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１．事業概要 

 本章では、本事業の目的、実施内容について記述する。 

 

（１）調査の目的 

子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号。以下「支援法」という。）に規定する子

どものための教育・保育給付については、法定代理受領の下、施設・事業所が、自らの施

設・事業所を利用する子どもに係る子どものための教育・保育給付の支払いに関して市区町

村に請求を行う仕組みとなっている。 

この市区町村への請求時に使用する請求書の様式については、国として、平成 26 年度に幼

稚園及び認定こども園、平成 30 年度に保育所に関して様式例を示してきたところであるが、

これらの市区町村における利用は進んでおらず、複数自治体に施設・事業所を持つ事業者等

における事務負担が大きいとの指摘がある。 

令和元年 12 月の子ども・子育て会議のとりまとめにおいても、「施設型給付の請求様式に

ついては、市区町村が実際に使用している様式も参考にしながら、統一的な請求様式を作成

するとともに、普及に向けて取組を進めるべきである。」とされたところであり、これを踏

まえ、市区町村が実際に使用している様式も参考にしながら、標準的様式案を作成すること

等を目的とする。 

 

（２）調査方法 

①自治体を対象としたアンケート調査 

国の標準書式の活用状況及び使用していない場合の理由、書式の項目の過不足等を把握す

るため、自治体を対象にアンケート調査を実施した。 

ア．調査方法 

電子ファイル（Microsoft Excel）形式で作成した調査票を各自治体の給付担当課あてメ

ールにて配布し、回答入力後に弊社宛に返信いただく方式にて実施した。 

なお、回答期間中は事務局に問い合わせ対応用窓口を設置し、電話・メールにて各自治

体からの照会に対応した。 

また、回答内容について詳細な手続き等の確認やさらなる深堀が必要な自治体について

は、個別に電話等で詳細をヒアリングした。 

イ．調査項目 

調査項目は標準書式が示されている施設等型給付と施設等利用給付、標準書式未作成の

地域型保育給付のぞれぞれについて異なる項目を調査することとし、各設問は想定される
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回答内容をおおまかに類型化して選択肢化した上で、自由記述で個々の詳細を補足いただ

く形式を基本とした。 

調査票の種類及び主な調査項目は以下図表１のとおり。 

なお、巻末に参考資料として調査票を添付しているのでそちらも参照されたい。 

図表 1 アンケート調査票の主な調査項目 

調査票名 主な調査項目 

共通票 
・請求書式の規定方法 

・指定の請求書式以外での請求があった場合の対応 

教育・保育給付票① 

・施設型給付に係る国の標準書式の使用の有無 

・国の標準書式に一部改修している場合、その理由 

・独自書式を使用している場合、その理由 

・現在国が示している施設型給付に係る標準書式を実際に使用

する場合に課題となると考えられること 

・施設型給付に係る標準書式を使用する場合に導入に要すると

考えられる期間 

・その他施設型給付の請求書式に係る意見や要望 

教育・保育給付票② 

・地域型保育給付に係る請求書式の策定経緯 

・国が地域型保育給付の請求に係る標準書式を作成する場合に

留意すべき点 

・地域型保育給付に係る標準書式を使用する場合に導入に要す

ると考えられる期間 

・その他地域型保育給付の請求書式に係る意見や要望 

施設等利用給付票 

・施設等利用給付に係る国の標準書式の使用の有無 

・国の標準書式に一部改修している場合、その理由 

・独自書式を使用している場合、その理由 

・現在国が示している施設等利用給付に係る標準書式を実際に

使用する場合に課題となると考えられること 

・その他施設等利用給付の請求書式に係る意見や要望 

 

ウ．調査対象 

調査対象自治体は市町村実務検討チーム参画自治体などから 29 自治体に協力を依頼した。 

回答自治体の一覧は図表２のとおり。 

エ．調査期間 

   令和２年 12月 23日～令和３年１月 15日 

  



3 

 

図表２アンケート調査の対象自治体 

 都道府県 市区町村名 自治体類型   都道府県 市区町村名 自治体類型 

1 北海道 札幌市 政令指定都市 
 
16 長野県 長野市 中核市 

2 北海道 帯広市 一般市  17 静岡県 東伊豆町 町村 

3 北海道 新ひだか町 町村  18 愛知県 一宮市 一般市 

4 青森県 八戸市 中核市  19 大阪府 池田市 一般市 

5 岩手県 奥州市 一般市  20 大阪府 藤井寺市 一般市 

6 岩手県 滝沢市 一般市  21 大阪府 忠岡町 町村 

7 栃木県 宇都宮市 中核市  22 兵庫県 明石市 中核市 

8 埼玉県 本庄市 一般市  23 島根県 松江市 中核市 

9 埼玉県 和光市 一般市  24 山口県 宇部市 一般市 

10 東京都 世田谷区 特別区  25 山口県 周防大島町 町村 

11 東京都 江戸川区 特別区  26 福岡県 福岡市 政令指定都市 

12 神奈川県 横浜市 政令指定都市 
 
27 熊本県 八代市 一般市 

13 神奈川県 川崎市 政令指定都市 
 
28 鹿児島県 鹿児島市 中核市 

14 新潟県 長岡市 一般市  29 沖縄県 南風原町 町村 

15 石川県 金沢市 中核市      

 

③現在使用している請求書式の収集 

アンケート調査に回答いただいた自治体に対し、現在、各給付に係る請求に際して使用し

ている書式を提供いただき、標準書式との項目やレイアウトの差異の詳細を把握した。 

提供いただく書式は原則電子ファイル（Microsoft Word や Excel 等の編集可能媒体がある

場合は当該媒体にて）で送信いただき、書式のフォーマットだけでなく計算過程や請求金額

の算出シート等も把握できる形式とした。 
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２．調査の結果 

 本章では、アンケート調査および現行使用書式の収集結果を元に、自治体における給付費請

求事務の概況を明らかにする。 

 
（１）アンケート調査の結果概況 

①共通票 

共通票の各設問に係る集計結果は以下のとおり。 

ア 現在使用している教育・保育給付に係る事業者等からの請求書式の規定方法 

図表３に示すとおり、事業者等からの請求に係る請求書式を条例・規則で定めている

自治体は１自治体、他は全て通知や要綱、もしくは規定していないという回答となった。 

通知で定めている自治体も合議体での議論は不要となっており、内部的な手続きのみ

で制定・改廃している自治体が大部分を占めた。 

図表３ 共通票問１の集計結果 

選択肢 回答数 割合 

1.条例・規則（様式を修正・変更する場合には条例・規則の改正が必

要） 
0  0.0% 

2.条例・規則（様式を修正・変更する場合でも条例・規則の改正は不

要） 
1  3.4% 

3.通知（様式を修正・変更する場合には外部委員を含んだ合議体にお

ける議論が必要） 
0  0.0% 

4.通知（様式を修正・変更する場合でも外部委員を含んだ合議体にお

ける議論は不要） 
14  48.3% 

5.その他 14  48.3% 

計 29  - 

【「その他」の内容 】 

○条例、規則等で定めていない独自の様式を作成して使用。（３自治体） 

○特に規定していない。 

○職権で支弁しているため請求書式を設けていない。（２自治体） 

○要綱で定めている。 

○支援法第二十七条第七項の規定により施設から請求があった場合は支払うこととされている

ため、様式は任意と認識しているが、出納所管と確認のうえ便宜的に様式を作成し、事務的

に施設に提示している。 

○市要綱で規定（様式を修正する場合でも、外部委員を含んだ合議体における議論は不要） 

○認定こども園については通知で規定（外部委員を含んだ合議体における議論は不要）、その

他の施設・事業者については特に規定していない。 

○内部決裁（３自治体） 

○市が指定する請求書様式を使用している。 
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イ 自治体管内に所在する施設の利用児童に係る教育・保育給付について、自治体が定め

る請求様式とは異なる様式を用いて請求があった場合の対応 

図表４に示すとおり、「1.記載内容の過不足に関係なく貴市で定めている様式による

再提出を求める」とした自治体が最も多く、次いで「2.記載内容に不足がなければ異な

る様式でも受け付けるが、記載内容に不足がある場合には貴市で定めている様式による

再提出を求める」が多い結果となった。 

管内施設に対しては、やはり自治体指定の書式の使用が重視されていると考えられる。 

図表４ 共通票問２の集計結果 

選択肢 回答数 割合 

1.記載内容の過不足に関係なく貴市で定めている様式による再提出を

求める 
13  44.8% 

2.記載内容に不足がなければ異なる様式でも受け付けるが、記載内容

に不足がある場合には貴市で定めている様式による再提出を求める 
7  24.1% 

3.記載内容の過不足に関係なく、異なる様式でも受け付ける 5  17.2% 

4.その他 4  13.8% 

計 29  - 

【「その他」の内容 】 

○記載内容に不足がなければ受け付ける。 

○管内施設については様式を示して案内をしているため、異なる様式での請求はない。 

○当該給付に関して、本市では請求書を使用していない。 

○不足がなければ受け付ける。不足があれば様式問わず再提出依頼を行う。 

 

