
構成員意見資料（事業者A） 資料04

項番 設問 構成員意見記載欄

1
【資料02 資料02 標準仕様書(案)】に
対する意見、確認事項等

・9頁目 １－４ 本仕様書の内容 (2)標準準拠の基準
　15頁目 ３－１ 機能要件 (1)機能要件全般に関する事項
「3分類のいずれにも分類されていない機能（標準仕様書に明記していない機能）は、～【実装しない機能】
と同様のものとして位置付ける。」とありますが、実務やシステムの前提となる制度に改正や見直しが発生し
た場合においては、「地方公共団体やベンダの創意工夫により新たな機能を標準準拠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、当該試行を本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。」と解釈してよろしいでしょうか。

資料03-1 業務フロー及びツリー図\06_児童手当_手当支払.pdf
2頁目の「支出情報の作成」の説明部に「財務会計システムへ直接支払情報を入力する（会計課へ支払データ
の提出はおこなわない）自治体も存在する」との記載があるので、オプション機能（実装してもしなくてもよ
い機能）と扱っても差し支えないのではないでしょうか。（項番3の「6.4.2」と関連）

フロー内に記載されている帳票について、帳票要件に記載がないものがあります。
（振込不能者一覧　など）

0.1.2.
　児童手当業務おいて同一人物候補者一覧はご要望として頂いたことがなく、運用上必須とは言えないと考え
ます。オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）と扱っても差し支えないのではないでしょうか。
0.1.6.
　ＥＵＣに限定する必然性はないため、「～ＥＵＣ機能等を利用して出力できること。」という記載とすべき
と考えますが、いかがでしょうか。
0.1.17.
　0.1.10と重複しているように思われますが、いかがでしょうか。

0.3.32.
　弊社ユーザからはご要望を頂いたことがありません。オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）と
扱っても差し支えないのではないでしょうか。
0.3.37
所得照会書（回答）とは、他自治体への所得照会依頼をかける際に利用するものという理解でよいでしょう
か。情報照会が普及していることを鑑みると、不要な機能と考えますがいかがでしょうか。

①業務フロー 02.額改定、05.現況届
・不備書類の確認においては「不備書類がある場合、必要に応じて再提出依頼をする。」とありますが、新規
認定と同様に返戻・保留情報の管理並びに受給者への通知が必要ではないでしょうか。（再提出が滞った場合
に手当が支給できなくなることを避け、受給者に有益となるようにするため）
②業務フロー 02.額改定、03.認定資格消滅
【コメント】「却下となるものはシステムに登録しない場合がある。」「却下についてはシステムに登録しな
い場合がある。」とありますが、システムへの登録を行わない場合受給者への通知も行わなくてよいという解
釈でよろしいでしょうか。
③業務フロー 03.認定資格消滅
・「住基上」と「住記上」とで表記が混在しており、統一した方がよいと思われます。
・住記上除票となった受給者について、対象者を把握することにより届出がなされていない受給者を把握する
ことができるため、機械的な抽出を行う機能については有用と考えます。
しかし、一般的に転出の場合はあくまでご本人より受給事由消滅届を提出いただく必要があることとなってい
ます。（児童手当法施行規則第七条）
このため、フローとしては「住記上で除票となった対象者の抽出」→「受給資格消滅情報の登録」ではなく
「電子申請申請情報登録」もしくは「不備書類の確認」に繋がってゆくのが自然と考えますが、いかがでしょ
うか。
（本人への催促を経ても届出がなされないような場合は、【コメント】にありますとおり職権での消滅を行う
事例があり得ることは承知しております）
④業務フロー 05.現況届
・令和4年2月25日に開催されました都道府県等説明会において、「夫婦間において一時的な所得の逆転があ
り、ある年の高収入者が変わった場合であっても、本則給付又は特例給付の支給区分に変更が生じず、対象者
がともに同一市町村に在住している場合には、当該受給者や市町村の実務負担を踏まえ、受給者変更について
行わないこととして差し支えない。」との言及がありました。（事務手続マニュアルⅡの１(６)）
上記内容を【コメント】内箇条書き2点目に追記するのはいかがでしょうか。

2
【資料03-1 業務フロー及びツリー

図】に対する意見、確認事項等

 



項番 設問 構成員意見記載欄

0.3.42
　団体内統合宛名番号について、業務システム側で「修正」「削除」させることは、標準仕様として望ましく
ないと考えます。
　介護同様の記載で良いと考えますが、いかがでしょうか？

　－－－－－－－－－－－－－－－－－
　介護　1.3.60
　住登外者の団体内統合宛名番号や個人番号（マイナンバー）を照会できること。
　また、必要に応じて、登録・修正・削除できること。
　※ 団体内統合宛名番号や個人番号は、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
　－－－－－－－－－－－－－－－－－

