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第１章 はじめに 

 

第１節 動作環境 

 

開発   Microsoft Access2013（Microsoft ActiveX Data Objects Library2.1） 

 

動作保証   

■OS 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Windows 10 

   

■運用ソフト 

Microsoft Access2007（32bit）または同バージョンの Runtime1 

Microsoft Access2010（32bit）または同バージョンの Runtime 1 

Microsoft Access2013（32bit/64bit）または同バージョンの Runtime 1 

  Microsoft Access2016（32bit/64bit）または同バージョンの Runtime 1 

  Microsoft Access2019（32bit/64bit）または同バージョンの Runtime 1 

 

  ■日本語変換 

  Microsoft Office IME 2 

 

  ■推奨解像度 

  1366×768以上 

 

  ■プリンタ3 

  Ａ４用紙が印刷できるもの 

   

バックアップ  

■バックアップに関する特別な機能はありませんので、それぞれの運用環境で複製するなどご

対処ください。※交付申請で入力したＤＢファイル（データベース）を変更交付申請、実績報

告においても使用します。 

  

 
1 Microsoft Office 製品がインストールされているパソコンに Microsoft Access（または Runtime）をインストールする場合、先にイン

ストールされている Microsoft Office 製品と同じバージョンを使用してください。 
2 ユーザー定義文字は使用しないでください。 
3 環境により余白の調整方法が異なりますのでパソコン・プリンタの説明書をご覧ください。 
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第２節 インストール 

 

第１項配布圧縮ファイル解凍 

 電子メール等で配布された zip形式の圧縮ファイルをデスクトップ等にコピーして 

 任意のフォルダに解凍してください。4 5 

 配布圧縮ファイル名：764xx_MHLWKS_Gx_2022xxxx.zip (64bitの場合) 

    ↓（解凍） 

 解凍後のファイル名：  

① （アプリケーション）MHLWKS7_AP
．．

64xx_Gx_2022xxxx.accde 

 

別途、次のデータベースファイル“を使用します。（データベースファイルは圧縮ファイルには同梱されていません
．．．．．．．．．．．．．．．．．

） 

➢ … 交付金システムを用いて前回、情報を入力したデータベースファイル 

➢

．
 都道府県 … 交付金システムを用いて前回、市町村から提出されたＣＳＶファイルをインポートしたデータベースファイル 

② （データベース）  MHLWKS7_DB.accdb 

 

第２項アプリケーションの起動 

第１項で解凍したファイル（①②）を任意の同一フォルダにコピーし、①を起動してください。6 

 

 

 

 

 

 

 

 

①②を別フォルダに配置すると警告メッセージが表示されます。（起動しません） 

 

 

 

  

 
4 圧縮ファイルの解凍方法は使用されている機器の動作環境により異なりますのでシステム管理部門にご確認下さい。 

5 解凍後は圧縮ファイルを削除していただいて構いません。 
6 お使いのパソコンに合わせて 32bit 版と 64bit 版を選択してください。 

①AP ﾌｧｲﾙ 

②DB ﾌｧｲﾙ 

①AP ﾌｧｲﾙ 

②DB ﾌｧｲﾙ 
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第３項セキュリティセンターの設定（マクロの設定） 

 

Microsoft よりセキュリティメッセージが表示される場合、以下の手順で設定を行ってください。 

（そのまま使用しても動作に影響はありません。Runtimeの場合、設定変更できません。） 

 

 

 

解除方法 

 

アプリケーションをダブルクリックで起動し、認証画面が表示したら 

Ctrlキー＋Altキー＋F1キーを押下し、Access ウィンドウを最大にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ctrl Alt F1 
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Access ウィンドウのメニューより“ファイル”⇒“オプション”をクリック。 

 

 

 

 

“Accessのオプション”ウインドウより“セキュリティセンターの設定”をクリック。 
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“セキュリティセンターウインドウ”の“マクロの設定”を 

“すべてのマクロを有効にする”を選択してください。 

 

 

 

 

第３節 運用の範囲 

 

第１項利用者 

 

本アプリケーション配布時点の全国自治体コードをもとに利用者を限定しています。本アプリケーショ

ンを利用する場合は、専用の“ＩＤ・パスワード”を使用してください。“合併”“昇格”など自治体コードが

変更になる場合の手続き方法は内閣府にお問い合わせください。 

 

内閣府、厚生労働省 

都道府県 

市町村7 

 

  

 
7 政令指定市、中核市、特別区を含む 
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①  

第２項ＩＤ・パスワード 

 

利用者は次のＩＤ・パスワードでログインしてください。 

 

利用者 ＩＤ  ※パスワード同じ メニュー種別 

都道府県 自治体ナンバー（５桁）＋“９” 
都道府県メニュー 

（第３章第３節第２項（34ページ）） 

政令市 自治体ナンバー（５桁）＋“５” 

市町村メニュー 

（第３章第２節第２項（26ページ）） 

中核市 自治体ナンバー（５桁）＋“６” 

一般市 自治体ナンバー（５桁）＋“１” 

東京都特別区 自治体ナンバー（５桁）＋“２” 

一般町 自治体ナンバー（５桁）＋“３” 

一般村 自治体ナンバー（５桁）＋“４” 
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第２章 業務内容 

 

第１節 アプリケーションで行う業務の内容 

 

市町村では交付申請データを入力し、都道府県にデータと帳票を提出します。 

 

 ＜参考Ⅰ：国（内閣府）・都道府県・市町村の事務の流れ＞ 

  

市 町 村 

都 道 府 県 

国 

① 国から配布した
システムに実績
内容等の入力・
確認 

③管内市町村から提
出された報告情報
を集計・確認・適宜
修正 

②入力した報告情報を
CSV ファイルで抽出
し、メール等で都道府
県に提出 

④管内市町村分の報告
情報を抽出し、メー
ル等で国に提出 

⑤都道府県から提出さ
れた報告情報を集
計・確認・適宜修正 

⑥交付額確定通知依頼
書の作成 

⑦交付額確定通知依
頼書の送付（郵送） 

⑨交付額確定通知書
の送付（郵送） 

⑧管内市町村分の交
付額確定通知書の作
成 
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第２節 利用できる機能一覧 

 

第１項画面一覧 

                             

1. ログイン画面 

2. 事業・業務メニュー画面 

3. 処理メニュー画面 

4. 申請者情報画面 

5. メニュー画面 

6. (ﾒﾆｭｰNo. 600) 別紙様式５ 令和 XX年度子ども・子育て支援交付金の事業実績報告について 

7. (ﾒﾆｭｰNo. 700) 別紙様式６ 令和 XX年度子ども・子育て支援交付金の事業実績報告書について 

8. (ﾒﾆｭｰNo. 800) 令和 XX年度子ども・子育て支援交付金 交付金精算額市町村別内訳表 

9. (ﾒﾆｭｰNo. 900) 別紙様式７ 令和 XX年度子ども・子育て支援交付金 交付額確定通知書 

10. (ﾒﾆｭｰNo.1100) 別表１ 令和 XX年度子ども・子育て支援交付金精算書 

11. (ﾒﾆｭｰNo.1200) 別表２ １．利用者支援事業 

12. (ﾒﾆｭｰNo.1201) 別表２ １．利用者支援事業 （１）基本型 

13. (ﾒﾆｭｰNo.1202) 別表２ １．利用者支援事業 （２）特定型 

14. (ﾒﾆｭｰNo.1203) 別表２ １．利用者支援事業 （２）母子保健型 

15. (ﾒﾆｭｰNo.1300) 別表２ ２．延長保育事業 

16. (ﾒﾆｭｰNo.1301) 別表２ ２．延長保育事業 （１）一般型（保育短時間認定） 

17. (ﾒﾆｭｰNo.1302) 別表２ ２．延長保育事業 （２）一般型（保育標準時間認定） 

18. (ﾒﾆｭｰNo.1303) 別表２ ２．延長保育事業 （３）訪問型（保育短時間認定） 

19. (ﾒﾆｭｰNo.1304) 別表２ ２．延長保育事業 （４）訪問型（保育標準時間認定） 

20. (ﾒﾆｭｰNo.1400) 別表２ ３．実費徴収に係る補足給付を行う事業 

21. (ﾒﾆｭｰNo.1500) 別表２ ４．多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

22. (ﾒﾆｭｰNo.1501) 別表２ ４．多様な事業者の参入促進・能力活用事業（１）新規参入施設等への巡回支援 

23. (ﾒﾆｭｰNo.1502) 別表２ ４．多様な事業者の参入促進・能力活用事業（２）認定こども園特別支援教育・保育経費 

24. (ﾒﾆｭｰ No.1503) 別表２ ４．多様な事業者の参入促進・能力活用事業（３）地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な

集団活動事業の利用支援 

25. (ﾒﾆｭｰNo.1504) 別表２ ４．多様な事業者の参入促進・能力活用事業（４）多子世帯保育料負担軽減支援 Ⅰーア 一般型 

26. (ﾒﾆｭｰNo.1505) 別表２ ４．多様な事業者の参入促進・能力活用事業（４）多子世帯保育料負担軽減支援 Ⅰーイ 一般型 

27. (ﾒﾆｭｰNo.1506) 別表２ ４．多様な事業者の参入促進・能力活用事業（４）多子世帯保育料負担軽減支援 Ⅱ 特例型 

28. (ﾒﾆｭｰNo.1600) 別表２ ５．放課後児童健全育成事業 Ⅰ．特定分／Ⅱ．一般分  

29. (ﾒﾆｭｰNo.1601) 別表２ Ⅰ．特定分（１）放課後児童健全育成事業（ア）開所日数２５０日以上 

30. (ﾒﾆｭｰNo.1602) 別表２ Ⅰ．特定分（１）放課後児童健全育成事業（イ）開所日数２００日～２４９日 

31. (ﾒﾆｭｰNo.1603) 別表２ Ⅰ．特定分（２）放課後子ども環境整備事業（ア）放課後児童クラブ設置促進事業 

32. (ﾒﾆｭｰNo.1604) 別表２ Ⅰ．特定分（２）放課後子ども環境整備事業（イ）放課後児童クラブ環境改善事業 



第２章 業務内容 

第２章第２節 利用できる機能一覧 
 

 

