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機能要件WG検討資料　給付WG（第3回） 資料01

論点1点目＝納付管理を外部システムで行う場合の位置づけ
【構成員A(自治体)】
・子ども・子育て支援システムで保育料の算定を行い、その後収納システムに引き継ぎ管理を行っ
ている。この運用が可能ということであれば、前提に支障はないのではないかと考える。
【構成員B(自治体)】
・現状：保育料及び副食費に関して、子ども子育て支援システムにより管理している。前提条件の
整理としては問題なし。
【構成員C(自治体)】
・当市では納付（及び滞納）管理業務は「子ども子育てシステム」で管理しており、副食費や延長
保育料等に関しても、納付管理の対象としているため、左記の【前提】で問題ない。
【構成員D(自治体)】
・当市は「調定・収納管理」「支払方法管理・納付書発行」「滞納管理」をそれぞれ別のシステム
で管理している。子ども・子育て支援システムで管理しているものは「支払方法管理・納付書発
行」のみである。
・他の自治体の一般的な状況がわからないが、全ての機能を「子ども・子育て支援システム」に実
装することについて特に異議はない。
【構成員E(システム事業者)】
・子ども子育てシステムで実装する場合の前提で問題ないと考えます。
【構成員F(システム事業者)】
・左記意見について問題ないと考える。

項番
業務区分

論点 解決方針（案）
標準仕様書案

※青字はオプション機能 分類大項目 中項目 作業
論点及び解決方針（案）

に関する意見
上記ほか標準仕様書案

に関する意見
前後で追加すべき
システム機能

自治体意見記載欄

●自治体での運用形態・
意見を確認し、問題がな
ければ、左記の【前提】
を採用する。

●納付管理の対象とする
費目について、自治体意
見を確認し、仕様書案に
反映する。

1 7 保育料
等納付
管理

7.1調定 調定金
額確定
処理

【前提】納付（及び滞納）管理業務は、以下のように、
自治体によって様々な運用形態がある。
　　・子ども子育てシステムで管理するケース
　　・外部システム（総合収滞納システム等）で管理す
るケース
　　・それらのシステムを併用するケース
　上記の実態を踏まえ、本仕様は「子ども子育てシステ
ムでこれらの機能を実装する場合」の機能要件を定める
ものとする。　※「外部システム（総合収滞納システム
等で実装・業務をここなう場合」は本仕様に制限されな
い。

●論点1点目
上述の前提として問題がないか、ご意見をいただきた
い。また、貴団体の運用形態を参考にご教示頂きたい。

●論点2点目
保育料だけでなく、副食費や延長保育料等に関しても標
準化範囲に含む方針になった場合（標準化範囲について
は別WGで検討中）は、納付管理の対象にする方針でよ
いか。納付管理の対象として検討すべき費目について、
ご意見を頂きたい。

●論点3点目
事業所への概算払いにおいて、精算時に差額（事業所か
らの追加徴収）が生じる場合がある。その際の「追加徴
収額」は納付管理の対象外とする想定である。ご意見を
いただきたい。

保育料等（利用者負担額、副
食費・延長保育料等）の根拠
情報から調定情報の算出がで
きること。

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】
※ここで言う「調定」とは財務会計上管理している「歳入調定」とは異なる認識でよいか確認した
い。

【構成員E(システム事業者)】
事務負担改善という面であれば、
・受委託の徴収自治体を全国的に統一すべきと考えます。
⇒自治体間で委託元・委託先のどちらの自治体が徴収するのか統一される事でルールが明確にな
る。また、仮に利用者負担額を決定する委託元の自治体で徴収する方向で統一できれば１号受託児
の管理を行う必要がなくなるのではないか。（給付費の計算を行うために受託児童数は把握が必要
ですが初日在籍児童数が把握できれば問題ない）
⇒自治体間の境目にあるような施設では受託児童が多い場合もあるので、受託児童を１人ずつ登録
している自治体は事務負担軽減に繋がるのではないかと考えます。

・副食費を免除することで劇的な事務負担軽減ができます。（政治的側面・財政面を考慮すると制
度改正が難しい事は承知しておりますが、一番効果がある事を周知したく記載しております。）
期待される効果：徴収事務廃止（口座・納付書）と施設への給付費算定における月別実施日数管理
が無くなる事で職員・施設・保護者のDXが実現可能であると考えます。

