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１. 標準仕様案の対象

（１）対象自治体
本仕様案の対象は、全ての市区町村とする。
なお、本仕様案における「市区町村」の区とは、特別区のことである。
（２）対象分野
児童手当システムにおける対象分野のイメージは次のとおりである。
本仕様案が規定する対象分野は、地域情報プラットフォーム標準仕様書における児童手当ユニットを基本とする。

児童手当システムの標準化範囲のイメージ図

新規認定

額改定

認定資格消滅 手当支払

登録情報変更

現況届

差止
(差止解除）

共通

統計・報告等
に係る集計

※ 本仕様案は、令和4年6月施行の児童手当法施行規則改正に対応した内容としているが、各地方公共団体及びシステム
事業者が改正への対応を検討中の部分が多く、今後意見照会の結果のほか、各地方公共団体及びシステム事業者に追加の
情報提供を受けながら内容を見直す予定である。
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１. 標準仕様案の対象

（3）対象項目
本仕様案では、以下の項目を整理する。
① 業務フロー及びツリー図
② 機能要件
③ 帳票要件
以下の項目については原則として規定しない。ただし、カスタマイズの発生源になっている場合等についてはこの限りでない。
・画面要件
・ヘルプやガイドの具体的内容等、業務遂行に必須ではなく専ら操作性に関する機能

対象項目の関係イメージ

機能要件

帳票要件

業務フロー

業務フロー及びツリー図

大項目 中項目

児童手当システム ┬ 1 新規認定 ┬ 1-1　認定請求受付
│ ├ 1-2　認定審査
│ └ 1-3　認定結果通知等出力
│
├ 2 額改定 ┬ 2-1　額改定対象抽出
│ ├ 2-2　額改定請求受付
│ ├ 　額改定 件審査
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大項目 中項目 実装必須機能（実装すべき機能）
実装オプション機能

（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装しない機能）

1
新規認定

1.1
認定請求
受付

1.1.1. 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。
※　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

【管理項目】
請求申請年月日、請求申請事由年月日、請求者情

申請者を対象とした「児童手当認定請求
者一覧」を出力できること。
<出力帳票>
-児童手当認定請求者一覧

1.1.2. 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

業務区分
機能ID

標準仕様書
要件作成における経緯

留意事項等

1
児童手当認定請求者一覧 児童手当認定請求の請求者の一覧 内部 〇

2
児童手当・特例給付　関係書類 返戻・保留 通知書 申請に際して不備書類等があった旨の通知 外部 〇

3
返戻・保留対象者一覧 返戻・保留となっている対象者の一覧 内部 〇

新規認
定

認定請
求受付

実装すべき
帳票

実装してもしなく
ても良い帳票

項番 大項目 中項目 帳票名称
帳票概要

（帳票の用途）
利用区分

内/外



２. 標準仕様案の内容

（1）標準準拠の基準
本仕様案では、「1 (2) 対象分野」で示した対象範囲において定義すべき要件について、【１：実装すべき機能(実装必須機
能)】【２：実装してもしなくても良い機能(実装オプション機能) 】【３：実装しない機能(実装不可機能)の３類型に分類を行
う。３類型のいずれに該当するか分類をした上で、定義すべき機能の範囲内で分類されていない機能は、カスタマイズ抑制、ベン
ダ移行の円滑化の観点から、実装しない機能と同様のものとして位置付ける。
パッケージシステムが標準仕様書に準拠するためには、標準仕様書に定義する【実装すべき機能】をいずれも実装し、【実装し
ない機能】及び分類されていない機能をいずれも実装しないことが必要である。ただし、分類されていない機能のうち、地方公共
団体やベンダの創意工夫により新たな機能をシステムに試行的に実装させて機能改善の提案を行う場合は、当該試行について
あらかじめ公表し、当該試行を標準仕様書に盛り込む提案となることを条件にして実装することを可能とする。
【実装してもしなくてもよい機能】は、実装しても、実装しなくても、実装した上で地方公共団体が利用を選択できることとしても、
いずれも差し支えない。なお、実装すべき機能のうち、法令上必ず使用しなければならない機能と必ずしも使用しなくてもよい機
能があり、使用するかどうかは各地方公共団体が個別に判断する必要がある。
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実装すべき機能（実装必須機能）
•標準仕様のパッケージ製品に実装が必須となる機能であり、標準仕様書に記載が必要と考えられる実装すべき機能。

実装してもしなくてもよい機能(実装オプション機能)
• システム事業者の標準仕様のパッケージ製品次第となり、実装しても、実装しなくても、実装した上で地方公共団体が利用を選択できること（オプショ
ン）としても、いずれも差し支えない、必ずしも実装する必要はない機能。

実装しない機能（実装不可機能）
•一部の地方公共団体の業務の仕方や都合によるもので、カスタマイズの温床となる機能と判断されるため、標準仕様のパッケージ製品では実装しな
いことを標準仕様書に明記すべき機能。

