
標準仕様（素案） 検討過程  給付WG(第2回）　子どものための教育・保育給付 資料02

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D
1 施設・事業所の所在地、定員、職員配置

の状況等から、加算情報（適用される加
算項目や単価）を自動計算し、登録、管
理できること。

（注）市町村独自の加算等への対応を標
準機能とする場合には、その内容を追記
する予定。

事業者に適用される単価・加算情報より
給付費の額を算定し、登録できること。

契約した施設（事業所）に適用される単価
や加算について確認DBを参照して判断
し、その合計額から利用者負担額を差し
引いた給付費の額を自動で計算し、登
録・管理できること。（私立保育所の場合
は差し引かない額を給付費と判断し、登
録・管理できること）

＜申請時に取得する情報（※１）＞等につ
いて履歴を含めて画面上登録・管理・照
会ができ ること。※１   国から示された項
目、都道府県による情報公表の対象項目
等
（ほか記載あり）

各施設（事業所）からの請求明細情報を
公定価格とは別に本市独自の調整額も
含めて、登録できること。

2 年度単位で給付費、公定価格に基づく給
付費の額の算定に必要な情報のメンテナ
ンスを行えること。
※加算項目ごとの基準（加算要件や単価
等）について、ルール改正等で基準が変
わった場合に、メンテナンスを行うことを
想定。

事業者からの届出の内容を基に、業務管
理体制にかかる情報（各保育所 等の正
式名称、住所、設置者、定員、施設区分
等）の登録、管理ができ ること。
（ほか記載あり）

全国総合システムに送信する施設の確
認情報、及び公定価格を計算するための
加算情報の登録及び履歴照会ができるこ
と。
（ほか記載あり）

＜申請時に取得する情報（※１）＞等につ
いて履歴を含めて画面上登録・管理・照
会ができ ること。※１   国から示された項
目、都道府県による情報公表の対象項目
等
（ほか記載あり）

事業者からの認可申請情報を登録できる
こと。

3 国が定める公定価格の最新の算定ルー
ル（加算項目の増減や単価の変更等）に
対応していること。

事業者からの届出の内容を基に、業務管
理体制にかかる情報（各保育所 等の正
式名称、住所、設置者、定員、施設区分
等）の登録、管理ができ ること。
（ほか記載あり）

全国総合システムに送信する施設の確
認情報、及び公定価格を計算するための
加算情報の登録及び履歴照会ができるこ
と。
（ほか記載あり）

＜申請時に取得する情報（※１）＞等につ
いて履歴を含めて画面上登録・管理・照
会ができ ること。※１   国から示された項
目、都道府県による情報公表の対象項目
等
（ほか記載あり）

事業者からの認可申請情報を登録できる
こと。

4 賃金改善等見込額等の試算、平均年齢
別児童数(見込)の抽出ができること。
＜出力帳票＞
-賃金改善等額見込額一覧
-平均年齢別児童数（見込）一覧

申請書（国が示す確認申請書の様式）の
内容を基に、事業者の確認申請 にかか
る情報の登録、管理ができること。
（ほか記載あり）

全国総合システムに送信する施設の確
認情報、及び公定価格を計算するための
加算情報の登録及び履歴照会ができるこ
と。
（ほか記載あり）

国が報告を求めている基礎資料・報告例
等のデータの作成ができること。

給付費の支給実績の一覧（現行の保育
所運営費の支弁台帳のイメージ）が作成
できること。 月途中入退所や、分園の場
合も対応できること。

事業者からの認可申請情報を登録できる
こと。

事業者に適用される単価・加算情報より
給付費の額を算定し、登録できること。

契約した施設（事業所）に適用される単価
や加算について確認DBを参照して判断
し、その合計額から利用者負担額を差し
引いた給付費の額を自動で計算し、登
録・管理できること。（私立保育所の場合
は差し引かない額を給付費と判断し、登
録・管理できること）