【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

協議

論点2点目＝納付管理の対象費目
【構成員A(自治体)】
・保育所の副食費については上記やり方で、延長保育料については、別システムを使用中。補足給
付については、保護者に申請をもらったうえでシステムに入力を行っている。延長保育料について
は同システムで作業が可能であれば良いと考える。
【構成員B(自治体)】
・副食費は対象としてよいが、本市では延長保育料については、各園で管理しているため、標準化
に含めなくてもよいと考える。※１３事業のWGでまずは方針立てしていただきたい。
【構成員C(自治体)】
・納付管理の対象費目については、市立保育所の主食費・副食費や一時保育費も検討の対象にして
ほしい。
【構成員D(自治体)】
・副食費や延長保育料についても納付管理の対象とする方針でよいと考える。
【構成員E(システム事業者)】
・副食費・延長保育料に関しても標準化範囲に含めるべきと考えております。
・外部システムを併用するケースは、外部システムと子ども子育て支援システムと管理が一対にな
らないと費目管理が煩雑になるので徴収管理運用が煩雑になります。そのため、公立私立による徴
収管理の有無や管理対象とする費目についても範囲を明記することが大切で次の費目は想定したほ
うが良いと考えます。【副食費、主食費、延長料、預かり、一時保育料、年末保育料、休日保育
料、緊急一時保育料】
【構成員F(システム事業者)】
・左記意見について問題ないと考える。
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項番
業務区分

論点 解決方針（案）
標準仕様書案

※青字はオプション機能 分類大項目 中項目 作業
論点及び解決方針（案）

に関する意見
上記ほか標準仕様書案

に関する意見
前後で追加すべき
システム機能

自治体意見記載欄

論点3点目＝概算払いの不足分の追加徴収の扱い
【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】
・概算払いの件については、状況がよくわからないので、説明をお願いします。
【構成員C(自治体)】
・本市においては施設等利用給付のみ概算払いを行っています。本市においては追加徴収額が滞納
となるケースは無いため、7.1-7.9に記載の機能は不要ですが、精算時に受領額と返金額の情報が必
要になるため、その管理ができるようなシステムは必要です。（「事業所請求管理」において整理
すべき案件かもしれませんが）
【構成員D(自治体)】
・事業所からの追加徴収は納付管理の対象外でよいと考える。
【構成員E(システム事業者)】
・事業所への「追加徴収額」は件数が少ないので対象外とすることで問題ないと考えます。
【構成員F(システム事業者)】
・左記意見について問題ないと考える。

2

― ―

通常保育料と延長保育料な
ど、費目を分けて調定を管理
できること。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】
市立保育所に関しては、主食費と副食費を別々に算定した上で合算し「食事提供費」（予算・決算
上は「主食提供収入」と「副食提供収入」）という名称で請求、徴収している。
また、延長保育料と食事提供費は、半月単位での算定となっている。
【構成員D(自治体)】
・分けて管理できることは必須と考える
【構成員E(システム事業者)】
・仕様書案に同意します。
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

3

― ―

自治体が直接徴収しない場合
（直接契約施設等）について
は調定情報を作成しないこ
と。 ―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

4

― ―

調定更正（減額更正、0円への
更正）をすることで、調定額
や納期限等の再計算（遡及を
含む）ができること。

＜出力帳票＞
　・調定結果一覧表
　・過誤納金整理票

―

【構成員A(自治体)】
・更生時以外でも調定表の出力が可能であると良い。
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】
・遡及の増額変更にも対応できるようにしてほしい。
【構成員D(自治体)】
・調定額の再計算は必須だが、納期限の変更の必要性については疑義あり（どのような場合に必要
となるのかがわからない）
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-
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項番
業務区分

論点 解決方針（案）
標準仕様書案

※青字はオプション機能 分類大項目 中項目 作業
論点及び解決方針（案）

に関する意見
上記ほか標準仕様書案

に関する意見
前後で追加すべき
システム機能

自治体意見記載欄

5 調定取
消処理

●「根拠情報の修正（≒調定更正）」ではなく、調定額
を直接取消し・修正する機能の要否について、ご意見を
いただきたい。

●自治体意見を確認の
上、仕様書案に反映す
る。

調定処理の取消し・修正がで
きること

【構成員A(自治体)】
・休園児童の管理の際、０円での処理が必要となる。更生機能でそれができないのであれば、必要
と考える。
【構成員B(自治体)】
本市としては必要なし。
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】
・根拠情報と一致しなくなるので、その機能は不要と考える
【構成員E(システム事業者)】
・一括処理で行うことが多く納期限の設定間違いなどによって一括で取消したい事例が年度当初に
多く取消処理は標準仕様に盛り込む必要があると考えております。ただし、作成した調定情報を直
接上書きするような修正はできないように記載すべきと考えます。根拠情報との差異が発生し辻褄
が合わなくなると考えます。
【構成員F(システム事業者)】
・直接取消ができることは利便性はあるが、データ不具合を発生させる可能性もあるため、根拠情
報の修正のみを標準化機能として検討いただきたい。

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】
取消はできても、根拠情報との差異が発生し辻褄が合わなくなると考えるので修正はできないほう
が良いと考えます。
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

