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帳票要件

大項目 中項目 帳票ID 帳票名称 帳票概要
利用区分
外部/内部

実装すべき帳票
実装してもしなくて

も良い帳票

子どものための教育・保育給付

1教育・保育給付認定管理 1.1教育・保育給付認定申請 0280001 教育・保育給付認定決定通知書 給付認定を決定した旨の通知 外部 〇

1教育・保育給付認定管理 1.1教育・保育給付認定申請 0280002 教育・保育給付認定申請却下通知書 給付認定申請を却下した旨の通知 外部 〇

1教育・保育給付認定管理 1.1教育・保育給付認定申請 0280003 教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証 給付認定を決定した旨の通知（支給認定証含む） 外部 〇

1教育・保育給付認定管理 1.1教育・保育給付認定申請 0280004 教育・保育給付認定延期通知書 給付認定申請を受理日より一定期間内に決定ができなかった場合にその旨の通知 外部 〇

1教育・保育給付認定管理 1.1教育・保育給付認定申請 0280005 教育・保育給付認定申請者一覧
教育・保育給付認定申請情報などを記載した一覧
児童情報（子ども情報）、保護者情報、利用申請年月日、保育必要理由、保育必要
量区分などを表示項目に含む

内部 〇

1教育・保育給付認定管理 1.2教育・保育給付給付認定変更 0280006 教育・保育給付認定変更通知書 給付認定の変更を決定した旨の通知 外部 〇

1教育・保育給付認定管理 1.2教育・保育給付給付認定変更 0280007 教育・保育給付認定変更通知書兼支給認定証
給付認定を決定した旨の通知（支給認定証含む）
認定証番号、児童情報（子ども情報）保護者情報、保育必要量、保育必要性の事由
などを表示項目に含む

外部 〇

1教育・保育給付認定管理 1.2教育・保育給付給付認定変更 0280008 給付認定区分更新予定者一覧
３号認定から２号認定に更新となる対象者の一覧
児童情報（子ども情報）、支給認定区分、有効期限などを表示項目に含む

内部 〇

1教育・保育給付認定管理 1.3教育・保育給付給付認定変更 0280009 給付認定区分変更対象者一覧
３号認定から２号認定に更新となった対象者の一覧
認定証番号、変更前後認定区分、児童情報（子ども情報）保護者情報などを表示項
目に含む

内部 〇

1教育・保育給付認定管理 1.3教育・保育給付給付認定変更 0280010 認定期間満了(予定)対象者一覧
保育給付認定期間の満了（予定）対象者の一覧
認定証番号、有効区分、保育必要量、保育必要性の自由、認定有効期間などを表
示項目に含む

内部 〇

1教育・保育給付認定管理 1.3教育・保育給付給付認定変更 0280011 教育・保育給付認定取消通知書 給付認定の取消しを決定した旨の通知 外部 〇

1教育・保育給付認定管理 1.3教育・保育給付給付認定変更 0280012 認定取消対象者一覧表
住記データ連携等の情報から認定取消となる対象者(これから取消処理を実施する
予定者)を抽出した一覧
児童情報（子ども情報）、認定情報、認定取消理由などを表示項目に含む

内部 〇

1教育・保育給付認定管理 1.4現況確認 0280013 現況届 保育の必要性及び施設利用の継続を確認するための届出書 外部 〇

1教育・保育給付認定管理 1.4現況確認 0280014 現況届対象者・対象外一覧
現況届の送付対象者一覧・現況届の送付対象外者の一覧
認定証番号、認定区分、保育必要量、認定期間、保育の利用を必要とする理由、児
童の世帯員情報などを表示項目に含む

内部 〇

1教育・保育給付認定管理 1.4現況確認 0280015 現況届提出状況一覧
現況届の提出状況の一覧
児童情報（子ども情報）、提出期限などを表示項目に含む

内部 〇

1教育・保育給付認定管理 1.4現況確認 0280016 現況届提出先一覧
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
児の一覧
施設除法、児童情報（子ども情報）、提出先などを表示項目に含む

内部 〇

1教育・保育給付認定管理 1.4現況確認 0280017 現況届変更情報一覧
現況届の提出あった対象者で、変更があった項目の一覧
児童情報（子ども情報）、保護者情報、受付年月日、変更情報などを表示項目に含
む