ウ 他自治体に所在する施設を広域利用で利用する児童に係る教育・保育給付について、

貴自治体が定める請求様式とは異なる様式を用いて請求があった場合の対応 

図表５に示すとおり、「3.記載内容に不足がある場合でも、当該不足分に関する資料

の追加提出があれば受け付ける」自治体が最も多く、次いで「4.施設が所在する市町村

の請求書式であれば受け付ける」自治体が多い結果となった。 

また、「2.記載内容に不足がなければ異なる様式でも受け付けるが、記載内容に不足

がある場合には貴市で定めている様式による再提出を求める」自治体が６自治体、その

他の回答でも記載内容に不足がなければ受け付けるとした自治体が２自治体と、書式に

こだわらず項目の過不足で判断する自治体が多く見られ、管内施設から異なる書式で提

出があった場合と比較して、より柔軟に対応している自治体が多いと言える。 
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図表５ 共通票問３の集計結果 

選択肢 回答数 割合 

1.記載内容の過不足に関係なく貴市で定めている様式による再提出を

求める 
4  13.8% 

2.記載内容に不足がなければ異なる様式でも受け付けるが、記載内容

に不足がある場合には貴市で定めている様式による再提出を求める 
6  20.7% 

3.記載内容に不足がある場合でも、当該不足分に関する資料の追加提

出があれば受け付ける 
8  27.6% 

4.施設が所在する市町村の請求書式であれば受け付ける 7  24.1% 

5.その他 4  13.8% 

計 29  - 

【「その他」の内容 】 

○記載内容に不足がなければ受け付ける。 

○子どもの認定の段階や、請求方法の照会があった段階で様式を示しているため、設問のよう

なケースはない。 

○当該給付に関して、本市では請求書を使用していない。 

○不足がなければ受け付ける。不足があれば様式問わず再提出依頼を行う。"   
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②子どものための教育・保育給付票（施設型給付票） 

子どものための教育・保育給付票①の各設問に係る集計結果は以下のとおり。 

ア 現在使用している施設型給付に係る請求書式 

図表６に示すとおり、「3.独自の様式を使用」が 21自治体と多くを占めた。 

「4.その他」と合わせれば 24 自治体となり、大部分の自治体が、国が作成した標準書

式を用いていない結果となった。 

図表６ 子どものための教育・保育給付票①問１の集計結果 

選択肢 回答数 割合 

1.国が作成した標準様式を使用（加算項目等について時点更新を行っ

た場合も含む） 
1 3.4% 

2.国が作成した標準様式を基にして一部改修や項目追加を行った様式

を使用（1.の「時点更新を行った場合」に該当する場合を除く） 
4 13.8% 

3.独自の様式を使用（2.に該当する場合を除く） 21 72.4% 

4.その他 3 10.3% 

計 29  100.0% 

【「その他」の内容 】 

○様式は定めていない。以前から（事業所が）使用している様式に慣れており、継続して使用

している。 

○職権で支弁しているため、請求書式を設けていない。（２自治体） 

 

イ 国が作成した標準書式に一部改修や項目追加を行った理由 

図表７に示すとおり、「1.運営費に関する自治体独自の上乗せ補助に関する項目を追

加する必要があるため」「2.加算要件の充足状況等の公定価格に関する記入項目を追加

する必要があるため」がそれぞれ１自治体あった。 

図表７ 子どものための教育・保育給付票①問２の集計結果 

選択肢 回答数 割合 

1.運営費に関する自治体独自の上乗せ補助に関する項目を追加する必

要があるため 
1  3.4% 

2.加算要件の充足状況等の公定価格に関する記入項目を追加する必要

があるため 
1  3.4% 

3.他の国庫補助制度に係る請求に関する内容を追加する必要があるた

め 
0  0.0% 

4.その他 2  6.9% 

計 4  100.0% 

【選択の具体的理由】←どの回答が上表のどの区分に該当するか分かるように記載 
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○年度末の精算作業における省力化のために、請求書様式から単価等をマクロで取り込むよう

設定しているため。←改修ではないのではないか。 

○給付費と自治体の独自加算を同時に請求してもらっているため。 

○理由：基本分単価に含まれる職員構成が当該施設を利用する子どもの実人員に応じて充足し

ているかの確認や加算要件の充足状況を表計算ソフトで容易に判定するため。 

 内容：職員の雇用状況表（氏名、資格の有無、勤務日数・時間など）、職員の配置状況表を

様式に追加。 

○標準様式のうち、請求明細書についてはほぼそのまま活用しているところ。請求書自体は市

内施設が入力しやすいように一部レイアウト等を変更している。 

【1.運営費に関する自治体独自の上乗せ補助に関する項目を追加する必要があるため】 

○・・・ 

【2.加算要件の充足状況等の公定価格に関する記入項目を追加する必要があるため】 

○・・・ 

【4.その他】 

○・・・ 

 

ウ 独自書式を使用している理由 

図表８に示すとおり、「3.従来から使用している様式を引き続き使用する必要がある

ため」が約半数、続いて「4.その他」が３分の１を占めた。 

一方、これらを選択した具体的な理由・内容についての記述を見ると、概算払い（精

算）への対応（３自治体）や計算根拠となる内訳（処遇改善等加算や月初在籍児童数、

広域入所児童数など）の記載（３自治体）等、請求書式の項目について複数の自治体に

共通した内容もあった。 

また、「2.加算要件の充足状況等の公定価格に関する記入項目を追加する必要がある

ため」の内容については、回答した自治体が実際に使用している請求書式を参照したと

ころ、上記と同様に処遇改善加算の内訳や広域入所児童数、月初の認定/年齢区分別児童

数の他、副食費徴収免除加算の記入欄も追加されていることがわかった。 

図表８ 子どものための教育・保育給付票①問３の集計結果 

選択肢 回答数 割合 

1.運営費に関する自治体独自の上乗せ補助に関する項目を追加する必

要があるため 
1  4.8% 

2.加算要件の充足状況等の公定価格に関する記入項目を追加する必要

があるため 
3  14.3% 

3.従来から使用している様式を引き続き使用する必要があるため 10  47.6% 

4.その他 7  33.3% 

計 21  100.0% 

【選択の具体的理由】←下線の趣旨が不明なため下線を削除。 

選択

肢１ 

○人件費に係る加算項目の要件確認など、市独自助成と連動して行うことが必要であるた

め。 

選択

肢２ 

←「2.」を選択した理由ではない。○広域入所の人数や処遇改善等加算ⅡＡ、Ｂの人数等

請求書上で計算根拠がわかるようにするため。 
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 そのほか、施設側での入力間違いを防ぐために、ドロップボックスで選択できるよう修

正するため。 

←３自治体とも同じ回答ということでいいか。 

選択

肢３ 

○施設型給付費の請求システムを企業と共同研究で開発するにあたり、従前から使用して

いる市独自のExcel様式に基づき作成したため。 

○従来から使用している様式を使うことで、市内施設にとっての様式の変更に伴う事務的

な負担が生じなくてよいと考える。 

○従来からの使い慣れている様式を使うことで、毎月の請求事務を効率的に行うことがで

きるため。 

○1つのファイルで毎月の請求に加えて年度末などにおける精算もできるようにしているた

め。 

○本市で使用している請求書様式は当月概算と前月以前の精算を兼ねており、請求書の１

頁目で年度中の精算状況を確認できるような形式にしている。 

○単月毎の加算の適/不適を確認するために、市独自の職員配置報告書とリンクさせて様式

を作成しているため 

○複数の市町村に施設を持つ法人が少なく、請求様式差異が負担になるという意見がない

ため、従来からの様式を使用している。 

選択

肢４ 

○①四半期ごとの概算・精算を行っている←従来からの取扱（様式）の説明ではないか 

 ②様式内で処遇改善等加算を算出している←同上 

 ③国様式では更新の頻度や施設種別毎の整理状況にばらつきがある 

 ④「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について（周

知）」（平成28年4月14日事務連絡）にある「公定価格の額の情報提供資料」を兼ねてい

る。 

○平成27年度の制度施行にあたって、施設に対して前年度中に事務説明をする必要があっ

たが、その時点では国の様式は示されていなかったため、独自に様式を作成した。 

 様式変更による施設の混乱を避けるため、加算項目などの制度変更に伴うメンテナンス

をしつつ、当初の様式を継続して使用している。 

○処遇改善加算Ⅰの内訳等、標準様式よりも詳細な記載が必要なため。←「2.」ではない

か。 

○従前から使用している様式で対応できているため。 

○平成27年度の新制度が始まった時に、保育所・認こ園・小規模等の各保育施設ごとの標

準様式が出揃っていたならば標準様式を使用していたと思われるが、一部の施設類型し

か配布されず、また、システムの精度も当時は高くなかったことから、従来の様式を修

正し使用している。 

 また、平成30年度末に保育所の標準様式を配布されたが、保育所のみ標準様式に切り替

えるのは現実的ではなかったため、標準様式への切り替えを見送った。 

○適用加算が限られることから、入力項目を簡素化するため。 

 