7

― ―

口座振替の場合、口座振替の
一時停止が管理できること
（停止中は口振データが生成
されない等）。 ―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】本市においては不要と考える。
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】特に必要性を感じない
【構成員E(システム事業者)】仕様書案に同意します。
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

6 7.2支払
方法管
理

支払方
法の登
録・切
替

―

 

―

支払方法について、保護者か
らの申請に基づいて登録・切
替ができること。

※以下の支払方法に対応でき
ること。
　口座振替
　納付書（金融機関・自治体
窓口）
　納付書（コンビニ）
　クレジットカード
　ペイジー
　電子マネー
　コード決裁（QRコード等）

※以下の口座振替申請方法に
対応できること。
　口座振替申請書（紙）
　 Web口座振替申込受付サー
ビス

意見なし

協議―

【構成員A(自治体)】
・現状、口座振替及び納付書で対応中。口座振替については別システムで登録を行っているところ
であるため、この登録を収納システムに引き継げる必要がある。
【構成員B(自治体)】
・最低限、納付書（コンビニ）は標準仕様で考える。
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】
・たとえば給食費は私債権に分類されると思いますが、私債権を徴収委託することはできないと認
識しております。つまりコンビニやクレジットカードによる納付を行えないことになるため費目に
よる扱いを明確にする必要があると思います。
・口座振替について、以下のパターンにはパラメータで切り替えできるようにすることを明記して
いただく必要があると考えます。
　・全銀協フォーマット
　・特定銀行取りまとめフォーマット
　　※みずほ銀行取りまとめレイアウトなど

【構成員F(システム事業者)】
・ペイジー、コード決裁（ＱＡコード等）については、オプション機能として検討いただきたい。
・また、電子マネー、クレジットカード決済については、収納方法が2種類あると認識している。コ
ンビニ収納同様、調定情報を他業者へ渡す必要のない方法を前提として検討いただきたい。
・ Web口座振替申込受付サービスはデータ取り込み想定か。取り込みであればデータレイアウトを
統一が必要と考える。
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項番
業務区分

論点 解決方針（案）
標準仕様書案

※青字はオプション機能 分類大項目 中項目 作業
論点及び解決方針（案）

に関する意見
上記ほか標準仕様書案

に関する意見
前後で追加すべき
システム機能

自治体意見記載欄

8

― ―

口座振替の場合、費目（例＞
延長保育料、補足給付等）に
応じて別口座を管理できるこ
と。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】
・主食費・副食費等、毎月の利用があらかじめわかっていて口座振替になじむ費目については、口
座振替の対象とした上で、別口座でも口座振替が行えるようにしたい。
・逆に様々な保育料関係の口座振替を同一の口座で行いたい人については、１回の申請で口座振替
の申し込みを済ませたいとの要望もある。
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】
・科目ごとに別管理をすることは保護者の利便性はあるのかもしれないが、自治体事務としては煩
雑になるのではないかと考えるため、一律の口座とすることを検討してもよいと考える。（振込口
座、振替口座は別を前提）

意見なし

協議

9

― ―

同一世帯の兄弟で、支払方法
が「口座振替」と「納付書」
で異なっている場合でも対応
できること。 ―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】現在のシステムでは対応可能となっている。
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】特に必要性を感じない
【構成員E(システム事業者)】仕様書案に同意します。
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

10 ●コンビニ納付書のバーコード等、収納代行事業者に応
じて仕様が異なると思われるが、支払方法ごとに仕様統
一すべきか。ご意見をいただきたい。

●自治体意見を確認の
上、仕様書案に反映す
る。

保育料等に関する通知書（納
付書）が、一括及び個別で発
行できること。

※支払方法（口座振替、納付
書等。詳細は「7.2支払方法管
理」参照）に応じた、通知書
（納付書）が発行できるこ
と。

＜出力帳票＞
　・通知書（納付書）
　・通知書（納付書）発送者
一覧

【構成員A(自治体)】
・現在コンビニ納付書の対応を行っていない。
【構成員B(自治体)】
・よくわからないが、仕様を統一できるのですか？
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】
・当市は、納付書（金融機関・コンビニ）、口座振替のみ対応しており、納付書のバーコードは金
融機関、コンビニともに共通である。そのため他の決済方法に対応した場合の想定が難しく、意見
を出すのが難しい。
【構成員E(システム事業者)】
・代行業者ごとにレイアウトが異なることがあるため、都度カスタマイズしている。支払方法ごと
に仕様統一をしていただく必要があると考えます。
【構成員F(システム事業者)】ー

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】
・納付書を一括及び個別で発行する機能は必須である
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】
・項番6にも記載したが、支払方法ごとに仕様統一は検討いただきたい。
・通知書（納付書）とはどのような帳票を想定しているか。毎月発送する口座振替のお知らせ通知
のような帳票であれば使用している自治体が少ないと思われるのでオプションでもよいと考える。

