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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

1

延長保育申請について、対象となる児童の以下の管理項
目の登録・修正・削除・照会ができること。（変更、取消、
取下も含む）
【管理項目】
延長保育申請種別（新規、変更、取下）
延長保育状態区分（申請、承諾、不承諾、解除、内定、保
留）
延長保育申請年月日
延長保育状態区分別決定年月日
延長保育施設
延長保育状態区分別延長保育期間
延長保育状態区分別延長保育時間
延長保育状態区分別通知書発行年月日
延長保育状態区分別事由
延長保育選考情報(保護者状況・配偶者状況(勤務時間、
通勤時間等)、時間外勤務日数平均 等)
延長保育利用実績
備考　等

指定された検索条件（施設名、施設コード等）を元に、
システムで管理している施設情報を検索して一覧表示
し、一覧より照会したい施設を選択することにより延長
保育実績登録基本画面に遷移する。
選択された施設について、指定した実施月時点で延
長保育の決定を受けている者を一覧表示する。
一覧表示された対象者一覧を元に、延長保育の実施
情報を登録する。
システムに次の項目について登録を行う。
・保護者情報（父親の状況（平日勤務時間（From,To）,
土曜日勤務時間（From,To）、通勤時間、時間外勤務
日数（平均）、母親の状況（平日勤務時間（From,To）、
土曜日勤務時間（From,To）、通勤時間、時間外勤務
日数（平均）等）、入所希望情報（延長保育実施希望
年月、延長保育実施理由、1時間延長、2時間延長等）
等）

●申請管理はせず利用者管理のみ行っている自治
体がある。
●現在、延長保育はマイナポータル対応はしておら
ず、現状では要件定義は不可のため、標準化対象
外とする。

2 延長保育申請情報（CSV形式等）の一括取込にも対応で
きること。

3
延長保育申請について、延長保育状態区分の変更（承
諾、不承諾、取消、解除）が個別・一括で行えること。

4

(申請情報の管理の機能を使用しない場合)
延長保育の利用者情報として、対象となる児童の以下の
管理項目の登録・修正・削除・照会ができること。
【管理項目】
延長保育状態区分（承諾、取消、解除）
延長保育状態区分別決定年月日
延長保育施設
延長保育延長保育期間
延長保育延長保育時間
延長保育通知書発行年月日
延長保育事由
延長保育利用実績
備考　等

5
延長保育利用前に登録のない児童（スポット利用等）につ
いても、利用者実績がある場合は利用者情報の登録が
できること。

6 延長保育の利用者情報（CSV形式等）の一括取込にも対
応できること。

本市公設公営保育園を除く保育所等からの延長保育
実績情報を取り込む。
取込んだ情報を元に「延長保育実績情報取込結果一
覧」を作成する。

項番
業務区分 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 提供仕様書

●申請管理はせず利用者のみ管理している自治体
がある。事業者から利用の有無を一括データを取込
んでいる自治体があるが、機能範囲はどこまで必要
か。
●待機児童がいる場合、内定・保留通知は必要であ
るが、ニーズは多くないとするベンダ意見がある。
●内定通知書を発行しない自治体があるなか、発行
する必要があるのか。
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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(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 提供仕様書
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

延長保育利用者一覧(施設別、年齢別等)をEUC機能を利
用して出力できること。
【出力帳票】
延長保育利用者一覧

8
延長保育申請について、利用調整が必要な対象保育児
童が抽出でき、延長保育状態区分（内定、保留）の変更
が個別・一括で行えること。

公立園にて、延長時間を入力するための基礎データ
（延長保育入力確認用データ）を出力できること
年次処理として、延長保育の一括登録ができること

9

延長保育利用者について、対象保育児童の以下の管理
項目の登録・修正・削除・照会ができること。
【管理項目】
期別
算定年月日
延長保育料
内)延長保育料減免額
延長保育料算定区分(月単位、日単位、時間単位、その
他)
延長保育料対象調整項目 (年齢区分、曜日区分、時間区
分、所得区分、多子区分等)
延長保育料対象減免項目(所得基準、多子基準、生活保
護、ひとり親等）
備考 等
※延長保育料算定区分-その他は、本システムで対応で
きない延長保育料算定基準を持つ場合に、延長保育料
算定情報（CSV形式等）を一括取込するケースを想定。

