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1. 調査要旨 

1.1 調査の背景 

「経済財政運営と改革の基本方針2019」（令和元年６月21日閣議決定）において、地方自治体における
デジタル・ガバメントを実現するため、デジタル手続法に基づく取組について地方自治体への展開を促
し、自治体行政の様々な分野で、団体間比較を行いながら、地方自治体及び関係府省庁が連携して、ＩＣ
ＴやＡＩ等の活用、業務プロセスやシステムの標準化等による業務効率化を進めることが示されている。 

子ども・子育て支援、児童手当に係る情報システムは、「新経済・財政再生計画改革工程表2019」（令和
元年12月19日経済財政諮問会議決定）及び「地方自治体業務プロセス・システム標準化等に関する関係府
省庁連絡会議」の方針等を踏まえ、速やかに地方自治体における業務プロセスやシステム整備の実態を把
握し、標準化・共有化に向けた検討体制の構築及び住民記録システムの成果を反映させる等して、令和４
年８月までに標準仕様書を作成する等、標準的なクラウドシステムへの移行に向けた技術的作業を進める
こととなった。 

この地方自治体における情報システムであるが、これまで各自治体が独自に発展させてきた結果、シス
テムの発注・維持管理や制度改正対応等各自治体が個別に対応しており、地方自治体に人的・財政的な負
担を生んでいる。また、特に人口規模が一定以上の自治体については、同一事業者（ベンダー）内でも自
治体ごとにシステムが異なることが、ＬＧＷＡＮ等の共通プラットフォーム上でのサービス利用方式へ移
行することを妨げている。更に、自治体ごとに様式・帳票が異なることが、それを作成・利用する住民・
企業等の負担につながっている。 

また、中長期的に見ると、2040年頃をターゲットに人口構造の変化に対応した地方自治体行政の在り方
が喫緊の課題となる中で、地方自治体の情報システムについても、重複投資をやめて標準化・共同化を推
進し、地方自治体職員の業務負担軽減やシステム構築・維持費等の削減を踏まえながら自治体行政のデジ
タル化に向けた基盤を整備していく必要がある。 
 

1.2 調査の目的 

自治体行政のデジタル化に向け、地方自治体の業務プロセス・情報システム（子ども・子育て支援、児童
手当）等の実態調査を実施し、今後の論点・方向性等を整理する。 

 

1.3 本調査の位置づけ 

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通りとなって
いる。 

 
図表 1 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 
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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年３月17日) 

 
このうち、第一次調査では「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調査分析が実施された。 
本調査研究事業では、「業務フロー」の確認を主とし、業務機能定義、帳票定義、連携要件に関連した

内容を含む業務プロセスの実態について調査分析を行った上で、標準化業務プロセスモデル案となる業務
フローを作成した。 

  
図表 2 標準仕様として定義すべき事項の整理 

明らかにしたい要件 自治体調査 ベンダー調査 

項目 詳細 事前アンケート ヒアリング ヒアリング 

業務フロー 自治体の業務フローを

確認する。 

・サンプル業務フローを提示

し、地方自治体の運用の差異

を調査する。 

・外部委託や出先機関の有無

を確認する。 

・ＡＩやＲＰＡ等の先進的取

り組みの実施状況を確認す

る。 

・事前アンケート結果より、

サンプル業務フローと地方自

治体の実運用に差異がある部

分の詳細を確認する。 

・外部委託や出先機関におけ

る業務フローを確認する。 

・先進的取り組みを行ってい

る場合はその具体的な業務フ

ローを確認する。 

・サンプル業務フローを提示

し、パッケージ標準機能と認

識している業務フローと差異

がないかを調査する。 

差異がある場合は具体的な業

務フローを確認する。 

業務機能定義 第一次調査で定義され

ている業務機能に不足

がないか確認する。 

・サンプル業務フローを提示

し、不足している業務機能を

調査する。 

・不足している業務機能及び

業務フローの詳細を確認す

る。 

・サンプル業務フローを提示

し、パッケージ標準機能と認

識している機能に不足がない

かを調査する。 

差異がある場合は具体的な機

能及び業務フローを確認す

る。 

帳票定義 第一次調査で定義され

ている帳票に不足がな

いか確認する。 

・サンプル業務フローを提示

し、不足している帳票を調査

する。 

・不足している帳票及び業務

フローの詳細を確認する。 

・サンプル業務フローを提示

し、パッケージ標準機能と認

識している帳票に不足がない

かを調査する。 

差異がある場合は具体的な帳

票及び業務フローを確認す

る。 
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連携要件 データ連携における連

携方式（※）を確認す

る。 

- - ・連携方式を提示し、データ

連携の種類ごとに連携方式を

調査する。 

 

※補足 

住民基本台帳、個人住民税と

いったシステムのベースとな

る連携は、業務フロー単位で

表すのではなく、システム共

通事項として表す方が良いと

考えられるため。 
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2. 地方自治体業務プロセス調査 

2.1 地方自治体へのアンケート及びヒアリングによる調査 

2.1.1 アンケート概要 
本調査研究事業では業務プロセスの実態調査のため、複数の地方自治体に対して事前アンケートの上、

ヒアリングを実施した。事前アンケートの調査内容を以下に示す。 
方式：ＷＥＢアンケート 

 調査対象：子ども・子育て支援 20 団体、児童手当 10 団体 
 調査方法：第一次調査でのアンケート回答担当者に対して、電子メールにてアンケートのＵＲＬ及

び本調査に当たって事前に作成したサンプル業務フローを送付し、回答は地方自治体が
ＷＥＢアンケート上で実施 

調査内容：図表３を参照 
 

図表 3 アンケート調査内容 
調査項目 記載内容 回答方式 

基礎情報 ・自治体名称 
・自治体区分 
・担当者、連絡先 

― 

業務範囲 ・所管する組織 
・人員数 
・出先機関有無 
・外部委託有無 
・ＡＩ・ＲＰＡ利用有無 

記述方式 
選択方式 

サンプル業務フロー差異 ・サンプル業務フローとの差異有無 選択方式 
（差異がある場合のみ）記述方式 

 
2.1.2 ヒアリング概要 

自治体ヒアリングの調査内容を以下に示す。 
方式：ＷＥＢ会議 

 調査対象：子ども・子育て支援 23 団体、児童手当 10 団体 
 調査方法：事前アンケートにて、サンプル業務フローと地方自治体業務フローの差異を把握し、差

異の内容確認を中心としてヒアリングを実施 
      ※子ども・子育て支援 23 団体のうち地域子ども・子育て支援事業のみのヒアリング対

象となる３団体については、事前アンケートを実施していない 
調査内容：図表４を参照 

 
図表 4 自治体ヒアリング調査内容 

調査内容 備考 
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業務フローに記載の事務について、出先機関での実施有無が「有」になってい
る場合、その業務フローの詳細を確認する。 

サンプル業務フロ
ーとの差異の深堀 

業務フローに記載の事務について、委託業者での実施有無が「有」になってい
る場合、その業務フローの詳細を確認する。 

サンプル業務フロ
ーとの差異の深堀 

業務フローに記載の事務について、ＡＩ・ＲＰＡ利用有無が「有」になってい
る場合、その業務フローの詳細を確認する。 

サンプル業務フロ
ーとの差異の深堀 

ぴったりサービスを利用して申請を受け付けている場合、その業務フローの詳
細を確認する。 

サンプル業務フロ
ーとの差異の深堀 

現在の事務運用とサンプル業務フローにおいて、運用の差異が「有」になって
いる場合、その業務フローの詳細を確認する。 

サンプル業務フロ
ーとの差異の深堀 

現在の事務運用が標準仕様に合わせて変更になると仮定した場合の懸念点や
課題について確認する。 

運用上必要と考え
る機能等 

標準仕様の検討範囲について確認する。 標準化した際に効
果が大きいと考え
る機能等 

サンプル業務フローの粒度や網羅性について確認する。  
システム標準化全般についての意見等を確認する。 「コスト削減」「負

担軽減」「利便性」
の観点等 

 
2.1.3 調査対象団体 

地方自治体調査の対象団体は、自治体規模、シェア上位パッケージの採用、地域区分、カスタマイズ
率、待機児童有無、先進的な取り組みの実施状況を加味して選定を行った。 

 
図表 5 調査対象団体の内訳 

自治体区分 子ども・子育て支援 
調査対象団体数 

児童手当 
調査対象団体数 

政令指定都市 3 2 
特別区 1 1 
中核市 5 3 
一般市 7 2 
町村 4 2 
地域子ども・子育て支援事業
のみのヒアリング対象 

3 - 

合計 23 10 
 

2.1.4 調査結果まとめ 
（１） 子ども・子育て支援（子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付） 
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アンケート調査及びヒアリング調査の結果について 
①事業単位の担当課調査 
（アンケート対象は 20 団体） 

 
図表 6 子ども・子育て支援 事業単位の担当課調査の概要 

担当課調査 
一般市（調査対象：８団体）、町村（調査対象：４団体） 

子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付とも、業務フロー対象事務
は１つの担当課で実施されていることを確認した。 

中核市（調査対象：４団体） 
子どものための教育・保育給付の業務フロー「05.事業所管理」「06.事業所請求管理」及び子
育てのための施設等利用給付の業務フロー「10.事業所管理」「11.事業所請求管理」は、住民
窓口の業務担当課とは別の担当課で対応していることを確認した。これ以外の業務フローに
ついては、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付として１つの担
当課で対応していることを確認した。 

政令指定都市（調査対象：３団体）、特別区（調査対象：１団体） 
子どものための教育・保育給付の業務フロー「05.事業所管理」「06.事業所請求管理」及び子
育てのための施設等利用給付の業務フロー「10.事業所管理」「11.事業所請求管理」は、住民
窓口の業務担当課とは別の担当課で対応していることを確認した。住民からの申請受付につ
いては、区や出先機関と、対象者別に受付窓口を分ける事例を確認した。実業務において
は、業務別に受付窓口を兼ねる担当課及び出先機関で受付した申請を取りまとめる担当課が
あることを確認した。 

 
   ②―１ 子どものための教育・保育給付における業務フロー差異に関する調査結果 
 

図表 7 子どものための教育・保育給付における業務フロー差異 
区分・機能名称（大項目） 機能名称（中項目） 差異あり 差異なし 

01.教育・保育給付認定管理 1-1 教育・保育給付認定申請 33 ポイント 167 ポイント 
1-2 教育・保育給付認定変更   9 ポイント 191 ポイント 
1-3 教育・保育給付認定取消 23 ポイント 177 ポイント 
1-4 現況確認 64 ポイント 136 ポイント 

02.利用調整 2-1 利用申請受付 15 ポイント 185 ポイント 
2-2 選考処理 49 ポイント 151 ポイント 
2-3 利用申請取下げ 27 ポイント 173 ポイント 
2-4 他市町村委託 49 ポイント 151 ポイント 
2-5 他市町村受託 51 ポイント 149 ポイント 

03.契約 3-1 利用決定 10 ポイント 190 ポイント 
3-2 退所 22 ポイント 178 ポイント 
3-3 利用者負担額決定 6 ポイント 194 ポイント 
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3-4 利用者負担額切替 14 ポイント 186 ポイント 
3-5 副食費賦課情報管理 28 ポイント 172 ポイント 
3-6 委託・受託児童契約 32 ポイント 168 ポイント 

04.発行・返却 4-1 発行・返却 33 ポイント 167 ポイント 
05.事業所管理 5-1 事業所申請 30 ポイント 170 ポイント 

5-2 事業所内容変更 25 ポイント 175 ポイント 
5-3 事業者登録 20 ポイント 180 ポイント 
5-4 加算情報登録 25 ポイント 175 ポイント 

06.事業所請求管理 6-1 事業所請求管理 85 ポイント 115 ポイント 
07.利用料（保育料）納付管理 7-1 調定 0 ポイント 200 ポイント 

7-2 支払方法管理 27 ポイント 173 ポイント 
7-3 納付書発行 0 ポイント 200 ポイント 
7-4 口座振替 15 ポイント 185 ポイント 
7-5 収納管理 23 ポイント 177 ポイント 
7-6 督促・催告 25 ポイント 175 ポイント 
7-7 滞納管理 80 ポイント 120 ポイント 
7-8 決算 19 ポイント 181 ポイント 

全体平均 29 ポイント 171 ポイント 
※差異あり、なしについては、地方自治体ヒアリング調査内の「差異内容記載欄」の記載内容を基に、

機能面での差異は５、帳票面での差異は２として積み上げ（ただし１団体での合計値の上限は 10）と
し、ヒアリング対象団体 20 団体の合計値を表示（全体の最大値は 200） 
 

②―２ 子どものための教育・保育給付における事務ごとの差異のポイント 
以下、事務ごとの差異のポイントを記載する。表中特に記載がなければ団体数の母数は 20 団体である。

また、差異のポイント欄にはポイントとなる差異のみ記載しているため、差異のポイント欄に記載の団体
数と差異の内訳欄に記載の団体数は一致しない。 

さらに、表中の自治体名について、Ａ＋連番＋Ａ～Ｅの英字（Ａ：政令指定都市、Ｂ：特別区、Ｃ：中
核市、Ｄ：一般市、Ｅ：町村）で表している。 

 
図表 8 子どものための教育・保育給付 事務ごとの差異のポイント 

1.1 教育・保育給付認定申請 
教育・保育給付認定（支給認定）申請を受け付け、認定を行う。 

差異あり 差異なし 
33 ポイント 167 ポイント 

差異の内訳  ７ポイント：３団体、６ポイント：１団体、４ポイント：１団体 
２ポイント：１団体 

差異の 
ポイント 

遅延通知書、却下通知書を作成、送付していない地方自治体が５団体存在した。
この差異は、政令指定都市、中核市、一般市、町村それぞれに存在したため、
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自治体規模により生じた差異ではないと考えられる。 
遅延通知書を作成、送付していない理由は、地方自治体側で審査が遅延しない
ように運用を行っているためであった。却下通知書を作成、送付していない理
由は、地方自治体から住民へ直接却下となる旨を伝え、書面で通知していない
ためであった。（Ａ２Ｃ、Ａ５Ａ、Ａ９Ｄ、Ａ11Ｄ、Ａ15Ｅ） 
１号認定の場合、事業所を経由することなく申請を受理するとともに、支給認
定証を直接住民に送付している地方自治体が２団体存在した。（Ａ２Ｃ、Ａ７
Ｂ） 
事業所に支給認定リストを送付している地方自治体が１団体存在した。（Ａ２
Ｃ） 

1.2 教育・保育給付認定変更 
教育・保育給付認定（支給認定）した認定内容の変更を行う。 

差異あり 差異なし 
9 ポイント 191 ポイント 

差異の内訳 7 ポイント：1 団体、2 ポイント：1 団体 
差異の 
ポイント 

業務フローの差異はほとんど存在しなかった。 
３歳年齢到達による認定区分の変更について、初回支給認定時に３歳年齢到達
による認定区分を併記した支給認定証を作成、送付しているため、年齢到達時
に支給認定証を改めて作成、送付していない地方自治体が１団体存在した。（Ａ
18Ｄ） 
支給認定証を作成しているが、住民に直接送付するのではなく、施設を経由し
て送付している地方自治体が１団体存在した。（Ａ４Ｃ） 

1.3 教育・保育給付認定取消 
教育・保育給付認定（支給認定）の取消し、又は、取下げを行う。 

差異あり 差異なし 
23 ポイント 177 ポイント 

差異の内訳 ５ポイント：３団体、２ポイント：４団体 
差異の 
ポイント 

取消通知書を作成、送付していない地方自治体が７団体存在した。この差異は
政令指定都市、中核市、一般市、町村それぞれに存在したため、自治体規模に
より生じた差異ではないと考えられる。 
取消通知書の作成、送付をしていない理由について確認したところ、地方自治
体により以下の２つの回答が得られた。 
１．７団体のうち５団体について、取り消した内容はシステム登録を行ってい

ない。（Ａ１Ｅ、Ａ２Ｃ、Ａ４Ｃ、Ａ11Ｄ、Ａ18Ｄ） 
２．７団体のうち２団体について、教育・保育給付認定と利用決定は一体とし

てシステム登録しているため、教育・保育給付認定取消と同時に退所の処
理を行っている。（Ａ８Ａ、Ａ16Ｄ） 

1.4 現況確認 
現況確認を行う。 
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差異あり 差異なし 
64 ポイント 136 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：４団体、９ポイント：１団体、５ポイント：３団体 
差異の 
ポイント 

現況確認をシステムで実施していない（現況届をシステムで作成していな
い）地方自治体が６団体存在した。この差異は特別区、一般市、町村それぞ
れに存在したため、自治体規模により生じた差異ではないと考えられる。（Ａ
１Ｅ、Ａ７Ｂ、Ａ９Ｄ、Ａ14Ｄ、Ａ15Ｅ、Ａ18Ｄ）なお、このうち２団体
は、白紙での出力であるため、ＥｘｃｅｌやＷｏｒｄを利用して作成してい
る団体であった。（Ａ７Ｂ、Ａ９Ｄ） 

2.1 利用申請受付 
利用申請の受付を行う。 

差異あり 差異なし 
15 ポイント 185 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：１団体、５ポイント：１団体 
差異の 
ポイント 

業務フローの差異はほとんど存在しなかった。 
利用申請の確認にシステムではなく、Ｅｘｃｅｌを利用している地方自治体
が１団体存在した。（Ａ９Ｄ） 

2.2 選考処理 
施設、事業へのあっせん又は利用の要請を行う。（通常保育） 

差異あり 差異なし 
49 ポイント 151 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：１団体、５ポイント：７団体、４ポイント：１団体 
差異の 
ポイント 

利用調整の選考実施については、システムを利用せずＥｘｃｅｌで実施してい
る地方自治体が９団体存在した。 
選考実施にシステムを利用していない理由を確認したところ、入所選考基準が
地方自治体で異なっている、システムが選考処理に対応できていない、Ｅｘｃ
ｅｌを利用する方が利便性が高いとの回答が得られた。（Ａ１Ｅ、Ａ３Ｄ、Ａ７
Ｂ、Ａ８Ａ、Ａ９Ｄ、Ａ10Ｃ、Ａ15Ｅ、Ａ16Ｄ、Ａ18Ｄ） 