令和４年度子ども・子育て支援交付金システム ～実績報告～ 

        13 

33. (ﾒﾆｭｰNo.1605) 別表２ Ⅰ．特定分（２）放課後子ども環境整備事業（ウ）放課後児童クラブ障害児受入促進事業 

34. (ﾒﾆｭｰNo.1606) 別表２ Ⅰ．特定分（２）放課後子ども環境整備事業（エ）倉庫設備整備事業  

35. (ﾒﾆｭｰNo.1607) 別表２ Ⅰ．特定分（３）放課後児童クラブ支援事業（ア）障害児受入推進事業 

36. (ﾒﾆｭｰNo.1608) 別表２ Ⅰ．特定分 （３）放課後児童クラブ支援事業（イ）放課後児童クラブ運営支援事業（貸借料補助） 

37. (ﾒﾆｭｰNo.1609) 別表２ Ⅰ．特定分 （３）放課後児童クラブ支援事業（イ）放課後児童クラブ運営支援事業（移転関連費用補助） 

38. (ﾒﾆｭｰNo.1610) 別表２ Ⅰ．特定分 （３）放課後児童クラブ支援事業（イ）放課後児童クラブ運営支援事業（土地借料補助） 

39. (ﾒﾆｭｰNo.1611) 別表２ Ⅰ．特定分 （３）放課後児童クラブ支援事業（ウ）放課後児童クラブ送迎支援事業 

40. (ﾒﾆｭｰNo.1691) 別表２ Ⅰ．特定分（１）放課後児童健全育成事業（ア）開所日数２５０日以上の別紙１、別紙２ 

41. (ﾒﾆｭｰNo.1692) 別表２ Ⅰ．特定分（１）放課後児童健全育成事業（イ）開所日数２００日～２４９日の別紙１、別紙２ 

42. (ﾒﾆｭｰ No.1701) 別表２ Ⅱ．一般分 （４）放課後児童支援員等処遇改善等事業（ア）家庭、学校等との連絡及び情報交換等の   

育成支援に従事する職員を配置 

43. (ﾒﾆｭｰ No.1702) 別表２ Ⅱ．一般分 （４）放課後児童支援員等処遇改善等事業（イ）（ア）の「家庭、学校等との連絡及び情報交換

等」  に加え、地域との連携・協力等の育成支援に従事する常勤職員を配置 

44. (ﾒﾆｭｰNo.1703) 別表２ Ⅱ．一般分 （５）障害児受入強化推進事業 ア障害児を３人以上受け入れる場合 

45. (ﾒﾆｭｰNo.1704) 別表２ Ⅱ．一般分 （５）障害児受入強化推進事業 イ医療的ケア児を受け入れる場合 

46. (ﾒﾆｭｰNo.1705) 別表２ Ⅱ．一般分 （６）小規模放課後児童クラブ支援事業 

47. (ﾒﾆｭｰNo.1706) 別表２ Ⅱ．一般分 （７）放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業 

48. (ﾒﾆｭｰNo.1707) 別表２ Ⅱ．一般分 （８）放課後児童クラブ育成支援体制強化事業 

49. (ﾒﾆｭｰNo.1708) 別表２ Ⅱ．一般分 （９）放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業 

50. (ﾒﾆｭｰNo.1710) 別表２ Ⅲ．その他分 (１０)放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 

51. (ﾒﾆｭｰNo.1711) 別表２ Ⅲ．その他分（１１）放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円相当賃金

改善） ※集計表 

52. (ﾒﾆｭｰ No.1712) 別表２ Ⅲ．その他分（１１）放課後児童支援員等処遇改善事業（月額 9,000 円相当賃

金改善） ※一覧表 

53. (ﾒﾆｭｰNo.1800) 別表２ ６．子育て短期支援事業 

54. (ﾒﾆｭｰNo.1801) 別表２ ６．子育て短期支援事業（１）短期入所生活援助（ショートステイ）事業 

55. (ﾒﾆｭｰNo.1802) 別表２ ６．子育て短期支援事業（２）夜間養護等（トワイライトステイ）事業 

56. (ﾒﾆｭｰNo.1900) 別表２ ７．乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

57. (ﾒﾆｭｰNo.2000) 別表２ ８．養育支援訪問事業 

58. (ﾒﾆｭｰNo.2100) 別表２ ９．子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

59. (ﾒﾆｭｰNo.2200) 別表２ １０．地域子育て支援拠点事業 

60. (ﾒﾆｭｰNo.2201) 別表２ １０．地域子育て支援拠点事業（１）一般型 

61. (ﾒﾆｭｰNo.2202) 別表２ １０．地域子育て支援拠点事業（２）出張ひろば（一般型） 

62. (ﾒﾆｭｰNo.2203) 別表２ １０．地域子育て支援拠点事業（３）経過措置・小規模型指定施設（一般型） 

63. (ﾒﾆｭｰNo.2204) 別表２ １０．地域子育て支援拠点事業（４）連携型 

64. (ﾒﾆｭｰNo.2300) 別表２ １１．一時預かり事業 

65. (ﾒﾆｭｰNo.2301) 別表２ １１．一時預かり事業（１）一般型（一般分） 
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66. (ﾒﾆｭｰNo.2302) 別表２ １１．一時預かり事業（１）一般型（その他分） 

67. (ﾒﾆｭｰNo.2303) 別表２ １１．一時預かり事業（２）幼稚園型Ⅰ 

68. (ﾒﾆｭｰNo.2304) 別表２ １１．一時預かり事業（３）幼稚園型Ⅱ 

69. (ﾒﾆｭｰNo.2305) 別表２ １１．一時預かり事業（４）余裕活用型 

70. (ﾒﾆｭｰNo.2306) 別表２ １１．一時預かり事業（５）居宅訪問型 

71. (ﾒﾆｭｰNo.2309) 別表２ １１．一時預かり事業（６）新型コロナウイルス感染症特例型 

72. (ﾒﾆｭｰNo.2400) 別表２ １２．病児保育事業 

73. (ﾒﾆｭｰNo.2401) 別表２ １２．病児保育事業（１）病児対応型 ①特定分（基本分・加算分）及び一般分（改善分） 

74. (ﾒﾆｭｰNo.2402) 別表２ １２．病児保育事業（１）病児対応型 ②低所得者減免分加算 

75. (ﾒﾆｭｰNo.2404) 別表２ １２．病児保育事業（２）病後児対応型 ①特定分（基本分・加算分）及び一般分（改善分） 

76. (ﾒﾆｭｰNo.2405) 別表２ １２．病児保育事業（２）病後児対応型 ②低所得者減免分加算 

77. (ﾒﾆｭｰ No.2407) 別表２ １２．病児保育事業（３）体調不良児対応型 ①特定分（平成２６年度以前から実施する施設、または平成２

７年度より新規開設し看護師等を２名以上配置して実施する施設。ただし、一般分に該当する施設の送迎対応及び

研修参加費用を含む。） 

78. (ﾒﾆｭｰNo.2408) 別表２ １２．病児保育事業（３）体調不良児対応型 ②一般分（改善分）（平成２７年度より新規開設し看護師等を１

名配置して実施する施設。ただし、送迎対応及び研修参加費用は除く。） 

79. (ﾒﾆｭｰNo.2409) 別表２ １２．病児保育事業（４）非施設型（訪問型） 

80. (ﾒﾆｭｰNo.2500) 別表２ １３．子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

81. (ﾒﾆｭｰNo.2611) 別表２ （１）放課後児童健全育成事業 ①新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時 特別開所支援事業 

82. (ﾒﾆｭｰ No.2612) 別表２ （１）放課後児童健全育成事業 ②新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時 特別開所人材確保支援

事業 

83. (ﾒﾆｭｰNo.2613) 別表２ （１）放課後児童健全育成事業 ③新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時 特別支援事業 

84. (ﾒﾆｭｰNo.2614) 別表２ （１）放課後児童健全育成事業 ④新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時 特別人材確保支援事業 

85. (ﾒﾆｭｰNo.2615) 別表２ （１）放課後児童健全育成事業 ⑤新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時 障害児受入推進事業 

86. (ﾒﾆｭｰNo.2616) 別表２ （１）放課後児童健全育成事業 ⑥新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時 障害児受入強化推進事業 

87. (ﾒﾆｭｰNo.2617) 別表２ （１）放課後児童健全育成事業 ⑦新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時 医療的ケア児受入強化推進事業 

88. (ﾒﾆｭｰNo.2618) 別表２ （１）放課後児童健全育成事業 ⑧新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業 

89. (ﾒﾆｭｰNo.2620) 別表２ ２．子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

90.  (ﾒﾆｭｰ No.2679) 別表２ ５．新型コロナウイルス感染症対策支援事業（令和３年度補正予算分） 

91. (ﾒﾆｭｰNo.2680) 別表２ ５．新型コロナウイルス感染症対策支援事業（令和３年度補正予算分） （１）かかり増し経費・備品購入等 

92. (ﾒﾆｭｰNo.2690) 別表２ ５．新型コロナウイルス感染症対策支援事業（令和３年度補正予算分） （２）感染症対策のための改修 

93. (ﾒﾆｭｰ No.2700) 別表２ ５．利用者支援事業、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育

