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項番 項番・名称 根拠 改善要件案 種別 規模 分類 対応方針 修正案
修正案に
対する意

見

反対の場合の理由
意見等（自治体G）

反対の場合の理由
意見等（事業者H）

1 1.1.4. 認定請求受付 その他
「配偶者」は不要と考えますがいかがでしょう
か。

その他 5ベンダ
⓾誤植・内容不備に関す
る意見

配偶者等を削除する

機能要件1.1.4を以下のように修正す
る

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。
※1 請求者、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】
施設等の名称、施設等の種類、施
設等電話番号、施設等所在地又は
里親住所地、等

賛成10
反対０

2 1.1.9. 認定請求受付 その他
帳票要件ではオプション機能の「返戻・保留対
象者一覧」が必須機能として記載されている。
オプション機能へ修正いただきたい。

実装してもしなくて
もよい機能である

5ベンダ
⓾誤植・内容不備に関す
る意見

帳票一覧に統一し、「返戻・
保留対象者一覧」の出力はオ
プション機能とする

機能要件1.1.9のオプション機能
として以下の要件を追加する

児童手当等支給に関する申請書
類不備の対象者について、「返
戻・保留対象者一覧」を出力で
きること。
＜出力帳票＞
-返戻・保留対象者一覧

賛成10
反対０

4 5.1.2. 現況届提出依頼 その他
帳票要件ではオプション機能の「現況届提出対
象者一覧」が必須機能として記載されている。
オプション機能へ修正いただきたい。

実装してもしなくて
もよい機能である

5ベンダ
⓾誤植・内容不備に関す
る意見

帳票出力をオプション機能と
する

機能要件5.1.2のオプション機能
に以下の要件を追加する

以下の帳票の出力ができるこ
と。
<出力帳票>
-現況届提出対象者一覧

賛成10
反対０

5 5.1.3. 現況届提出依頼 困難2
実装してもしなくてもよい機能となっている
が、現況届の情報を関するため実装すべきと考
える。

実装すべき機能であ
る

3中核特例 ⑥要件種別に関する意見

6 5.1.3. 現況届提出依頼 困難2 オプション機能を実装必須機能とする。
実装すべき機能であ
る

4その他 ⑥要件種別に関する意見

現況届の運用に関して、現時
点ではすべての自治体が利用
する機能とは言えないため、
このままとする。

変更なし

賛成10
反対０

ID5.1.1に該当しない対象
者について
条件を明確にする必要はな
いでしょうか。
また条件を外れる対象者は
CSV取込機能が必要なほど
多くはなりえないのではな
いでしょうか。



項番 項番・名称 根拠 改善要件案 種別 規模 分類 対応方針 修正案
修正案に
対する意

見

反対の場合の理由
意見等（自治体G）

反対の場合の理由
意見等（事業者H）

7 5.1.7. 現況届提出依頼 困難2
実装してもしなくてもよい機能となっている
が、再提出が必要な方へ素早く対応するため実
装すべきと考える。

実装すべき機能であ
る

3中核特例 ⑥要件種別に関する意見

8 5.1.7. 現況届提出依頼 困難2 オプション機能を実装必須機能とする。
実装すべき機能であ
る

4その他 ⑥要件種別に関する意見

9 5.1.7. 現況届提出依頼 困難2
実装すべき機能であ
る

4その他 ⑥要件種別に関する意見

10 5.1.7. 現況届提出依頼 困難2
機能が不足している,
実装すべき機能であ
る

4その他 ⑥要件種別に関する意見

11 5.2.2. 現況届受付 困難2
実装してもしなくてもよい機能となっている
が、バーコードでの消込作業は事務の短縮化の
ため実装すべきと考える。

実装すべき機能であ
る

3中核特例 ⑥要件種別に関する意見

12 5.2.2. 現況届受付 困難2 オプション機能を実装必須機能とする。
実装すべき機能であ
る

4その他 ⑥要件種別に関する意見

13 5.2.2. 現況届受付 困難2
機能が不足している,
実装すべき機能であ
る

4その他 ⑥要件種別に関する意見

14 5.2.4. 現況届受付 その他

データ取込によるエラーだと思われるが、パン
チデータの取り込み、バーコードによる消込が
オプション機能となっているため、当機能もオ
プション機能へ変更いただきたい。