内部 〇

1教育・保育給付認定管理 2.1利用申請受付 0280018 施設利用申請者一覧
施設利用申請者の一覧
送付先情報、児童情報（子ども情報）、保護者情報、利用申請の施設名称などを表
示項目に含む

内部 〇

2利用調整 2.2選考処理 0280019 施設利用内定通知書 事業所入所選考の結果内定となった旨の通知 外部 〇

2利用調整 2.2選考処理 0280020 施設利用保留通知書 事業所入所選考の結果不承諾となり保留となった旨の通知 外部 〇

2利用調整 2.2選考処理 0280021 選考対象者一覧

利用申請者を、希望施設別・選考年齢区分別の利用申請者を選考指数順などで並
べた一覧。
児童情報（子ども情報）、保護者情報、認定情報、利用申請情報、希望施設情報、
選考基準指数情報などを表示項目に含む

内部 〇

2利用調整 2.2選考処理 0280022 施設利用保留証明書
利用調整の結果、保留となった証明となる帳票。
勤務先やハローワーク等で提出が求められる状況を想定している。

外部 ○

2利用調整 2.2選考処理 0280023 契約締結登録者一覧
利用決定時に自治体-施設間で、入所予定の子どもに関する情報を共有するため
の帳票。

内部 ○

2利用調整 2.2選考処理 0280024 保育利用あっせん通知書
地域型保育事業施設や認定子ども園等における内定者および施設に送付するため
の通知

外部 ○

2利用調整 2.2選考処理 0280025 選考結果一覧
利用調整の選考結果一覧
児童情報（子ども情報）、保護者情報、認定情報、選考結果、入所予定施設情報、
利用予定期間などを表示項目に含む

内部 〇

2利用調整 2.2選考処理 0280026 内定者一覧
事業所入所選考の結果内定者の一覧
送付先情報、児童情報（子ども情報）、保護者情報、利用申請の施設名称などを表
示項目に含む

内部 〇

2利用調整 2.2選考処理 0280027 保留者一覧
利用申請が保留なった児童の一覧
児童情報（子ども情報）、保護者情報、認定情報、利用申請情報、希望施設情報、
選考基準指数情報などの表示項目を含む

内部 〇

2利用調整 2.2選考処理 0280028 待機者一覧
利用申請が不承諾となったが引き続き申請中の児童の一覧
児童情報（子ども情報）、保護者情報、認定情報、利用申請情報、希望施設情報、
選考基準指数情報などの表示項目を含む

内部 〇

2利用調整 2.2選考処理 0280029 在園児童一覧
施設利用中の児童（認定）の一覧
認定証番号、児童情報（子ども情報）、保護者情報、利用申請の施設名称などを表
示項目に含む

内部 〇

2利用調整 2.2選考処理 0280030 保育施設等利用実施状況表
審査の内定可能枠の確認及び問い合わせなどで利用する施設空き状況の一覧
施設情報、年齢別空き人数などの表示項目を含む

内部 〇
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大項目 中項目 帳票ID 帳票名称 帳票概要
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2利用調整 2.4広域利用管理 0280031 保育委託書
他市区町村に施設利用を委託する旨の通知
児童情報（子ども情報）、保護者情報、認定情報、希望施設情報、利用申請情報な
どの表示項目を含む

内部 〇

2利用調整 2.4広域利用管理 0280032 受託回答書
施設利用の委託に関する協議結果の通知
児童情報（子ども情報）、保護者情報、協議結果、入所予定施設情報、利用予定期
間などを表示項目に含む

内部 〇

2利用調整 2.4広域利用管理 0280033 委託解除通知書
他市区町村に施設利用の委託保育を解除する旨の通知
認定証番号、児童情報（子ども情報）、保護者情報、利用申請の施設名称などを表
示項目に含む

内部 〇

2利用調整 2.4広域利用管理 0280034 委託取下通知書 他市区町村に施設利用の委託保育を取下げする旨の通知 内部 〇

3 契約 3.1利用決定 0280035 入所決定者一覧
一括で入所処理を実施した子どもの一覧。
認定証番号、児童情報(子ども情報)等を表示項目に含む。

内部 ○

3 契約 3.1利用決定 0280036 施設利用承諾通知書 利用調整の結果が利用申請が承諾になった旨の通知 外部 〇

3 契約 3.1利用決定 0280037 在籍証明書 子どもが保育施設に在籍していることを証明する証明書 外部 ○

3 契約 3.1利用決定 0280038 保育実施停止通知書
新型コロナウイルス感染症対策における「緊急事態宣言」により、保育利用の実施
を一時停止する旨の通知
児童情報（子ども情報）、保護者情報、利用予定の施設名称などを表示項目に含む

