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給付WG検討資料（給付WG第7回） 資料１

No 区分

項番・名称 意見内容
改善要件案_想定される

具体的な運用等
改善要件に対する当該団体

の現在の運用状況
意見ID 規模 対応方針（案）

1

給付 機能要件 7-7-4 還付・充
当処理

「実装してもしなくてもいい機能」を「実装すべき機能」にしていた
だきたい

本機能の活用による歳入・歳出還付
の区別

システム外での運用

4726

③施行
時特例

市

現状の運用状況を踏まえたうえで、当対応方針案について以下、対応方針とする
点、ご確認ください。

【7‐7‐4　オプション機能を必須機能に変更】
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）】

【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（事業者）】

【構成員F（事業者）】

2

給付 機能要件 7-1-6 調定金
額確定処理

「調定額の算出根拠となる情報を修正せずに、調定処理を取消
し・修正できること。」については実装しない機能ではなく、実装し
てもしなくても良い機能(オプション機能)としていただきたい。

算出根拠の情報を変更せずに調定の
取消・修正を可能にすることで、記録・
履歴が複雑なケースでの算出根拠の
修正を避けることが出来るようになる。

パッケージシステムの標準機能によ
る運用

4954

事業者 検討を行った結果、意見踏まえた修正は行わず、当初の機能要件のままとします。 【構成員A（自治体）】
オプション機能で良いです。
【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】
現状の運用としては、算出根拠となる情報を修正し、それを基に調定を修正してい
ます。
この運用が可能であるということであれば、オプション機能としての追加は問題あり
ません。
【構成員E（事業者）】
本意見は採用しないほうが良いと考えます。

複雑な記録、履歴を管理するためのシステムなので、履歴は管理できることが必
要ですし、根拠と調定データに差異がある方が、トラブルは回避できると考えます。

【構成員 （事業者）】

3

給付 帳票要件 61 給付費支弁
台帳

■項番・名称は便宜的に「61.給付費支弁台帳」を選択しました
が、「法定代理受領通知」に関する疑義です。
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する
基準」(平成26年内閣府令第39号）第14条第1項（第50条におい
て準用する場合を含む。）に法定代理受領に係る施設型給付費
等の額の支給認定保護者への通知（以下、「代理受領通知」）が
規定されております。
帳票要件に「代理受領通知」がありませんので、公立施設を利
用する保護者に対する代理受領通知をシステムから出力できな
くなりますが、相違ないでしょうか。

対象外 パッケージシステムの標準機能によ
る運用

3603

事業者 【帳票要件：「代理受領通知」を実装すべき帳票に追加】 【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）】
当町では、代理受領通知を発送しておりませんが、必要帳票であると認識しており
ます。追加で問題ありません。
【構成員E（事業者）】

【構成員F（事業者）】

4

給付 機能要件 7-7-3 還付・充
当処理

兄弟間で充当処理ができるようにしてほしい。 兄弟姉妹で、滞納と還付が異なる児
童で発生した場合に、督促事務と還付
事務を省略し、充当事務のみを行う。
（登録されている保護者が同様であっ
た場合に限る）

システムによる運用だがパッケージ
か独自構築か不明

4367

④その
他の市・

町村

複数自治体からの意見であることを踏まえ、以下の対応方針案を以下、対応方針
とする点、ご確認ください。
(必須機能が増えることによるシステム利用のコストアップへの懸念は、今後の検討
課題となる点と認識しております。)

【7‐7‐3　オプション機能から必須機能に変更】
きょうだい間で充当処理ができること

【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）】
現状ではきょうだい間での充当処理を行うことはありません。
オプション機能を希望します。
【構成員E（事業者）】