エ 現在国が示している標準様式を実際に請求様式として使用する場合に、課題となると

考えられること 

図表９に示すとおり、「1.請求事務に使用しているシステムやアプリケーションの改

修」が最も多く挙げられており、請求書式の変更に際しては改修の要否の検討や予算の

確保、改修作業に一定の期間を要する点には配慮が必要であることがわかる。 

また、「4.教育・保育給付に係る記入項目が不足していること」「5.教育・保育給付

に係る不要な記入項目があること」の詳細を各自治体が実際に使用している請求書式と

標準書式を比較して特定したところ、それぞれ以下のとおりであった。 
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＜項目が不足していると回答した自治体＞ 

・概算払い/精算に関する項目が不足（３自治体） 

・広域入所人数、処遇改善加算の内訳、年齢/認定区分別児童数等の請求額算定の基礎

になる数字が不足（３自治体） 

・基本分単価や加算要件の充足状況（職員の雇用・配置状況等）に関する項目が不足

（１自治体） 

＜不要な項目があると回答した自治体の詳細＞ 

・市単独補助を行っていないため当該項目は不要（１自治体） 

・一時預かり事業分は給付費とは別に管理しているため不要（１自治体） 

・明細書の事業所番号、所在地、公私立の別、開所時間等の事業所基本情報が不要

（２自治体） 

・当該自治体が適用されない加算（降灰除去費加算、除雪費加算等）の欄が不要（２

自治体） 

不足するとされた項目については請求/支払いに関わる内容が含まれている点に注意が

必要である。 

一方、不要な項目については施設側の負担を考慮して自治体によっては不要となる項

目を削除しているというものであった。 

図表９ 子どものための教育・保育給付票①問４の集計結果（複数回答可： n=28 ） 

選択肢 回答数 割合 

1.請求事務に使用しているシステムやアプリケーションの改修 12  42.9% 

2.独自の上乗せ補助に関する記入項目の取り扱い 4  14.3% 

3.他の国庫補助事業に係る記入項目の取り扱い 1  3.6% 

4.教育・保育給付に係る記入項目が不足していること 5  17.9% 

5.教育・保育給付に係る不要な記入項目があること 4  14.3% 

6.他の制度と一体的に事務処理用のシステムを構築しており、他制度

の事務に影響を及ぼす可能性がある 
0  0.0% 

7.その他 11  39.3% 

いずれも該当なし 4  14.3% 

【選択の具体的内容】←選択肢毎に分けて記載できないか 

○四半期ごとの概算・精算に対応/処遇改善等加算の算出/全施設種別様式の作成/様式更新のス

ケジュール提示/12月分の公定価格が一覧となっていることなど。 

○上記2.独自の上乗せ補助については、特別支援児・特別衛生対策に対する自治体独自の補助

があるため、標準様式では対応できない。また、標準様式では、概算払に対応できない。 

○施設が請求事務に係るソフトを使用している場合、施設側の手間が増えることでヒューマン

エラーの発生が懸念される。 

○システムから出力される請求明細書の様式を変更することや、システムで管理する情報を追
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加することなどが必要と思われる。 

○シートの数が多いため、入力すべき箇所も多いように思われる。 

○自治体の独自加算があるため、国の標準様式をそのまま使用することができない。 

○＜１について＞ 

 新制度開始以降、市独自助成との兼ね合いから国の示す標準様式は使用していない。本市に

おいては、施設数が非常に多い中で支給事務を迅速・円滑に行うために、請求システムを使

用しているが、標準様式を使用する場合にはシステムの大規模改修が必要。このため、市側

の財政負担や審査体制等の見直しにとどまらず、請求事務手続きの変更に伴う各施設・事業

者への影響と混乱が想定される。 

＜２・３について＞ 

 現状はその他国庫補助事業や市独自助成にかかる内容も一体的に確認しているが、教育・保

育給付にかかるもののみが分離し、書類が増えることにより、各施設・事業所の書類作成や

本市における支給事務の負担が確実に増大することが想定される。 

＜５について＞ 

・地域によっては対象外となる加算項目は不要であり、施設・事業者の混乱も想定されるた

め、各自治体で削除もしくはその旨を様式内に追記する必要がある。 

 例えば、本市では毎月施設から加算項目を届出させているため、「適用年月又は適用年度」

の項目は不要。このように、自治体の支払い方法等により要・不要が分かれる項目もあるた

め、一律で標準化された様式に対応するのは難しい。 

＜７について＞ 

 現在の参考様式には通知の文言がそのまま記載されているため、施設・事業者が要件や添付

書類の内容を解釈するのは非常に困難。本市では、要件や必要な添付資料について、補足説

明を加えながらより詳細に記載している。本来は様式本体に補足をすれば足りるが、様式の

体裁や文言を変更できないとすれば、補足が必要な事項は別紙で説明をしていくことになる

と思われ、参照書類も増えるため、施設・事業所の書類作成や本市における支給事務の負担

になることが想定される。 

○制度変更や単価変更に対応し順序立てて支払う必要があるため、標準様式をタイムリーに変

更していただく必要がある。 

○職員の雇用状況表（氏名、資格の有無、勤務日数・時間など）、職員の配置状況表が必要。 

○各加算の算定額の根拠が請求書のみではわからない事と施設での入力間違いを防ぐ事への対

応が必要。 

○システム業者が国の標準様式をベースにした明細書を作成していることから、そのまま使用

することとする場合は軽微な改修が必要と思われる。請求書そのものの変更に関しては書き

方を含め各事業者への周知・支払業務にあたっては庁内の会計部局との調整が必要である。 

○加算（減算）項目の新設や要件変更、単価変更にシステムが即時対応しておらず、請求書に

記載されていても金額どおりに支払えない場合がある。 

○毎月の請求だけではなく、精算が容易にできること。 

○小さい個人立の保育所が多いため、できる限り変更しないほうが好ましいと考える。 

○現在給付計算で使用している保育システムで対応可能かシステム業者と協議の上、確認する

必要がある。なお、可能な場合であっても、改修作業等に時間を要する。 

○導入しているシステムへ各施設、各月の加算を入力して支弁台帳を出力している。その入力

作業が円滑に進むように、加算の順番をシステムの並びと統一している。 

 標準様式を使用するのであれば、国の標準様式に合わせてシステムを改修するのか、標準様

式を入力作業がしやすいように加工するのか、どちらにせよ工数や検証が必要になる。 

○事業所より特に事務負担について意見がないため、逆に様式変更した場合に混乱が生じる恐

れがあると考える。 
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オ 今後標準書式を改定・公表した場合に、新たな標準書式を実際に請求様式として使用