外部 〇

3 契約 3.2退所 0280039 保育実施解除通知書
保育の実施理由の消滅や転出などにより、保育の実施期間満了前に保育の実施を
解除する際の通知書

外部 〇

3 契約 3.2退所 0280040 退所者一覧

別施設に転所や、地域型保育事業において満3歳の到達者、就学になる子どもなど
対象者一覧
認定証番号、児童情報（子ども情報）、保護者情報、利用中の施設名称などを表示
項目に含む

内部 〇

3 契約 3.2退所 0280041 地域型保育所卒園児童一覧
地域型保育所において満3歳を迎えた児童の一覧
児童情報（子ども情報）、施設情報などを表示項目に含む

内部 〇

3 契約 3.3利用者負担額決定 0280042 利用者負担額決定通知書 利用者負担額の決定通知 外部 〇

3 契約 3.3利用者負担額決定 0280043 保育料無償のお知らせ
施設利用料（保育料）が無償となる旨の通知
認定証番号、児童情報（子ども情報）、保護者情報、利用中の施設名称などを表示
項目に含む

外部 〇

3 契約 3.3利用者負担額決定 0280044 利用者負担額変更通知書 利用者負担額の変更通知 外部 〇

3 契約 3.3利用者負担額決定 0280045 利用者負担額減免申請却下通知書
利用者負担額の減免申請の結果、申請を却下した旨の通知
認定証番号、児童情報（子ども情報）、保護者情報、減免却下理由、利用中の施設
名称などを表示項目に含む

外部 〇

3 契約 3.3利用者負担額決定 0280046 利用者負担額減免通知書 利用者負担額を減免した場合の通知 外部 〇

3 契約 3.3利用者負担額決定 0280047 利用者負担額算定一覧
利用者負担額の算定情報の一覧
児童情報（子ども情報）、保護者情報、階層情報、税情報、保育料など、減免情報な
どを表示項目に含む

内部 〇

3 契約 3.3利用者負担額決定 0280048 多子軽減対象者一覧
多子軽減による保育料減免対象者の一覧
児童情報（子ども情報）、保護者情報、利用中の施設名称、多子軽減区分などを表
示項目に含む

内部 〇

3 契約 3.3利用者負担額決定 0280049 保育必要量一覧
保護者の保育必要量の一覧
認定証番号、児童情報（子ども情報）、保護者情報、利用中の施設名称、保育必要
量などを表示項目に含む

内部 〇

3 契約 3.3利用者負担額決定 0280050 利用者負担額未決定一覧
保護者の税情報が取得できず、利用者負担額が算出できなかった場合の対象者の
一覧。

内部 ○

3 契約 3.3利用者負担額決定 0280051 利用者負担額切替対象者一覧
利用者負担額の年度切替の対象者の一覧
認定証番号、児童情報（子ども情報）、保護者情報、階層、利用者負担額切替前後
情報などを表示項目に含む

内部 〇

3 契約 3.3利用者負担額決定 0280052 利用承諾兼利用者負担額決定通知書 保育所への入所の承諾と利用者負担額の決定通知 外部 〇

3 契約 3.5副食費賦課情報管理 0280053 副食費免除通知書 副食費の徴収が免除となった旨の通知 外部 〇

3 契約 3.5副食費賦課情報管理 0280054 副食費徴収免除対象者一覧
副食費徴収となる免除対象者の一覧
認定証番号、児童情報（子ども情報）、保護者情報、副食費免除該当有無などを表
示項目に含む

内部 〇

3 契約 3.5副食費賦課情報管理 0280055 副食費免除解除通知書 副食費の徴収の免除が解除となった旨の通知 外部 〇

4 発行・返却 4.1発行・返却 0280056 支給認定証 支給認定を受けた証明書 外部 〇

4 発行・返却 4.1発行・返却 0280057 支給認定証交付一覧
支給認定証を交付した対象者の一覧
児童情報（子ども情報）、認定情報、発行日、返却期限、返却日などを表示項目に
含む

