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標準仕様（素案） 検討過程  （給付WG第3回） 資料02

比較１ 比較2 比較3 比較4
自治体A 自治体B 自治体C 自治体D

算定した利用者負担額情報から、調定
情報を一括して登録できること。

利用者負担の調定処理（登録／取消
／リスト化）ができること。

公立保育所の児童について、特別保育
（延長保育等）を利用した場合の利用
者負担の調定処理ができること。

料金算定を基に調定を一括作成し、口
座振替対象者、納付書発行一 覧等の
上旬処理に伴う保管用の帳票を出力で
きること。

利用者負担の調定処理（登録／取消
／リスト化）ができること。

利用者負担の調定処理（登録／取消
／リスト化）ができること。調定処理に
あたっては、一括調定・個別調定がで
きること。

利用者負担の調定処理ができること。

算定した利用者負担額情報から、調定
情報を個別に登録できること。

以下の、本市における延長料金の運用
について、システムとして対応 できるこ
と。
・月次計算、定額（1度でも延長保育を
利用したら課金）
・調定、納付書は基本料と延長料金で
個別に作成
・収納・未納、還付・充当も個別に管理

通常保育料と延長保育料を分けて調
定を作成できること

保育の調定については、施設種類（保
育所・認定こども園）ごと、料金 種別
（通常利用料・延長利用料）ごとに、以
下のとおり区分して管理・ 集計できるこ
と。
・管内公立
・管内民間
・管外委託公立
・管外委託民間
・管外受託公立
・管外受託民間

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。

市が直接徴収しない料金（直接契約施
設等）については調定情報を 作成しな
いこと。

年度内に遡及して料金の移動が発生し
た場合、料金の移動が発生し た月の
調定情報と納期限を更新すること。
＜例：7月上旬に4月から遡って料金が
増額された場合＞ (更新前調定)  4月
1,000円 納期限：4月末、5月 1,000円
納期限：5月 末  ・・・
↓↓＊7月上旬に4月から遡って\500
増額
(更新後調定)  4月 1,500円 納期限：7
月末、5月 1,500円 納期限：7月 末  ・・・
※増額分の納付書(\500)を4月～6月
分まで3枚発行して送付する。

遡りで料金の異動が発生した場合、料
金の異動が発生した月の調定 情報と
納期限を更新すること。
＜例：7月上旬に4月から遡って料金が
増額された場合＞ (更新前調定)  4月
1,000円 納期限：4月末、5月 1,000円
納期限：5月 末  ・・・
↓↓＊7月上旬に4月から遡って\500
増額
(更新後調定)  4月 1,500円 納期限：7
月末、5月 1,500円 納期限：7月 末  ・・・
※増額分の納付書(\500)を4月～6月
分まで3枚発行して送付する。

5 調定取消
処理

調定処理の取消し・修正ができること

調定金額
確定処理

4

7.1調定

項番
業務区分

標準仕様(素案)
※青字はオプション機能大項目 中項目 作業

7 保育料
等納付管
理

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。

1

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。2

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

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

自治体 提供仕様書

●収滞納を議論する際には、前提とし
て、管理対象とする費目について、標準
化の範囲の議論が必須（子子システム
で処理する場合と他システムで処理す
る場合）ではないか。税系標準化プロ
ジェクト側の収滞納機能に関する検討で
も、”保育料”を含めて検討しているよう
である。本仕様書で定めるのは「子子シ
ステムで処理する場合」と位置付ける。

●「概算払いの清算」を管理対象に含め
るべきか。自治体意見を考慮して検討
する必要がある。

●「13事業」に関する費目を管理対象に
含めるべきか。13事業側の検討いかん
によるが、副食費や延長保育料は含ま
れると思われる。自治体意見を考慮して
検討する必要がある。
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比較１ 比較2 比較3 比較4
自治体A 自治体B 自治体C 自治体D

項番
業務区分

標準仕様(素案)
※青字はオプション機能大項目 中項目 作業

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

自治体 提供仕様書

6 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

●口座振替と納付書を標準とする。

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）。

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。

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。

同一世帯のきょうだいで、支払方法が
「口座振替」と「納付書」で異 なっている
世帯を抽出できること。

調定額が決定、変更したもののうち、納
付方法が自主納付のデータを抽出し、
納付書が一括作成できること。

納付書（領収済通知書）が作成できるこ
と。

総合収納システムにおいて、納入通知
書（ＯＣＲ、バーコード）、口座振替に対
応できるよ うデータ連携を行うこと。

料金算定を基に調定を立て、調定結果
一覧（各月ごとの調定件数・金 額の一
覧）納付書、及び納付書の発行者リスト
（遡及分も含む）及び 口座振替対象者
一覧が出力できること。