施設への支払額（委託費）と利用者負担
額が自動計算できること。

施設の所在地、定員、職員配置の状況等
から、適用される給付単価、加算を自動
で計算し、登録・管理できること。

事業所から請求の妥当性を確認するため
に、事業所ごとに適用される単価、加算、
月初の利用者数、利用者負担額などによ
り当月支払う給付費の額を一括で試算
し、給付費試算リストと内訳となる給付費
試算明細を出力、登録できること

公立やへき地保育所といった市独自の計
算が必要な施設に対し、給付金額を定め
ることができること。

請求年月日、事業者番号、認定者番号、
初日入所者数、単価、地域区分、定員区
分その他加算に必要な情報を登録、管
理、照会ができること。

施設名と給付額の一覧表が出力できるこ
と。

6 給付予定情報の積算根拠（公定価格単
価、加算情報、在籍児童情報等）となる情
報の抽出ができること。

契約した施設（事業所）に適用される単価
や加算について確認ＤＢを参照して判断
し、その合計額から利用者負担額を差し
引いた給付費の額を自動で計算し、登
録・管理できること。（私立保育所の場合
は差し引かない額を給付費と判断し、登
録・管理できること。）

月途中入退所の日割りの自動計算がで
きること。

給付費は、各月初日に在籍する児童数を
基本として計算するが、月途中入退所に
係る日割りの自動計算もできること。

給付額の計算に当たってはその時点（年
度）での公定価格・単価を適用できるこ
と。

供仕様書及
業務区分

標準仕様（素案）
※青字はオプション機能作業

5 6.1事業
所請求管
理

給付費算
出

施設・事業所に適用される単価・加算情
報等を基に給付費の算出ができること。

給付費について、国基準※と市町村独自
基準※に基づいた金額を別個に算出でき
ること。
※利用者負担額の限度額と市町村が定
める額。

（注）市町村独自の加算等への対応を標
準機能とする場合には、公定価格等によ
る算出額と別個に算出できることを追記
する予定。
＜出力帳票＞
-給付予定一覧
-給付予定集計表
-請求対象児童一覧

大項目 中項目

5 事業所
管理

5.4加算
情報登録

比較２ 比較３

事業所加
算情報登
録・修正

6 事業所
請求管理

比較１ 比較４
標準仕様(案)作成にあたり、第1期、2期調査結果、
自治体提供仕様書及び関係ベンダ追加提供情報な

どをもとに考慮・検討した事項。
●自治体独自の加算について、考慮が必要と考え
る。
●処遇改善加算の認定に関わる事務（認定申請、計
画、実績報告）が大変だという話をよく聞く。特に計画
書を作成する際の加算見込額の算出について、施設
では作成が困難なため委託費請求書と同様に自治
体が作成の補助をしている事があるとのことで、賃金
改善加算見込額試算や年齢別児童数(見込)を把握
するための機能を盛り込むのはどうかと考える。
●前提として、標準化の範囲に「自治体独自の施設
への給付＝地方単独事業」を含めるか否か、含める
場合どこまで含めるか、の整理がまず必要である。国
基準の項目だけでは不足する事例は、実際にどの程
度あるのか確認が必要である。
●地方単独事業は、管理項目や計算ロジックを標準
仕様で定義しきれない。結果だけ手入力するか、外部
エクセル等で計算した結果を取り込むことを考慮する
必要がある。
●加算項目について、共通的な部分については実装
すべき項目としてなるべく記載し、独自部分について
はオプションとして記載する。ただし、標準仕様では
「オプション=自由」という定義ではないため、留意が
必要である。
●公定価格の見直し（特に加算項目の変動の場合）
で管理項目が変動する場合、標準仕様書（に管理項
目を定義していた場合）の改定が必要となる可能性
がある。標準仕様での記載方法に留意が必要であ
る。