内部 〇

6 事業所請求管理 6.1事業所請求管理 0280058 平均年齢別児童数（見込）一覧
処遇改善等加算の申請において必要となる、年齢区分別の平均利用子ども数見込
の一覧

内部 〇

6 事業所請求管理 6.1事業所請求管理 0280059 国基準利用者負担額一覧
国基準利用者負担額が分かる一覧
子ども情報、保護者情報などを表示項目に含む。

内部 ○

6 事業所請求管理 6.1事業所請求管理 0280060 給付費一覧
児童別の給付費の一覧
児童情報（子ども情報）、給付予定額、算定根拠情報などを表示項目に含む

内部 〇
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6 事業所請求管理 6.1事業所請求管理 0280061 給付費集計表
施設別に給付費を集計した一覧
施設情報、給付予定額、算定根拠情報などを表示項目に含む

内部 〇

6 事業所請求管理 6.1事業所請求管理 0280062 教育・保育給付認定　情報変更票
事業者が在園児について、給付費の請求をする際に必要な情報を提供するための
帳票

内部 ○

6 事業所請求管理 6.1事業所請求管理 0280063
子どものための教育・保育給付請求書
(内閣府にて最終化中)

市町村が施設確認用に作成する又は施設が作成する給付費請求書
自治体側で請求書を作成する場合、①システムで作成し、②施設で確認、③（必要
に応じて押印の上）市町村へ提出（又は修正の有無の報告）④照合
施設が請求書を作成する場合、①施設が作成②（必要に応じて押印の上）市町村
へ提出③必要項目のシステム取込④照合

外部 〇

6 事業所請求管理 6.1事業所請求管理 0280064
給付請求明細書・在籍児童一覧
(内閣府にて最終化中)

市町村が施設確認用に作成する又は施設が作成する給付費請求書のもとになる積
算明細と在籍児童一覧

外部 〇

6 事業所請求管理 6.1事業所請求管理 0280065 給付費支弁台帳 子どものための教育・保育給付費支弁台帳の記載要領の様式に準じた台帳 内部 〇

6 事業所請求管理 6.1事業所請求管理 0280066 口座振込依頼一覧
口座振込依頼を行う一覧
振込先情報、振込日、振込金額などを表示項目に含む

内部 〇

7 保育料等納付管理 7.1調定 0280067 調定一覧表
調定処理の一覧
児童情報（子ども情報）、施設情報、調定額、調定内訳情報などを表示項目に含む

内部 〇

7 保育料等納付管理 7.2支払方法管理 0280068 口座振替開始(変更)通知書 保育料等の口座振替が開始・変更された旨の通知 外部 〇

7 保育料等納付管理 7.3納付書発行 0280069 通知書(納付書) 保育料等（利用者負担額、副食費、延長保育料等）の納付通知 外部 〇

7 保育料等納付管理 7.4口座振替 0280070 口座振替依頼一覧
口座振替依頼を行う一覧
振替口座情報、振替日、振込金額などを表示項目に含む

内部 〇

7 保育料等納付管理 7.5収納管理 0280071 口座振替済通知書 保育料等が口座振替により領収された旨の通知 外部 〇

7 保育料等納付管理 7.5収納管理 0280072 消込結果一覧
付実績と納付書発行・口座振替依頼の消込結果一覧
納付情報、消込対象情報などを表示項目に含む

内部 〇

7 保育料等納付管理 7.5収納管理 0280073 収納消込エラーリスト
納付実績に対して消込先がなかった対象者の一覧
納付情報、エラー要因などを表示項目に含む

内部 〇

7 保育料等納付管理 7.5収納管理 0280074 口座振替済一覧
口座振替済対象者の一覧
口座情報、科目、引落額、児童名などを表示項目に含む

内部 〇

7 保育料等納付管理 7.5収納管理 0280075 口座振替不能一覧
口座振替ができなかった対象者の一覧
口座情報、科目、振替不能額、児童名などを表示項目に含む

内部 〇

7 保育料等納付管理 7.5収納管理 0280076 収入内訳日計表
別の口座振替結果等に基づく児童別・事業別の収入の一覧
児童情報（子ども情報）、施設情報、支払方法、収入額などの表示項目を含む

