
1 / 10 ページ

児童手当システム管理項目検討会資料（共通要件） 資料01

1

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

※1　「住民記録情報と連携」は、住民記録情報を含む宛名システムや共通基盤等の連携を含む
※2　データの参照、取り込み（サブセット化）は問わず、児童手当システムで利用できること
※3　連携頻度は日次、月次等とする（随時連携も含む）
※4　個人番号も連携すること（連携による保持が必要な場合）
※5　DV情報も連携すること（連携できる場合）
※6　本名、通称名、英字名（英字名は管理している場合）のいずれを優先利用するかの氏名優先フラグの情
報を連携すること（連携できる場合）
※7　団体内宛名番号も連携すること（標準化対象事業が含まれ、連携による保持が必要な場合）

2

住民記録の異動情報を元に、児童手当・特例給付（以降、児童手当等とする）の受給者、配偶者、支給要件児
童の異動者及び異動内容を確認できること。

※1　EUC機能を利用した確認でも可とする
※2　再転入者や住登外転入者の同一人特定のために、同一人物候補者一覧で確認できること

3

住民記録情報を管理しているシステムで使用しているユーザー定義文字（外字）を連携し、児童手当システム
で利用できること。

※ 文字セット、文字コード、文字符号化方式の文字の扱いは、住民記録システム標準仕様書と同様とする。

4

住民税情報（年次情報及び更正情報）と連携し、児童手当システムで利用できること。

※1　「住民税情報と連携」は、共通基盤等の連携を含む
※2　データの参照、取り込み（サブセット化）は問わず、児童手当システムで利用できること
※3　連携頻度はパラメータで設定（週次、月次等）できることとする
※4　受給者、配偶者のおける異動者及び異動内容をEUC機能等により確認できること

5
マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ渡す副本登録データを作成し連携できる
こと。

6
マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムへ渡す情報照会内容データを作成し連携で
きること。

項番
大項目 小項目

業務区分

他システ
ム連携

児童手当
共通

管理項目
標準仕様書案

※青字はオプション機能
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項番
大項目 小項目

業務区分
管理項目

標準仕様書案
※青字はオプション機能

7
マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名システムから引き渡される情報照会結果データを参
照できること。

8
情報提供ネットワークシステムより提供されるマイナンバーの配信マスタ・独自マスタを取り込みできるこ
と。

9

子育てワンストップサービス（マイナポータル・ぴったりサービス）を利用して行われたオンライン申請の情
報を連携し、児童手当システムにて利用できること。
【対象機能】
・児童手当等の受給資格及び児童手当等の額についての認定の請求
・児童手当等の額の改定の請求及び届出
・氏名変更／住所変更等の届出
・受給事由消滅の届出
・未支払の児童手当等の請求
・児童手当等に係る寄附の申出
・児童手当等に係る寄附変更等の申出
・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
・児童手当等の現況届
※上記以外にも今後対象範囲を順次拡大する可能性がある。

10
連携用データの取込時、もしくは連携用データの作成時にエラーが発生した場合、エラー内容が確認できるこ
と。
また、エラー対応後、取り込みや作成等の再処理ができること。

11 通知書等の出力において、首長や職務代理者等の情報を登録・修正・削除・照会できること。 首長名、職務代理者職位、職務代理者名

12

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

※1　通知書等の帳票単位に管理できること。
※2　文書番号の出力有無も管理できること。
※3　同一施行日単位で文書番号を付番できること

13
通知書等の出力において、印字する電子公印は帳票毎に公印の種類及び印影を管理できること。
※1 通知書等の帳票単位に管理できること
※2 電子公印の出力有無も管理できること

マスタ管
理機能
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項番
大項目 小項目

業務区分
管理項目

標準仕様書案
※青字はオプション機能

14

通知書等の出力において、印字する問合せ先情報を登録・修正・削除・照会できること。
※1 管理する項目は帳票詳細要件に記載の項目とする
※2 通知書等の帳票単位に管理できること
※3 自治体組織に応じた単位で管理できること
※4 問合せ先情報の出力有無も管理できること