実装してもしなくて
もよい機能である

5ベンダ
⓾誤植・内容不備に関す
る意見

15 5.2.6. 現況届受付 その他

データ取込によるエラーだと思われるが、パン
チデータの取り込み、バーコードによる消込が
オプション機能となっているため、当機能もオ
プション機能へ変更いただきたい。

実装してもしなくて
もよい機能である

5ベンダ
⓾誤植・内容不備に関す
る意見

オプション機能としているパン
チデータ、バーコードでの取
込が前提となっているため、
オプション機能へ変更する

5.2.4. 現況届受付をオプション機

能に変更する。

賛成10
反対０

個別印刷に関しては、アウト
ソーシングを利用せず自治体
内で印刷を行うと考えられる
ため、必須要件にする

5.1.7. 現況届提出依頼を実装する

機能に変更する。

合わせて以下の帳票要件をじっ
そうすべき機能に変更する。
31 児童手当　現況届
32 児童手当　現況届（施設等受
給者用）

賛成10
反対０

複数団体から意見をいただい
ているが、すべての団体で必
要な機能ではないと考えられ
るため、このままとする。

変更なし 賛成10
反対０



項番 項番・名称 根拠 改善要件案 種別 規模 分類 対応方針 修正案
修正案に
対する意

見

反対の場合の理由
意見等（自治体G）

反対の場合の理由
意見等（事業者H）

16 5.2.6. 現況届受付 その他

本機能は機能ID5.2.2で定義されているパンチ
データの取り込み、またはバーコードによる消
込に対して行う機能であり、5.2.2が実装オプ
ション機能として定義されているのであれば、
合わせて実装オプション機能とすべきではない
か。

実装してもしなくて
もよい機能である

5ベンダ
⓾誤植・内容不備に関す
る意見

17 5.2.6. 現況届受付 その他

「実装必須機能」とされていますが、「5.2.2.
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。」が「実装オプ
ション機能」とされていることと矛盾している
のでは、と考えます。

実装してもしなくて
もよい機能である

5ベンダ
⓾誤植・内容不備に関す
る意見

18 5.2.6. 現況届受付 その他

5.2.2のパンチデータの取込やバーコードの消
込が実装してもしなくてもよい機能（オプショ
ン機能）なのであれば、その要件である本項目
も実装してもしなくてもよい機能ではないで
しょうか。

その他 5ベンダ
⓾誤植・内容不備に関す
る意見

19 5.2.7. 現況届受付 その他

データ取込によるエラーだと思われるが、パン
チデータの取り込み、バーコードによる消込が
オプション機能となっているため、当機能もオ
プション機能へ変更いただきたい。
また、現状の記載ではどの処理でのエラー
チェックか不明瞭なため、「パンチデータの取
り込み、バーコードによる消込の際のエラー
チェックにて」等、明記いただきたい。

実装してもしなくて
もよい機能である

5ベンダ
⓾誤植・内容不備に関す
る意見

20 5.2.7. 現況届受付 その他

本機能は機能ID5.2.2で定義されているパンチ
データの取り込み、またはバーコードによる消
込に対して行う機能であり、5.2.2が実装オプ
ション機能として定義されているのであれば、
合わせて実装オプション機能とすべきではない
か。

実装してもしなくて
もよい機能である

5ベンダ
⓾誤植・内容不備に関す
る意見

21 5.2.7. 現況届受付 その他

5.2.2のパンチデータの取込やバーコードの消
込が実装してもしなくてもよい機能（オプショ
ン機能）なのであれば、その要件である本項目
も実装してもしなくてもよい機能ではないで
しょうか。