内部 〇

7 保育料等納付管理 7.5収納管理 0280077 保育料等納付証明書 保育料等を納付したことを証明する証明書 外部 〇

7 保育料等納付管理 7.5収納管理 0280078 口座振替不能通知書 指定の口座から振替ができなかった旨の通知 外部 〇

7 保育料等納付管理 7.5収納管理 0280079 口座振替不能通知書兼納付書 指定の口座から振替ができなかった旨の通知と納付書を兼務した通知 外部 〇

7 保育料等納付管理 7.6督促・催告 0280080 未納者一覧
利用料等の未納者一覧
児童情報（子ども情報）、保護者情報、支払方法、未納額などを表示項目に含む

内部 〇

7 保育料等納付管理 7.6督促・催告 0280081 収納状況一覧
育料等の収納状況の一覧
日別・月別の収納情報（金額、件数）、督促（金額、件数）、科目などを表示項目に含
む

内部 〇

7 保育料等納付管理 7.6督促・催告 0280082 督促状 未納者への督促通知 外部 〇

7 保育料等納付管理 7.6督促・催告 0280083 督促状兼納付書 未納者への督促通知と納付書を兼務した通知 外部 〇

7 保育料等納付管理 7.6督促・催告 0280084 催告書 未納者への催告通知 外部 〇

7 保育料等納付管理 7.6督促・催告 0280085 催告書兼納付書 未納者への催告通知と納付書を兼務した通知 外部 〇

7 保育料等納付管理 7.6督促・催告 0280086 滞納者調書

保育料の滞納者の家計状況や分納についての交渉内容を滞納記事として記録する
調書
滞納者情報、児童情報（子ども情報）、分割納付情報、交渉履歴、未納合計額など
を表示項目に含む

内部 〇

7 保育料等納付管理 7.7滞納管理 0280087 過誤納一覧
過誤納対象者の一覧
児童情報（子ども情報）、保護者情報、過誤納情報（金額、発生日、発生事由）など
を表示項目に含む

内部 〇

7 保育料等納付管理 7.7滞納管理 0280088 保育料等還付・充当通知書 保育料等還付・充当がされた旨の通知 外部 〇

7 保育料等納付管理 7.7滞納管理 0280089 還付・充当一覧
還付・充当対象者の一覧
児童情報（子ども情報）、保護者情報、還付・充当情報（金額、対象年月、発生事由）
などを表示項目に含む

内部 〇

7 保育料等納付管理 7.7滞納管理 0280090 還付金振込口座確認票 還付金先を確認するための書面 外部 〇

7 保育料等納付管理 7.7滞納管理 0280091 分割納付計画書 分割納付の際に作成する計画書 外部 〇

7 保育料等納付管理 7.7滞納管理 0280092 分割納付誓約書 分割納付の際に作成する誓約書 外部 〇

7 保育料等納付管理 7.7滞納管理 0280093 納付誓約書 滞納している保育料等を納付する旨の誓約書 外部 〇
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実装してもしなくて
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7 保育料等納付管理 7.7滞納管理 0280094 滞納明細書 滞納額を記載した明細書 外部 〇

7 保育料等納付管理 7.7滞納管理 0280095 時効対象一覧
時効が到来する対象者の一覧
児童情報（子ども情報）、保護者情報、時効情報(金額、対象年度)などを表示項目に
含む

内部 〇

7 保育料等納付管理 7.7滞納管理 0280096 不納欠損一覧
不納欠損処理を行った対象者の一覧
児童情報（子ども情報）、保護者情報、不納欠損額(金額、対象年度)などを表示項
目に含む

内部 〇

7 保育料等納付管理 7.8決算 0280097 繰越調定データ一覧
繰越調定処理の一覧
児童情報（子ども情報）、施設情報、調定額、調定内訳情報などを表示項目に含む

内部 〇

7 保育料等納付管理 7.8決算 0280098 決算調書

月次決算、年度末決算に使用する調定額、収納額、還付未済額、未納額、欠損額
などをまとめた帳票。
現年度分、滞納繰越分を債権ごとに出力。出納整理期間（４月５月）については新
現年度分、旧現年度分両方を出力。