【構成員F（事業者）】

5

給付 機能・帳票要
件

74 口座振替不
能通知書

口座振替不能通知書は現仕様書案の様式のほか、納付書一体
型の圧着ハガキの運用も選択可能となるようにすること。

口座振替不能通知書を作成後、別
途、納付書の印刷をすることなく発送
する。

パッケージシステムの標準機能によ
る運用

4268

④その
他の市・

町村

当対応方針案について以下、対応方針とする点、ご確認ください

圧着ハガキの運用については、兼納付書のみならず他の帳票での対応も検討する
必要があるとのご意見を受け、今回の対応は見送り、継続検討課題といたします。

【構成員A（自治体）】
・圧着ハガキ方式にするかについては、口座振替開始(変更)通知書、口座振替済
通知書、還付・充当通知書、督促状、催告書、他の納付書、（還付金振込口座確認
票は記入後シール貼付）も併せて検討する必要あると思われます。（特に個人情
報を厳重に扱っているという姿勢を見せるべきなのは、「口座情報」なのか「未納情
報」なのか、「口座情報＋未納情報」の時なのかなど。）
・コスト面の検討と併せて行う必要があると思います。（圧着ハガキだと郵便料金約
20円や封筒代が抑えられるが、印刷代の上昇がその範囲位で収まるのか。）
【構成員B（自治体）】
督促状兼納付書などについても圧着はがきを使用している
【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】
当町では、督促状において圧着ハガキを使用しています。
今後もこの運用でいかれればと思いますが、それに伴い、コストがかかるなどの支
障がある場合は、不要として良いと考えます。
【構成員E（事業者）】
対応するのであればすべての帳票について再検討する必要があると考えます。ま
た、口座情報を載せる場合使用しているとの意見が出ておりましたが、
口座情報は「＊」でを伏せることになっていたため本件の意見を採用する意味は無
いと考えます。
※弊社の事例で利用者負担額決定通知なども圧着ハガキを使用しているケース
がありました。
【構成員F（事業者）】
対象帳票、圧着ハガキの場合の様式を定義いただくのが良いと考えます。
 ただし、両面印刷は不可となります。

6

給付 帳票要件 58 給付単価限
度額一覧

子ども・子育て支援法施行令第四条第二項の各号に定める額と
給付単価限度額のいずれか低い額が国基準の利用者負担額と
なると認識しており、最終的な出力帳票として必要なものは給付
単価限度との比較結果が分かる「国基準利用者負担額一覧」に
すべきと考えます。
従って、出力帳票は「国基準利用者負担額一覧表」に変更いた
だきたい。

－ パッケージシステムの標準機能によ
る運用

4108

事業者 当対応方針案について以下、対応方針とする点、ご確認ください

【6‐1‐6出力帳票・64帳票要件　変更】
【出力帳票】
給付費一覧
給付費集計表
給付単価限度額一覧　国基準利用者負担額一覧

【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（事業者）】

【構成員F（事業者）】

7

給付 機能要件

11-1-10 請求
内容確認

施設等利用費を施設が法定代理受領する場合で、市区町村が
請求書およびその内訳書を作る場合に対応できること。

施設等利用費請求書および内訳書の
作成

パッケージシステムによる運用だが
標準かカスタマイズか不明

4383

②中核
市

「施設等利用給付請求金額内訳書」の現状の対応を踏まえた上で、当対応策案に
ついて以下、対応方針とする点、ご確認ください

【11-1-10　機能の追加】
'支払時期別・施設/事業別・保護者別の支払一覧をＥＵＣ機能等を利用して出力で
きること。
施設等利用費を施設が法定代理受領する場合で、市区町村が請求書およびその
内訳書を作る場合に対応できること。
【出力帳票】
口座振込依頼一覧(施設等利用給付)

【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）】
当町では、施設ごとに請求書および内訳書を作成し、提出していただいていますの
で、町で作成する予定はありません。
オプション機能を希望しますが、必要な自治体が多いのであれば、対応していただ
いて構いません。
【構成員E（事業者）】

【構成員F（事業者）】
「対応できること」のような記載だと内訳書に相当する帳票のようなものを求められ
る可能性があるため、以下のような書き方としたい。

 「施設等利用費を施設が法定代理受領する場合で、市区町村が請求書およびそ
の内訳書を作る場合に必要なデータがEUC等で出力されること。」

 弊社のお客様の運用では、施設に対象月の対象児童の情報・請求金額（先月の
額を使用）を記載したCSVを提供し、児童毎の利用有無、請求金額（先月から訂正
があれば訂正）などを記載頂きシステムに一括取込する運用を行っています。
 請求書、内訳書自体をCSVとすることも可能となると良いと考えます。

8

給付 機能要件

7-5-3 その他
納付データ消
込処理

収納データを取り込み、個別・一括で消込処理ができること。 (改善要件案に記載のとおり） パッケージシステムによる運用だが
標準かカスタマイズか不明

4286

①政令
指定都

市

現状の運用状況を踏まえたうえで、当対応方針案について以下、対応方針とする
点、ご確認ください.
【７‐５‐１　オプション機能の追加】
支払方法（口座振替、納付書（金融機関・自治体窓口）、納付書（コンビニ））に応じ
た納付データを取込、バッチ処理により一括・個別で消込できること。

