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参考

大項
目

中項
目

帳票名称 帳票概要
利用区分

内/外
実装すべき

帳票

実装してもしな
くても良い帳

票

システム利用
率一次調査

論点及び解決方針（案）
に関する意見

論点以外に関する意見
帳票印字項目・帳票レイアウト

に対するご意見

子どものための教育・保育給付

1

5 事
業所
管理

5.4加
算情
報登
録

賃金改善等見込
額等一覧

処遇改善等加算の申請に
おいて必要となる、賃金改
善計画書の「賃金改善等
見込額」「見込賃金総額・
起点賃金水準」「賃金改善
等実績額」「支払賃金総
額・起点賃金水準」の一覧

内部 〇

処遇改善等加算の申請におい
て必要となる、賃金改善計画書
の「賃金改善等見込額」「見込
賃金総額・起点賃金水準」「賃
金改善等実績額」「支払賃金総
額・起点賃金水準」、賃金改善
実績報告書の「実績額」の一覧

・一部の自治体のみが利用と想
定されるため、「実装してもしなく
ても良い帳票」とする。

【構成員A(自治体)】-
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
「賃金改善等見込額・実績額」を算出する機能は実装してほし
い。
「見込賃金総額・起点賃金水準」は施設が個人に支払った給与
や手当の額が必要となると思うので、子ども・子育て支援システ
ムでどのように管理するのか想像がつきません。
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
オプションとする場合、調達時に優劣がついてしまうことが想定さ
れるため、実装しない機能としていただきたいと考えます。
【構成員F(システム事業者)】
自治体様のニーズが高くなければオプション機能で十分であると
考えます。

協議

2
平均年齢別児童
数（見込）一覧

処遇改善等加算の申請に
おいて必要となる、平均年
齢別の児童数の一覧

内部 〇 -

3

6 事
業所
請求
管理

6.1事
業所
請求
管理

給付費一覧

児童別の給付費の一覧
児童情報、給付予定額、
算定根拠情報等を表示項
目に含む

内部 〇 -

4 給付費集計表

施設別に給付費を集計し
た一覧
施設情報、給付予定額、
算定根拠情報等を表示項
目に含む

内部 〇 -

5

子どものための
教育・保育給付請
求書
※内閣府におい
て標準的な様式
を作成中

市町村が施設確認用に作
成する又は施設が作成す
る給付費請求書
自治体側で請求書を作成
する場合、①システムで作
成し、②施設で確認、③
（必要に応じて押印の上）
市町村へ提出（又は修正
の有無の報告）④照合
施設が請求書を作成する
場合、①施設が作成②（必
要に応じて押印の上）市町
村へ提出③必要項目のシ
ステム取込④照合

外部 〇 16%

・請求書は、施設で作成するパ
ターンと自治体が作成するパ
ターンがあり、自治体で作成す
るよう運用を統一すべきとする
意見もある一方、1次調査の結
果では、システム作成＝自治体
が作成している事例が多いとま
ではいえず、施設側の作成で運
用できている自治体も多いた
め、両方を選択可能とする案に
ついて、ご意見をいただきたい。
・概算払い時の差額調整を確認
も可能とする必要があると考え
る。

・1次調査の結果では、システム
作成＝自治体が作成している事
例が多いとまではいえず、施設
側の作成で運用できている自治
体も多いが、自治体が発行する
運用が可能となるよう実装すべ
き帳票とする。
・概算払い時の差額調整にも対
応を行う。