●給付予定情報を直接修正するのではなく、積算根
拠から修正して再計算する必要がある。直接修正し
ていまうと、清算時の不正等のリスクがある。
●システム機能化のニーズや実現可能性（実装でき
るか）について、運用実態から考慮する必要がある。
	→給付タイミングの差異（例＞四半期、毎月、等）
	→算出の元情報の差異（例＞年度当初は昨年度実
績から算出し、それ以降は事業所情報から算出、等）
●公定価格（国の定める基準）については給付を自
動算出できると思われる。一方で、地方単独事業につ
いては、加算項目も算出ロジックも独自性がある為に
システム化が困難と思われる。よって、「システム外で
算出し、結果だけシステムに登録する」手段を用意す
る必要がある。
●給付予定情報の直接修正は、事業者意見・内閣府
意見とも「避けるべき（標準機能にしない）」と考える
が、実運用に照らして考慮する必要がある。
●概算払いの機能は、原案では施設等利用給付の
みに想定されていたが、教育・保育給付でも必要であ
る。
●給付費の算出に必要なのは「加算情報」だけでは
ない。



自治体A 自治体B 自治体C 自治体D
供仕様書及

業務区分
標準仕様（素案）

※青字はオプション機能作業大項目 中項目
比較２ 比較３比較１ 比較４

標準仕様(案)作成にあたり、第1期、2期調査結果、
自治体提供仕様書及び関係ベンダ追加提供情報な

どをもとに考慮・検討した事項。
7 給付予定情報のcsv等による一括取込が

できること。
給付費確定を行うまで、入退所情報の修
正などを行い、繰り返し給付費試算額登
録処理ができること。

月途中入退所の日割りの自動計算がで
きること。
（ほか記載あり）

支給認定区分と利用施設（事業所）が異
なる場合であっても、特例給付の対象と
なっている場合はエラーとならないこと。

給付額の計算に当たっては国の制度（計
算式）に従って正しく実施できること。

8 月途中入退所に関して、日割りの自動計
算ができること。

※国が定めた管理項目ごとに設定され
た、日割り計算か、月初日基準かといっ
た算定基準を自動判定して、給付額を計
算できること。

給付費は月初日の在籍児数を基本として
計算できること。

月途中入退所の日割りの自動計算がで
きること。
（ほか記載あり）

給付費は、各月初日に在籍する児童数を
基本として計算するが、月途中入退所に
係る日割り の自動計算もできること。

各施設別に給付額の計算を任意のタイミ
ングで複数回実行できること。

9 給付予定情報の積算根拠となる情報の
修正を行った場合、給付予定情報の再計
算ができること。

試算後（登録済）の給付費が照会できるこ
と。

月途中入退所の日割りの自動計算がで
きること。
（ほか記載あり）

各施設（事業所）から過誤申立てによる請
求内容の修正があった場合、給付費の遡
及計算ができること。

本市独自の調整額については支弁台帳
の出力対象外とすること。

10 算出した給付予定情報について、登録・
修正・削除・照会ができること。

請求時に履歴を含めて画面上登録、管
理、照会ができること。

月途中入退所の日割りの自動計算がで
きること。
（ほか記載あり）

契約した施設（事業所）に適用される単価
や加算について、「確認ＤＢ」を参照して
判断
し、その合計額から利用者負担額を差し
引いた給付費の額を自動で計算し、登
録・管理でき ること（私立保育所の場合
は差し引かない額を給付費と判断し、登
録・管理できること）。