•標準仕様書に明記しないと、標準仕様として定義した他機能に包含されてしまい実装可能と読み取れるため、実装しないことを明記すべき機能。

上記以外の機能（＝標準仕様に明記されていない機能）
•標準仕様書に明記はしていないが、実装しない機能と同様に機能の実装は不可。

分類



３. 業務フロー・ツリー図

（１）業務フロー
業務フローを記載する目的は、本仕様案における機能要件に対応したモデル的な業務フローを示すことにより、地方公共団体
及び事業者による共通理解を促すことである。
本仕様案に記載する業務フローは、実際の各地方公共団体における業務フローを拘束するものではない。ただし、現在の業務
フローでは、本仕様案における機能要件どおりの機能で業務を行うことが難しいと考える地方公共団体は、現在の業務フローを本
仕様案に記載する業務フローを参考に見直し、本仕様案における機能要件どおりの機能で業務を行うことが期待される。
業務フローの作成に当たっては、地方公共団体情報システム機構「地方公共団体の情報システム調達における機能要件の表
記方法に関する調査研究」（平成27年３月）を参考に、表記方法の国際標準であるBPMN（Business Process Model 
and Notation）の手法を用いて記述した。

（２）ツリー図
機能要件の構成が、必要な機能を網羅しているかを俯瞰的に把握するため、大項目の単位で作成する業務フローと大項目、
中項目単位で整理する機能要件の対応関係をツリー図で示す。
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３. 業務フロー・ツリー図

（３）業務フローの凡例
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NO 記号 意味 NO 記号 意味 NO 記号 意味

1 開始イベント
(業務フローの開始) 7 タスク

(システム操作) 13
包含(複数の処理が全
て完了後、次処理へ進
む)

2 終了イベント
(業務フローの終了) 8 タスク

(他の業務フロー参照) 14 シーケンスフロー

3
結合子
(ページが跨る場合に
使用)

9
帳票(システム出力帳
票・システム外帳票)、
電子データファイル

15
メッセージフロー(口頭や
文書、メール等をプール
を跨いで行う場合)

4 タスク
(書類の受領) 10 システムデータベース 16 関連(データや注釈との

関連があることを示す)

5
タスク
(書類の送付) 11 条件分岐 17 補足説明

6 タスク
(手作業) 12 並列処理



４. 機能要件

（１）機能要件全般に関する事項
機能要件においては、各業務を実施するために必要な機能を規定している。全ての団体で必須機能又は実装が望ましい機能
や、最適な標準機能として合意できる機能については【実装すべき機能】として規定している。また、団体によっては必須機能又は
実装が望ましい機能については【実装してもしなくてもよい機能】、カスタマイズの発生源であり、かつ、不要と考えられた機能につい
ては【実装しない機能】としている。なお、現時点において「カスタマイズ」として実装されている機能であっても、全市区町村におい
て有効性が認められるものは、「実装すべき機能」としている。
検討の過程において、事業を横断して考え方を整理すべきと判断された事項について、以下に記載する。

① 外部機関や標準化対象外システムとの連携に係る要件
児童手当システムを利用した事務においては、各地方公共団体が契約する指定金融機関や収納代行業者、広域の滞納整
理機構等の外部機関とのデータ授受が発生する。また、日々の会計業務を行うための財務会計システムとの連携など、庁内他
システムとのデータ授受も必要となる。
これらについては、デジタル庁により検討されているデータ要件及び連携要件の策定後に、必要の応じ反映を行う予定である。

② エラー・アラートに係る要件
児童手当システムを利用した事務においては、業務の正確性を期すため、提出された申請書のデータをシステムに取り込む際な
どにエラーチェックが行われる。
本仕様案においては、このような場合のエラー・アラートに係る要件は、その概要のみを記載し、突合対象項目などの詳細までは
定義せず、システム事業者のパッケージシステムにて実装されているエラー・アラート機能（※）を活用することを想定する。
※エラーとは、論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、抑止すべき原因が解消されるまで、当該入力等
を確定できないもの。アラートとは、論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起の表示を経た上で、当
該入力等を確定できるもの。
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４. 機能要件

③ 管理項目
児童手当システムで管理すべきデータ項目を、各機能要件において管理項目として記載を行う。「管理」とは、データの登録・修
正・削除ができることをいう。各機能要件において、管理項目の重複記載は行わず、運用の中で一番初めにデータの登録・修
正・削除を行うと想定される機能要件においてのみ記載を行う。
例：受給者情報は、複数の機能要件で登録・修正・削除を行う項目であるが、認定請求の機能要件のみで記載。
管理すべきデータ項目についても、【実装すべき機能(実装必須機能)】【実装してもしなくても良い機能(実装オプション機能) 】に
準じた分類を行う。なお、「～等」の記載を行うが、データ要件及び連携要件策定に合わせて、本仕様案についても必要な見直
しを行う予定である

④ EUCに係る要件
EUC（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するデータの抽出・分析・加工とファイルやリストへの出力・印刷
等の機能）については、共通要件において定義している。なお、EUCで抽出したデータを加工するためのツール等は、各地方公
共団体の事情に応じて、必要な機能を導入することができる。
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５. 帳票要件