その他 5ベンダ
⓾誤植・内容不備に関す
る意見

 

オプション機能としているパン
チデータ、バーコードでの取
込が前提となっているため、
オプション機能へ変更する

5.2.6. 現況届受付をオプション機能

に変更する。

賛成10
反対０



項番 項番・名称 根拠 改善要件案 種別 規模 分類 対応方針 修正案
修正案に
対する意

見

反対の場合の理由
意見等（自治体G）

反対の場合の理由
意見等（事業者H）

22 5.3.1. 現況審査 その他

現況届の審査について、年金情報（被用者・非
被用者区分）の確認が含まれていないため、追
記が必要であると考える。
【追記例】：「現況届提出不要となっている受
給者に対して、住基情報、税情報及び年金情報
を基に～（以下、略）」

機能が不足している,
実装すべき機能であ
る,管理項目が不足し
ている

1政令
②運用困難でないが見直
しが望ましいとする意見

年金情報に関して追記を行う

機能5.3.1を以下のように修正する

現況届提出不要となっている受給
者に対して、住記情報、税情報等
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

賛成10
反対０

年金情報を基に自動で区分
変更という条件では曖昧で
あるため、年金情報の既定
を明確にする必要があると
考えます。
・3歳未満のみ確認が必要
・公簿での確認は厚生年金
国民年金私学共済のみ
等。
判断がつかず個別に本人確
認が必要なケースもあるた
め、自動で審査・更新が行
えるという要件を満たすこ
とが困難になると考えま
す。

23 5.4.3. 現況届催促 困難2
実装してもしなくてもよい機能となっている
が、一括又は個別で出力することで事務の効率
化が必要なため、実装すべきと考える。

実装すべき機能であ
る

3中核特例 ⑥要件種別に関する意見

24 5.4.3. 現況届催促 困難2 実装必須機能とする。
実装すべき機能であ
る

4その他 ⑥要件種別に関する意見

25 5.4.3. 現況届催促 困難2
実装すべき機能であ
る

4その他 ⑥要件種別に関する意見

26 5.4.3. 現況届催促 困難2
機能が不足している,
実装すべき機能であ
る

4その他 ⑥要件種別に関する意見

現況届の個別での再発行に関
しては、機能5.1.7で実装すべ
き機能としており、一括出力
に関しては、大規模自治体の
み利用すると考えられるた
め、このままとする。

変更なし

賛成10
反対０



項番 項番・名称 根拠 改善要件案 種別 規模 分類 対応方針 修正案
修正案に
対する意

見

反対の場合の理由
意見等（自治体G）

反対の場合の理由
意見等（事業者H）

27 5.5.2. 手当差止 その他
帳票要件ではオプション機能の「差止者一覧」
が必須機能として記載されている。オプション
機能へ修正いただきたい。

実装してもしなくて
もよい機能である

5ベンダ
⓾誤植・内容不備に関す
る意見

差止者一覧をオプション機能
にする

機能要件5.5.2のオプション機能に以
下の要件を追加する

手当差止対象者を一覧で出力できる
こと。
＜出力帳票＞
-差止者一覧

賛成10
反対０

28 5.5.3. 手当差止 その他
帳票要件ではオプション機能の「現況届提出切
替対象者一覧」が必須機能として記載されてい
る。オプション機能へ修正いただきたい。

実装してもしなくて
もよい機能である

5ベンダ
⓾誤植・内容不備に関す
る意見

現況届提出切替対象者一覧を
オプション機能にする

機能要件5.5.3のオプション機能
に以下の要件を追加する

現況届提出切替対象者を一覧で
出力できること。
＜出力帳票＞
-現況届提出切替対象者一覧

賛成10
反対０

29
5.6.3. 現況審査結果等通知
等出力

困難2

市民から継続証明書や支払通知書の再発行を求
められた場合に発行するものとして、認定証明
書（年齢区分ごとの支給対象児童数、手当区
分、年齢区分ごとの手当て月額、改定年月、改
定の理由）の出力ができること。
発行日時点、過去の任意の時点でも出力ができ
ること。