施設の所在地、定員、職員配置の状況等
から、適用される給付単 価、加算を自動
で計算し、登録・管理できること。

11 給付予定情報の算出は、当初単価、改正
単価に分けて算出できること。

試算後の給付費額より、支払予定額を登
録し、給付費支払予定額リスト
を出力できること。

月途中入退所の日割りの自動計算がで
きること。
（ほか記載あり）

請求年月日、事業者番号、認定者番号、
初日入所者数、単価、地域区分、定員区
分その他加 算に必要な情報を登録、管
理、照会ができること。

施設の所在地、定員、職員配置の状況等
から、適用される給付単 価、加算を自動
で計算し、登録・管理できること。

12 公定価格単価表を出力できること。 給付費の支払予定額を直接修正できるこ
と。

月途中入退所の日割りの自動計算がで
きること。
（ほか記載あり）

各施設（事業所）からの請求について、利
用者に関する情報を、「支給認定ＤＢ」の
情報と 照合することができること。
（ほか記載あり）

施設の所在地、定員、職員配置の状況等
から、適用される給付単 価、加算を自動
で計算し、登録・管理できること。

13 給付予定情報を一括で確定処理できるこ
と、

支払予定額を一括で確定状態にできるこ
と。

月途中入退所の日割りの自動計算がで
きること。
（ほか記載あり）

各施設（事業所）からの請求について、利
用者に関する情報を、「支給認定ＤＢ」の
情報と 照合することができること。
（ほか記載あり）

施設の所在地、定員、職員配置の状況等
から、適用される給付単 価、加算を自動
で計算し、登録・管理できること。

14 概算払い
費用算出

過去の任意の期間（月次、四半期、半期
等）の支払実績より概算払いの費用の算
出ができること。
※過去の支払実績に関しては任意で期
間が 選択ができること。

15 概算払い
請求登録

施設・事業所からの請求による概算払い
の費用の登録・修正・削除・照会ができる
こと。

 



自治体A 自治体B 自治体C 自治体D
供仕様書及

業務区分
標準仕様（素案）

※青字はオプション機能作業大項目 中項目
比較２ 比較３比較１ 比較４

標準仕様(案)作成にあたり、第1期、2期調査結果、
自治体提供仕様書及び関係ベンダ追加提供情報な

どをもとに考慮・検討した事項。
16 事業所からの実績情報を基に、任意の期

間（月次、四半期、半期等）を対象として
概算払いの費用と実績費の差額の清算
ができること。
-概算払い差額リスト

17 実績照会の結果、概算払いの費用に余
剰または不足があった場合、次回の概算
払いの費用支払い時に上乗せまたは相
殺処理ができること。

18 実績照会の結果、概算払いの費用に不
足があった場合、費用の請求書（※）が作
成ができること。
※施設・事業所が自治体に対して請求を
行うときの請求書

19 給付費請
求書作成

登録した給付予定情報から、給付予定一
覧・請求書・請求明細書等の作成ができ
ること。
＜出力帳票＞
-給付費試算一覧
-請求書
-請求書出力一覧
-請求明細書
-給付費支給台帳（総括）
-給付費支給台帳（児童一覧）

給付費の支払用口座情報、請求書等の
作成、管理ができること。

月途中入退所の日割りの自動計算がで
きること。

給付費の支払用の口座情報及び請求書
等の作成・管理ができること。

事業者からの届出の際、登録した内容に
誤りがないか確認するため の一覧が出
力できること。

20 支払情報
作成

施設・事業所から提出された請求情報
（積算根拠となる情報を含む）と給付予定
情報の照合を行い、情報の登録・修正・
削除・照会ができること。

各施設（事業所）からの請求について、利
用者に関する情報を支給認定情報と照合
できること。

各施設（事業所）からの請求について、利
用者に関する情報を、支給認定DBの情
報と照合することができること。

各施設（事業所）からの請求について、利
用者に関する情報を、「支給認定ＤＢ」の
情報と照合することができること。

確認の際に入力した口座情報（金融機
関・口座名義人情報等）の照 会・登録・履
歴管理ができること。

21 給付費請
求書作成

施設・事業所からの請求情報について、
支給認定情報と整合性を確認できるこ
と。
※ただし、認定区分と利用施設・事業所
が異なる場合でも、特例給付の対象であ
る場合はエラー処理をしないこと。

