
標準仕様（素案） 検討過程  認定･利用調整WG（第2回） 子どものための教育・保育給付 資料02

比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

支給認定や児童の保育、教育の利
用にかかる情報の登録、管理ができ
る こと。
支給認定申請時に必要な情報を履
歴を含めて、画面上登録、管理、照
会 ができること。
基本情報に関係する申請内容（申請
する子どもの氏名、保護者、同一世
帯等）が管理できること。  ※１号認
定希望の場合、保育の希望にかか
るものは不要
支給認定申請書、その他提出書類
の内容を表示、管理できること。

申請日、保育希望の有無、保育必要
量、保育の利用を必要とする理由、
優先利用事由、支給認定区分、支給
認定日、支給認定期間を登録及び履
歴照会できること。

支給認定の申請内容及びその提出
書類の内容を表示、管理できること。

＜申請時に取得する情報（※１）＞等
について履歴を含めて画面上登録・
管理・照会ができ ること。※１   国か
ら示された項目、都道府県による情
報公表の対象項目等

支給認定申請書及びその他提出書
類の内容を表示、管理できること。

住民からの申請書、及び補助票の情
報を登録できること。 なお、本市が使
用している申請書の様式は※1の通
り。
補助票に関しては少なくとも以下の
情報がシステムに登録できること。
・児童の状況（職場で保育、一時預
かりの利用  等）
・アレルギー有無
・障害者手帳等の取得有無
・障害児保育の希望有無
・出産予定、育休取得予定の有無
・きょうだいの状況
・きょうだいを同時に申し込む場合
の、入所に係る要望（きょうだいが 同
じ施設に入所できなければ待機に回
る等）
申請時に取得する情報について履
歴を含めて画面上で登録・管理・ 照
会ができること。

入所申込番の内容を登録する。
・基本情報（児童氏名カナ、児童氏名
漠字、児童生年月日、児童年齢、児
童性別、郵便番号、住所、電話番号
・資格情報（申請日、入所予定日、児
童区分（なし/1号/2号/3号）、状態
（申請中等）、入所理由、ランク指数
等）
・入所希望情報（入所希望期間、入
所希望施設情報（第
1希望〜第8希望）（保育所名、施設
区分、福祉事務所名）、アレルギー
の有無、その他特記事項等）
・メモ等

雇用証明に関係する申請内容（保護
者の勤務先、雇用形態等）が管理で
きること。

利用者負担に関係する申請内容（特
別徴収税額証明書、生活保護適用
の 有無等が管理できること。  ※１号
認定希望の場合は不要

他の給付の受給状況に係る申請内
容（施設型給付と地域型保育給付、
児 童手当等）が管理できること。

住民基本台帳に基づく世帯情報等に
ついて世帯、個人台帳として登録、
管理できること。

児童台帳について、住民基本台帳に
基づく世帯情報から登録・管理できる
こと。

住民基本台帳に基づく世帯情報等に
ついて世帯及び個人台帳として登
録・管理ができるこ と。

住民登録のないものや同一世帯以
外の同居人についても、世帯構成等
を含め、同様に登録・管理できること
（転出入や保護者変更等といった履
歴管理含む）。

住民登録の無い者や同一世帯以外
の同居人についても同様に登録・管
理ができる（転出入や 保護者変更等
といった履歴管理含む）。

兄弟申し込みについて、子どもごとに
登録、希望の管理ができること。

兄弟申し込みについて、子ども毎に
登録の管理ができること。

兄弟申込について、子どもごとに登
録・希望の管理ができること。

きょうだい申し込みについて、子ども
ごとに登録・希望の管理ができる こ
と。

入所希望施設（事業所）は、複数入
力でき、入力方法は施設（事業所）
一覧等から簡単に選択できること。
※２号認定、３号認定のみ

入所希望施設（事業所）は複数入力
でき、入力方法は施設（事業所）一覧
等から簡単に選択できること。

入所希望施設（事業所）は、複数入
力ができ、入力方法は施設（事業所）
一覧等から簡単に 選択できること。

●重複認定について、１号＋新２号のみではなく、２
号＋新２号などの重複に対しても登録したいとの
ニーズがある。
●申請の対象は、総務省の子育てワンストップサー
ビスで推奨する、下記手続きを想定。
　・２号３号の支給認定申請書
　・保育施設等利用申込書
　・保育施設等の現況届
●延期通知書に関しては、パッケージ機能として
持っていない事業者がある。
●支給認定証か教育・保育給付認定（支給認定）決
定通知書のいずれを発行するかは、各自治体の判
断になる。支給認定証の場合は証発行管理が必要
であり、通知書の場合は通知した旨の管理だけでい
いと考えている。

業務区分

大項
目

中項
目

作業

自治体　仕様書

申請
入力

標準仕様書案
※青字はオプション機能

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。

申請に係る世帯情報（氏名カナ、氏
名漢字、生年月日、性別、郵便番
号、住所、統柄、電話番号、関係区
分（扶養義務者、納入義務者等）等
を表示し、必要に応じて登録内容の
登録・変更・削除が行えること。
世帯情報の登録に際して、申請の対
象者は住民記録台帳から取得し、反
映することを可能とすること。
また、住記・住登外の対象者を検索
して、登録することを可能とすること。
検索不可な場合には、個別に世帯員
の登録を行えるこ

教育・保育給付認定について、申請
情報の登録・修正・削除・照会ができ
ること。（認定変更、認定取消、申請
取下も含む）
教育・保育給付の認定１号の認定開
始日が満３歳日以降になるよう、エ
ラーチェックをかけること。
重複認定となる場合は、登録時に
ワーニングを通知すること。（職員で
問題ないと判断する場合は、継続し
て操作し登録を可能とする。）また、
教育・保育給付認定１号と施設等利
用給付認定１号等制度上考えられな
い重複認定の場合、重複入力できな
いようシステム側での登録制限をか
けること。
施設等利用給付認定がある場合、そ
の状況も確認できること。
きょうだいの教育・保育給付認定情報
が存在する場合は、参照できること。
認定申請データ（CSV形式等）の一括
取込にも対応できること。

【管理項目】

◯◯、△△
※1

、□□
※2

、◇◇
※3

等
自由項目を◯個以内で任意で追加で
きること。

※1 変更申請の場合のみ
※2 取消申請の場合のみ
※3 申請取下の場合のみ

1教
育・保
育給
付認
定管
理

1.1教
育・保
育給
付認
定申
請
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比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

業務区分

大項
目

中項
目

作業

自治体　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能

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。

保護者や住所変更、支給認定申請、
利用者負担区分判定結果の履歴管
理 ができること。

保護者や住所変更、支給認定申請、
利用者負担区分判定結果の履歴管
理ができること。

保護者や住所変更、支給認定申請、
利用者負担区分判定結果の履 歴管
理ができること。

生活保護受給世帯、市町村民税非
課税世帯、母子世帯等、育児休業中
等 の利用者負担の設定、優先事由
への該当等に関する特記事項が表
示でき ること。

生活保護受給世帯、市町村民税非
課税世帯、母子世帯等、育児休業中
等の利用者負担の設定の際や、優
先利用事由への該当等に関する特
記事項が表示できること。

生活保護受給世帯、市町村民税非
課税世帯、母子世帯等、育児休業中
等の利用者負担の設定 の際や、優
先事由への該当等に関する特記事
項が表示できること。

生活保護受給世帯、市町村民税非
課税世帯、母子世帯等、育児休 業
中等の利用者負担の設定の際や、
優先事由への該当等に関する 特記
事項が表示できること。

生保対象者の場合、生保システムよ
り、生保情報（開始日、保護市区町
村名、ケース番号、廃止日等）を取得
する。

生活保護の受給情報を取り込むこと
ができること。

申請（入所申込）情報、異動（入退
所）情報の履歴管理ができること。

申請（支給認定・入所申込）情報、異
動（支給認定・入退所）情報の履歴
管理ができること。

申請（入所申込）情報、異動（入退
所）情報の履歴管理ができること。

保育の必要性を認定した際の判断
基準等の管理ができること。

保育の必要性を認定する際の判断
基準等を設定・管理できること。

保育の必要性及び必要量を認定す
る際の判断基準等の設定・管理がで
きること。

保育の必要性を認定する際の判断
基準（保育が必要な理由）の設 定・
管理ができること。

住記情報の変更内容が児童本人の
転出、失踪、死亡等の減異動の場
合、 支給認定の有効期間（終了日）
を更新できること。

子どもの状況においては、アレル
ギー等の重要留意事項を管理できる
こ と。

子どもの状況においては、アレル
ギー等の重要留意事項を管理できる
こと。

子どもの状況においては、アレル
ギー等の重要留意事項を管理できる
こと。

児童が属する世帯の世帯員に付随
する情報が登録できること。

保護者以外の世帯員を主宰者として
登録できること。

世帯員の氏名や性別、続柄、課税有
無、住所などの情報が照会できるこ
と。

児童が属する住記上の世帯とは別
に、みなし世帯を構成、登録できるこ
と。

住記上の住所とは別のところに、通
知物の送付先を登録できること。

保護者宛通知書の送付先が住記上
の住所と異なる場合、別に管理でき
ること。

保護者宛て通知書の送付先が住基
上の住所と異なる場合、別に管理 で
きること。

新規登録の場合は送付先情報（氏
名・郵便番号・住所・方書_続柄また
は受給者との関係・電話番号、携帯
電話番号等）を登録する。
既に登録されている場合は送付先情
報を表示し、必要に応じて登録内容
の変更・削除が行えること。

　
　
　

補助票に関しては少なくとも以下の
情報がシステムに登録できること。
・児童の状況（職場で保育、一時預
かりの利用  等）
・アレルギー有無
・障害者手帳等の取得有無
・障害児保育の希望有無
・出産予定、育休取得予定の有無
・きょうだいの状況
・きょうだいを同時に申し込む場合
の、入所に係る要望（きょうだいが 同
じ施設に入所できなければ待機に回
る等）