するのに必要な時間 

図表 10 に示すとおり、「3.公表の翌年度以降に可能」が最多となり、その理由として

は、システム改修に係る予算措置や事業所等への説明といった年単位での準備が必要と

なるほか、年度当初からの改正が望ましい（年度途中での変更は望ましくない）といっ

た意見が多く見られた。 

図表 10 子どものための教育・保育給付票①問５の集計結果 

選択肢 回答数 割合 

1.公表されれば直ちに可能（公表後３か月程度以内） 3  10.3% 

2.公表後１年以内（当該年度内）に可能 7  24.1% 

3.公表の翌年度以降に可能 14  48.3% 

4.その他 5  17.2% 

計 29  100.0% 

【選択の具体的理由】 

選択

肢１ 

○請求書のシステム出力や独自の上乗せを行っていないため、システム改修等の問題は発

生せず、施設・事業類型ごとの標準様式が示されればすぐにでも切り替え可能。また、

毎年の制度改正のたびに標準様式も改正されれば、自治体の事務負担が大きく軽減され

る。 

○周知のための一定程度の期間があれば対応可能。 

選択

肢２ 

○システムの改修自体は3か月以内で可能であるが、改修費用が生じた場合の予算措置等も

考慮すると上記のとおり。 

○自治体独自の内容を盛り込んで請求様式を加工する必要があるため。 

○改定内容にもよるが、各加算項目の認定の可否を表計算ソフトにて判定しているため動

作確認等について余裕をもって行う必要があるため。 

○施設への周知に一定の期間を要するため。 

○年度初めから運用開始であれば、比較的混乱を防げると考えられるため。 

選択

肢３ 

○関係団体との調整が必要なため。 

○従来の請求様式との比較・修正作業や施設への様式変更の説明を行うために時間を要す

るため。 

○施設側が様式変更に対応するための準備期間に余裕を持たせたい。また、様式変更する

のであれば、年度当初からが望ましいと考える。 

○年度途中で請求様式を変更すると、施設及び事業者も混乱すると考えられるため。 

○システム改修、市内部における審査・支給事務の変更に係る対応の検討、施設・事業者

への周知には相応の時間を要する。特に、システム改修は予算措置やシステム事業者に

よる改修作業が必要となるため、年単位での準備期間を要するものと考える。 

○年度途中で様式を変更することにより、施設及び自治体の両者にとって事務的な負担が

生じるため。 

○システムとの連携に作業を要することと施設側にとって年度途中で請求様式を変更する

ことは負担になるため、翌年度以降であれば対応可能。 

○様式変更の必要性について、検討に時間を要するため。 

○市内外の事業者への請求方法についての周知や既存のシステムの運用についての検討、



13 

 

会計部局との調整等に時間を要するため。 

○年度途中の変更は施設の混乱を招くため。（月初に当月分を請求する運用としているた

め、4月公表では年度当初に間に合わないため） 

○新たな標準様式を実際に使用するとなると、システム改修等の課題があり、4種類の類

型、管内51園の入力手順の検証及び、支弁台帳を出力した後の数値の検証が必要になる

ため。 

○施設からの4月分の施設型給付費の請求の時期が4月上旬のため。 

選択

肢４ 

○職権で支弁しており、施設が請求をするという方法が確立していないため、請求書を用

いての運用には時間がかかると想定される。 

○システム改修が完了次第可能であると思われる。 

○保育園と協議の上、判断することになる。 

○現在給付計算を行っている保育システムの開発業者との協議や、改修に必要な予算の確

保、業者の改修作業の時間を要するため、必要な時間は明示できない。"   

 

カ その他要望や意見 

その他の要望としては、書式に必要な項目についての内容の他、現行の自治体での運

用を踏まえ、従前の書式を使用する/請求書を使用せずに支払いを行うことについての裁

量を残して欲しいとの意見もあった。 

【その他の意見や要望】 

○施設側も独自様式を今まで使用しているので、標準様式を使用する際には、説明会やマニュ

アルの配布などを行わなければならないと想定されるため、様式の切り替えに向けて、前年

度から計画的に進めなければならないと考えられる。 

○請求内容については、在園児童の情報に誤りがないか、児童管理番号や氏名により確認して

いるため請求書に添付する「在園児管理シート」には児童管理番号や氏名の記載が必要。 

○各自治体が加工・修正しやすい標準様式を作成して欲しい。 

○施設が請求額を算定すること自体が施設にとって大きな事務負担であり、さらには請求内容

を審査する自治体の負担も増えることで、最終的に支給が遅れるリスクがあると考えてい

る。（特に公定価格改定に伴う差額遡及などは施設での算定は困難。）このため当自治体で

は算定実務は自治体が行ない、明細書を施設に示して内容を確認してもらうことで円滑な支

給を図っている。施設側に算定の事務負担を課していないため、標準様式に変更するメリッ

トはない。 

○給付対象施設数が1,000を超えるため、様式の抜本的な変更といった大規模な事務手続きの変

更は、多大な影響が生じる。新制度開始以降、一貫して市の定める様式で請求手続きをお願

いしており、各施設・事業者においても既に定着しているものと考える。 

 今後も引き続き、制度変更に伴う改正や事務効率化等の観点からの改善には対応していく必

要があると考えるが、市に対しては施設・事業者から様式変更に関する要望は特段届いてい

ないため、従前の様式を活用していくことを前提に対応していきたい。 

○毎月の請求時に当月の認定を細かくは見ておらず、人事院勧告も毎年あることから必ず年度

末に精算作業が必要。毎月の請求書様式に追加して、年間の精算用のデータも必要。 

○請求の簡素化（請求書を徴さず職権にて支弁）を行っている。今後標準書式が改定・公表さ

れたとしても、請求書の使用を義務付けるのではなく、引き続き市町村判断で職権でも支弁

できるよう、選択の余地を残して欲しい。 

○明細書に以下の情報が表示されていないため、「基本分、加算分請求額（合計）」欄の金額

の算出過程が分かりにくい。 

・児童の情報（初日児童数、途中入退所の情報） 

・加算の適用状況（処遇Ⅱの加算人数、療育支援加算の区分など） 
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単価改正や加算要件変更等の案が示されてから適用まで期間が短いことが多いが、請求事務は 

毎月発生するので、制度改正等に伴う修正版を迅速に発出いただきたい。 
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③子どものための教育・保育給付票（地域型保育給付票） 

子どものための教育・保育給付票②の各設問に係る集計結果は以下のとおり。 

ア 現在使用している地域型保育給付に係る請求書式の作成経緯 

図表 11 に示すとおり、地域型保育給付の請求書式については自治体内部で作成した自

治体が多くを占めた。 

図表 11 子どものための教育・保育給付票②問１の集計結果 

選択肢 回答数 割合 

1.自治体内部で検討・作成した 20  71.4% 

2.外部の委員を含めた合議体で協議の上作成した 0  0.0% 

3.他の自治体が使用していた書式を使用 1  3.6% 

4.その他 8  25.0% 

計 28  100.0% 

【「その他」の内容 】 

○地域型保育給付の対象となる施設がない。（４自治体） 

○職権で支弁しているため、請求書式を使用していない。（２自治体） 

○市として様式を規定しておらず、記載内容に不足がないような形で事業者が定める様式によ

り請求を受け付けている。 

○請求書そのものは施設型給付と同様のものとしており、請求明細についてはシステムのパッ

ケージ（システム業者が国の標準様式をベースに作成しているものと思料）を活用。 

 

イ 国が標準書式を作成するに際し、留意する必要があると考えられること 

図表 12 に示すとおり、「4.その他」が最も多く、次いで「1.請求事務に使用している

システムやアプリケーションの改修」が多かった。 

「4.その他」の内容としては、様式の項目の加除が可能であること（２自治体）、精

算に対応できること（３自治体）といった意見があった。 

図表 12 子どものための教育・保育給付票②問２の集計結果（複数回答可：n=●） 

選択肢 回答数 割合 

1.請求事務に使用しているシステムやアプリケーションの改修 10  34.5% 

2.独自の上乗せ補助に関する記入項目の取り扱い 4  13.8% 

3.他の国庫補助事業に係る記入項目の取り扱い 2  6.9% 

4.その他 11  37.9% 

いずれも該当なし 6  20.7% 
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【選択の具体的内容】←回答区分ごとに整理できないか 