意見なし

協議

11

― ―

通知書（納付書）の送付先・
代表保護者の送付先をそれぞ
れ任意に変更できること。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】必須であると考える
【構成員E(システム事業者)】仕様書案に同意します。
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

 

7.3納付
書発行

通知書
(納付書)
発行
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項番
業務区分

論点 解決方針（案）
標準仕様書案

※青字はオプション機能 分類大項目 中項目 作業
論点及び解決方針（案）

に関する意見
上記ほか標準仕様書案

に関する意見
前後で追加すべき
システム機能

自治体意見記載欄

12 7.4口座
振替

口座振
替デー
タの作
成

― ―

口座振替依頼データが作成で
きること。

※支払方法（コンビニ納付
書、クレジットカード等。詳
細は「7.2支払方法管理」参
照）に応じて、”収納代行事業
者への依頼データ”が作成でき
ること。

＜出力帳票＞
　・口座振替依頼一覧
　・口座振替予定通知書

―

【構成員A(自治体)】
・口座振替依頼データ・再振替依頼データは、収納システムにて税担当が一括して作成している。
収納システムへの引継ぎができないということであれば、別途会計との調整が必要である。
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】
・口座振替については同意、収納代行事業者への依頼については「7.2支払い方法管理」の意見に同
じ。
・口座振替依頼の対象範囲が自治体によって様々であるため、自治体様に運用パターンをヒアリン
グした上で、対応範囲を明確にしてパラメータで切り替えできるような記載が必要であると考えま
す。
例）　・当月分のみ依頼する。
　　　・当月分＋前月の口座振替不納者のみ依頼する。
　　　・当月分＋該当年度内に未納があればすべて依頼対象とする。
　　　・当月分＋分納誓約分を依頼する。

【構成員F(システム事業者)】
・コンビニ収納については、収納代行事業者への依頼データは発生しない認識である。
・また、項番6にも記載したが、クレジットカード支払いについてはも収納代行事業者へ依頼データ
を渡さない運用も可能であるため、運用方法は統一するべきと考える。

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】
・口座振替の開始通知の需要を自治
体様にヒアリングしていただき、需
要があるようであれば標準化仕様に
含めたほうが良いと考えます。

【構成員F(システム事業者)】ー
協議

13 納付書
納付
データ
消込処
理 ― ―

納付書納付データを取り込
み、バッチによる一括消込が
できること。

＜出力帳票＞
　・消込結果一覧
　・収入内訳日計表
　・消込エラー一覧
　・過誤納一覧

―

【構成員A(自治体)】
・納付データの取り込みは他部署で行っているため、子ども・子育てシステムのみの対応では難し
い。
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

14 口座振
替デー
タ消込
処理

― ―

口座振替結果データを取り込
み、バッチによる一括消込処
理ができること。

※支払方法（コンビニ納付
書、クレジットカード等。詳
細は「7.2支払方法管理」参
照）に応じた”納付データ”を取
り込み、バッチによる一括消
込処理ができること。

＜出力帳票＞
　・口座振替済一覧
　・口座振替済通知書
　・口座振替不能一覧
　・口座振替不能通知書兼納
付書
　・消込結果一覧
　・収入内訳日計表
　・消込エラー一覧
　・過誤納一覧

―

【構成員A(自治体)】
・口座振替依頼データは、収納システムにて税担当が一括して作成している。収納システムへの引
継ぎができないということであれば、別途会計との調整が必要である。
・また、納付書は随時の支払いがあるため、随時での消込ができるほうが良い。
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】
・口座振替については同意、収納代行事業者への依頼については「7.2支払い方法管理」の意見に同
じ。
【構成員F(システム事業者)】
・帳票ではなく、ＣＳＶなどのデータ抽出も仕様書案としては記載いただきたい。

意見なし

-

 

7.5収納
管理
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項番
業務区分

論点 解決方針（案）
標準仕様書案

※青字はオプション機能 分類大項目 中項目 作業
論点及び解決方針（案）

に関する意見
上記ほか標準仕様書案

に関する意見
前後で追加すべき
システム機能

自治体意見記載欄

15 ●児童手当からの特別徴収・申出徴収に関しては、シス
テムによる自動管理は想定せず、以下のような人手での
運用を想定している。
　→児童手当の担当者から対象者と金額の一覧をExcel
等で受領し、対象を手動で個別に消込し、消込結果を児
童手当の担当者に戻し、児童手当側でも結果を反映す
る。
本機能（個別での消込機能）は、こうした運用での利用
も想定している。
特別徴収や申出徴収の実態やシステム化についてご意見
をいただきたい。