問合せ先情報（担当部署名、部署所在地、担当部署電話番号、FAX番号、
担当部署メールアドレス）

15
通知書等の出力において、教示文にある不服申立情報を登録・修正・削除・照会できること。

※教示文中にある○○市、○○市長、○○知事等の文言も含む。

16
金融機関情報を登録・修正・削除・照会できること。

※全国銀行協会が提供する金融機関等のデータを利用できる仕組みとしても問題ない。
金融機関情報（金融機関名、支店名、支店コード）

17

金融機関情報を履歴で管理（登録・修正・削除・照会）できること。
※1　データの参照、管理（サブセット化）は問わず、児童手当システムで利用できること
※2　統廃合により廃止となった情報も含むこと
※3　全銀協フォーマットの金融機関・支店情報データより更新情報を取込できること

18 金融機関情報を一覧で確認できること。

19

児童手当システムにて、住民記録情報（受給者、配偶者、支給要件児童）を照会でき、異動内容を確認できる
こと。
必要に応じて、受給者、配偶者、支給要件児童の住民記録情報を登録・修正・削除できること。

※1　住民記録情報等を参照し表示している場合は、登録・修正・削除の処理は対象外。
※2　特別事情（DV等）に関する情報も連携される場合は、該当者として識別できること。

20
支給要件児童及び世帯員の住民記録情報、異動情報を確認・出力できること。
※EUC機能を利用した一覧の出力でも可とする

21
住登外者における宛名情報を登録・修正・削除・照会できること。
※1 他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む

22
住民記録情報の通称名情報をデータを連携し児童手当システムにて利用できること。
住登外者の通称名情報を登録・修正・削除・照会できること。

23
受給者、配偶者、支給要件児童の不現住（居住不明）に関する情報を登録・修正・削除・照会できること。

※他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む。
不現住情報（対象者氏名、生年月日、性別、備考）

24
不現住に関する情報を一覧で確認・出力できること。
※EUC機能を利用した一覧の出力でも可とする

データ管
理機能
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項番
大項目 小項目

業務区分
管理項目

標準仕様書案
※青字はオプション機能

25 受給者・施設の送付先情報を登録・修正・削除・照会できること。

26
受給者・施設の送付先情報を一覧で確認・出力できること。
※EUC機能を利用した一覧の出力でも可

27
受給者、配偶者等の連絡先情報（電話番号）を登録・修正・削除・照会できること。
※連絡先に関しては3件以上の連絡先と続柄の登録・修正・削除・照会できること。

28
受給者・配偶者等の連絡先情報を一覧で確認・出力できること。
※EUC機能を利用した一覧の出力でも可とする

29

受給者の口座情報を登録・修正・削除・照会できること。

※1　他システムから対象者の口座情報を連携できること。
※2　公的給付支給等口座の利用の申請があった場合、公的給付支給口座情報を連携できること。
※3　過去に登録した口座情報の履歴が確認できること

30

統廃合する金融機関、支店の口座情報に対して、統合後の金融機関コード、支店コードに一括置換できるこ
と。

※1　金融機関マスタではなく、管理している口座情報を更新する要件である

31
受給者の口座情報を一覧で確認・出力できること。
※EUC機能を利用した一覧の出力でも可とする

32
住登外者が転入し宛名コードが変更となった際に、既存登録データの旧宛名コードを変更後宛名コードに置
換、または紐づけができること。

33

支給要件児童（転出者・住登外者も含む）の世帯情報（受給者、配偶者等）を登録・修正・削除・照会できる
こと。
※1 他システムを参照し表示している場合は登録・修正・削除の処理は対象外
※2 世帯員の住民記録情報・住民税情報等は被保険者と同様に管理する場合や他システムを参照し表示するこ
とで保持までしない場合等を含め、結びつけができること。

34

住記世帯としては世帯分離した世帯であっても児童手当制度運営上は住記世帯とは別扱いで同一世帯として扱
い管理できること。
※ 住記世帯とは住民記録情報における世帯のことをいい、「住記世帯とは別扱いで同一世帯」とは、施設入
所に当たり世帯分離した場合でも、なお同一世帯とみなす場合の世帯のことをいう