申請に係る世帯情報（氏名カナ、氏
名漢字、生年月日、性別、郵便番
号、住所、統柄、電話番号、関係区
分（扶養義務者、納入義務者等）等
を表示し、必要に応じて登録内容の
登録・変更・削除が行えること。
世帯情報の登録に際して、申請の対
象者は住民記録台帳から取得し、反
映することを可能とすること。
また、住記・住登外の対象者を検索
して、登録することを可能とすること。
検索不可な場合には、個別に世帯員
の登録を行えること。

過去の認定申請情報や認定情報（取
下、取消、却下等含む）のすべての履
歴を参照できること。また、別画面に
切り替えにて、施設等利用給付認定
の履歴も確認できること。

マイナポータル等の電子申請システ
ムからの連携の、教育・保育給付認
定に関する申請情報の一括取り込み
ができること。対象手続は、新規の認
定申請を対象とする。
データ等の一括取込時、住基データ
と突合し、エラーチェックをかけるこ
と。エラーが検出された場合は、エ
ラーリストを出力できること。
＜出力帳票＞
-エラーリスト
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比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

業務区分

大項
目

中項
目

作業

自治体　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能

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。

保護者の連絡先を登録できること。

申請時に必要な書類が提出されない
ままのものについて、提出書類の催
告通知書が作成できること。

支給認定申請から入所契約締結ま
での間において未提出書類の催告
通知書が作成できること。

提出書類の催告通知書が作成でき
ること。

認定結果（支給認定区分（１号／２号
／３号）、認定期間、長／短（保 育の
必要量）、優先順位（優先利用の該
当の有無、該当の理由）、認定 者番
号、その他特記事項など）が登録、
管理できること。

児童の世帯構成、保育実施、階層認
定の経過を印字した児童台帳が作
成 できること。

児童台帳が作成できること。 児童台帳が作成できること。

年度で入退所した児童の一覧とし
て、児童名簿が作成できること。

複数施設（事業所）の同時利用を防
ぐチェック機能を有すること。

複数施設（事業所）の同時利用を防
ぐチェック機能を有すること。

受給証明書が作成できること。 受給証明書が作成できること。

検索機能を有していること。
また、一度参照した児童においては
検索履歴から操作ができること。

登録した情報については、条件を指
定し、一覧として印刷または印刷対
象をCSVファイルへ出力できること。

システム外で作成した入所申請情報
をＣＳＶで取込、登録できること。

4 認定
結果
入力

教育・保育給付認定について、認定
情報の登録・修正・削除・照会ができ
ること。
認定結果について、任意の期間で認
定者をリストで抽出し一覧で確認でき
ること。
＜出力帳票＞
-申請者一覧

支給認定や児童の保育、教育の利
用にかかる情報の登録、管理ができ
る こと。

支給認定申請時に必要な情報を履
歴を含めて、画面上登録、管理、照
会 ができること。

基本情報に関係する申請内容（申請
する子どもの氏名、保護者、同一世
帯等）が管理できること。  ※１号認
定希望の場合、保育の希望にかか
るものは不要

支給認定申請書、その他提出書類
の内容を表示、管理できること。

申請日、保育希望の有無、保育必要
量、保育の利用を必要とする理由、
優先利用事由、支給認定区分、支給
認定日、支給認定期間を登録及び履
歴照会できること。

支給認定の申請内容及びその提出
書類の内容を表示、管理できること。

＜申請時に取得する情報（※１）＞等
について履歴を含めて画面上登録・
管理・照会ができ ること。※１   国か
ら示された項目、都道府県による情
報公表の対象項目等

支給認定申請書及びその他提出書
類の内容を表示、管理できること。

入所申込番の内容を登録する。
・基本情報（児童氏名カナ、児童氏名
漠字、児童生年月日、児童年齢、児
童性別、郵便番号、住所、電話番号
・資格情報（申請日、入所予定日、児
童区分（なし/1号/2号/3号）、状態
（申請中等）、入所理由、ランク指数
等）
・入所希望情報（入所希望期間、入
所希望施設情報（第
1希望〜第8希望）（保育所名、施設
区分、福祉事務所名）、アレルギー
の有無、その他特記事項等）
・メモ等

父親の状況（勤務状況等（常勤、
パート、疾病、介護等）、就労予定年
月、平日勤務時間（From、To）、土曜
日勤務時間（From、To）、勤務日数、
時間外勤務日数（月平均）、勤務地、
通勤時間、勤務先名、所得額等）、母
親の状況（勤務状況等（常勤、パー
ト、疾病、妊娠、介護等）、就労予定
年月、平日勤務時間（From、To）、土
曜日勤務時間（From、To）、勤務日
数、時間外勤務日数（月平均）、勤務
地、通勤時間、勤務先名、所得額
等）、保育の状況、市長による特例
（災害、通学、ひとり親世帯、求職活
動中等）等）、世帯状況（両親不在、
母子・父子世帯（詳細内容を登録）
等）、認可外保育施設等の利用状況
（利用の有無、利用期間等）、同居親
族の状況（近隣（半径1km以内）に親
族が在住しているか否か）、保育の
必要性（区分（長時間/短時間）、認
定日、認定期間（From、To〉）等を表
示し、必要に応じて登録内容の登
録・変更・削除が行えること。
保護者の状態に応じて保育の必要
性を自動的に判定することを想定し
ているが、制度移行時の経過措置と
して不利益変更とならないよう平成
27年4月より前からの入所者につい
ては、現行並みの保育の必要性とす
る等の対応が必要。

　
　
　



比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

業務区分

大項
目

中項
目

作業

自治体　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能

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。

5 通知
書発
行

教育・保育給付認定申請に関する通
知書（決定・延期・却下）を出力できる
こと。
印刷委託等のため、通知書及び通知
書一覧について、PDFまたはCSV形
式での出力ができること。
＜出力帳票＞
-教育・保育給付認定決定通知書
-教育・保育給付認定延期通知書
-教育・保育給付認定却下通知書
-通知書出力一覧

認定結果の通知が、申請から３０日
を超える見込みの対象者を抽出し、
遅延通知を一括で作成できること。

保護者からの支給認定申請に対し、
子どものための教育・保育給付を受
ける資格を有すると認められない場
合の通知を、オンラインから個別に
作成できること。

支給認定決定通知書を出力できるこ
と。

次年度の一斉入所の申請者の内、
児童区分が2号、3号のいずれかで既
に保育の必要性及び利用者負担段
階の認定が行われており、支給認定
証が未交付である者を抽出する。ま
た、合わせて、児童区分が2号、3号
のいずれかで利用者負担段階が未
認定である者も抽出する。

抽出された認定が行われている対象
者を元に「支給認定証交付決定通知
書作成者一覧」を作成して、各福祉
事務所へ配信を行う。また、「支給認
定証交付（不交付）通知番」作成用
データ及び「一括出力通し連番一覧」
を作成し、本庁保育課に配信する。
利用者負担段階が未認定である対
象者の抽出結果を元にr利用者負担
段階未決定者一覧」を作成し、各福
祉事務所へ配信を行う。

6 項番1に包含

支給認定や児童の保育、教育の利
用にかかる情報の登録、管理ができ
る こと。

支給認定申請時に登録した情報に
変更があった場合、変更内容が登録
で きること。

支給認定申請時に必要な情報を履
歴を含めて、画面上登録、管理、照
会 ができること。

基本情報に関係する申請内容（申請
する子どもの氏名、保護者、同一世
帯等）が管理できること。  ※１号認
定希望の場合、保育の希望にかか
るものは不要

支給認定申請書、その他提出書類
の内容を表示、管理できること。

申請日、保育希望の有無、保育必要
量、保育の利用を必要とする理由、
優先利用事由、支給認定区分、支給
認定日、支給認定期間を登録及び履
歴照会できること。

支給認定の申請内容及びその提出
書類の内容を表示、管理できること。

＜申請時に取得する情報（※１）＞等
について履歴を含めて画面上登録・
管理・照会ができ ること。※１   国か
ら示された項目、都道府県による情
報公表の対象項目等

支給認定申請書及びその他提出書
類の内容を表示、管理できること。

申請に係る世帯情報（氏名カナ、氏
名漢字、生年月日、性別、郵便番
号、住所、統柄、電話番号、関係区
分（扶養義務者、納入義務者等）等
を表示し、必要に応じて登録内容の
登録・変更・削除が行えること。

7 マイナポータルにおいて、認定変更は
対象外とする。

8 年齢到達処理として満3歳の到達者、
就学になる児童の抽出ができること。
認定変更対象者について、CSV形式
等の出力にも対応できること。
＜出力帳票＞
-認定変更対象者一覧

9 年齢到達処理として年齢到達者に対
して、認定内容の変更ができること。

　
　
　

1.2教
育・保
育給
付給
付認
定変
更

変更
申請
入力



比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

業務区分

大項
目

中項
目

作業

自治体　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能

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。

10 通知
書発
行

教育・保育給付認定に関する変更通
知書が出力できること。
印刷委託等のため、通知書及び通知
書一覧について、PDFまたはCSV形
式での出力ができること。
＜出力帳票＞
-教育・保育給付認定通知書
-通知書出力一覧

11 取消
申請

項番1に包含
支給認定や児童の保育、教育の利
用にかかる情報の登録、管理ができ
る こと。

支給認定申請時に必要な情報を履
歴を含めて、画面上登録、管理、照
会 ができること。

当該市町村以外に転出したり、家庭
において必要な保育を受けることが
困難な状態でなくなったと認められる
場合に、支給認定の取消情報が登
録できること。

基本情報に関係する申請内容（申請
する子どもの氏名、保護者、同一世
帯等）が管理できること。  ※１号認
定希望の場合、保育の希望にかか
るものは不要

支給認定申請書、その他提出書類
の内容を表示、管理できること。

申請日、保育希望の有無、保育必要
量、保育の利用を必要とする理由、
優先利用事由、支給認定区分、支給
認定日、支給認定期間を登録及び履
歴照会できること。

支給認定の申請内容及びその提出
書類の内容を表示、管理できること。

＜申請時に取得する情報（※１）＞等
について履歴を含めて画面上登録・
管理・照会ができ ること。※１   国か
ら示された項目、都道府県による情
報公表の対象項目等