2.3 利用申請取下げ 
利用申請の取下げを行う。 

差異あり 差異なし 
27 ポイント 173 ポイント 

差異の内訳 ５ポイント：３団体、２ポイント：６団体 
差異の 
ポイント 

取下通知書を作成、送付していない地方自治体が９団体存在した。この差異
は政令指定都市、特別区、中核市、一般市、町村それぞれに存在したため、
自治体規模により生じた差異ではないと考えられる。 
取下通知書を作成、送付していない理由は、取り下げた内容のシステム登録
を不要としているためであった。（Ａ１Ｅ、Ａ２Ｃ、Ａ３Ｄ、Ａ５Ａ、Ａ７
Ｂ、Ａ８Ａ、Ａ10Ｃ、Ａ11Ｄ、Ａ18Ｄ） 
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2.4 他市町村委託 
他市町村へ委託を依頼する。（広域利用） 

差異あり 差異なし 
49 ポイント 151 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：２団体、８ポイント：１団体、６ポイント：１団体 
５ポイント：１団体、２ポイント：５団体 

差異の 
ポイント 

委託依頼に係る協議関係の通知（委託依頼・委託決定通知・不承諾協議書）
を作成、送付していない地方自治体が７団体存在した。この差異は政令指定
都市、中核市、一般市、町村それぞれに存在したため、自治体規模により生
じた差異ではないと考えられる。 
協議関係の通知を作成、送付していない理由について確認したところ、通知
の作成はＥｘｃｅｌを利用して行っており、相手とする地方自治体とも電話
で直接協議しているためとの回答が得られた。（Ａ１Ｅ、Ａ２Ｃ、Ａ３Ｄ、Ａ
５Ａ、Ａ６Ｅ、Ａ９Ｄ、Ａ11Ｄ） 

2.5 他市町村受託 
他市町村からの委託依頼を受理する。（広域利用） 

差異あり 差異なし 
51 ポイント 149 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：2 団体、6 ポイント：１団体、５ポイント：３団体 
４ポイント：１団体、２ポイント：３団体 

差異の 
ポイント 

受託に係る受託協議書・不受託協議書を作成、送付していない地方自治体が
８団体存在した。この差異は政令指定都市、中核市、一般市、町村それぞれ
に存在したため、自治体規模により生じた差異ではないと考えられる。 
受託に係る受託協議書・不受託協議書を作成、送付していない理由は、協議
書はＥｘｃｅｌで作成しており、相手とする地方自治体とも電話で直接協議
しているためであった。（Ａ１Ｅ、Ａ２Ｃ、Ａ３Ｄ、Ａ５Ａ、Ａ６Ｅ、Ａ８
Ａ、Ａ９Ｄ、Ａ11Ｄ） 

3.1 利用決定 
契約する事業所の決定を行い、利用契約を開始する。（通常保育） 

差異あり 差異なし 
10 ポイント 190 ポイント 

差異の内訳 ６ポイント：１団体、２ポイント：２団体 
差異の 
ポイント 

入所決定通知書を作成、送付しておらず、内定通知書を送付している地方自
治体が１団体存在した。（Ａ５Ａ） 
事業所にはシステムから出力した入所決定通知書を送付し、それ以外はＷｏ
ｒｄで作成した別様式を送付している地方自治体が１団体存在した。（Ａ８
Ａ） 

3.2 退所 
利用契約を終了する。 
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差異あり 差異なし 
22 ポイント 178 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：１団体、４ポイント：１団体、２ポイント：４団体 
差異の 
ポイント 

保育実施解除通知書を作成、送付していない地方自治体が５団体存在した。
この差異は政令指定都市、特別区、中核市、一般市、町村それぞれに存在し
たため、自治体規模により生じた差異ではないと考えられる。 
保育実施解除通知書を作成、送付していない理由は、退所の場合はシステム
入力のみ行っているためであった。（Ａ１Ｅ、Ａ２Ｃ、Ａ７Ｂ、Ａ８Ａ、Ａ11
Ｄ）なお、このうち２団体は、１号認定、２号・３号認定で保育実施解除通
知書の送付、作成状況が異なり、１号認定のみ保育実施解除通知書を作成、
送付していない団体であった。（Ａ２Ｃ、Ａ７Ｂ） 

3.3 利用者負担額決定 
利用者負担額を決定する。 

差異あり 差異なし 
6 ポイント 194 ポイント 

差異の内訳 4 ポイント：１団体、２ポイント：１団体 
差異の 
ポイント 

業務フローの差異はほとんど存在しなかった。 
事業者に児童利用料一覧ではなく、名簿のみ送付している地方自治体が１団
体存在した。（Ａ16Ｄ） 
利用者負担額決定通知書、減免通知書を事業者経由で送付している地方自治
体が１団体存在した。（Ａ17Ａ） 

3.4 利用者負担額切替 
住民税参照年度の切替えに伴い、利用者負担額を再算定する。 

差異あり 差異なし 
14 ポイント 186 ポイント 

差異の内訳 ４ポイント：２団体、２ポイント：３団体 
差異の 
ポイント 

業務フローの差異はほとんど存在しなかった。 
事業者に児童利用料一覧ではなく、名簿のみ送付している地方自治体が２団
体存在した。（Ａ２Ｃ、Ａ16Ｄ） 
１号認定の場合に、利用者負担額決定通知書、減免通知書を住民へ直接送付
している地方自治体が１団体存在した。（Ａ２Ｃ） 
２号・３号認定の場合に、利用者負担額決定通知書、減免通知書を事業者経
由で送付している地方自治体が２団体存在した。（Ａ17Ａ、Ａ19Ｃ） 

3.5 副食費賦課情報管理 
副食費の賦課情報を管理する。 

差異あり 差異なし 
28 ポイント 172 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：2 団体、４ポイント：１団体、２ポイント：２団体 
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差異の 
ポイント 

副食費免除通知書を作成、送付していない地方自治体が５団体存在した。な
お、このうち１団体は副食費を免除しているため送付の必要がない団体であ
った。（Ａ16Ｄ）それ以外の４団体は、案内文や別様式で通知している団体で
あった。（Ａ１Ｅ、Ａ７Ｂ、Ａ17Ａ、Ａ18Ｄ） 

3.6 委託・受託児童契約 
委託、受託児童の契約開始・終了の登録を行う。 

差異あり 差異なし 
32 ポイント 168 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：１団体、８ポイント：１団体、６ポイント：１団体 
５ポイント：２団体、４ポイント：３団体 

差異の 
ポイント 

他の地方自治体に在住する園児をシステムへ入力していない地方自治体が３
団体存在した。（Ａ２Ｃ、Ａ５Ａ、Ａ６Ｅ）なお、このうち１団体は広域利用
を行っている地方自治体であり、解除届や委託解除通知を作成、送付してい
る団体であった。（Ａ５Ａ） 
入所決定通知書を作成、送付していない地方自治体が２団体存在した。（Ａ８
Ａ、Ａ11Ｄ） 
認定こども園等の施設種別によって業務フローが異なっている地方自治体が
１団体存在した。（Ａ17Ａ） 

4.1 支給認定証発行 
・支給認定証を発行する。 

・支給認定証を再発行する。 
・支給認定証を返還する。 

差異あり 差異なし 
33 ポイント 167 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：１団体、９ポイント：１団体、７ポイント：１団体 
５ポイント：１団体、２ポイント：１団体 

差異の 
ポイント 

支給認定証に関する運用に差異があった地方自治体が４団体存在した。（Ａ１
Ｅ、Ａ５Ａ、Ａ７Ｂ、Ａ８Ａ） 
＜発行＞ 
支給認定証の内容を含んだ支給認定決定通知書を送付している地方自治体が
１団体存在した。（Ａ８Ａ） 
＜再発行＞ 
支給認定証の再発行の申請情報をシステムへ登録していない地方自治体が２
団体存在した。（Ａ５Ａ、Ａ７Ｂ）なお、このうち１団体は再発行の求めがあ
った場合、支給認定の控えを送付している団体であった。（Ａ７Ｂ） 
支給認定証の内容を含んだ支給認定決定通知書を再発行している地方自治体
が１団体存在した。（Ａ８Ａ） 
＜返還＞ 
支給認定証の返還の申請情報をシステム登録していない地方自治体が４団体
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存在した。（Ａ１Ｅ、Ａ５Ａ、Ａ７Ｂ、Ａ８Ａ） 
5.1 事業所認可 

事業所の認可登録を行う。 
差異あり 差異なし 

30 ポイント 170 ポイント 
差異の内訳 10 ポイント：１団体、５ポイント：４団体 
差異の 
ポイント 

事業所認可処理をシステムで行っていない地方自治体が２団体存在した。（Ａ
１Ｅ、Ａ12Ｃ）なお、このうち１団体はシステムを使用しておらず、Ｅｘｃｅ
ｌで管理している団体であった。（Ａ12Ｃ） 
都道府県から権限委譲されている地方自治体が１団体存在した。この地方自
治体においてはシステムへ認可情報を登録する必要性が低く、また件数自体
も少ないため、参照する際に支障が出ない最低限の情報のみを登録する運用
を行っていた。（Ａ11Ｄ） 

5.2 事業所登録 
認可済み事業所の登録を行う。 

差異あり 差異なし 
25 ポイント 175 ポイント 

差異の内訳 ５ポイント：５団体 
差異の 
ポイント 

子ども・子育て支援システムでは事業所に関する名称及び、施設固有で設定
が必要な給付費に関する加算情報などが登録されている。当情報は地方自治
体側でシステムへ登録し、活用しているとの回答が得られた。 

5.3 事業者登録 
事業者の登録を行う。 

差異あり 差異なし 
20 ポイント 180 ポイント 

差異の内訳 ５ポイント：４団体 
差異の 
ポイント 

事業者情報をシステムに登録していない地方自治体が１団体存在した。シス
テムではなくＥｘｃｅｌで管理している団体であった。（Ａ12Ｃ） 

5.4 加算情報登録 
事業所の加算情報の登録を行う。 

差異あり 差異なし 
25 ポイント 175 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：２団体、５ポイント：１団体 
差異の 
ポイント 

加算情報をシステムに登録していない地方自治体が３団体存在した。システ
ムではなくＥｘｃｅｌで管理している団体であった。（Ａ１Ｅ、Ａ16Ｄ、Ａ18
Ｄ） 

6.1 事業所請求管理 
事業所への請求及び支払の管理を行う。 
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差異あり 差異なし 
85 ポイント 115 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：６団体、５ポイント：３団体、４ポイント：１団体 
２ポイント：３団体 

差異の 
ポイント 

事業所請求管理をシステムで行っていない地方自治体が６団体存在した。シ
ステムではなくＥｘｃｅｌで給付費の計算や請求書の作成をしている団体で
あった。 
事業所請求管理をシステムで行っていない理由は、管内施設、管外施設によ
って請求手順に差異があるためであった。（Ａ１Ｅ、Ａ８Ａ、Ａ12Ｃ、Ａ14
Ｄ、Ａ16Ｄ、Ａ18Ｄ） 
給付予定情報の送付は行っておらず、施設からの請求があって初めて請求情
報の審査をしている地方自治体が４団体存在した。（Ａ２Ｃ、Ａ９Ｄ、Ａ13
Ｅ、Ａ17Ａ） 
支払通知書を作成、送付していない地方自治体が３団体存在した。（Ａ５Ａ、
Ａ11Ｄ、Ａ19Ｃ） 

7.1 調定 
調定を行う。 

差異あり 差異なし 
0 ポイント 200 ポイント 

差異の内訳 なし 
差異の 
ポイント 

業務フローの差異は存在しなかった。 
 

7.2 支払方法管理 
支払方法を管理する。 

差異あり 差異なし 
27 ポイント 173 ポイント 

差異の内訳 ９ポイント：１団体、５ポイント：２団体、４ポイント：１団体 
２ポイント：２団体 

差異の 
ポイント 

口座振替申請書を地方自治体へ直接提出してもらうのではなく、金融機関へ
提出してもらう運用としている地方自治体が４団体存在した。（Ａ５Ａ、Ａ７
Ｂ、Ａ８Ａ、Ａ10Ｃ） 
口座振替開始通知を作成、送付していない地方自治体が 4 団体存在した。（Ａ
５Ａ、Ａ10Ｃ、Ａ16Ｄ、Ａ17Ａ） 

7.3 納付書発行 
納付書を発行する。 

差異あり 差異なし 
0 ポイント 200 ポイント 

差異の内訳 なし 
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差異の 
ポイント 

業務フローの差異は存在しなかった。 
 

7.4 口座振替 
口座振替を行う。 

差異あり 差異なし 
15 ポイント 185 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：１団体、５ポイント：１団体 
差異の 
ポイント 

金融機関への口座振替依頼を、会計部門のシステムを介して行っている地方
自治体が１団体存在した。（Ａ３Ｄ） 

7.5 収納管理 
収納状況を管理する。 

差異あり 差異なし 
23 ポイント 177 ポイント 

差異の内訳 ７ポイント：１団体、５ポイント：２団体、２ポイント：３団体 
差異の 
ポイント 

口座振替不能通知を作成、送付していない地方自治体が３団体存在した。（Ａ
３Ｄ、Ａ10Ｃ、Ａ14Ｄ） 
口座振替不能通知を作成しているが、システムから出力できないためにＥｘ
ｃｅｌで作成している地方自治体が１団体存在した。（Ａ16Ｄ） 
口座振替不能通知の作成、送付を外部委託しており、対象者情報の抽出のみ
を行っている地方自治体が１団体存在した。（Ａ17Ａ） 

7.6 督促・催告 
督促・催告を行う。 

差異あり 差異なし 
25 ポイント 175 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：２団体、5 ポイント：２団体 
差異の 
ポイント 

業務フローに差異があると回答している地方自治体は３団体存在した。差異
の内容について確認したところ、訪問催告は実施していない、督促状は施設
に送付しているといった回答が得られた。（Ａ７Ｂ、Ａ８Ａ、Ａ16Ｄ） 
収滞納情報を一元的に管理している地方自治体が１団体存在した。詳細につ
いて確認したところ、督促状を送付した後の一次催告等の事務は市民税等と
合わせて管理を行っており、滞納管理システムと子ども・子育て支援システ
ム間のデータ連携により納付書の発行履歴及び収納状況等を相互に確認して
いるとの回答が得られた。（Ａ17Ａ） 

7.7 滞納管理 
滞納処理を行う。 

差異あり 差異なし 
80 ポイント 120 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：７団体、5 ポイント：２団体 
差異の 業務フローに差異があると回答している地方自治体が８団体存在した。差異
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ポイント の内容について確認したところ、延滞金の発生有無、還付・充当の取扱い有
無等、地方自治体により滞納管理での実施内容に差異があるとの回答が得ら
れた。（Ａ１Ｅ、Ａ５Ａ、Ａ７Ｂ、Ａ８Ａ、Ａ11Ｄ、Ａ14Ｄ、Ａ16Ｄ、Ａ18
Ｄ） 
還付・充当を除く滞納管理は市民税等と合わせて別担当が一元的に管理して
いる地方自治体が１団体存在した。（Ａ17Ａ） 

7.8 決算 
決算を行う。 

差異あり 差異なし 
19 ポイント 181 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：１団体、５ポイント：１団体、２ポイント：２団体 
差異の 
ポイント 

業務フローに差異はほぼ存在しなかった。 
滞納繰越が発生していない地方自治体が２団体存在した。（Ａ７Ｂ、Ａ16Ｄ） 

 
③―１ 子育てのための施設等利用給付における業務フロー差異に関する調査結果 
 

図表 9 子育てのための施設等利用給付における業務フロー差異 
区分・機能名称（大項目） 機能名称（中項目） 差異あり 差異なし 

08.施設等利用給付認定管理 8.1 施設等利用給付認定申請 58 ポイント 142 ポイント 
8.2 施設等利用給付認定変更 23 ポイント 177 ポイント 
8.3 施設等利用給付認定取消 17 ポイント 183 ポイント 
8.4 現況確認 34 ポイント 166 ポイント 

09.契約 9.1 利用決定 49 ポイント 151 ポイント 
10.事業所管理 10.1 事業所申請 50 ポイント 150 ポイント 

10.2 事業所内容変更 40 ポイント 160 ポイント 
11.事業所請求管理 11.1 償還払い 56 ポイント 144 ポイント 

11.2 法定代理受領 92 ポイント 104 ポイント 
全体平均 44 ポイント 156 ポイント 
※差異あり、なしについては、地方自治体ヒアリング調査内の「差異内容記載欄」の記載内容を基に、

機能面での差異は５、帳票面での差異は２として積み上げ（ただし１団体での合計値の上限は 10）と
し、ヒアリング対象団体 20 団体の合計値をポイント表示（全体の最大値は 200） 

 
③―２ 子育てのための施設等利用給付における事務ごとの差異のポイント 
以下、事務ごとの差異のポイントを記載する。表中特に記載がなければ団体数の母数は 20 団体である。

また、差異のポイント欄にはポイントとなる差異のみ記載しているため、差異のポイント欄に記載の団体
数と差異の内訳欄に記載の団体数は一致しない。 

さらに、表中の自治体名について、Ａ＋連番＋Ａ～Ｅの英字（Ａ：政令指定都市、Ｂ：特別区、Ｃ：中
核市、Ｄ：一般市、Ｅ：町村）で表している。 
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図表 10 子育てのための施設等利用給付 事務ごとの差異のポイント 
8.1 施設等利用給付認定申請 

施設等利用給付認定申請を受け付け、認定を行う。 
差異あり 差異なし 

58 ポイント 142 ポイント 
差異の内訳 10 ポイント：３団体、７ポイント：1 団体、５ポイント：1 団体 

４ポイント：４団体 
差異の 
ポイント 

遅延・却下通知書を作成・送付していない地方自治体が９団体存在した。この
差異の理由について確認したところ、地方自治体により以下の３つの回答が得
られた。 
１．遅延という審査結果にならないように地方自治体側で運用している状況で