●自治体意見を確認の
上、仕様書案に反映す
る。

保育料等の納付について、オ
ンライン画面から個別で消込
ができること。

【構成員A(自治体)】
・保育料等滞納者については、現金支給により対応。満額を支給したうえで納付相談を行っている
ため、想定のシステムは使用する必要はない。
【構成員B(自治体)】
・手動で行っているため、システム化は不要。
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】
・当市は児童手当から徴収する金額の納付書を発行し、児童手当の担当者に手渡し→児童手当側で
処理、という流れで事務を行っている。そのため、現運用であればオンライン画面からの個別消込
は必要ないが、運用方法によっては必要となるのではないか。
【構成員E(システム事業者)】
・特別徴収、申出徴収について手当業務システムとデータ連携を行っている実績はございますが、
申出徴収の場合、施設を利用していない児童からも制度的には充当することができるためシステム
管理することが容易ではない。そのため論点に記載のあるとおり外部ファイルを利用して個別に消
込することを標準仕様とし自動管理機能は実装しない機能とした方が良いと考えます。
【構成員F(システム事業者)】
・左記意見について問題ないと考える。

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

16

― ―

離婚等による保護者の変更に
より調定情報が父→母に変更
された場合、収納情報の付け
替えができること。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】
・給付認定保護者が保育料等を納付せず（配偶者等に多くの所得がある場合）配偶者等に連帯納付
の納入通知、納付書・督促状の送付や財産調査照会・差押等を行えるようにすることについて検討
していただきたい。
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】
・債権管理の考え方からは、保護者（納付義務者）が変更となった月からが本来と考えるが、左記
の仕様書案は、どこまでの情報を付け替えることを想定されているのか、確認させていただきた
い。

意見なし

-

17 消込取
消

― ―

消込処理の取消しができるこ
と（誤った消込等を想定）。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】標準仕様でも良いのではと思う。
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】
消込ミスを防ぐ機能があればよいとしていただきたい。
弊社パッケージは
①消込ファイルアップロード
②データ取り込み（中間テーブル）
③消込処理
といった流れになっており②の時点でエラーに気づける仕様となっているため、消込処理後の取消
しはできない。
消込処理後のデータに対して取消しができてしまうと、操作ミスで意図しないデータを取消してし
まう恐れもあることから、実装していない。
※画面から個別に取消しすることは可能

意見なし

-

18

― ―

金融機関からの口座振替結果
通知データを取り込み、残高
不足等、振替不能対象者を一
括抽出できること。 ―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

 

個別消
込

口座振
替不能
通知発
行
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項番
業務区分

論点 解決方針（案）
標準仕様書案

※青字はオプション機能 分類大項目 中項目 作業
論点及び解決方針（案）

に関する意見
上記ほか標準仕様書案

に関する意見
前後で追加すべき
システム機能

自治体意見記載欄

19

― ―

口座振替不能対象者に対し
て、口座振替不能通知が一括
及び個別で発行できること。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】
・口座不能通知兼納付書を発行しているので、一体となっている方がよい。
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】
・運用としては個別出力は不要ではないかと考える。

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】
・保護者の勤め先から手当をもらう
のに実績を証明する通知を印刷する
必要があるなど要望を多くいただき
対応した実績があるため、口座振替
不納通知だけではなく、口座振替済
み通知、口座振替に限定しない納付
証明書の発行機能を標準機能とする
必要があると考えます。

【構成員F(システム事業者)】ー

-

20

― ―

口座振替不能対象者に対し
て、納付書が一括及び個別で
発行できること。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】
・口座不能通知兼納付書を発行しているので、一体となっている方がよい。
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

21

― ―

口座振替不能対象者のうち
「残高不足」だった対象に対
し、再振替処理（再振替依頼
データの作成）が一括及び個
別で実施できること。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】
・仕様書案に同意しますが、「全銀協フォーマット」の振替結果コードを前提としたい。
【構成員F(システム事業者)】
・再振替を実施しているケースはすくないと考えるため、オプション機能として検討いただきた
い。また個別は不要またはオプションでよいと考える。

意見なし

-

22 督促対
象者抽
出

― ―

未納者を抽出し一覧で確認が
できること。
未納状況詳細を未納者個別に
参照できること。

＜出力帳票＞
　・未納者一覧
　・収納状況一覧

―

【構成員A(自治体)】現在収納システムで対応している。
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】帳票ではなく、ＣＳＶなどのデータ抽出も仕様書案としては記載いた
だきたい。