10
延長保育料算定区分の延長保育料単価、延長保育利用
実績、延長保育料対象減免項目をもとに、延長利用料の
算定及び登録ができること。

11

延長保育料算定区分別の延長保育料単価が設定できる
こと。
※延長保育料算定区分別の延長保育料単価が一律の場
合のみを想定。
例）
算定区分：月額　 2,000円/ 1ヵ月
算定区分：日額　    300円/１日   ×　X日
算定区分：時間　    150円/30分   ×　Xコマ

12

（延長保育料算定区分別の延長保育料単価が一律でな
い場合）
延長保育料算定区分、延長保育料対象調整項目をパラ
メータとして設定した延長保育料単価、延長保育利用実
績、延長保育料対象減免項目をもとに、延長利用料の算
定及び登録ができること。

●自治体により算定方法・減免内容が異なり、シス
テムのパラメータで１日いくら、上限いくらなどある程
度可変となっているが標準化が可能か。
●オプションとすべきとの意見もあるが、必要ないの
か。
●納付書は保育料等と合算して徴収するケースが
ある。

保育料の基本料とは別に延長料金を計算できること。
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（一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

延長保
育料算

定
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業務区分 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
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※青字はオプション機能大項目 中項目
作業

13

（延長保育料算定区分別の延長保育料単価が一律でな
い場合）
延長保育料算定区分、延長保育料対象調整項目をパラ
メータとして、延長保育料単価の設定ができること。
延長保育料対象調整項目は、名称及び要件を設定する
ことで、園児台帳の世帯員・兄弟情報や世帯員の所得情
報から自動判定・登録ができること。
例）
算定区分：月額、曜日区分；平日、年齢区分：３歳未満、
利用条件:１回以上  2,000円
算定区分：月額、曜日区分；休日、年齢区分：３歳未満、
利用条件:１回以上  3,000円
算定区分：月額、曜日区分；平日、年齢区分：３歳以上、
利用条件:１回以上  2,500円
算定区分：月額、曜日区分；休日、年齢区分：３歳以上、
利用条件:１回以上  3,500円

14
延長保育料算定区分が月額の場合は、入退園・転出入
に伴う日割計算にも対応できること。

15
延長保育料減免項目について、減免名称、減免方法（減
免率（分子／分母）又は減免額）の登録・修正・削除・照
会ができること。

16
延長保育料減免項目の要件(所得基準、多子基準、生活
保護、ひとり親等）を設定でき、設定した要件をもとに減免
情報が自動で判定・登録できること。

17

所得判定は利用者負担額算出と同様の基準で判定がで
きること
税参照時、判定に使用する税の賦課年度を指定できるこ
と。
税参照年度切替時、一括にて再判定処理ができること

18
延長保育料算定情報（CSV形式等）の一括取込にも対応
できること。

19

通知書
発行

以下の通知書が発行できること。
延長保育内定通知書は、延長保育決定（内定）通知書と
して発行することもできること。

＜出力帳票＞
延長保育保育料決定通知書
延長保育決定通知書
延長保育解除決定通知書
延長保育不承諾通知書
延長保育内定通知書
延長保育保留通知書
延長保育決定（内定）通知書

「保育所入所児童変更連絡票」「延長保育決定通知書
Jの出力を行う。

取込んだ情報の内、市外の公立保育所に委託してい
る児童の情報を元に「市外公立委託分延長保育決定
一覧」「保育所入所児童変更連絡票」「延長保育決定
通知書」を作成する。

●延長保育利用中止申請に対する通知書の発行は
行っていないケースがほとんどであるが必要か。

20

実績報
告 延長保育事業実績(施設別、年齢別、利用者別、期別の

利用実績、延長利用料、減免金額等)をEUC機能を利用
して出力できること。
<出力帳票>
延長保育事業実績一覧

21

その他

-

※調定、納付は、利用料(保育料)納付管理に含む。

実費徴収に係る補足給付を行う事業
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※青字はオプション機能大項目 中項目
作業

22

全般 ●給食費（副食材料費） と教材費・行事費等（給食
費以外）をどこまで標準化範囲に含めるか。

23

補足給付副食費交付認定申請について、以下の管理項
目の登録・修正・削除・照会ができること。
【管理項目】
補足給付副食費交付支払方法(償還払い、代理受領)
補足給付副食費交付口座情報
補足給付副食費交付申請年月日
補足給付副食費交付利用施設名
補足給付副食費交付申請額
補足給付副食費交付申請期間
補足給付副食費交付実費徴収額(月別)
補足給付副食費交付申請判定区分（国、独自）
申請事由
備考