あったため、遅延通知書を作成・送付していない。（Ａ２Ｃ、Ａ５Ａ、Ａ７
Ｂ、Ａ８Ａ、Ａ９Ｄ、Ａ10Ｃ、Ａ11Ｄ、Ａ19Ｃ） 

２．却下については、地方自治体から住民へ直接却下となる旨を伝え、書面で
通知していない。（Ａ２Ｃ、Ａ５Ａ、Ａ７Ｂ、Ａ９Ｄ、Ａ11Ｄ） 

３．１号認定については、遅延通知書、却下通知書がシステムから出力できな
い。（Ａ17Ａ） 

遅延通知書の作成・送付の業務に関する差異は政令指定都市、特別区、中核市、
一般市、町村それぞれに存在したため、自治体規模により生じた差異でないと
考えられる。却下通知書の作成・送付の業務に関する差異は一般市、町村のみ
に存在したため、自治体規模により生じた差異であると考えられる。 
その他に通知書及び一覧の送付について業務フローに差異があるとして３つ
の回答が得られた。 
１．１号・２号・３号認定ともに、認定通知書を住民へ直接送付している。

（Ａ19Ｃ） 
２．１号認定の場合は住民へ直接、２号・３号認定の場合は施設経由で認定

通知書を送付している。（Ａ２Ｃ、Ａ５Ａ、Ａ17Ａ） 
３．施設向けに決定者一覧を作成、送付している。（Ａ15Ｅ、Ａ19Ｃ） 

8.2 施設等利用給付認定変更 
施設等利用給付認定した認定内容の変更を行う。 

差異あり 差異なし 
23 ポイント 177 ポイント 

差異の内訳 ９ポイント：１団体、４ポイント：３団体、２ポイント：１団体 
差異の 
ポイント 

６団体より通知書、一覧の送付について業務フローに差異があるとして３つ
の回答が得られた。 
１．１号・２号・３号認定ともに、変更通知書を住民へ直接送付している。

（Ａ19Ｃ） 
２．１号認定の場合は住民へ直接、２号・３号認定の場合は施設経由で変更

通知書を送付している。（Ａ２Ｃ、Ａ５Ａ、Ａ17Ａ） 
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３．施設向けに変更者一覧を作成、送付している。（Ａ15Ｅ、Ａ19Ｃ） 
8.3 施設等利用給付認定取消 

施設等利用給付認定の取消し、又は、取下げを行う。 
差異あり 差異なし 

17 ポイント 183 ポイント 
差異の内訳 5 ポイント：１団体、４ポイント：１団体、２ポイント：４団体 
差異の 
ポイント 

5 団体より取消通知書を作成、送付していない地方自治体が存在した。（Ａ１
Ｅ、Ａ２Ｃ、Ａ８Ａ、Ａ10Ｃ、Ａ11Ｄ） 

8.4 現況確認 
現況確認を行う。 

差異あり 差異なし 
34 ポイント 166 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：１団体、７ポイント：２団体、４ポイント：１団体 
２ポイント：３団体 

差異の 
ポイント 

現況届の作成をシステムで行っていない地方自治体が 3 団体存在した。（Ａ１
Ｅ、Ａ９Ｄ、Ａ17Ａ） 

9.1 利用決定 
利用契約の開始・終了の登録及び、利用者負担額を決定する。 

差異あり 差異なし 
49 ポイント 151 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：３団体、５ポイント：３団体、２ポイント：２団体 
差異の 
ポイント 

業務フローとしての差異があると回答している地方自治体が 8 団体存在し
た。（Ａ５Ａ、Ａ８Ａ、Ａ９Ｄ、Ａ10Ｃ、Ａ16Ｄ、Ａ17Ａ、Ａ18Ｄ、Ａ19
Ｃ） 
差異の理由について確認したところ、利用者負担額の決定を利用者負担上限
額の決定と混同していたため差異ありと回答していたが、利用者負担上限額
の決定を指しているのであれば業務フローに問題はなく、また、それ以外の
業務フローにも問題ないとの回答が得られた。 

上記のことから、利用決定が利用者負担上限額の管理を指していることが
判明したため、事業所請求管理フローの中に利用者負担上限額の管理を整理
することとした。 

10.1 事業所申請 
事業所の確認申請の受理・審査を行う。 

差異あり 差異なし 
50 ポイント 150 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：４団体、5 ポイント：２団体 
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差異の 
ポイント 

システムで事業所の確認申請情報を管理していない地方自治体が４団体存在
した。（Ａ２Ｃ、Ａ７Ｂ、Ａ９Ｄ、Ａ19Ｃ） 
申請情報をＥｘｃｅｌで管理している地方自治体が１団体存在した。（Ａ９
Ｄ） 

10.2 事業所内容変更 
事業所の確認の変更・辞退申請の受理・審査を行う。 

差異あり 差異なし 
40 ポイント 160 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：２団体、５ポイント：４団体 
差異の 
ポイント 

システムで事業所の確認申請情報を管理していない地方自治体が４団体存在
した。（Ａ２Ｃ、Ａ７Ｂ、Ａ９Ｄ、Ａ19Ｃ） 
申請情報をＥｘｃｅｌで管理している地方自治体が１団体存在した。（Ａ９
Ｄ） 

11.1 償還払い 
対象者からの請求に伴い支払（償還払い）を行う。 

差異あり 差異なし 
56 ポイント 144 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：３団体、５ポイント：４団体、２ポイント：３団体 
差異の 
ポイント 

償還払いについては、システムを利用せずＥｘｃｅｌで別管理し、財務会計
システムを利用し支払をしている地方自治体が４団体存在した。（Ａ１Ｅ、Ａ
３Ｄ、Ａ８Ａ、Ａ16Ｄ） 
施設等利用費請求書について、住民から直接提出してもらう地方自治体が 2
団体（Ａ７Ｂ、Ａ19Ｃ）と施設経由で提出してもらう地方自治体が４団体存
在した。（Ａ９Ｄ、Ａ16Ｄ、Ａ17Ａ、Ａ19Ｃ） 
支払通知書を作成、送付していない地方自治体が２団体存在した。（Ａ10Ｃ、
Ａ11Ｄ） 
償還払いを実施していない地方自治体が１団体存在した。（Ａ１Ｅ） 
子ども・子育て支援システムへ請求情報を一括取込できるようにカスタマイ
ズしているという内容を確認した。しかし、この内容は一部のベンダーのみ
における回答であるため、大半の地方自治体では職員が１件ずつ支払金額を
確認しシステムへ登録した上で支払を行っていると考えられる。 

11.2 法定代理受領 
事業所からの請求に伴い支払を行う。（法定代理受領） 

差異あり 差異なし 
92 ポイント 108 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：８団体、７ポイント：１団体、５ポイント：１団体 
差異の 
ポイント 

法定代理受領について、システムを利用せずＥｘｃｅｌ等で別管理し、財務
会計システムを利用し支払を実施している地方自治体が６団体存在した。（Ａ
１Ｅ、Ａ３Ｄ、Ａ８Ａ、Ａ９Ｄ、Ａ10Ｃ、Ａ16Ｄ） 
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法定代理受領を実施しているが、支払通知書を作成、送付していない地方自
治体が１団体存在した。（Ａ17Ａ） 
１号・２号・３号認定は法定代理受領を実施していない地方自治体が１団体
存在した。（Ａ16Ｄ） 
１号認定は法定代理受領を実施しているが、２号・３号認定については実施
していない地方自治体が１団体存在した。（Ａ７Ｂ） 
概算払いを実施している地方自治体が３団体存在した。（Ａ５Ａ、Ａ８Ａ、Ａ
19Ｃ） 
子ども・子育て支援システムへ請求情報を一括取込できるようにカスタマイ
ズしているという内容を確認した。しかし、この内容は一部のベンダーのみ
における回答であるため、大半の地方自治体では職員が１件ずつ支払金額を
確認しシステムへ登録をした上で支払を行っていると考えられる。 

 
④ 子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付の業務における業務フロー以外の

事務・機能に関する調査結果 
表中の自治体名について、Ａ＋連番＋Ａ～Ｅの英字（Ａ：政令指定都市、Ｂ：特別区、Ｃ：中核市、Ｄ：

一般市、Ｅ：町村）で表している。 
 

図表 11 子ども・子育て支援 業務フロー以外の事務・機能に関する調査結果 
子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付の事務における 

パッケージ機能利用率に関する調査 
パッケージ機能利用率が 100％ パッケージ機能利用率が 100％未満 

17 団体 3 団体 
調査内容 地方自治体における子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等

利用給付の事務において、パッケージ機能利用率に関する調査を行った。 
パッケージ機能利用率が 100％未満である地方自治体について、その理由に
ついて調査を行った。 

調査結果 ・パッケージ機能利用率が 100％未満である理由について確認したところ、
いずれの団体からも旧制度から長期にわたり同一システムを利用し、制度改
正に伴う改修を頻繁に繰り返したことが理由であるとの回答が 3 団体より得
られた。 (Ａ１Ｅ、Ａ８Ａ、Ａ17Ａ） 
具体的には、システムに関する利用・保守契約や、施設等利用給付の制度開
始に伴う新規システム追加や既存業務の運用変更に伴う問題を加味して、既
存システムに対して改修を繰り返しながら使い続けていたとのことであっ
た。 
上記のことから、パッケージ機能利用率が 100%未満である地方自治体につい
ては、自治体規模や地域性を加味する必要がなく、標準化に当たり留意する
事項として整理する必要はないと考える。 

子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付の事務における 
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ＡＩ・ＲＰＡ利用に関する調査 
利用あり 利用なし 

5 団体 15 団体 
調査内容 地方自治体における子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等

利用給付の事務において、申請受付事務などへＡＩ及びＲＰＡを導入してい
るか否かの調査を行った。ＡＩ及びＲＰＡを導入している地方自治体の場
合、どのような事務を行っているかの調査を行った。 

調査結果 ・ＡＩの利用については、20 団体中５団体（Ａ５Ａ、Ａ７Ｂ、Ａ８Ａ、Ａ11
Ｄ、Ａ19Ｃ）で、教育・保育給付の「02.利用調整」について入所選考システ
ムを使っているとの回答が得られた。5 団体とも教育・保育給付システムと同
一ベンダーの入所選考システムを利用しており、教育・保育給付システムと
入所選考システム間での連携機能を有していた。教育・保育給付システムと
別ベンダーの入所選考システムを導入している事例も想定されるため、教
育・保育給付システムと入所選考システム間の連携については標準化におい
て留意する事項として整理すべきと考える。 
・ＲＰＡの利用については、４月の入所申請の受付で、ＯＣＲやＡＩ-ＯＣＲ
の利用により申請書の電子データ化を実施し、ＲＰＡの利用により教育・保
育給付システムへデータ登録する運用を３団体で確認した。（Ａ７Ｂ、Ａ８
Ａ、Ａ11Ｄ）それ以外にも、コロナ減免に関する申請書のデータ取込へＲＰ
Ａを利用している事例を確認した。（Ａ４Ｃ） 

子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付の事務における 
収納管理、督促・催告、滞納管理部分に関する調査 

総合収滞納として管理している 総合収滞納として管理していない 
１団体 19 団体 

調査内容 地方自治体における子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等
利用給付の事務において、収滞納管理の実運用に関する調査を行った。 

調査結果 ・20 団体中１団体（Ａ17Ａ）で、収滞納管理について、他の税及び料金等と
併せて収納管理を実施していた。その他 19 団体は教育・保育給付システムで
収滞納管理を実施していた。標準化に当たっての留意事項として、教育・保
育給付システムの機能として収滞納情報をどこまで管理するのか、その範囲
を明確にする必要があると考える。 

子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付の事務における 
委託業者への事務委託に関する調査 

委託業者への事務委託あり 委託業者への事務委託なし 
４団体 16 団体 

調査内容 地方自治体における子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等
利用給付の事務において、委託業者へ児童手当事務を委託しているか否かの
調査を行った。委託業者へ事務を委託している地方自治体の場合、委託業者
へどのような事務を委託しているかの調査を行った。 
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調査結果 ・政令指定都市、特別区、中核市で、外部委託していると回答があった。（Ａ
５Ａ、Ａ７Ｂ、Ａ８Ａ、Ａ12Ｃ）外部委託の内容について確認したところ、
申請情報のシステム入力を業務委託している地方自治体と、申請情報をシス
テムに一括取り込みするためのＣＳＶデータの作成を委託している地方自治
体が存在した。大規模な地方自治体ほど申請数が多いことから、外部委託用
インターフェイスやデータ取り込みを標準仕様とすることで、地方自治体へ
の負担軽減効果が期待できると考える。 

子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付の事務における 
外部システム（ＡｃｃｅｓｓやＥｘｃｅｌ等）利用に関する調査 

外部システム利用あり 外部システム利用なし 
６団体 14 団体 

調査内容 地方自治体における子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等
利用給付の事務において、外部システム利用に関する調査を行った。 
外部システムを利用している場合、どのような業務で利用しているかの調査
を行った。 

調査結果 ・ＡｃｃｅｓｓやＥｘｃｅｌを利用して、当初の算定、給付費計算、定期的
な実績報告、集計依頼や各種調査への対応をしていると回答があった。制度
改正対応で生じる改修費用の面や即時性を考慮して、外部システムでの対応
となっていると考えられる。定期的な実績報告についてはシステム標準化の
範囲とすべきと考えており、ヒアリングでも同様の意見が３団体からあっ
た。（Ａ３Ｄ、Ａ11Ｄ、Ａ19Ｃ） 
・ＥｘｃｅｌやＷｏｒｄを利用して保留通知や協議書といった帳票を作成し
ている地方自治体があるため、標準仕様でどこまでの帳票を定義するのかは
留意が必要と考える。 

子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付のシステムの 
標準化全般に関する自由意見調査 

調査内容 地方自治体における業務プロセス・情報システムの標準化について、あらか
じめ用意した設問以外に、地方自治体の持つ自由意見について調査を行っ
た。 

調査結果 ・標準化に対する意見が特にない地方自治体が 20 団体中 7 団体あった。（Ａ
１Ｅ、Ａ５Ａ、Ａ７Ｂ、Ａ８Ａ、Ａ12Ｃ、Ａ17Ａ、Ａ18Ｄ） 

 
（２） 子ども・子育て支援（地域子ども・子育て支援事業） 

アンケート調査及びヒアリング調査における結果について 
 
「地域子ども・子育て支援事業」の事業単位の担当課調査結果について 
 

図表 12 地域子ども・子育て支援事業 担当課調査の結果 
事業の分類 子ども・子育て支援 子ども・子育て支援
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担当課が主管 担当課以外が主管 
01.利用者支援事業 60% 40% 
02.延長保育事業 67% 33% 
03.実費徴収に係る補足給付を行う事業 75% 25% 
04.多様な事業者の参入促進・能力活用事業 75% 25% 
05.放課後児童健全育成事業 40% 60% 
06.子育て短期支援事業 33% 67% 
07.乳児家庭全戸訪問事業 25% 75% 
08.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 

25% 75% 

09.地域子育て支援拠点事業 60% 40% 
10.一時預かり事業 86% 14% 
11.病児保育事業 83% 17% 
12.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） 

40% 60% 

 
子ども・子育て支援（地域子ども・子育て支援事業）における調査結果 

表中の自治体名について、Ａ＋連番＋Ａ～Ｅの英字（Ａ：政令指定都市、Ｂ：特別区、Ｃ：中核市、
Ｄ：一般市、Ｅ：町村）で表している。 

 
図表 13 地域子ども・子育て支援事業における調査結果 

01.利用者支援事業 
事業実施率 システム化率 シェア上位システム 

71％ 22％ 子ども・子育て支援系 
調査内容
  

（６団体に確認：Ａ９Ｄ、Ａ14Ｄ、Ａ16Ｄ、Ａ17Ａ、Ａ18Ｄ、Ａ20Ｄ） 
調査対象団体において、業務フローに差異は存在しなかった。 

02.延長保育事業 
事業実施率 システム化率 シェア上位システム 

76％ 30％ 子ども・子育て支援系 
調査内容 （８団体に確認：Ａ９Ｄ、Ａ11Ｄ、Ａ12Ｃ、Ａ14Ｄ、Ａ16Ｄ、Ａ17Ａ、Ａ18

Ｄ、Ａ20Ｄ） 
委託の形式として、私立園のみ委託している、公立園と私立園を両方委託して
いる地方自治体が８団体存在した。業務フローについては全ての団体で差異が
あるとの回答が得られたため、地方自治体ごとに様々な事務処理方法があるこ
とを確認した。 
公立園の徴収をシステム管理している地方自治体が１団体存在した。（Ａ17Ａ） 

03.実費徴収に係る補足給付を行う事業 
事業実施率 システム化率 シェア上位システム 
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52％ 44％ 子ども・子育て支援系 
調査内容 （６団体に確認：Ａ11Ｄ、Ａ14Ｄ、Ａ16Ｄ、Ａ17Ａ、Ａ18Ｄ、Ａ20Ｄ） 

調査対象団体において、６団体中５団体は業務フローに差異が存在しないこと
を確認した。（Ａ11Ｄ、Ａ14Ｄ、Ａ16Ｄ、Ａ18Ｄ、Ａ20Ｄ） 

04. 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 
事業実施率 システム化率 シェア上位システム 

10％ 6％ 子ども・子育て支援系 
調査内容 （５団体に確認：Ａ５Ａ、Ａ14Ｄ、Ａ17Ａ、Ａ18Ｄ、Ａ20Ｄ） 

調査対象団体において、業務フローに差異は存在しなかった。また、第一次調
査にてシステム利用していると回答した地方自治体が１団体存在した。しか
し、ヒアリングを行ったところ実際にはシステム利用は行っていなかった。（Ａ
20Ｄ） 
モデル事業参加団体においても、システム化は不要との意見が得られた。（Ａ
22Ｃ） 