内部 〇

8 統計・報告等に係る集計 8.1子どものための教育・保育給付 0280099 福祉行政報告例第54表・第54表の２
福祉関係行政の業務統計のための報告資料
福祉行政報告例第54表・第54表の２

内部 〇

8 統計・報告等に係る集計 8.1子どものための教育・保育給付 0280100 子どものための教育・保育給付費支弁台帳 子どものための教育・保育給付費支弁台帳の記載要領に基づき作成される台帳 内部 〇

子育てのための施設等利用給付   

9施設等利用給付
　認定管理 9.1施設等利用給付認定申請 0280101 施設等利用給付認定決定通知書 施設等利用給付の申請を認定した旨の通知 外部 〇

9施設等利用給付
　認定管理 9.1施設等利用給付認定申請 0280102 施設等利用給付認定申請却下通知書 施設等利用給付の申請を却下した旨の通知 外部 〇

9施設等利用給付
　認定管理 9.1施設等利用給付認定申請 0280103 施設等利用給付認定延期通知書 施設等利用給付の申請への処分が遅延している旨の通知 外部 〇

9施設等利用給付
　認定管理 9.1施設等利用給付認定申請 0280104 施設等利用給付認定申請者一覧

施設等利用給付認定に係る申請情報等を記載した一覧
児童情報（子ども情報）、保護者情報、利用申請年月日、保育希望有無、保育必要
理由内容などを表示項目に含む

内部 〇

9施設等利用給付
　認定管理 9.1施設等利用給付認定申請 0280105 施設等利用給付認定申請情報取込エラーリスト

データ一括取込時、システム保有情報と内容が不一致となった申請情報の一覧
児童情報（子ども情報）、処理日、エラー要因などを表示項目に含む

内部 〇

9施設等利用給付
　認定管理 9.1施設等利用給付認定申請 0280106 施設等利用給付認定者一覧

施設等利用に係る給付認定者を記載した一覧
保護者情報、児童情報（子ども情報）、認定区分などを表示項目に含む

内部 〇

9施設等利用給付
　認定管理 9.2施設等利用給付認定変更 0280107 施設等利用給付認定変更通知書 施設等利用給付の認定を変更した旨の通知 外部 〇

9施設等利用給付
　認定管理 9.2施設等利用給付認定変更 0280108 施設等利用給付認定変更予定者一覧

認定区分が変更となる対象者(これから変更処理を実施する予定者)となる対象者
の一覧
児童情報（子ども情報）、支給認定区分、変更事由などを表示項目に含む

内部 〇

9施設等利用給付
　認定管理 9.3施設等利用給付認定取消 0280109 施設等利用給付認定取消通知書 施設等利用給付の認定を取消した旨の通知 外部 〇

9施設等利用給付
　認定管理 9.3施設等利用給付認定取消 0280110 施設等利用給付認定取消対象者一覧表

住記データ連携等の情報から認定取消となる対象者(これから取消処理を実施する
予定者)を抽出した一覧
児童情報（子ども情報）、認定情報、認定取消理由などを表示項目に含む

内部 〇

9施設等利用給付
　認定管理 9.3施設等利用給付認定取消 0280111 認定期間満了(予定)対象者一覧

保育給付認定期間の満了（予定）対象者の一覧
認定証番号、有効区分、保育必要量、保育必要性の自由、認定有効期間などを表
示項目に含む

内部 〇

9施設等利用給付
　認定管理 9.4現況確認 0280112 現況届

保育の必要性を確認するための届出
※帳票印字項目・帳票レイアウトは子どものための教育・保育給付と共通

外部 〇

9施設等利用給付
　認定管理 9.4現況確認 0280113 現況届対象者・対象外一覧

現況届の送付対象者一覧・現況届の送付対象外者の一覧
認定証番号、認定区分、保育必要量、認定期間、保育の利用を必要とする理由、児
童の世帯員情報などを表示項目に含む

内部 〇

9施設等利用給付
　認定管理 9.4現況確認 0280114 現況届提出状況一覧

現況届の提出状況の一覧
児童情報（子ども情報）、提出期限などを表示項目に含む

内部 〇

9施設等利用給付
　認定管理 9.4現況確認 0280115 現況届提出先一覧

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
児の一覧
施設除法、児童情報（子ども情報）、提出先などを表示項目に含む