て支援拠点事業 ＩＣＴ化推進事業（令和３年度補正予算分） 

94. (ﾒﾆｭｰNo.2708) ５．新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業 

95. (ﾒﾆｭｰNo.2710) ５．新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業 （１）緊急時の職員確保、職場環境の復旧・環境整備等 

96. (ﾒﾆｭｰNo.2720) ５．新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業 （２）感染症対策のための改修 

97. (ﾒﾆｭｰ No.2730) ６．利用者支援事業、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援

拠点事業 ＩＣＴ化推進事業（令和４年度第２次補正予算分） 
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98. (ﾒﾆｭｰ No.2740) ６．利用者支援事業、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援

拠点事業 ＩＣＴ化推進事業（令和４年度第２次補正予算分） （１）業務の ICT化を行うためのシステムの導入、（２）研修のオンライン化 

99. (ﾒﾆｭｰ No.2750) ６．利用者支援事業、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援

拠点事業 ＩＣＴ化推進事業（令和４年度第２次補正予算分） （３）通訳や翻訳のための機器の導入 

100. (ﾒﾆｭｰNo.5000) 申請データの繰上げ処理 

101. (ﾒﾆｭｰNo.5100) データエクスポート画面  

102. (ﾒﾆｭｰNo.5200) データインポート画面 

103. (ﾒﾆｭｰNo.5300) 変更交付申請データの補完処理 

104. (ﾒﾆｭｰNo.9100) 一括印刷画面 

105. (ﾒﾆｭｰNo.9200) 連絡先照会画面 
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sample 

 

第２項データ操作の基本動作 

 

 

 

 

 

 

 

  

合計欄 

入力欄 

明細欄  

  

 

 

 

sample 
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データの登録 

 

入力欄に必要事項を入力後、「登録」をクリックします。 

 

「OK」をクリックします。 

 

明細欄に登録されます。 

 

データの編集 

 

「編集」ボタンをクリックすると入力欄へデータが反映され、編集することが出来ます。 
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編集欄のクリア 

 

「編集クリア」ボタンをクリックすると入力欄がクリアされます。 

 

データの削除 

 

「削除」ボタンをクリックします。 

 

「OK」をクリックします。 

 

  

 

 

データが削除される 
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データの移動（レコードの入れ替え）のための機能切換え 

画面の右上のオプションボタンを選択し、ボタン［編集］の機能を切り替えてください。 

        

 

 

 

 

 

 

ボタン［F3］をクリックしても、ボタン［編集］の機能を切り替えることが出来ます。（順送り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データの上移動（↑） 

 

 

 

F3 F3 F3 
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データの下移動（↓） 

 

 

 

 

 

 

メッセージ欄 

 

  入力に不備がある場合、画面フッター部分に警告メッセージが表示されます。メッセージ欄はダブルクリックす

ると画面から消えます。 
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（記入上の注意）表示欄 

 

文章がすべて表示されていない場合、“（記入上の注意）欄”を直接クリックしてください。右端にスクロールバー

が表示されますので、スライダーまたは上下ボタンをクリックして、隠れている文章を表示してください。 

 

 

 

 

画面を閉じる 

ボタン［戻る］をクリックすると、処理メニュー画面（前画面）に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

処理メニュー画面 

 

クリック 

http://pngimg.com/download/33209
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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入力で警告が表示されたら 

 

誤った値が入ったままの状態は、ボックスから移動できなくなりますので、次のいずれか処理してください。 

 

➢ 正しい値を入力する。 

                      

 

➢ キーボード［Delete］または［Back Space］で値を削除するか、［ESC］で値をキャンセルしてください。 

                      

 

 

 

数値項目の有効値未満は切り捨て 

                      

当該機能はミスタッチ防止機能で、規則上のまるめ方式（”四捨五入”、”切り捨て”、”切り上げ”等）とは

無関係ですので、あらかじめ有効桁を確定してボックスに入力してください。 

1 2 

ESC 

Back 

Space 
OR 

Delete 

＋ 
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印刷ガイド画面 

 

処理メニュー画面のボタン［印刷］をクリックすると、印刷ガイド画面とプレビューが表示されます。 

 

 

＋  

 

印刷ガイド画面－②印刷設定「1.直ちに印刷」を選択しボタン［実行］をクリックすると、直接プリンタに出力しま

す。 

  

印刷ガイド画面－②印刷設定「2.プリンタ設定を表示」を選択しボタン［実行］をクリックすると、プリンタ設定画面8

が表示されます。 

詳細な設定をしてボタン［ＯＫ］をクリックしてください。プリンタに出力します。 

       

 
8 プリンタ設定画面はパソコンによってデザインが異なります。 

印刷ガイド画面 

 

プレビュー 
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第３項画面遷移 

 

ログイン認証 

※ID とパスワードを入力しログイン 

↓ 

事業・業務メニュー 

※事業と業務を選択します 

↓ 

申請者情報登録 

※各項目を入力します 
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↓ 

↓ 

↓ 

処理メニュー 

 

※データ操作ボタンから各項目を入力してください 
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第３章 運用 

 

第１節   共通（市町村、都道府県、内閣府・厚生労働省） 

 

第１項 アプリケーションを起動してください。 

図 ３-a ログイン画面 36ページ  

図 ３-b 事業・業務メニュー画面 37ページ  

 

第２節   市町村業務 

 

第１項 申請者情報を登録 

図 ３-c 申請者情報画面 38ページ  

 

第２項 市町村業務メニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項 前回データを利用して今回の業務をスタートする場合 

「申請データの繰上げ処理」をおこなってください。 

図 ３-ll 申請データの繰上げ処理画面 73ページ 

 

※前回データを利用しない場合は、第４項からスタートしてください。 

  

 
9 入力がある事業の帳票を一括で印刷することができます。 

ﾒﾆｭｰ№  内容 

600 別紙様式５ 令和ＸＸ年度子ども・子育て支援交付金の事業実績報告について 

1100 別表１ 令和ＸＸ年度子ども・子育て支援交付金所要額調書 

1200～2500 別表２ ～帳票群～ 

2600～2700 別表２ ～帳票群～ ※特例措置分（１）（２） 

2708～2750 別表２ ～帳票群～ ※特例措置分（３） 

5000 申請データの繰上げ処理 

5100 データエクスポート  ※市町村のＣＳＶデータ作成 

5200 データインポート   ※ログインしている市町村のＣＳＶデータを取込 

9100 一括印刷9 



第３章 運用 

第３章第２節 市町村業務 
 

 

令和４年度子ども・子育て支援交付金システム ～実績報告～ 

        27 

 

処理概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「繰上げ処理」で引継がれる項目 

 

 

ﾒﾆｭｰ No. 

前年度分 

↓ 

交付申請 

前回分 

↓ 

変更交付申請 

前回分 

↓ 

実績報告 

1100（所要額／精算書） （引き継がれない） 全て 
全て 

※“⑨⑩⑪”は入力必要 

1200～2500（別表２） 「事業所名(クラブ名)」のみ 全て 全て 

2600～2619 

特例措置分(1) 
（引き継がれない） 全て （引き継がれない） 

2620～2700 

特例措置分(1) 
  全て 

2708～2750 

（特例措置分３） 
  全て 

 

別々のパソコンで入力を行う場合 

「繰上げ処理」実行後の①アプリケーションファイル、②データベースファイルを、作業するパソコンにコピーしてく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回申請データ 

今回申請データ 

ⓐ本処理 

ⓑ内容の編集 

前回の申請データのコピーして、今回の申請データを編集してくだ

さい。 

 

 

 

 

②DB ﾌｧｲﾙ 

①AP ﾌｧｲﾙ 
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第４項 別表２「１．利用者支援事業」のデータを入力し、当該帳票を印刷してください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

集計表で入力をご確認ください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

第５項 別表２「２．延長保育事業」のデータを入力し、当該帳票を印刷してください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

    集計表で入力をご確認ください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

第６項 別表２「３．実費徴収に係る補足給付を行う事業」のデータを入力し、当該帳票を印刷してください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

第７項 別表２「４．多様な事業者の参入促進・能力活用事業」のデータを入力し、当該帳票を印刷してくだ

さい。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。   ※ﾒﾆｭｰ No.1501～1503 

「操作説明書～変更交付申請～」をご覧ください。 ※ﾒﾆｭｰ No.1504～1506 

 

    集計表を印刷しご確認ください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

第８項 別表２「５．放課後児童健全育成事業」のデータを入力し、当該帳票を印刷してください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

図 ３-n (ﾒﾆｭｰ No. 1601) データ操作画面 51ページ 

図 ３-o (ﾒﾆｭｰ No. 1601の別紙 1) データ操作画面 53ページ 

図 ３-p (ﾒﾆｭｰ No. 1601の別紙 2) データ操作画面 54ページ 

図 ３-q (ﾒﾆｭｰ No. 1602) データ操作画面 56ページ 

図 ３-r (ﾒﾆｭｰ No. 1602の別紙 1) データ操作画面 58ページ 

図 ３-s (ﾒﾆｭｰ No. 1602の別紙 2) データ操作画面 59ページ 

 

    集計表を印刷しご確認ください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

第９項 別表２「６．子育て短期支援事業」のデータを入力し、当該帳票を印刷してください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 
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    集計表を印刷しご確認ください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

第１０項 別表２「７．乳児家庭全戸訪問事業」のデータを入力し、当該帳票を印刷してください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

第１１項 別表２「８．養育支援訪問事業」のデータを入力し、当該帳票を印刷してください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

第１２項 別表２「９．子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業」のデータを入力し、当該帳票を印刷して

ください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

第１３項 別表２「１０．地域子育て支援拠点事業」のデータを入力し、当該帳票を印刷してください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