05.放課後児童健全育成事業 
事業実施率 システム化率 シェア上位システム 

82％ 37％ 専用パッケージ 
調査内容 （５団体に確認：Ａ12Ｃ、Ａ14Ｄ、Ａ17Ａ、Ａ18Ｄ、Ａ20Ｄ） 

調査対象団体において、業務フローに差異があると回答した地方自治体は４団
体存在した。差異の内容について確認したところ、保留通知や不承諾通知の送
付の有無、退会届の提出を求めるか否かの差異等、軽微なものであった。（Ａ12
Ｃ、Ａ14Ｄ、Ａ17Ａ、Ａ18Ｄ） 

06.子育て短期支援事業 
事業実施率 システム化率 シェア上位システム 

50％ 4％ 専用パッケージ（児童相談） 
調査内容 （１団体に確認：Ａ17Ａ） 

調査対象団体において、業務フローに差異があるとの回答が得られた。 
07.乳児家庭全戸訪問事業 

事業実施率 システム化率 シェア上位システム 
83％ 40％ 専用パッケージ（健康管理） 

調査内容 （３団体に確認：Ａ３Ｄ、Ａ16Ｄ、Ａ18Ｄ） 
調査対象団体において、業務フローに差異は存在しなかった。 
08.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 

事業実施率 システム化率 シェア上位システム 
69％ 22％ 専用パッケージ（児童相談） 

調査内容 （５団体に確認：Ａ11Ｄ、Ａ14Ｄ、Ａ16Ｄ、Ａ17Ａ、Ａ18Ｄ） 
調査対象団体において、業務フローに差異は存在しなかった。 

09.地域子育て支援拠点事業 
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事業実施率 システム化率 シェア上位システム 
80％ 4％ 専用パッケージ 

調査内容 （４団体に確認：Ａ12Ｃ、Ａ14Ｄ、Ａ17Ａ、Ａ18Ｄ） 
調査対象団体において、３団体は業務フローに差異が存在しなかった。（Ａ12
Ｃ、Ａ14Ｄ、Ａ18Ｄ） 

10.一時預かり事業 
事業実施率 システム化率 シェア上位システム 

82％ 17％ 子ども・子育て支援系 
調査内容 （８団体に確認：Ａ３Ｄ、Ａ９Ｄ、Ａ11Ｄ、Ａ14Ｄ、Ａ16Ｄ、Ａ17Ａ、Ａ18Ｄ、

Ａ20Ｄ） 
調査対象団体において、６団体は業務フローに差異が存在しなかった。（Ａ９
Ｄ、Ａ11Ｄ、Ａ14Ｄ、Ａ16Ｄ、Ａ18Ｄ、Ａ20Ｄ） 

11.病児保育事業 
事業実施率 システム化率 シェア上位システム 

58％ 6％ 子ども・子育て支援系 
調査内容 （５団体に確認：Ａ11Ｄ、Ａ14Ｄ、Ａ17Ａ、Ａ18Ｄ、Ａ20Ｄ） 

業務フローに差異ありとの回答が得られた地方自治体は３団体であった。差異
の内容について確認したところ、病児保育事業をシステム化していないことに
起因する差異や、病児保育施設への予約は地方自治体を通さず住民と施設間で
行っていることに起因する差異であるとの回答が得られた。（Ａ11Ｄ、Ａ17Ａ、
Ａ18Ｄ） 

12.子育て援助活動支援事業 
事業実施率 システム化率 シェア上位システム 

59％ 15％ 専用パッケージ 
差異の 
ポイント 

（５団体に確認：Ａ11Ｄ、Ａ14Ｄ、Ａ17Ａ、Ａ18Ｄ、Ａ20Ｄ） 
調査対象団体において、４団体は業務フローに差異が存在しなかった。（Ａ11
Ｄ、Ａ14Ｄ、Ａ18Ｄ、Ａ20Ｄ） 

 
（３） 児童手当 

児童手当の調査において、地方自治体ごとにアンケート及びヒアリングを行った。ヒアリングでは、業
務フローの差異に関する調査を始め、出先機関や外部委託業者の事務に関する調査や、ＡＩ－ＯＣＲやＲ
ＰＡの利用等に関する調査を行った。以下に調査結果を記載する。 
 
  児童手当業務における業務フロー差異に関する調査結果 
 

図表 14 児童手当業務における業務フロー差異 
事務名 差異あり 差異なし 

新規認定 42 ポイント 58 ポイント 
額改定 22 ポイント 78 ポイント 
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認定資格消滅 22 ポイント 78 ポイント 
登録情報変更 19 ポイント 81 ポイント 
現況届 14 ポイント 86 ポイント 
手当支払 38 ポイント 62 ポイント 
職権修正 0 ポイント 100 ポイント 
ＤＶ注意喚起 10 ポイント 90 ポイント 
全体平均 20 ポイント 80 ポイント 
※差異あり、なしについては、地方自治体ヒアリング調査内の「差異内容記載欄」の記載内容を基に、

機能面での差異は５、帳票面での差異は２、システムに機能が実装されていない差異を３として積み
上げ（ただし１団体での合計値の上限は 10）とし、ヒアリング対象団体 10 団体の合計値をポイント
表示（全体の上限は 100、小数点第１位を四捨五入） 

 
以下、事務ごとの差異のポイントを記載する。表中特に記載がなければ団体数の母数は 10 団体である。 
また、差異のポイント欄にはポイントとなる差異のみ記載しているため、差異のポイント欄に記載の団

体数と差異の内訳欄に記載の団体数は一致しない。 
さらに、表中の自治体名について、Ｂ＋連番＋Ａ～Ｅの英字（Ａ：政令指定都市、Ｂ：特別区、Ｃ：中

核市、Ｄ：一般市、Ｅ：町村）で表している。 
 

図表 15 児童手当 事務ごとの差異のポイント 
新規認定 

・児童手当新規認定受付入力を行う。 
・所得・年金･児童の養育状況、施設の入所・入院状況等を参照して、児童手当の認定・却下・返
戻保留の審査を行う。 
・決裁結果を踏まえ、手当の認定・却下・返戻保留通知書の作成を行う。また、そうした結果を
対象者（一般受給者・施設等受給者）に通知する。 

差異あり 差異なし 
42 ポイント 58 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：1 団体、９ポイント：2 団体、６ポイント：2 団体 
２ポイント：1 団体 

差異の 
ポイント 

申請が返戻・保留及び却下となる場合、申請内容をシステムに登録しない地
方自治体が 4 団体存在した。 
この差異の理由について確認したところ、以下の３つの回答が得られた。 
１．４団体のうち２団体において、申請が保留や却下となる場合には、申請

時にその場で住民へ口頭で伝える運用のため、実運用上システム登録が
不要だった。（Ｂ１Ｄ、Ｂ７Ｄ） 

２．４団体のうち１団体において、現行システムに返戻・保留及び却下とな
る申請情報を管理する機能が備わっておらず、システム管理が不可能だ
った。（Ｂ２Ｅ） 

３．４団体のうち１団体において、認定審査前には申請情報登録をシステム
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に登録せず、認定審査を行い認定となったもののみをシステムへ登録し
ているため、運用上返戻・保留及び却下の情報はシステムへ登録しない
運用だった。（Ｂ10Ｃ） 

この差異は中核市、一般市、町村それぞれに存在したため、自治体規模によ
り生じた差異ではないと考えられる。 

額改定 
・児童の転出、死亡、年齢到達により額改定となった対象者の抽出を行う。 
・額改定請求・届出情報の受付入力を行う。 
・児童養育状況、施設の入所・入院状況等の審査を行う。 
・児童養育状況、施設の入所・入院状況等の審査結果を踏まえ、児童手当台帳に修正を反映す
る。 
・決裁結果を元に額改定や額改定却下通知書の作成を行う。 

差異あり 差異なし 
22 ポイント 78 ポイント 

差異の内訳 ７ポイント：1 団体、６ポイント：1 団体、３ポイント：３団体 
差異の 
ポイント 

申請が却下となる場合、申請内容をシステムに登録しない地方自治体が 3 団
体存在した。なお、この３団体は新規認定の業務フローにおいても、申請が
却下となる場合はシステムに登録をしていない団体であった。（Ｂ１Ｄ、Ｂ２
Ｅ、Ｂ10Ｃ） 
認定審査前に申請情報登録をシステムに登録せず、認定審査の結果のみをシ
ステムへ登録している地方自治体が 1 団体存在した。この１団体は新規認定
の業務フローにおいても、認定審査の結果のみをシステムへ登録している団
体であった。（Ｂ10Ｃ） 

認定資格消滅 
・転出や死亡、年齢到達により児童手当の資格が消滅した者の抽出を行う。 
・受給事由消滅届の受付入力を行う。 
・児童手当認定資格消滅対象について審査を行う。 
・決裁結果を元に消滅通知書の作成を行う。 
・また、その通知書を対象者（一般受給者・施設等受給者）に通知する。 

差異あり 差異なし 
22 ポイント 78 ポイント 

差異の内訳 7 ポイント：１団体、6 ポイント：１団体、3 ポイント：３団体 
差異の 
ポイント 

申請が却下となる場合、申請内容をシステムに登録しない地方自治体が 1 団
体存在した。（Ｂ10Ｃ） 
この差異の理由について確認したところ、新規認定の業務フロー等と同様、
却下となる申請時にその場で住民へ口頭で伝えるため、実運用上システム登
録が不要であるとの回答が得られた。 
受給者死亡による未支払請求について、システムで情報を管理していない地
方自治体が 1 団体存在した。（Ｂ２Ｅ） 
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この差異の理由について確認したところ、未支払請求に関する情報はシステ
ムで管理しておらず、Ｅｘｃｅｌにて管理しているとの回答が得られた。 
未支払請求を管理している 9 団体（Ｂ２Ｅ以外）のうち、未支払請求の却下
について、システムに登録していない地方自治体が 2 団体存在した。（Ｂ１
Ｄ、Ｂ５Ｂ） 
この差異の理由について確認したところ、実運用として未支払請求が却下と
なる例がないことから、システム機能として入力は可能となっているが使用
することがないとの回答が得られた。 

登録情報変更 
・児童認定の受給者若しくは養育している児童、施設等受給者若しくは入所・入院している児童
の氏名や住所が変わった際の届けの受付入力を行う。 
・児童手当受給者や養育している児童の住民記録の異動や施設等受給者若しくは入所・入院して
いる児童の変更状況を確認し、児童手当台帳に変更を反映する。 

差異あり 差異なし 
19 ポイント 81 ポイント 

差異の内訳 ７ポイント：１団体、６ポイント：１団体、３ポイント：２団体 
差異の 
ポイント 

申請が却下となる場合、申請内容をシステムに登録しない地方自治体が 3 団
体存在した。（Ｂ１Ｄ、Ｂ５Ｂ、Ｂ10Ｃ）なお、このうち２団体は新規認定の
業務フローにおいても、却下となる申請内容をシステムに登録していない団
体であった。（Ｂ１Ｄ、Ｂ10Ｃ） 

現況届 
・毎年 6 月頃現況届を印刷し、児童手当の受給者（一般受給者・施設等受給者）に送付し、提出
を依頼する。 
・児童手当受給者（一般受給者・施設等受給者）から提出された現況届の受付入力を行う。 
・提出された現況届をもとに、現受給者の所得や年金、そして児童の養育状況、施設の入所・入
院状況等を審査する。 
・現況届の未提出者を抽出し、催促の通知を行う。 
・現況届の未提出者を抽出し、手当の支払い差し止めを一括で行う。 
・児童手当を継続して受給できる対象を確認する。 
・現況審査結果等の通知を対象者（一般受給者・施設等受給者）に行う。 

差異あり 差異なし 
14 ポイント 86 ポイント 

差異の内訳 5 ポイント：１団体、３ポイント：１団体、２ポイント：３団体 
差異の 
ポイント 

現況届の内容審査の結果、継続して認定となる受給者への通知書発行に関す
る 3 通りの運用が存在した。 
１．継続して認定となる受給者全員に対し、継続認定通知書を発行する運

用。（継続認定通知書は児童手当市町村事務処理ガイドラインに様式が定
められておらず、市町村が独自に帳票を作成し運用している。）（Ｂ３
Ｃ） 
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２．継続して認定となる受給者のうち、児童手当から特例給付に、若しくは
特例給付から児童手当に変更となる受給者にのみ、認定通知書を発行す
る運用。（Ｂ２Ｅ、Ｂ６Ｃ、Ｂ８Ｅ、Ｂ９Ａ） 

３．現況受付時には認定通知書や継続認定通知書を発行せず、年間分の支払
額を記載した支払通知書の送付をもって継続認定の通知に代える運用。
（Ｂ５Ｂ） 

手当支払 
・支給対象となる児童追加や消滅処理を行った場合の手当金額に不整合があるか、確認する。 
・過去に過誤払が発生している場合の相殺を行う。 

※施設等受給者に関しては同一児童への支払の範囲で相殺を行う。 
・児童手当の支払額を算定し、登録する。 
・支払対象者の一覧と対象者に送付する通知書を出力する。 
・支払を行うためのデータ作成を一括処理で行う。 
・児童手当の支払通知を対象者（一般受給者・施設等受給者）に行う。 
・振込依頼書を作成し、口座振込データを金融機関に送付する。 
・金融機関からの情報をもとに、口座振込不能者を確認する。 
・徴収情報の登録・変更・削除等を行う。 
・寄附に関する申出があった場合の支払データの訂正を行う。 
・保育料・学校給食費に関する徴収の申出があった場合の支払データの訂正を行う。 

差異あり 差異なし 
38 ポイント 62 ポイント 

差異の内訳 10 ポイント：１団体、５ポイント：３団体、３ポイント：３団体 
２ポイント：２団体 

差異の 
ポイント 

振込不能の取扱い、寄付や徴収の有無の運用について差異が存在した。 
この差異の理由について確認したところ、振込不能となる場合は口頭若しく
は受給者へ電話など口頭で確認を行うのみでシステムを利用していないとの
回答が 6 団体から得られた。（Ｂ１Ｄ、Ｂ２Ｅ、Ｂ３Ｃ、Ｂ６Ｃ、Ｂ８Ｅ、Ｂ
10Ｃ） 
徴収情報の取り込みについては、２通りの運用が存在した。 
１．徴収データを主管課からリスト形式（紙媒体を含む）で受領し、児童手

当担当課においてシステムに手入力する運用。（Ｂ３Ｃ、Ｂ８Ｅ） 
２．徴収データを主管課からＣＳＶ形式のデータで受領し、児童手当システ

ム側へ一括で取り込みを行う運用。（Ｂ４Ａ） 
また、支払通知書の運用について地方自治体により３通りの運用が存在し
た。 
１．定時支払及び随時支払の際に、支払が行われる受給者に対して支払通知

書の発行を行う運用。（Ｂ６Ｃ、Ｂ８Ｅ） 
２．新規認定時、現況届の受付時等、支払額の決定されたタイミングに一年

間分の支払予定を通知することで、支払の都度の支払通知書発行は行わ
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ない運用。（Ｂ３Ｃ、Ｂ４Ａ、Ｂ５Ｂ） 
３．支払の際の通知書の発行及び一年間分の支払予定の通知、そのどちらも

行わず、支払額の通知については振込口座の通帳を見てもらうことで代
替する運用。（Ｂ９Ａ） 

支払の際に支払通知書の発行を行っていない理由について確認したところ、
受給者数が多いため支払通知書の発行に労力がかかるためとの回答が得られ
た。実際に１団体（Ｂ９Ａ）で「過去には支払通知書を発行していたが、受
給者数が多いため通知書の発行枚数が多く、印刷内容の確認及び発送事務に
手間がかかっている。そのような実態から、事務負担軽減のために支払通知
書の発行を行わないように途中で運用を変更した経緯がある」との回答が得
られた。この回答から、受給者数が多い地方自治体ほど支払通知書発行の負
担が大きく、支払通知書に関する運用は極力省力化したいのではないかと考
えられる。 
また、地方自治体によっては郵送にかかるコスト削減のため、支払通知書に
ついて圧着ハガキを用いた様式を利用している場合があった。（Ｂ４Ａ、Ｂ８
Ｅ） 

職権修正 
・職権により児童手当の額改定、受給事由を修正する。 

差異あり 差異なし 
0 ポイント 100 ポイント 

差異の内訳 なし 
差異の 
ポイント 

業務フローの差異は存在しなかった。 
自治体ヒアリングで事例として挙げられた「職権修正」の例は以下の通り。 
１. 住基上の転出に伴う修正（同居別居の情報や配偶者情報） 
２. 在留期限切れに伴う資格喪失 
３. 年金情報照会等、個人番号を用いた情報照会の結果の反映 
職権修正の業務フローについて、地方自治体側で職権修正が独立した業務フ
ローとして存在するという認識がなく、額改定や登録情報変更、資格消滅の
登録を職権で行う場合を職権修正として認識されていた。 

ＤＶ注意喚起 
・DV 対象者を選択した場合、注意喚起を行う。 
（メッセージ表示、画面の色変更など、仕様はパッケージごとに異なる。） 

差異あり 差異なし 
10 ポイント 90 ポイント 

差異の内訳 5 ポイント：2 団体 
差異の 
ポイント 

業務フローの差異はほとんど存在しなかった。 
差異として挙げられた一例として、ＤＶに関する情報を住民窓口主管課等に
おいて一括登録し、児童手当システムはその情報を基に注意喚起を行ってい
るという例が見られた。 
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ＤＶ注意喚起の業務フローについても職権修正と同様、地方自治体側では独
立した業務フローとして認識しておらず、新規認定や額改定等、各業務フロ
ーの流れの内で管理する業務フローの一つとして認識していた。 

 
児童手当業務における業務フロー以外の事務・機能に関する調査結果 
表中の自治体名について、Ｂ＋連番＋Ａ～Ｅの英字（Ａ：政令指定都市、Ｂ：特別区、Ｃ：中核市、

Ｄ：一般市、Ｅ：町村）で表している。 
 

図表 16 児童手当業務における業務フロー以外の事務・機能に関する調査 
出先機関における児童手当事務に関する調査 

出先機関あり 出先機関なし 
8 団体 2 団体 

調査内容 地方自治体における児童手当事務において、出先機関による事務が行われて
いるかの調査を行った。出先機関による事務が行われている地方自治体の場
合、出先機関と本庁で行われている事務にどのような差異があるかの調査を
行った。 