支給認定申請書及びその他提出書
類の内容を表示、管理できること。

認定申請の申請取り下げができるこ
と。認定申請を却下できること。

申請に係る世帯情報（氏名カナ、氏
名漢字、生年月日、性別、郵便番
号、住所、統柄、電話番号、関係区
分（扶養義務者、納入義務者等）等
を表示し、必要に応じて登録内容の
登録・変更・削除が行えること。

12 データ連携（住記等）から認定取消と
なる対象者を抽出し一覧で確認でき
ること。
＜出力帳票＞
-異動対象者一覧

住記システムより連携された、住記
異動情報を取り込むことができるこ
と。

支給認定と住基システムを連携さ
せ、住基システムで管理されている
世 帯情報を自動的に取り込むことが
できること。

支給認定DBと住記システムを連携さ
せ、住記システムで管理されている
世帯情報を自動的に取り込むことが
できること。

住民基本台帳に基づく世帯情報等に
ついて世帯及び個人台帳として登
録・管理ができるこ と。

宛名番号を入力し、住記のデータを
連携させることで申請書の情報を 入
力できること。

上記データ連携の際、世帯主起点の
続柄を児童を起点とした続柄に 変換
できること。

世帯情報の登録に際して、申請の対
象者は住民記録台帳から取得し、反
映することを可能とすること。
また、住記・住登外の対象者を検索
して、登録することを可能とすること。
検索不可な場合には、個別に世帯員
の登録を行えるこ

13 データ連携（住記等）から認定取
消となる対象者の一括登録ができ
ること。
転出後もそのまま同施設へ入所し
たままとする対象者は、チェック
をかけ、確認できること。

住民基本台帳に基づく世帯情報等に
ついて世帯及び個人台帳として登
録・管理ができるこ と。

宛名番号を入力し、住記のデータを
連携させることで申請書の情報を 入
力できること。

上記データ連携の際、世帯主起点の
続柄を児童を起点とした続柄に 変換
できること。

世帯情報の登録に際して、申請の対
象者は住民記録台帳から取得し、反
映することを可能とすること。
また、住記・住登外の対象者を検索
して、登録することを可能とすること。
検索不可な場合には、個別に世帯員
の登録を行えるこ

14 通知
書発
行

教育・保育給付の認定申請に関する
取消通知書が出力できること。
＜出力帳票＞
-教育・保育給付認定取消通知書
-通知書出力一覧

15 対象
者抽
出

現況届提出対象者を抽出し一覧で確
認ができること。
過年度分の現況届のデータについて
もシステムで一元管理できること。
就労条件に直近で変更があった場合
現況届提出対象者から外す等の運
用もあり、父母のどちらが対象者か一
覧で確認できること。

継続利用対象者を抽出し、現況届が
作成できること。

現況届発行者の一覧が出力できるこ
と。

3月31日時点で私立保育所入所、又
は施設型給付又は地域型保育給付
の支給認定者を抽出する。ただし、
翌4月1日で就学児童となる場合はこ
れを除くこと。

●現況届提出依頼通知書について、自治体から実
装要望は発生していない。
●申請の対象は、総務省の子育てワンストップサー
ビスで推奨する、下記手続きを想定。
　・２号３号の支給認定申請書
　・保育施設等利用申込書
　・保育施設等の現況届
●現況提出状況の管理はシステムで行っておらす、
現況届の審査結果により変更が生じる場合のみ入
力としている自治体がある。
●現況届届出区分が未提出の対象者を汎用抽出

1.3教
育・保
育給
付認
定取
消

取消
処理

1.4現
況確
認



比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

業務区分

大項
目

中項
目

作業

自治体　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能

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。

16 現況
届作
成

現況届提出対象者に対して、現況届

の出力ができること。

現況届について、バーコード消込
のための印字ができること。
現況届および現況届出力一覧につ
いて、PDFまたはCSV形式での出
力ができること。
＜出力帳票＞
-現況届（項目サンプルなし）
-現況届出力一覧

継続利用対象者を抽出し、現況届が
作成できること。

現況届が作成できること。 現況届が出力できること。

抽出した対象者について、「保育所
入所状況届一覧」の帳票作成し、各
福祉事務所へ配信を行う。また、「保
育所入所現況届」を外部委託用デー
タとして作成し、本庁保育課へ配信を
行う。
なお、「保育所入所現況届」にはバー
コードを印字し、バーコードを読み取
ることで、受理登録を行うことを可能
とすること。

17 通知
書作
成

現況届提出対象者に対して、提出依
頼通知書の出力ができること。
＜出力帳票＞
-現況届提出依頼通知書（項目サン
プルなし）
-通知書出力一覧

「保育所入所現況届」の出力を行う。
また、「保育所入所現況届」にはバー
コードを印字し、バーコードを読み取
ることで、受理登録を行うことを可能
とする。

18 提出された現況届に関して、現況情
報が登録・修正・削除・照会できるこ
と。
提出された現況届に関して、バーコー
ド消込のための読取りに対応できるこ
と。
OCR等でデータ化されたCSV形式等
の一括取込に対応できること。

年次切替において、現況届（保護者
からの回答）を基に、前年度からの
変更情報が登録できること。

指定した検索条件を元に、対象情報
を画面に一覧表示を行う。
検索条件（氏名・生年月日・住所・性
別・管区・住民区分・福祉宛名番号・
対象現況届年月（From,To）・現況届
受理状態（未受理、受理済）・受理
日、書類不備有無一覧より照会した
1、対象者を選択することにより保育
業務の基本画面に遷移することも可
能。

19 マイナポータル等の電子申請システ
ムからの連携により、現況届に関す
る申請情報の取り込みができること。

20 審査
結果
登録

教育・保育給付認定の現況審査に関
して、審査結果の登録・修正・削除・
照会ができること。

報告書を受理した施設に対して報告
書の審査結果情報（審査日、審査結
果（調査要・調査不要）等）を登録す
る。

21 現況届未提出者を抽出し一覧で確認
できること。
＜出力帳票＞
-現況届未提出者一覧

報告対象となっている施設の内、報
告書が住地されていない施設を一覧
照会する。

22 現況届未提出者に対して現況届督促
状の出力ができること。
出力時に郵便局の局番等でソートを
かけることができること。
＜出力帳票＞
-現況届督促状（項目サンプルなし）

照会結果を元に、「報告害未提出事
業所一覧j及び「督促状（報告書の提
出について）」を出力する。

23 通知
書発
行

教育・保育給付認定に関する変更通
知書が出力できること。
＜出力帳票＞
-教育・保育給付認定変更通知書
-通知書出力一覧

事業所（私立保育所）より受理した入
所予定者リスト（結果）を基に、 入所
結果が登録できること。

契約時に必要な情報（届出時に取る
情報等）を履歴を含めて画面上で登
録、管理、照会ができること。

契約日、契約満了日、実施期間終了
日を登録及び履歴照会できること。
また、入所の契約時に延長保育の情
報及び減免情報を合わせて入力でき
ること。

契約書に記載された認定者番号、事
業者番号、契約年月日、利用曜日、
利用時間、延長保育
に関する契約事項等の特記事項、利
用期間等について履歴を含めて画面
上に登録、管理、照 会ができること。

　
　
　

●現況届届出区分が未提出の対象者を汎用抽出
ファイルにて抽出して確認することができる機能は
必要でないか。
●現況届未提出者のみ現況届の再作成は可能。督
促状は、現況届一覧（未提出のみ）を利用しての差
込印刷等で対応可能ではないか。
●現況届の督促機能はないとする事業者があり、標
準仕様に含めるべきか。

●前フェーズ意見より、入所決定通知の代わりに支
給認定決定通知書を発行している自治体がある。基本情報（福祉宛名番号、児童氏名

カナ、児童氏名漢宇、児童生年月
日、児童年齢、児童性別、郵便番
号、住所、電話番号等）
・生保情報（開始日、保護市区町村
名、ケース番号、廃止日等）
・資格情報（申請日、入所予定日（入
所予定年度） 内定年月 承諾

3 契
約

入所
決定
登録

3.1利
用決
定

保育所等における入所決定に関し
て、登録・修正・削除・照会ができるこ
と。

24

現況
届入
力

督促



比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

業務区分

大項
目

中項
目

作業

自治体　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能

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。

事業所（私立保育所）より受理した契
約者一覧の内容を確認するため、
入所内定している児童を事業所ごと
に一覧照会できること。

入所期間（開始日～終了日）は、短
期入所（求職・出産要件など）に対
応するため、指定して入力ができるこ
と。

支給認定区分により本来利用するべ
き施設と、実際利用する施設が異な
る場合に判別できること。

支給認定区分により本来利用するべ
き施設と、実際利用する施設が 異な
る場合に判別できること。

私立保育所に引き渡す入所決定した
児童について、児童名簿が作成でき
ること。

契約時に必要な情報（届出時に取る
情報等）を履歴を含めて画面上で登
録、管理、照会ができること。

契約書に記載された認定者番号、事
業者番号、契約年月日、利用曜日、
利用時間、延長保育
に関する契約事項等の特記事項、利
用期間等について履歴を含めて画面
上に登録、管理、照 会ができること。

入所期間（開始日～終了日）は短期
入所（求職・出産要件など）を考慮
し、任意の期間で登録できること。

入所期間（開始日～終了日）は、短
期入所（求職、出産要件など）に対応
するため、指定し て入力ができるこ
と。

契約した施設（事業所）に適用される
単価や加算について確認DBを参照
して判断し、その合計額から利用者
負担額を差し引いた給付費の額を自
動で計算し、登録・管理できること。
（私立保育所の場合は差し引かない
額を給付費と判断し、登録・管理でき
ること）

