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児童手当システム管理項目検討資料（機能要件） 資料02

1

児童手当・特例給付（以降、児童手当等とする）支給に関する新規申請について申請情報の登録・
修正・削除・照会ができること。
<出力帳票>
-児童手当認定請求者一覧
※ 請求者、配偶者等、児童に関する情報は、住民記録情報等と連携している場合は登録・修正・
削除の処理は対象外

請求申請年月日、請求申請事由年月日、請求者情報（氏名、性別、生年月日、職業区
分、配偶者の有無、住所、個人番号、請求者勤務先）、配偶者等情報（氏名、職業区分、
住所、個人番号）、児童情報（氏名、続柄、生年月日、同居別居区分、住所、監護区分、生
計関係、きょうだいの有無）、年金種別、請求者連絡先情報（請求者連絡先、請求者連絡
先区分）、支払希望口座情報（金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義）、
公的給付支給等口座利用区分、申請方法、受付場所、システム共通コード　等

2 請求者の審査の状況（認定済み、認定保留、却下等）を一覧で確認・出力ができること。

3

施設等受給者からの児童手当支給に関する新規申請について、申請情報の登録・修正・削除・照
会ができること。
※ 請求者、配偶者等、児童に関する情報は、住民記録情報等と連携している場合は登録・修正・
削除の処理は対象外

施設等の名称、施設等の種類、施設等所在地又は里親住所地、

4
事由発生日、申請書類提出日から児童が15日特例に該当するかを自動で判定できること。事由
発生日、申請書類提出日については、遡っての登録ができること。

事由発生日/申請書類提出日修正事由

5
児童の年齢が15歳に達した後最初の年度末（3月末）未満の場合は支給対象とし、15歳に達した
後最初の年度末以降18歳に達した最初の年度末未満の場合は算定対象として、年齢区分を自動
設定すること。

6

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、児童手当等支給に関する申請情報を自動で取り込みができること。
取込を行った申請情報に関して、一覧で確認・出力ができること。

7 申請書類に不備があった場合、申請の返戻・保留の登録・解除ができること。 認定返戻保留事由

8

児童手当等支給に関する対する申請書類不備の対象者について、「児童手当・特例給付　関係書
類 返戻・保留 通知書」を出力できること。
＜出力帳票＞
-児童手当・特例給付　関係書類 返戻・保留 通知書
-返戻・保留対象者一覧

9

書類不備等で申請が保留となっている申請者に対して、「不足書類等の提出について」を出力でき
ること。
不足書類の御案内状の出力後、書類の提出がない場合、「不足書類等の提出について」を任意の
回数出力できること。
※ 帳票を出力する時期に関しては、任意で設定ができること。（1回目は申請後、1か月、2回目は
申請後2ヵ月等）
＜出力帳票＞
-不足書類等の提出について

申請書類提出期限日

10
書類不備等で申請が保留になっている申請者の保留となっている期間、通知を行った回数が確認
できること。

11
申請の返戻・保留登録時に返戻・保留情報が出力できること。
＜出力帳票＞
-関係書類返戻・保留情報

12
申請情報の取り下げ登録ができること。 申請取下げ登録日、申請取下げ事由

13
児童手当等支給の認定審査について、審査結果（認定/却下）の登録・修正・削除・照会ができる
こと。

審査結果（認定/却下）、認定却下事由、支給区分、認定（却下）年月日、支給開始年月、
認定番号

項番
業務区分

標準仕様書案
※青字はオプション機能大項目 中項目

新規認定

管理項目

認定請求
受付

認定審査
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項番
業務区分

標準仕様書案
※青字はオプション機能大項目 中項目

管理項目

14 税情報、住記情報を参照し、所得制限の判定が自動でできること。
15 申請者の税情報が未申告の場合、対象者の抽出及び税情報の登録ができること。 所得情報、控除額

16
認定番号は自動での付番できること。手入力での入力にも対応できること。
※手入力での付番を行う場合は番号の重複が起こらないよう登録時にチェックを行うこと。

17 認定審査情報の履歴の管理・参照ができること。

18

審査に要するデータにエラーがないかチェックをし、不備があればエラーメッセージが出て認定さ
れない制御がなされていること。
・全般的な入力エラー…申請書に記載された必須項目事項をすべて入力されていない場合、入力
されていない部分があればメッセージが出る
・児童の年齢エラー…年齢上支給対象外の児童が登録してある
・児童重複エラー…児童が他受給者の対象児童として重複登録されていないか
また以下の項目に関しては、エラーチェックを行い、警告メッセージ出力の上、処理を進めるかどう
か選択ができること。
・口座エラー…口座が登録されていない、口座名義と申請者が異なる
・市民税データ索引エラー…所得判定の対象年度の税データが存在しない等
・申請日と認定開始月の入力情報について、認定開始月が申請日の翌月以外の場合