調査結果 ・調査を行った地方自治体 10 団体のうち、自治体区分が「町村」以外の 8 団
体全てにおいて、出先機関における児童手当事務が行われていた。（Ｂ２Ｅ、
Ｂ８Ｅ以外の 8 団体） 
・出先機関において事務を実施している地方自治体の全てが、認定請求を始
めとした各種申請を出先機関で受理していた。 
・申請の受理は各出先機関で実施するが、申請内容の審査・認定については
本庁で行っているという地方自治体が多く、５団体存在した。（Ｂ１Ｄ、Ｂ３
Ｃ、Ｂ５Ｂ、Ｂ６Ｃ、Ｂ７Ｄ） 
・支所側でも本庁と同様に審査・認定事務を行っている地方自治体が３団体
存在した。（Ｂ４Ａ、Ｂ９Ａ、Ｂ10Ｃ） 

児童手当事務における委託業者への事務委託に関する調査 
委託業者への事務委託あり 委託業者への事務委託なし 

６団体 ４団体 
調査内容 地方自治体における児童手当事務において、委託業者へ児童手当事務を委託

しているか否かの調査を行った。委託業者へ事務を委託している地方自治体
の場合、委託業者へどのような事務を委託しているかの調査を行った。 

調査結果 ・調査を行った地方自治体 10 団体のうち、６団体で委託業者へ児童手当事務
の委託が行われていた。 
・現況届や支払通知書といった全受給者へ一斉に送付する帳票の印刷を委託
している地方自治体が 3 団体存在した。（Ｂ２Ｅ、Ｂ４Ａ、Ｂ６Ｃ） 
・認定請求や額改定請求等の申請内容をシステムへ登録する事務を全般的に
外部委託しており、地方自治体職員が自らシステムへの登録を行うケースが
ほぼ存在しない地方自治体が１団体存在した。委託業者には一部機能に限定
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したシステム利用権限を付与していた。（Ｂ５Ｂ） 
・現況届の事務のうち、受給者から返送されてきた現況届の開封からシステ
ムを利用した内容審査、結果更新の事務までを委託している地方自治体が１
団体存在した。（Ｂ９Ａ） 
・異動情報の入力などのバッチ処理を委託している地方自治体が１団体存在
した。（Ｂ10Ｃ） 

児童手当事務におけるＡＩ・ＲＰＡ利用に関する調査 
利用あり 利用なし 

2 団体 8 団体 
調査内容 地方自治体における児童手当事務において、申請受付事務等へＡＩ及びＲＰ

Ａを導入しているか否かの調査を行った。ＡＩ及びＲＰＡを導入している地
方自治体の場合、どのような事務を行っているかの調査を行った。 

調査結果 ・調査を行った地方自治体 10 団体のうち、2 団体で児童手当事務へＡＩ・Ｒ
ＰＡの利用が行われていた。 
・受給者から受け付けた現況届の記載内容をＡＩによるスキャンを行った上
でデータ化し、マイナンバー利用による情報照会についてＲＰＡを利用し自
動で行っている地方自治体が１団体存在した。ただし、情報照会の結果につ
いては、地方自治体職員の目視確認にて行い、システムへの手動反映を行っ
ていた。（Ｂ１Ｄ） 
・現況届のバーコードをＡＩに読み取らせることで、自動的に「未受付」の
状態から「受付済」という状態に更新しているが、現況届の記載事項をシス
テムへ入力する作業自体は地方自治体職員が手作業で行っている地方自治体
が１団体存在した。（Ｂ５Ｂ） 
ＡＩ・ＲＰＡを利用していない地方自治体について、利用するかを検討中で
ある団体、利用を一度も検討したことがない団体、利用を検討したが現状の
事務に応用できないと判断した団体が存在した。 

児童手当事務における電子申請利用に関する調査 
利用あり 利用なし 

７団体 ３団体 
調査内容 地方自治体における児童手当事務において、ぴったりサービス等の電子申請

を利用しているか否かの調査を行った。電子申請を利用している場合、通常
の業務フローとの差異について調査を行った。 

調査結果 ・調査を行った地方自治体 10 団体のうち、７団体でぴったりサービスや都道
府県の電子申請システムを利用した児童手当の電子申請受付が行われてい
た。そのうち４団体（Ｂ１Ｄ、Ｂ３Ｃ、Ｂ４Ａ、Ｂ５Ｂ）についてはぴった
りサービス、他３団体（Ｂ６Ｃ、Ｂ９Ａ、Ｂ10Ｃ）は都道府県の電子申請シ
ステムを利用した申請受付を行っていた。ただし、利用を行っていないと回
答した 3 団体のうち 2 団体については、利用できるようになっているが、実
運用上一度も申請がないため、利用なしの回答となった。（Ｂ２Ｅ、Ｂ８Ｅ） 
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・申請受付の業務フローについては、ぴったりサービス及び都道府県の電子
申請システムのどちらを利用している団体でも差異が存在しなかった。具体
的な事務内容として、電子申請があった場合は地方自治体へ申請受付メール
が届き、電子申請システム側から出力された帳票を窓口申請と同様に児童手
当システム側へ入力する事務を行っていた。 
・電子申請の利用件数については、現況届を中心に年間で 10 件未満という回
答が６団体から得られた（Ｂ１Ｄ、Ｂ３Ｃ、Ｂ４Ａ、Ｂ６Ｃ、Ｂ９Ａ、Ｂ10
Ｃ）。新規認定の申請等が月に 5 件程度ずつ電子申請より行われているとの回
答が１団体から得られた。（Ｂ５Ｂ） 
・電子申請の更なる普及に関して意見を求めたところ、以下の 2 種類の意見
が出た。 
１．電子申請にはマイナンバーカードが必要であり、そもそもマイナンバー

カードを保有していない人は利用できないためハードルが高いのではな
いかと考える。 

２．出生等で児童手当を申請する場合、出生届等の提出のために市役所に来
庁する必要があり、合わせて児童手当の申請を行うケースが多く、児童
手当のみではなく、業務を超えて検討すべきであると考える。 

 
児童手当業務における標準化に関する意見調査結果 
 

図表 17 児童手当業務における標準化に関する意見調査 
現行システムから標準システムへの変更に当たり懸念すべき事項に関する意見調査 

調査内容 地方自治体で現行利用しているシステムが、標準仕様に基づいたシステムへ
変更となったと仮定した場合に懸念すべき事項について調査を行った。 

調査結果 調査結果として以下の意見が得られた。 
・保留や返戻及び却下の情報を現行システムでは管理していないが、標準シ
ステムで入力が可能となるのであれば今後は管理するように現行の事務を変
更すべきと考える。 
・現行システムでは同一のシステム画面内で、児童手当だけではなく児童扶
養手当等、児童福祉に関連する他業務の台帳情報が参照できるようになって
いる。標準システムへ変更となることにより他業務の資格情報が円滑に参照
できなくなるのではないかと懸念している。 
・児童手当と児童扶養手当の標準化スケジュールに差が出ると、一方のみ標
準化に先行して対応しなければならないという状況にならないかと懸念して
いる。できる限り足並みをそろえての標準化が望ましいと考える。 
・現行システムでは台帳情報に関連して自由にテキスト情報を入力して管理
できるメモ機能があり、人によって異なる特殊な状況等を入力・管理してい
る。標準システムへ変更となることによりメモ情報の管理が行えなくなるの
ではないかと懸念している。 
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・現在は児童手当で発生した債権の管理を別システムで管理しているが、２
つのシステムを利用しているためミスの発生を懸念している。そのため、標
準システムでは債権管理が同一システムで行えるようになることを期待して
いる。 

標準仕様の検討範囲に関する意見調査 
調査内容 地方自治体における業務プロセス・情報システムの標準化について、業務フ

ローとして整理する事務の範囲に関する意見について調査を行った。 
調査結果 調査結果として以下の意見が得られた。 

・地方自治体独自で行っている事務はなく、整理されている業務フローで問
題なく事務が行えると考える。 
・交付金概算交付申請書等、都道府県への提出が必要な統計様式について
も、標準仕様に含めるべきではないかと考える。 
・自治体中間サーバへの情報照会について、現状、児童手当システムから行
える照会事務を標準化後も行えるかどうか、情報照会が標準仕様に含まれる
のかを懸念している。 
・受給者からの依頼に応じ、児童手当の支払額を証明するための帳票を手作
業にて作成している。（奨学金の申請時等に、児童手当を受給していることの
証明書が必要であるため）標準システムから出力できる帳票があれば、地方
自治体職員の事務負担が軽減されるのではないかと考える。 

業務フローの記載粒度及び網羅性に関する意見調査 
調査内容 作成した業務フローについて、記載内容の粒度及び事務の網羅性に関する意

見について調査を行った。 
調査結果 調査結果として以下の意見が得られた。 

・基本的な事務の流れは問題なく網羅できていると考える。今後の運用の参
考としたいと考える。 
・政令指定都市の場合は受給者の区間異動（受給者が同一政令指定都市内の
他の行政区に転居した際などに、受給者の所属する行政区を修正する）、行政
区ごとの支払事務などの運用があるため、標準の業務フローと必然的に差異
が生じると考えているが、標準の業務フローとしては問題ないと考える。 

児童手当システムの標準化全般に関する意見調査 
調査内容 地方自治体における業務プロセス・情報システムの標準化について、あらか

じめ用意した設問以外に、地方自治体の持つ自由意見について調査を行っ
た。 

調査結果 調査結果として以下の意見が得られた。 
・現行の事務において手作業で作成している帳票が標準システムから作成で
きるようになれば、事務負担が軽減するのではないかと考える。 
・現行システムでは、システム障害が発生した場合に障害が解消するまでに
非常に時間がかかっており事務効率が低下している。標準システムが導入さ
れることで、障害の発生が少なくなること、及び発生した障害の解決が迅速
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に行われるようになることを期待している。 
・他の地方自治体から住民が転入してきた場合に、現在は他の地方自治体で
管理している台帳情報を電話で確認する等の手間が発生している。標準シス
テムが導入されることで、転入元市町村及び転出先市町村との台帳情報の受
渡しがシームレスに行えるようになることを期待している。 

標準化に伴う管理項目の見直しに関する意見調査 
調査内容 システム上、メモ機能や備考機能で管理している項目のうち、標準化に伴い、一つ

の管理項目として定義した方が良いと考える機能はないか意見を求めた。 
調査結果 調査結果として以下の意見が得られた。 

・ＤＶに関する情報は、ポップアップ等で注意喚起する必要があるので、メモ機能
等を使用しての代替運用ではなく、専用の管理項目として管理できると良いと考え
る。 

ノンカスタマイズの実現に関する意見調査 
調査内容 標準化仕様を検討するに当たり、ノンカスタマイズでの導入を実現するための仕様

検討について意見を求めた。 
調査結果 調査結果として以下の意見が得られた。 

・地方自治体により児童手当の受給者に関するデータの利活用の方法が異なる。例
としては、児童手当の資格者を対象にバスの乗車券を配布するといった事業を行っ
ている地方自治体が存在した。このように、地方自治体独自のデータ抽出が行いた
い場合にカスタマイズ対応が発生している。そのため、様々な条件を指定して抽出
が行えるように、標準システムでは充実したデータ抽出機能が実装されれば、デー
タ抽出に関するカスタマイズは少なくなると考える。また、データ抽出をベンダー
へ依頼しなければならない場合があり、費用や手間が生じているため、地方自治体
職員側で抽出が行える仕組みが講じられていると良いと考える。 

 

2.2  事業者（ベンダー）へのヒアリングによる調査 

2.2.1 ヒアリング概要 
本調査研究事業では、業務プロセスの実態調査のため、複数の地方自治体に加えて、地方自治体にシス

テムを提供している事業者（ベンダー）（以下単に「ベンダー」という）に対してヒアリングを行った。ヒ
アリングの実施内容を以下に示す。 

方式：ＷＥＢ会議 
 調査対象：自治体ヒアリング調査対象を踏まえ、子ども・子育て支援、児童手当でそれぞれ 

5 社を選定 
      ※５社の内訳については一部重複する 
 調査方法：電子メールにてヒアリング内容及びサンプル業務フローを事前送付し、ヒアリングにて

回答を確認する 
調査内容：図表 18 を参照 
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図表 18 ベンダーヒアリングの調査内容 
調査内容 備考 

サンプル業務フローと、ベンダーシステムを利用した標準業務フローにおい
て、運用に差異がある場合、その内容を確認する。 

サンプル業務フロ
ーとの差異の深堀 

サンプル業務フローの受渡しにおいて、ベンダーシステムでのパッケージ対応
状況を確認する。 

サンプル業務フロ
ーとの差異の深堀
（カスタマイズ内
容の把握） 

ベンダーシステムにおいて、運用上必要な機能等であるが、パッケージ標準に
ない機能のためカスタマイズによりシステム内に実現している機能や業務プ
ロセス等があり、標準仕様にも必要であると考えられるものがある場合、その
内容を確認する。 

地方自治体の仕様
差異によりパラメ
ータ等で対応して
いるものを含む 

他システム連携の仕様について確認する。 連携方式等 
他システム連携の標準化における課題や懸念点、効果について、確認する。 サンプル業務フロ

ーとの差異の深堀 
都道府県・市町村独自集計への対応状況について、確認する。 パッケージシステ

ム（ＥＵＣ)での対
応状況等 

標準仕様の検討範囲について確認する。 標準化した際に効
果が大きいと考え
る機能等 

サンプル業務フローの粒度や網羅性について、確認する。  
システム標準化全般について、御意見等確認する。 「コスト削減」「負

担軽減」「利便性」
の観点等 

 
 

2.2.2 調査対象ベンダー 
調査の対象ベンダーは、第一次調査結果における自治体規模ごとのシェア上位パッケージ提供ベンダー、

自治体ヒアリングの対象との関連性、複数の都道府県へのパッケージ導入有無を加味して選定を行った。 
 

図表 19 調査対象ベンダーの一覧 
対象ベンダー・

パッケージ 
選定理由 子ども・ 

子育て支援 
調査対象 

児童手当 
調査対象 

ａ１ａ 全体の上位のシェア 〇 〇 
ａ２ 政令指定都市、特別区でそれぞれ上位のシェア 〇 〇 
ａ３ 政令指定都市、特別区、中核市、一般市で上位のシ

ェア 
〇  
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ａ４ 一般市で一定のシェア、町村で上位のシェアで会
計、財務等、子ども子育ての料金系の連携等に一定
の見識を期待できる 

〇  

ａ５ 一般市、町村で一定のシェア 〇  
ｂ１ 全体の上位のシェア  〇 
ｂ２ 全体の上位のシェアで自治体ヒアリングの対象と

なっていない 
 〇 

ｂ３ 一般市、町村向けに複数県に導入している  〇 
 

 
2.2.3 調査結果まとめ 

（１） 子ども・子育て支援（子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付） 
子ども・子育て支援（子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付）のベンダーヒ

アリング結果について、調査内容ごとに整理した。 
 

図表 20 子ども・子育て支援 ベンダーヒアリング結果 
運用差異について 

調査内容 サンプル業務フローと、ベンダーシステムを利用した標準業務フローにおいて、
運用に差異がある場合、その内容を確認する。 

主な意見 ・支給認定証の交付について、発行・返却事務を省略化し、認定通知書として利
用者に送付している地方自治体が多い認識である。 
・現況確認時に現況届の審査結果通知ではなく、保育料が変更になる場合のみ保
育料変更通知書を送付する運用がある一方、全員に入所継続決定通知書を送付す
る運用もあり、ベンダーごと、地方自治体ごとで結果通知の方法が異なってい
る。 
・副食費賦課情報管理において、副食費免除通知だけではなく、副食費の徴収額
の通知又は保育料が無償となる通知を実施している地方自治体がある。 
・全国総合システムは廃止されている認識であるが、地方自治体によっては参照
をしているところがある。 
・減免通知については利用者からの減免申請があり、地方自治体が審査した上で
減免通知を送付する。審査の結果、不承諾となることもあり、減免不承諾通知書
を送付する。 
・事業所請求管理について、システムにより算出した給付費と事業所からの請求
額を比較し、確定した額をシステム登録する運用としている。 
・利用者より延滞金免除申請を受領した場合、地方自治体は審査内容を審査し免
除決定通知書、免除不承諾通知書を発送している。 

パッケージ対応状況について 
調査内容 サンプル業務フローの運用において、ベンダーシステムでのパッケージ対応状況

を確認する。 
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主な意見 提示したサンプル業務フローの範囲では、大体パッケージシステムで対応されて
いる。 
なお、３社はオールインワンパッケージを提供しており、利用料納付管理事務の
中の利用料の調定までは子ども・子育て支援システムで実施し、納付書発行、口
座振替、収納管理、滞納管理等は、税やその他の料金と合わせた総合収滞納シス
テムで実施する運用であった。 

標準仕様に加える必要があるカスタマイズについて 
調査内容 ベンダーシステムにおいて、運用上必要な機能等であるが、パッケージ標準にな

い機能のためカスタマイズによりシステム内に実現している機能や業務プロセス
等があり、標準仕様にも必要であると考えられる場合、その内容を確認する。 

主な意見 ・利用調整（入所選考）について、選考の基準（基準指数、調整数、同点時優
先、きょうだい既入所時加算、希望施設数の上限等）が、地方自治体により異な
っている。 
・独自減免についての対応 
これらの意見について、標準化の検討範囲について、標準化することで効果が大
きいと考えられる機能としても挙がっている。利用調整（入所選考）について、
３社は必要に応じて別ベンダーの入所選考専用システムにデータ連携を行い、選
考結果を取り込む運用を行っていた。なお、１社については、自社開発した入所
選考専用システムを運用していた。更に、１社については、教育・保育給付シス
テム内のパラメータを切り替えることにより、地方自治体ごとの選考基準に対応
していた。 
また、施設等利用給付において、認定情報、口座情報、負担額等を一括で取り込
む機能を提供しているベンダーが２社存在した。 