35 支給要件児童に対して、受給者、配偶者の登録・修正・削除・照会ができること。

36
世帯情報（受給者、配偶者等）を一覧で確認・出力できること。
※EUC機能を利用した一覧の出力でも可とする

37
支給要件児童に関する特記事項情報を登録・修正・削除・照会できること。
※ 特記事項はシステム共通、各機能の区分けで管理できること
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項番
大項目 小項目

業務区分
管理項目

標準仕様書案
※青字はオプション機能

38
支給要件児童に関する特記事項情報を一覧で確認・出力できること。
※EUC機能を利用した一覧の出力でも可とする

39

受給者、配偶者、支給要件児童における特別事情（DV等）に関する情報を登録・修正・削除・照会できるこ
と。
また、該当する対象者に対して、検索時の注意喚起や表示する情報の制限（住所等の非表示）等、必要な配慮
ができること。

受給者、配偶者、支給要件児童における特別事情（DV等）

40
DV等支援措置期間は、住民記録システムと同期すること。支援措置期間中に転出した支援対象者について直ち
に支援対象外とせず、継続して支援対象者と同等の抑止設定をする機能を備えること。当該機能の終期を設定
できること。

41
受給者、配偶者の住民税情報を登録・修正・削除・照会できること。

※他システムを参照して表示することで、保持までしない場合を含む。

42
受給者、配偶者の住民税情報を一覧で確認･出力できること。
※EUC機能を利用した一覧の出力でも可とする

43
転入者や住登外者において、所得照会が必要な対象者を抽出し、照会対象年度の所得照会（公用照会）が行え
ること。

44 他自治体へ所得照会するため、所得照会書（所得照会送付書・所得照会回答書等）を出力できること。

45
所得照会に関する情報を確認・出力できること。
※EUC機能を利用した一覧の出力でも可とする

46 通知書の返戻に伴う公示送達対象者情報が登録・修正・削除・照会できること。 公示日

47

公示送達対象者情報を一覧で確認・出力できること。

※1 公示送達を行うための公示リストの出力が目的
※2 EUC機能を利用した一覧の出力でも可とする

48 宛名情報に異動が発生した場合、異動内容を児童手当等における関連情報に反映できること。

49
再転入者について、転出時点等の対象者に関する情報を確認でき、必要に応じて情報を引き続き利用できるこ
と。

50 住登外者の団体内統合宛名番号を照会できること。

51
住登外者（住所地特例者）の個人番号を管理（登録・修正・削除・照会）できること。
※　住民記録情報や団体内統合宛名システムからの連携により取得できることを含む

52 マイナンバー制度における情報照会の提供依頼情報を登録・修正・削除・照会できること。
53 マイナンバー制度における情報照会の取込結果を確認できること。
54 マイナンバー制度における情報照会の要求情報を確認できること。
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項番
大項目 小項目

業務区分
管理項目

標準仕様書案
※青字はオプション機能

55
支給対象次号の検索において、氏名カナ、氏名漢字、生年月日、宛名番号、住所、世帯台帳番号、児童番号、
個人番号等で検索できること。

56 支給要件児童の区分の変更、支給額の変更、受給者の変更等に関する履歴の管理・参照ができること。

57

氏名カナ検索では、あいまい検索できること。

※あいまい検索
　・清音、濁音、半濁音による違いを無視できること。
　・拗音、促音の小文字と大文字による違いを無視できること。
　・文字列一致検索（完全一致・部分一致）ができること。等

58 支給対象児童を検索する際に直近で使用した検索情報を再入力せずに継続利用できること。

59
検索により、該当者が複数存在した場合は、該当した対象者すべてを一覧（複数頁等）で確認できること。
※システムへの負荷を考慮し、一度の表示件数を制御して複数頁にて確認できる方式でも可とする