6

給付請求明細書・
在籍児童一覧
※内閣府におい
て標準的な様式
を作成中

市町村が施設確認用に作
成する又は施設が作成す
る給付費請求書のもとに
なる積算明細と在籍児童
一覧

外部 〇 -

7 給付費支弁台帳
子どものための教育・保育
給付費支弁台帳の記載要
領の様式に準じた台帳

内部 〇 -

【構成員A(自治体)】
請求書を作成している自治体にとっては必要な機能であるため、
「実装すべき機能」としてほしい。現在、システム利用率は高くな
いが、小規模な自治体ではシステムを利用したくても費用等の問
題があり、利用できていない可能性がある。また施設側が作成
する場合、施設の事務負担が高くなる、内容に誤りのある請求
書が作成される等の課題があるが、標準で実装される帳票にな
れば、このような課題も解決できると考えている。
【構成員B(自治体)】
両方選択可能という対応でよいのでは。
【構成員C(自治体)】
当市は全て自治体側で作成しているので、解決方針（案）のとお
り、自治体が発行する運用を可能とし、実装すべき帳票としてほ
しい。また、概算払い時の差額調整も可能としてほしい。
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
標準様式を実装すべき機能として定義してよいと考えるが、広域
利用に関わる施設分については（受託児童分）、自自治体居住
の児童とは別に金額を示す必要があると考えるため、機能として
は実装しない、としていただきたいと考えます。
【構成員F(システム事業者)】-
自治体側で作成する運用に統一をすべきと考えます。複数自治
体の利用者がいる施設で①自治体が作成するパターンと②施設
が作成するパターンに分かれる可能性があるため、事務負担増
加につながります。
システム作成＝自治体が作成している事例が多いとまではいえ
ないというのはシステム側が対応していない。もしくは自治体様
の運用に即していないため、使用率が低いと考えます。

協議

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

協議項番

標準仕様書 構成員　意見記載欄

論点 解決方針(案)



参考

大項
目

中項
目

帳票名称 帳票概要
利用区分

内/外
実装すべき

帳票

実装してもしな
くても良い帳

票

システム利用
率一次調査

論点及び解決方針（案）
に関する意見

論点以外に関する意見
帳票印字項目・帳票レイアウト

に対するご意見

協議項番

標準仕様書 構成員　意見記載欄
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8
口座振込依頼一
覧

口座振込依頼を行う一覧
振込先情報、振込日、振
込金額等を表示項目に含
む

内部 〇 -

9
請求対象児童一
覧

広域利用時の児童一覧 内部 〇 -
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10

7 保
育料
等納
付管
理

7.1調
定

調定一覧表

調定処理の一覧
児童情報、施設情報、調
定額、調定内訳情報等を
表示項目に含む

内部 〇 -

11

7.3納
付書
発行

納付書
保育料等（利用者負担額、
副食費、延長保育料等）の
納付通知

外部
(印字項目・
レイアウト検

討中)

〇 -

12

7.4口
座振
替

口座振替依頼一
覧

口座振替依頼を行う一覧
振替口座情報、振替日、
振込金額等を表示項目に
含む

内部 〇 -

13

7.5収
納管
理

消込結果一覧(口
座振替)

納付実績と納付書発行・
口座振替依頼の消込結果
一覧
納付情報、消込対象情報
等を表示項目に含む

内部 〇 -

14 収入内訳日計表

日別の口座振替結果等に
基づく児童別・事業別の収
入の一覧
児童情報、施設情報、支
払方法、収入額等の表示
項目を含む

内部 〇 -

15
収納消込エラーリ
スト

納付実績に対して消込先
がなかった対象者の一覧
納付情報、エラー要因等を
表示項目に含む

内部 〇 -

16
口座振替開始通
知書

保育料等の口座振替が開
始された旨の通知

外部 〇

【構成員A(自治体)】
・納付方法が「口座振替払い→納付書払い」に変更されたときの
通知書「納付方法変更のお知らせ」も出力されるようにした方が
良い。（本市では出力されます）
・本市では入所当初の納入通知書に納付方法を記載しており、
その場合は口座振替開始通知書は送付していません。その後、
納付方法や振替口座が変更された場合に「納付方法変更のお
知らせ」を送付しています。「口座振替開始通知書」が、当初の
納入通知書が発送される月も発行されるのであれば、当初の登
録とそれ以外に分かれて出力されるようにしてほしい。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
【構成員F(システム事業者)】-