契約した施設（事業所）に適用される
単価や加算について、「確認ＤＢ」を
参照して判断
し、その合計額から利用者負担額を
差し引いた給付費の額を自動で計算
し、登録・管理でき ること（私立保育
所の場合は差し引かない額を給付費
と判断し、登録・管理できること）。

支給認定区分により本来利用するべ
き施設と、実際利用する施設が異な
る場合に判別できること。

支給認定区分により本来利用するべ
き施設と、実際利用する施設が異な
る場合に判別できる こと。

利用期間が満了していない子どもに
ついて、一括で継続処理・リスト化で
きること。

利用期間が満了していない子どもに
ついて、一括した継続処理・リスト化
できること。

スポット延長保育（既入所児童の急
な延長保育の利用）の実績管理がで
きること。（受託児童も含む）

所予定年度）、内定年月日、不承諾
年月日、不承諾理由、入所決定年月
日、状態（申請中、内定、入所決定、
入所中、待機中等）、入所理由、ラン
ク指数、検診日等）
・施設情報（入所日、施設名、施設区
分（民営保育所/公設民営保育所/
施設型給付（公営保育所、幼稚園、
認定こども園）/地域型保育給付（小
規模施保育/家庭的保育/居宅訪問
型保育/事業所内保育）等）、委託・
受託区分（なし/市内管外（委託）/市
外管外（委託）/市外管外（受託）、利
用者負担額、実施期間（From、To）、
解除日、解除理由、解除月の通園日
数、却下日、却下理由、委託・受託、
委託先福祉事務所、受託元福祉事
務所、延長保育実施日、延長保育実
施理由、
1時間延長、2時間延長、延長保育実
施解除日、延長保育実施解除理由
等）
・支給認定証交付情報（児童区分（1
号/2号/3号）、認定日、交付日、保育
の必要性（長時問/短時間）、保育の
必要性認定期間（From、To）、利用
者負担段階、利用者負担段階認定
期間（From、To）。利用者負担額、利
用者負担額認定期間（From、To））・
減免情報（減免開始月、前年度収入
額、前年度支出額、今年度収入見込
額、今年度支出見込額、減免理由、
減免決定日、減免却下日、滅免却下
理由等）
・入所希望情報（入所希望期間、第1
希望（保育所名、福祉事務所名）、第
2希望（保育所名、福祉事務所名）、
第3希望（保育所名、福祉事務所
名）、第4希望（保育所名、福祉事務
所名）、第5希望（保育所名、福祉事
務所名）、第6希望（保育所名、福祉
事務所名）、
第7希望（保育所名、福祉事務所
名）、第8希望（保育所名、福祉事務
所名）、アレルギーの有無、その他特
記事項、延長保育実施希望日、延長
保育実施希望理由、延長保育実施
解除希望日、延長保育実施解除理
由、取下年月日、取下理由等）
・储康管理委員会（対象有無、入所
可否等）
。メモ等

 



比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

業務区分

大項
目

中項
目

作業

自治体　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能

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。

幼児教育無償化に対応しているこ
と。

事業実態に合わせ通知書が発行で
きること。（幼稚園課・保育課の２種
類）

休園を管理できること。

出納閉鎖期間の過年度の入退所の
異動、及び入所日、退所日の訂正が
できること。

25 通知
書(入
所)発
行

保育所等の利用決定に関する入所
決定通知書等が出力できること。
印刷委託等のため、通知書及び通知
書一覧について、PDFまたはCSV形
式での出力ができること。
出力時に郵便局の局番等でソートを
かけることができること。
＜出力帳票＞
-入所決定通知書
-通知書出力一覧

保育料決定通知書、保育料決定通
知書発行者一覧表を一括で作成でき
る こと。

オンライン機能により、指定した児童
の保育料決定通知書が作成できる
こと。

事業所への入所が内定した対象者
に対して内定通知書が出力できる こ
と。

選考結果が内定の者（内定年月日
が登録されている者）を抽出する。

支給認定証が未交付である対象者
については、パラメタ等で指定されて
いる認定日、交付日等を登録して情
報を更新する。

抽出した対象者について、「保育所
入所決定者一覧」「入所児童名簿」
「保育料未決定者一覧」の帳票作成
を行い、各福祉事務所へ配信を行
う。また、「保育所入所決定等通知
書」及び「支給認定証」を外部委託用
データとして作成し、本庁に配信を行
う。

26 退所
登録

保育所等における退所に関して、以
下の情報の登録・修正・削除・照会が
できること。
地域型保育所において満3歳を迎え
た卒園児リストを
出力できること。（利用調整に必要の
ため）
＜出力帳票＞
-地域型保育所卒園児リスト

退園申込書等を基に、退園にかかる
申請情報が登録できること。

27 通知
書(退
所)発
行

保育所等の退所に関する退所決定
通知書が出力できること。
印刷委託等のため、通知書及び通知
書一覧について、PDFまたはCSV形
式での出力ができること。
出力時に郵便局の局番等でソートを
かけることができること。
＜出力帳票＞
-保育実施解除通知書
-通知書出力一覧

退園の確認を保護者に通知するた
め、退園予定者を抽出し、退園通知
が 作成できること。

●全ての児童に通知書をの送付を必須とする自治
体もあれば、前フェーズ意見では1号認定の場合は
退所通知書の作成と送付は行っていない自治体が
あったが標準仕様とすべきか。

 

3.2退
所



比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

業務区分

大項
目

中項
目

作業

自治体　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能

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。

児童の世帯にかかる市町村民税額
をもとに、利用者負担区分（所得階
層）を一括で算定すると共に、利用者
負担額の決定、登録ができるこ と。

保護者ごとの市町村民税額の入力
ができ、市町村基準、国基準双方の
基 準に基づいた利用者負担区分が
自動判定できること。

オンライン機能により、個別に利用者
負担区分を算定すると共に、利用 者
負担額が決定できること。

利用者負担の調定処理（登録／取
消／リスト化）ができること。

保護者ごとの市民税額の入力がで
き、市基準及び国基準双方の基準に
基づいた利用者負担区 分が自動で
判定できること。

市基準の利用者負担区分（税額の
幅や区分ごとの利用者負担額）は
ユーザーがメンテナンス 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。

前年度分の税額に基づく利用者負担
区分と保育料を算定できること。 本
市では4月～8月までの利用料金を
初期算定として算出している。
なお、本市における階層区分と利用
者負担額は※3のとおり。

現年度分の税額に基づく利用者負担
区分と保育料を算定できること。 本
市では9月～3月までの利用料金を
本算定として算出している。

随時入所の児童に対する料金算定
処理を実施できること。

利用者負担区分の算定根拠の確認
のため、児童の保護者、世帯構成員
の 税情報を所得調査表として出力で
きること。

利用者負担区分（所得階層）の算定
時に税情報を登録していない世帯
を、税額未設定者一覧表として出力
できること。

兄弟で同時に利用する場合、利用者
負担の多子軽減の計算ができるこ
と。

兄弟で同時に利用する場合、利用者
負担の多子軽減の計算ができるこ
と。その際兄弟が別々の施設等を利
用している場合も計算できること。

兄弟で同時に利用する場合、利用者
負担の多子軽減の計算ができるこ
と。その際、兄弟が 別々の施設等を
利用している場合も計算できること。

きょうだいで同時に利用する場合、利
用者負担の多子軽減の計算が でき
ること。

兄弟が別々の施設等を利用している
場合も、多子軽減の計算できるこ
と。

多子軽減の際、きょうだいが別々の
施設等を利用している場合も計算 で
きること。

子どもごとの利用者負担額に関する
リストを作成できること。

住記情報、税情報の変更者につい
て、一括再算定ができること。

●事業者意見より、「保育料算定処理時に、多子軽
減情報も考慮して算出が行えること。」と規定しては
どうか。
●事業者より、自治体独自減免の扱いを標準化に
どのように取り込むのか検討が必要と考える。 減免
種類（率減免、金額減免など）についても、標準化
（統一）するのか検討が必要と考える。
●前フェーズ意見より、利用者負担額軽減
・長崎県独自軽減（低所得世帯扱いの所得割拡張）
・石川県独自軽減（多子軽減の拡充）
・兵庫県独自軽減（多子軽減の拡充）
・自治体独自軽減（副食費も低所得世帯扱いの所得
割廃止）
●減免種類（率減免、金額減免など）についても、標
準化（統一）するのか検討が必要と考える。
●第2子以降を完全無償化している(県と町で1/2ず
つ負担)がシステム上で抽出できるニーズあり
●無償化に伴い、3歳になってから最初に0円の負担
額決定通知を行った以後は年度が変わっても通知
書を発行しないなど、コスト削減を行っている自治体
がある。
●無償化に伴い、3歳児以上は利用者負担額が発
生しないため、通知書の扱いをどのようにするのか、
検討する必要があると考える。

利用
者情
報の
管理・
集計

 

3.3利
用者
負担
額決
定

利用者に対して、利用者負担額算出
に必要な情報（認定区分、世帯情報
（生保、母子、障がい）、税情報、多子
情報等）の入力管理、集計ができるこ
と。
税情報のデフォルト表示年度につい
て、設定で変更できること。（初期設
定では最新年度としつつ、担当者ごと
にデフォルト表示年度を変更すること
ができること。）

【管理項目】
◯◯、△△、□□
等
自由項目を◯個以内で任意で追加で
きること。
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比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