60
必須入力項目を容易に判別でき、誤入力防止として保存前にチェックし、エラーや警告等のメッセージを表示
できること。

61
画面に表示した検索結果をＥＵＣ機能を利用して出力できること。
※項番64に記載のＥＵＣ機能の要件を満たすこと

62
以下の項目を登録・修正・削除・照会できること。
【管理項目】
・受付場所

63
各台帳画面で対象者を特定した際、生年月日と基準となる日付（システム日付や処理日等）から計算した年齢
を表示できること。

台帳管理
機能
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項番
大項目 小項目

業務区分
管理項目

標準仕様書案
※青字はオプション機能

64

児童手当システムのＥＵＣ機能として、以下の共通要件を満たすこと。
・抽出条件は児童手当の管理項目を対象とし、任意に指定できること
・表示（出力）項目は児童手当システムの管理項目、及び住民記録情報等の関連する項目を対象とし、任意に
指定できること
・表示（出力）する履歴は、最新履歴、全履歴、抽出条件の該当履歴等、任意に指定できること
・設定した抽出条件、表示項目、表示順を保存でき、抽出時に再度利用できること
・コード項目は、日本語名称の他にコード値も表示できること
・外字は正しく表示できること
・一覧帳票、ＣＳＶファイルで出力できること（出力した帳票やファイルでも外字を正しく反映すること）
・DV等支援対象者が含まれている場合は気づけること
・政令指定都市の場合は市全体と構成区ごとに、抽出や表示（出力）ができること
・抽出時する際は一般的な演算子（and/or、=、≠、＞、＜、≧、≦、部分一致、前方一致、後方一致等）に
対応していること。
・文字溢れ者や未登録外字者が含まれている場合は気づけること
※外字の表示は、外字フォントやミドルウェアがインストールされた環境が前提
・行政区ごとに分割してデータの抽出ができること。

65
任意の一覧抽出結果には、各台帳で管理している項目を表示できること。
※ コード項目は、日本語名称で表示できること

66 任意の一覧抽出結果には、住民記録情報を付加もしくは参照できること。

67
一覧画面において、任意の一覧抽出結果から通知書等の帳票を一括出力する時、出力対象・不要明細を選択で
きること。

68
任意の一覧抽出結果から通知書等の帳票を一括出力する時、ＤＶ等支援対象者が含まれていた場合は気づける
仕組みとすること。

69 一覧におけるＥＵＣ機能の1つとして、抽出したデータの集計機能を保有していること。

70
指定した条件に該当する対象者の宛名ラベル、もしくは窓あき封筒に対応した宛名シートを出力できること。
※1 出力する情報は対象者の送付先情報に対応すること。
※2 対象者が施設に入所している場合、入所先の施設の送付先情報を出力できること

71 宛名を印字する帳票において、宛名情報からカスタマーバーコードが出力できること。

72
通知書等において、電子公印に対応していること。
なお、電子公印は複数管理でき、必要に応じて切り替えができること。

73 通知書等において、管理している首長や職務代理者等を印字できること。
74 通知書等において、対象者氏名に管理している通称名が出力できること。

帳票出力
要件

一覧管理
機能
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項番
大項目 小項目

業務区分
管理項目

標準仕様書案
※青字はオプション機能

75
通知書等の外部帳票に口座情報を印字する場合は、アスタリスク等を印字し口座番号がわからないようにする
こと。

76

文書番号を伴う通知書出力時は、手入力した文書番号を前後の記号文字も含めて印字できること。

※1　文書番号未入力時は、文書番号の前後の記号文字も含めて印字しないこと
※2　文書番号の前後の記号文字は、帳票ごとにパラメタ等で設定できること
※3　文書番号は文書番号記号ごとの年度ごとに自動付番できること
※4　自動付番の利用有無をパラメタ等で設定できること
※5　自動付番した番号は画面表示させ修正できること

77
通知書の一括出力を行う際、帳票ごとに文書番号を任意で設定できること
※文書番号に先頭に識別のための文字（全角文字、英数字）については、パラメータで設定できること

78 各種通知書等に対して発行日を設定でき、出力できること。

79

帳票に出力する対象者情報に応じて、敬称を付けたり、文言を付加したり、置き変えたりできること。
＜設定例＞
・法人の場合、「御中」を付加
・個人の場合、「様」を付加
・死亡による資格喪失者の場合、「ご家族様」「ご遺族様」の付加や置き換え