【構成員A(自治体)】
・左記の通り、「口座振替払い→納付書
払い」の場合も通知できるように、「納付
方法変更のお知らせ」として運用した方
が良い。
・郵便の誤配達も度々発生しているた
め、個人情報保護の観点から口座番号
は省略し、「口座番号は省略しています」
と記載したほうが良い。（本市では省略し
ています）
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】
印字項目として「利用施設名」は不要と
考えます。また、「口座番号」は”＊”で潰
す自治体が多いので、出力不要とする
検討をしてもよいかと考えます。
【構成員F(システム事業者)】-

協議

17
口座振替不能通
知

指定の口座から振替がで
きなかった旨の通知

外部 〇

【構成員A(自治体)】
本市では口座振替不能の判明から督促状発行処理まで時間が
ないため、口座振替不能通知書を送っておらず、督促状付納付
書で納めていただいています。（当月28日口座振替、翌月6日頃
口座振替不能の判明、10日頃督促状発行処理）
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
【構成員F(システム事業者)】-

【構成員A(自治体)】-
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】
印字項目として「利用施設名」は不要と
考えます。
また、「口座番号」は”＊”で潰す自治体
が多いので、出力不要とする検討をして
もよいかと考えます。
【構成員F(システム事業者)】
-

-
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18
口座振替済通知
書

保育料等が口座振替によ
り領収された旨の通知

外部 〇

・口座振替通知書(口座振替領
収証書通知)を廃止している自
治体があるため、オプション機
能とすべきとする案についてご
意見をいただきたい。

・通帳記帳で口座振替納付が行
われたことを確認できるため帳
票がなくても住民サービスへの
影響は及ぼさないことから、口
座確認オプション機能とする。

【構成員A(自治体)】
本市では発行していないため、実装しなくて良いです。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
【構成員F(システム事業者)】-
オプション機能とすることに同意いたします。その場合、事務量・
経費の無駄を軽減するために、要望のある保護者の管理と該当
保護者にのみ一括発送できる機能にすべきと考えます。

【構成員A(自治体)】
それとは別に納付証明（領収のお知らせ）が発行できる機能が
必要です。（勤務先からの保育料の補助を受けるにあたって必
要としている保護者が多数存在するため。本市では申請に基づ
きシステムから出力しています。）
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
【構成員F(システム事業者)】
保護者より審査用提出書類として保育料納付証明書を求められ
るケースが存在するようです。納付手段に関係なく、保育料を納
付したことを証明する“保育料納付証明書”を標準機能にすべき
と考えます。

【構成員A(自治体)】-
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】
印字項目として「利用施設名」は不要と
考えます。複数期分の出力を可とするの
であれば、口座振替済通知ではなく、
「納付証明書」など、保護者が納付したこ
とを証明できるものを用意するのがよい
と考えます。
【構成員F(システム事業者)】
口座振替済み通知書として使用するの
であれば引落口座情報も表示させるべ
きと考えます。

協議

19
保育料納付証明
書

保育料等を納付したことを
証明する証明書

外部 〇 -

20 口座振替済一覧

口座振替済対象者の一覧
口座情報、科目、引落額、
児童名等を表示項目に含
む

内部 〇

【構成員A(自治体)】
債権名（科目）の分類の表示も必要です。（保育料では、保育所
費負担金（私立）と保育所使用料（公立）を一括で振替依頼を
行っているため。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
【構成員F(システム事業者)】-

-

21

7.6督
促・
催告

督促状 未納者への督促通知 外部 〇

・督促状の記載項目について
は、催告状と同一項目の自治体
や延滞金、督促手数料は記載し
ない自治体があるなどバラツキ
がある。督促状については、催
告状の記載項目の一部をオプ
ションの記載項目とする案につ
いてご意見をいただきたい。