機能が不足している 1政令 ⑦帳票追加に関する意見

30 6.3.1. 支払対象者出力 その他

奨学金の審査等で児童手当の受給証明を必要と
する場合がある。
標準仕様として受給証明書の発行機能が必要で
はないか。

機能が不足している 5ベンダ ⑦帳票追加に関する意見

受給者証明に関してh、支払通
知にて対応可能と記載がある
ため、「児童手当・特例給付
継続認定通知書　兼　支払通
通知書」の再出力機能を追加
する。

機能要件6.4.4のオプション機能
に以下の要件を追加する

「児童手当・特例給付　継続認
定通知書　兼　支払通通知書」
の再出力ができること。

※1 出力する「児童手当・特例
給付　継続認定通知書　兼　支
払通通知書」に関しては、任意
の時期を設定して出力ができる
こと。

賛成10
反対０

オプションということで反
対はしないが、これまでの
例だと、認定兼支払通知書
を再交付することで事足り
ている。



項番 項番・名称 根拠 改善要件案 種別 規模 分類 対応方針 修正案
修正案に
対する意

見

反対の場合の理由
意見等（自治体G）

反対の場合の理由
意見等（事業者H）

31 6.3.1. 支払対象者出力 困難2

支払通知書は児童手当の支給を行っている証明
として使用しており、頻繁に再発行の依頼も
あっているため、実装していただきたい。支払
通知書を削除するのであれば支払証明書のよう
なものを代わりに実装していただきたい。現況
届審査後に支払額等の変更があった場合は別途
通知する運用をとっており運用変更は困難であ
る。

機能が不足している,
出力帳票が不足して
いる

4その他 ⑦帳票追加に関する意見

32 6.3.1. 支払対象者出力 困難2
支払通知書の出力を実装すべきである（Ａ４か
圧着はがき）
・出力要否を選択できること

機能が不足している,
出力帳票が不足して
いる

4その他 ⑦帳票追加に関する意見

33 6.4.1. 手当振込依頼 可能1
支払通知書の出力も自治体の判断で可能として
いただきたい。

実装すべき機能であ
る

1政令 ⑦帳票追加に関する意見

34 6.4.1. 手当振込依頼 可能2

支払通知書については特に転出時等の随時払い
で現行の運用通り、支払通知書作成の要望が想
定される。オプション機能への追加を検討いた
だきたい。

機能が不足している 5ベンダ ⑦帳票追加に関する意見

35 6.4.1. 手当振込依頼 その他

要件作成における経緯・留意事項等の欄に「支
払通知書に関しては、新規や変更があった場
合、各種通知書（認定・額改定・未支払支給決
定の通知書）には給付額が記載されているた
め、支払通知書の出力は不要とする。」と記載
があるが、本標準仕様の帳票レイアウトでは各
種通知書において、いつ、いくら支払されるの
か通知するレイアウトになっておらず、支払通
知書を送付しない運用は不十分である。
児童手当市町村事務処理ガイドラインにおいて
も、支払通知書を送付することとなっており、
支払通知書の機能は実装すべき機能に該当する
ものと考える。

実装すべき機能であ
る

4その他 ⑦帳票追加に関する意見

「児童手当・特例給付　継続
認定通知書　兼　支払通通知
書」で対応可能（要望に応じ
て個別に打ち出し可能）と考
える。ただし該当帳票の再出
力に関しては記載がないた
め、再出力について追記を行
う。

賛成10
反対０

　 　 　
　 　

 
　 　 　