80 大量印刷については一括印刷に対応すること。また、個別に随時印刷が可能であること。

81
外部委託用に大量帳票のデータ（外字情報を含む）をCSV形式のファイルやPDFファイル等の電子データで作
成できること。

82 通知書に関しては、A4用紙、はがきサイズ(圧着はがき)での印刷に対応できること。

83

帳票の一括出力処理やバッチ処理を行う場合、対象者の状態（外字未登録、文字オーバー等）に応じて、該当
者のリストを出力できること。
※1 作成対象とする帳票は、住民等の外部帳票は必須とし、それ以外の帳票はオプションとする
※2 作成するリストの項目は、対象者情報（氏名、住所、認定番号等）と対象者の状態（資格喪失、外字未登
録、文字オーバー等）を必須とし、その他の項目は実装オプションとする
※3 ＥＵＣ機能を利用して実装する場合は項番64に記載のＥＵＣ機能の要件を満たすこと

84
通知書等を一括出力する場合、集配局や送付先等を含む対象者のリストを出力できること。
※1 　EUC機能を利用した出力でも可とする。

85
画面より帳票を出力する機能において、出力可能な帳票が複数存在する場合、出力可能な帳票が一覧形式で表
示され、出力する帳票を指定できること。

86 行政区毎に帳票を分割して出力できること。
87 各種帳票を出力する前に帳票の出力イメージをプレビュー表示し確認できること。
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項番
大項目 小項目

業務区分
管理項目

標準仕様書案
※青字はオプション機能

88
帳票の発行履歴を管理できること。
※1 帳票のプレビュー表示では発行履歴は作成せず、紙やデータで出力した場合のみ作成すること
※2 発行履歴の管理対象として、住民等向けの外部帳票は必須とし、それ以外の帳票はオプションとする

89

出力済の帳票を発行履歴から指定し、出力した時点の帳票と同じ内容で再出力できること。
また、再出力する帳票のうち、一括で出力した帳票の場合は作成した時に設定された帳票に関するパラメタ情
報（出力対象期間や出力内容等に関する設定）を確認できること。
※１　 帳票で複数名分を出力した帳票の場合、再出力の対象者を特定できること
※２　再発行を行う際はポップアップメッセージ等で再発行であることが知らせることができること
※３　再出力を行う際は再発行等の印字を行うことを選択できること

90 帳票の印刷について、個別に出力する帳票について施行日を手入力で設定できること
91 一括出力時の出力順は任意で指定できること。

92

DV等支援対象者（併せて支援を求める者を含む。以下同じ。）が含まれる通知書等の交付をしようとする際
に、エラーとすることができること。審査の結果、通知書等の交付を行う場合には、エラーを一時解除できる
こと。一時解除後、設定した時間経過後に自動で抑止状態に戻ること。抑止状態に戻るまでの時間を設定でき
ること。

93
DV等支援対象者が含まれる帳票については、DV等支援対象者本人以外からの請求があった場合は、住所欄を
「記載省略」として出力すること。

94
【指定都市個別要件】
区間異動に伴う宛名情報や認定情報の異動に対応できること。

95
【指定都市個別要件】
各業務にて申請や届出は認定の管理区でのみ登録できること。ただし、管理区以外でも照会はできること。

96
【指定都市個別要件】
各業務にて処理中に区間異動した対象者の情報に対して、業務に応じ て該当情報を処理すべき区で処理できる
こと。

97
【指定都市個別要件】
通知書に出力する区の情報や公印、文書番号等について、申請者の居住区や申請した区等を踏まえて出力でき
ること。

98
【指定都市個別要件】
各業務で使用するリストや帳票等については、市と管理区単位に出力 できると。

99
【指定都市個別要件】
ＥＵＣ機能を用いたデータ出力や集計機能について、市全体と管理区毎の情報を作成ができること。

政令・広
域固有要

件
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項番
大項目 小項目

業務区分
管理項目

標準仕様書案
※青字はオプション機能

100
【指定都市個別要件】
市と管理区の申請者情報をそれぞれ管理し、処理制御や利用権限等を設定できること。

101
【広域連合個別要件】
広域内異動に伴う宛名情報や認定情報の異動に対応できること。

102
【広域連合個別要件】
各業務にて申請や届出は広域連合・構成市町村の双方で登録できること。

103
【広域連合個別要件】
ＥＵＣ機能を用いたデータ出力や集計機能について、広域連合全体と構成市町村毎の情報を作成ができるこ
と。

104
【広域連合個別要件】
広域と構成市町村の認定情報をそれぞれ管理し、処理制御や利用権限等を設定できること。
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