19

認定結果
通知等出
力

児童手当等支給に関する認定申請の「通知書」（認定・却下）を出力できること。
＜出力帳票＞
-児童手当・特例給付　認定・認定請求却下 通知書
-児童手当　認定・認定請求却下 通知書（施設等受給者用）

20
住民票記
載通知

児童手当等支給認定結果情報と児童手当資格消滅情報を住基の個別記載事項として管理する
ため、住民基本台帳に連携するデータの作成ができること。

21
児童手当等受給者情報の管理・出力ができること。
＜出力帳票＞

22 児童手当等受給者情報の履歴の管理・参照ができること。
23 別居監護児童の登録・修正・削除・照会ができること。

24 別居監護申立の申請について、登録・修正・削除・照会ができること。
別居している児童の属する世帯情報（世帯主の氏名、続柄）、別居の理由、別居期間、監
護・生計同一又は生計維持の状況、申立人情報（住所、氏名）

25

同居父母に係る認定の対象者について、「児童手当・特例給付における同居父母に係る認定につ
いて（通知）」を出力できること。
＜出力帳票＞
-児童手当・特例給付における同居父母に係る認定について（通知）

26
父母指定者一覧の作成ができること。
＜出力帳票＞
-児童手当・特例給付父母指定者一覧

27

特例給付の所得上限額を超えて、支給事由が消滅となっていた方が市民税課税通知書を受け
取った日の翌日から15日以内に認定請求を行った場合には、当月分から児童手当等の支給がで
きること。
※運用想定としては、６月５日に市民税課税通知書により、特例給付支給対象所得額になったこと
を知り、15日以内に認定請求書を提出した場合、6月分から支給ができること。

28
海外留学児童の場合、留学期間の管理ができること。 留学開始年月日、留学終了年月日

29

額改定対
象抽出

年齢到達による額改定の対象となる支給要件児童とその受給者を抽出し一覧で確認・出力できる
こと。
＜出力帳票＞
・額改定対象者一覧

額改定

その他
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項番
業務区分

標準仕様書案
※青字はオプション機能大項目 中項目

管理項目

30 児童手当等額改定に関する認定請求について、申請情報の登録・修正・削除・照会ができること。 改定区分（増額又は減額の別）、申請事由

31
事由発生日、申請書類提出日から児童が15日特例に該当するかを自動で判定できること。事由
発生日、申請書類提出日については、遡っての登録ができること。

申請年月日、事由発生日、修正事由

32
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、児童手当等額改定に関する申請情報の取り込みができること。
取込を行った申請情報に関して、一覧で確認・出力ができること。

33
児童手当等の額改定審査について、審査結果（認定/却下）の登録・修正・削除・照会ができるこ
と。

額改定開始月

34 額改定の対象となる支給対象児童とその受給者に関する審査結果情報の一覧を出力できること。

35
年齢到達、および額改定審査の結果から、支給要件児童の額改定情報の登録・修正・削除・照会
ができること。

36
額改定における過去の支払記録（額改定対象年度の改定後の支払記録）の履歴の管理・参照で
きること。

37 年齢到達、出生順位による額改定処理を一括で行えること。

38

額改定に関する「通知書」（認定・却下）を出力できること。
＜出力帳票＞
-児童手当・特例給付　額改定・額改定請求却下 通知書
-児童手当　額改定・額改定請求却下 通知書（施設等受給者用）

39 認定日を検索キーとして、額改定の認定・却下通知書の出力対象者の一覧が出力できること。

40 住記上で除票となった支給要件児童を抽出し一覧で確認・出力できること。

41

年齢到達、転出、死亡により受給資格が消滅した支給要件児童を抽出しそれぞれ一覧で確認・出
力できること。
※年齢到達については年次（毎年3月）での処理、転出・死亡に関しては月次、または週次での処
理を想定

42 受給事由消滅に関する申請について申請情報の登録・修正・削除・照会ができること。 資格消滅事由、資格消滅事由発生日

43
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、受給事由消滅に関する申請情報の取り込みができること。
取込を行った申請情報に関して、一覧で確認・出力ができること。

44 受給事由消滅の審査について、審査結果（認定/却下）の登録・修正・削除・照会ができること。
資格消滅却下事由、資格消滅認定年月日、資格消滅年月日、受給要件対象児童転出予
定日

45

住記情報による年齢到達、転出、死亡による支給事由消滅処理を確認の上一括または個別で行
えること。（児童のみ転出の場合は、職員の判断が必要なため一括処理対象とはしないこと）