業務区分

大項
目

中項
目

作業

自治体　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能

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。

自市町村の広域利用者（委託児童）
について、利用者負担区分の算定、
利用者負担額の決定、登録ができる
こと。

本市基準の利用者負担区分（税額
の幅や区分ごとの利用者負担額） は
ユーザーがメンテナンスできること。

自治体独自の軽減措置について、負
担額の軽減率が設定できること。

利用者負担情報（市町村民税の税
額変更、生活保護の受給状況の変
化に 伴う変更等）の履歴管理ができ
ること。

利用者負担情報（市町村民税の税
額変更・みなし寡婦・生活保護の受
給状況の変化に伴う変更等）と履歴
管理ができること。

利用者負担情報（市町村民税の税
額変更・生活保護の受給状況の変
化に伴う変更等）の履歴 管理ができ
ること。

利用者負担情報（市町村民税の税
額変更・生活保護の受給状況の 変
化に伴う変更等）の履歴管理ができ
ること。

月途中入退所者について、日割りの
自動計算ができること。  ※２号、 ３
号認定で私立保育所の場合

自治体独自の軽減措置について、負
担額の軽減率が設定できること。

利用者負担に関係する申請内容（特
別徴収税額証明書、生活保護適用
の 有無等が管理できること。  ※１号
認定希望の場合は不要

利用者負担額の施設・事業所への
提供の同意の有無が管理できるこ
と。

利用者負担区分の算定対象となった
世帯員および、世帯員ごとの税情報
の履歴を照会できること。

 

 



比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

業務区分

大項
目

中項
目

作業

自治体　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能

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。

29 自治体独自の利用者負担区分（税額
の幅や区分ごとの利用者負担額）は
ユーザーがメンテナンスできること。
国基準の負担額と自治体独自の負
担額の算出ができること。
CSVデータ等で必要情報の吐き出し
ができること。独自ツール（API等）で
再計算した利用者負担額データを取
り込めること。
税未申告者の対応について、最高階
層での算定を実施する等のパラメー
タ対応ができること。
＜出力帳票＞
一括算定結果一覧

児童の世帯にかかる市町村民税額
をもとに、利用者負担区分（所得階
層）を一括で算定すると共に、利用者
負担額の決定、登録ができるこ と。

保護者ごとの市町村民税額の入力
ができ、市町村基準、国基準双方の
基 準に基づいた利用者負担区分が
自動判定できること。

オンライン機能により、個別に利用者
負担区分を算定すると共に、利用 者
負担額が決定できること。

保護者毎の市町村民税額の入力が
でき、市町村基準及び国基準双方の
基準に基づいた利用者負担区分が
自動で判定できること。

保護者ごとの市民税額の入力がで
き、市基準及び国基準双方の基準に
基づいた利用者負担区 分が自動で
判定できること。

市基準の利用者負担区分（税額の
幅や区分ごとの利用者負担額）は
ユーザーがメンテナンス 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。

前年度分の税額に基づく利用者負担
区分と保育料を算定できること。 本
市では4月～8月までの利用料金を
初期算定として算出している。
なお、本市における階層区分と利用
者負担額は※3のとおり。

現年度分の税額に基づく利用者負担
区分と保育料を算定できること。 本
市では9月～3月までの利用料金を
本算定として算出している。

随時入所の児童に対する料金算定
処理を実施できること。

本市基準の利用者負担区分（税額
の幅や区分ごとの利用者負担額） は
ユーザーがメンテナンスできること。

年度内で利用者負担段階が未決定
の者（資料未提出者）を抽出する。

抽出した対象者について、「保育料
未決定者一覧」「督促状（申請につい
て）」の帳票を作成し、各福祉事務所
へ配信を行う。

30 過去の利用者負担額情報のすべて
の履歴を参照できること。

31 月途中入退所については、利用日
数による日割りの算出ができるこ
と。

32 感染症等で臨時休園や登園自粛の
要請を実施した場合、臨時休園等
の日数を入力することで、日割り
計算で減額後の利用者負担額の算
出ができること。
支弁台帳作成時に本来25日分のう
ち、臨時休園等の日数を除く開所

33 広域利用者（委託児童）に関し
て、利用者負担区分の判定、利用
者負担額の決定、登録ができるこ
と。

34 きょうだいで同時に利用する場
合、国基準の利用者負担の多子軽
減の計算ができること。自治体独
自の多子軽減に関しては、パラ
メータ（年齢の幅と金額の上限）
で対応できること。

 

 

利用
者負
担額
算出



比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

業務区分

大項
目

中項
目

作業

自治体　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能

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。

35 収入の減少や疾病、介護、災害等を
事由とした利用者負担額の減免処理
が個別にできること。
自治体独自の減免措置について、負
担額の減免率、または減免額が設定
できること。

36 通知
書発
行

利用者負担額に関する通知書（決
定、変更、減免）が出力できること。
（利用者負担額の切替も含む）
印刷委託等のため、通知書及び通知
書出力一覧について、PDFまたは
CSV形式での出力ができること。
＜出力帳票＞
-利用者負担額決定通知書
-利用者負担額変更通知書
-利用者負担額減免通知書
-通知書出力一覧

【管理項目】

◯◯、△△
※1

、□□

等

※1 切替の場合のみ

37 利用
者情
報の
管理・
集計

在籍児童の扶養世帯に関して、任意
の期間を指定しで利用者負担額に変
更があった対象者を抽出し一覧で確
認ができること。
また、事由と項目に従って、抽出がで
きること。

住記情報、税情報の異動に伴い、利
用者負担区分（所得階層）、保育料
に変更があったものについて通知書
が作成できること。

子ども毎の利用者負担額に関するリ
ストを作成できること。

子どもごとの利用者負担額に関する
リストを作成できること。

保育料変更通知書発行者の一覧が
出力できること。

減免通知書発行者の一覧が出力で
きること。

「入所申請（一斉入所）入所申込」と
同様

38 利用
者負
担額
算出

負担額決定に準拠

市町村基準の利用者負担区分（税
額の幅や区分毎の利用者負担額）を
変更できること。

利用者負担情報（市町村民税の税
額変更・生活保護の受給状況の変
化に伴う変更等）の履歴 管理ができ
ること。

「入所申請（一斉入所）入所申込」と
同様

39 通知
書発
行

項番36に包含。

保育料決定通知書、保育料決定通
知書発行者一覧表を一括で作成でき
る こと。

住記情報、税情報の異動に伴い、利
用者負担区分（所得階層）、保育料
に変更があったものについて通知書
が作成できること。

保育料の減免が決定したものについ
て通知書が作成できること。

保育料（徴収額）の決定通知書が出
力できること。

保育料（徴収額）の変更があった場
合、その変更通知書が出力できる こ
と。

減免申請に基づき減免事由を登録
し、減免通知書を出力できること。

「保育所徴収金減免決定通知書」又
は「保育所微収金減免却下通知書」
の出力を行う。

40 利用
者情
報の
管理・
集計

利用者に対して、副食費の入力管
理、集計ができること。

41 副食費免除対象者の選定、免除情報
の登録・修正・削除・照会ができるこ
と。

 

●副食費徴収（金額）の管理は行っていない。対象
児童が副食費徴収免除対象であるかの実装してい
るシステムがある。
●前フェーズ調査より、全額無償としている、全員免
除としている自治体もある。
●前フェーズ調査より、副食費免除通知書の内容は
入所決定通知書に含まれているため使用していな
い自治体もある。
●副食費免除解除のニーズも非常に多い。

免除
対象
者の
選定・
登録

 

3.4利
用者
負担
額切
替

3.5副
食費
賦課
情報
管理



比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

業務区分

大項
目

中項
目

作業

自治体　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能

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。

42 自治体独自の副食費減免の反映は
パラメータ変更や手動入力で対応で
きること。
パラタメータで対応できない場合は、
CSVデータ等で必要情報の吐き出し
ができること。独自ツール（API等）で
再計算した副食費データを取り込め
ること。

43 副食費免除通知書が出力できるこ
と。
＜出力帳票＞
-副食費免除通知
-通知書出力一覧

44 副食費免除解除通知書が出力できる
こと。
＜出力帳票＞
-副食費免除解除通知
-通知書出力一覧

広域利用に対応していること。

自市町村の広域利用者（委託児童）
について登録でき、広域利用者であ
ることが区別できること。

他市町村からの広域利用者（受託児
童）について登録でき、広域利用者
であることが区別できること。

他市町村への委託・受託協議に係る
帳票が出力できること。

バッチ処理にて、他市より受託した児
童を抽出し、受託元福祉事務所への
請求情報の作成を行う。

算出した請求情報について、「受託
児童運営費請求書」「受託児童運営
費請求内訳」を作成し配信を行う。

年度、委託先市町村、保育所等の条
件をして、条件を満たす他市に委託
した児童を一覧照会する。

「入所申請（随時）入所申込」と同様

利用
者情
報の
管理・
集計

通知
書発
行

「委託児童一覧」の出力を行う。

47 対象
者抽
出

委託が決定した児童に関する入所決
定通知書が出力できること。
印刷委託等のため、通知書及び通知
書一覧について、PDFまたはCSV形
式での出力ができること。
出力時に郵便局の局番等でソートを
かけることができること。
＜出力帳票＞
-入所決定通知書
-通知書出力一覧

支給認定証発行者の一覧が出力で
きること。

次年度の一斉入所の申請者の内、
児童区分が2号、3号のいずれかで既
に保育の必要性及び利用者負担段
階の認定が行われており、支給認定
証が未交付である者を抽出する。ま
た、合わせて、児童区分が2号、3号
のいずれかで利用者負担段階が未
認定である者も抽出する。

48 支給認定証発行・再発行対象者を抽
出し一覧で確認ができること。

新規に支給認定を受けた児童、年齢
到達による３号認定から２号認定へ
の変更者、およびその他変更届や税
更正等により、支給認定証の記載内
容に変更がある児童について、支給
認定証が一括で作成できること。

支給認定証を任意で出力できるこ
と。カード形式、または送付先を印字
した通知書形式が出力できること。

新年度に変更のあった児童だけを一
括で支給認定証作成できること。

支給認定証を出力できること。
支給認定がされた対象者に対して支
給認定証が出力できること。

「入所児童名簿」「保育所入所決定
通知書」「支給認定証」「支給認定証
交付（不交付）決定通知書」の出力を
行う。

●委託児童、受託児童を別管理としておらず、通常
の児童と同じ帳票にて通知している運用がある。
●前フェーズ意見より、他市町村在住園児はシステ
ム入力をしていない自治体がある。

通知
書(副
食費
免除)
発行

3.6委
託・受
託児
童契
約

認定
証発
行

4 発
行・返

却

 