○四半期ごとの概算・精算に対応/処遇改善等加算の算出/全施設種別様式の作成/式更新のスケ

ジュール提示/12月分の公定価格が一覧となっていることなど。 

○現時点では地域型保育給付での独自補助はないが、今後新たに補助を行うことになった場合

など、様式の一部改修がしやすい様式だと事務負担が少ない。 

○・単価改正や保育料の遡り変更に伴う差額精算ができるようにして欲しい。 

 ・賃金改善要件分が自動計算されるようにして欲しい。 

○＜１について＞ 

 新制度開始以降、市独自助成との兼ね合いから国の示す標準様式は使用していない。本市に

おいては、施設数が非常に多い中で支給事務を迅速・円滑に行うために、請求システムを使

用しており、標準様式を使用する場合にはシステムの大規模改修が必要となる。このため、

市側の財政負担や審査体制等の見直しにとどまらず、請求事務手続きの変更に伴う各施設・

事業者への影響と混乱が想定される。 

 ＜２・３について＞ 

 現状はその他国庫補助事業や市独自助成にかかる内容も一体的に確認しており、教育・保育

給付にかかるもののみが分離し、書類が増えることにより、各施設・事業所の書類作成や本

市における支給事務の負担が確実に増大することが想定される。 

 ＜４について＞ 

 地域によっては対象外となる加算項目は不要であり、施設・事業者の混乱も想定されるた

め、各自治体で削除もしくはその旨を様式内に追記する必要がある。 

 例えば、本市では毎月施設から加算項目を届出させているため、「適用年月又は適用年度」

の項目は不要。このように、自治体の支払い方法等により要・不要が分かれる項目もあるた

め、一律で標準化された様式に対応するのは難しい。 

 現在の参考様式には通知の文言がそのまま記載されているため、施設・事業者が要件や添付

書類の内容を解釈するのは非常に困難。本市では、要件や必要な添付資料について、補足説

明を加えながらより詳細に記載している。本来は様式本体に補足をすれば足りるが、様式の

体裁や文言を変更できないのだとすれば、補足が必要な事項は別紙で説明をしていくことに

なると思われる。参照書類も増えるため、施設・事業所の書類作成や本市における支給事務

の負担になることが想定される。 

○記入項目に過不足がある場合に自由に加除等ができること。 

○各種加算額や児童の情報から自動計算ができるように作成すること。 

○システム業者が国の標準様式をベースにした明細書を作成していることから、そのまま使用

することとする場合は軽微な改修が必要と思われる。請求書そのものの変更に関しては書き

方を含め各事業者への周知・支払業務にあたっては庁内の会計部局との調整が必要である。 

○システム改修に時間を要するため。 

○本市の場合、加算（減算）項目の新設や要件変更、単価変更にシステムが即時対応しておら

ず、請求書に記載されていても金額どおりに支払えない場合がある。 

○毎月の請求だけではなく、精算が容易にできること。 

○現在給付計算で使用している保育システムで対応可能かシステム業者と協議の上、確認する

必要がある。なお、可能な場合であっても、改修作業等に時間を要する。 

○導入しているシステムへ各施設、各月の加算を入力して支弁台帳を出力している。その入力

作業が円滑に進むように、加算の順番をシステムの並びと統一している。 

 標準様式を使用するのであれば、国の標準様式に合わせてシステムを改修するのか、標準様

式を入力作業がしやすいように加工するのか、どちらにせよ工数や検証が必要になる。 
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ウ 今後標準書式を作成・公表した場合に、新たな標準書式を実際に請求様式として使用

するのに必要な時間 

図表 13 に示すとおり、「3.公表の翌年度以降に可能」が最多となり、その理由として

は、システム改修に係る予算措置や団体との調整、事業所等への説明等年単位での準備

が必要となるほか、年度当初からの改正が望ましい（年度途中での変更は望ましくない）

といった意見も見られた。 

おおむね、施設型給付と同様の傾向といえる。 

図表 13 子どものための教育・保育給付票①問５の集計結果 

選択肢 回答数 割合 

1.公表されれば直ちに可能（公表後３か月程度以内） 3  10.7% 

2.公表後１年以内（当該年度内）に可能 5  17.9% 

3.公表の翌年度以降に可能 12  42.9% 

4.その他 5  21.4% 

計 25  100.0% 

※地域型保育給付の対象施設がない４自治体はいずれも未回答もしくは施設がないため不明との

回答であったため、集計からは除外している。 

【選択の具体的理由】 

選択

肢１ 

○施設型給付費の請求書と同様に本市ではすぐに対応可能。 

○周知のための一定程度の期間があれば対応可能。 

選択

肢２ 

○早急に対応した方が良いと思われる反面、ある程度の検討期間が必要であるため、１年

以内とした。 

○標準様式の内容にもよるが、各加算項目の認定の可否を表計算ソフトにて判定したいた

め、動作確認等を、余裕をもって行う必要があるため。 

○各施設への周知に一定の期間を要するため。 

○年度初めから運用開始であれば、比較的混乱を防げると考えられるため。 

選択

肢３ 

○関係団体との調整が必要なため。 

○従来の請求様式との比較・修正作業や施設への様式変更の説明を行うために時間を要す

るため。 

○年度途中で請求様式を変更すると、施設側も混乱すると考えられるため。 

○システム改修、市内部における審査・支給事務の変更に係る対応の検討、施設・事業者

への周知には相応の時間を要する。特に、システム改修は予算措置やシステム事業者に

よる改修作業が必要となるため、年単位での準備期間を要する。 

○年度途中で様式を変更することにより、事業者及び自治体の両者にとって事務的な負担

が生じるため。 

○システムとの連携に作業を要することと施設側にとって年度途中で請求様式を変更する

ことは負担になるため、翌年度以降であれば対応可能。 

○様式変更の必要性について、検討に時間を要するため。 

○市内外の事業者への請求方法についての周知や既存のシステムの運用についての検討、

会計部局との調整等に時間を要するため。 

○年度途中の変更は施設の混乱を招くため。（月初に当月分を請求する運用としているた
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め、4月公表では年度当初に間に合わないため） 

○4種類の類型、管内園の入力手順の検証及び、支弁台帳を出力した後の数値の検証が必要

になるため。 

選択

肢４ 

○職権で支弁しており、施設において請求をするという方法が確立していないため、求書

を用いての運用には時間がかかると想定される。 

○市独自の請求様式を使用しているため。 

○システム改修が完了次第可能であると思われる。 

○現在給付計算を行っている保育システムの開発業者との協議や、改修に必要な予算の確

保、業者の改修作業の時間を要するため、必要な時間は明示できない。 

 

エ 標準書式作成に当たっての要望や意見 

標準書式作成に当たっての要望としては、単純に標準書式を作成・公表するだけでな

く、単価改正等への早急な対応や全国統一のシステムの導入といったものがあった。 

また、標準書式の使用に裁量を持たせて欲しい、あるいは使用を想定していないとい

う意見も見られた。 

【標準書式作成に当たっての意見や要望】 

○施設側も独自様式を今まで使用しているので、標準様式を使用する際には、説明会やマニュ

アルの配布などを行わなければならないと想定されるため、様式の切り替えに向けて、前年

度から計画的に進めなければならないと考えられる。 

○単価も組み込まれた様式として、単価改正にも早急または同時に作成・公表して欲しい。 

○様式を統一するのみではメリットは少なく、給付額の算定から支弁台帳の作成まで施設も行

政も利用できるような全国共通のシステムを国として用意し、加算項目の新設や単価のメン

テナンスも国が行うのであれば、各自治体にとってのメリットが大いにあると思う。 

○給付対象施設数が1,000を超えるため、様式の抜本的な変更といった大規模な事務手続きの変

更は、多大な影響が生じる。 

 新制度開始以降、一貫して市の定める様式で請求手続きをお願いしており、各施設・事業者

においても既に定着しているものと考える。 

 今後も引き続き、制度変更に伴う改正や事務効率化等の観点からの改善には対応していく必

要があると考えるが、市に対しては施設・事業者から様式変更に関する要望は特段届いてい

ないため、従前の様式を活用していくことを前提に対応していきたい。 

○請求の簡素化（請求書を徴さず職権にて支弁）をおこなっている。 

 今後標準書式が改定・公表されたとしても、請求書の使用を義務付けるのではなく、引き続

き市町村判断で職権でも支弁できるよう、選択の余地を残して欲しい。 

○使用している請求書様式は１枚で当月概算と前月以前の精算を兼ねているため、標準様式の

ような月ごとに表示するかたちでは、１施設につき複数枚の請求書が必要となってくるの

で、施設と行政双方で管理や手続きが煩雑になる。 
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④施設等利用給付票 

施設等利用給付票の各設問に係る集計結果は以下のとおり。 

ア 現在使用している施設等利用給付に係る請求書式 

図表 14 に示すとおり、「2.国が作成した標準様式を基にして一部改修や項目追加を行

った様式を使用」が最多となった。 

一方、「3.独自の様式を使用」は３自治体に留まり、一部改修はあれど多くの自治体

では国の標準書式あるいはそれに準じたものを使用していた。 

「4.その他」では、４自治体のうち２自治体が、償還払い用は国書式を使用している

ものの、法定代理受領用は一部改修・削除しているという点で共通している。 

図表 14 施設等利用給付票問１の集計結果 

選択肢 回答数 割合 

1.国が作成した標準様式を使用（加算項目等について時点更新を行っ

た場合も含む） 
6  20.7% 

2.国が作成した標準様式を基にして一部改修や項目追加を行った様式

を使用（1.の「時点更新を行った場合」に該当する場合を除く） 
16  55.2% 

3.独自の様式を使用（2.に該当する場合を除く） 3  10.3% 

4.その他 4  13.8% 

計 29  100.0% 

【「その他」の内容 】 

○様式は定めていない。償還払い用は国が作成した参考様式を使用。法定代理受領用も参考様

式を使用しているが、内訳書については項目に不足があるため使用していない。 

○償還払いは国が作成した参考様式を使用しているが法定代理受領は国の様式を一部改修して

使用。 

○【私学助成幼稚園等に係る施設等利用費】(私学助成園等の教育部分) 