・延滞金、督促手数料をオプショ
ン項目とする。

【構成員A(自治体)】
督促状や催告書の機能として、未納年月、債権(科目)名の記載
は必須です。延滞金、督促手数料はオプション項目で良いかもし
れません。
※月次が「例月のバッチ処理」という意味であれば督促状は必要
です。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】
「科目名」をオプションとする理由がわからないが、特に異議はな
い。
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
【構成員F(システム事業者)】-
督促手数料、延滞金についてオプション項目とすることに同意い
たします。科目項目は必須表示項目と考えます。

【構成員A(自治体)】
本市では、督促状は差押の前提となるた
め、市長印を刷り込み印刷しています。
催告書は「〇〇市長」と記載するのみ
で、市長印は押していません。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】
印字項目として「利用施設名」は不要と
考えます。督促はあくまで該当期につい
て実施するものであり、複数の未納を示
すものではないことから、複数期別表記
は必要ないと考えます。
【構成員F(システム事業者)】
-

-

22 催告書 未納者への催告通知 外部 〇

【構成員A(自治体)】
題名・文言をオプションで変更できるようにしたい。（例.差押事前
通知書、特別催告書　等）
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
【構成員F(システム事業者)】-

【構成員A(自治体)】
対象期間が最低でも12か月分記載でき
るようにした方が良い。（13か月分以上
ある場合は、催告状には総合計額だけ
記載して、明細は「別紙のとおり」と記載
される形が良いです。）
【構成員B(自治体)】
【構成員C(自治体)】
【構成員D(自治体)】
【構成員E(システム事業者)】
催告については、複数期別分をあわせ
て通知することから、転園等をした場合
など、ひとつの施設名称を特定できない
ケースもあることを想定し、「利用施設
名」は不要と考えます。
また、複数期別を表記することから、改
ページ単位については仕様に盛り込ま
れないのでしょうか。また、出力できる期
別が5期別分では少ないと思われます。
【構成員F(システム事業者)】
督促手数料、延滞金についてオプション
項目としたほうが良いと考えます。

協議
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23 未納者一覧

利用料等の未納者一覧
児童情報、保護者情報、
支払方法、未納額等を表
示項目に含む

内部 〇

【構成員A(自治体)】
児童ベースと保護者ベースの２種類の未納者一覧が出力された
方が良い。
納付義務者以外の保護者情報も記載してほしい。（特に電話番
号）
所得・税申告状況を過去３年分記載してほしいです。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
【構成員F(システム事業者)】-標準仕様書に同意いたします。

-

24 収納状況一覧

保育料等の収納状況の一
覧
日別・月別の収納情報（金
額、件数）、督促（金額、件
数）、科目等を表示項目に
含む

内部 〇

【構成員A(自治体)】
分納中・差押中のステータスも表示されるようにしてほしい。（差
押での徴収との行き違いを防ぐ等のため）月別の一覧には、調
定額と収納率も記載されていた方が望ましい。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
【構成員F(システム事業者)】-標準仕様書に同意いたします。

-

25

7.7滞
納管
理

保育料等還付・充
当通知書

保険料等充当・還付金が
された旨の通知

外部 〇

【構成員A(自治体)】
・対象期間が最低でも12か月分記載でき
るようにした方が良い（税更正の場合、
一年度分の変更で12か月分変更の場合
があります。）
・本料と確定延滞金間、兄弟児間に充当
する仕様になるのでしょうか。その場合、
延滞金や児童名がわかるようにする必
要があります。
・「還付・充当理由」は複数となることもあ
るため、不要と考えます。
・「還付金振込口座確認票（還付請求
書）」に子どもの認定番号等を記載しても
らいたいため、子どもの「認定番号」等欄
を追加してほしい。
【構成員B(自治体)】
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】
延滞金、督促手数料の項目は不要なの
か。
【構成員F(システム事業者)】
中央部の合計欄を内訳として持たせる
方が良いと考えます。