都道府県・市町村独自集計への対応状況について 
調査内容 都道府県・市町村独自集計への対応状況について、確認する。 
主な意見 都道府県や市町村の独自の集計表について、各ベンダーともに汎用的なＥＵＣ機

能を用いて、ＳＥ又は地方自治体職員にて対応を行っている。これは第一次調査
における自治体向けアンケートの結果とも一致しており、標準化の検討に当たっ
ては、汎用的なＥＵＣ機能で備えるべき内容を検討する必要がある。 

標準仕様の検討範囲について 
調査内容 標準仕様の検討範囲について確認する。 
主な意見 管理項目や各種帳票様式は、標準化することでシステム導入時の個別カスタマイ

ズの抑止につながり、標準化の効果が大きいという意見があった。 
標準仕様として統一することにより、効果が高いと考えられる機能等のその他の
意見は下記の通りである。 
・施設や事業所の番号は、電子申請の自動受付を見据えて統一化しておいた方が
良い。 
・利用調整や利用料算定における減免内容について、地方自治体独自の基準とな
っており、カスタマイズの要因となる。 
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サンプル業務フローの粒度や網羅性について 
調査内容 サンプル業務フローの粒度や網羅性について、確認する。 
主な意見 ・統計報告について、業務フローに追加した方が良い。 

・滞納管理について、分納及び児童手当からの徴収を行っているため、業務フロ
ーに追加した方が良い。 
・口座振替分について、通知の業務フローが不足している。パターンとしては、
口座振替実施前に事前通知を行う場合と、口座振替実施後に口座振替済み通知を
行う場合がある。 
網羅性についての主な意見は上記の通りである。 
また粒度については、３社では大体問題ないとの回答だったが、その他のベンダ
ーより、標準化する範囲やレベルに合わせて粒度を細かくする必要が出てくる、
地方自治体職員の作業負荷が高い業務フローの粒度を細かくすることで、地方自
治体職員の人事異動時の作業引継ぎコストが下がるとの意見があった。 

システム標準化全般について 
調査内容 システム標準化全般について、ベンダーの意見等確認する。 
主な意見 子ども・子育て支援制度については、地方自治体の独自運用が多い業務であるこ

とに起因し、標準化により地方自治体側の業務フローが変更となる、また、独自
運用が残ることで標準化部分をカスタマイズする必要が出てくることを懸念する
意見があった。 
一方で、地方自治体側の運用や通知書、データ連携等を可能な限り統一すること
で、コスト削減、負担軽減につながるという意見もあった。 
子ども・子育て支援業務の標準化範囲については、十分な検討が必要であり、地
方自治体間で業務フローに差異が少ない部分を中心として行っていくべきである
と考えられる。 

 
（２） 子ども・子育て支援（地域子ども・子育て支援事業） 

子ども・子育て支援（地域子ども・子育て支援事業）のパッケージ提供状況について、 
以下のいずれに該当するかを確認した。 

◎：教育・保育給付、施設等利用給付のパッケージとして提供 
〇：教育・保育給付、施設等利用給付のパッケージをカスタマイズして提供 
□：教育・保育給付、施設等利用給付のパッケージのオプション機能として提供 
△：地域子ども・子育て支援事業の専用パッケージを提供 

    
図表 21 地域子ども・子育て支援事業パッケージ提供状況一覧 

対象ベンダー・
パッケージ 

パッケージ提供状況 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

ａ１ａ  ◎           
ａ１ｂ ※参考  ◎           
ａ２  ◎ ◎  ◎     ◎ ◎  
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ａ３  ◎ ◎  △     〇 〇  
ａ４  ◎※ ◎  △     ◎※   
ａ５  ◎ ◎  △     ◎ ◎  

※について、一部機能の提供のみで交付金申請が行えないため、パッケージを提供しているとは言いにくいというベンダ

ー側の意向があった。 

 
また、子ども・子育て支援（地域子ども・子育て支援事業）について、事業単位の調査結果をまとめた。 
 

図表 22 地域子ども・子育て支援事業 事業単位の調査結果 
01.利用者支援事業 

調査対象ベンダーでは、システム提供を行っているベンダーはなかった。第一次調査にて、地方自
治体側よりパッケージ提供ベンダーとして名前が挙がったベンダーにおいても、実際はパッケー
ジの提供を行っていないとのことであり、地方自治体側がパッケージ内の機能を使いやすいよう
に利用していると考えられる。 

02.延長保育事業 
調査対象ベンダーでは、全ベンダーがシステム提供を行っている。ただし、提供範囲はベンダーに
よって異なっており、地方自治体ごとに差異が発生する主な内容は下記となる。 
・延長保育料について、時間単位、日額固定、月額固定 
・延長保育料の徴収について、通常保育料と合算して行う、別で行う 
・延長保育料の賦課について、同月で行う、翌月に利用実績に基づき行う 
・延長保育利用に関する利用調整を行う場合と行わない場合が存在する 

03.実費徴収に係る補足給付を行う事業 
調査対象ベンダーの５社中４社がシステム提供を行っている。 

04. 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 
調査対象ベンダーでシステム提供を行っているベンダーはなかった。第一次調査にて、地方自治体
側よりパッケージ提供ベンダーとして名前が挙がったベンダーにおいても、実際はパッケージ提
供を行っていなかった。 

05.放課後児童健全育成事業 
調査対象ベンダーの５社中４社がシステム提供を行っている。そのうち３社は、放課後児童健全育
成事業パッケージと、子ども・子育て支援（教育・保育給付、施設等利用給付）パッケージは、別
パッケージの取扱いである。残りの１社については、子ども・子育て支援パッケージの一部として、
放課後児童健全育成事業パッケージを提供している。 

06.子育て短期支援事業 
調査対象ベンダーで、システム提供を行っているベンダーはなかった。 

07.乳児家庭全戸訪問事業 
調査対象ベンダーで、システム提供を行っているベンダーはなかった。 

08.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 
調査対象ベンダーで、システム提供を行っているベンダーはなかった。 
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09.地域子育て支援拠点事業 
調査対象ベンダーで、システム提供を行っているベンダーはなかった。 

10.一時預かり事業 
調査対象ベンダーのうち４社が、パッケージ又はカスタマイズとして、利用者管理及び利用実績管
理を行うシステムを提供している。 

11.病児保育事業 
調査対象ベンダーのうち３社が、パッケージ又はカスタマイズとして、利用者管理及び利用実績管
理を行うシステムを提供している。 

12.子育て援助活動支援事業 
調査対象ベンダーで、システム提供を行っているベンダーはなかった。 

 
（３） 児童手当 

児童手当のベンダーヒアリング結果について、調査内容ごとに整理した。 
 

図表 23 児童手当 ベンダーヒアリング結果 
運用差異について 

調査内容 サンプル業務フローと、ベンダーシステムを利用した標準業務フローにおい
て、運用に差異がある場合、その内容を確認する。 

主な意見 ・支払通知書について、支払用データの作成と同時期に出力、振込日前に発送し
ているケースが多い。 
・徴収に係る通知書、保育料特別徴収通知書は申請のあった際に通知書出力して
おり、支払のタイミングでは通知書出力していない。支払通知書にて通知とな
る。 
・パッケージにより、現況届の作成時点で支払差止としている場合がある。 
・現況届の送付に合わせて、送付のお知らせを行っている。 
・現況届未提出の際には現況届提出依頼通知書に相当する通知書を送っている。 
主な意見は上記の通りである。特に現況届の送付に合わせて送付するお知らせ
は、標準仕様に加える必要があるカスタマイズとしても意見が挙がっている。 

パッケージ対応状況について 
調査内容 サンプル業務フローの受渡しにおいて、ベンダーシステムでのパッケージ対応状

況を確認する。 
主な意見 提示したサンプル業務フローの範囲では、ほとんどの部分がパッケージシステム

で対応されているという回答だった。パッケージシステムで対応されていない主
な機能は下記の通りである。 
・「同居父母にかかる認定について」「父母指定者の受給事由消滅について」の作
成については、全てのベンダーがシステムからの出力機能を保有していない。 
・「返戻・保留カード」、「父母指定者管理台帳」「寄付受領証明書」についても、
３社はシステムからの出力機能を保有しておらず、システム参照を行うことで代
替している。 
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・振込不能情報の登録について、いずれのベンダーも、振込不能情報そのものの
管理ではなく、支払データを修正することで対応している。 
・過払い金の管理について、全てのベンダーで、過払い金額を次回以降の支給金
額より調整する機能又は過払い金額の返還を管理する機能の提供を行っていた。
更に債権管理となる場合、１社では、債権登録、債権承認の管理までを実施して
いる。その場合、納付書発行等は別システムで行う運用となる。 

標準仕様に加える必要があるカスタマイズについて 
調査内容 ベンダーシステムにおいて、運用上必要な機能等であるが、パッケージ標準にな

い機能のためカスタマイズによりシステム内に実現している機能や業務プロセス
等があり、標準仕様にも必要であると考えられる場合、その内容を確認する。 

主な意見 ・保育料の滞納による申出徴収又は特別徴収の対象者のデータについて、一括で
取り込む機能をカスタマイズして提供している。 
・各種通知書について、封筒代や封入作業のコスト削減のため、A４縦の様式では
なくハガキにて送付している。 
・現況届送付時に送付のお知らせを同封している。 
主な意見は上記の通りであった。特に徴収金の取り込み機能については、子ど
も・子育て支援システム提供ベンダーへの調査時でも意見として挙がっており、
連携要件として検討が必要である。 

都道府県・市町村独自集計への対応状況について 
調査内容 都道府県・市町村独自集計への対応状況について、確認する。 

主な意見 都道府県や市町村の独自の集計表について、各ベンダーともに汎用的なＥＵＣ機
能を用いて、ＳＥ又は地方自治体職員にて対応を行っている。これは第一次調査
における自治体向けアンケートの結果とも一致しており、標準化の検討に当たっ
ては、汎用的なＥＵＣ機能で備えるべき内容を検討する必要がある。 

標準仕様の検討範囲について 
調査内容 標準仕様の検討範囲について確認する。 
主な意見 管理項目や各種帳票様式は、標準化することでシステム導入時の個別カスタマイ

ズの抑止につながり、標準化の効果が大きいという意見があった。 
また、特に現況届事務において、地方自治体ごとの事務運用に応じて、下記のカ
スタマイズやパラメータによる処理の切替えが発生しており、標準仕様として統
一することでの効果が高いと考えられる。 
・地方自治体ごとに申請書管理や発送までの事務を考慮した出力順や束分け等 
・現況届の様式、受付時のチェック（現況届の対象年度の１月１日時点で当該地
方自治体に不在の対象者、別居申立ての有無等） 
特に、児童手当受給者数の多い地方自治体における現況届の運用について、注視
すべきであると考えられる。 

サンプル業務フローの粒度や網羅性について 
調査内容 サンプル業務フローの粒度や網羅性について、確認する。 
主な意見 ・統計報告について、業務フローに追加した方が良い。 
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・政令指定都市の区間異動（受給者が同一政令指定都市内の他の行政区に転
居した際などに、受給者の所属する行政区を修正する）を、業務フローに追
加した方が良い。 
・喪失や額改定等によって過払いが発生した場合の業務フローが不足している。 
・額改定について、職権（住基にて転出・死亡等を確認）での減額改定もある。 
・現況届以外の支払差止、差止解除の業務フローが不足している。 
網羅性についての主な意見は上記の通りである。また、粒度について４社からは
大体問題ないとの意見が得られた。しかし、１社より事務の流れの把握としては
問題ないが、帳票出力時の条件や情報照会にてデータ取得する場合の条件等細か
い表記を求める意見が得られた。 

システム標準化全般について 
調査内容 システム標準化全般についての意見を確認する。 
主な意見 ・「利便性」に関しては、全国の地方自治体の運用を精査して、運用上必要と

される機能は標準仕様に必ず盛り込むことが必要である。 
・法改正の通知から施行までの期間が短く、短期間でシステム改修をせざるを得
ない現状があるが、同様に、システム標準化以降は法改正通知後に標準仕様の策
定となるため、ベンダーのシステム改修期間がより一層短くなると考えられる。
そのため、法改正に関してはシステム改修を見据えた余裕をもった通知、施行を
検討していただきたい。 

 
（４） データ連携 

子ども・子育て支援及び児童手当のベンダーヒアリング結果について、データ連携にかかわる内容を整
理した。 

 
図表 24 データ連携に関するベンダーヒアリング結果 

他システム連携の仕様について 
調査内容 他システム連携の仕様について確認する。 
主な意見 他システム連携で常に連携が発生するものとして、住民基本情報（宛名情報）及

び税情報、児童手当業務においては年金情報が挙げられた。これらの連携につい
て、下記の４つのパターンがあることを確認した。４については、オールインワ
ンパッケージを提供しているベンダーの連携方法となる。 
１．地方自治体にて準備された統合基盤を通じて、ベンダーシステム内にデータ

を取り込む連携 
２．地方自治体にて準備された統合基盤を直接参照する連携 
３．住民基本情報（宛名情報）及び税情報、年金情報システムから出力される連

携ファイルをベンダーシステム内に取り込む連携 
４．住民基本情報（宛名情報）及び税情報、年金情報システムを直接参照する連

携 
他システム連携の標準化における課題や懸念点、効果について 
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調査内容 他システム連携の標準化における課題や懸念点、効果について、確認する。 
主な意見 ・他システム連携の標準化は、地方自治体やベンダー間の調整等に係る負荷が削減

されるため、効果が高い。 
・住登外の管理については、ベンダーシステム内で管理しているものを宛名情報シ
ステムに連携するパターンと、宛名情報システム内で管理しているものをベンダー
システムに連携するパターンの２通り存在する。 
主な意見は上記の通りである。他システム連携の標準化については効果が高いと考
えられる一方で、特に税情報については、標準レイアウトで定まっていても、ベン
ダーや地方自治体によって設定されている値が、控除前、控除後等異なっていると
いう意見もあり、税情報の連携レイアウト標準化においては、項目設定の詳細まで
定義をする必要があると考えられる。 

 
（５） ぴったりサービスを含む電子申請への対応状況について 

ぴったりサービスを含む電子申請への対応状況について確認した。ほとんどのベンダーが、システムで
申請情報を自動で取り込む機能を提供しておらず、ぴったりサービスを含む電子申請から申請書等を印刷
して、地方自治体職員が申請内容をシステムに入力する運用を想定していた。システムで申請情報を自動
で取り込む機能を提供しているベンダーは１社のみであり、機能はオプションとして提供されている。 

なお、令和３年４月28日に総務省自治行政局地域情報化企画室より発出の「地方公共団体における行
政手続のオンライン化について」より、令和４年度末を目指して、原則、全地方自治体でマイナポータル
と地方自治体の基幹システムのオンライン接続を行うこととされている。このことについて、全てのベン
ダーより、ぴったりサービスからの申請情報を自動で取り込む機能の構築を、前向きに検討しているとの
回答を得た。 
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3. 論点整理 

3.1 標準化対象機能の整理 

本項では、第一次調査報告書記載の子ども・子育て支援システム及び児童手当システムの業務機能定義
から、改めて標準化が可能な対象機能等について再定義を行い、主な特徴を踏まえた上で整理を行う。 

 
3.1.1 システムで管理している対象業務（子ども・子育て支援、児童手当） 

地方自治体業務プロセス調査等の結果、子ども・子育て支援システムについては、総務省の中間標準レ
イアウト仕様のみ規定されており、業務範囲も限定的であるため、第一次調査報告書記載のシステム機能
一覧を見直し、本事業で機能一覧を再定義し、次項にて標準化対象機能を整理した。 

一方、児童手当システムは、ＡＰＰＬＩＣが公開している地域情報プラットフォーム標準仕様をベース
に機能一覧を再定義した。 

 
（１）子ども・子育て支援システムの機能再定義 

子ども・子育て支援については、調査・ヒアリングを実施した結果に基づき、前述した通り第一次調査
報告書記載の機能一覧を再定義した。 

なお、地域子ども・子育て支援事業については、統計・報告機能のみ再定義を行った。 
 

図表 25 子ども・子育て支援システム機能一覧 
区分・機能名称(大項目) 機能名称(中項目) 備考 

子どものための教育・保育給付（再定義） 
1 教育・保育給付  認定管理 1-1 教育・保育給付認定申請 再定義 

1-2 教育・保育給付認定変更   再定義 
1-3 教育・保育給付認定取消 再定義 
1-4 現況確認 再定義 

2 利用調整 2-1 利用申請受付 再定義 
2-2 選考処理 再定義 
2-3 利用申請取下げ 再定義 
2-4 他市町村委託 再定義 
2-5 他市町村受託 再定義 

3 契約 3-1 利用決定 再定義 
3-2 退所 再定義 
3-3 利用者負担額決定 再定義 
3-4 利用者負担額切替 追加 
3-5 副食費賦課情報管理 再定義 
3-6 委託・受託児童契約 再定義 

4 発行・返却 4-1 発行・返却 再定義 
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5 事業所管理 5-1 事業所申請 再定義 
5-2 事業所内容変更 再定義 
5-3 事業者登録 再定義 
5-4 加算情報登録 再定義 

6 事業所請求管理 6-1 事業所請求管理 再定義 
7 利用料(保育料)  納付管理 7-1 調定 再定義 

7-2 支払方法管理 再定義 
7-3 納付書発行 再定義 
7-4 口座振替 再定義 
7-5 収納管理 再定義 
7-6 督促・催告 再定義 
7-7 滞納管理 再定義 
7-8 決算 再定義 

8 報告 8-1 報告 追加 
子育てのための施設等利用給付（再定義） 
9 施設等利用給付  認定管理 9-1 施設等利用給付認定申請 再定義 

9-2 施設等利用給付認定変更 再定義 
9-3 施設等利用給付認定取消 再定義 
9-4 現況確認 再定義 

10 事業所管理 10-1 事業所申請 再定義 
10-2 事業所内容変更 再定義 

11 事業所請求管理 11-1 償還払い 再定義 
11-2 法定代理受領 再定義 
11-3 概算払い 追加 

12 報告 12-1 報告 追加 
地域子とも゙・子育て支援事業 
1 利用者支援事業   
2 延長保育事業   
3 実費徴収に係る補足給付を行
う事業 

  