 2.国が作成した参考様式を基にして一部改修や項目追加を行ったものを使用 

【私立幼稚園等預かり保育事業】（幼稚園の預かり保育） 

 3.独自の様式を使用(2.に該当する場合を除く) 

【保育室】（認可外保育施設） 

 3.独自の様式を使用 

【年度限定保育事業】（一時預かり） 

 3.独自の様式を使用 

○国様式が示されているものについては、国様式を使用し、軽微な修正や市では必要のない部

分を削除する等している。 

（ex.国立大学附属幼稚園の授業料及び預かり保育料（償還払い）、認可外保育施設利用料（法

定代理）、一時・病児・子育て支援活動（償還払い）） 

 国が様式を示していないものについては、市独自様式を使用している。 

（ex.認可外保育施設等の利用料が施設等利用費の対象とならない施設の預かり保育料(法定代

理）） 
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イ 国が作成した標準書式に一部改修や項目追加を行った理由 

国の標準書式に一部改修や項目追加を行った理由としては、請求書と提供証明書、あ

るいは領収書と提供証明書を一体化した（４自治体）、請求対象の月数を増加（４自治

体）、預かり保育の代理受領用の様式を追加（２自治体）といった内容が見られた。 

また、各自治体の実情に応じ不要な項目を削除したという意見も多く見られる。 

【施設等利用給付票問２の回答内容】 

○【私学助成幼稚園の教育時間部分について】 

・休園、途中入退園時に保育料が日割りとなる園、などに対応できるよう内訳書を改良した。 

【上記以外の預かり保育事業について】主に下記の内容で施設や保護者の手間を削減してい

る。 

・国様式の提供証明書、領収証、請求書を合体 

・提供証明書における「提供時間帯」欄を削除し、市に届出た確認申請書の内容と異なる場合

のみ記入させる方式に変更 

○記載事項・説明事項の加筆修正。預かり保育についても法定代理受領による請求を行うた

め、様式を追加。 

○事務の省力化のため、一月に１枚となっている標準請求書について、対象月欄の追加を行い

複数月まとめての請求を可能としたのもの。 

○国の標準様式で一部簡略化を行ったため。 

○償還払い用については、市会計処理の観点から請求額を記入する項目を追加した。 

○記載項目は概ね同様。以下のとおり体裁を変えた程度の改修。 

①OCR対応のための体裁変更 

②他業務から情報流用のための項目追加 

○私立幼稚園等の施設等利用費の請求書は、自治体独自の上乗せを上限とした記入をするよ

う、様式中の記入案内を変更し使用。その他、償還払いの頻度が少なくて済むよう、請求で

きる利用年月を増やしている。それ以外は国が作成した参考様式を使用。 

 ただし、ファミリーサポート事業の活動報告については、幼児教育・保育無償化制度開始以

前から独自の様式を備えていたため、制度開始後も様式を変更せず使用している。 

○【私学助成幼稚園等に係る施設等利用費】 

 園の事務負担軽減を図り、記載項目を一部簡略化（保育料は月額とする、途中入退園は該当

する場合のみ記載し、該当がない場合は空欄とする等）しているため。 

 また、施設等利用費の支給を６か月ごとの支給としているため。 

○預かり保育の利用料を口座振替により徴収している施設があり、この場合は領収証の発行が

ないため、提供証明書と領収証が一体となった様式を国の参考様式を一部改修の上、作成 

○必要のない項目を削除 

○償還払い用については、複数月をまとめた請求書となっており、各月ごとの請求金額を記載

することとなっているが、本市の支払事務においては、一つの請求書で請求する額（＝各月

分の合計金額）の記載がなければならないため。また、各種明細については、各施設の事業

実施方法に応じた内容にするため。 

○標準様式では３ヶ月分しか請求できなかったため、６ヵ月分請求可能なように枠を追加。 

○償還払い用の請求書について、請求者である保護者の負担を軽減するため、利用した各施

設・事業の所在地欄を削除した。 

○預かり保育事業に係る法定代理受領用の参考様式がないため、他の参考様式を参考に様式を

作成した。 

 市民にとって分かりやすく、また記載がしやすいように各参考様式で必ずしも記載する必要

性がない項目（本市で該当がないものや添付書類で確認できるものなど）は割愛した。 

 口座名義欄が小さいので、一文字ずつ正確に記載できるようにした。 

 特定子ども・子育て支援提供者の事務負担を軽減するため、特定子ども・子育て支援の提供



21 

 

に係る領収証と特定・子ども子育て支援提供証明書を一体化するとともに、特定子ども・子

育て支援ごとに様式を設定した。 

 特定子ども・子育て支援提供証明書について、特定子ども子育て支援の提供内容が提供日ご

とに明確に分かるようなものに改変した。 

○本市の運用方法（入園料は年１回の支払、保育料は毎月の支払）に合わせる必要があったた

め。 

○支払状況確認事務簡素化のため、請求書に添付する「施設等利用費請求金額内訳書」に「保

護者確認欄」を追加した。 

 保護者の請求誤り防止のため、償還払い用請求書に市内の主な無償化施設（一時預かり・認

可外・病児病後児）を明記（チェック方式）した。 

 利用料が施設によって月額、日額、時額と異なるため、「施設等利用費請求金額内訳書」の

利用料欄に関数を追加した。 

○施設等利用費請求書と提供証明書をあわせて、一つの請求書としている。 

 

ウ 独自書式を使用している理由 

独自書式を使用している理由としては、従前から使用している書式をそのまま使用し

ている（２自治体）、自治体独自の助成金請求書式に追加した（１自治体）、教育・保

育給付に準じて作成した（１自治体）、が挙げられた。 

【施設等利用給付票問３の回答内容】 

○【私立幼稚園等預かり保育事業】補助金とともに給付費を請求するため。 

【保育室】本市独自の助成金請求様式に、施設等利用給付に関する内容を追加した。 

【年度限定保育事業】従来の助成金請求様式に加えた形であるため。 

○従前から使用している様式で対応できているため。 

○同一システムを使用している教育・保育給付に準じて独自に作成した。 

○本市以外に施設を持つ法人が少なく、負担になるという意見がないため、従来からの様式を

使用している 
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エ 現在国が示している標準様式を実際に請求様式として使用する場合に、課題となると

考えられること 

図表 15 に示すとおり、「7.その他」を除くと「4.給付に係る記入項目が不足している

こと」「5.給付に係る不要な記入項目があること」がそれぞれ７自治体と多かった。 

結果となった。 

 

図表 15 施設等利用給付票問４の集計結果 

選択肢 回答数 割合 

1.請求事務に使用しているシステムやアプリケーションの改修 3  10.3% 

2.独自の上乗せ補助に関する記入項目の取り扱い 1  3.4% 

3.他の国庫補助事業に係る記入項目の取り扱い 0  0.0% 

4.給付に係る記入項目が不足していること 7  24.1% 

5.給付に係る不要な記入項目があること 7  24.1% 

6.他の制度と一体的に事務処理用のシステムを構築しており、他制度

の事務に影響を及ぼす可能性がある 
0  0.0% 

7.その他 10  34.5% 

いずれも該当なし 9  31.0% 

【選択の具体的内容】 

○【私学助成幼稚園等に係る施設等利用費】 5.給付に係る不要な記入項目があること 

 7.その他（幼稚園が「施設」と表記されることを好まない） 

【私立幼稚園等預かり保育事業】 2.独自の上乗せ補助に関する記入項目の取り扱い 

○当市に該当しない項目や説明書きは記入する保護者や事業者を混乱させる可能性があること

から、削除するなどして使用したい。 

 市の事務処理上必要な項目を追加する、文言を通称に変えるなど、必要な追加・修正を加え

て使用したい。 

○内訳書と請求書（兼提供証明書）がリンクするように修正する必要がある。 

○預かり保育事業に係る法定代理受領用の参考様式が示されていない。 

 一の特定子ども・子育て支援提供者が複数の特定子ども・子育て支援を提供することは少な

いので、特定子ども・子育て支援ごとに特定子ども・子育て支援提供証明書の様式を設定

し、提供内容も提供日ごとに記載できるもののほうが明解かつ効率が良い。 

○別紙を使用せず独自の一覧表で把握する方法としているため 

○事業所より特に事務負担について意見がないため、逆に様式変更した場合に混乱が生じる恐

れがあると考える。 
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（２）自治体が現在使用している請求書式の収集結果 