協議

26 還付請求書 還付金の請求書 外部 〇 協議

【構成員A(自治体)】
【本市での還付の考え方と対応する様式】
①給付認定保護者が還付金を受け取る権利があると考えるの
で、請求者は基本的に給付認定保護者となります。よって、「請
求者」欄は不要です。
②給付認定保護者以外の口座を記載してきた場合は、給付認定
保護者から預金者へ委任があったものとして受理しています。
そのため、中段の「なお、還付については～」の部分を「私は還
付金受取について、以下の口座に指定（又は以下の預金者に委
任）します」にしてほしいです。
③特定の還付金の請求書ではなく、還付金の振込先口座の確
認書類として使用するため、題名を「還付金振込口座確認票」に
してほしい。（過去の未還付金があった時もまとめて振込するた
め）
④③等の理由により、「還付額」「還付加算金」「請求額」の欄は
不要です。
⑤他人によるなりすまし提出防止のため、子どもの認定番号な
どを記載する欄を追加してほしい。
⑥裏面に記載例が載せられるようにしてほしい。また、ネット銀
行等の場合で、金融機関コードがわかりづらい場合があるので、
金融機関コード対応表も載せられるようにしてほしい。
・還付加算金の説明が入っていた方が良い。
・「受付印」欄と「市区町村処理欄」も設けてほしい。
【構成員B(自治体)】
【構成員C(自治体)】
【構成員D(自治体)】
【構成員E(システム事業者)】
【構成員F(システム事業者)】
上部の子どもと保護者情報は請求者情報として下部で記載する
ので不要だと考えます。
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27 過誤納一覧

過誤納対象者の一覧
児童情報、保護者情報、
過誤納情報（金額、発生
日、発生事由）等を表示項
目に含む

内部 〇 -

28 還付充当一覧

還付充当対象者の一覧
児童情報、保護者情報、
還付充当情報（金額、対象
年月、発生事由）等を表示
項目に含む

内部 〇

【構成員A(自治体)】
・還付加算金の計算結果、支払対象者の一覧も出力できた方が
良い。（本市では出力されます）
・未還付者一覧も出力できた方が良い。（本市では出力されま
す）
【構成員B(自治体)】
【構成員C(自治体)】
【構成員D(自治体)】
【構成員E(システム事業者)】
【構成員F(システム事業者)】標準仕様書に同意いたします。

-

28 不納欠損一覧

不納欠損処理を行った対
象者の一覧
児童情報、保護者情報、
不納欠損額(金額、対象年
度)等を表示項目に含む

内部 〇

【構成員A(自治体)】
「時効」「即時欠損」「執行停止後３年」「執行停止中の時効」など
の種別やそれぞれの件数・合計額が分かるようにして、出納整
理期間後の年１回の出力でも良い。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
【構成員F(システム事業者)】-

-

29 時効対象一覧

時効が到来する対象者の
一覧
児童情報、保護者情報、
時効情報(金額、対象年
度)等を表示項目に含む

内部 〇

【構成員A(自治体)】
・時効対象一覧を出力するのであれば、滞納整理用として、もう
すぐ時効を迎える対象者も出力できたほうが良い。（時効から何
か月前の対象者を出力するか指定できるようにしてほしい。）
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
【構成員F(システム事業者)】-

-

30

7.8決
算

繰越調定データ
一覧

繰越調定処理の一覧
児童情報、施設情報、調
定額、調定内訳情報等を
表示項目に含む

内部 〇 -

31 決算調書

月次決算、年度末決算に
使用する調定額、収納額、
還付未済額、未納額、欠
損額等をまとめた帳票。
現年度分、滞納繰越分を
債権ごとに出力。出納整
理期間（４月５月）について
は新現年度分、旧現年度
分両方を出力。

内部 〇 -

32
16統
計・
集計

16.1
統
計・
集計

福祉行政報告例
第54表・第54表の
２

社会福祉関係行政の業務
統計のための報告資料
福祉行政報告例第54表・
第54表の２

内部 〇 -
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33
子どものための
教育・保育給付費
支弁台帳