4.1発
行・返

却

委託、受託児童の保育所等の利用に
関する情報の登録・修正・削除・照会
ができること。
委託、受託のフラグを選択して管理で
きること。

【管理項目】
◯◯、△△、□□
等
自由項目を◯個以内で任意で追加で
きること。

45



比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

業務区分

大項
目

中項
目

作業

自治体　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能

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。

49 支給認定証の出力ができること。（支
給認定証の発行・再発行ともに含む）
印刷委託等のため、支給認定証につ
いて、PDFまたはCSV形式での出力
ができること。
出力時に郵便局の局番等でソートを
かけることができること。
＜出力帳票＞
-支給認定証

50 認定
証再
発行

過去の発行履歴情報（発行、再発行
等含む）のすべての履歴を参照でき
ること。

支給認定証を紛失した場合など、オ
ンライン機能により個別に再発行で
きること。

保護者や住所変更、支給認定申請、
利用者負担区分判定結果の履歴管
理ができること。
また、保護者変更、住所変更等によ
り支給認定証を再発行した場合、支
給認定証の発行履歴として管理でき
ること。

審査結果に基づき、支給認定証の再
発行できること。

51 再発行は項番49に包含

52 返還された支給認定証の登録・管理
ができること。

認定結果の通知が、申請から３０日
を超える見込みの対象者を抽出し、
遅延通知を一括で作成できること。

 

認定
証返
還登
録



標準仕様（素案） 検討過程  認定･利用調整WG（第2回） 　子育てのための施設等利用給付

比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

支給認定や児童の保育、教育の利用
にかかる情報の登録、管理ができる こ
と。
支給認定申請時に必要な情報を履歴を
含めて、画面上登録、管理、照会 がで
きること。
基本情報に関係する申請内容（申請す
る子どもの氏名、保護者、同一世 帯
等）が管理できること。  ※１号認定希
望の場合、保育の希望にかか るものは
不要
支給認定申請書、その他提出書類の内
容を表示、管理できること。

申請日、保育希望の有無、保育必要
量、保育の利用を必要とする理由、優
先利用事由、支給認定区分、支給認定
日、支給認定期間を登録及び履歴照会
できること。

支給認定の申請内容及びその提出書
類の内容を表示、管理できること。

＜申請時に取得する情報（※１）＞等に
ついて履歴を含めて画面上登録・管理・
照会ができ ること。※１   国から示され
た項目、都道府県による情報公表の対
象項目等

支給認定申請書及びその他提出書類
の内容を表示、管理できること。

住民からの申請書、及び補助票の情報
を登録できること。 なお、本市が使用し
ている申請書の様式は※1の通り。

補助票に関しては少なくとも以下の情
報がシステムに登録できること。
・児童の状況（職場で保育、一時預かり
の利用  等）
・アレルギー有無
・障害者手帳等の取得有無
・障害児保育の希望有無
・出産予定、育休取得予定の有無
・きょうだいの状況
・きょうだいを同時に申し込む場合の、
入所に係る要望（きょうだいが 同じ施設
に入所できなければ待機に回る等）

申請時に取得する情報について履歴を
含めて画面上で登録・管理・ 照会がで
きること。

入所申込番の内容を登録する。
・基本情報（児童氏名カナ、児童氏名
漠字、児童生年月日、児童年齢、児
童性別、郵便番号、住所、電話番号
・資格情報（申請日、入所予定日、児
童区分（なし/1号/2号/3号）、状態
（申請中等）、入所理由、ランク指数
等）
・入所希望情報（入所希望期間、入
所希望施設情報（第
1希望〜第8希望）（保育所名、施設
区分、福祉事務所名）、アレルギーの
有無、その他特記事項等）
・メモ等

雇用証明に関係する申請内容（保護者
の勤務先、雇用形態等）が管理で きる
こと。

利用者負担に関係する申請内容（特別
徴収税額証明書、生活保護適用の 有
無等が管理できること。  ※１号認定希
望の場合は不要

他の給付の受給状況に係る申請内容
（施設型給付と地域型保育給付、児 童
手当等）が管理できること。

住民基本台帳に基づく世帯情報等につ
いて世帯、個人台帳として登録、 管理
できること。

児童台帳について、住民基本台帳に基
づく世帯情報から登録・管理できるこ
と。

住民基本台帳に基づく世帯情報等につ
いて世帯及び個人台帳として登録・管
理ができるこ と。

住民登録のないものや同一世帯以外
の同居人についても、世帯構成等を含
め、同様に登録・管理できること（転出
入や保護者変更等といった履歴管理含
む）。

住民登録の無い者や同一世帯以外の
同居人についても同様に登録・管理が
できる（転出入や 保護者変更等といっ
た履歴管理含む）。

兄弟申し込みについて、子どもごとに登
録、希望の管理ができること。

兄弟申し込みについて、子ども毎に登
録の管理ができること。

兄弟申込について、子どもごとに登録・
希望の管理ができること。

きょうだい申し込みについて、子どもご
とに登録・希望の管理ができる こと。

入所希望施設（事業所）は、複数入力で
き、入力方法は施設（事業所） 一覧等
から簡単に選択できること。  ※２号認
定、３号認定のみ

入所希望施設（事業所）は複数入力で
き、入力方法は施設（事業所）一覧等か
ら簡単に選択できること。

入所希望施設（事業所）は、複数入力
ができ、入力方法は施設（事業所）一覧
等から簡単に 選択できること。

過去の認定申請情報や認定情報（取下、取消、却
下等含む）のすべての履歴を参照できること。また、
別画面に切り替えにて、教育保育給付認定の履歴
も確認できること。

保護者や住所変更、支給認定申請、利
用者負担区分判定結果の履歴管理 が
できること。

保護者や住所変更、支給認定申請、利
用者負担区分判定結果の履歴管理が
できること。

保護者や住所変更、支給認定申請、利
用者負担区分判定結果の履 歴管理が
できること。

生活保護受給世帯、市町村民税非課
税世帯、母子世帯等、育児休業中等
の利用者負担の設定、優先事由への
該当等に関する特記事項が表示でき
ること。

生活保護受給世帯、市町村民税非課
税世帯、母子世帯等、育児休業中等の
利用者負担の設定の際や、優先利用
事由への該当等に関する特記事項が
表示できること。

生活保護受給世帯、市町村民税非課
税世帯、母子世帯等、育児休業中等の
利用者負担の設定 の際や、優先事由
への該当等に関する特記事項が表示
できること。

生活保護受給世帯、市町村民税非課
税世帯、母子世帯等、育児休 業中等
の利用者負担の設定の際や、優先事
由への該当等に関する 特記事項が表
示できること。

生保対象者の場合、生保システムよ
り、生保情報（開始日、保護市区町村
名、ケース番号、廃止日等）を取得す
る。

9施設等利
用給付

　認定管理

1

2

9.1施設等
利用給付
認定申請

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。

●施設型給付費等の受給者である場合には認
定ができないため、これらの者から申請が出てき
た場合のエラーチェック機能（もしくはより広く二
重在籍のチェック機能）が必要ではないか。
●みなし認定の扱いをどのように定義するのか
検討が必要。（みなし認定については申請が不
要である為）
●「子どものための教育・保育給付」と「子育ての
ための施設等利用給付」を別処理で出力したい
自治体あり。（取り扱い課が異なるため。）
●事業者意見より、遅延通知書は対応していな
い事業者あり。
●前フェーズ調査より、２・３号についても変更通
知書は在園事業所経由で通知していることから
対応が必要ではないか。

新規申請
入力

自治体　仕様書

申請に係る世帯情報（氏名カナ、氏
名漢字、生年月日、性別、郵便番
号、住所、統柄、電話番号、関係区
分（扶養義務者、納入義務者等）等を
表示し、必要に応じて登録内容の登
録・変更・削除が行えること。
世帯情報の登録に際して、申請の対
象者は住民記録台帳から取得し、反
映することを可能とすること。
また、住記・住登外の対象者を検索
して、登録することを可能とすること。
検索不可な場合には、個別に世帯員
の登録を行えるこ

標準仕様書案
※青字はオプション機能

施設等利用給付認定について、申請情報の登録・
修正・削除・照会ができること。（認定変更、認定取
消、申請取下も含む）
・申請対象者が教育・保育給付認定があるか確認で
きること。
・施設型給付費等の受給者である場合には認定が
できないよう、申請が出てきた場合のエラーチェック
機能が行えること。
・二重在籍となる場合は、登録時にワーニングを通
知すること。認可外保育施設とファミリーサポートセ
ンター事業等、制度上問題ないと判断される場合
は、継続して操作し登録を可能とすること。その際、
フラグ管理し二重在籍を確認できること。認可保育
所と認可外保育施設利用等、制度上想定されない
二重在籍の場合、二重在籍できないようシステム側
での登録制限をかけること。
・認定申請情報や認定区分情報に対して、職権によ
る操作にて各情報の登録や修正ができること。
・認定申請データ（CSV形式等）の一括取込にも対
応できること。

【管理項目】

◯◯、△△※1、□□※2、◇◇※3

等
自由項目を◯個以内で任意で追加できること。

※1 変更申請の場合のみ
※2 取消申請の場合のみ
※3 申請取下の場合のみ

項番

業務区分

大項目 中項目 作業



比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

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　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能
項番

業務区分

大項目 中項目 作業

生活保護の受給情報を取り込むことが
できること。

申請（入所申込）情報、異動（入退所）
情報の履歴管理ができること。

申請（支給認定・入所申込）情報、異動
（支給認定・入退所）情報の履歴管理が
できること。

申請（入所申込）情報、異動（入退所）
情報の履歴管理ができること。

保育の必要性を認定した際の判断基準
等の管理ができること。

保育の必要性を認定する際の判断基
準等を設定・管理できること。

保育の必要性及び必要量を認定する
際の判断基準等の設定・管理ができる
こと。

保育の必要性を認定する際の判断基
準（保育が必要な理由）の設 定・管理
ができること。

住記情報の変更内容が児童本人の転
出、失踪、死亡等の減異動の場合、 支
給認定の有効期間（終了日）を更新で
きること。

子どもの状況においては、アレルギー
等の重要留意事項を管理できるこ と。

子どもの状況においては、アレルギー
等の重要留意事項を管理できること。

子どもの状況においては、アレルギー
等の重要留意事項を管理できること。

補助票に関しては少なくとも以下の情
報がシステムに登録できること。
・児童の状況（職場で保育、一時預かり
の利用  等）
・アレルギー有無
・障害者手帳等の取得有無
・障害児保育の希望有無
・出産予定、育休取得予定の有無
・きょうだいの状況
・きょうだいを同時に申し込む場合の、
入所に係る要望（きょうだいが 同じ施設
に入所できなければ待機に回る等）