4 多様な事業者の参入促進・能力
活用事業 

  

5 放課後児童健全育成事業   
6 子育て短期支援事業   
7 乳児家庭全戸訪問事業(こんに
ちは赤ちゃん事業) 

  

8 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
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業 
9 地域子育て支援拠点事業   
10 一時預かり事業   
11 病児保育事業   
12 子育て援助活動支援事業   

 
（２）児童手当システム 

児童手当システムについては、第一次調査報告書記載の「職権修正」、「ＤＶ注意喚起」は削除し、地
域情報プラットフォームで示されている機能一覧（差止（差止解除）、統計・報告等に係る集計を今回
追加）をベースとすることが標準化を検討するに当たって妥当であると考える。 

図表 26 児童手当システム機能一覧 
区分・機能名称(大項目) 機能名称(中項目) 備考 

児童手当システム 
1 新規認定 1-1 認定請求受付 再定義 

1-2 認定審査 再定義 
1-3 認定結果通知等出力 再定義 

2 額改定 2-1 額改定対象抽出 再定義 
2-2 額改定請求受付 再定義 
2-3 額改定要件審査 再定義 
2-4 額改定修正 再定義 
2-5 額改定通知等出力 再定義 

3 認定資格消滅 3-1 資格消滅対象抽出 再定義 
3-2 受給事由消滅届受付 再定義 
3-3 資格消滅要件審査 再定義 
3-4 資格消滅通知等出力 再定義 

4 登録情報変更 4-1 登録情報変更受付 (記載事項変更) 再定義 
4-2 登録情報変更 再定義 

5 現況届 5-1 現況届提出依頼 再定義 
5-2 現況届受付 再定義 
5-3 現況審査 再定義 
5-4 現況届催促 再定義 
5-5 手当差止 再定義 
5-6 継続手当対象抽出 再定義 
5-7 現況審査結果等通知 再定義 

6 手当支払 6-1 過不足処理 再定義 
6-2 支払調整 再定義 
6-3 支払額算定 再定義 
6-4 支払対象者出力 再定義 
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6-5 手当支払通知 再定義 
6-6 手当振込依頼 再定義 
6-7 振込不能登録 再定義 
6-8 徴収管理 追加 
6-9 寄附金、特別徴収処理 再定義 

7 差止(差止解除) 7-1 差止 追加 
7-2 差止解除 追加 

8 統計・報告等に係る集計 8-1 統計・報告等に係る集計 追加 
職権修正 職権修正 削除 

（理由） 
独立した業務フローと
して存在するという認
識がなく、額改定や登
録情報変更、資格消滅
の登録を職権で行う場
合を職権修正として認
識しているため、各業
務フロー側へ組み込ん
で整理すべきである。 

ＤＶ注意喚起 ＤＶ注意喚起 削除 
（理由） 
地方自治体は独立した
業務フローとして認識
していない。 
新規認定や額改定等、
各業務フローの流れの
内で管理する業務フロ
ーの一つとして認識し
ているため、各業務フ
ロー側へ組み込んで整
理すべきである。 

 
3.1.2 地方自治体区分等によるシステム化対象業務フロー・範囲の差異 

前述の通り再定義した業務フローを基に、地方自治体業務プロセス調査等を行った結果、子ども・子育て
支援システム、児童手当システムともに、地方自治体区分ごと（政令指定都市、特別区、中核市、一般市、
町村）にシステム化対象機能や範囲等に大きな差異はないことが確認できた。よって、地方自治体区分ごと
に標準仕様を検討する必要はないと考えられる。 
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3.1.3 標準化を整理する上での考え方 
前述した通り、地方自治体区分ごと（政令指定都市、特別区、中核市、一般市、町村）にシステム化対象

機能や範囲等に大きな差異はなかった。標準化仕様を検討するに当たっては、団体数の多い一般市の事務を
ベースに仕様の検討を進め、整理された仕様に対して、政令指定都市における区間異動の運用や広域利用に
よる特殊な運用を標準仕様に組み込むのか、オプションの仕様として整理するのかを検討することが効果的
だと考えられる。 

子ども・子育て支援システムについては、総務省の中間標準レイアウト仕様にしか規定されておらず、ま
た規定されている業務範囲も限定的であるため、本調査で作成したシステム機能一覧をベースに検討を進め
ることが妥当と考えられる。 

地域子ども・子育て支援事業については、地方自治体ごとに「子ども・子育て支援事業計画」を策定し事
業推進していることから、事務実施方法やシステム利用化率等が地方自治体ごとに異なっており、各事業は
各地方自治体の事務実施方法等の違いや子ども・子育て支援システムの関係性が低いもの、個別パッケージ
で利用しているものもある。標準化の範囲については、後述する図表 30 子ども・子育て支援（地域子ども・
子育て支援）における標準化における留意事項にて考察を述べる。 

標準化等の効果も事業ごとに異なることが想定されるため、標準化等を検討する上では、子ども・子育て
支援システムという単位で検討するのではなく、事業ごとに仕分けて検討することが最も効果的な手法であ
ると考えられる。 

児童手当システムについては、ＡＰＰＬＩＣが公開している地域情報プラットフォーム標準仕様、総務省
の中間標準レイアウト仕様ともに規定がなされており、地域情報プラットフォームで示されている機能一覧
をベースとすることが妥当であると考える。 

 
3.1.4 標準化等の対象業務フロー範囲を整理する上での留意事項 

子ども・子育て支援システム（子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付）、児童
手当システムにおいて標準化する上での留意事項について、事務（機能）別に以下の表にて整理する。 

 
図表 27 子ども・子育て支援（子どものための教育・保育給付）の標準化における留意事項 

事務名 
留意事項 

論点 
01.認定管理 留意

事項 
・特記するべき留意事項はなし。そのため、今回作成した業務フロー
を基に今後の標準仕様書の検討を進めていくことに大きな問題はない
と考える。 

論点 ・特記するべき論点はなし。 
02.利用調整 留意

事項 
・利用調整において、選考基準が地方自治体独自の基準となっている。 
・選考処理については、下記のパターンが存在する。 

 Ａ）教育・保育給付パッケージ内で実施 
 Ｂ）Ｅｘｃｅｌで実施 
 Ｃ）入所選考専用パッケージを利用 

Ａ）について、選考の基準（基準指数、調整数、同点時優先、きょう
だい既入所時加算、希望施設数の上限等）が、地方自治体により異な
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っているため、パラメータの組み合わせで対応していることをベンダ
ーヒアリングで確認した。なお、ヒアリング対象ベンダーの５社中４
社は、Ｃ）の入所選考専用パッケージにデータ連携を行い、選考結果
を取り込む運用を行っており、Ａ）の教育・保育給付パッケージ内で
入所選考を実施しているベンダーは１社のみであった。 

論点 ・Ａ）について、パッケージで提供されている利用調整の対応内容を
確認し、どこまでをパラメータ設定するのか標準化の対象範囲を検討
する。 
・Ｃ）について、子ども・子育て支援システムから入所選考専用パッケ
ージへ連携する子ども・子育て支援に関する情報、入所選考専用パッ
ケージから子ども・子育て支援システムへ連携する選考結果情報の連
携項目を検討する。 

03.契約 留意
事項 

・利用者負担額算定において、算定基準や減免内容が地方自治体独自
の基準となっている。具体的には、ひとり親家庭児童や障害児童とい
った特定の対象者減免や、所得割、均等割を加味した所得階層区分お
よび、きょうだい数に伴う減額などをパラメータにて設定している。 
・受託・委託児童契約について広域利用を実施している場合がある。 

論点 ・各ベンダーがシステム内で対応している利用者負担額算定基準や減
免の対応内容を比較し、標準化の範囲を検討する。 
・標準化に伴い、現状受託児童をシステム登録していない地方自治体
において、受託児童の入力が必須になるなど、広域利用の運用変更が
発生し、事務負担増とならないような仕様を検討する必要がある。 

04.発行・返却 留意
事項 

・支給認定証について地方自治体で事務軽減を踏まえた対応を行って
いる。 
 A)支給認定証の内容を加味した返還不要な支給認定決定書を送付 

B)支給認定証に３歳の年齢到達を加味した区分を表記し、 
区分変更に伴う対象者全員に送付する事務を軽減 

論点 ・支給認定証、支給認定決定書に関して、事務軽減を踏まえ返還や再
発行を不要とするようなレイアウトを検討する。 

05.事業所管理 
06.事業所請求管理 

留意
事項 

・事業所情報は、子ども・子育て支援システムへ給付費計算及び対象
者登録するために必要な情報を個別登録している。 

論点 ・地方自治体の事務軽減を加味し、子ども・子育て支援システムへ事
業所情報を連携する仕組みの標準化を検討できれば、地方自治体職員
の負担軽減に効果が見込まれる。 

07.利用料（保育料）納
付管理 

留意
事項 

・収滞納管理において、他の税及び料金等と併せて一元的に収滞納管
理を実施している地方自治体がある。 
・児童手当から徴収する場合に、子ども・子育て支援システムからＣ
ＳＶデータを出力している地方自治体がある。 

論点 ・収滞納管理において、子ども・子育て支援システムとしての管理範
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囲を明確にする必要がある。 
・ＣＳＶデータを出力することを標準仕様に組み込む、又はオプショ
ンの仕様として整理する場合は、その連携項目についても検討する必
要がある。 

その他 留意
事項 

・子ども・子育て支援事業（教育・保育給付）において、内閣府の参考
様式によらず、現時点では多くの地方自治体が独自の様式を使用して
いる。 

論点 ・令和２年度に内閣府で行った様式に係る調査の結果と、地方自治体
や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。 

 
図表 28 子ども・子育て支援（子育てのための施設等利用給付）の標準化における留意事項 

事務名 
留意事項 

論点 
09.認定管理 
10.事業所管理 

留意
事項 

・特記するべき留意事項はなし。そのため、今回作成した業務フローを
基に今後の標準仕様書の検討を進めていくことに大きな問題はないと
考える。 

論点 ・特記するべき論点はなし。 
11.事業所請求管理 留意

事項 
・認定情報や支給申請情報の一括取込機能をカスタマイズしている地
方自治体がある。 

論点 ・認定情報や支給申請情報の取込機能やインターフェイスを標準化で
きれば、地方自治体職員の負担軽減に効果が見込まれる。 

 
地域子ども・子育て支援については、第一次調査結果のシステム利用、事務の内容、ベンダーの調査の

調査内容を踏まえ、標準化への対応策の考察について事業別に整理する。 
 

図表 29 子ども・子育て支援（地域子ども・子育て支援事業）のシステム標準化判断基準 
判断基準 

１．（子ども・子育て支援システムの中核をなす）教育・保育給付等（利用調整や施設等利用給付を含
む。以下同じ。）と一体的に管理されている。 
２．事業実施率・システム化率が、１３事業の中で相対的に高い。 
３．既に当該事業に対応したシステムがベンダーから提供されている、業務フロー等における差異が少
ないなど、ある程度の標準化が可能と見込まれる。 

 
図表 30 子ども・子育て支援（地域子ども・子育て支援事業）の標準化における留意事項 

01.利用者支援事業 
事業実施率（※１） システム化率（※１） 提供ベンダー数（※２） 
70.9％（977/1,378） 22.2％（217/977） ０ 

評価の理由 １．子どものための教育・保育給付等（子育てのための施設等利用
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給付を含む。以下この表において同じ。）と一体的に管理されるも
のではない。 
２．システム化率が低い。 
３．第二次調査ベンダーはいずれも非対応である。 

標準化における論点ポイント ・特記するべき論点はなし。 
02.延長保育事業 

事業実施率（※１） システム化率（※１） 提供ベンダー数（※２） 
75.9%（1,046/1,378） 29.9％（313/1,046） ５ 

評価の理由 １．教育・保育給付等と一体的に管理されている。 
２．事業実施率・システム化率が相対的に高い。 
３．第二次調査ベンダーはいずれも対応済みである。 

標準化における論点ポイント ・ベンダーにシステム提供知見があるため、ベンダーの提供機能を
ベースに利用者管理、賦課、収納管理の機能について検討するこ
とが可能と考える。 

・延長保育の算定方法については、地方自治体によって様々である
ため広く地方自治体の状況を加味し標準化することが望ましいと
考える。 

03. 実費徴収に係る補足給付をおこなう事業 
事業実施率（※１） システム化率（※１） 提供ベンダー数（※２） 
52.1%（718/1,378） 43.6％（313/718） ４ 

評価の理由 １．教育・保育給付等と一体的に管理されている。 
２．事業実施率・システム化率が相対的に高い。 
３．第二次調査ベンダーはおおむね対応済みである。 

標準化における論点ポイント ・ベンダーのシステム提供知見があるため、ベンダーの提供機能を
ベースに給食費（副食材料費）、教材費・行事費等（給食費以外）
の補足給付の申請決定、認定審査、費用徴収についてシステム化
を検討することが可能と考える。 

04．多様な事業者の参入促進・能力活用事業 
事業実施率（※１） システム化率（※１） 提供ベンダー数（※２） 
9.9%（137/1,378） 5.8％（8/137） ０ 

評価の理由 １．教育・保育給付等と一体的に管理されるものではない。 
２．システム化率が極めて低い。 
３．第二次調査ベンダーはいずれも非対応である。 
 
※「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活
動事業の利用支援」は、本年度開始事業であり、実績・業務フロ
ー・自治体ニーズ等が不明であり、現行で対応しているベンダーは
ないと考えられるため、現時点では対応せず、今後必要に応じ検討
することが考えられる。 
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標準化における論点ポイント ・特記するべき論点はなし。 
05．放課後児童健全育成事業 

事業実施率（※１） システム化率（※１） 提供ベンダー数（※２） 
82.3%（1,134/1,378） 37.3％（423/1,134） ０ 

評価の理由 １．教育・保育給付等と一体的に管理されるものではない（子ども
の年齢層・対象施設等に差異） 

２．事業実施率・システム化率は相対的に高い。 
３．第二次調査ベンダーも対応している社が多いが、当該事業の専

用システムである場合が多い。 
 
※提供ベンダー4 社のうち 3 社は専用システムとなる。 

標準化における論点ポイント ・特記するべき論点はなし。 
06．子育て短期支援事業 

事業実施率（※１） システム化率（※１） 提供ベンダー数（※２） 
49.6%（683/1,378） 4.1％（28/683） ０ 

評価の理由 １．教育・保育給付等と一体的に管理されるものではない。 
２．システム化率が極めて低い。 
３．第二次調査ベンダーはいずれも非対応である。 

標準化における論点ポイント ・特記するべき論点はなし。 

07．乳児家庭全戸訪問事業 
事業実施率（※１） システム化率（※１） 提供ベンダー数（※２） 

83.0%（1,144/1,378） 40.4％（462/1,144） ０ 
評価の理由 １．健康管理システムを利用する自治体が多く、子ども・子育て支

援システムに実装すると、自治体の利便性が損なわれると考えられ
る。 
２．事業実施率・システム化率は相対的に高い。 

標準化における論点ポイント ・特記するべき論点はなし。 
08．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 

事業実施率（※１） システム化率（※１） 提供ベンダー数（※２） 
68.8%（948/1,378） 21.9％（208/948） ０ 

評価の理由 健康管理システム又は児童相談システムを利用する自治体が多く、
子ども・子育て支援システムに実装すると、自治体の利便性が損な
われると考えられる。 

標準化における論点ポイント ・特記するべき論点はなし。 
09．地域子育て支援拠点事業 

事業実施率（※１） システム化率（※１） 提供ベンダー数（※２） 
80.3%（1,106/1,378） 3.5％（39/1,106） ０ 

評価の理由 １．教育・保育給付等と一体的に管理されるものではない。 
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２．システム化率が極めて低い。 
３．第二次調査ベンダーはいずれも非対応である。 

標準化における論点ポイント ・特記するべき論点はなし。 
10．一時預かり事業 

事業実施率（※１） システム化率（※１） 提供ベンダー数（※２） 
81.6%（1,124/1,378） 17.0％（191/1,124） ３（１） 

評価の理由 １．教育・保育給付等と一体的に管理されるものではない。（※） 
２．第二次調査ベンダーで対応している社が複数存在。 
３．システム化率が低い。 
 
※教育・保育給付等と対象子どもが一部重複するが、在園関係を有
さない「一般型」の子どもが多い。 

標準化における論点ポイント ・特記するべき論点はなし。 
11．病児保育事業 

事業実施率（※１） システム化率（※１） 提供ベンダー数（※２） 
58.3%（803/1,378） 6.1％（49/803） ２（１） 

評価の理由 １．教育・保育給付等と一体的に管理される場合がある。 
２．システム化率が極めて低い。 
３．第二次調査ベンダーで対応している場合も複数存在。 

標準化における論点ポイント ・特記するべき論点はなし。 
12．子育て援助活動支援事業 

事業実施率（※１） システム化率（※１） 提供ベンダー数（※２） 
59.3%（817/1,378） 15.1％（123/817） ０ 

評価の理由 １．教育・保育給付等と一体的に管理されるものではない。 
２．システム化率が低い。（※） 
３．第二次調査ベンダーはいずれも非対応である。 
 
※システム利用自治体でも、約 8 割が特定の専用ソフト（ファミサ
ポくん）を利用。 

標準化における論点ポイント ・特記するべき論点はなし。 
※１：いずれも第一次調査による。回収率等の理由により、実際の事業実施率と異なる場合がある。

システム化率は、事業実施自治体を母数とした率。 
※２：第二次調査でヒアリング対象の５社の状況（子ども・子育て支援システムでのシェア計 35.5％

括弧内は、カスタマイズ対応で外数。 
 

図表 31 児童手当の標準化における留意事項 
事務名 留意事項 

論点 
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01.新規認定 
02.額改定 
03.認定資格消滅 
04.登録情報変更 

