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機能要件WG検討資料　（認定･利用調整WG第3回） 子どものための教育・保育給付 資料01　

1 ・保育所等における利用申請（転園、他市町村委託も含む）に関して申請情報の
登録・修正・削除・照会ができること。（利用取下申請も含む）
・入所選考にかかるメモを児童ごとに残すことができること。
・基準指数項目と調整指数項目を選択し、各指数の登録ができること。

【管理項目】

希望施設、基準指数、調整指数、同点時優先指数、合計指数、△△
※1

、□□
等
自由項目を◯個以内で任意で追加できること。

※1 利用取下申請の場合のみ

【構成員A（自治体）】
・児童の障害の状況等、保護者から聞き取りを行った内容を
入力することができる備考欄のような機能が必要
【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）】
・「指数情報の登録ができること。」希望施設と共に指数情報
に係る入力も必要と考える。
【構成員F（システム事業者）】
・教育・保育給付認定の決定前（認定申請済、認定作業中の
状態）に、認定審査で使用したいため、利用申請情報を登録し
たい要望があります。登録可能にする必要があるのではない
でしょうか。

【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）】
・保護者の連絡先が自宅や携帯等複数入力できるとありがた
い。具体的には自宅・父携帯・母携帯の3項目
【構成員E（システム事業者）】
【構成員F（システム事業者）】

ー

2 利用を希望する施設は、第10希望まで登録できること。
利用を希望する施設を20個以内で任意で追加できること。（合計30希望まで）
希望施設にかかるメモを残すことができること。

【構成員A（自治体）】
・自治体側から提案した希望施設について、記録を残すことが
できる機能が必要
【構成員B（自治体）】
【構成員C（自治体）】
●現在使用中の選考システムでは、第30希望までが入力可
能だが、今後希望園数を減らしていく予定のため標準仕様案
で問題ない。
【構成員D（自治体）】
【構成員E（システム事業者）】
・管理施設の個数を固定とするかある程度可変（上限99など）
とするか検討が必要。
【構成員F（システム事業者）】

ー

3 マイナポータル等の電子申請システムからの連携データの保育所等における利
用申請情報の一括取込ができること。
パンチデータからの一括取込にも対応できること。

【構成員A（自治体）】
【構成員B（自治体）】
【構成員C（自治体）】
●電子申請システムからの連携とはシステム間での連携か、
CSV経由での連携になるのか。
【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）】

ー

4 利用調整が必要となる対象者（一定期間に利用申請があった入所希望者、二次
調整対象者等）を任意で指定し一覧で確認できること。
・選考結果として却下(入所選考からはずれた場合)があっても、その申請を保留
として申請を継続している対象者は、申請が有効期間の範囲の場合、次回選考
の対象とすること。
・実年齢よりクラスを下げて保育を行う必要がある児童について、保育クラスを
手動で変更し、下げた保育クラスで選考対象とできること。
・選考対象者から除外するようなフラグ管理を手動でできること。（※集団保育が
不可となった児童は、選考にかけず後から個別に選考をかける等の処理ができ
るようにしている。→要件作成における経緯・留意事項等に記載）
・在園児で転園を申請中の対象者をフラグ管理できること。
＜出力帳票＞
-選考対象者一覧

【構成員A（自治体）】
【構成員B（自治体）】
【構成員C（自治体）】
●CSV形式、PDF形式のデータ出力機能が必要と思われる。
●実年齢よりクラスを下げて保育を行う必要がある児童につ
いて、保育クラスで入力・選考できることが必要。
【構成員D（自治体）】
【構成員E（システム事業者）】
・選考結果として却下(入所選考からはずれた場合)であって
も、その申請を保留として申請を継続することがあるため、選
考抽出仕様として、検討が必要と考える。
・現在入所中で、転園を希望する対象者についても選択を可
能としてはどうか。
・意図的に選考から除外したい対象者を登録でき、別途一覧
等で確認できることを仕様に追加してはどうか。
【構成員F（システム事業者）】
・選考に使用される対象者の条件は、各市町村様で異なるた
め、抽出条件の調査が必要と考えます。
※利用調整対象者の抽出条件は管理項目にも影響するた
め、必要な条件を事前に明確化する必要があると考えます。