機能要件6.4.4のオプション機能
に以下の要件を追加する

「児童手当・特例給付　継続認
定通知書　兼　支払通通知書」
の再出力ができること。

※1 出力する「児童手当・特例
給付　継続認定通知書　兼　支
払通通知書」に関しては、任意
の時期を設定して出力ができる
こと。

オプションということで反
対はしない。



項番 項番・名称 根拠 改善要件案 種別 規模 分類 対応方針 修正案
修正案に
対する意

見

反対の場合の理由
意見等（自治体G）

反対の場合の理由
意見等（事業者H）

36 6.5.3. 振込不能登録 困難2

過払い充当については、内払調整と納付書によ
る納付両方の入力に対応できること。債権管理
を行うことができること。過誤払いとなった該
当についても内払含め支払報告等各種報告に反
映させられること。以上を要件として追加して
ください。

機能が不足している,
実装すべき機能であ
る

4その他
①運用困難なため内容の
見直しを必要とする意見

37 6.5.3. 振込不能登録 困難2

過払や不正利得が発生している場合において、
支払調整による充当処理が行えない対象者には
返還を求める必要がある為、返還に関する機能
の追加が必要と考える。

機能が不足している 1政令
①運用困難なため内容の
見直しを必要とする意見

39 6.6.1. 徴収管理 可能1

債権管理は戻入（現年度分）と債権（過年度
分）に分けて管理ができますでしょうか。
また、分納での納入にも対応できるように、管
理項目を検討お願いします。

機能が不足している,
管理項目が不足して
いる

1政令
②運用困難でないが見直
しが望ましいとする意見

40 6.6.10. 徴収管理 その他
【仮項番】過払い分の債権管理機能を追加して
いただきたい。

機能が不足している,
その他

4その他
②運用困難でないが見直
しが望ましいとする意見

41 6.6.8. 徴収管理 その他
寄付の管理が機能ID「6.6.7」でオプション機
能となっているため、当要件もオプションへ修
正いただきたい。

実装してもしなくて
もよい機能である

5ベンダ
⓾誤植・内容不備に関す
る意見

42 6.6.8. 徴収管理 可能2
実装してもしなくて
もよい機能である

4その他
⓾誤植・内容不備に関す
る意見

43 6.6.9. 徴収管理 その他
寄付の管理が機能ID「6.6.7」でオプション機
能となっているため、当要件もオプションへ修
正いただきたい。

実装してもしなくて
もよい機能である

5ベンダ
⓾誤植・内容不備に関す
る意見

寄附に関する機能をオプショ
ンとしているためオプション機
能へ変更する

6.6.9. 徴収管理をオプション機
能に変更する。

賛成10
反対０

賛成10
反対０

賛成9
反対1

賛成10
反対０

複数団体から意見をいただい
ているため、過払時の充当処
理が行えることを実装すべき
機能として追加する。

以下の要件を実装する機能として追
加する

機能要件6.1.2
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。
機能要件6.1.3
過払い充当については、内払調整と
納付書による納付、窓口での支払に
対応できること。