（1）帳票要件、帳票印字項目、帳票レイアウトの対象帳票
帳票要件においては、業務を実施するために必要な帳票の要件を規定している。全ての地方公共団体で必須又は実装が望
ましい帳票については、【実装すべき帳票】として規定している。また、地方公共団体によっては必須又は実装が望ましい帳票につ
いては【実装してもしなくても良い帳票】としている。これらの帳票について、帳票の概要（帳票の用途）を規定した上で、外部帳
票に関しては帳票印字項目及び帳票レイアウトを定義している。

帳票要件の対象範囲

帳票印字項目・帳票レイアウト
の対象範囲

外部帳票
地方公共団体から保護者や施設等の外部に向けた帳票をいう。なお、
国、都道府県に提出する統計・集計資料や地方公共団体間で受け渡し
を行う資料は内部帳票として取り扱う。
本仕様案としては、システムから出力すべき帳票として帳票要件・帳票
印字項目・標準レイアウトを定義し、また、帳票印字項目として【実装すべ
き項目】、【実装してもしなくても良い項目】を定義している。なお、帳票印
字項目・帳票レイアウトを充足するものであれば、外付けツール等（EUC
を含む。）で実現することは差し支えない。

内部帳票
事務運用に併せて地方公共団体の内部で使用する確認用の一覧等
の帳票をいう。
本仕様案としては、システムから出力すべき帳票として帳票要件を規定
するが、EUC機能等を活用し作成することとするため、帳票印字項目・帳
票レイアウトは定めない。また、規定する帳票で業務が運用される想定で
はあるが、必要に応じて、標準化対象外とされた内部帳票をEUCツール
等にてデータ出力することは差し支えない。

申請書等 外部帳票

内部帳票

入力 出力

出力

交付
児童手当
システム

職員 職員

職員

住民

国等
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６. 用語集

本仕様案についての解釈に紛れが生じないよう、用いられている用語の定義を用語集に示す。ここで示す定義はあくまで本仕様
案における定義であり、用語によっては、本仕様案以外では別の意味で用いられていることもある。
なお、「住民記録システム標準仕様書【第2.0版】」にて定義される用語は、「住民記録システム標準仕様書【第2.0版】」に準
ずるものとする。
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用語 読み方 説明
あいまい検索 あいまいけんさく 検索条件が完全に一致しないものの、対象を一定のルールに基

づき抽出する検索方法のこと。
宛名番号 あてなばんごう 市区町村内において業務ごとに個人、法人を一意に識別するた

めに付番した番号のこと。「個人番号」、「住記個人番号」と
呼ばれることもあるが、番号法に基づく「個人番号」（いわゆ
るマイナンバー）と混同されかねないため、本仕様案上は「宛
名番号」と呼ぶ。

EUC いーゆーしー End user computing の略。非定型業務（住民記録システム標
準仕様で当該機能が提供されていない業務）に対して利活用で
きる機能のこと。
具体的には、児童手当システムが保有するデータ（受給者の情
報、その他児童手当システム内で管理する情報等）の二次利用
を可能とするデータの抽出・分析・加工とファイルやリストへ
の出力・印刷等の機能。

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。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。



６. 用語集
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用語 読み方 説明
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。
受給者 じゅきゅうしゃ 手当を受給する対象者のこと。支給要件児童を養育している、

監護・生計同一（生計維持）要件を満たす父母等、あるいは児
童が施設に入所している場合は当該施設の設置者等を指す。

支給要件児童 しきゅうようけんじ
どう

15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、ま
たはそういった児童を含む2人以上の児童（一八歳に達する日
以後の最初の3月31日までの間にある者）のこと。

15日特例 じゅうごにちとくれ
い

児童手当等は、申請した月の翌月分からの支給となるのが原則
であるが、出生日や転入した日（異動日）が月末に近い場合、
申請日が翌月になっても出生日や異動日の翌日から15日以内で
あれば、申請月分から支給を開始できる特例のこと。

請求者 せいきゅうしゃ 児童手当について認定の請求をする者のこと。支給対象児童の
父又は母など該当児童を養育している、監護・生計同一（生計
維持）要件を満たすもので、家庭での主たる生計維持者（いず
れか所得の高いほう）であることが多い。



６. 用語集
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用語 読み方 説明
支給要件 しきゅうようけん 児童手当支給にあたり必要な条件のこと。当該自治体在住で中

学校修了前（15歳に到達した日以降最初の3月31日まで）の児
童を養育していていること。

支給区分 しきゅうくぶん 受給する給付の種類のこと。児童手当あるいは特例給付のいず
れかで、所得制限限度額以上か否かで決まる。

住記世帯 じゅうきせたい 住民記録情報における世帯のこと。

世帯番号 せたいばんごう 各市区町村がシステムで独自に世帯を管理するために付番する
番号のこと。同一の世帯に属する住民には同一の世帯番号が振
られ、異なる世帯に属する住民には異なる世帯番号が振られる。

パラメータ ぱらめーた 児童手当システムの挙動に影響を与える、各種静的・動的な設
定のこと。

文字溢れ もじあふれ 入力した文字がテキストエリアに表示できる文字数を上回った
時に、対象エリアからはみ出している状態のこと。
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