ー

2利用調
整
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自治体意見記載欄

分類
大項目 中項目 作業 論点及び解決方針（案）に関する意見 標準仕様（素案）に関する意見 前後で追加すべきシステム機能

標準仕様（素案）
※青字はオプション機能

項番

業務区分

論点 解決方針（案）



2/4

自治体意見記載欄

分類
大項目 中項目 作業 論点及び解決方針（案）に関する意見 標準仕様（素案）に関する意見 前後で追加すべきシステム機能

標準仕様（素案）
※青字はオプション機能

項番

業務区分

論点 解決方針（案）

6 施設ごとの利用状況（空き状況）を照会、管理リスト化でき ること。
・手動でも空き状況の修正登録ができること。

【管理項目】
在園児数、退園予定児童数、定員数、空き状況、備考欄
等

【構成員A（自治体）】
・在園児数、退園予定児童数の管理を行える機能（定員管
理、待機児童等に使用）が必要
【構成員B（自治体）】
【構成員C（自治体）】
●実際の空き状況に含みを持たせる事は可能か。（例：実際
空きは10名分あるが、9名分として扱う等）
【構成員D（自治体）】
【構成員E（システム事業者）】
・住民からの問い合わせ事務を考慮して、空き状況としてお知
らせ画面等でも確認が可能であることを追加してはどうか。
【構成員F（システム事業者）】

ー

7 入所選考の実施後、重複入所の有無、利用定員超過などをチェックし、 利用選
考結果が確定できること。

ー

●基本的に標準機能としつつ、基準
指数や調整数、同点時優先、きょう
だい既入所時加算などの管理はパ
ラメータ変更や手動入力で柔軟に対
応できるようにする。

●基準となるパラメータに関しては、
平成26年に国が出している「子ども・
子育て支援新制度における利用調
整等について」に記載があるパラ
メータをベースに作成する。

●CSVデータ等で吐き出しを可能と
した上で、独自ツール（API等）で再
計算した選考結果データの取り込み
を可能とする。

【主要論点】
●選考処理に関しては、自治体で独自の基準
を設けている場合が多く、自由項目の設定やパ
ラメータレベルで対応しきれない場合があるの
か等、各自治体でのニーズ、意見をいただきた
い。

●前フェーズ意見より、システムを利用せず
Excelで処理している自治体が多数あると聞く
が、システムを利用せずにExcel利用している
場合の理由について、具体的にどのような場合
にシステムを利用できないのか、事例をご教示
いただきたい。