【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（事業者）】

【構成員F（事業者）】

9

給付 機能要件

11-1-2 請求書
入力

新制度未移行幼稚園が自治体へ請求書等を提出する際には、
請求書の他に、令和元年度に国が規定した「施設等利用給付請
求金額内訳書」の提出を求めている。本市含む各自治体では、
時点を指定し、在籍者を記載した「施設等利用給付請求金額内
訳書」を出力しているため、オプション機能として規定していただ
きたい。「子どものための教育・保育給付請求明細書・在籍児童
一覧」に該当するもので、施設等利用給付（新制度未移行幼稚
園１号部分）において必要な書式である。

【帳票印字項目】・様式番号・施設の所
在地・法人名・幼稚園名・設置者名・共
通文言・請求期間・生年月日・認定子
ども氏名・フリガナ・保育料・入園料
（入園日、入園料有無、納入金額）・入
園料月額換算額・施設等利用給付対
象額・請求金額

時点を指定し、請求金額、生年月日、
認定子ども氏名、フリガナが印字され
た状態で出力されることを想定してい
る。

パッケージシステムのカスタマイズ機
能による運用

3379

②中核
市 現状の運用状況を踏まえたうえで、当対応方針案について以下、対応方針とする

点、ご確認ください。

【11‐1‐2「施設等利用給付請求金額内訳書」をオプションで追加】
'実装すべき機能において、「地方単独事業」に対応できること。

【管理項目】
地方単独事業での独自の補助額及び計算（11-1-5参照）時に根拠とした情報項目
（独自補助上限額、等）

【出力帳票】
施設等利用給付請求金額内訳書
※実装してもしなくても良い帳票

【構成員A（自治体）】

【構成員B（自治体）】
・ひな形様式を施設に渡している
【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】
当町では、地方単独事業を実施していないため、対応不要ですが、オプション機能
で対応していただいて構いません。
【構成員E（事業者）】

【構成員F（事業者）】
・帳票では出力せず、施設にCSVデータを渡し施設が作成している。

10

給付 機能要件

6-1-28 広域利
用（受託）

他自治体からの受託（私立及び公立の施設）について、「他自治
体からの受託（他自治体の子どもが自市町村の【私立及び公
立】特定教育・保育施設等を利用）」があった際、当該する子ども
ごとに請求額を自動計算できること。

年度末に他市町村の受託児童分の請
求書を作成し、検算する。

パッケージシステムの標準機能によ
る運用

4377

④その
他の市・

町村

事前ヒアリングにて受託において、私立は給付費の計算が不要、公立はシステム
を使用せず計算できているというご意見を頂きましたので、対応方針を修正し、機
能要件のままと致します。

【構成員A（自治体）】
　他都市からの受託（私立の施設）における、当該受託児童の給付費は計算して
いないため必須項目である必要はありません。
　公立施設は市町村ごとに計算方法が異なることが想定されることや、現在の運
用上、システムを使わずに適切に計算できていることからオプション機能でも充分
であると考えています。
【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（事業者）】

【構成員F（事業者）】

構成員コメント
意見対象
要件種別
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No 区分

項番・名称 意見内容
改善要件案_想定される

具体的な運用等
改善要件に対する当該団体

の現在の運用状況
意見ID 規模 対応方針（案）

構成員コメント
意見対象
要件種別

11

給付 機能要件

7-7-14 通知書
(延滞金納付書)
発行

分割納付を想定した誓約書ではなく、滞納している保育料等を
納付する旨の誓約書が必要。加えて、納付誓約を保護者から徴
取する場合には、期別単位の滞納明細書が必須である。

滞納者に対し、滞納明細書により滞納
額等の確認を行い、納付誓約を徴取、
その後納付方法等の相談に応じる。
一括納付が困難であり、分割納付を
希望する場合には、生活状況等により
分割納付計画書を作成、分割納付誓
約書を徴取する。

システム外での運用

4389

①政令
指定都

市

現状の運用状況を踏まえたうえで、当対応方針案について以下、対応方針とする
点、ご確認ください。

【7‐7‐14　帳票の追加】
分割納付の計画を登録・管理し、分割納付誓約書・分割納付用の納付書を出力で
きること。
分割回数と同じ枚数の納付書が出力できること。

【管理項目】
分納計画情報(分納誓約年月日,分割回数,分納期別（納付額、納期限）,分納方法,
分納額合計)等

【出力帳票】
納付誓約書
分納明細書
通知書(納付書)
分割納付計画書
分割納付誓約書
※実装してもしなくても良い帳票

【構成員A（自治体）】
「分割回数と同じ枚数の納付書が出力できること。」について、年度をまたぐ回は、
年度ごと(2枚)の出力とし、後日の年度間振替が起こらないようにすること。