0.4.9.
　住民記録の標準仕様書には※以下の記載にあたる表現はなく、標準仕様としては※の記述は不要と考えま
す。
0.6.23
　帳票ソートへの利用が考えられない項目（金額等）も多いため、障害者福祉同様の記載が望ましいと考えま
すが、いかがでしょうか。
　－－－－－－－－－－－－－－－－－
　障害者福祉 1.6.11.
　帳票の一括出力時の出力順は任意で指定できること。
　※　具体的な出力順は、事業や帳票種類により異なるため共通要件としては定めない
　－－－－－－－－－－－－－－－－－
1.4.1
標準連携仕様をご提示いただきたいです。
5.5.3
現況届提出切替対象者とは、現況届の提出の要否が変わる受給者という認識でよいでしょうか。
その場合、5.5.3の要件として記載されているのはなぜでしょうか。
5.6.2
要件作成における経緯・留意事項等において、「支払通知書の出力は不要とする。」とありますが、これは、
実装不可機能（実装しない機能）という判断になるのでしょうか。
6.4.2
「財務会計システムへの連携データの作成ができること。」が必須機能となっていますが、給付データを財務
会計システムに連携する仕組みについては対向システム（財務会計システム）とのIF取り決め（標準化）が必
須だと考えています。標準連携仕様をご提示いただきたいです。
（財務システム側も標準化に合わせて対応頂ける認識でよいでしょうか。）
8.1.1.
統計帳票に関する仕様、およびレイアウトをご提示いただきたいです。
また、仕様については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ことが重要だと考えます。
時点集計についても一律必須とするのではなく国や県への報告が必要等、運用上必要であるものを必須とし、
それ以外はオプション機能（実装してもしなくてもよい機能）とした方がよいと考えます。

【資料03-2 機能要件(児童手当)】に対
する意見、確認事項等
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項番 設問 構成員意見記載欄

①2.2. 額改定請求受付、5.2. 現況届受付
・業務フロー及びツリー図において申請書類に不備があった場合の申請の返戻・保留の登録・解除を追加する
場合は、同様に追加が必要と見込まれます。
②2.3. 額改定要件審査
・業務フロー 02.額改定における【コメント】「却下となるものはシステムに登録しない場合がある。」の解
釈について、受給者からの請求を却下する場合においてシステムへの登録を行わなくともよい、つまり受給者
への通知も行わなくてよいという場合、2.3.1.「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。」のうち、却下機能については実装オプション機能（実装してもしな
くてもよい機能）と扱っても差し支えないのではないでしょうか。
（新規認定においては所得要件審査時において高所得者であった場合に却下とする必要がありますため、申請
却下機能は必須と考えますが、額改定においては申請書類に虚偽があるような場合等を除き、却下する場合は
それほど多くはないと考えられるため。）
③3.3. 資格消滅要件審査　3.5. 未支払請求
・業務フロー 03.認定資格消滅における【コメント】「却下についてはシステムに登録しない場合がある。」
の解釈について、受給者からの届出を却下する場合においてシステムへの登録を行わなくともよい、つまり受
給者への通知も行わなくてよいという場合、3.3.1.「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。」並びに3.5.4.「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。」のうち、却下機能については実装オプション機能（実装して
もしなくてもよい機能）と扱っても差し支えないのではないでしょうか。（額改定と同様の理由により）

4
【資料03-3 帳票要件】に対する意
見、確認事項等

統計帳票のレイアウトのご提示をお願いいたします。

5
【資料03-4 帳票印字項目】に対する
意見、確認事項等

特にありません。

6
【資料03-5 帳票レイアウト】に対す
る意見、確認事項等

特にありません。

7
上記資料を問わず標準仕様書に関して
の意見、確認事項

特にありません。

 



構成員意見資料（事業者B） 資料04

項番 設問 構成員意見記載欄

1
【資料02 資料02 標準仕様書(案)】に
対する意見、確認事項等

特にありません。

2
【資料03-1 業務フロー及びツリー
図】に対する意見、確認事項等

特にありません。

3
【資料03-2 機能要件(児童手当)】に対
する意見、確認事項等

特にありません。

4
【資料03-3 帳票要件】に対する意
見、確認事項等

６月の現況届の審査で、所得超過によって資格消滅となった住民が、税更生によってい支給要件を満たすよう
になり、改めて認定となった場合、現在の帳票では認定通知書が送付されますが、住民にはいきなり認定通知
書だけ送られても経緯が不明です。認定通知書とは別に、税更生によってい支給要件を満たすようになった経
緯を通知する通知書が別途必要と考えます。