各施設（事業所）からの請求について、施
設（事業所）に関する情報、適用される単
価、および加算情報、単価、加算情報と
照合できること。

過誤納金について処理（リスト化／還付
請求書の発行等）ができること。

還付／充当処理（登録／リスト化／通知
書の発行等）ができること。金額は任意で
変更できること。充当する場合、兄弟間・
会計年度間の充当ができること。

各施設（事業所）からの請求について、施
設に関する情報及び適用される基本分単
価及び加算情報を、「確認ＤＢ」の単価、
加算情報と照合することができること。

確認の際に入力した口座情報（金融機
関・口座名義人情報等）の照 会・登録・履
歴管理ができること。

22 施設・事業所に対する支払データ（概算
払を含む）（※）の作成ができること。
※銀行への振込依頼データ、または会計
システムへの連携データ
＜出力帳票＞
-口座振込一覧
-給付費試算リスト
-給付費試算総括表（幼稚園、保育所、認
定こども園、小規模保育・事業所内保育、
家庭的保育、居宅訪問型保育）
-給付費試算児童一覧
-事業者確認用の請求書
-給付費支給台帳（総括）
-給付費支給台帳（明細）

事業所に支払う当月分の給付費につい
て、口座振込一覧、振込データの作成を
行い、支払額、支払日などの支払情報が
登録できること。

確認の際に入力した口座情報（金融機
関・口座名義人情報等）の照会・登録・履
歴管理ができること。

各施設（事業所）から過誤申立てによる請
求内容の修正があった場合、給付費の遡
及計算ができること。

施設の所在地、定員、職員配置の状況等
から、適用される給付単 価、加算を自動
で計算し、登録・管理できること。

●支払データは外部システムで管理するケースも多
い。内蔵する場合、口座情報を他業務（宛名業務等）
と連携する検討が必要である。
●支払いを外部システムで行う場合を考慮する必要
がある。支払いを内蔵機能で行う場合は、支払先の
口座情報について、情報源（取り込み元）を考慮する
必要がある。

実績照会
（概算払
い）

支払情報
作成

 

●前提となる業務の流れとして、「自治体は事業者へ
の給付を予め試算→自治体は試算結果を事業者に
通知→事業者は試算内容を確認し必要に応じて修正
してから自治体に請求→自治体は請求を元に給付支
払い」ことを想定して、検討が必要である。



自治体A 自治体B 自治体C 自治体D
供仕様書及

業務区分
標準仕様（素案）

※青字はオプション機能作業大項目 中項目
比較２ 比較３比較１ 比較４

標準仕様(案)作成にあたり、第1期、2期調査結果、
自治体提供仕様書及び関係ベンダ追加提供情報な

どをもとに考慮・検討した事項。
23 給付費の支払いを行う口座情報の登録・

管理ができること。
口座情報に関しては、宛名システムから
のデータ連携、外部システムからのデー
タの取り込み、電子申請システム（自治体
独自システム等）からのデータの取り込み
ができること。

給付費の支払用口座情報、請求書等の
作成、管理ができること。

支払いを別システムで行う場合を考慮し、
口座登録は任意とすること。

確認の際に入力した口座情報（金融機
関・口座名義人情報等）の照会・登録・履
歴管理がで きること。

国が構築するシステムに入力する給付費
の支払いに関する情報を、国が定める統
一規格に基づいて磁気媒体に自動で出
力できること。

施設の所在地、定員、職員配置の状況等
から、適用される給付単 価、加算を自動
で計算し、登録・管理できること。

24 施設・事業所から過誤申立てによる請求
内容の修正があった場合、給付費の遡及
計算ができること。

事業所から請求の妥当性を確認するため
に、事業所ごとに適用される単 価、加
算、月初の利用者数、利用者負担額など
により当月支払う給付費 の額を一括で試
算し、給付費試算リストと内訳となる給付
費試算明細を 出力、登録できること。
（ほか記載あり）

全国総合システムに入力する給付費の
支払いに関する情報を、国が定める統一
規格に基づいて磁気媒体に自動で出力
できること。

請求情報、支払情報の一括データ取込が
できること。

施設の所在地、定員、職員配置の状況等
から、適用される給付単 価、加算を自動
で計算し、登録・管理できること。

25 履歴管理 給付費の履歴管理ができること。 月途中入退所の日割りの自動計算がで
きること。
（ほか記載あり）

国が報告を求めている基礎資料・報告例
等のデータの作成ができること。

給付費の支給実績の一覧（現行の保育
所運営費の支弁台帳のイメージ）が作成
できること。 月途中入退所や、分園の場
合も対応できること。

-

26 通知書
(支払)出
力

施設・事業所への支払通知書が出力でき
ること。
通知書出力に関しては、任意で出力する
か選択できること。
＜出力帳票＞
-支払通知書
-教育保育給付支払通知書出力者一覧