※1 一括処理を行う際は、処理前の確認実施の有無を選択できること。また確認を行うための対
象者候補リストを出力できること。
※2 一括処理の実施については、月次、週次での処理が選択できること。
※3 一括処理を行った対象者のリストが出力できること。
※4 書類不備等で受給者の審査が保留や受給が差止中になっている場合は一括処理をせず個
別に対応できること。また該当する対象者の一覧が出力できること。

46 転出処理は、確定日ではなく予定日で管理できること（受給者の転出予定日で消滅させること）

額改定請
求受付

額改定要
件審査

認定資格
消滅

資格消滅
対象抽出

受給事由
消滅届受
付

資格消滅
要件審査

額改定通
知書等出
力



4 / 8 ページ

項番
業務区分

標準仕様書案
※青字はオプション機能大項目 中項目

管理項目

47

受給資格消滅対象者に対して、「児童手当・特例給付支給事由消滅通知書」または「児童手当支
給事由消滅通知書（施設等受給者用）」を出力できること。
＜出力帳票＞
-児童手当・特例給付支給事由消滅通知書
-児童手当支給事由消滅通知書（施設等受給者用）

48

受給資格消滅対象者に対して、「児童手当・特例給付における父母指定者の受給事由消滅につ
いて（通知）」を出力できること。
＜出力帳票＞
-児童手当・特例給付における父母指定者の受給事由消滅について（通知）

49
未支払児童手当等請求に関する申請について、申請情報の登録・修正・削除・照会ができること。

50
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、未支払請求に関する申請情報の取り込みができること。
取込を行った申請情報に関して、一覧で確認・出力ができること。

51
未支払児童手当等請求について、審査結果（認定/却下）の登録・修正・削除・照会ができること。

未支払児童手当等請求却下事由、決定年月日

52

未支払児童手当等請求対象者に対して、「未支払 児童手当・特例給付　支給決定・請求却下 通
知書」または「未支払 児童手当　支給決定・請求却下 通知書（施設等受給者用）」を出力できるこ
と。
＜出力帳票＞
-未支払 児童手当・特例給付　支給決定・請求却下 通知書
-未支払 児童手当　支給決定・請求却下 通知書（施設等受給者用）

53

住記情報、税情報等の変更から児童手当等の資格、区分に変更が発生する受給者を抽出できる
こと。
抽出した対象者を一覧で確認・出力できること。
＜出力帳票＞
・異動者対象者一覧
・受給者所得更正一覧

54 申請事項変更届に関する情報の登録・修正・削除・照会ができること。 受給者情報（変更後）

55
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、申請事項変更に関する申請情報の取り込みができること。
取込を行った申請情報に関して、一覧で確認・出力ができること。

56 市内転居による登録情報変更を一括で行えること。

57

現況届提出対象者を以下の条件で抽出し、登録ができること。
１．住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
２．児童手当法第４条第４項の支給要件に該当する者（いわゆる同居父母）のうち配偶者と離婚協
議中である一般受給者※
３．住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているＤＶ避難者
４．児童手当等に係る戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童（いわゆる無戸籍児童）に係る
一般受給者
５．施設等受給者
上記１~５の要件に関しては、パラメータとして任意で変更ができること。
※現況届発送までに新たに該当する対象者、該当から外れる対象者がわかるよう随時で引き抜
き対象者のリストが出力できること。

離婚協議区分、DV避難区分、無戸籍区分

現況届 現況届提
出依頼

資格消滅
通知書出
力

未支払請
求

登録情報
変更受付
（記載事項
変更）

登録情報
変更
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項番
業務区分

標準仕様書案
※青字はオプション機能大項目 中項目

管理項目

58
現況届提出対象者（新規分除く）を一覧で確認・出力できること。
<出力帳票>
-現況届提出対象者一覧

59

現況届提出対象者（新規分除く）に関して、項番52に該当しない対象者に対して現況届提出対象
者（新規分除く）として登録・設定※1ができること。
上記対象者に関しては、該当する対象者をcsvデータ等による一括取込にて登録ができること。※
2
※1 ここでいう設定とは、現況届提出対象者（新規分除く）として登録した場合、未提出時には督促
状の出力対象や手当差止対象になることをいう
※2 運用想定としてはEUCで条件を指定し抽出した現況届提出対象者（新規分除く）の情報をシス
テムに取り込んで登録を行うことを想定。

60

現況届提出対象者（新規分除く）に対して、「児童手当・特例給付　現況届」、「児童手当　現況届
（施設等受給者用）」を出力できること
＜出力帳票＞
-児童手当・特例給付　現況届
-児童手当　現況届（施設等受給者用）

