
標準仕様（素案）検討過程　（認定･利用調整WG第3回） 資料02

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 ・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。
・基準指数と調整指数を選択し、各指数情報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

利用調整に関係する申請内容（利用を希
望する施設名、希望内容、兄弟 同時入所
等）が管理できること。  ※１号認定希望
の場合は不要

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。

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。

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。

児童を指数の高い順に並べ、それぞれ希望
している施設を一覧表に出力 できること。

待機状況（第２希望以降の施設（事業
所）等を利用している場合は利用状況）
を随時確認でき、リスト化できること。

その時点の施設ごとの利用状況（空き状
況）を管理・リスト化できるこ と。

上記利用状況管理の際、年齢別又は任意
の区分で定員管理ができ ること。

事業所の空き状況と点数に基づき、入所事
業所の自動選考（児童単 位に入所可否
を判定）ができること。

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。
優先事由に該当する子どもについて、その状
況が入所選考の際のリスト 上に出力できる
こと。
児童を指数の高い順に並べ、それぞれ希望
している施設を一覧表に出力 できること。

入所選考基準の適合状況を、子ども毎に点
数登録できること。

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 本指数、調整指数を自動計算でき
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 できること。

上記に基づき、基本指数、調整指数を自
動計算できること。

保育の利用を必要とする理由および、勤務
先や就労時間等の具体的な状 況が、保護
者ごとに管理できること。

入所選考基準の事由ごとに優先度（基本
指数）、調整指数を点数化して 管理でき
ること。
家庭の状況や児童の健康状態、児童の居
場所など児童の詳細情報につい て登録でき
ること。
入所不承諾の理由の確認のため、指数情
報が照会できること。  ※２号 認定、３号
認定のみ

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。

選考処
理

2.2選
考処理

自治体　仕様書

・「保育を必要とする子どもの全て
の施設・事業の利用について、市
町村が利用の調整を行う。（改正
児童福祉法第73条1項）」とあるた
め、定員を超過している場合のみ
ではなく、すべての入所希望者の
保育利用につき、利用調整を行う
ことを前提とする。
・選考の基準は自治体により異な
る（基準指数、調整数、同点時優
先、兄弟既入所時加算　など）た
め、システムを利用せずExcelで作
成した名簿・申請書を基に職員が
選考している自治体が多数存在し
ている。自治体ごとにニーズにバラ
ツキあるが、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、
仕様を検討。
・更新処理は年に複数回ある可能
性もあるため、任意の頻度ででき
るよう要件を整理。
（例）年度更新
例年３月にきょうだい児卒園に伴う
きょうだい区分の繰上げのデータ
作成をする年度更新処理を実施
し。
例年３月に２回実施
３月中旬(１回目)：在園児対象（契
約締結済み児童）
３月末 (２回目)：１回目未更新の在
園児童、認定のみ保有児童（保留
児含む）
・同点時優先は、自治体によりやり
方が大きく異なる。
・通知書送付時に支給認定証も作
成・送付 、保留通知書とあわせて

項番

業務区分
標準仕様書案

※青字はオプション機能大項目 中項目 作業

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

・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

2利用
調整

4
5

2.1利
用申請
受付

申請情
報入力



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

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

項番

業務区分
標準仕様書案

※青字はオプション機能大項目 中項目 作業

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。

リストには、希望順位が何位であっても、当
該施設（事業所）を希望している者は、す
べて
優先順位指数順に出力することができるこ
と。（より希望順位が高いほかの施設（事
業所） に内定が出ている場合は、内定先
の施設（事業所）名称等を表示することが
できること。）

優先事由に該当する子どもについて、その状
況が入所選考の際のリスト 上に出力できる
こと。

優先利用事由に該当する子どもについて、そ
の状況が選考台帳に出力できること。

優先事由に該当する子どもについて、その状
況が入所選考の際のリスト上に出力できるこ
と。

優先事由に該当する子どもについて、その状
況が入所選考の際のリ スト上に出力できる
こと。

既に施設（事業所）を利用している子ども
が転所や退所する予定がある 場合、それら
の状況を踏まえて、空き状況を管理し、利
用調整ができる こと。

既に施設（事業所）を利用している子ども
が転所や退所する予定がある場合に、それ
らの状 況を踏まえて、空き状況を管理し、
利用調整ができるること。

指数情報を変更した場合、その内容を反映
した状態で、繰り返し入所選 考リストを作
成できること。

特定教育・保育施設と特定地域型保育事
業所とで分けることなく、一括して利用調整
ができ 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。）