    集計表を印刷しご確認ください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

第１４項 別表２「１１．一時預かり事業」のデータを入力し、当該帳票を印刷してください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

    集計表を印刷しご確認ください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

第１５項 別表２「１２．病児保育事業」のデータを入力し、当該帳票を印刷してください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

    集計表を印刷しご確認ください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

第１６項 別表２「１３．子育て援助活動支援事業」のデータを入力し、当該帳票を印刷してください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

第１７項 特例措置分「１．放課後児童健全育成事業(１)新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開

所支援事業～（８）新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業」のデータを入力し、当該帳
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票を印刷してください。 

図 ３-v (ﾒﾆｭｰ No. 2611) データ操作画面 63 ページ 

図 ３-x (ﾒﾆｭｰ No. 2612) データ操作画面 65 ページ 

図 ３-z (ﾒﾆｭｰ No. 2613) データ操作画面 66 ページ 

図 ３-bb (ﾒﾆｭｰ No. 2614) データ操作画面 67 ページ 

図 ３-dd (ﾒﾆｭｰ No. 2615) データ操作画面 68 ページ 

図 ３-ff (ﾒﾆｭｰ No. 2616) データ操作画面 69 ページ 

図 ３-hh (ﾒﾆｭｰ No. 2617) データ操作画面 70 ページ 

図 ３-jj (ﾒﾆｭｰ No. 2618) データ操作画面 71 ページ 

 

第１８項 特例措置分「２．子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）」のデータを入力

し、当該帳票を印刷してください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

第１９項 特例措置分「３．新型コロナウイルス感染症対策支援事業」のデータを入力し、当該帳票を印刷

してください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

第２０項 特例措置分「４．利用者支援事業、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支

援訪問事業、地域子育て支援拠点事業 ＩＣＴ化推進事業」のデータを入力し、当該帳票を印刷し

てください。 

「操作説明書～交付申請～」をご覧ください。 

 

第２１項 特例措置分「５．新型コロナウイルス感染症対策支援事業（令和３年度補正予算分） （１）かかり

増し経費・備品購入等」 のデータを入力し、当該帳票を印刷してください。 

「操作説明書～変更交付申請～」をご覧ください。 

 

第２２項 特例措置分「５．新型コロナウイルス感染症対策支援事業（令和３年度補正予算分） （２）感染症

対策のための改修」 のデータを入力し、当該帳票を印刷してください。 

「操作説明書～変更交付申請～」をご覧ください。 

 

第２３項 特例措置分「５．新型コロナウイルス感染症対策支援事業（令和３年度補正予算分）」 の当該帳

票を印刷してください。 

「操作説明書～変更交付申請～」をご覧ください。 

 

第２４項 特例措置分「５．利用者支援事業、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支

援訪問事業、地域子育て支援拠点事業 ＩＣＴ化推進事業（令和３年度補正予算分）」 のデータを
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入力し、当該帳票を印刷してください。 

「操作説明書～変更交付申請～」をご覧ください。 

 

第２５項 特例措置分「６．利用者支援事業、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支

援訪問事業、地域子育て支援拠点事業 ＩＣＴ化推進事業（令和３年度補正予算分）」 のデータを

入力し、当該帳票を印刷してください。 

「操作説明書～変更交付申請～」をご覧ください。  
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第２６項 別々のパソコンで入力したデータを統合する（エクスポート及びインポート） 

図 ３-mm データエクスポート画面 74ページ  

➢ パソコンＢ、Ｃでエクスポートを行う際は、入力・編集作業を行った事業のﾒﾆｭｰ No.のみを個別指定してエクスポートしてくだ

さい。すべてエクスポートすると、インポート時に“すべての事業”について上書きされてしまいます。 

図 ３-pp データインポート画面 77ページ  

➢ ﾒﾆｭｰ No.1100“令和〇〇年度子ども・子育て支援交付金所要額調書”はデータ統合後にパソコンＡ
．．．．．

で入力してください。パ

ソコンＢ、Ｃでﾒﾆｭｰ No.1100の入力をおこなうと、インポート時にパソコンＡのデータが更新されてしまいます。 
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第２７項 別表１「令和ＸＸ年度子ども・子育て支援交付金所要額調書」の入力後、印刷してください。 

“総事業費”“寄付金その他の収入額”の入力をおこなってください。 

図 ３-l (ﾒﾆｭｰ No. 1100) データ操作画面 48ページ 

 

※別表２のデータ変更をおこなうと、本項画面・印刷画面に警告表示がでますので、 

数値を確認のうえ再登録してください。 

 

第２８項 別紙様式２「令和ＸＸ年度子ども・子育て支援交付金の交付申請について」を印刷してください。 

図 ３-e (ﾒﾆｭｰ No. 600) データ操作画面 40ページ 

 

第２９項 市町村データを作成してください。（エクスポート） 

図 ３-mm データエクスポート画面 74ページ  
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第３節 都道府県業務 

 

第１項 申請者情報を登録 

図 ３-c 申請者情報画面 38ページ  

 

第２項 都道府県メニュー 

ﾒﾆｭｰ№  内容 

700 別紙様式６ 令和ＸＸ年度子ども・子育て支援交付金の事業実績報告書について 

800 令和ＸＸ年度子ども・子育て支援交付金 交付金精算額市町村別内訳表 

900 別紙様式７ 令和ＸＸ年度子ども・子育て支援交付金 交付額確定通知書 

1100 別表１ 令和ＸＸ年度子ども・子育て支援交付金所要額調書 

1200～2500 別表２ ～帳票群～ 

2600～2700 別表２ ～帳票群～ ※特例措置分（１）（２） 

2708～2750 別表２ ～帳票群～ ※特例措置分（３） 

5100 データエクスポート  ※都道府県のＣＳＶデータを作成 

5200 データインポート   ※市町村が作成したＣＳＶデータの取込 

9200 連絡先         ※確認用 

9100 一括印刷 

 

第３項 市町村のＣＳＶデータを本アプリケーションに取込（インポート）してください。 

図 ３-pp データインポート画面 77ページ  

 

第４項 ﾒﾆｭｰNo.700・ﾒﾆｭｰNo.800・ﾒﾆｭｰNo.900のデータを入力し、当該帳票を印刷してください。 

図 ３-g (ﾒﾆｭｰ No. 700) データ操作画面 42ページ  

図 ３-i (ﾒﾆｭｰ No. 800) 印刷画面 44ページ 

図 ３-j (ﾒﾆｭｰ No. 900) データ操作画面 45ページ  

 

第５項 ﾒﾆｭｰNo.1100～ﾒﾆｭｰ No.2750のデータを閲覧・印刷してご確認ください。 

            ※データの変更はできません。 

市町村を指定して印刷する場合 

処理メニューに表示された リスト（［印刷する市町村］）から目的の自治体を選択しボタン

［印刷］をクリックしてください。 
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第６項 内閣府・厚生労働省に提出するＣＳＶデータを出力（エクスポート）してください。 

図 ３-mm データエクスポート画面 74ページ  

 

メニュー画面に警告表示（背景色イエロー）されている場合、提出用のデータ出力ができません。 

警告表示が無くなるよう正しく編集してください。 
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第４節 各画面の説明 

 

第１項ログイン画面 

 

 

図 ３-a ログイン画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. 編集欄［ＩＤ］ 必須 テキスト入力。 ※第１章第３節第２項（10ページ） 参照 

№2. 編集欄［パスワード］ 必須 テキスト入力。 ※第１章第３節第２項（10ページ） 参照 

№3. ボタン［終了］  本アプリケーションを終了します。 

№4. ボタン［ログイン］  本画面を閉じて次画面を表示。 
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第２項事業・業務メニュー画面 

 

 

図 ３-b 事業・業務メニュー画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. 編集欄［事業］ 必須 リスト選択。 

№2. 編集欄［業務］ 必須 リスト選択。 

№3. ボタン［終了］  本アプリケーションを終了します。 

№4. ボタン［次へ］  本画面を閉じて次画面を表示。 
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第３項申請者情報画面 

 

 

図 ３-c 申請者情報画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. 表示欄［市町村コード］  利用者名を表示。（図 ３-a ログイン画面） 

№2. 編集欄［担当部署名］ 必須 テキスト入力。 

№3. 編集欄［担当者名］ 必須 テキスト入力。 

№4. 編集欄［郵便番号］ 必須 数値入力。 

№5. 編集欄［住所］ 必須 テキスト入力。 

№6. 編集欄［電話番号］ 必須 数値入力。 

№7. 編集欄［FAX番号］ 必須 数値入力。 

№8. 編集欄［E メール］ 必須 英数字入力。 

№9. 編集欄［（確認入力）］ 必須 英数字入力。 

№10. ボタン［次へ］  本画面を閉じて次画面を開く。 

表示されている内容を保存。 

№11. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面を表示。 
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第４項処理メニュー 

 

 

図 ３-d 処理メニュー画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. 表示欄［市町村コード］  利用者名を表示。（図 ３-a ログイン画面） 

№2. 編集欄［印刷する市町村］  リスト選択。※№1表示欄［ログイン］が都道府県のとき表示。 

№3. 表示欄［ﾒﾆｭｰ No.］   

№4. 表示欄［内容］  帳票および機能の名称が表示されます。 

№5. 編集欄［メモ］   

№6. ボタン［データ操作］  選択した帳票および機能のデータ操作画面が表示されます。 

№7. ボタン［印刷］  選択した帳票の印刷プレビューが表示されます。 

№8. 表示欄［ﾃﾞｰﾀ数］   

№9. ボタン［終了］  アプリケーションを終了します。 

№10. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面を表示。 

 

  



