

 

図表 6-10 データ連携有無（他の自治体業務システム⇒児童手当システム） 

 
 

  

地プラ 中間標準 他の業務システム a1 b1 b2 c1 d1 e1 f1

01 01 住民基本台帳 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

04 06 選挙人名簿管理

05 07 固定資産税

06 08 個人住民税 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

07 09 法人住民税

08 10 軽自動車税

10 12 国民健康保険

11 13 国民年金 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

12 19 障害者福祉

13 15 後期高齢者医療

14 14 介護保険

15 17 児童手当

16 18 生活保護

19 16 健康管理

20 05 就学

23 - 児童扶養手当

- 23 子ども子育て支援 ◎

02 02 印鑑登録

30 03 住登外管理 ◎ ◎ ◎ ◎

21 04 戸籍

17 - 乳幼児医療 ◎ ◎

18 - ひとり親医療

09 11 収滞納管理

50 20 財務会計

51 - 庶務事務

52 21 人事給与

53 22 文書管理

- - 口座管理 ◎

連携システム

標準化対象17業務システム

それ以外

その他

番号は地域情報プラットフォーム標準仕様、

及び中間標準レイアウトの付番を指す

連携実績
◎：連携実績あり
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② 児童手当システムから他の自治体業務システムへのデータ連携 

l 地域情報プラットフォーム標準仕様に基づくと、児童手当システムから他の自治体業務シス

テムへの連携が行われているものとして「住登外管理」、「生活保護」「乳幼児医療」「ひとり

親医療」「児童扶養手当」及び「財務会計」の６業務の情報システムが挙げられている。 

l 事業者（ベンダー）が過去に実績のある連携先としては、「住民基本台帳」、「住登外管理」、

「生活保護」「児童扶養手当」「乳幼児医療」「ひとり親医療」「収滞納管理」及び「財務会計」

が挙げられた。 

 

図表 6-11 データ連携有無（児童手当システム⇒他の自治体業務システム） 

 
 

 

  

地プラ 中間標準 他の業務システム a1 b1 b2 c1 d1 e1 f1

01 01 住民基本台帳 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

04 06 選挙人名簿管理

05 07 固定資産税

06 08 個人住民税

07 09 法人住民税

08 10 軽自動車税

10 12 国民健康保険

11 13 国民年金

12 19 障害者福祉

13 15 後期高齢者医療

14 14 介護保険

15 17 児童手当

16 18 生活保護 ◎

19 16 健康管理

20 05 就学

23 - 児童扶養手当 ◎ ◎

- 23 子ども子育て支援

02 02 印鑑登録

30 03 住登外管理 ◎

21 04 戸籍

17 - 乳幼児医療 ◎ ◎ ◎ ◎

18 - ひとり親医療 ◎

09 11 収滞納管理 ◎

50 20 財務会計 ◎

51 - 庶務事務

52 21 人事給与

53 22 文書管理

- - 口座管理

その他

番号は地域情報プラットフォーム標準仕様、

及び中間標準レイアウトの付番を指す
◎：連携実績あり

標準化対象17業務システム

それ以外
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(2) 地方自治体システムに関する調査結果 

① 他の自治体業務システムから児童手当システムへのデータ連携 

l 地域情報プラットフォーム標準仕様に基づくと、他の自治体システムから児童手当システム

への連携が行われているものとして「住民基本台帳」、「住登外管理」、「個人住民税」「国民

健康保険」「国民年金」及び「児童扶養手当」の６業務の情報システムが挙げられている。 

l 「住民基本台帳」、「住登外管理」、「個人住民税」では７割以上、「国民年金」では６割以上

の連携が行われている一方、「国民健康保険」では５割程度、「児童扶養手当」では３割程度

に留まっている。 

l 上記、６業務以外については、３割程度以下の連携となっているが、オールインワンパッケ

ージ（※）による連携が主であり、業務の必要性と関係なく、データ連携ができているもの

と推察される。 
 

（※）オールインワンパッケージとは、脚注１に示した通り、児童手当システム以外の子育て関

連システムや住民記録や税業務といった他の自治体業務システムと統合的なパッケージを導入

している場合を指す。オールインワンパッケージでは、データを一元的に統合して蓄積してい

る。そのため、選択肢としてオールインワンパッケージを選択している場合には、参照できる状

態になっていることから、業務上の必要性を問わずにデータ連携ありと回答している場合も含

まれるものと推察する。 

 

図表 6-12 データ連携有無（他の自治体業務システム⇒児童手当システム） 

【住民基本台帳】                【住登外管理】 

  
 

【個人住民税】                【国民健康保険】 
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【国民年金】                【生活保護】 

  
 

【児童扶養手当】                【乳幼児医療】 

  
 

【ひとり親医療】                【財務会計】 
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【収納・滞納】                 

 
 

② 児童手当システムから他の自治体業務システムへのデータ連携 

l 地域情報プラットフォーム標準仕様に基づくと、児童手当システムから他の自治体業務シス

テムへの連携が行われているものとして「住登外管理」、「生活保護」「乳幼児医療」「ひとり

親医療」「児童扶養手当」及び「財務会計」の６業務の情報システムが挙げられている。 

l 「住登外管理」では５割程度、「乳幼児医療」「ひとり親医療」「児童扶養手当」では３割程

度でデータ連携を行っているものの、「生活保護」「財務会計」では１割程度に留まっている。 

l 上記、６業務以外については、「住民基本台帳」が９割弱のほか、「個人住民税」、「国民健康

保険」が４割程度でデータ連携を行っているが、オールインワンパッケージによる連携が主

であり、業務の必要性と関係なく、データ連携ができているものと推察される。 

 

図表 6-13 データ連携有無（児童手当システム⇒他の自治体業務システム） 

 

【住民基本台帳】                【住登外管理】 
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【個人住民税】                【国民健康保険】 

  
 

【国民年金】                【生活保護】 

  
 

【児童扶養手当】                【乳幼児医療】 
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【ひとり親医療】                【財務会計】 

  
 

【収納・滞納】                 

 
 

 

  