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】
当町では、分納の場合、納付誓約書を提出していただいております。帳票として打
ち出せるようになるのであれば、追加していただいて良いかと考えます。
【構成員E（事業者）】

【構成員F（事業者）】

12

給付 機能要件

7-1-1 調定金
額確定処理

保育料等（利用者負担額、副食費、延長保育料）以外の科目に
ついても子ども子育て支援システムで調定を作成し収納システ
ムに連携できるのが望ましいと考えます。
【理由】幼稚園等の場合、通園バス代や一時預かり（預かり保育
料）を徴収している自治体があります。「左記以外の科目につい
て外部で徴収額計算をする前提」でないとシステム管理できない
のは運用が煩雑になると考えます。

標準システムに通園バス代や一時預
かり（預かり保育料）の調定情報を登
録する。

パッケージシステムの標準機能によ
る運用

3561

事業者 保育料等（利用者負担額、副食費、延長保育料）以外の科目について、個別の入
力で対応可能という認識のため、機能要件を修正致します。

7‐1‐1　【オプション機能の「外部システムとの連携」を「個別入力」へ変更】
左記以外の科目についても、外部で徴収額計算をする前提で、調定情報を取込で
きること
取込した調定情報に基づいて納付管理できること。
保育料等納付管理データを一括で出力及び取込することができること（外部の総合
収滞納システム等で滞納管理を行う場合等を想定。外部システムで計算した延滞
金等の調定情報、外部システムで収納した収納情報、外部システムで差押等を
行った結果の時効更新の情報等）。

保育料等（利用者負担額、副食費、延長保育料）以外の科目についても個別で登
録できること。
（考え方に個別入力をする際に必要となる設定を想定し記載。）

※複雑な算出方法である場合以外において、外部からの取込ではなく個別入力で
も対応可能と考えています。

【構成員A（自治体）】
多くの自治体で徴収している費用については、「個別入力」できるようにすべきで
す。
【構成員B（自治体）】
外部システムとの連携ではなく個別での運用
【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】
特に取り込み等行っておりませんので、個別登録の必要はありませんが、他自治
体が必要という認識であるならば、追加で構いません。
【構成員E（事業者）】

【構成員F（事業者）】
バス代等のその他費用についての個別入力は可。
 料金の想定は月額定額、回数単位の単価、金額直接入力t程度の対応。
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給付 機能要件

6-1-1 事業所
加算情報登録・
修正

要件「施設・事業所ごとに「公定価格（国の定める基準）」に基づ
く加算情報(管理項目を参照）を自動計算できること。」で自動計
算される内容は具体的にどのようなものでしょうか？

質問なので、該当しない パッケージシステムの標準機能によ
る運用

4412

事業者 自動計算イメージとして内閣府試算ソフトの例示のご意見を受け、下記を要件の考
え方に記載します。

【6‐1‐1　要件の考え方・経緯に追加】
手動入力・自動計算範囲の考え方については、内閣府掲示「子ども・子育て支援新
制度における公定価格の試算ソフト」を一例として想定しています。

【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）】
当町の現状としましては、個々の園に対し、全て手動での入力を行っています。
基本分単価及び、加算率や加算認定情報を入力することによる自動計算ができる
と理想的かと感じています。（入力によるミスがなくなるため。）
【構成員E（事業者）】

【構成員F（事業者）】
自動計算の対象がどこかという点を明確にする必要があると考えます。
 公定価格、児童情報、施設毎の認定情報（各加算条件の該当状況）をインプットと
して、給付費を自動計算することについてはパッケージ機能を有しており疑問はご
ざいません。

14

給付 機能要件 5-1-1 事業所・
事業者情報の
登録・管理

履歴管理がされること。利用定員を変更して履歴管理できるこ
と。
またメモ機能があること。

(改善要件案に記載のとおり） パッケージシステムによる運用だが
標準かカスタマイズか不明

4149 ①政令
指定都

市

現状の運用状況を踏まえたうえで、当対応方針案について以下、対応方針とする
点、ご確認ください

【5‐1‐1　必須機能の追加】
施設型給付費・地域型保育給付費の対象施設・事業者の基本情報を登録・修正・
削除・照会できること。
施設事業所情報について履歴管理できること。