子どものための教育・保育
給付費支弁台帳の記載要
領に基づき作成される台
帳

内部 〇

・国として、支弁台帳は提出を求
めているものではないが、都道
府県からの要請などによる当該
様式の出力の必要性について
ご意見をいただきたい。

支弁台帳は参考様式ではない
ものの、通知において「各市町
村における経理処理及び電算
処理上の便宜等の観点から、各
様式について必要な修正を加え
てこれを定めて差し支えありま
せん。その際、各様式に定める
事項の数値等が把握できるよう
にすること。」とされているいる

・必要性が低ければ、標準対象
外とすべきか検討を行う。

【構成員A(自治体)】
本市は、国の参考様式では作成しておりません。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】
支弁台帳で集計される数字を、国費・都道府県費の交付申請等
や、市の予算編成時の積算に使用しているため、帳票として出
力できるようにしてほしい。
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】
標準対象外とすることに同意いたしますが、国への実績報告時
に必要な情報を別途定義する必要があるのではないでしょうか。
【構成員F(システム事業者)】-
都道府県や内部資料として支弁台帳を利用するケースは多いと
認識している。通知に記載されている項目に追加要望はあまり
無いことから標準様式とする方が良いと考えます。

-

34
施設型給付費等
の基礎資料に関
する調査票

予算編成等における基礎
資料作成のための提出資
料

内部 〇
・本資料のシステム化の状況及
びシステム化の実現可能性に
ついてご意見をいただきたい。

・実現可能性があれば、実装機
能とする。

【構成員A(自治体)】
予算編成時に給付支払い実績を用いているため、実装を望みま
す。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】
毎年この調査の回答を作成するための多大な労力がかかってい
るため、ぜひ実装してほしい。
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】
CSV出力でも可としていただきたい。
【構成員F(システム事業者)】-
次の帳票は弊社では対応しておりません。
（別紙様式５）施設型給付等に係る処遇改善等加算Ⅰの適用状
況調、（別紙様式６）施設型給付等に係る処遇改善等加算Ⅱの
適用状況調、（別紙様式７）１号・２号・３号：利用子ども数調
※（別紙様式７）についてはEUC機能を使用して数字を集計して
もらっています。
システムとして実装された方が良い機能と考えます。

協議

35
子どものための
教育・保育給付交
付金交付申請

子ども・子育て支援交付金
交付要綱
様式1号（申請書）

内部 〇

・本資料のシステム化の状況及
びシステム化の実現可能性に
ついてご意見をいただきたい。
※見込額が必要となるため、シ
ステム化には一定のロジックが
必要と想定している。

・実現可能性があれば、実装機
能とする。

【構成員A(自治体)】
予算（事業計画書）を元に作成しているため、実装は困難と考え
ます。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】
・支弁台帳があれば申請書の作成は容易にできるので、特にシ
ステム化の必要性はないと考える。
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】
弊社パッケージには機能を保持しておりません。
また、入所、賦課、給付　に関わる情報だけで出力できる情報で
はないと考えるため、標準機能（オプション機能含む）として含め
ない方向で検討いただきたいと考えます。
【構成員F(システム事業者)】
現時点ではシステム対応しておりません。支弁台帳等を基に自
治体様に作成していただいております。システムとして実装され
た方が良い機能と考えます。

協議

36

子どものための
教育・保育給付交
付金に係る変更
交付申請に向け
た所要額調書

子ども・子育て支援交付金
交付要綱
様式第3号（変更申請書）

内部 〇
・本資料のシステム化の状況及
びシステム化の実現可能性に
ついてご意見をいただきたい。

・実現可能性があれば、実装機
能とする。

【構成員A(自治体)】
年間の見込み額を算出して作成する必要があるため、実装の
ハードルは高いと考えます。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】
支弁台帳があれば申請書の作成は容易にできるので、特にシス
テム化の必要性はないと考える。
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】
弊社パッケージには機能を保持しておりません。
また、入所、賦課、給付　に関わる情報だけで出力できる情報で
はないと考えるため、標準機能（オプション機能含む）として含め
ない方向で検討いただきたいと考えます。
【構成員F(システム事業者)】
現時点ではシステム対応しておりません。支弁台帳等を基に自
治体様に作成していただいております。システムとして実装され
た方が良い機能と考えます。