複数団体から意見をいただい
ているため、債権管理に関す
る機能を6.1支払調整にオプ
ションとして追加する

以下の要件をオプション機能として追
加する

機能要件6.1.4
過払における債権管理、延滞金管理
を行うことができること。

寄附に関する機能をオプショ
ンとしているためオプション機
能へ変更する

6.6.8. 徴収管理をオプション機
能に変更する。

オプションではなく必須機
能と考える。



項番 項番・名称 根拠 改善要件案 種別 規模 分類 対応方針 修正案
修正案に
対する意

見

反対の場合の理由
意見等（自治体G）

反対の場合の理由
意見等（事業者H）

44
8.1.1. 統計・報告等に係る
集計

その他

支給実績や受給者数等の統計資料は、指定した
時点の数値で出力できるようにしていただきた
い。また、政令市の場合は、区ごとの内訳も表
示してほしい。

実装すべき機能であ
る,その他

1政令
②運用困難でないが見直
しが望ましいとする意見

45
8.1.1. 統計・報告等に係る
集計

困難2

帳票出力に加えて、CSV出力もできること。
また、自治体の統計資料として活用できるよ
う、期間や時点、対象者、区分などの組み合わ
せ選択が容易にできること。

機能が不足している,
実装すべき機能であ
る

4その他
①運用困難なため内容の
見直しを必要とする意見

46
8.1.1. 統計・報告等に係る
集計

その他

この帳票のうち、受給者数や児童数はぜひ任意
の時点での数値を出力できるようにしてほしい
（例えば、令和４年６月時点に、令和４年２月
時点や令和３年10月時点の数値が出せること
が必要）。

実装すべき機能であ
る

2区
②運用困難でないが見直
しが望ましいとする意見

国が求める統計帳票として
の用途があいまいと考えま
す。
業務の標準化という観点か
ら考えると、国や県が求め
る統計を一元化し、集計の
齟齬が起きない仕様を検討
するほうが重要ではないか
と考えます。

時点集計についても
月次や年次の値が運用上必
要と判断したものだけを
必須機能とにした方がよい
と考えます。

また、区分や時点や対象を
任意に選択して自由に集計
が可能という機能はオプ
ション機能の位置づけと考
えます。

複数団体から時点に関しては
複数要望があるため追記を行
う。

機能要件8.1.1を以下のように修正す
る

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
※1 受給者情報については世帯ご
とに出力できること。
※2　出力する情報に関しては、時点
の設定（令和3年3月時点や令和3年
10月時点、等）ができること。

賛成10
反対０
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項番 項番・名称 根拠 改善要件案 種別 規模 分類 対応方針 修正案