メモを登録できること。

※10－1‐1事業所・事業者情報の登録・管理についても同様のメモ機能の要否につ
いて、ご意見ください。

【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）】
他自治体で必要ということであれば追加していただいて構いません。
【構成員E（事業者）】
メモ項目は画面での参照のみ（印刷等行わない）ということであれば、問題ござい
ません。

【構成員F（事業者）】

15

給付

帳票要件
86 分割納付計
画書

"【印字項目の修正】
年度ー月の表記ではなく、年ー月の記載とすること

〈理由〉
年度-月の表現より年-月の表現の方が保護者にとって理解しや
すく誤解を与えないため"\

現標準帳票での還付・充当通知書は
「年月」の表記となっており、年度-月と
年－月の表記になっているところをあ
らかじめ把握し、きちんと使い分けて
保護者に説明する。

独自構築システムによる運用

4869
4874
4878
4882
4887
4914
4926

①政令
指定都

市

現状の運用状況を踏またうえで、当対応方針案について以下、対応方針とする点、
ご確認ください

【印字項目の修正】
以下の帳票について、年度表記を年表記に変更する
64 口座振替開始(変更)通知書
72 口座振替済通知書
73 保育料等納付証明書
74 口座振替不能通知書
79 督促状
80 催告書
86 分割納付計画書
87 分割納付誓約書

【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）】
当町は、年度－月の表記としています。
今回の表記に変更する場合は、保護者への説明等が必要となりますので、運用を
選択できることを希望します。
【構成員E（事業者）】

【構成員F（事業者）】
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給付

帳票要件
83 保育料等還
付・充当通知
書

・振込口座を、表示／非表示を選択できること。
・還付予定日を、表示／非表示を選択できること。
・還付加算金を、表示／非表示を選択できること。

振込口座、還付予定日、還付加算金
が確定していない場合は、表示されて
いない通知書を送付する。

パッケージシステムによる運用だが
標準かカスタマイズか不明

4239
②中核

市

現状の運用状況を踏またうえで、当対応方針案について以下、対応方針とする点、
ご確認ください

【印字項目の修正】
以下の帳票について、振込口座、還付予定日、還付加算金について、「印字編集条
件など」に表示／非表示を選択できるよう対応します。

83 保育料等還付・充当通知書

【構成員A（自治体）】
振込口座を「表示」の場合、「支店名」や「口座番号」を非表示に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）】
当町では確定指定から通知を出していますので、表示・非表示については不要で
あると考えます。しかし、他自治体で必要ということであれば、追加していただいて
構いません。
【構成員E（事業者）】

【構成員F（事業者）】
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給付

機能要件
7-7-2 還付・
充当処理

還付の処理については、還付金の発生登録（この時点では保護
者への返金処理は完了していない）と、還付金の消込登録（保
護者への返金完了後）の２段階で状態管理ができるようにするこ
と（充当も同様）また、発生登録、消込登録どちらも指定対象者
に対して一括登録して登録ができるようにすること。
併せて、還付金の発生登録はしているが消込登録はしていない
状態の「還付未済」について、任意の時点での一覧データが作
成できるようにすること。

還付が発生した場合にシステムへ状
態を登録し、還付の返金完了後の還
付済と区別することで、還付未済の分
をシステム上確認できるようになる。

パッケージシステムの標準機能によ
る運用

3582
②中核

市

当初案では「還付金の発生・消込登録の管理機能の追加」を検討しましたが、現仕
様の「還付・充当を支払った際に一括登録できる」機能で、還付の支払の有無は管
理可能とご意見頂き対応方針を変更致しました。
事前ヒアリングで個別処理のご要望も頂きましたので、以下の対応方針案と致しま
した。

当対応方針案について以下、対応方針とする点、ご確認ください

【7‐7‐2　オプション機能に追加】
過誤納対象者に対して、還付・充当が一括・個別処理できること。
以下の「充当の一括処理時の充当先選択パターン」に対応すること。
・納期限又は期別が古い未納から充当できる
・充当先を「本体」、「延滞金」、「督促手数料」から選択できる（複数選択もできる）
充当先について「より古い期別を優先」か「本体等を優先」か、設定できること。
＜例＞
・本体(R5.5納期限)→延滞金(R5.5納期限)→本体(R5.6納期限)→延滞金(R5.6納期
限)
・本体(R5.5納期限)→本体(R5.6納期限)→延滞金(R5.5納期限)→延滞金(R5.6納期
限)