5
【資料03-4 帳票印字項目】に対する
意見、確認事項等

ぴったりサービスの情報を取り込む際に、現況届の印字項目に認定番号等整理番号（自治体から通知された整
理番号）が必須項目として必要と考えます。当項目が存在すると、ぴったりサービスの現況届の提出情報をシ
ステムへ取り込む際のシステムの実装が格段に容易になります。

6
【資料03-5 帳票レイアウト】に対す
る意見、確認事項等

特にありません。

7
上記資料を問わず標準仕様書に関して
の意見、確認事項

特にありません。



構成員意見資料（事業者C） 資料04

項番 設問 構成員意見記載欄

1
【資料02 資料02 標準仕様書(案)】に
対する意見、確認事項等

・４－１　帳票要件・帳票印字項目・帳票レイアウト
（１）③外部帳票における大量印刷に係る対象物及び条件の取扱い
「このような条件設定については、本仕様書の対象外とし、各地方公共団体が個々の事情にあわせて実施する
想定」とあります。大量印刷に関わる詳細な条件についてはカスタマイズ対象となることが多いのですが、児
童手当システムを個々の要件に合わせて実装するという意味でしょうか。「各地方公共団体が個々の事情にあ
わせて実施」とは、個別にカスタマイズが可能と読み取れます。

2
【資料03-1 業務フロー及びツリー
図】に対する意見、確認事項等

特になし

3
【資料03-2 機能要件(児童手当)】に対
する意見、確認事項等

・【0.1.19.】【0.1.20.】自治体独自の電子申請システムに対応する場合にカスタマイズが発生しないように、
外部IFなど取り決めされないのでしょうか。
・【0.2.4.】問合せ先出力有無、問合せ先コードとはどのような項目になりますか。帳票毎に問合せ先が管理
できれば良いという認識であっていますか？
・【0.2.5.】自治体情報は連携で取得でき、標準仕様の中で管理項目も定義される認識でよいでしょうか？
・【0.3.9.】【0.3.15.】【0.3.16.】他システムから情報を連携とあるが、連携項目として定義される認識でよい
でしょうか？
・【0.6.11.】システム印字項目を空欄で出力する目的は何でしょうか。対象者に結びつく情報とは、具体的に
帳票毎に指定いただけないでしょうか。
・【0.6.23.】出力順について、ソートキーを限定できないでしょうか。全ての印字項目をソートに指定できる
というのはシステム影響が大きく、氏名順、郵便局順、認定番号順など検証可能な項目のみとさせていただき
たく。

4
【資料03-3 帳票要件】に対する意
見、確認事項等

特になし

5
【資料03-4 帳票印字項目】に対する
意見、確認事項等

・前回からの変更点がない認識ですがあっていますでしょうか？
・申請、届出関係については全ての項目を印字する想定ではなく、レイアウトとして項目欄を印字できればい
い認識ですがあっていますでしょうか？（補足の記載がない帳票があるため確認です。）

6
【資料03-5 帳票レイアウト】に対す
る意見、確認事項等

・項番31　現況届　以前から指摘があげていますが、封入封緘のためにはA4縦レイアウトにする必要があり
ます。複数帳票を同封することは封入事故のリスクがあり、1枚で宛名を印字できるレイアウトへの対応をご
検討ください。
・項番45　継続認定通知書兼支払通知　こちらも以前から指摘あがていますが、レイアウトについて再度ご検
討ください。複数帳票を同封することは封入事故のリスクがあります。

7
上記資料を問わず標準仕様書に関して
の意見、確認事項

・機能要件について、前回から増えた箇所が多いのですが増えた経緯や標準仕様書に追加するにあたっての検
討内容など教えていただけないでしょうか。標準仕様書に取り込まれた内容について、現行パッケージシステ
ムでは対応できず改修規模が増大しており、要件追加にあたっての明確な基準などあれば教えていただきた
く。



構成員意見資料（自治体D） 資料04

項番 設問 構成員意見記載欄

1
【資料02 資料02 標準仕様書(案)】に
対する意見、確認事項等

2
【資料03-1 業務フロー及びツリー
図】に対する意見、確認事項等

3
【資料03-2 機能要件(児童手当)】に対
する意見、確認事項等

0.1.21.について、連携用のデータとはどの内容のことを指すのか確認したいです。

4
【資料03-3 帳票要件】に対する意
見、確認事項等

現況届提出対象者一覧
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）
上記3点は実装すべき帳票とするべきではないでしょうか。

5
【資料03-4 帳票印字項目】に対する
意見、確認事項等

6
【資料03-5 帳票レイアウト】に対す
る意見、確認事項等

7
上記資料を問わず標準仕様書に関して
の意見、確認事項