児童が属する世帯の世帯員に付随する
情報が登録できること。

保護者以外の世帯員を主宰者として登
録できること。

世帯員の氏名や性別、続柄、課税有
無、住所などの情報が照会できるこ と。

マイナポータル等の電子申請システムからの連携
の、施設棟利用給付認定に関する申請情報の一括
取り込みができること。対象手続は、新規の認定申
請を対象とする。

児童が属する住記上の世帯とは別に、
みなし世帯を構成、登録できるこ と。

住記上の住所とは別のところに、通知
物の送付先を登録できること。

保護者宛通知書の送付先が住記上の
住所と異なる場合、別に管理できるこ
と。

保護者宛て通知書の送付先が住基上
の住所と異なる場合、別に管理 できる
こと。

新規登録の場合は送付先情報（氏
名・郵便番号・住所・方書_続柄また
は受給者との関係・電話番号、携帯
電話番号等）を登録する。
既に登録されている場合は送付先情
報を表示し、必要に応じて登録内容
の変更・削除が行えること。

保護者の連絡先を登録できること。

申請時に必要な書類が提出されないま
まのものについて、提出書類の催 告通
知書が作成できること。

支給認定申請から入所契約締結まで
の間において未提出書類の催告通知
書が作成できること。

提出書類の催告通知書が作成できるこ
と。

認定結果（支給認定区分（１号／２号／
３号）、認定期間、長／短（保 育の必要
量）、優先順位（優先利用の該当の有
無、該当の理由）、認定 者番号、その
他特記事項など）が登録、管理できるこ
と。

　

3

申請に係る世帯情報（氏名カナ、氏
名漢字、生年月日、性別、郵便番
号、住所、統柄、電話番号、関係区
分（扶養義務者、納入義務者等）等を
表示し、必要に応じて登録内容の登
録・変更・削除が行えること。
世帯情報の登録に際して、申請の対
象者は住民記録台帳から取得し、反
映することを可能とすること。
また、住記・住登外の対象者を検索
して、登録することを可能とすること。
検索不可な場合には、個別に世帯員
の登録を行えること

父親の状況（勤務状況等（常勤、
パート、疾病、介護等）、就労予定年
月、平日勤務時間（From、To）、土曜
日勤務時間（From、To）、勤務日数、
時間外勤務日数（月平均）、勤務地、
通勤時間、勤務先名、所得額等）、母
親の状況（勤務状況等（常勤、パー
ト、疾病、妊娠、介護等）、就労予定
年月、平日勤務時間（From、To）、土
曜日勤務時間（From、To）、勤務日
数、時間外勤務日数（月平均）、勤務
地、通勤時間、勤務先名、所得額
等）、保育の状況、市長による特例
（災害、通学、ひとり親世帯、求職活
動中等）等）、世帯状況（両親不在、



比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

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　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能
項番

業務区分

大項目 中項目 作業

児童の世帯構成、保育実施、階層認定
の経過を印字した児童台帳が作成 でき
ること。

児童台帳が作成できること。 児童台帳が作成できること。

年度で入退所した児童の一覧として、
児童名簿が作成できること。

複数施設（事業所）の同時利用を防ぐ
チェック機能を有すること。

複数施設（事業所）の同時利用を防ぐ
チェック機能を有すること。

受給証明書が作成できること。 受給証明書が作成できること。

検索機能を有していること。
また、一度参照した児童においては検
索履歴から操作ができること。

登録した情報については、条件を指定
し、一覧として印刷または印刷対象を
CSVファイルへ出力できること。

4 認定結果
入力

施設等利用給付認定について、認定情報の登録・
修正・削除・照会ができること。
教育・保育給付の２号３号認定を取得したのちに、
保育所に申し込んで利用調整の結果、保育所に入
所できず、認可外保育施設に通う場合、引き続き、
認可保育所への入所を希望する場合は、現行２号３
号認定とみなし、システム上自動登録する。その後
認可保育所に入所した暁には、みなし認定を外すこ
と。
みなし認定者をフラグ管理できること。
認定結果について、認定者をリストで抽出し一覧で
確認できること。

支給認定や児童の保育、教育の利用
にかかる情報の登録、管理ができる こ
と。

支給認定申請時に必要な情報を履歴を
含めて、画面上登録、管理、照会 がで
きること。

基本情報に関係する申請内容（申請す
る子どもの氏名、保護者、同一世 帯
等）が管理できること。  ※１号認定希
望の場合、保育の希望にかか るものは
不要

支給認定申請書、その他提出書類の内
容を表示、管理できること。

申請日、保育希望の有無、保育必要
量、保育の利用を必要とする理由、優
先利用事由、支給認定区分、支給認定
日、支給認定期間を登録及び履歴照会
できること。

支給認定の申請内容及びその提出書
類の内容を表示、管理できること。

＜申請時に取得する情報（※１）＞等に
ついて履歴を含めて画面上登録・管理・
照会ができ ること。※１   国から示され
た項目、都道府県による情報公表の対
象項目等

支給認定申請書及びその他提出書類
の内容を表示、管理できること。

入所申込番の内容を登録する。
・基本情報（児童氏名カナ、児童氏名
漠字、児童生年月日、児童年齢、児
童性別、郵便番号、住所、電話番号
・資格情報（申請日、入所予定日、児
童区分（なし/1号/2号/3号）、状態
（申請中等）、入所理由、ランク指数
等）
・入所希望情報（入所希望期間、入
所希望施設情報（第
1希望〜第8希望）（保育所名、施設
区分、福祉事務所名）、アレルギーの
有無、その他特記事項等）
・メモ等

5 通知書発
行

施設等利用給付認定に関する各通知書が出力でき
ること。
各通知書に関しては、送付先の選択ができること。
＜出力帳票＞
-施設等利用給付認定通知書（項目サンプルなし）
-施設等利用給付申請延期通知書（項目サンプルな
し）
-施設等利用給付申請却下通知書（項目サンプルな
し）
-通知書出力一覧

認定結果の通知が、申請から３０日を
超える見込みの対象者を抽出し、 遅延
通知を一括で作成できること。

保護者からの支給認定申請に対し、子
どものための教育・保育給付を受 ける
資格を有すると認められない場合の通
知を、オンラインから個別に 作成できる
こと。

支給認定決定通知書を出力できるこ
と。

次年度の一斉入所の申請者の内、
児童区分が2号、3号のいずれかで既
に保育の必要性及び利用者負担段
階の認定が行われており、支給認定
証が未交付である者を抽出する。ま
た、合わせて、児童区分が2号、3号
のいずれかで利用者負担段階が未
認定である者も抽出する。

抽出された認定が行われている対象
者を元に「支給認定証交付決定通知
書作成者一覧」を作成して、各福祉
事務所へ配信を行う。また、「支給認
定証交付（不交付）通知番」作成用
データ及び「一括出力通し連番一覧」
を作成し、本庁保育課に配信する。
利用者負担段階が未認定である対
象者の抽出結果を元にr利用者負担
段階未決定者一覧」を作成し、各福
祉事務所へ配信を行う。

　

母子・父子世帯（詳細内容を登録）
等）、認可外保育施設等の利用状況
（利用の有無、利用期間等）、同居親
族の状況（近隣（半径1km以内）に親
族が在住しているか否か）、保育の
必要性（区分（長時間/短時間）、認
定日、認定期間（From、To〉）等を表
示し、必要に応じて登録内容の登録・
変更・削除が行えること。
保護者の状態に応じて保育の必要
性を自動的に判定することを想定し
ているが、制度移行時の経過措置と
して不利益変更とならないよう平成27
年4月より前からの入所者について
は、現行並みの保育の必要性とする
等の対応が必要。



比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

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　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能
項番

業務区分

大項目 中項目 作業

6 変更申請
入力

認定変更申請は項番1に包含

支給認定や児童の保育、教育の利用
にかかる情報の登録、管理ができる こ
と。

支給認定申請時に登録した情報に変更
があった場合、変更内容が登録で きる
こと。

支給認定申請時に必要な情報を履歴を
含めて、画面上登録、管理、照会 がで
きること。

基本情報に関係する申請内容（申請す
る子どもの氏名、保護者、同一世 帯
等）が管理できること。  ※１号認定希
望の場合、保育の希望にかか るものは
不要

支給認定申請書、その他提出書類の内
容を表示、管理できること。

申請日、保育希望の有無、保育必要
量、保育の利用を必要とする理由、優
先利用事由、支給認定区分、支給認定
日、支給認定期間を登録及び履歴照会
できること。

支給認定の申請内容及びその提出書
類の内容を表示、管理できること。

＜申請時に取得する情報（※１）＞等に
ついて履歴を含めて画面上登録・管理・
照会ができ ること。※１   国から示され
た項目、都道府県による情報公表の対
象項目等

支給認定申請書及びその他提出書類
の内容を表示、管理できること。

申請に係る世帯情報（氏名カナ、氏
名漢字、生年月日、性別、郵便番
号、住所、統柄、電話番号、関係区
分（扶養義務者、納入義務者等）等を
表示し、必要に応じて登録内容の登
録・変更・削除が行えること。

7 認定変更申請は対象外

8 変更処理 年度単位の切り替えによる認定変更対象者および
就学になる児童を抽出し一覧で確認できること。
認定変更対象者について、CSV形式等の出力にも
対応できること。
＜出力帳票＞
-認定変更対象者一覧