協議
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37

子どものための
教育・保育給付交
付金事業実績報
告

子ども・子育て支援交付金
交付要綱
様式7号(事業実績報告
書)、様式10号(事業実績
報告書訂正)

内部 〇
・本資料のシステム化の状況及
びシステム化の実現可能性に
ついてご意見をいただきたい。

・実現可能性があれば、実装機
能とする。

【構成員A(自治体)】
給付支払い実績により算出しているため、実装を望みます。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
様式第７号の付表Bはシステム化してほしい。
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】
弊社パッケージには機能を保持しておりません。
また、入所、賦課、給付　に関わる情報だけで出力できる情報で
はないと考えるため、標準機能（オプション機能含む）として含め
ない方向で検討いただきたいと考えます。
№36にも記載いたしましたが、支弁台帳にかわる、左記報告に
必要な情報をCSV形式等でデータ抽出する機能は検討いただい
てもよいと考えます。
【構成員F(システム事業者)】
現時点ではシステム対応しておりません。支弁台帳等を基に自
治体様に作成していただいております。システムとして実装され
た方が良い機能と考えます。

協議



参考

大項
目

中項
目

帳票名称 帳票概要
利用区分

内/外
実装すべき

帳票

実装してもしな
くても良い帳

票

システム利用
率一次調査

論点及び解決方針（案）
に関する意見

論点以外に関する意見
帳票印字項目・帳票レイアウト

に対するご意見

協議項番

標準仕様書 構成員　意見記載欄

論点 解決方針(案)

 子育てのための施設等利用給付

38

11
事業
所請
求管
理

11.1
償還
払い

施設等利用費支
払通知書(償還
払い)

施設等利用給付等の額に
係る償還払いの通知

外部 〇 37%

・1次調査では、システムからの
帳票出力機能の利用率が低く
なっているが、通知の実態及び
帳票出力機能の必要性につい
てご意見をいただきたい。

・必要性が低いのであれば、実
装してもしなくても良い帳票、標
準仕様対象外の検討を行う。

【構成員A(自治体)】
システムから出力している。保護者への通知は必要と思います。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
通知書の送付は行っていない。特に実装しなくてもよいと考え
る。
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
【構成員F(システム事業者)】-

【構成員A(自治体)】-
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】
市単独補助については、不要と考えま
す。金額欄については、「施設等利用
費」は保護者からの請求額（実際に保護
者が施設へ支払った金額）「支払額」が
本通知にて示す保護者への給付額との
認識で問題ないでしょうか。
【構成員F(システム事業者)】
延長保育料等を合わせて通知するパ
ターンもあることから、複数行を様式とし
たほうがよい。

-

39
施設等利用給付
一覧

児童別の給付費の一覧
児童情報、給付予定額、
支払方法、補助単独等を
表示項目に含む

内部 〇 -

40
施設等利用給付
集計表

施設別に給付費を集計し
た一覧
施設情報、給付予定額、
単独事業、補助単独等を
表示項目に含む

内部 〇 -

41
施設等利用給付
対象外一覧

認定有効期間外や認定区
分外での事業利用等によ
り給付対象外となった児童
の一覧
児童情報、施設情報、支
払方法、補助単独等を表
示項目に含む

内部 〇 -

42 給付費支弁台帳

子育てのための施設等利
用給付支弁台帳の記載要
領の記載要領の様式に準
じた台帳

内部 〇 -

43

11.2
法定
代理
受領

施設等利用費支
払通知書(代理受
領)