第３章 運用 

第３章第４節 各画面の説明 
 

 

令和４年度子ども・子育て支援交付金システム ～実績報告～ 

        40 

 

第５項(ﾒﾆｭｰNo. 600) 別紙様式５ 令和 XX年度子ども・子育て支援交付金の事業実績報告について 

 

※市町村業務 

 

図 ３-e (ﾒﾆｭｰ No. 600) データ操作画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面を表示。 

№2. ボタン［登録］  編集欄のデータ登録。 

№3. 編集欄［記号番号－文書年月日］  テキスト入力。※差込印刷 

№4. 編集欄［宛名］  テキスト入力。※差込印刷 

№5. 編集欄［差出人］  テキスト入力。※差込印刷 

№6. 編集欄［表題］  テキスト入力。※差込印刷 

№7. 編集欄［差込文章１］  テキスト入力。※差込印刷 

№8. 編集欄［差込文章２］  テキスト入力。※差込印刷 
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図 ３-f (ﾒﾆｭｰ No. 600) 印刷画面 

 

印刷方法は、印刷ガイド画面（23 ページ） をご確認ください。 
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第６項(ﾒﾆｭｰNo. 700) 別紙様式６ 令和 XX年度子ども・子育て支援交付金の事業実績報告書について 

 

※都道府県業務 

 

図 ３-g (ﾒﾆｭｰ No. 700) データ操作画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面を表示。 

№2. ボタン［登録］  編集欄のデータ登録。 

№3. 編集欄［記号番号－文書年月日］  テキスト入力。※差込印刷 

№4. 編集欄［宛名］  テキスト入力。※差込印刷 

№5. 編集欄［差出人］  テキスト入力。※差込印刷 

№6. 編集欄［表題］  テキスト入力。※差込印刷 

№7. 編集欄［差込文章１］  テキスト入力。※差込印刷 

№8. 編集欄［差込文章２］  テキスト入力。※差込印刷 
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図 ３-h (ﾒﾆｭｰ No. 700) 印刷画面 

 

印刷方法は、印刷ガイド画面（23 ページ） をご確認ください。 
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第７項(ﾒﾆｭｰNo. 800) 令和 XX年度子ども・子育て支援交付金 交付金精算額市町村別内訳表 

 

※都道府県業務 

 

図 ３-i (ﾒﾆｭｰ No. 800) 印刷画面 

 

印刷方法は、印刷ガイド画面（23 ページ） をご確認ください。 
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第８項(ﾒﾆｭｰNo. 900) 別紙様式７ 令和 XX年度子ども・子育て支援交付金 交付額確定通知書 

 

※都道府県業務 

 

図 ３-j (ﾒﾆｭｰ No. 900) データ操作画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面を表示。 

№2. ボタン［登録］  編集欄のデータ登録。 

№3. 編集欄［記号番号－文書年月日］  テキスト入力。※差込印刷 

№4. 編集欄［宛名］  テキスト入力。※差込印刷 

№5. 編集欄［差出人］  テキスト入力。※差込印刷 

№6. 編集欄［表題］  テキスト入力。※差込印刷 

№7. 編集欄［差込文章１］  テキスト入力。※差込印刷 

№8. 編集欄［差込文章２］  テキスト入力。※差込印刷 
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図 ３-k (ﾒﾆｭｰ No. 900) 印刷画面 

 

印刷方法は、印刷ガイド画面（23 ページ） をご確認ください。 
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データのエクスポート（差込印刷など二次利用する場合） 

レポートをプレビューして、印刷指示フォームのボタン［エクスポート］をクリックしてください。 

      

 

出力先フォルダを選択します。10 

 

出力ファイル形式（“Excelブック形式”）を選択してください。11 

 

 

指定したフォルダ 10 にファイルが作成されていることを確認してください。 

ファイル名“KSR10400.xls”（固定） 

 
10 Microsoft Access  64bit 版では表示されません。本アプリケーションのインストールフォルダが指定されます。 
11 出力ファイルの拡張子はすべて“.xls”となります。Excel ブック形式以外を選択した場合、形式に合わせて拡張子を変更してくださ

い。 
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第９項(ﾒﾆｭｰNo.1100) 別表１ 令和 XX年度子ども・子育て支援交付金精算書 

 

 
図 ３-l (ﾒﾆｭｰ No. 1100) データ操作画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. 表示欄［ログイン］  利用者名を表示。 

№2. ボタン［編集クリア］  編集欄をクリア。※№1表示欄［ログイン］が市町村のとき使用可。 

№3. ボタン［削除］  編集欄のデータ削除。※№1表示欄［ログイン］が市町村のとき使用可。 

№4. ボタン［登録］  編集欄のデータ登録。※№1表示欄［ログイン］が市町村のとき使用可。 

№5. ボタン［編集］  選択したデータを編集欄に表示。 

№6. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面を表示。 

№7. 編集欄［市町村名］  ※№1表示欄［ログイン］が都道府県のとき使用可。（市町村の切換え） 

№8. 表示欄［事業名］   

№9. 編集欄［総事業費①］  数値入力(最大 11桁)。 

№10. 編集欄［寄付金その他の収入額②］  数値入力(最大 11桁)。 

№11. 表示欄［差引額③］  自動計算。 

№12. 表示欄［対象経費の実支出額④］  自動計算。ﾒﾆｭｰ No.1200～2700で登録されたデータの集計。 

※値に変更があった場合、警告表示（50ページ）参照。 

№13. 表示欄［国庫補助基準額⑤］  自動計算。ﾒﾆｭｰ No.1200～2700で登録されたデータの集計。 

※値に変更があった場合、警告表示（50ページ）参照。。 

№14. 表示欄［選定額⑥］  自動計算。 

№15. 表示欄［国庫補助基本額⑦］  自動計算。 
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図 ３-m (ﾒﾆｭｰ No. 1100) 印刷画面 

№16. 表示欄［国庫補助所要額⑧］  自動計算。 

№17. 編集欄［国庫補助金交付決定額⑨］  数値入力(最大 11桁)。 

※初回編集の時（表示欄が空白の時）、本項№5をクリックすると前回申請

の「国庫補助所要額」が表示されます。 

※警告表示がある場合、再入力し本項№19の値を確認してください。 

№18. 編集欄［国庫補助金受入済額⑩］  数値入力(最大 11桁)。 

※警告表示がある場合、再入力し本項№19の値を確認してください。 

№19. 表示欄［差引過不足額⑪］  自動計算。 

※値に変更があった場合、警告表示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷方法は、印刷ガイド画面（23 ページ） をご確認ください。 
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警告表示 

警告表示がある場合、エクスポートできません。警告表示が無くなるよう登録を見直してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示 該当項目 警告内容 解決方法 

警告① 
編集欄［総事業費①］ 

編集欄［寄付金その他の収入額②］ 
該当項目が未入力の事業がある。 

正しく入力してください。※値が無かった

場合０（ゼロ）を入力。 

警告④ 表示欄［対象経費の実支出額④］ 
別表２の登録で、該当項目が変更された事

業がある。 

該当項目の値が正しいことを確認して登

録。該当項目の値が正しくない場合は、別

表２を編集して登録。 

警告⑤ 表示欄［国庫補助基準額⑤］ 
別表２の登録で、該当項目が変更された事

業がある。 

該当項目の値が正しいことを確認して登

録。該当項目の値が正しくない場合は、別

表２を編集して登録。 

警告⑩ 編集欄［国庫補助金受入済額⑩］ 

 “特定分/一般分/その他分/特例措置分” 

小計欄の該当項目が、編集欄［国庫補助

金交付決定額⑨］の値より大きい。 

各項目を正しく入力して登録。 

警告⑪ 表示欄［差引過不足額⑪］ 

該当項目が未登録。または“編集欄［国庫

補助金受入済額⑩］－表示欄［国庫補助所

要額⑧］”と不一致。“①～⑤”の何れか編

集により、表示欄［国庫補助所要額⑧］が

変更になった可能性がある。 

編集欄［国庫補助金受入済額⑩］を再入

力して登録。 
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第１０項(ﾒﾆｭｰNo.1601) 別表２ Ⅰ．特定分（１）放課後児童健全育成事業（ア）開所日数２５０日以上 

 

 

図 ３-n (ﾒﾆｭｰ No. 1601) データ操作画面 

 

データ編集をおこなってください。第２章第２節第２項 “データ操作の基本動作”参照 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. 表示欄［ログイン］  利用者名を表示。（図 ３-a ログイン画面） 

№2. ボタン［編集クリア］  編集欄のクリア。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№3. ボタン［削除］  編集欄のデータ削除。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№4. ボタン［登録］  編集欄のデータ登録。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№5. ボタン［編集］  選択したデータを編集欄に表示。 

№6. ボタン［別紙１］  図 ３-o (ﾒﾆｭｰ No. 1601の別紙 1) データ操作画面を表示。 

№7. ボタン［別紙２］  図 ３-p (ﾒﾆｭｰ No. 1601の別紙 2) データ操作画面を表示。 

№8. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面を表示。 

№9. 編集欄［市町村名］  ※本項№1が都道府県のとき使用可。（市町村の切換え） 

№10. 編集欄［事業所名(クラブ名)①］ 必須 テキスト入力(最大 40文字)。 

№11. 編集欄［事業者名(クラブ名)①(分割後の名称)］  テキスト入力(最大 40文字)。本項№25が“１”のとき入力可。 

№12. 編集欄［職員配置の区分②］  リスト選択。 

№13. 編集欄［開所状況－年間開所日数(ａ)③］ 必須 数値入力。 

№14. 編集欄［開所状況－開所日数加算対象日数

(a)-250④］ 

 数値入力。 ※本項№12が 250を超える値のとき入力可能。 
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№15. 編集欄［開所状況－長期休暇支援加算対象日