納付書の作成、発行、再発行ができる
こと。

受託児童からの保育料の徴収ができる
こと。また、納付書（領収済通知書）、及
び収納状況がわかる明細表・集計表が
作成できること。

納付書払の利用料に係る納付書を作
成できること。

納付書の再発行ができること。 通常保育料と延長保育料を分けて納
付書を作成できること。

コンビニ用納付書が作成できること。 納付書を複数月分同時に出力できるこ
と。

コンビニ用納付書が再発行できること。 納付書はマルチペイメント（MPN）に対
応できること。

税情報に異動がある等の理由で利用
料が過去にさかのぼって増額
（又は発生）になった場合、過去分も含
め遡って利用料の変更がで き、納付書
が出力できること。

納付書の送付先を任意に設定できるこ
と。

納付書の送付先と代表保護者に差異
がある世帯のリストを出力できる こと。

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。

口座振替対象データを抽出し、口座振
替依頼ができること。

口座振替用ＦＤ作成ができること。 口座振替の申込のあった利用者の情
報を登録できること。

期別単位に口座振替の停止、停止解
除設定ができること。

口座振替依頼確認表を作成できるこ
と。

全銀協フォーマットにより口座振替依頼
用のデータを作成できること。

10

7.4口座
振替

7.2支払
方法管理

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

支払方法
の登録・
切替

通知書
(納付書)
発行

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。

7.3納付
書発行

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
データの
作成

 

11

12



3/6

比較１ 比較2 比較3 比較4
自治体A 自治体B 自治体C 自治体D

項番
業務区分

標準仕様(素案)
※青字はオプション機能大項目 中項目 作業

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

自治体 提供仕様書

保護者から保育料（利用者負担額）を
徴収するための、振替口座の登 録、管
理ができること。

口座振替依頼書、口座振替依頼送付
票、口座振替領収済通知書、口座振替
一覧表を作成できること。

全銀行分を合計した口座振替依頼送
付書作成用データファイル (サービス種
類ごとの件数、金額がわかるもの)を出
力できること。

ＯＣＲ、口座振替、オンライン入力によ
る消込データより消込処理を行 い、確
認用の帳票が出力できること。

納付書等データの取込ができること。

レイアウト変換後のＯＣＲデータを読み
込み、消込データが作成できる こと。

正常に消込が出来なかった対象者は
システム上で判別できること。

口座振替結果データより、振替不能分
と振替済に振り分け、消込データ が作
成でき、確認用の帳票が出力できるこ
と。

口座振替結果ＦＤ分のデータの取込が
できること。

総合収納システムにおいて、全銀協
コードによる口座振替データと口座振
替依頼書の発行と収入消込ができるよ
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。

コンビニ収納代行業者からコンビニ速
報、速報取消、確報データを読み 込
み、消込データを作成、確認用帳票が
出力できること。

コンビニ収納やマルチペイメント、クレ
ジット収納に対応できること。

料金の収納に当たっては、MPN、及び
コンビニに対応できること。

口座振替済通知書が作成でき、帳票が
出力できること。

口座振替結果集計表が作成できるこ
と。

納付書払、及び口座振替による収納済
のデータを取り込み、消込が できるこ
と。

15 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。

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。

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）。

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。

残高不足により振替不能だった対象者
に対して、再振替依頼ができ、帳票が
出力できること。

総合収納システムにおいて、口座振替
不能となった場合に納入通知書を発行
できるようデー タ連携を行うこと。

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。

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。

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。

督促対象データを抽出し、督促予定者
リストが出力できること。

督促等にかかる交渉経過の記録を登
録、管理できること。

総合収納システム及び総合滞納整理
システムにおいて、督促／催告処理
（対象世帯の把握／ 督促状／催告書
の作成等）ができるようデータ連携を行
うこと。

滞納者のリストを出力できること。

督促状の発行者一覧が出力できるこ
と。

督促対象データを抽出し、督促状の作
成ができること。

督促／催告処理（対象世帯の把握／
督促状／催告書の作成等）ができるこ
と。

一度期に大量に発行する帳票類（支給
認定証等）や３連圧着ハガキ連続様式
などの特殊様式の印刷物（納入通知
書、督促状等）については、基盤システ
ムの大型プリンタで出力するこ とから、
指定のファイルレイアウトで印刷データ
が作成できること。

督促状を出力できること。

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

14

22

23 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

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

督促対象
者抽出

口座振替
不能通知
発行

個別消込

7.5収納
管理

口座振替
データ消
込処理

　
　・口座振替予定通知書

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

納付書納
付データ
消込処理

7.6督促・
催告

 

13

通知書
(督促状)
発行
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比較１ 比較2 比較3 比較4
自治体A 自治体B 自治体C 自治体D