修正案に
対する意

見

反対の場合の理由
意見等

1
01 児童手当・特例給付　認定請

求書 その他

請求書の左上に印字する首長名の項目がない。

追記いただきたい。

印字項目が不足し

ている 5ベンダ

⓾誤植・内容不備に

関する意見

首長名を印字項目に追記 項番01 児童手当・特例給付
認定請求書の印字項目に首長
名を追記する。

賛成10

反対０

2
01 児童手当・特例給付　認定請

求書 その他

・「機能要件」では「氏名カナ」となっていますが、

「帳票レイアウト」と「帳票印字項目」では「ひらが

な」となっています。

・帳票タイトルが「任意に設定可能」となっています

が、どのようなケースを想定していますでしょうか。

・「性別」欄は削除しませんでしょうか。しない場

合、印字制御は不要でしょうか。

※帳票全般的に該当する内容となります（代表して本

帳票の件として記載させていただいています）。 その他 5ベンダ

⓼帳票印字項目・帳

票レイアウトに関す

る意見

性別欄については複数団体から
意見をいただいているため、印
字してもしなくてもいい項目と
する

印字項目にある性別欄を印字

してもしなくてもいい項目と

する。該当帳票は以下の通り

項番1　児童手当・特例給付

認定請求書

項番2　児童手当　認定請求書

（施設等受給資格者用）

賛成10

反対０

3
01 児童手当・特例給付　認定請

求書 その他

認定請求書において、公的給付支給等口座（特定個人

情報番号89番）を利用する旨の申出（チェック欄等）

が必要であると考える。

印字項目が不足し

ている 1政令

⓼帳票印字項目・帳

票レイアウトに関す

る意見

公的給付支給等口座の利用に関

する項目を追記する

公的給付支給等口座の利用に関
して、現時点では詳細が不明なた
め、継続検討事項とする。

賛成10

反対０

4
01 児童手当・特例給付　認定請

求書 可能2

本市では国の要綱をもとに男女の記入欄を載せており

ましたが、児童手当の事務において、実務上男女の別

が処分に影響するとは言えないため、不必要な情報で

あるとして、要綱からも記入欄を削除しております。

標準化に際し、国の要綱に合わせて男女の記入欄を復

活させる必要はありますか？

もしくは、国の要綱から男女の記入欄を削除すること

は検討されておりますか？ その他 1政令

⓼帳票印字項目・帳

票レイアウトに関す

る意見

性別欄については複数団体から
意見をいただいているため、印
字してもしなくてもいい項目と
する

印字項目にある性別欄を印字

してもしなくてもいい項目と

する。該当帳票は以下の通り

項番1　児童手当・特例給付

認定請求書

項番2　児童手当　認定請求書

（施設等受給資格者用）

賛成10

反対０

5
02 児童手当　認定請求書（施設

等受給者用） その他

請求書・届の左上に印字する首長名の項目がない。

追記いただきたい。

※その他の申請・届も同様

印字項目が不足し

ている 5ベンダ

⓾誤植・内容不備に

関する意見

首長名を印字項目に追記 項番01 児童手当・特例給付
認定請求書の印字項目に首長
名を追記する。

賛成10

反対０

6
04 児童手当・特例給付　関係書

類 返戻・保留 通知書 困難1

帳票レイアウトでは様式第6号が記載されている。

各自治体の規則等に当該様式を規定した場合、必ずし

も同じ様式番号になるとは限らないため、様式番号の

記載は不要と考える。

各自治体の意向に沿うためには記載するか選択可能な

項目とし、様式番号も変更可能にする。

その他、様式番号が記載されているものについて同様

の意見である。 その他 4その他

⓼帳票印字項目・帳

票レイアウトに関す

る意見

様式番号自体各自治体で付けて
いる場合とそうでない場合があ
るのでオプション機能として印
字項目の追記を行う。

各帳票の印字項目として、様式番
号をオプション機能として追加す
る。

賛成10

反対０



項番 項番・名称 根拠 改善要件案 種別 規模 分類 対応方針 修正案

修正案に
対する意

見

反対の場合の理由
意見等

7
08 児童手当・特例給付　認定・

認定請求却下 通知書 困難2

自団体の運用として、必ずしも高校生の児童を台帳管

理していないケースもあり、令和4年度から現況届が

省略されるなかで、「高校生人数」の把握は難しいも

のと考える。

実装しないことが

望ましい項目が含

まれている 5ベンダ

⓼帳票印字項目・帳

票レイアウトに関す

る意見

高校生ではなく15歳～18歳未
満、のような記載に変更すれば
対応可能と考えられる（就学し
ているかどうかがシステムから
判定できないため）

※同様の意見多数のため、この項
番に集約

備考欄に「高校生　人数」と記載
のある印字項目に関しては、「15
歳以上18歳未満の人数」に修正
を行う。

賛成10

反対０

8

10 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） 可能2

項番１「整理番号」とは、文書番号とは別のものとい

う認識でよいか。

その場合、弊区運用では当該通知に文書番号を記載し

ているため、項目として追加いただきたい。

印字項目が不足し

ている 2区

⓼帳票印字項目・帳

票レイアウトに関す

る意見

整理番号とは別で文書番号の追
記を行う。

10 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）に印字項目として、文
書番号をオプション機能として追
加する。