61 現況届には消込作業を容易にするため、消込用バーコードの印字ができること。

62

現況届提出対象者に対して、「「令和　年度児童手当・特例給付 現況届」の提出について」を出力
できること。
＜出力帳票＞
-「令和　年度児童手当・特例給付 現況届」の提出について

63 現況届を個別に再発行できること。
64 過年度分の現況届の出力ができること。
65 提出された現況届に関して、現況情報の登録・修正・削除・照会できること。 受付日、不足資料情報（区分）
66 パンチデータの取り込み、またはバーコードによる消込作業ができること。

67
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、現況届に関する情報の取り込みができること。
取込を行った申請情報に関して、一覧で確認・出力ができること。

68
現況届提出不要の対象者からの現況届のデータ取込を行った場合、警告を行い提出された現況
届の内容の反映を行うか自治体職員が判断できること。

69 現況届受付完了後でも、届出内容の修正ができること

70
パンチデータまたはバーコード取込み時に、データ項目の重複登録、採番体系の誤り等がないか
チェックできること。

71
エラーチェックにてエラーがあった場合には、エラーリストを出力できること。

72

現況届提出不要となっている受給対象者に対して、住記情報、税情報を基に自動で審査・更新、
区分変更の処理が行えること。支給要件・支給区分の変更があった対象者を一覧で確認・出力が
できること。
＜出力帳票＞
支給要件・支給区分変更対象者一覧

支給区分

73
受給者と配偶者の所得状況を比較し、配偶者の方が高所得の場合、その対象者の一覧を確認・
出力できること。

74
現況届提出者に対しては、提出された現況届、住記情報、税情報を基に審査・更新・区分変更の
処理が一括でできること。

現況届受
付

現況審査
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75 現況審査の結果、所得上限額を超過した対象者に対しては、受給資格消滅処理ができること。 消滅事由、事由発生日

76

現況届未提出者（新規分除く）及び必要書類未提出者を抽出し一覧で確認・出力できること。
＜出力帳票＞
・現況届未提出者一覧
・必要書類未提出者一覧

77

現況届未提出者（新規分除く）及び必要書類未提出者に対して、「「令和　年度児童手当・特例給
付 現況届」の提出について（督促）」を出力できること。
＜出力帳票＞
-「令和　年度児童手当・特例給付 現況届」の提出について（督促）

78
現況届未提出者（新規分除く）を抽出し、一括及び個別で現況届の再発行ができること。
※申請保留となっている人は、抽出対象者から除くことができること。

79
現況届が提出されていない現況届提出対象者に対して、手当支払の一括または個別で差止処理
ができること。

児童手当等支払差止事由、児童手当等支払差止決定年月日、児童手当等支払差止開
始月

80

現況届未提出により手当差止となっている対象者に対して、「児童手当・特例給付　支払差止通知
書」または「児童手当　支払差止通知書（施設等受給者用）」を出力できること。
手当差止対象者を一覧で確認・出力できること。
＜出力帳票＞
-児童手当・特例給付　支払差止通知書
-児童手当　支払差止通知書（施設等受給者用）
-差止者一覧

81

現況届が提出されていない現況届提出対象者（新規分除く）で、過去2年分の現況届が提出されて
いない対象者に対して、時効による受給資格消滅処理ができること。
＜出力帳票＞
-現況届提出切替対象者一覧
-時効成立予定者一覧

82
時効による受給資格消滅対象者に対して、「児童手当・特例給付支給事由消滅通知書」または
「児童手当支給事由消滅通知書（施設等受給者用）」を出力できること。

時効成立日

83

現況審査の結果、受給者の支給要件や支給区分に変更がない対象者に対して、「児童手当・特例
給付　継続認定通知書　兼　支払通知書」、「児童手当　継続認定通知書　兼　支払通知書（施設
等受給者用）」の出力ができること。
＜出力帳票＞
-児童手当・特例給付　継続認定通知書　兼　支払通知書
-児童手当　継続認定通知書　兼　支払通知書（施設等受給者用）
※支払通知書に関しては、本通知による年1回の通知、または新規請求、額改定等の金額変更に
よる随時払い時の通知のみを想定

84

現況審査の結果、支給区分が変更になった対象者に対して、「児童手当・特例給付　認定通知書
及び　児童手当・特例給付　支給事由消滅通知書」を出力できること。
＜出力帳票＞
-児童手当・特例給付　認定通知書　及び　児童手当・特例給付　支給事由消滅通知書