年齢到達処理として満3歳の到達者、
就学になる児童の抽出ができること。

次月に満三歳に到達する対象者を抽
出する。
ただし、満三歳到達に伴い、幼稚園
への入園が決定しているために、既
に1号の支給認定が行われている者
は除く。

抽出された対象者の児童区分を3号
から2号に更新する。また、合わせて
認定日、交付日等についても更新す
る。利用者負担額についても利用者
負担段階等から求め、利用者負担額
認定期間を満三歳となる翌月1日か
ら翌年（1月から5月の更新について
は当年）6月30日までの期間に更新
する。

抽出した対象者について、更新され
た情報を元に「支給認定証更新対象
者一覧」「支給認定証」「支給認定証
交付（不交付）決定通知書」「入所児
童名簿」「保育入所について（通知）」
の帳票作成を行い、各福祉事務所へ
配信を行う。

9 年度単位の切り替えにより年齢到達等の認定変更
が一括登録できること。
認定変更対象者について、CSV形式等の出力にも
対応できること。 年齢到達処理として年齢到達者に対し

て、認定内容の変更ができること。

10 通知書発
行

施設等利用給付認定に関する各通知書が出力でき
ること。
通知書の送付先の選択ができること。
印刷委託等のため、各通知書及び通知書出力一覧
について、PDFまたはCSV形式での出力ができるこ
と。

＜出力帳票＞
-施設等利用給付認定変更通知書（項目サンプルな
し）
-施設等利用給付申請延期通知書（項目サンプルな
し）
-施設等利用給付申請却下通知書（項目サンプルな
し）
-通知書出力一覧

　

9.2施設等
利用給付
認定変更



比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

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　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能
項番

業務区分

大項目 中項目 作業

11 取消申請
入力

項番1に包含
支給認定や児童の保育、教育の利用
にかかる情報の登録、管理ができる こ
と。

支給認定申請時に必要な情報を履歴を
含めて、画面上登録、管理、照会 がで
きること。

当該市町村以外に転出したり、家庭に
おいて必要な保育を受けることが 困難
な状態でなくなったと認められる場合
に、支給認定の取消情報が登 録できる
こと。

基本情報に関係する申請内容（申請す
る子どもの氏名、保護者、同一世 帯
等）が管理できること。  ※１号認定希
望の場合、保育の希望にかか るものは
不要

支給認定申請書、その他提出書類の内
容を表示、管理できること。

申請日、保育希望の有無、保育必要
量、保育の利用を必要とする理由、優
先利用事由、支給認定区分、支給認定
日、支給認定期間を登録及び履歴照会
できること。

支給認定の申請内容及びその提出書
類の内容を表示、管理できること。

＜申請時に取得する情報（※１）＞等に
ついて履歴を含めて画面上登録・管理・
照会ができ ること。※１   国から示され
た項目、都道府県による情報公表の対
象項目等

支給認定申請書及びその他提出書類
の内容を表示、管理できること。

認定申請の申請取り下げができること。
認定申請を却下できること。

申請に係る世帯情報（氏名カナ、氏
名漢字、生年月日、性別、郵便番
号、住所、統柄、電話番号、関係区
分（扶養義務者、納入義務者等）等を
表示し、必要に応じて登録内容の登
録・変更・削除が行えること。

12 データ連携（住記等）から認定取消となる対象者を
抽出し一覧で確認できること。

住記システムより連携された、住記異
動情報を取り込むことができるこ と。

支給認定と住基システムを連携させ、
住基システムで管理されている世 帯情
報を自動的に取り込むことができるこ
と。

支給認定DBと住記システムを連携さ
せ、住記システムで管理されている世
帯情報を自動的に取り込むことができ
ること。

住民基本台帳に基づく世帯情報等につ
いて世帯及び個人台帳として登録・管
理ができるこ と。

宛名番号を入力し、住記のデータを連
携させることで申請書の情報を 入力で
きること。

上記データ連携の際、世帯主起点の続
柄を児童を起点とした続柄に 変換でき
ること。

世帯情報の登録に際して、申請の対
象者は住民記録台帳から取得し、反
映することを可能とすること。
また、住記・住登外の対象者を検索
して、登録することを可能とすること。
検索不可な場合には、個別に世帯員
の登録を行えるこ

13 データ連携（住記等）から認定取消対象者の一括登
録ができること。

住民基本台帳に基づく世帯情報等につ
いて世帯及び個人台帳として登録・管
理ができるこ と。

宛名番号を入力し、住記のデータを連
携させることで申請書の情報を 入力で
きること。

上記データ連携の際、世帯主起点の続
柄を児童を起点とした続柄に 変換でき
ること。

世帯情報の登録に際して、申請の対
象者は住民記録台帳から取得し、反
映することを可能とすること。
また、住記・住登外の対象者を検索
して、登録することを可能とすること。
検索不可な場合には、個別に世帯員
の登録を行えるこ

14 通知書(取
消)発行

施設等利用給付認定取消通知書が出力できるこ
と。
＜出力帳票＞
-施設等利用給付申請取消通知書（項目サンプルな
し）
-通知書出力一覧

15 対象者抽
出

現況届提出対象者を抽出し一覧で確認ができるこ
と。
預かり保育、認可外、病児保育など重複して使用し
ている児童をチェックできること。
現況届提出対象者について、CSV形式等の出力に
も対応できること。
＜出力帳票＞
・現況届提出対象者一覧

継続利用対象者を抽出し、現況届が作
成できること。

現況届発行者の一覧が出力できるこ
と。

3月31日時点で私立保育所入所、又
は施設型給付又は地域型保育給付
の支給認定者を抽出する。ただし、
翌4月1日で就学児童となる場合はこ
れを除くこと。

9.3施設等
利用給付
認定取消

9.4現況確
認

　

取消処理

●現況届未提出者のみ現況届の再作成は可
能。督促状は、現況届一覧（未提出のみ）を利用
しての差込印刷等で対応可能。
●現況届はあくまで確認であり、変更が発生す
るのであれば、変更申請→変更後の認定通知発
行　の事務となるのではないか。
●利用者から戻ってきた現況届を支給認定管理
画面にて手動登録された後に、変更通知書とし
て出力を行う機能がある。
●現況提出状況の管理はシステムで行っていな
い。現況届の審査結果により変更が生じる場合
のみ変更入力認定情報を変更する運用としてい
る自治体がある。
●同一世帯の複数の対象児童がいる場合、現
況届の送付は世帯で1枚でよいか。
●現況届提出依頼通知書については、実装要
望は発生していない。
●現況提出状況の管理はシステムで行っていな
い。現況届の審査結果により変更が生じる場合
のみ変更入力認定情報を変更する運用としてい
る自治体がある。



比較１ 比較2 比較3 比較4 比較5

自治体A 自治体B 自治体C 自治体D 自治体E

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　仕様書
標準仕様書案

※青字はオプション機能
項番

業務区分

大項目 中項目 作業

16 現況届作
成

現況届提出対象者に対して、現況届の出力ができ
ること。
現況届に関しては、送付先の選択ができること。
施設経由の場合、施設ごとに、書類の提出先（どこ
の区役所等）を記載した在籍園児のリストを出力で
きること。
現況届について、バーコード消込のための印字がで
きること。
現況届および現況届出力一覧について、PDFまた
はCSV形式での出力ができるこ＜出力帳票＞
・現況届
・現況届出力一覧
・在籍園児一覧

継続利用対象者を抽出し、現況届が作
成できること。

現況届が作成できること。 現況届が出力できること。

抽出した対象者について、「保育所
入所状況届一覧」の帳票作成し、各
福祉事務所へ配信を行う。また、「保
育所入所現況届」を外部委託用デー
タとして作成し、本庁保育課へ配信を
行う。
なお、「保育所入所現況届」にはバー
コードを印字し、バーコードを読み取
ることで、受理登録を行うことを可能
とすること。

17 通知書作
成

現況届提出対象者に対して、随時で提出依頼通知
書の出力ができること。
＜出力帳票＞
-現況届提出依頼通知書（項目サンプルなし）
-通知書出力一覧

「保育所入所現況届」の出力を行う。
また、「保育所入所現況届」にはバー
コードを印字し、バーコードを読み取
ることで、受理登録を行うことを可能
とする。

18 提出された現況届に関して、現況情報の登録・修
正・削除・照会できること。
提出された現況届に関して、バーコード消込のため
の読取りに対応できること。
OCR等でデータ化されたCSV形式等の一括取込に
対応できること。

年次切替において、現況届（保護者か
らの回答）を基に、前年度からの 変更
情報が登録できること。

指定した検索条件を元に、対象情報
を画面に一覧表示を行う。
検索条件（氏名・生年月日・住所・性
別・管区・住民区分・福祉宛名番号・
対象現況届年月（From,To）・現況届
受理状態（未受理、受理済）・受理
日、書類不備有無一覧より照会した
1、対象者を選択することにより保育
業務の基本画面に遷移することも可
能。

19 マイナポータル等からの連携により、現況届に関す
る電子申請情報の取り込みができること。

20 審査結果
登録

施設等利用給付認定の現況審査に関して、審査結
果の登録・修正・削除・照会ができること。 報告書を受理した施設に対して報告

書の審査結果情報（審査日、審査結
果（調査要・調査不要）等）を登録す
る。

21 現況届未提出者を抽出し一覧で確認できること。
現況届未提出者について、CSV形式等の出力にも
対応できること。
＜出力帳票＞
–現況届未提出者一覧

報告対象となっている施設の内、報
告書が住地されていない施設を一覧
照会する。

22 現況届未提出者に対して現況届督促状の出力がで
きること。
出力時に郵便局の局番等でソートをかけることがで
きること。
＜出力帳票＞
・現況届督促依頼書（項目サンプルなし）

照会結果を元に、「報告害未提出事
業所一覧j及び「督促状（報告書の提
出について）」を出力する。

23 通知書発
行

　

現況届入
力

督促
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