・基準項目（就労、出産、疾病、障害、介護・看護、災害、災害復旧、休職中、就
学等）、調整項目（ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業により、就
労の必要性が高い場合、虐待やDVのおそれがある場合、障害を有する場合、
育児休業明け、兄弟同時入所、待機期間が一定以上等）、同点時優先項目をも
とに指数の設定ができること。指数については、パラメータの変更で対応できる
こと。
・自治体独自の「保育希望理由」を登録できること。
・自治体独自の選考基準を自由項目として◯個以内で任意で追加できること。ま
た、その基準の組み込み方も、基準指数、調整指数、同点時優先指数等を選択
し、設定できること。
・入所選考基準に基づいた判断基準への適合状況を子どもごとに入力でき、そ
れに基づき、基準指数、調整指数、同点時優先指数を自動計算できること。合計
指数を自動計算できること。
・施設の空き状況と合計指数に基づき、入所の自動選考（児童単位に入所可否
を判定）ができること。
・きょうだい要件（同時入所、同一施設入所、同時同園が叶わない場合同時別
園）を加味しての自動選考ができること。
・入所選考の基準（事項）、指数を随時でユーザーによりメンテナンスできること。
・施設ごとにその施設を希望している児童を、希望順位に関係なく、指数の高い
順に並べて出力できること。
・合計指数の高い順に並べ、それぞれ希望している施設を一覧に出力できるこ
と。
・施設ごとや児童の年齢ごと等の並べ替えは任意の項目で行うことができるこ
と。
・入所希望を行う施設ごとに加点、減点を行うことができること。また、それを加
味して、自動選考できること。
・手動でも”入所”の登録ができること。
・自動計算された合計指数の結果について、手動でも合計指数の修正登録がで
きること。
・手動でも希望施設の順位を変更することができること。
・「基準指数の計算時に、父母の点数を合算するか、項目毎に父母のいずれか
低い値または高い値を採用するかを選択できること。
・CSVデータ等で利用調整に必要な利用申請情報一式（希望施設の順位情報を
含む）の吐き出しができること。独自ツール（API等）で再計算した利用調整結果
データを取り込めること。
・CSVデータ等で、指数が同点（あるいは同ランク）時優先の順位付けに必要な
情報の吐き出しができること。独自ツール（API等）で再計算した利用調整結果
データを取り込めること。
・二次調整ができること。複数回、利用調整ができること。（一次調整で入所でき
なかった子どもについて、内定者以外の者のみで再度利用調整を行うことがで
きること。）
・入所選考（採点）に際し、シミュレーション（リハーサル）ができること。また、シ
ミュレーションで得た結果は保存し、一次結果を二次シミュレーションに活用する
等、複数回に渡って実施できること。
・入所を希望する施設に入所できなかった子どもについて待機状況を随時確認
でき、一覧で確認できること。

【構成員A（自治体）】
●自由項目の設定やパラメータレベルの対応で問題ありません
【構成員B（自治体）】
●基準指数が同点の場合調整指数で入園調整しているため、シ
ステムでの並べ替えが難しい。また、希望園が多い児童について
の対応が難しいためエクセルにて利用調整している。
【構成員C（自治体）】
●基本的に自由項目の設定やパラメータで対応できればよい。
【構成員D（自治体）】
●パラメータレベルで対応可能。
　システムの利用に問題はないが人数が少ないため現状EXCEL
で処理している。
【構成員E（システム事業者）】
・子ども子育て業務システムとして、申請情報を本体と切り離し
て、「申請入力」→「入所選考」を独立して実施したいニーズがあ
るか。※本体はあくまでも入所からの管理
【構成員F（システム事業者）】
●選考処理で、対応できなくなるケースとして、以下２点がありま
す。
・パラメータをシステムで用意しておりますが、市町村様の独自の
選考基準では、要件が多く、システム提供している項目数でも不
足する場合もあります。
　市町村様の独自の要件を再整理頂くか、標準として定型化する
か、の課題があると考えます。
・標準仕様案に「きょうだい要件（同時入所、同一施設入所、同時
同園が叶わない場合同時別園）を加味しての自動選考ができる
こと。」の記載がありますが、
弊社団体様では、「きょうだい要件を基準指数の一部として、点数
に含めて選考する」団体と、「きょうだい要件のみで優先順位付け
し、同じ優先順位の方を基準指数で選考する」団体もあります。
選考方法が多数あり組合せも考慮すると、全てパラメータで対応
可能なのか不明になりますので、市町村様に要件確認し主要な
パターンを決めて他はCSVデータで外部で補整する前提に、主な
パターンの定義を協議する必要があると考えます。