85

現況審査の結果、受給資格が消滅した対象者に対して、「児童手当・特例給付　支給事由消滅
通知書」を出力できること。
＜出力帳票＞
-児童手当・特例給付　支給事由消滅　通知書

現況届催
促

手当差止

現況審査
結果等通
知
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86
児童手当等支給対象者を抽出し、支給額を一覧で確認・出力できること。
＜出力帳票＞
-支払対象者一覧

87
過払いや遡及しての支払があった場合に充当や還付が行われた受給者と支給額を一覧で確認・
出力できること。

調整額、調整事由

88
児童手当等の支払額の計算を自動で行い、金額の登録・修正・削除・照会ができること。

受給者情報、支払情報（支給児童数、支給区分、支給額）

89
過去資格要件を満たしており支給を受けていない場合、過去に遡及して支給額の計算を行い、支
払処理が行えること。

90 児童手当等の支払履歴の管理・照会ができること。

91

支払対象
者出力

定例払い（2月、6月、10月）及び随時払い（新規認定、資格喪失時、一時差止解除時等）の支払対
象者を抽出し、一覧で確認・出力ができること。
＜出力帳票＞
-支払対象者一覧（定例払い）
-支払対象者一覧（随時払い）

92
定例払い、随時払いにおいて、全銀協フォーマットのファイルを作成できること。
-振込依頼書

93 財務会計システムへの連携データの作成ができること。
94 窓口払いによる支払処理を行った場合に、その情報の登録ができること。 支払日、支払区分

95
金融機関からの情報をもとに、口座振込が不能となった受給者の情報の登録・修正・削除・照会が
できること。 振込不能区分、支払希望口座情報

96
口座振替が不能となった場合、口座の情報を修正した受給者に対して、再振替用の支払データの
作成ができること。

97 過去の支払いにおいて、過払が発生している場合、充当処理ができること。
98 遡及して計算を行った支給額から支払データを作成できること。

99
徴収情報（特別徴収、申出徴収）の登録・修正・削除・照会ができること。
※徴収を行う場合、何からの徴収か管理できること。

申請年月日、徴収種別、徴収申請事由、徴収決定日、徴収金額、徴収項目（保育料、給
食費、学用品費、学童保育料、等）、徴収期間

100
児童手当等支給対象者の支給額の一覧を抽出し、抽出したデータから徴収情報の差引を行った
差引後データを徴収済み支給額のデータとして取り込みができること。

101
保育料・学校給食費等に関する申出徴収、特別徴収があった場合、支払データの訂正ができるこ
と。

102

保育料・学校給食費等に関する申出徴収・特別徴収の申請があった対象者に対して、「児童手当・
特例給付に係る学校給食費等の徴収（支払）に係る通知書」、「保育料特別徴収通知書」を出力で
きること。
＜出力帳票＞
-児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収（支払）に係る通知書
-保育料特別徴収通知書

徴収管理

手当支払

支払額算
定

手当振込
依頼

振込不能
登録

支払調整
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103

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、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出／徴収等の変更等
の申出情報の取り込みができること。
取込を行った申請情報に関して、一覧で確認・出力ができること。

104 徴収情報の履歴の管理・参照ができること。

105
児童手当等に係る寄附の申し出、寄附変更の申出に関して、申出情報の登録・修正・削除・照会
ができること。

申請年月日、寄附額、受給者氏名、受給者住所

106

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、児童手当等に係る寄附の申出／寄附変更等の申出に関する申出情報の取り
込みができること。
取込を行った申請情報に関して、一覧で確認・出力ができること。

107 寄附に関する申出があった場合、支払データの訂正ができること。

108

寄附に関する申出があった対象者に対して、「児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書」を出
力できること。
＜出力帳票＞
-児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書

109 差止 一時的に児童手当等支払の差止処理ができること。

110
差止解除

一時的な児童手当等支払の差止の解除ができること。
児童手当等支払差止解除事由、児童手当等支払差止解除決定年月日、児童手当等支
払差止解除月

111

差止（解
除）通知

一時的に児童手当等支払の差止（解除）を行った対象者に対して、それらに係る「通知書」を任意
で出力ができること。
＜出力帳票＞
-児童手当・特例給付支払差止通知書
-児童手当・特例給付支払差止解除通知書

112

統計・報告 統計・報告

児童手当等受給者情報等の出力ができること。
＜出力帳票＞
・児童手当・特例給付受給者情報
・児童手当受給者情報（施設等受給者用）
・受給者・児童数調べ
・支給状況報告書に必要な基礎資料となる帳票
・交付金概算交付申請書又は必要な基礎資料となる帳票
・支払件数（見込）等調べ
※受給者情報については世帯ごと

差止（差止
解除）
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