意見なし

-

23 ●督促手数料についてシステム管理が必要か、ご意見を
いただきたい。

●自治体意見を確認の
上、仕様書案に反映す
る。

未納者に対して、督促状（及
び納付書）が一括及び個別で
発行できること。

＜出力帳票＞
　・督促状
　・納付書
　・督促状発行対象者一覧

【構成員A(自治体)】
・現在は収納システムで管理中。子ども・子育てシステムのみでの管理であれば、督促手数料の管
理は必要。
【構成員B(自治体)】
・現状督促手数料管理しているため、必要だと考える。
【構成員C(自治体)】
・現状、当市では督促手数料を徴収していないため、現状と同様の考え方のままであれば、督促手
数料についてシステム管理が不要である。
【構成員D(自治体)】
・督促手数料を取らない運用としているため、意見を出すのが難しい。
【構成員E(システム事業者)】
・督促手数料については自治体により徴収の有無が違うため、手数料管理機能についてオプション
とすることが望ましいと考えます。
【構成員F(システム事業者)】ー

【構成員A(自治体)】現在収納システムにて対応している。
【構成員B(自治体)】督促状と納付書は一体となったものを発行している。
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

 

7.6督
促・催
告

通知書
(督促状)
発行
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業務区分

論点 解決方針（案）
標準仕様書案
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に関する意見
前後で追加すべき
システム機能

自治体意見記載欄

24

― ―

督促状を発送するまでに、入
金があった者・住所や氏名に
変更があった者・死亡等によ
り送付対象者に変更があった
者等、発送すべきでない対象
者を抽出できること（引き抜
き作業のため）。 ―

【構成員A(自治体)】
・随時消込が可能であれば、引き抜き作業は不要と思われる。
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】
・「停止登録ができること、停止登録対象者一覧が印刷できること（追加しとく）」としたいで
す。
・住所・氏名変更や死亡者の把握は別機能（住基異動者一覧）で把握し、そこで把握した内容は個
別に変更登録を行う運用が望ましい。住基情報をリアルタイムで子ども子育て支援システムに反映
する必要があるため。
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

協議

25 催告対
象者抽
出

― ―

滞納者を抽出し一覧で確認が
できること。
滞納状況詳細を滞納者個別に
参照できること。

＜出力帳票＞
　・滞納者一覧
　・収納状況一覧

―

【構成員A(自治体)】現在収納システムにて対応している。
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】
帳票ではなく、ＣＳＶなどのデータ抽出も仕様書案としては記載いただきたい。

意見なし

-

26

― ―

滞納者に対して、催告書（及
び納付書）が一括及び個別で
発行できること。

＜出力帳票＞
　・催告書
　・納付書
　・催告書発行対象者一覧

―

【構成員A(自治体)】現在収納システムにて対応している。
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】
・当市では催告書も発送していますが、名称を「差押事前通知書」「特別催告書」に変えて発送す
ることもあります。そのため、出力帳票で「差押事前通知書」「特別催告書」を発行できるような
機能を追加してほしい。
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

27

― ―

催告書を発送するまでに、入
金があった者・住所や氏名に
変更があった者・死亡等によ
り送付対象者に変更があった
者等、発送すべきでない対象
者を抽出できること（引き抜
き作業のため）。

―

【構成員A(自治体)】
・随時消込が可能であれば、引き抜き作業は不要と思われる。
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】項番24と同じ
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

28

― ―

過誤納対象者を抽出し一覧で
確認ができること。
過誤納状況詳細を対象者個別
に参照できること。

＜出力帳票＞
　・過誤納一覧

―

【構成員A(自治体)】現在収納システムにて対応している。
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

29

― ―

納付の過誤による過誤納だけ
でなく、調定更正（減額更
正）によって発生する過誤納
にも対応できること。 ―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】
・項番28と分ける必要が無いと感じるためまとめたほうが良いと考えます。
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

30

― ―

過誤納対象者に対して、還
付・充当処理の登録・修正・
削除・参照ができること。

＜出力帳票＞
　・還付（充当）決議書
　・還付（充当）一覧

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】
一覧と決議書はどのような事務を想定されているのか、確認させていただきたい。

意見なし

-

 

通知書
(催告書)
発行

7.7滞納
管理

還付・
充当処
理
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項番
業務区分

論点 解決方針（案）
標準仕様書案

※青字はオプション機能 分類大項目 中項目 作業
論点及び解決方針（案）

に関する意見
上記ほか標準仕様書案

に関する意見
前後で追加すべき
システム機能

自治体意見記載欄

31

― ―

過誤納対象者に対して、還
付・充当処理が一括処理でき
ること。

―

【構成員A(自治体)】現在収納システムにて対応している。
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】
・充当については、個々の収滞納状況にたいして充当先を設定する必要があるため、充当処理を一
括とするのであれば、充当先の考え方も統一する必要があるのではないかと考える。

意見なし

協議

32

― ―

兄弟間で充当ができること。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】不要と考える
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