数⑤］ 

 数値入力。 

№16. 編集欄［開所状況－平日分－開所時間⑥］（開

始時間） 

 数値入力。（4桁で入力してください。 例：0800） 

№17. 編集欄［開所状況－平日分－開所時間⑥］（終

了時間） 

 数値入力。（4桁で入力してください。 例：2000） 

№18. 編集欄［開所状況－平日分－長時間開所加算

対象時間数⑦］ 

 数値入力。 本項№16および№17の間隔が“６時間を超え、かつ１８時を超え

る”ときに入力可能。  

№19. 編集欄［開所状況－長期休暇等分－開所時間

⑧］（開始時間） 

 数値入力。（4桁で入力してください。 例：0800） 

№20. 編集欄［開所状況－長期休暇等分－開所時間

⑧］（終了時間） 

 数値入力。（4桁で入力してください。 例：2000） 

№21. 編集欄［開所状況－長期休暇等分－長時間開

所加算対象時間数⑨］ 

 数値入力。 ※本項№19および№20の間隔が“８時間を超える”のとき入力可

能。 

№22. 編集欄［児童の数⑩］  数値入力。 

№23. 編集欄［児童の数が 10 人未満－山間地、漁業

集落、へき地及び離島⑪］ 

 リスト選択。 ※本項№22が“１0未満”のとき№23または№24のいずれか入力

可能。 

№24. 編集欄［児童の数が 10 人未満－その他厚生労

働大臣が認める場合⑫］ 

 リスト選択。 ※本項№22が“１0未満”のとき№23または№24のいずれか入力

可能。 

№25. 編集欄［分割⑬］  リスト選択。 

№26. 編集欄［新規開所年月日⑭］  日付入力。 

№27. 編集欄［途中閉所年月日⑮］  日付入力。 

№28. 編集欄［対象経費の支出予定額⑯］ 必須 数値入力(最大 10桁)。 

№29. 表示欄［国庫補助基準額⑰］  自動計算。 

 

別紙１または別紙２の値と相違がある項目は、警告表示（背景色イエロー）されます。 

警告表示が無くなるよう正しく編集してください。 

図 ３-o (ﾒﾆｭｰ No. 1601の別紙 1) データ操作画面 

図 ３-p (ﾒﾆｭｰ No. 1601の別紙 2) データ操作画面  
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別紙１の編集 

 

 

図 ３-o (ﾒﾆｭｰ No. 1601の別紙 1) データ操作画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. 表示欄［ログイン］  利用者名を表示。（図 ３-a ログイン画面） 

№2. ボタン［編集クリア］  編集欄のクリア。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№3. ボタン［削除］  編集欄のデータ削除。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№4. ボタン［登録］  編集欄のデータ登録。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№5. ボタン［編集］  選択したデータを編集欄に表示。 

№6. ボタン［別紙２］  図 ３-p (ﾒﾆｭｰ No. 1601の別紙 2) データ操作画面を表示。 

№7. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面を表示。 

№8. 表示欄［市町村名］  ※本項№1が都道府県のとき使用可。（市町村の切換え） 

№9. 編集欄［事業所名(クラブ名)①］  図 ３-n (ﾒﾆｭｰ No. 1601) データ操作画面で登録されたもの。 

№10. 編集欄［児童の数－４月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№11. 編集欄［児童の数－５月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№12. 編集欄［児童の数－６月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№13. 編集欄［児童の数－７月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№14. 編集欄［児童の数－８月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№15. 編集欄［児童の数－９月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№16. 編集欄［児童の数－１０月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№17. 編集欄［児童の数－１１月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 
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№18. 編集欄［児童の数－１２月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№19. 編集欄［児童の数－１月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№20. 編集欄［児童の数－２月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№21. 編集欄［児童の数－３月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№22. 表示欄［合計③］  自動計算。本項№10＋№11＋№12＋№13＋№14＋№15＋№16＋№17＋

№18＋№19＋№20＋№21。閉所月は除く。文字色ピンク。 

№23. 表示欄［年間平均児童の数④］ ※上段  図 ３-n (ﾒﾆｭｰ No. 1601) データ操作画面で登録されたもの。文字色黒。 

№24. 表示欄［年間平均児童の数④］ ※下段  自動計算。本項№22÷開所月数。文字色ピンク。 

 

 

別紙２の編集 

 

 

図 ３-p (ﾒﾆｭｰ No. 1601の別紙 2) データ操作画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. 表示欄［ログイン］  利用者名を表示。（図 ３-a ログイン画面） 

№2. ボタン［編集クリア］  編集欄のクリア。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№3. ボタン［削除］  編集欄のデータ削除。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№4. ボタン［登録］  編集欄のデータ登録。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№5. ボタン［編集］  選択したデータを編集欄に表示。 

№6. ボタン［別紙１］  図 ３-o (ﾒﾆｭｰ No. 1601の別紙 1) データ操作画面を表示。 

№7. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面を表示。 

№8. 表示欄［市町村名］  ※本項№1が都道府県のとき使用可。（市町村の切換え） 
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№9. 編集欄［事業所名(クラブ名)①］  図 ３-n (ﾒﾆｭｰ No. 1601) データ操作画面で登録されたもの。 

№10. 編集欄［４月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№11. 編集欄［４月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№12. 編集欄［５月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№13. 編集欄［５月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№14. 編集欄［６月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№15. 編集欄［６月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№16. 編集欄［７月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№17. 編集欄［７月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№18. 編集欄［８月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№19. 編集欄［８月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№20. 編集欄［９月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№21. 編集欄［９月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№22. 編集欄［１０月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№23. 編集欄［１０月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№24. 編集欄［１１月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№25. 編集欄［１１月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№26. 編集欄［１２月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№27. 編集欄［１２月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№28. 編集欄［１月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№29. 編集欄［１月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№30. 編集欄［２月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№31. 編集欄［２月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№32. 編集欄［３月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№33. 編集欄［３月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№34. 表示欄［合計－延べ利用児童の数⑦］  自動計算。本項№10＋№12＋№14＋№16＋№18＋№20＋№22＋№24＋

№26＋№28＋№30＋№32。閉所月は除く。文字色ピンク。 

№35. 表示欄［合計－開所日数⑧］ ※上段  図 ３-n (ﾒﾆｭｰ No. 1601) データ操作画面で登録されたもの。文字色黒。 

№36. 表示欄［合計－開所日数⑧］ ※下段  自動計算。本項№11＋№13＋№15＋№17＋№19＋№21＋№23＋№25＋

№27＋№29＋№31＋№33。閉所月は除く。文字色ピンク。 

№37. 表示欄［年間平均児童の数④］  自動計算。本項№34÷開所月数。文字色ピンク。 

 

 

別紙１、別紙２の印刷は、本節第１２項(ﾒﾆｭｰNo.1691)をご確認ください。 
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第１１項(ﾒﾆｭｰNo.1602) 別表２ Ⅰ．特定分（１）放課後児童健全育成事業（イ）開所日数２００日～２４９日 

 

 

図 ３-q (ﾒﾆｭｰ No. 1602) データ操作画面 

 

データ編集をおこなってください。第２章第２節第２項 “データ操作の基本動作”参照 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. 表示欄［ログイン］  利用者名を表示。（図 ３-a ログイン画面） 

№2. ボタン［編集クリア］  編集欄のクリア。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№3. ボタン［削除］  編集欄のデータ削除。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№4. ボタン［登録］  編集欄のデータ登録。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№5. ボタン［編集］  選択したデータを編集欄に表示。 

№6. ボタン［別紙１］  図 ３-r (ﾒﾆｭｰ No. 1602の別紙 1) データ操作画面を表示。 

№7. ボタン［別紙２］  図 ３-s (ﾒﾆｭｰ No. 1602の別紙 2) データ操作画面を表示。 

№8. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面を表示。 

№9. 編集欄［市町村名］  ※本項№1が都道府県のとき使用可。（市町村の切換え） 

№10. 編集欄［事業所名(クラブ名)①］ 必須 テキスト入力(最大 40文字)。 

№11. 編集欄［事業者名(クラブ名)①(分割後の名称)］  テキスト入力(最大 40文字)。本項№25が“１”のとき入力可能。 

№12. 編集欄［職員配置の区分②］  リスト選択。 

№13. 編集欄［開所状況－年間開所日数③］ 必須 数値入力。 

№14. 編集欄［開所状況－長期休暇支援加算対象日数

④］ 

 数値入力。 
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№15. 編集欄［開所状況－平日分－開所時間⑤］（開始時

間） 

 数値入力。（4桁で入力してください。 例：0800） 

№16. 編集欄［開所状況－平日分－開所時間⑤］（終了時

間） 

 数値入力。（4桁で入力してください。 例：2000） 

№17. 編集欄［開所状況－平日分－長時間開所加算対象

時間数⑥］ 

 数値入力。本項№15および№16の間隔が“６時間を超え、かつ１８時を超

える”ときに入力可能。。 

№18. 編集欄［開所状況－長期休暇等分－開所時間⑦］

（開始時間） 

 数値入力。（4桁で入力してください。 例：0800） 

№19. 編集欄［開所状況－長期休暇等分－開所時間⑦］

（終了時間） 

 数値入力。（4桁で入力してください。 例：2000）  

№20. 編集欄［児童の数⑧］  数値入力。 

№21. 編集欄［利用者に対するニーズ調査－調査条件⑨］  数値入力。 

№22. 編集欄［利用者に対するニーズ調査－調査結果児

童⑩］ 

 数値入力。 

№23. 編集欄［児童の数が 10 人未満－山間地、漁業集

落、へき地及び離島⑪］ 

 リスト選択。。 ※本項№20が“１0未満”のとき№23 または№24のいずれ

かに入力可能。 

№24. 編集欄［児童の数が 10人未満－その他厚生労働大

臣が認める場合⑫］ 

 リスト選択。。 ※本項№20が“１0未満”のとき№23 または№24のいずれ

かに入力可能。 

№25. 編集欄［分割⑬］  リスト選択。。 

№26. 編集欄［新規開所年月日⑭］  日付入力。 

№27. 編集欄［途中閉所年月日⑮］  日付入力。 

№28. 編集欄［対象経費の支出予定額⑯］ 必須 数値入力(最大 10桁)。 

№29. 表示欄［国庫補助基準額⑰］  自動計算。 

 