内部 〇

9施設等利用給付
　認定管理 9.4現況確認 0280116 現況届変更情報一覧

現況届の提出あった対象者で、変更があった項目の一覧
児童情報（子ども情報）、保護者情報、受付年月日、変更情報などを表示項目に含
む

内部 〇

11 事業所・保護者請求管理 11.1 事業所・保護者請求管理 0280117 施設等利用給付対象外一覧
認定有効期間外や認定区分外での事業利用等により給付対象外となった児童の一
覧
児童情報（子ども情報）、施設情報、支払方法、補助単独などを表示項目に含む

内部 〇

11 事業所・保護者請求管理 11.1 事業所・保護者請求管理 0280118 施設等利用給付一覧
児童別の給付費の一覧
児童情報（子ども情報）、給付予定額、支払方法、補助単独などを表示項目に含む

内部 〇

11 事業所・保護者請求管理 11.1 事業所・保護者請求管理 0280119 施設等利用給付集計表
施設別に給付費を集計した一覧
施設情報、給付予定額、単独事業、補助単独などを表示項目に含む

内部 〇
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11 事業所・保護者請求管理 11.1 事業所・保護者請求管理 0280120 給付費支弁台帳 子育てのための施設等利用給付支弁台帳の記載要領の様式に準じた台帳 内部 〇

11 事業所・保護者請求管理 11.1 事業所・保護者請求管理 0280121 口座振込依頼一覧(施設等利用給付)
口座振込依頼を行う一覧
振込先情報、振込日、振込金額などを表示項目に含む

内部 〇

11 事業所・保護者請求管理 11.1 事業所・保護者請求管理 0280122 施設等利用費支払通知書(償還払い) 施設等利用給付等の額に係る償還払いの通知 外部 〇

11 事業所・保護者請求管理 11.1 事業所・保護者請求管理 0280123 施設等利用費支払通知書(代理受領) 施設等利用給付等の額に係る法定代理受領の通知 外部 〇

11 事業所・保護者請求管理 11.1 事業所・保護者請求管理 0280124 施設等利用費不支給決定通知書 施設等利用給付等の額に係る償還払いの不支給決定通知 外部 〇

12 統計・報告等に係る集計 12.1子育てのための施設等利用給付 0280125 子育てのための施設等利用給付支弁台帳
子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 65 条第４号及び第５号の規定
により市町村が支弁する費用に対する同法第 68 条第２項の規定による国庫交付
金に係る事業実績報告書

内部 〇

地域子ども・子育て支援事業   

13 延⻑保育事業 13.1 延長保育管理 0280126 延長保育利用者一覧
施設別・児童別の延長保育を利用する児童情報（子ども情報）の一覧
施設情報、児童情報（子ども情報）、保護者情報、延長保育利用予定期間、延長保
育利用予定時間などを表示項目に含む

内部 ○

13 延⻑保育事業 13.1 延長保育管理 0280127 延長保育申請者一覧
延長保育申請者の一覧
延長保育利用申請情報、認定証番号、児童情報（子ども情報）、保護者情報、など
を表示項目に含む

内部 〇

13 延⻑保育事業 13.1 延長保育管理 0280128 延長保育利用承諾通知書 延長保育の利用申請が承諾になった旨の通知 外部 ○

13 延⻑保育事業 13.1 延長保育管理 0280129 延長保育保留通知書 延長保育申請の結果、保留又は不承諾となった旨の通知 外部 ○

13 延⻑保育事業 13.1 延長保育管理 0280130 延長保育の利用調整結果一覧
施設別・児童別の延長保育の利用調整結果の一覧
施設情報、児童情報（子ども情報）、保護者情報、延長保育利用予定期間、延長保
育利用予定時間などを表示項目に含む

内部 ○

13 延⻑保育事業 13.1 延長保育管理 0280131 延長保育料決定通知書
延長保育料の決定通知
児童情報（子ども情報）、保護者情報、延長保育料、利用している施設名称などを表
示項目に含む

外部 ○

13 延⻑保育事業 13.1 延長保育管理 0280132 延長保育料変更通知書
延長保育料を変更する旨の通知
児童情報（子ども情報）、保護者情報、変更前後の延長保育料、利用中の施設名称
などを表示項目に含む