留意
事項 

・特記するべき留意事項はなし。そのため、今回作成した業務フローを
基に今後の標準仕様書の検討を進めていくことに大きな問題はないと
考える。 

論点 特記するべき論点はなし。 

05.現況届 留意
事項 

・自治体ヒアリングの結果より、現況受付時の通知書の発行について、
3 通りの運用を確認した。 
・ベンダーヒアリングの結果より、現況届の運用において現況送付に
合わせて通知文の送付を行っている地方自治体が存在することが分か
った。通知文の様式については地方自治体ごとに独自のカスタマイズ
がされている。 
・受給者数の多い地方自治体においては、現況届の作成に当たり出力
順序に関して細かく指定する必要があることから、カスタマイズ対応
を行っている場合があった。 
・現況届の認定審査において、自治体中間サーバへ年金情報の一括照
会を行う機能を利用している場合や、独自にチェック項目をカスタマ
イズしている場合があり、地方自治体ごとにシステムを利用し行って
いる内容が異なる。 

論点 ・標準仕様の検討に当たっては、継続認定通知書及び認定通知書の利
用有無を自治体ごとに任意選択できる仕組みを講じるか、現況受付時
に年間分の支払額を記載した支払通知書を送付することをもって継続
認定の通知に代えることを検討する必要がある。 
・現況届と同時に送付する通知文については、法令では定められてい
ないが、地方自治体の実運用として利用されている様式であるため、オ
プションの仕様として整理するか否かを検討する必要がある。 
・現況届の出力順序についてはどこまでの条件を標準仕様とするかを
検討する必要がある。 
・認定審査に必要な機能をどこまで標準仕様とするかは検討する必要
がある。 

06.手当支払 留意
事項 

・徴収情報を登録する際に、保育料システム等からＣＳＶデータを取
り込んでいる地方自治体が存在した。 
・支払通知書については、地方自治体によって運用が複数存在した。 
・圧着ハガキを利用している地方自治体も存在した。 
・自治体規模が大きい地方自治体、児童手当の受給者数が多い地方自
治体では、出納処理を会計課で一元管理している場合が存在する。 

論点 ・徴収情報を登録する際に、保育料システム等からＣＳＶデータを取
り込むことを標準仕様に組み込む、又はオプションの仕様として整理
する場合は、その連携項目についても検討する必要がある。 
・支払通知書に関する運用を統一できれば、帳票様式を一本化するこ
とができ、カスタマイズの抑制にもつながると考えられる。 
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・圧着ハガキ用の様式を標準仕様とするのか、又はオプション仕様と
するのかは検討する必要がある。 
・出納処理を会計課で一元管理している場合は児童手当の支払を会計
課の財務会計システム経由で行っている場合があるため、財務会計シ
ステムとの連携機能をオプションとして検討する必要がある。 

07.差止（差止解除） 留意
事項 

・特記するべき留意事項はなし。そのため、今回作成した業務フローを
基に今後の標準仕様書の検討を進めていくことに大きな問題はないと
考える。 

論点 特記するべき論点はなし。 
08.統計・報告等に係る
集計 

留意
事項 

・第一次調査報告書記載のシステム機能一覧では定義されていない事
務である。支給状況を国に報告するためなどのデータを児童手当シス
テムで集計している地方自治体・ベンダーが複数存在した。 
・ベンダーヒアリングにおいては、支給状況報告書をパッケージ機能
に持っているベンダーが見られた。 

論点 ・標準仕様を検討するに当たり、地方自治体から都道府県に対して報
告を行うためにどのような様式を用いているかをより詳細に確認する
必要がある。 
・支給状況報告書以外の都道府県独自様式についてもオプションの仕
様として整理するのであれば確認を行う必要があると考えられる。 

その他  ・奨学金の申請に当たり児童手当の支払額の証明が必要となる等、地
方自治体の実運用において、児童手当法施行規則で定められていない
様式を利用していることについても留意し、法令で定められていない
様式をオプションの仕様として整理するか否かを検討する必要があ
る。 

 

3.2 標準化等基準の定義の検討 

本項では、標準化等を検討する上で定義すべき事項に関する整理を行う。 
 

3.2.1 標準仕様として定義すべき事項の整理 
第一次調査の報告書に記載されている論点整理の基本的な考え方、及び令和３年１月に内閣官房情報通

信技術（IT）総合戦略室より提示された「地方自治体の業務プロセス・情報システムの標準仕様における
業務要件・業務フロー留意事項」に示されている各省検討事項から自治体調査（アンケート・ヒアリング）
及びベンダー調査（ヒアリング）を行った。調査は業務フローの確認を主とし、業務機能定義、帳票定義、
連携要件を含めた４つの要件を明らかとする目的で行った。アンケート及びヒアリング調査の要件は下記
の表へ整理する。 

 
図表 32 標準仕様として定義すべき事項の整理（再掲） 

明らかにしたい要件 自治体調査 ベンダー調査 
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項目 詳細 事前アンケート ヒアリング ヒアリング 

業務フロー 自治体の業務フローを

確認する。 

・サンプル業務フローを提示

し、地方自治体の運用の差異

を調査する。 

・外部委託や出先機関の有無

を確認する。 

・ＡＩやＲＰＡ等の先進的取

り組みの実施状況を確認す

る。 

・事前アンケート結果より、

サンプル業務フローと地方自

治体の実運用に差異がある部

分の詳細を確認する。 

・外部委託や出先機関におけ

る業務フローを確認する。 

・先進的取り組みを行ってい

る場合はその具体的な業務フ

ローを確認する。 

・サンプル業務フローを提示

し、パッケージ標準機能と認

識している業務フローと差異

がないかを調査する。 

差異がある場合は具体的な業

務フローを確認する。 

業務機能定義 第一次調査で定義され

ている業務機能に不足

がないか確認する。 

・サンプル業務フローを提示

し、不足している業務機能を

調査する。 

・不足している業務機能及び

業務フローの詳細を確認す

る。 

・サンプル業務フローを提示

し、パッケージ標準機能と認

識している機能に不足がない

かを調査する。 

差異がある場合は具体的な機

能及び業務フローを確認す

る。 

帳票定義 第一次調査で定義され

ている帳票に不足がな

いか確認する。 

・サンプル業務フローを提示

し、不足している帳票を調査

する。 

・不足している帳票及び業務

フローの詳細を確認する。 

・サンプル業務フローを提示

し、パッケージ標準機能と認

識している帳票に不足がない

かを調査する。 

差異がある場合は具体的な帳

票及び業務フローを確認す

る。 

連携要件 データ連携における連

携方式（※）を確認す

る。 

- - ・連携方式を提示し、データ

連携の種類ごとに連携方式を

調査する。 

 

※補足 

住民基本台帳、個人住民税と

いったシステムのベースとな

る連携は、業務フロー単位で

表すのではなく、システム共

通事項として表す方が良いと

考えられるため。 

 
3.2.2 検討観点整理 

地方自治体への調査に当たっては、事前に作成したサンプル業務フローを使用して事前アンケートを実施
し、アンケート結果に基づきヒアリングを実施した。ベンダーへは事前にサンプル業務フローを送付した上
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でヒアリングを実施した。 
なお、サンプル業務フローの記載粒度については、令和３年１月に内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略

室により提示された「地方自治体の業務プロセス・情報システムの標準仕様における業務フローについて」
に示されている事務単位で細分化し、ビジネスプロセスモデリング表記法（ＢＰＭＮ）に従い作成を行った。 

また、サンプル業務フローには、従来の業務フローだけではなく、デジタル手続法に基づく３原則（デジ
タルファースト、ワンスオンリー、ワンストップ）を実現するための観点についても考慮し、必要な業務フ
ローを追加している。 

業務フローの作成については、内容の記載粒度により差異の表れ方に誤差が生じると考えられるため、今
回作成したサンプル業務フローをそのまま標準の業務フローとして捉えるには懸念があると考えられる。し
かし、地方自治体のアンケート及びヒアリングからは、サンプル業務フローの記載粒度に関しては大体問題
ないとの調査結果が得られている。そのため、今回作成したサンプル業務フローを基に今後の標準仕様を定
義していくことには問題がないものと考えられる。 

また、担当課調査において、事業単位で担当課が異なる場合があった。そのため、今後の標準化検討に当
たっては担当課間の事務分掌にも留意をする必要があると考えられる。 

なお、先行して厚生労働省において標準化が検討されている介護保険システム及び障害者福祉システムに
おいて、他システム連携やＤＶ管理といった各事業を横断する要件は、業務フロー内ではなく、共通として
各事業から切り出して仕様化して整理されている。この点を踏まえて、業務フローの粒度や記載内容を統一
する観点から、本調査で作成した業務フローについて、他システム連携とＤＶ管理については記載していな
い。 
 

3.2.3 他の地方自治体業務システムとの連携 
 子ども・子育て支援、及び児童手当の両システムにおいて、地方自治体内で様々な業務システムとデータ
の連携を行っている。標準化の検討を進めるに当たり、他の業務システムとの連携について整理を行う。子
ども・子育て支援、児童手当それぞれのシステムについて、第一次調査で整理されたデータの連携対象及び
連携方向、該当の業務システムが標準化対象17業務に該当しているかを下表に示す。 

 
図表 33 子ども・子育て支援システムにおけるデータ連携の一覧 
子ども・子育て支援システムにおけるデータの連携対象及び連携方向 

業務システム名 受領 送付 標準化対象 17 業務に該当 
住民基本台帳 〇 〇 〇 
固定資産税 〇  〇 
個人住民税 〇 〇 〇 
障害者福祉 〇  〇 
児童手当 〇  〇 
生活保護 〇  〇 
就学 〇  〇 
児童扶養手当 〇  〇 
住登外管理 〇   
収滞納管理 〇 〇  



 

60 

財務会計 〇 〇  
口座管理 〇   

 
図表 34 児童手当システムにおけるデータ連携の一覧 
児童手当システムにおけるデータの連携対象及び連携方向 

業務システム名 受領 送付 標準化対象 17 業務に該当 
住民基本台帳 〇 〇 〇 
個人住民税 〇  〇 
国民年金 〇  〇 
生活保護  〇 〇 
児童扶養手当 〇 〇 〇 
子ども・子育て支援 〇  〇 
住登外管理 〇 〇  
乳幼児医療 〇 〇  
ひとり親医療  〇  
収滞納管理  〇  
財務会計  〇  
口座管理 〇   

 
 子ども・子育て支援、児童手当の両システムともに様々なシステムと連携しているが、自治体中間サーバ
を経由した連携や地方自治体内の他システムとの個別連携など、連携インターフェイスが地方自治体ごとに
異なることから、システムごとに連携機能へのカスタマイズを施している、若しくは地方自治体職員の手作
業によりデータをシステムへ登録している事例が多く見られた。 

上記の理由から、他システムとの連携を標準化することにより、システム導入における初期費用及び運用
費用やカスタマイズ費用の削減、地方自治体職員の負担軽減等の効果が期待できると考える。 
 しかし、ベンダーヒアリングにおいてデータ連携の標準化を懸念する意見が得られたことから、連携レイ
アウトを標準化するに当たっては、それぞれの項目にどのような値が設定されるのか、詳細まで定義する必
要があると考えられる。主には、個人住民税の連携においては地方自治体によって連携項目が制限されてい
る場合があることや、標準レイアウトで定められている項目であってもベンダーや地方自治体によって控除
前の金額が設定されている場合と控除後の金額が設定されている場合が混在するなど、設定値に差が見られ
るとの意見が得られた。 
 

3.2.4 標準化等の効果の整理 
コスト削減・負荷軽減・利便性の観点で標準化の効果について整理した。 

 
（１） コスト削減 

標準化を行うことで、以下の点で地方自治体及びベンダーそれぞれに費用削減効果が期待できると考え
る。 
  ・システム導入時に地方自治体が負担するパッケージ費用、及び機能、帳票、連携機能に関する追加カ
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スタマイズ費用の削減 
  ・制度改正対応時に地方自治体が負担するシステム及び連携機能の改修費用の削減 
  ・パッケージのダウンサイジングによる、ベンダーの保守作業に要する費用の削減 
  ・標準システムがぴったりサービスからの電子申請情報の取込に対応することによる、申請情報の入力

にかかるＡＩやＲＰＡの導入費用、及び外部委託費用の削減 
 

（２） 負担軽減 
標準化を行うことで、以下の点で地方自治体の負担軽減効果が期待できると考える。 

  ・システム調達時に標準仕様書を用いて機能要件を整理することで、地方自治体がシステム調達仕様を
作成するためにかかる負担の軽減 

  ・カスタマイズの抑制による、地方自治体ごとに固有の要因で発生する障害発生率の減少、それに伴う
地方自治体における業務システムの可用性向上 

  ・データ移行に関する仕様が標準化されることによる、地方自治体側のデータ分析及びデータ移行後の
確認作業にかかる負担の軽減 

  ・標準システムがぴったりサービスからの電子申請情報の取込に対応することによる、地方自治体職員
の手作業にかかる負担軽減 

 
（３） 利便性 

標準化を行うことで、以下の点で住民の利便性向上が期待できると考える。 
・標準化により、帳票（申請書や通知書）の様式や業務フローが全国的に統一化されることで、住民の

手続が簡素化されることが見込まれる。 
  

標準化の効果について、カスタマイズ及び地方自治体の職員による手作業が発生する要因となっていると
の意見が挙がっている。そのため、帳票の標準化は地方自治体のコスト削減・負担軽減の２つの観点から見
ても効果が大きいと考える。この考察について、システムの管理項目や各種帳票様式の標準化を行うことは
システム導入時におけるカスタマイズの抑制につながり、コスト削減及び負担軽減の観点から見ても効果が
大きいという意見を地方自治体、ベンダーの双方から得ている。 

なお、地方自治体ごとで独自に行っている各種統計や集計表について、調査結果よりＥＵＣ機能にて対応
していることが確認できた。ＥＵＣ機能については、住民記録等標準システム仕様書【第1.0版】におい
て、「10 共通」の章で共通事項として実装すべき機能が定義されており、他の業務システムにおいても本
要件を踏襲することが見込まれる。 
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4. 用語集 
一括登録【いっかつとうろく】 

複数件のデータの登録を１回の操作で完了させることを指す。登録・変更内容を記載したCSVファイル等
を取り込んで登録する等の方法がある。 

 
オールインワン【おーるいんわん】 

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ているパッケージシステムのこと。 
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を指す。 

 
業実施率【じぎょうじっしりつ】 
第一次調査にて調査された、地域子ども・子育て支援事業における自治体での事業の実施状況を指す。 

 
システム化率【しすてむかりつ】 

第一次調査にて調査された、自治体が事業実施主体の場合の地域子ども・子育て支援事業におけるシステ
ム利用状況を指す。（民間委託している場合は除く。） 

 
シェア上位システム【しぇあじょういしすてむ】 

第一次調査にて調査された、地域子ども・子育て支援事業において自治体での最も利用の多いシステムの
系統（子ども・子育て支援系：教育・保育給付又は施設等利用給付のパッケージ、専用パッケージ：教
育・保育給付又は施設等利用給付以外の個別パッケージ）を指す。 

 
第一次調査【だいいちじちょうさ】 

本調査に先立って実施した「地方自治体における情報システム（子ども・子育て支援、児童手当）の標準
化等に向けた調査研究」のことを指す。 

 
地域情報プラットフォーム【ちいきじょうほうぷらっとふぉーむ】 

様々なシステム間の連携（電子情報のやりとり等）を可能にするために定めた、各システムが準拠すべき
業務面や技術面のルール（標準仕様）のこと。 
（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、運用されている。 

 
中間サーバ【ちゅうかんさーば】 

番号制度における各機関間の情報連携に伴い、番号法別表第２等で情報連携できると規定した副本データ
の連携を目的とするサーバのこと。  
これらのサーバで、行政機関等において、特定個人情報（個人番号を含む個人情報）の提供を管理するた
めに、総務大臣が設置・管理するシステムである「情報提供ネットワークシステム」と、「団体内統合宛
名システム」を含む番号法別表第２等の情報（データ）を扱う「住民記録システム」等の業務システム間
におけるデータ受渡しをする「自治体中間サーバ」を指す。  

 

中間標準レイアウト仕様【ちゅうかんひょうじゅんれいあうとしよう】 
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。平成24年６月
に総務省から公開され、平成25年度から、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）が維持管理を担って
いる。 

 
統合基盤【とうごうきばん】 
 異なるシステムのデータを一元的に管理している基盤を指す。 
 
連携インターフェイス【れんけいいんたーふぇいす】 
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 異なるシステム間において、データのやり取りを行うためのデータの項目名称、データ型、桁数、その他
の属性情報等を定めた連携ファイルのレイアウト仕様を指す。 

 
AI-OCR【えーあいおーしーあーる】 

OCR（Optical Character Recognition/Reader）とは、手書きや印刷された文字を、イメージスキャナや
デジタルカメラによって読みとり、コンピュータが利用できるデジタルの文字コードに変換する技術を指
すが、AI技術を活用して読み取り精度を向上させ、従来に比べて効率化が図られるほか、フォーマットが
異なる帳票へも対応が可能である。 

 
CSV【しーえすぶい】 

Comma-separated valuesの略。テキストデータにおいて各項目のデータをカンマで区切ったファイル形
式のこと。 

 
EUC【いーゆーしー】 

End user computingの略。子ども・子育て支援システム又は児童手当システムが保有するデータの二次
利用を可能とし、データの抽出・分析・加工及びこれらのファイルやリストへの出力・印刷等の機能を有
する。 

 
Excel【えくせる】 

マイクロソフト（Microsoft）社の表計算ソフト。 
マイクロソフト（Microsoft）社のオフィス業務用ソフトウェアの「Microsoft Office」の主要なツールの
一つである。 

 
RPA【あーるぴーえー】 

Robotic process automationの略。人間がコンピュータ操作にて行う作業を、ソフトウェアによる自動的
な操作により代替するもの。 

 
Word【わーど】 

マイクロソフト（Microsoft）社の文書作成ソフト。マイクロソフト（Microsoft）社のオフィス業務用ソ
フトウェアの「Microsoft Office」の主要なツールの一つである。 
 

 