 

別紙１または別紙２の値と相違がある項目は、警告表示（背景色イエロー）されます。 

警告表示が無くなるよう正しく編集してください。 

図 ３-r (ﾒﾆｭｰ No. 1602の別紙 1) データ操作画面 

図 ３-s (ﾒﾆｭｰ No. 1602の別紙 2) データ操作画面 
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別紙１の編集 

 

 

図 ３-r (ﾒﾆｭｰ No. 1602の別紙 1) データ操作画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. 表示欄［ログイン］  利用者名を表示。（図 ３-a ログイン画面） 

№2. ボタン［編集クリア］  編集欄のクリア。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№3. ボタン［削除］  編集欄のデータ削除。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№4. ボタン［登録］  編集欄のデータ登録。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№5. ボタン［編集］  選択したデータを編集欄に表示。 

№6. ボタン［別紙２］  図 ３-s (ﾒﾆｭｰ No. 1602の別紙 2) データ操作画面を表示。 

№7. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面を表示。 

№8. 表示欄［市町村名］  ※本項№1が都道府県のとき使用可。（市町村の切換え） 

№9. 編集欄［事業所名(クラブ名)①］  図 ３-q (ﾒﾆｭｰ No. 1602) データ操作画面で登録されたもの。 

№10. 編集欄［児童の数－４月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№11. 編集欄［児童の数－５月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№12. 編集欄［児童の数－６月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№13. 編集欄［児童の数－７月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№14. 編集欄［児童の数－８月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№15. 編集欄［児童の数－９月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№16. 編集欄［児童の数－１０月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№17. 編集欄［児童の数－１１月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 
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№18. 編集欄［児童の数－１２月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№19. 編集欄［児童の数－１月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№20. 編集欄［児童の数－２月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№21. 編集欄［児童の数－３月②］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№22. 表示欄［合計③］  自動計算。本項№10＋№11＋№12＋№13＋№14＋№15＋№16＋№17＋

№18＋№19＋№20＋№21。閉所月は除く。文字色ピンク。 

№23. 表示欄［年間平均児童の数④］ ※上段  図 ３-q (ﾒﾆｭｰ No. 1602) データ操作画面で登録されたもの。文字色黒。 

№24. 表示欄［年間平均児童の数④］ ※下段  自動計算。本項№22÷開所月数。文字色ピンク。 

 

 

別紙２の編集 

 

 

図 ３-s (ﾒﾆｭｰ No. 1602の別紙 2) データ操作画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. 表示欄［ログイン］  利用者名を表示。（図 ３-a ログイン画面） 

№2. ボタン［編集クリア］  編集欄のクリア。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№3. ボタン［削除］  編集欄のデータ削除。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№4. ボタン［登録］  編集欄のデータ登録。※本項№1が市町村のとき使用可。 

№5. ボタン［編集］  選択したデータを編集欄に表示。 

№6. ボタン［別紙１］  図 ３-r (ﾒﾆｭｰ No. 1602の別紙 1) データ操作画面を表示。 

№7. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面を表示。 

№8. 表示欄［市町村名］  ※本項№1が都道府県のとき使用可。（市町村の切換え） 
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№9. 編集欄［事業所名(クラブ名)①］  図 ３-q (ﾒﾆｭｰ No. 1602) データ操作画面で登録されたもの。 

№10. 編集欄［４月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№11. 編集欄［４月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№12. 編集欄［５月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№13. 編集欄［５月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№14. 編集欄［６月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№15. 編集欄［６月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№16. 編集欄［７月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№17. 編集欄［７月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№18. 編集欄［８月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№19. 編集欄［８月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№20. 編集欄［９月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№21. 編集欄［９月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№22. 編集欄［１０月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№23. 編集欄［１０月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№24. 編集欄［１１月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№25. 編集欄［１１月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№26. 編集欄［１２月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№27. 編集欄［１２月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№28. 編集欄［１月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№29. 編集欄［１月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№30. 編集欄［２月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№31. 編集欄［２月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№32. 編集欄［３月－延べ利用児童の数⑤］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№33. 編集欄［３月－開所日数⑥］  数値入力(最大 4桁)。閉所月は編集不可。文字色ピンク。 

№34. 表示欄［合計－延べ利用児童の数⑦］  自動計算。本項№10＋№12＋№14＋№16＋№18＋№20＋№22＋№24＋

№26＋№28＋№30＋№32。閉所月は除く。文字色ピンク。 

№35. 表示欄［合計－開所日数⑧］ ※上段  図 ３-q (ﾒﾆｭｰ No. 1602) データ操作画面で登録されたもの。文字色黒。 

№36. 表示欄［合計－開所日数⑧］ ※下段  自動計算。本項№11＋№13＋№15＋№17＋№19＋№21＋№23＋№25＋

№27＋№29＋№31＋№33。閉所月は除く。文字色ピンク。 

№37. 表示欄［年間平均児童の数④］  自動計算。本項№34÷開所月数。文字色ピンク。 

 

 

別紙１、別紙２の印刷は、本節第１３項(ﾒﾆｭｰNo.1692)をご確認ください。 
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第１２項(ﾒﾆｭｰNo.1691) 別表２ Ⅰ．特定分（１）放課後児童健全育成事業（ア）開所日数２５０日以上の別紙１、別紙２ 

 

データ編集は、本節第１０項をご確認ください。 

 

 

図 ３-t (ﾒﾆｭｰ No.1691) 印刷画面 

 

印刷方法は、印刷ガイド画面（23ページ） をご確認ください。 
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第１３項(ﾒﾆｭｰ No.1692) 別表２ Ⅰ．特定分（１）放課後児童健全育成事業（イ）開所日数２００日～２４９日の別紙１、別

紙２ 

データ編集は、本節第１１項をご確認ください。 

 

 

図 ３-u (ﾒﾆｭｰ No.1692) 印刷画面 

 

印刷方法は、印刷ガイド画面（23ページ） をご確認ください。 
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第１４項(ﾒﾆｭｰ No.2611) 別表２ （１）放課後児童健全育成事業 ①新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時 特別開所

支援事業 

 

 

図 ３-v (ﾒﾆｭｰ No. 2611) データ操作画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. 表示欄［ログイン］  利用者名を表示。 

№2. ボタン［編集クリア］  編集欄をクリア。※№1表示欄［ログイン］が市町村のとき使用可。 

№3. ボタン［削除］  編集欄のデータ削除。※№1表示欄［ログイン］が市町村のとき使用可。 

№4. ボタン［登録］  編集欄のデータ登録。※№1表示欄［ログイン］が市町村のとき使用可。 

№5. ボタン［編集］  選択したデータを編集欄に表示。 

№6. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面を表示。 

№7. 編集欄［市町村名］  ※№1表示欄［ログイン］が都道府県のとき使用可。（市町村の切換え） 

№8. 編集欄［事業所名(クラブ名)①］ 必須 テキスト入力(最大 40文字)   

№9. 編集欄事業実施日数②］ 必須 数値入力(最大 3桁)。 

№10. 編集欄［対象経費の実支出額③］ 必須 数値入力(最大 10桁)。 

№11. 表示欄［国庫補助基準額④］  自動計算。 
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図 ３-w (ﾒﾆｭｰ No. 2611)  印刷画面 
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第１５項(ﾒﾆｭｰ No.2612) 別表２ （１）放課後児童健全育成事業 ②新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時 特別開所

人材確保支援事業 

 

図 ３-x (ﾒﾆｭｰ No. 2612) データ操作画面 

 

各部の名称と仕様は、本節 第１４項 をご覧ください。 

 

 

図 ３-y (ﾒﾆｭｰ No. 2612)  印刷画面 
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第１６項(ﾒﾆｭｰNo.2613) 別表２ （１）放課後児童健全育成事業 ③新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時 特別支援事業 

 

 

図 ３-z (ﾒﾆｭｰ No. 2613) データ操作画面 

 

各部の名称と仕様は、本節 第１４項 をご覧ください。 

 

 

図 ３-aa (ﾒﾆｭｰ No. 2613)  印刷画面 
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第１７項(ﾒﾆｭｰNo.2614) 別表２ （１）放課後児童健全育成事業 ④新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時 特別人材

確保支援事業 

 

図 ３-bb (ﾒﾆｭｰ No. 2614) データ操作画面 

 

各部の名称と仕様は、本節 第１４項 をご覧ください。 

 

 

図 ３-cc (ﾒﾆｭｰ No. 2614)  印刷画面 
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第１８項(ﾒﾆｭｰNo.2615) 別表２ （１）放課後児童健全育成事業 ⑤新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時 障害児

受入推進事業 

 

図 ３-dd (ﾒﾆｭｰ No. 2615) データ操作画面 

 

各部の名称と仕様は、本節 第１４項 をご覧ください。 

 

 

図 ３-ee (ﾒﾆｭｰ No. 2615)  印刷画面 
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第１９項(ﾒﾆｭｰNo.2616) 別表２ （１）放課後児童健全育成事業 ⑥新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時 障害児受入強化推進事業 