入所選考の基準（事項）、指数が年度単
位でユーザーによりメンテナンスできること。

入所選考の基準、指数が年度単位でユー
ザーによりメンテナンスでき ること。

入所選考の基準項目及び点数を年度単
位で変更できること。

兄弟の在籍情報、申込情報が入所選考の
際のリスト上に出力できるこ と。

兄弟の在籍情報、申込情報が選考台帳に
出力できること。

兄弟の在籍情報、申込情報が入所選考の
際のリスト上に出力できること。

きょうだいの在籍情報、申込情報が入所選
考の際のリスト上に出力で きること。

きょうだい同時入所に係る以下の要件を指
定し、自動選考できること。
・同時期に入所することが必須（＝要件が
満たされない場合は入所を 辞退）
・同じ施設に入所することが必須（＝要件
が満たされない場合は入所 を辞退）
・希望順位を落としてもきょうだいが同一施
設に入所を希望

市独自の「保育希望理由」を登録できるこ
と。また、独自の「保育希望理由」に対して
国が定める統一規格に変換して、出力でき
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。 なお、本市が
使用している選考基準（点数表）は※2の
通り。

施設ごとに、その施設を第一希望としている
児童を、指数の高い順に並 べ、結果を一
覧表に出力する。

　

 

 

施設等利用給付認定（みなし認
定）を作成・送付している自治体が
ある。

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。



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

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

項番

業務区分
標準仕様書案

※青字はオプション機能大項目 中項目 作業

入所選考の際のリストが、施設（事業所）
別・指数順（指数同点の場合 は市町村の
選考優先順での並び順）に各施設（事業
所）の空き状況を踏 まえた入所の可否も
含めて出力できること。

入所選考の際のリストが、施設（事業所）
別・点数順に各施設（事業所）の空き情
報を踏まえた入所の可否も含めて出力でき
ること。また、リストの内容がCSVファイルで出
力できること。

入所選考の際のリストが、施設（事業所）
別・指数順（指数同点の場合は市町村の
選考優先
順での並び順）に各施設（事業所）の空
き状況を踏まえた入所の可否も含めて出力
できるこ と。また、リストの内容がＣＳＶファ
イルで出力できること。

入所選考の際のリストが、施設（事業所）
別・指数順（指数同点の場合 は本市の選
考優先順での並び順）に各施設（事業
所）の空き状況を 踏まえた入所の可否も
含めて出力できること。

リストの内容がＣＳＶファイルで出力できるこ
と。

入所を希望する施設（事業所）に入所で
きなかった子どもについて待機 状況（第２
希望の施設（事業所）等を利用している
場合は利用状況）を 随時確認でき、リスト
化できること。  ※２号認定、３号認定のみ

待機状況（第２希望以降の施設（事業
所）等を利用している場合は利用状況）
を随時確認でき、リスト化できること。

入所を希望する施設（事業所）に入所で
きなかった子どもについて待機状況（第１希
望以外
の施設（事業所）等を利用している場合
は利用状況）を随時確認でき、リスト化で
きるこ と。

入所を希望する施設（事業所）に入所で
きなかった子どもについて待 機状況（第２
希望の施設（事業所）等を利用している
場合は利用状 況）を随時確認でき、リスト
化できること。

入所選考に必要な希望する施設・事業所
の情報、児童の詳細情報（氏 名、生年月
日、希望施設（第1～3希望）、入園希
望日）などの入所申請 データを入力・出力
できること。

画面上に、施設、事業所、年齢区分ごと
に、児童を優先順位（指数、優 先事項な
ど）で並び替えて表示できること。

並べ替えは任意の項目で行うことができるこ
と。

児童の優先順位をもとに、施設・事業所の
利用定員（空き状況）の範囲 内で”入
所”と自動判定できること。

第２希望以降の施設、事業所での入所選
考ができること。

指数情報の内訳が照会でき、指数の修正、
追加ができること。

児童の詳細情報（家庭の状況、自動の健
康状態、他に希望している施設 等）を参
照することができること。

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。

入所判定結果以外にも、修正した指数情
報、入所選考にかかるメモ情報 を、サーバの
台帳に反映できること。

事業所別に入所内定者の最低点数が照
会・出力できること。

　