【構成員A（自治体）】
・きょうだい要件について、きょうだい各々意向が異なる場合も
加味して自動選考を行える機能が必要
・CSVデータ等で利用申請情報を出力する際に希望施設の順
位が分かる項目が必要
・手動でも希望施設の順位を変更することができる機能が必
要
【構成員B（自治体）】
【構成員C（自治体）】
●実年齢よりクラスを下げて保育を行う必要がある児童につ
いて、保育クラスで入力・選考できることが必要。
【構成員D（自治体）】
【構成員E（システム事業者）】
・きょうだい片方がすでに入所している状態の場合でも、同時
入所を希望することがあるため、「きょうだい要件」としてどこま
での粒度にするか検討が必要と考える。
・選考処理時においては、各施設事業所の入所状況を把握す
る必要があるため、画面又は一覧により確認が可能となる仕
様を追加してはどうか。
・入所済み児童の転園申請の場合、転園成功による空き定員
を考慮した選考ができることを標準仕様として追加してはどう
か。
・入所希望を行う施設ごとに加点、減点を行う運用は自治体で
多数みられるため、この観点でも仕様を追加してはどうか。
【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）】
●当区はシステムから出力したCSVを加工し、AIで判定を行
い再度システムに取り込んでいる。このCSVの加工処理が人
により難易度が高い。またこの加工（判定基準等）は自治体間
で異なると思われる。このように単にCSVを吐き出しするだけ
ではなく、それぞれの自治体に合わせて加工されたCSVデー
タを出力することは可能か。
【構成員D（自治体）】
特になし
【構成員E（システム事業者）】
【構成員F（システム事業者）】

協議

5
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分類
大項目 中項目 作業 論点及び解決方針（案）に関する意見 標準仕様（素案）に関する意見 前後で追加すべきシステム機能

標準仕様（素案）
※青字はオプション機能

項番

業務区分

論点 解決方針（案）

8 利用調整における選考結果に関して、情報の登録・修正・削除・照会ができるこ
と。
・不承諾になった児童に対し、請情報の入力や転園情報の入力などシステムへ
の再登録をすることなく次回選考に活用できること。
・内定取下げができること。内定取下げ後、待機にまわすことができること。
【管理項目】

【構成員A（自治体）】該当なし
【構成員B（自治体）】該当なし
【構成員C（自治体）】該当なし
【構成員D（自治体）】該当なし
【構成員E（システム事業者）】該当なし
【構成員F（システム事業者）】※「内定事業所」と「決定事業所」は
分け管理し、例にあるケースでは、「内定取り下げ」も実施頂き、
待機ステータスにする事が可能です。

【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）】
・選考結果として却下となった場合で且つ、申請の取り下げを
行わない場合、申請情報が継続して次回選考時に活用できる
こと（再入力の手間防止）を仕様に追加してはどうか。
※年度内であれば一度の申請情報で入所できるまで月次の
選考会議で利用する自治体は多数ある。
・選考結果として却下(入所選考からはずれた場合)であって
も、その申請を保留として申請を継続することがあるため、選
考抽出仕様として、検討が必要と考える。
【構成員F（システム事業者）】

ー

9 利用調整における選考結果に関して、csv形式のファイルから選考結果情報の
一括取込ができること。
＜出力帳票＞
-選考結果一覧

【構成員A（自治体）】
【構成員B（自治体）】
【構成員C（自治体）】
●選考結果一覧の出力機能が必要と思われる。
【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）】 ー

11 2.3利用
申請取
下げ

取下登
録

項番21に包含

ー

12 他市町村委託対象者を抽出し、一覧で確認できること。 【構成員A（自治体）】
【構成員B（自治体）】
【構成員C（自治体）】
●一覧についてはデータ形式の出力が必要と思われる。
【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）】
・委託も管理可能にして欲しい要望があり、管外の事業所も登
録可能としており、管外事業所に入所している対象者を抽出
可能にしております。
※事業所管理の【管理項目】に影響する内容と想定しますの
で記載致しました。

ー

13 ●前フェーズ意見より、帳票をシステムから出
力せずExcel等で作成している、または帳票自
体を作成していない場合もあり。

●通知書をいらないといってる自治
体、必要と言っている自治体で分か
れているので、解決方針案はオプ
ション機能とする。

他市町村委託に関する委託依頼通知書が出力できること。
＜出力帳票＞
-保育入園協議書
-保育入園委託書

【構成員A（自治体）】
●オプション機能で問題ありません。
【構成員B（自治体）】
●ワードで帳票を作成しエクセルでデータを管理しているため、オ
プションとしての実装で良い思われる。
【構成員C（自治体）】
●オプション機能として実装であれば問題はないと思われる。
【構成員D（自治体）】
●オプションでも機能として実装をお願いしたい。
　現状はEXCELで作成
【構成員E（システム事業者）】
【構成員F（システム事業者）】
・両帳票とも出力可能です。