①施設型給付及び地域型保育給付に係る現行書式 

ア 自治体が請求事務に際し提出を求めている書類 

各自治体が使用している請求書式のうち施設型給付及び地域型保育給付について、在

籍する児童の一覧や職員の雇用（配置）状況一覧等の添付書類を除いた請求書及び明細

書の使用状況は図表 16のとおり。 

施設型給付及び地域型保育給付については、多くの自治体が請求書（表紙）＋請求明

細書という構成で使用していることがわかった。 

図表 16 各自治体から収集した現行書式の一覧 

都道府県 市区町村名 施設型給付 
地域型保育

給付 

 
都道府県 市区町村名 施設型給付 

地域型保育
給付 

北海道 札幌市 ◎ ◎  長野県 長野市 △ △ 

北海道 帯広市 ◎ ◎  静岡県 東伊豆町 ◎ ◎ 

北海道 新ひだか町 ◎ -  愛知県 一宮市 ◎ ◎ 

青森県 八戸市 ◎ ◎  大阪府 池田市 ◎ ◎ 

岩手県 奥州市 ◯ ◯  大阪府 藤井寺市 - ◎ 

岩手県 滝沢市 ◎ -  大阪府 忠岡町 ◎ - 

栃木県 宇都宮市 * *  兵庫県 明石市 * * 

埼玉県 本庄市 ◎ ◎  島根県 松江市 ◎ ◎ 

埼玉県 和光市 ◎ ◎  山口県 宇部市 ◎ ◎ 

東京都 世田谷区    山口県 周防大島町 ◎ - 

東京都 江戸川区 ○ ○  福岡県 福岡市 ◎ ◎ 

神奈川県 横浜市 ◎ ◎  熊本県 八代市 ◎ ◎ 

神奈川県 川崎市 ◎ ◎  鹿児島県 鹿児島市 ◎ - 

新潟県 長岡市 ○ *  沖縄県 南風原町 ◎ ◎ 

石川県 金沢市 ◎ -      

【凡例】◎…請求書・明細書両方有り ○…明細書のみ（請求書なし） 

    △…請求書のみ（明細書なし） *…書式の指定なし -…対象施設なし  

※宇都宮市及び明石市の施設型給付及び地域型保育給付については、請求を要さず職権で支

払いしているため、請求書式が存在しない。 
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イ 施設型給付及び地域型保育給付に係る請求書及び明細以外の書類の使用例 

アに示した以外の書式の使用例は図表 17のとおり。 

添付書類として最も多く使用されていたのは月途中の入退園の児童の一覧であり、こ

れらを使用している自治体は給付費を概算で払った後に精算を行っているケースが多い。 

その他一部自治体では職員の雇用・配置状況一覧や、基本単価・加算額等別の日割り

額を積算する単価内訳表を使用していた。 

図表 17 各自治体から収集した請求書添付書類の一覧 

文書名 
自治
体数 

内容 

在籍児童一覧 １ 月初在籍児童及び月途中入退園児童の一覧 

月途中入退園児童一覧 ４ 
月途中入退園児童の一覧 
※うち１自治体は明細書内に記載 

月初在籍児童一覧 １ 月初在籍児童の一覧 

職員状況等一覧 ２ 職員別の雇用形態、資格等 

単価内訳表 ３ 
基本単価・加算額別の日割りの有無、単価額等 
※公定価格集計表等複数の名称あり 

副食費免除加算対象児童の一覧 １  

月別適用加算・単価の一覧 １  

月別月初在籍児童数の一覧 １  

前月精算額明細 １ 月途中入退所児童一覧含む 

未満児名簿 １ ３歳未満の児童の一覧 

処遇改善加算Ⅱ対象職員数計算表 １  

月次利用報告書 １ 月初児童数、配置職員数・勤務時間数等 

副食費免除加算請求書  １  

※加算（調整額）の適用申請書、口座振替依頼書は除く。 
※自治体によっては、請求額の算出を行うための表計算シート（Microsoft Excel 等）を配布し基本

情報や根拠となるデータを入力・計算させた上で所定の書式を提出させているケースもある。 

ウ 請求書の記載項目 

各自治体が使用する請求書（表紙）の記載項目は図表 18 のとおりであり、大きく分け

ると、①請求者の基本情報（住所、法人名、事業所名、代表者名等）、②請求金額、③

振込先口座情報、④請求額の明細（及び加算等の区分）の４つの要素があり、各自治体

においてそれぞれの組み合わせが異なっている。 

また、①施設・事業所の基本情報及び②請求額については、各自治体で細かな差異が

確認された。 

例えば、①に関しては事業所だけでなく運営法人の所在地・名称を記載させる、事業

所番号を記入する欄が設けられているといった差異があり、②については、その内訳と

して公定価格と自治体独自補助分、あるいは前月精算額等を記載させるケースがあった。 
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図表 18 各自治体の請求書記載項目一覧 

札幌市 帯広市 新ひだか町 八戸市 奥州市 滝沢市 

年月日 年月日 年月日 年月日 請求者住所・氏名 請求者住所・氏名 

設置者住所 住所 設置者住所 住所 請求額合計 請求額合計 

設置者名 法人名 設置者名 法人名 振込口座情報 振込口座情報 

事業所住所 施設名 事業所住所 施設名 請求年月日 請求年月日 

事業所名 請求者氏名 事業所名 請求者氏名 請求額積算内訳 請求額積算内訳 

請求者氏名 請求金額 請求者氏名 請求金額     

請求金額 振込口座名義 請求金額 内訳:うち公定価格     

代理請求金額 金融機関名 
請求金額内訳：今

月分請求額 

内訳:前月途中入退

所分 
    

振込口座名義 預金種目 
内訳：１号認定こ

ども分 
内訳:独自加算分     

金融機関名 口座番号 
内訳：２号認定こ

ども分 
      

支店名   
内訳：前月分精算

額 
      

金融機関コード   
内訳：１号認定こ

ども分 
      

支店コード   
内訳：２号認定こ

ども分 
      

預金種目   内訳:その他調整金       

口座番号   添付書類       

添付書類   振込先       

    振込口座名義       
 

本庄市 和光市 世田谷区 横浜市 川崎市 金沢市 

年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 

設置者住所 法人住所 住所 事業所番号 請求者住所 施設番号 

設置者名 法人名 施設名 事業所住所 請求者氏名 施設名 

事業所住所 代表者名 請求者氏名 事業所名 請求額合計 所在地 

事業所名 施設住所 相手方コード 設置者住所 内訳：公定価格 経営主体名 

請求者氏名 施設名称 地域区分 設置者名 内訳：市加算分 代表者氏名 

請求金額 施設区分 定員 代表者職氏名 振込口座名義 請求金額 

振込口座名義 請求額 処遇改善加算内訳 請求金額 金融機関名 施設区分 

金融機関名 内訳：公定価格分 月初日児童数 振込口座名義 支店名 地域区分 

支店名 
内訳：地域支援事

業交付金 
月初日管内児童数 金融機関名 金融機関コード 定員 

預金種目 
内訳：副食費徴収

免除加算 

年齢・認定区分別

児童数 
支店名 支店コード 初日在籍者数 

口座番号 内訳：その他 公定価格単価 金融機関コード 預金種目 所長の有無 

  振込口座名義 単価・加算別金額 支店コード 口座番号 冷暖房費加算区分 

  金融機関名 請求額 預金種目  処遇改善加算内訳 

  支店名   口座番号   請求額算定内訳 

  金融機関コード   委任欄   
前月途中入退所分

調整額 

  支店コード       副食費免除加算額 

  預金種目         

  口座番号         
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長野市 東伊豆町 一宮市 池田市 藤井寺市 忠岡町 