外部 〇

13 延⻑保育事業 13.1 延長保育管理 0280133 延長保育実施解除通知書 延長保育の実施を解除する際の通知書 外部 ○

13 延⻑保育事業 13.1 延長保育管理 0280134 延長保育事業実績一覧
施設別の延長保育の利用実績の一覧
施設情報、延長保育利用実績情報を表示項目に含む

内部 ○

14 実費徴収に係る補足給付を
行う事業

14.1 補足給付管理(副食費) 0280135 補足給付費交付対象者一覧
施設別の補足給付費交付の要件を満たす対象者の一覧
施設情報、児童情報（子ども情報）、保護者情報、該当要件などを表示項目に含む

内部 ○

14 実費徴収に係る補足給付を
行う事業

14.1 補足給付管理(副食費) 0280136 税未申告者一覧
施設別の補足給付費交付の要件を満たす可能性がある対象者のうち、未申告者の
対象者の一覧
施設情報、児童情報（子ども情報）、保護者情報、該当要件などを表示項目に含む

内部 ○

14 実費徴収に係る補足給付を
行う事業

14.1 補足給付管理(副食費) 0280137 補足給付費交付認定通知書 補足給付費交付認定を決定した旨の通知 外部 ○

14 実費徴収に係る補足給付を
行う事業

14.1 補足給付管理(副食費) 0280138 補足給付費交付申請却下通知書 補足給付費交付申請が却下となった旨の通知 外部 ○

14 実費徴収に係る補足給付を
行う事業

14.1 補足給付管理(副食費) 0280139 補足給付費交付決定通知書(償還払い) 補足給付費交付が決定した旨の通知(償還払い) 外部 ○

14 実費徴収に係る補足給付を
行う事業

14.1 補足給付管理(副食費) 0280140 補足給付費交付決定通知書(代理受領) 補足給付費交付が決定した旨の通知(代理受領) 外部 ○

14 実費徴収に係る補足給付を
行う事業

14.1 補足給付管理(副食費) 0280141 補足給付費交付認定取消通知書 補足給付費交付認定が取消となった旨の通知 外部 ○

14 実費徴収に係る補足給付を
行う事業

14.1 補足給付管理(副食費) 0280142 補足給付費交付実績一覧
施設別・児童別の補足給付費交付実績の一覧
施設情報、児童情報（子ども情報）、補足給付費交付額を表示項目に含む

内部 ○

共通   

0 共通 0.3 データ管理機能 0280143 不現住情報一覧 不現住となっている児童情報（子ども情報）の一覧 内部 ○

0 共通 0.3 データ管理機能 0280144 保護者・施設送付先情報一覧 保護者及び施設の郵送物の送付先一覧 内部 ○
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大項目 中項目 帳票ID 帳票名称 帳票概要
利用区分
外部/内部

実装すべき帳票
実装してもしなくて

も良い帳票

0 共通 0.3 データ管理機能 0280145 保護者等連絡先情報 保護者等の連絡先一覧 内部 ○

0 共通 0.3 データ管理機能 0280146 保護者口座情報一覧 口座振替や還付に用いる児童の口座情報一覧 内部 ○

0 共通 0.3 データ管理機能 0280147 世帯情報一覧 世帯情報の一覧 内部 ○

0 共通 0.3 データ管理機能 0280148 特記事項情報一覧 申請・利用調整や相談事項などの特記事項情報一覧 内部 ○

0 共通 0.3 データ管理機能 0280149 世帯員住民税情報一覧 世帯員の住民税情報を一覧 内部 ○

0 共通 0.3 データ管理機能 0280150 所得照会書 所得照会時に使用する所得照会送付書・所得照会回答書 内部 ○

0 共通 0.3 データ管理機能 0280151 所得照会情報一覧 所得照会に関する情報一覧 内部 ○

0 共通 0.3 データ管理機能 0280152 公示送達対象者情報一覧 公示送達対象者情報の一覧 内部 ○

0 共通 0.4 台帳管理機能 0280153 児童台帳
児童毎の各種情報をもつ台帳
児童情報（子ども情報）、保護者情報、世帯情報、認定情報、利用する施設情報、利
用者負担額算定情報を表示項目に含む

内部 ○

0 共通 0.4 台帳管理機能 0280154 事業所台帳
事業所・事業者の基本情報の一覧
対象施設・事業者、教育・保育給付の対象施設・事業者情報などを表示項目に含む

内部 〇
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