【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）】
・事業所委託協議書の種類について、申し込みや選考結果後
など、タイミングに応じて様式を分けて通知をする必要がある
か検討が必要ではないか。
【構成員F（システム事業者）】 協議

10 【構成員A（自治体）】
●決定で登録し、保護者からの取下げに応じて（取下げ）登録す
る運用で問題ありません
【構成員B（自治体）】
●論点のような運用は実施していない。オプション機能での実装
で良いと思われる。
【構成員C（自治体）】
●内定の段階で、保護者や施設の都合により辞退や取下げする
案件がある。内定と決定は区別し管理するほうがよいと考える。
【構成員D（自治体）】
●オプションで実装
　現状はEXCELで処理し決定者のみ登録。内定、取り下げはシス
テムに入れていない。
【構成員E（システム事業者）】
・「内定」のステータス管理を行う自治体は決して少ないと考える
ため、オプションではなく標準仕様としての実装が好ましいと考え
る。
【構成員F（システム事業者）】
・解決方針（案）の対応で問題ありません。
※「内定事業所」と「決定事業所」は分け管理し、例にあるケース
では、「内定取り下げ」も実施頂き、待機ステータスにする事が可
能です。

【構成員A（自治体）】
【構成員B（自治体）】
【構成員C（自治体）】
●通知書、一覧についてはデータ形式の出力が必要と思われ
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）】
・本市では、保留通知を初回の申込時のみ発送しているた
め、当月申込者を抽出することができる機能が必要
【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）】

選考結果に関する通知書（決定・内定・保留）が出力できること。
また、施設ごとに入所決定者一覧を出力できること。
・初回申込で保留となった対象者を絞り込み、一覧を出力できること。
＜出力帳票＞
-保育所入所決定通知書
-保育所入所内定通知書
-保育所入所保留通知書
-入所決定者一覧
-内定者一覧
-初回保留者一覧
-待機児童一覧

2.4他市
町村委
託

通知書
発行（委
託依頼）

協議

●（内定）のステータスをいらないと
いってる自治体、必要と言っている
自治体で分かれているので、解決
方針案はオプション機能とする。

選考結
果登録

●事業者意見より、実際の事務としては、 シス
テム上（内定）と登録せず、（決定）と登録し、保
護者からの取下げに応じて（取下げ）登録する
ケースがある聞くが、各自治体でのニーズ、意
見をいただきたい。
（例）応諾義務はあるが、施設側に「正当な理
由」がある場合、施設側が拒むことも想定され、
内定と決定は区別し管理する必要がある。

通知書
発行
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自治体意見記載欄

分類
大項目 中項目 作業 論点及び解決方針（案）に関する意見 標準仕様（素案）に関する意見 前後で追加すべきシステム機能

標準仕様（素案）
※青字はオプション機能

項番

業務区分

論点 解決方針（案）

14 委託協
議結果
登録

他市町村委託協議に関して、以下の協議結果の登録・修正・削除・照会ができる
こと。
【管理項目】
入所希望施設、内定、内定取消
等

【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）】
・入所希望施設の情報もこの機能の中で登録するイメージで
よいか。
【構成員F（システム事業者）】
・協議結果として「内定」「内定取消」等を管理できるようにして
おります。※項番20と同様に【管理項目】にて明確化をする必
要があります。

ー

15 依頼内
容登録

 他市町村からの委託依頼に関して、情報の登録・修正・削除・照会ができるこ
と。
【管理項目】

ー

16 依頼内
容協議
結果登
録

他市町村委託協議に関して、協議結果の登録・修正・削除・照会ができること。
協議結果について、受託回答書が作成できること。
＜出力帳票＞
-受託回答書

ー

2.5他市
町村受
託
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