 

 



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

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

項番

業務区分
標準仕様書案

※青字はオプション機能大項目 中項目 作業

施設ごとに、利用状況（空き状況）を集計
し、空き状況参照用データが 作成できるこ
と。

施設（事業所）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。  ※
２号認定、３号認定のみ

施設（事業所）毎の利用状況（空き状
況）を管理・リスト化できること。

施設（事業所）ごとの利用状況（空き状
況）を管理・リスト化できること。

既に施設（事業所）を利用している子ども
が転所や退所する予定があ る場合に、それ
らの状況を踏まえて、空き状況を管理し、利
用調整が できるようにすること。

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。 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。

利用調整結果をオンライン画面から個別に
登録できること。  ※２号認 定、３号認定
のみ

自動選考及び手動での利用調整の結果を
登録できること。

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
をすることなく選考できること。

ある施設に入所している児童を他施設に転
園する処理ができること。

手動でも”入所”の登録ができること。

判定結果を児童台帳に一括登録できるこ
と。

入所選考の際のリストが、施設（事業所）
別・点数順に各施設（事業所）の空き情
報を踏まえた入所の可否も含めて出力でき
ること。また、リストの内容がCSVファイルで出
力できること。

入所選考の際のリストが、施設（事業所）
別・指数順（指数同点の場合は市町村の
選考優先
順での並び順）に各施設（事業所）の空
き状況を踏まえた入所の可否も含めて出力
できるこ と。また、リストの内容がＣＳＶファ
イルで出力できること。

システムにて自動入所選考した結果をファイ
ルで出力できること。

上記出力ファイルを修正しアップロードするこ
とで、入所選考結果の 更新ができること。

入所選考結果のデータを取り出せること。

取り出した入所選考結果データを登録でき
ること。

システムにて自動入所選考した結果をファイ
ルで出力できること。
上記出力ファイルを修正しアップロードするこ
とで、入所選考結果の 更新ができること。

利用調整の結果を入所予定者リストに出力
できること。

利用調整結果を受け、一括で内定通知、
承諾、不承諾通知が作成できる こと。  ※
２号認定、３号認定のみ

利用調整結果より入所が内定したものに対
し、オンライン機能により、 個別に入所承
諾、不承諾書が作成できること。  ※２号
認定、３号認定 のみ

申請者に通知する事業所入所承諾書・不
承諾通知書が出力できるこ と。

利用調整結果通知書（不承諾）は任意
の時点での発行を可能とする こと。

選考結
果登録

通知書
発行

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

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】

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

　

 

 

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

6

8

9

10



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

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

項番

業務区分
標準仕様書案

※青字はオプション機能大項目 中項目 作業

11 2.3利
用申請
取下げ

取下登
録

項番21に包含

12 他市町村委託対象者を抽出し、一覧で確認できること。

受託児童の人数が一覧で把握できること。

広域利用にかかり、他市町村に児童の委託
を申込むための委託協議書が 作成できるこ
と。

委託児童及び受託児童の登録ができるこ
と。また、委託児童に対しては委託協議書
の出力ができること。
受託児童の人数が一覧で把握できること。

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。

広域利用にかかり、他市町村に児童の委託
決定を依頼するための委託協 議書が作成
できること。

広域利用にかかり、他市町村に児童の委託
取下を依頼するための委託協 議書を作成
できること。

委託している児童の退所希望などにより、他
市町村に児童の委託を解除 依頼するため
の委託協議書が作成できること。

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

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。

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。

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】 委託児童及び受託児童の登録ができるこ

と。また、委託児童に対しては委託協議書
の出力ができること。
受託児童の人数が一覧で把握できること。

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。

広域利用にかかる他市町村での利用調整
結果を受けて、保護者に通知す る委託選
考結果が作成できること。

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。

他市町村から広域利用の依頼を受けた児
童にかかる利用調整結果につい て、受託回
答書が作成できること。

・私立、公立、認定こども園等種別
ごとにフローが異なり、帳票をシス
テムから出力せずExcel等で作成
または帳票自体を作成していない

場合もある。

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

依頼内
容協議
結果登
録

2.5他
市町村
受託

16

13

通知書
発行
（委託
依頼）

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

2.4他
市町村
委託
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