 

 

図 ３-ff (ﾒﾆｭｰ No. 2616) データ操作画面 

 

各部の名称と仕様は、本節 第１４項 をご覧ください。 

 

 

図 ３-gg (ﾒﾆｭｰ No. 2616)  印刷画面 
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第２０項(ﾒﾆｭｰ No.2617) 別表２ （１）放課後児童健全育成事業 ⑦新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時 医療的ケア児受入

強化推進事業 

 

図 ３-hh (ﾒﾆｭｰNo. 2617) データ操作画面 

 

各部の名称と仕様は、本節 第１４項 をご覧ください。 

 

 

図 ３-ii (ﾒﾆｭｰ No. 2617)  印刷画面 
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第２１項(ﾒﾆｭｰNo.2618) 別表２ （１）放課後児童健全育成事業 ⑧新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業 

 

 

図 ３-jj (ﾒﾆｭｰ No. 2618) データ操作画面 

 

各部の名称と仕様は、本節 第１４項 をご覧ください。 

 

 

図 ３-kk (ﾒﾆｭｰ No. 2618) 印刷画面 
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第２２項(ﾒﾆｭｰ No.2730) ６．利用者支援事業、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子

育て支援拠点事業 ＩＣＴ化推進事業（令和４年度第２次補正予算分） 
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第２３項(ﾒﾆｭｰNo.5000) 申請データの繰上げ処理 

 

 

図 ３-ll 申請データの繰上げ処理画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. 表示欄［ログイン］  利用者名を表示。 

№2. 表示欄［前回］  前回業務の名称が表示されます。 

№3. ボタン［Ａ．データ繰上げ］  前回業務の申請データをコピーします。 

すでに今回業務の申請データが存在する場合、使用不可。 

№4. 表示欄［今回］  今回業務の名称が示されます。 

№5. ボタン［Ｂ．データ削除］  本項№3が完了している場合（すでに今回業務の申請データが存在する）使用可能。今回業務の

申請データを削除します。 

【注意】編集した内容はすべて削除されます。今回の業務をやり直したい場合に使用。 

№6. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面を表示。 

 

 

クリック 

クリック 
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第２４項(ﾒﾆｭｰNo.5100) データエクスポート画面 

 

 

図 ３-mm データエクスポート画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. 表示欄［ログイン］  利用者名を表示。（図 ３-a ログイン画面） 

№2. 編集欄［ファイル名］ 必須 別項“ファイル名規則”を参照。 

№3. ボタン［フォルダ参照］ 必須 ダイアログボックスで出力先フォルダを指定。12 

№4. 編集欄［フォルダ名］ 必須  

№5. ボタン［実行］  指定したフォルダ（本項 4）にデータファイル（本項 2）を作成。 

№6. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面を表示。 

 
12 Microsoft Access  64bit 版では表示されません。本項№4 に直接入力してください。 
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ダブルクリック 

クリック 

 

図 ３-nn ダイアログボックス（フォルダ参照）画面 

 

市町村の運用 

別々のパソコンで入力したデータを統合する為にデータをエクスポートする場合 （第２節第２６項） 

 

○リストを選択する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○リストを取消す場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ダブルクリック 

クリック 
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ファイル名規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図 ３-oo ファイル名規則 

桁位置｜１２３４５６｜７８｜９０｜１２３４５６７…｜１２３４｜ 

＋－－－－－－＋－－＋－－＋－－－－－－－－＋－－－－＋ 

文字列｜ＭＨＬＷＫＳ｜Ｊ１｜Ｇ１｜０１２０３●●市｜．ＣＳＶ｜ 

固定文字   ＋－－－－－－＋            

事業コード（固定値）    ＋－－＋  

業務コード            ＋－－＋ 

自治体コード＋自治体名（可変長）    ＋－－－－－－－－＋  

拡張子                          ＋－－－－＋ 

●●市の例 
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第２５項(ﾒﾆｭｰNo.5200) データインポート画面 

 

 

図 ３-pp データインポート画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. 表示欄［ログイン］  利用者名を表示。（図 ３-a ログイン画面） 

№2. ボタン［フォルダ参照］  ダイアログボックスでインポート先フォルダを指定13 

№3. 編集欄［実行するファイル］  インポートするファイル名を表示。 

№4. 表示欄［完了したファイル］  インポートが完了したファイルの格納先を表示。 

№5. 編集欄［リストを連続実行／選択したリストのみ

実行］ 

 ファイルのインポート方法を選択。“インポートの機能概要”（78ページ）を参照。 

№6. 編集欄［インポートファイル］  インポート可能なファイルを表示。 

№7. 表示欄［インポート済みファイル］  インポートが完了したファイルを表示。 

№8. ボタン［実行］  インポートを実行する。 

№9. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面表示。 

 

  

 
13 Microsoft Access  64bit 版では表示されません。本項№3 に直接入力してください。 

3              4 
5 

6              7 
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インポートできるＣＳＶファイル 

 

✓ ログインの事業コード、業務コードと同一のＣＳＶファイル。 

✓ ログインＩＤによりインポートできるファイルを判別。 

① ログインが市町村の場合  … ログインした市町村がエクスポートしたファイルのみ 

② ログインが都道府県の場合 … 都道府県下の市町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ファイル名規則（76ページ）を参照 

  

インポートの機能概要 

 

リストを連続実行 

利用者が“都道府県”の場合  … 取込まれている当該業務の市町村データを全て削除してリスト表示のファイルを取込みます。 

利用者が“内閣府”の場合 … 取込まれている当該業務の全データを削除してからリスト表示のファイルを取込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

①全て削除 

A 市交付申請 CSV 

Ｃ市交付申請 CSV 

Ｄ市交付申請 CSV 

Ｅ市交付申請 CSV 

指定したフォルダ 

②リスト取込 

Ｆ市交付申請 

Ｅ市交付申請 

Ｄ市交付申請 

Ｃ市交付申請 

Ｂ市交付申請 

A 交付申請 

Ｅ市交付申請 

Ｄ市交付申請 

Ｃ市交付申請 

A 市交付申請 

例） 北海道の場合 → 自治体ナンバーが 1000 ～ 1999の市町村 

青森県の場合 → 自治体ナンバーが 2000 ～ 2999の市町村 

岩手県の場合 → 自治体ナンバーが 3000 ～ 3999の市町村 

    ： 

東京都の場合 → 自治体ナンバーが 13000 ～ 13999の市区町村 

    ： 

    ： 

沖縄県の場合 → 自治体ナンバーが 47000 ～ 47999の市町村 
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 選択したリストのみ実行 

利用者が“都道府県”の場合  … 選択した市町村の当該業務データを削除してからファイルを取込みます。 

利用者が“内閣府・厚生労働省”の場合 … 選択した都道府県の当該業務データを削除してからファイルを取込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インポート完了ファイルは“Result”フォルダに保管されます。 

 

都道府県 

Ｃ市交付申請 

Ｆ市交付申請 

Ｅ市交付申請 

Ｄ市交付申請 

Ｃ市交付申請 

Ｂ市交付申請 

A 市交付申請 

①1 件削除 

A 市交付申請 CSV 

Ｃ市交付申請 CSV 

Ｄ市交付申請 CSV 

Ｅ市交付申請 CSV 

指定したフォルダ 

②１件取込 
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第２６項(ﾒﾆｭｰNo.9100) 一括印刷画面 

 

 

図 ３-qq 一括印刷画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. 編集欄［プリンタ］  リスト選択。 

№2. ボタン［プロパティ］  プリンタのプロパティ画面を表示。 

№3. 編集欄［印刷する自治体］  リスト選択。※№1表示欄［ログイン］が都道府県のとき表示。 

№4. 編集欄［“最初から印刷”／“途中(指定)から印

刷”］ 

 印刷範囲の選択。 

№5. ボタン［印刷］  本項№4で選択した印刷範囲で印刷を実行。 

№6. 編集欄［帳票］  本項№4 が “途中(指定)から印刷” の場合、選択した帳票以降の印刷を実行し

ます。 

№7. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面表示。 
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市町村を指定して印刷する場合 

処理メニューに表示された リスト（［印刷する市町村］）から目的の自治体を選択しボタン［印刷］をクリックしてくだ

さい。（都道府県機能） 

 

 

 

ﾒﾆｭｰ Noを指定 

印刷したいリストをダブルクリック 
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第２７項(ﾒﾆｭｰNo.9200) 連絡先照会画面 

 

 

図 ３-rr 連絡先照会画面 

 

各部の名称と仕様 

名称  説明 

№1. 表示欄［ログイン］  利用者名を表示。（図 ３-a ログイン画面） 

№2. ボタン［エクスポート］  ダイアログボックスでエクスポート先フォルダを指定し、表示されたデータのエクス

ポートを実行。 

№3. 表示欄［自治体コード］  第３項 申請者情報画面 で登録された内容を表示。 

№4. 表示欄［自治体名］  第３項 申請者情報画面 で登録された内容を表示。 

№5. 表示欄［部署名］  第３項 申請者情報画面 で登録された内容を表示。 

№6. 表示欄［担当者名］  第３項 申請者情報画面 で登録された内容を表示。 

№7. 表示欄［郵便番号］  第３項 申請者情報画面 で登録された内容を表示。 

№8. 表示欄［住所］  第３項 申請者情報画面 で登録された内容を表示。 

№9. 表示欄［電話番号］  第３項 申請者情報画面 で登録された内容を表示。 

№10. 表示欄［FAX番号］  第３項 申請者情報画面 で登録された内容を表示。 

№11. 表示欄［Ｅメール］  第３項 申請者情報画面 で登録された内容を表示。 

№12. ボタン［戻る］  本画面を閉じて前画面表示。 
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