年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 

設置者住所 施設住所 住所 請求者住所・氏名 請求者住所・氏名 住所 

設置者名 施設名 法人名 請求額合計 請求額合計 法人名 

事業所住所 請求者氏名 請求者氏名 請求摘要 振込口座情報 施設名 

事業所名 請求金額 請求金額 請求年月日 請求年月日 請求者氏名 

請求者氏名 経営主体区分 施設名   添付書類 請求金額 

請求金額 地域区分 経営主体区分     経営主体区分 

振込口座名義 定員 地域区分     地域区分 

金融機関名 所長の有無 定員     定員 

支店名 処遇改善加算割合 処遇改善加算割合     処遇改善加算割合 

金融機関コード 請求額算定内訳 冷暖房費加算区分     請求額算定内訳 

支店コード   請求額算定内訳     金融機関名 

預金種目   副食費免除加算額     支店名 

口座番号   
前月途中入退所分

調整額 
    預金種目 

振込口座名義         口座番号 

          振込口座名義 
 

松江市 宇部市 周防大島町 福岡市 八代市 南風原町 

年月日 年月日 年月日 年月日 請求者住所・氏名 請求者住所・氏名 

施設住所 施設住所 施設住所 住所 請求額合計 請求額合計 

施設名 施設名 施設名 法人名 振込口座情報 振込口座情報 

請求者氏名 代表者氏名 代表者氏名 請求者氏名 請求年月日 請求年月日 

請求金額 請求金額 経営主体区分 施設名 請求内容 請求額積算内訳 

定員 経営主体区分 地域区分 事業所番号 委任状   

地域区分 地域区分 所長の有無 事業所名 副食費免除加算額   

月初日児童数 所長の有無 処遇改善加算内訳 施設番号     

本園・分園区分 処遇改善加算内訳 請求額算定内訳 施設名     

処遇改善加算率 在籍児童数   施設住所     

処遇改善加算内訳 定員   施設種類     

請求額算定内訳 処遇改善加算割合   定員     

月途中入退所分明

細 
請求額算定内訳   請求金額     

      調整額     

      各月別請求額内訳     
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３．標準書式作成に当たっての考え方 

 本章では、調査の結果の分析・考察を基に、標準書式作成に当たっての考え方を整理する。 

 
（１）標準書式の構成について 

２．（２）①アで示した通り、各自治体が使用している請求書の構成は請求書（表紙）＋

請求明細というものが最も多かった。 

請求者名を記載し押印等を行う請求書表紙と、請求額の算定内訳を記載する請求明細を別

個に分けることは、共通した項目を表紙に一度記載・押印するのみで済ませるという事業所

等の事務負担軽減と、明細においてより精細な算定過程を記載するスペースを確保できると

いう実務的なメリットとの両面があることから、多くの自治体がこの形式に依っていること

は合理性があると言える。 

また、その他の添付書類としては在籍児童一覧（月途中入退所児童一覧）を使用している

ケースが多く、これは当月初めに確定しない月途中での入退所児童による日割り等を翌月以

降清算する際に算定するための根拠資料として使用されている。 

標準書式での精算（概算払い）への対応は自治体アンケート調査における要望でも多く見

られており、当月分を当月中に払うという原則的な考え方を前提にすると請求書の締め切り

日以降の入退所の発生及びそれに伴う翌月以降の調整・精算はやむを得ないことから、標準

書式は、当月に係る請求額に加え、既に支弁されている月分の精算（概算払い）等による調

整額の支弁に対応が可能なものとする。 

また、施設型給付費等は施設・事業所を利用する子どもに着目して支払うものであり、月

の途中に入退所する場合には当該子どもについてのみ日割り計算により公定価格等の金額が

他の児童と異なることや、入所調整により利用児童を市区町村が把握している２、３号認定

子どもと異なり、１号認定子どもについては施設と保護者間の契約に基づいて利用が行われ

ることなどを考慮すれば、各月の請求に際してその根拠となる利用子どもの状況を併せて徴

することは必要と考えられる。 

一方で、一部の自治体で事例があった、基本単価や加算の要件を満たすか否かを確認する

ための書類・項目（職員の雇用・配置状況等）については、施設型給付等の請求の前提とな

る各種加算及び調整の適用認定に係るものであることから、今回作成する請求書の標準様式

には含めない取扱いとする。 

このため、標準書式の構成としては、①請求書表紙、②請求明細、③在籍児童一覧を基本

とすることが適当であると考えられる。 

なお、自治体アンケートでは、施設類型によって標準書式が異なっていたり、示されてい

なかったりする点について、統一的に提示し適時に更新して欲しいという要望も複数あった。 

また、今回の標準書式作成に当たっては、異なるフォーマットで作成されていた施設型給

付の各施設類型のごとの書式を共通化するとともに、地域型保育給付についても同様のフォ

ーマットで標準書式を提示することとする。 
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（２）請求書（表紙）について 

請求書表紙については、２．（２）①ウに示した通り、各自治体で使用されている例は①

施設・事業所の基礎情報、②請求額、③振込口座情報、④請求額の明細の４つのいずれかま

たはすべての組み合わせであった。 

このうち、④請求額の明細（及びその算定基礎となる数値や区分等）については、「①標

準書式の構成について」にて整理したとおり別途請求明細書を添付するため、請求書表紙か

らは除くこととし、残った①、②及び③を請求書（表紙）の基本構成とする。 

一方、①施設・事業所の基本情報及び②請求額については、各自治体で細かな差異が確認

されている。 

①に関しては、請求者（施設・事業所）を特定することが主な役割となるが、その確認方

法は実務上、地域の実情（法人や施設の数等）や各自治体先に把握している情報及び方法に

よるところが大きいと考えられ、標準的にこれだけあれば足りるという特定は困難である。 

このため、標準書式の上では、各自治体が使用している項目の総和を基本とし、各自治体

の実情に応じて適宜、不要な項目を削除する取り扱いとする。 

また、②については、「（１）標準書式の構成について」で整理したとおり標準書式にお

いて前月分の清算に対応することから、当月分の請求額について当月分の公定価格と既交付

分の精算調整額の内訳を明示することとする。 

 

（３）請求明細について 

請求明細については、各自治体様々なレイアウトがあるが、内容については、請求額算出

の基礎となる数値（在籍児童数や定員、開所時間等）及び適用される単価・加算の有無（区

分）等を網羅し、明細内で算出過程が視覚的に追える構成になっている点は共通である。 

このため、基本的なレイアウトは、先に国から示している標準書式に準じたもの（縦列に

加算・調整額の項目名、横に児童の年齢及び認定区分別人数を並べる形式）とし、算出上必

要となる数字・項目を可能な限り網羅することとする。 

（４）自治体からの意見について 

上記（１）～（３）の考え方を踏まえ標準書式のたたき台案を作成し調査対象自治体に協

議したところ意見のあった主な修正・項目追加事項と対応状況は図表 19のとおりである。←

網羅的に記載。 
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図表 19 各自治体からの主な意見と対応状況一覧 

書式名 意見内容 対応方針 

請求書表紙 「うち前月清算額」について、場合によっては

前月ではない可能性もあるので、「その他清算

額」に変更 

「うち既支払分精算額」とした。 

請求明細書 「適用区分欄」について、チーム保育加算は区

分のほかに加配人数の表記を追加 

追加した。 

請求明細書 「給食実施加算」の“自園／外部”の日数の入

力欄の追加 

追加した。 

請求明細書 単価合計と年齢区分別合計は、すべての様式に

おいて分けて表記 

認定こども園（教育認定分）、幼稚園について

年齢区分別計を追加した。 

請求明細書 単価表より自動で金額を算出する作業用に、計

算式を入れて欲しい 

電子ファイル配布時に対応することとした。 

請求明細書 「月初在籍児童数」に満３歳児１号認定の人数

欄の追加 

追加した。 

請求明細書 「月初在籍児童数」＝”加算の単価を求めるた

めの他市児童も含めた数”、「児童数」＝”他

市児童を含めない人数”という数字の定義を分

かりやすくかき分ける必要がある。現在の請求

書でも間違えて記入する園が多く存在する。 

別途記載例等を用意することとする。 

請求明細書 「月初在籍児童数」欄に“受託児童数内訳”を

表示する欄の追加 

同上 

請求明細書 保育所は子子法附則６条により、利用者負担額

を市で徴収しているため、「当月分請求額合

計」から引くのは適切でないため修正 

修正した。 

請求明細書 土曜日に開所する場合について、処遇改善等加

算Ⅰが単価に含まれているため、「うち処遇改

善等加算Ⅰ分」の項目を追加 

修正した。 

在籍児童一覧 在籍児童一覧に児童の生年月日欄と各年齢区分

の人数・保育料の計欄を追加 

追加した。 

在籍児童一覧 認定区分については「１号から３号」、「標

準・短時間」がわかるようにして欲しい 

別途記載例等を用意することとする。 
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