児童ごとに副食費申請の有無を登録できること、ま
た、免除該当・非該当の結果を登録、管理できること

児童ごとに副食費申請の有無を登録できること、ま
た、免除該当・非該当の結果を登録、管理できること

●申請方法として、未移行園からの一括と保護者か
らの申請が想定されるが

24

補足給付副食費交付対象者一覧をEUC機能を利用して
出力できること。
【出力帳票】
補足給付副食費交付対象者一覧

25
補足給付副食費交付実費徴収額(月別)の一括取込にも
対応できること。

26
補足給付副食費交付について、国の定める基準に該当
する児童一覧をEUC機能を利用して出力できること。

施設ごとの該当者数・非該当者数・保留者数の一覧
が出力できること。
施設ごとの副食費免除補助金に係る下記帳票が出力
できること
・保護者あて該当通知、免除確認書、非該当通知

施設ごとの該当者数・非該当者数・保留者数の一覧
が出力できること。
施設ごとの副食費免除補助金に係る下記帳票が出力
できること
・保護者あて該当通知、免除確認書、非該当通知

27

補足給付副食費交付申請について、認定審査結果の登
録・修正・削除・照会ができること。
【管理項目】
補足給付副食費交付申請判定年月日
補足給付副食費交付申請判定結果（承諾、不承諾、取
消）

28

国の定める基準に基づく、認定審査結果が判定（多子判
定、所得判定（生活保護、里親含む）でき、結果が登録で
きること。
所得判定は利用者負担額算出と同様の基準で判定がで
きること
税参照時、判定に使用する税の賦課年度を指定できるこ
と。
税参照年度切替時、一括にて再判定処理ができること

税情報と住民情報により副食費免除が自動判定でき
ること
税参照年度切替時、一括処理により副食費免除結果
が自動判定できること
所得判定は教育・保育の利用者負担額算出と同様の
基準で判定ができること

税情報と住民情報により副食費免除が自動判定でき
ること
税参照年度切替時、一括処理により副食費免除結果
が自動判定できること
所得判定は教育・保育の利用者負担額算出と同様の
基準で判定ができること

29

補足給付副食費交付の認定が取消となった対象者につ
いて、補足給付副食費交付終了通知が出力できること。
【出力帳票】
補足給付副食費交付終了通知

●地域に応じた対応となるため、判定方法が多様と
なるのではないか。

●施設別の給食費単価は実際に要した額が原則と
されており複数の算定方法が想定されるが対応は
可能か
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副食費免除該当者で、国庫補助該当と市独自補助を
区別して集計等ができること。

（市独自補助）国基準に該当しない子で、年齢制限を
撤廃した第三子以降を免除対象と自動判定できるこ
と。

31

補足給付副食費交付対象となる児童の以下の管理項目
の登録・修正・削除・照会ができること。
【管理項目】
期別
算定年月日
補足給付副食費交付額

【出力帳票】
補足給付副食費交付決定通知書
補足給付副食費交付決定一覧表
補足給付副食費交付不承諾通知書

施設ごとの副食費免除補助金に係る下記帳票が出力
できること
・交付申請書
・実績報告書
・支給内訳
・該当者一覧、非該当者一覧

施設ごとの副食費免除補助金に係る下記帳票が出力
できること
・交付申請書
・実績報告書
・支給内訳
・該当者一覧、非該当者一覧

32

実費徴収額と月額上限額を比較して低い方の額を補足
給付副食費交付額として算出・登録ができること。
月額上限額は入退園・転出入に伴う日割計算ができるこ
と。

入退園・転出入に伴う副食費免除額の日割計算がで
きること
実費徴収額と月額上限額を比較して低い方の額を副
食費免除額と算出できること

33

実績報
告 補足給付副食費交付実績一覧をEUC機能を利用して出

力できること。
【出力帳票】
補足給付副食費交付実績一覧

34

その他

-

※給付は、事業所請求管理に含む。

地方単独基準について、基準の設定ができ、認定審査結
果の個別登録のほかCSV形式等の一括取込にも対応で
きること。

30

給付費
算定


	分野別WG第２回