33

― ―

歳入還付と歳出還付を区別し
て管理できること。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

34

― ―

異なる会計年度への充当がで
きること。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

35

― ―

調定本体額だけでなく、延滞
金や督促手数料への充当もで
きること。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】
・延滞金や督促手数料への充当は、バッチ処理にするか個別のオンライン処理にするか検討する必
要があると思われます。
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

36 通知書
(還付・
充当通
知書)発
行

― ―

還付・充当に関する通知書の
発行ができること。

＜出力帳票＞
　・還付充当通知書
　・還付充当一覧
　・還付充当通知書発送者一
覧
　・還付請求書（還付金振込
先口座の記入用紙含む）

―

【構成員A(自治体)】以降、現在収納システムにて対応している。
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】
仕様書案に同意します。業務フローは見直しが必要と考えます。還付登録後に還付請求書印刷と
なっているが、請求書が返却されて還付できることが確定した時点で登録をしないと実際に還付済
みなのかどうかの判断を別に必要となり登録があっても実際には還付していないケースが発生し決
算の数字が一致しなくなることが考えられます。
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

37 ●還付加算金についてシステム管理が必要か、ご意見を
いただきたい。

●自治体意見を確認の
上、仕様書案に反映す
る。

還付金支払データ（口座振込
依頼データ）の作成ができる
こと。

＜出力帳票＞
　・還付金口座振込一覧

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】省力化のためにもシステム管理が必要である。
【構成員D(自治体)】還付加算金を取るような事例がないため、意見を出すのが難しい。
【構成員E(システム事業者)】
・還付加算金は徴収管理する費目とは別に取り扱いが必要となるため、子ども・子育てシステムで
管理すべきではないと考えます。そのため、標準仕様化対象外として実装しない機能としたほうが
良いと考えます。
【構成員F(システム事業者)】ー

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】
・保護者に還付加算金の説明がしやすいように、発生した還付金の還付（充当）通知書に還付加算
金の金額を記載する機能と、還付加算金を還付金と同時に振込できる仕様にすべき。
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】
・仕様書案に同意します。振込依頼データレイアウトは「全銀協フォーマット」と明記する必要が
あると考えます。
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

 

還付金
口座振
込デー
タの作
成
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項番
業務区分

論点 解決方針（案）
標準仕様書案

※青字はオプション機能 分類大項目 中項目 作業
論点及び解決方針（案）

に関する意見
上記ほか標準仕様書案

に関する意見
前後で追加すべき
システム機能

自治体意見記載欄

38

― ―

窓口での還付金支払を想定
し、オンライン画面から個別
で支払結果を入力できるこ
と。 ―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】不要と考える
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

39 延滞金
処理

― ―

滞納額・滞納期間に応じて、
基準日時点での延滞金が自動
計算できること。完納時に延
滞金確定額を自動計算できる
こと。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】
・延滞金の計算式が自治体ごとに異なるケースがあり細かい計算式まで明示的に記載したほうが良
いと考えます。
・また、延滞金の管理は自治体により徴収有無が違うため、機能としては標準仕様でも、運用する
しない（事務フロー）は自治体によって変更可能となるような記載の方が良いと考えます。
・延滞金については自治体により徴収の有無が違うため、手数料管理機能についてオプションとす
ることが望ましいと考えます。
【構成員F(システム事業者)】
・延滞金計算仕様の標準化が必要と考える。

意見なし

協議

40 通知書
(延滞金
納付書)
発行

― ―

延滞金に関する通知書（納付
書）が発行できること。

＜出力帳票＞
　-延滞金通知書（納付書）
　-延滞金通知書（納付書）発
送者 ―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】
・滞納者から未納の保育料と併せて未確定延滞金の納付をしたいとの申し出が多いため、未確定延
滞金の納付書発行もできるようにすべき。
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】
・完納時の確定した延滞金であれば、延滞金のみの納付書など出力可能と考えるが、基準日時点の
想定延滞金については、延滞金のみの納付書ではなく、元金含みの通知になると考えるが、認識は
一致しているか確認させていただきたい。

意見なし

-

41 分納処
理

― ―

分割納付の計画を登録・管理
し、分割納付誓約書や分割納
付納付書を発行できること。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】
・分割納付で毎月の納付がされているかだけでなく、納付されていない人のリストもでるような仕
様を検討してほしい。
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】
分納誓約後に不履行者を特定してケ
アすることも必要なことから分納誓
約不履行一覧も必要になると考えま
す。

【構成員F(システム事業者)】ー

-

42 経過記
録

― ―

滞納者・滞納調定ごとに、督
促発送等の各種滞納処分や交
渉等の経過記録を登録・管理
できること。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】
保護者との窓口相談などに活用する
ため交渉経過一覧を印刷できる必要
があると考えます。