賛成10

反対０

9
17 児童手当・特例給付　受給事

由消滅届 可能2

次のとおり記載してほしい。

消滅した受給理由に「公務員になった」を設ける、若

しくは裏面注意事項に公務員になった場合は消滅届の

提出が必要である旨記載

消滅した受給理由②監護しなくなったに（離婚等）な

ど具体的な事由を記載

印字項目が不足し

ている 2区

⓼帳票印字項目・帳

票レイアウトに関す

る意見

10
17 児童手当・特例給付　受給事

由消滅届 可能1

消滅届の を れまで記載していたが、分かりにく

く、実際には非監護消滅を行いたいのにこちらに

チェックがあることで対応が難しかったケースが多い

です。６で代用可能だと思います。

追加する項目は

受給者が公務員になった（勤務先、部署名、採用年月

日）

があると受給者交代もスムースに行えるので必要と考

えます。

印字項目が不足し

ている 1政令

⓼帳票印字項目・帳

票レイアウトに関す

る意見

11
22 未支払　児童手当・特例給付
請求書 その他

帳票レイアウトの支払希望金融機関に下記項目を追記
（実装）いただきたい。

・金融機関コード、支店名、支店コード、口座種別、
口座名義

・代理人氏名・住所・電話番号・請求者との続柄

印字項目が不足し

ている 1政令

⓼帳票印字項目・帳

票レイアウトに関す

る意見

12
22 未支払　児童手当・特例給付

請求書 その他

支払希望金融機関口座に請求者の口座名義、支店名が

不足

帳票概要が不足し

ている,その他 4その他

⓼帳票印字項目・帳

票レイアウトに関す

る意見

13
22 未支払　児童手当・特例給付

請求書 可能1

支払い希望金融機関の項目が少ないです。

金融機関名称、支店名、普通口座、口座番号、口座名
義人を記載できるようにお願いします。

印字項目が不足し

ている 1政令

⓼帳票印字項目・帳

票レイアウトに関す

る意見

14
23 未支払　児童手当　請求書
（施設等受給資格者用） その他

帳票レイアウトの支払希望金融機関に下記項目を追記

（実装）いただきたい。

・金融機関コード、支店名、支店コード、口座種別、

口座名義

印字項目が不足し

ている 1政令

⓼帳票印字項目・帳

票レイアウトに関す

る意見

複数団体から意見をいただいて
いるため、印字項目とするか意
見をいただきたい。

22 未支払　児童手当・特例給

付　請求書、23 未支払　児童
手当　請求書（施設等受給資
格者用）に印字項目として以
下の項目をオプションとして
追加する。
・金融機関コード
・支店名
・支店コード
・口座種別
・口座名義

賛成10

反対０

複数団体から意見をいただいて
いるため、印字項目とするか意
見をいただきたい。

17 児童手当・特例給付　受給

事由消滅届に印字項目の項番7
受給理由に「公務員になっ
た」を追加する。

賛成10

反対０



項番 項番・名称 根拠 改善要件案 種別 規模 分類 対応方針 修正案

修正案に
対する意

見

反対の場合の理由
意見等

15
26 児童手当・特例給付　氏名・

住所等変更届 その他

令和４年６月の法改正が反映されていない。受給者の

「職業」「公的年金制度の種別」の欄が必要。

印字項目が不足し

ている 4その他

⓼帳票印字項目・帳

票レイアウトに関す

る意見

16
26 児童手当・特例給付　氏名・
住所等変更届 その他

受給者の変更前と変更後に職業及び項目、公的年金制

度の種別及び項目をそれぞれ実装していただきたい。

また、配偶者欄を新たに設け変更前と変更後に氏名、

住所、電話番号と変更年月日を実装いただきたい。

（令和４年６月施行の児童手当法施行規則改正に対

応）

印字項目が不足し

ている 1政令

⓼帳票印字項目・帳

票レイアウトに関す

る意見

17
45 児童手当・特例給付　継続認

定通知書　兼　支払通知書 その他

「帳票印字項目」の「問い合わせ先」について「担当

部署FAX番号」の項目が必要ではないでしょうか（実

装しなくても良い帳票であるもよい機能）。耳の不自

由な方もいることから、本市では通知書に電話番号・

FAX番号を記載することは必須となっています。

印字項目が不足し

ている 1政令

⓼帳票印字項目・帳

票レイアウトに関す

る意見

問い合わせ先にFAX番号を追記
する

各帳票の問い合わせ先の印字項
目にFAX番号をオプション機能と
して追加する。

賛成10

反対０

複数団体から意見をいただいてい
るため、印字項目とするか意見を
いただきたい。

26 児童手当・特例給付　氏
名・住所等変更届に印字項目
として「職業区分」、「公的
年金制度の種別」をオプショ
ンとして追加する。

賛成10

反対０
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