項番
業務区分

標準仕様(素案)
※青字はオプション機能大項目 中項目 作業

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

自治体 提供仕様書

督促、催告処理（対象世帯の把握、督
促状、催告書の作成等）ができる こと。

督促状には納付書が添付されており、
通常の納付書同様マルチペイ メント
（MPN）に対応できること。

納期限経過且つ未納者に対し督促状
が出力できること。

督促状を発送するまでに入金があった
者を抽出し、督促状引き抜き候補 者リ
ストに出力できること。

督促状を送付すべきでない対象者のリ
ストが出力できること（督促状 発行日
後に収納があったもの）。

督促状の発行停止設定ができること。

未納者を対象とした催告書のリストが
出力できること。

督促対象となった未納調定より催告対
象となりうるものを抽出し、催告 予定一
覧表が作成できること。

催告書を発行した対象者のリストが出
力できること。

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

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）。

調定更正によって生じた過納金が把握
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。

総合収納システムにおいて、過誤納金
について処理（リスト化／還付請求書
の発行等）できるようデータ連携を行う

過誤納金が発生した場合、充当もしく
は還付が行えること。

過誤納未整理分となっているデータを
抽出し、過誤納未整理リストが作 成で
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。

過誤納があった対象者のリストを出力
できること。

過誤納未整理となっているデータが一
覧表示できること。

還付、或いは充当を行った対象者の一
覧が作成できること。

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。

期別の調定額と収入額が不一致の
データを抽出し、不一致リストが作成
できること。

画面より、正常に入金された収納に対
し過誤納データが作成できるこ と。

充当についてはシステム画面上から手
動、或いは自動で処理できるこ 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
意に変更できること。

誤納入力により作成された過誤納の取
消ができること。

過誤納金について、個別に還付、充当
設定ができること。

　
　
　

28

通知書
(催告書)
発行

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

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

30

還付・充
当処理

7.7滞納
管理

24

25

 

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）。

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
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比較１ 比較2 比較3 比較4
自治体A 自治体B 自治体C 自治体D

項番
業務区分

標準仕様(素案)
※青字はオプション機能大項目 中項目 作業

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

自治体 提供仕様書

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。 自動還付を一括で行い、還付一覧表が
作成できること。

還付の際、歳入還付と歳出還付を識別
して管理できること。

32 兄弟間で充当ができること。 兄弟間会計年度間の充当ができるこ
と。

33 歳入還付と歳出還付を区別して管理できること。 還付リストを歳入還付・歳出還付別に
出力できること。

34 異なる会計年度への充当ができること。

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。 延滞金、督促手数料への充当ができる
こと。

還付通知書、充当通知書が作成できる
こと。

還付（充当）決議書、還付（充当）通知
書の発行ができること。

還付の場合、その対象者のリスト及び
還付通知書が作成できること。

上記リストを基に還付、或いは充当を
行い、その通知書が作成できる こと。

37 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

還付支払対象データを抽出し、口座振
込データが作成できること。

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。

画面より、窓口にて還付金支払が行わ
れた結果が入力できること。

基準日時点での延滞金が自動計算で
きること。

延滞金等の処理（計算／収納状況の
把握／リスト化等）ができること。

総合収納システム及び総合滞納整理
システムにおいて、延滞金等の処理
（計算／収納状況の 把握／リスト化
等）ができるようデータ連携を行うこと。

完納時に延滞金を計算できること。

延滞金等の処理（計算、収納状況の把
握、リスト化等）ができること。

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

延滞金、督促手数料付納付書が出力
できること。

延滞金が1,000円以上になった場合、そ
の分の納付書が発行できるこ と。

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。

総合滞納整理システムにおいて、分割
納付を含めて時効管理ができるよう
データ連携を行う こと。併せて、分納誓
約書を印刷できるようデータ連携を行う
こと。

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。

督促等にかかる交渉経過の記録を登
録、管理できること。

督促状、催告書等の発送履歴が管理
できること。

総合滞納整理システムにおいて、督促
等にかかる交渉経過の記録を登録、管
理できるよう データ連携を行うこと。

39

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）

通知書
(還付・充
当通知
書)発行

還付金口
座振込
データの
作成

36

 

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。

延滞金処
理
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比較１ 比較2 比較3 比較4
自治体A 自治体B 自治体C 自治体D

項番
業務区分

標準仕様(素案)
※青字はオプション機能大項目 中項目 作業

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

自治体 提供仕様書

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。

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、執行停止、時効
中断）の登録、管理ができる こと。

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

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）

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。

欠損判定基準日時点で不納欠損となり
うる未納データを抽出し、不納欠 損予
定一覧表が作成できること。

不能欠損処理及びリストの作成ができ
ること。

総合滞納整理システムにおいて、不納
欠損処理及びリストの作成ができるよう
データ連携を 行うこと。

時効を迎えた債権に対し不納欠損の処
理ができること。

欠損判定基準日時点で不納欠損となる
未納データを抽出し、不納欠損の 設定
ができること。

不納欠損の登録、照会、追加、修正、
取消、削除ができること。

不納欠損結果一覧表が作成できるこ
と。

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）

滞納繰越処理を行い、各種決算資料
が作成できること。

新年度準備における上限値・保育料・
在園名簿の年度繰越ができること。

現年分、過年分の滞納の繰越処理が
行えること。

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

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）

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。

返戻された督促状について、返戻・調
査・公示送達が入力できること。

督促に係る公示送達書が作成できるこ
と。

52

7.8決算 決算処理

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。

返戻管理7.9その
他

 

47 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

不納欠損
処理


	完成