施設等利用給付等の額に
係る法定代理受領の通知

外部 〇 20%

・1次調査では、システムからの
帳票出力機能の利用率が低く
なっているが、通知の実態及び
帳票出力機能の必要性につい
てご意見をいただきたい。

・必要性が低いのであれば、実
装してもしなくても良い帳票、標
準仕様対象外の検討を行う。

【構成員A(自治体)】
法令で通知が義務付けられています。実装は必要です。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
通知書の送付は行っていない。特に実装しなくてもよいと考え
る。
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
【構成員F(システム事業者)】-

【構成員A(自治体)】-
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】
「施設番号」とはどのような番号を想定さ
れていらっしゃいますでしょうか。「単独
補助」については、不要と考えます。「代
表者名」は不要でしょうか。
【構成員F(システム事業者)】-

-
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16統
計・
集計

16.1
統
計・
集計

施設等利用給付
支弁台帳

子育てのための施設等利
用給付支弁台帳の記載要
領に基づき作成される台
帳

内部 〇

・国として、支弁台帳は提出を求
めているものではないが、都道
府県からの要請などによる当該
様式の出力の必要性について
ご意見をいただきたい。

・必要性が低ければ、標準対象
外とすべきか検討を行う。

【構成員A(自治体)】
必要です。
【構成員B(自治体)】
各種調査の根拠にされることがある。
【構成員C(自治体)】-
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
【構成員F(システム事業者)】-

-
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子育てのための
施設等利用給付
交付金市町村分
国庫交付金所要
額調書

施設等利用給付交付金交
付申請のため調書
様式第１号

内部 〇
・本資料のシステム化の状況及
びシステム化の実現可能性に
ついてご意見をいただきたい。

・実現可能性があれば、実装機
能とする。

【構成員A(自治体)】
現在はシステム化していないが、実現できるなら実装したほうが
よい。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】
特にシステム化の必要性はないと考える。
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
【構成員F(システム事業者)】
「国庫負担対象外事業」は自治体によって変わることが想定され
るため、システム化する場合にカスタマイズの要素になると考え
る。

協議

46

施設等利用給付
交付金に係る事
業実績報告書 子ども・子育て支援法（平

成 24 年法律第 65 号）第
65 条第４号及び第５号の
規定により市町村が支弁
する費用に対する同法第
68 条第２項の規定による
国庫交付金に係る事業実
績報告書
様式第７号

内部 〇
・本資料のシステム化の状況及
びシステム化の実現可能性に
ついてご意見をいただきたい。

・実現可能性があれば、実装機
能とする。

【構成員A(自治体)】
現在はシステム化していないが、実現できるなら実装したほうが
よい。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】
様式第７号の付表Bはシステム化してほしい。
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
【構成員F(システム事業者)】
「国庫負担対象外事業」は自治体によって変わることが想定され
るため、システム化する場合にカスタマイズの要素になると考え
る。

協議

47
施設等利用費等
の基礎資料調査

予算編成等における基礎
資料作成のための提出資
料

内部 〇
・本資料のシステム化の状況及
びシステム化の実現可能性に
ついてご意見をいただきたい。

・実現可能性があれば、実装機
能とする。

【構成員A(自治体)】
現在はシステム化していないが、実現できるなら実装したほうが
よい。
【構成員B(自治体)】-
【構成員C(自治体)】
毎年この調査の回答を作成するための多大な労力がかかってい
るため、ぜひ実装してほしい。
【構成員D(自治体)】-
【構成員E(システム事業者)】-
【構成員F(システム事業者)】
様式1-2：現状、みなし認定の管理はシステムで行っていない。
様式2-1～様式5：前年度一年間の実績１か月平均を取得する必
要がある。令和元年～3年度の調査範囲は以下の通り。
【令和元年度】当該年度10月分の実績
【令和2年度】前年度半年分の実績の1か月平均
【令和３年度】前年度9か月分（4～12月）の実績の1か月平均
今まで年度によって調査範囲が変わっていたため、平均ではなく
各月の情報を取得し、自治体側にて平均を求めて貰う方法をとっ
ていた。調査期間は固定ではなく、毎年度変更されるのか確認し
たい。
・様式1、6、7：システムで出力は行っていない。

協議