【構成員F(システム事業者)】ー

-
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業務区分

論点 解決方針（案）
標準仕様書案
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に関する意見
上記ほか標準仕様書案

に関する意見
前後で追加すべき
システム機能

自治体意見記載欄

43 その他
対象処
分

― ―

滞納処分情報（繰上徴収、納
付委託、徴収猶予、延滞金減
免、差押、参加差押、交付要
求、換価猶予、時効中断）の
登録・管理ができること。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】
・催告書を送付した場合の６か月の時効延長についてもシステムで自動管理としたい。
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】
・登録、管理とはどこまで実現する必要があるのかを明確にするべきであると考える。備考欄など
への経過記録での管理も含め、検討いただきたい。

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】
滞納処分に関する保護者宛ての通知
書類の需要があるか自治体様にヒア
リングを行っていただき必要であれ
ば標準機能に盛り込む必要があると
考えます。
例）延滞金減免通知書など

【構成員F(システム事業者)】ー

協議

44 時効処
理

― ―

調定情報や滞納処分状況に応
じて、調定ごとに時効を管理
（滞納処分による時効中断、
時効停止等）できること。

＜出力帳票＞
　-時効対象調定一覧

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】
帳票ではなく、ＣＳＶなどのデータ抽出も仕様書案としては記載いただきたい。

意見なし

-

45 還付時
効処理

― ―

還付時効情報の管理（※）が
できること。
※還付通知日から固定日数後
の日付の自動設定、任意の日
付の手動設定、日付の登録管
理

＜出力帳票＞
　-還付一覧（還付時効情報入
り）

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】
・どのような事務を想定しているかがわからない
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】
・還付時効が発生するケースはまれであると想定するため、本機能については、オプション機能と
して検討いただきたい。

意見なし

-

46 執行停
止処理

― ―

執行停止（滞納処分できる財
産がない。滞納処分により著
しい生活困窮のおそれあり等
を理由とした滞納処分の停止
処理）の管理ができること。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】
・執行停止の管理とは、どこまでの管理を想定しているのか明確にする必要があると考える。

意見なし

-

47 不納欠
損処理

― ―

不能欠損の条件を満たした未
納データ（例＞任意に指定し
た欠損判定基準日時点で時効
を迎えたデータ等）に対して、
一括及び個別で不能欠損の処
理ができること。

＜出力帳票＞
　・不納欠損決議書
　・不納欠損一覧

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-
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論点 解決方針（案）
標準仕様書案
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上記ほか標準仕様書案

に関する意見
前後で追加すべき
システム機能

自治体意見記載欄

48

― ―

滞納繰越データを抽出し、一
覧で確認ができること。

＜出力帳票＞
　・決算繰越総括表（収納状
況等）

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】
・帳票ではなく、ＣＳＶなどのデータ抽出も仕様書案としては記載いただきたい。

意見なし

-

49

― ―

滞納繰越処理により、年度末
時点で未納となっている現年
度調定及び過年度調定につい
て、年度繰越調定データの作
成ができること。

＜出力帳票＞
　・繰越調定データ一覧 ―

【構成員A(自治体)】
・他システムとの連携の際、年度ごとの累計表で確認することがあるため、そういった機能もある
と良い。
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】
・年度繰越調定データをあらためて作成するのではなく、時効でもなく、継続して滞納となってい
るデータが繰り越されたデータと認識できると想定されるため、あえて、「年度繰越調定データの
作成」とまで仕様書に記載する必要はないと考える。

意見なし

協議

50

― ―

未払分の過誤納について、歳
入歳出の切替ができること。

＜出力帳票＞
　・過誤納金一覧（年度をま
たぐ金額の把握用）

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】どのような事務を想定しているかがわからない
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】ー

意見なし

-

51

― ―

滞納繰越後、繰越処理日以前
の収納日を持つ納付消込デー
タが発生した場合、繰越前に
消込みを行った状態に修正で
きること。 ―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】ー
【構成員D(自治体)】不要と考える
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】
・項番49に記載したとおり、繰越データをある時点で作成しなければ、繰越前に消込を行った状態
への修正は不要ではないかと考える。

意見なし

-

52 7.9その
他

返戻管
理

― ―

自治体に返戻された通知書や
督促状等について、返戻・調
査・公示送達が記録・管理で
きること。

―

【構成員A(自治体)】ー
【構成員B(自治体)】ー
【構成員C(自治体)】
・返戻された納入通知書・督促状等の未到達入力、公示送達した納期限に変更ができるような仕様
にしてほしい。
【構成員D(自治体)】ー
【構成員E(システム事業者)】ー
【構成員F(システム事業者)】
・記録、管理とはどこまで実現する必要があるのかを明確にするべきであると考える。備考欄など
への経過記録での管理も含め、検討いただきたい。

意見なし

-
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