- 納入通知書の作成／発行／再発行がで
きること。

総合収納システムにおいて、納入通知書
の作成／発行／再発行ができるようデー
タ連携を行 うこと。

前年度において口座振替により支払いを
行っていた対象者に、口座 振替済の期
月及び金額を通知できること。

●「通知書」は必要か。事務の整理が必要と考える。

27 実績報告 国の制度に則った帳票が出力できるこ
と。
-支弁台帳総括表（第1様式A表）
-支弁台帳総括表（第1様式B表）
-支弁台帳総括表（第2様式A表）
-支弁台帳総括表（第2様式B表）
-福祉行政報告例第54表及び第54表の２
の作成に必要な基礎データ
なお支弁台帳は在籍区分及び施設ごとに
出力することができること。

給付費の支給実績の一覧（現行の保育
所運営費の支弁台帳のイメージ）が作成
できること。月途中入退所や、分園の場
合も対応できること。

給付費の支給実績の一覧（現行の保育
所運営費の支弁台帳のイメージ）が作成
できること。 月途中入退所や、分園の場
合も対応できること。

年間分の支弁台帳を作成（12月について
は1～3月分を見込みとして 作成）できる
こと。

-

28 広域利用
に係る委
託費請求
書出力

広域利用に関連して「他市町村への委託
（他市町村の保育施設を利用）」を行った
場合、委託先市町村から提出された請求
情報の登録・修正・削除・照会ができるこ
と。
＜出力帳票＞　※いずれも「委託先市町
村から自市町村への請求時」に使う想
定。
-受託費請求書
-請求書出力一覧
-受託費請求総括表（幼稚園、保育所、認
定こども園、小規模保育・事業所内保育、
家庭的保育、居宅訪問型保育）
-受託費請求児童一覧

広域利用に対応していること。 広域利用に対応するため、申請者の管
内・管外の区分が管理できる こと。

他市町村への委託・受託協議に係る帳票
が出力できること。

●広域利用に関連して「他自治体への委託（他自治
体の保育施設を利用）」を行った場合、委託先（この場
合は“他市町村”）からの請求について、システム機能
化のニーズや実現可能性（実装できるか）について、
運用実態から考慮する必要がある。
※他市町村の基準で請求額がきまるため、他市町村
の加算情報や計算ロジックを実装することは困難と思
われる。システム外で管理して結果だけを登録する機
能があればよいか。

 

私立保育所に入所している、他市町村の
広域利用者（受託児童）の給付
費について、請求市町村単位に給付費請
求書を作成できること。



自治体A 自治体B 自治体C 自治体D
供仕様書及

業務区分
標準仕様（素案）

※青字はオプション機能作業大項目 中項目
比較２ 比較３比較１ 比較４

標準仕様(案)作成にあたり、第1期、2期調査結果、
自治体提供仕様書及び関係ベンダ追加提供情報な

どをもとに考慮・検討した事項。
29 広域利用

に係る受
託費請求
書出力

広域利用に関連して「他市町村からの受
託（自市町村の保育施設を提供）」を行っ
た場合、登録済みの受託情報から受託費
請求情報を算出できること。
算出した受託費請求情報を「一覧・請求
書・請求明細書」等の帳票データで出力
し、委託元の他市町村に提出できること。

＜出力帳票＞
-受託費請求書
-請求書出力一覧
-受託費請求総括表（幼稚園、保育所、認
定こども園、小規模保育・事業所内保育、
家庭的保育、居宅訪問型保育）
-受託費請求児童一覧

広域利用に対応していること。 広域利用に対応するため、申請者の管
内・管外の区分が管理できる こと。

他市町村への委託・受託協議に係る帳票
が出力できること。
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