同一納期限の場合の、充当先の優先順位を設定できること
＜例＞
・本体→督促手数料→延滞金
本体 延滞金 督促手数料

【構成員A（自治体）】
件数が多い自治体では、還付処理を一括で行っているため、還付金ステータスの
システムでの自動更新の機能が必要です。　個別処理を行う場合もあるため、オン
ライン処理により、自動でステータス更新される機能も必要です。

【構成員B（自治体）】
還付が発生した場合、過誤納が発生し過誤納に対し別のPCで処理を行っている。
この結果をシステムに登録出切れば良い。一括だけでなく個別登録が出来ると良
い。
【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】
他自治体で必要ということであれば追加していただいて構いません。
【構成員E（事業者）】
還付を支払いをするタイミングで初めて登録すれば良いと考えます。そのため、還
付情報に既に支払っているかどうかなどのステータスを持たせる必要はなくなりま
す。
【構成員F（事業者）】
還付未済と還付の管理をステータスで管理することは可能だが、ステータス管理を
しなくても一括で登録された際に「還付済み」という運用が可能。
万が一振り込みができなかったケースには個別でステータスを修正することは可
能。最初から、確実に還付済みとなるまでステータスを管理されているお客様はい
ないので、現状で対応可能ではないか。
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給付

機能要件
7-7-10 還付・
充当処理

還付支払日の一括登録機能の追加 コロナ減免や災害減免などで大量に
還付が発生した場合

パッケージシステムの標準機能によ
る運用

3772 事業者

自治体によって個別、一括処理に対する運用は様々ですので両機能を対応方針案
と致しました。
現状の運用状況を踏またうえで、当対応方針案について以下、対応方針とする点、
ご確認ください
【7ｰ7ｰ10　機能の追加】
支払結果を個別・一括で入力できること。

【構成員A（自治体）】
一括処理する機能があれば、通常のスケジュールに則って還付するため、個別の
支払日設定は基本的に不要です。

【構成員B（自治体）】

【構成員C（自治体）】

【構成員D（自治体）】
当町ではすべて個別入力で行っておりますので、その運用ができれば一括処理が
あっても。
【構成員E（事業者）】

【構成員F（事業者）】
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給付

帳票要件 81 滞納者調書

実装しなくても良い帳票から実装すべき帳票への類型変更を行
う。

滞納者に対する差押や裁判移行につ
いて、本帳票を利用する。

パッケージシステムの標準機能によ
る運用

4446
③施行
時特例

市

現状の運用状況を踏またうえで、当対応方針案について以下、対応方針とする点、
ご確認ください
【オプション機能から必須機能に変更】
以下の帳票について、「実装してもしなくても良い帳票」から「実装すべき帳票」に変
更する

81 滞納者調書

【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）】
滞納者調書を利用することはありませんので、オプション機能で問題ないかと思い
ます。
【構成員E（事業者）】

【構成員F（事業者）】
現状のｼｽﾃﾑでは有していない帳票となります。
EUCによるCSV出力であれば可能です。
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No 区分

項番・名称 意見内容
改善要件案_想定される

具体的な運用等
改善要件に対する当該団体

の現在の運用状況
意見ID 規模 対応方針（案）

構成員コメント
意見対象
要件種別
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給付

機能要件
7-7-21 不納欠
損処理

滞納処分の停止実施後３年を経過したデータ及び滞納処分の
停止で即時消滅要件（相続限定承認の場合等）を満たすデータ
も不納欠損の登録ができること。

時効完成、執行停止３年及び執行停
止即時消滅要件該当者を登録し、不
納欠損処理を行う。

独自構築システムによる運用

4174
①政令
指定都

市

現状の運用状況を踏またうえで、当対応方針案について以下、対応方針とする点、
ご確認ください
【7‐7ｰ21　オプション機能に追加】

滞納処分の停止実施後、３年を経過したデータや滞納処分の停止で即時消滅要件
（相続限定承認の場合等）を満たすデータについても不納欠損の登録ができるこ
と。

【構成員A（自治体）】
・執行停止の入力時に「執行停止（３年）」と「執行停止（即時）」の選択ができる機
能を付与し、それを基に時効が自動管理され、時効を迎えた後、通常の５年等経
過の時効と併せ、年次での不能欠損対象者一覧が出力されるようにする。
当該一覧は月別に上記３種類の事由が記載されているものとする。
【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（事業者）】

【構成員F（事業者）】
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