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あ ら ま し

社会保障制度改革が進められる中，少子化や待機児童問題などの子ども・子育て環境

を取り巻く課題を解決するために，2015年4月から子ども・子育て支援新制度が施行され
る。2005年の次世代育成支援対策推進法の施行以降，急速な少子化や家庭環境の変化に
対する施策の推進に伴い，自治体の子育て支援事業は多様化してきた。富士通は，多様

な子育て支援事業への対応として，「汎用性の追求」「操作性の追求」「成長・継続するシ

ステム」というコンセプトのもと，MICJET MISALIO 子育てソリューションを市場に提
供してきた。2015年4月に本施行となる子ども・子育て支援新制度においても，子育てソ
リューションのコンセプトを継承・発展させながら，全国一斉稼働に向けて対応を行っ

ている。

本稿では，子ども・子育て分野における富士通のこれまでの取組みと，今後の展開に

ついて述べる。

Abstract

As reform of the social security system is carried forward, the Comprehensive 
Support System for Children and Child-rearing will be enforced in April 2015.  The 
aim is to provide solutions to issues related to the environment surrounding children 
and child-rearing such as the declining birthrate and children on the waiting list for 
enrolling in nursery schools.  Since the enforcement of the Act on Advancement of 
Measures to Support Raising Next-Generation Children in 2005, child-rearing support 
projects implemented by local governments have been diversified.  This has occurred 
along with the promotion of measures that accommodate the rapid birthrate decline 
and changes in the home environments.  To meet the needs of diverse child-rearing 
support projects, Fujitsu has provided the market with the MICJET MISALIO child-
rearing solution based on the concept of “pursuit of general versatility,” “pursuit of 
operability” and “system of growth and continuation.”  For the Comprehensive Support 
System for Children and Child-rearing, which will be officially enforced in April 2015, 
we are carrying out activities for a nationwide and simultaneous start of operations 
while carrying on with and evolving the child-rearing solution concept.  This paper 
presents the activities conducted by Fujitsu up to now in the field of children and child-
rearing and future developments.
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問題が話題になっている。全国の待機児童数は，
2013年4月時点で2万2741人であり，これは3年連
続の減少となっているものの依然として高い状態
が続いている。（2）

少子化が進んでいるにも関わらず待機児童が増
えており，安心して子育てができる環境や出産後
も仕事を続けられる環境が整備されていないため
に，子どもを産むことができない。つまり，「産み
たくても産めない」「育てたくても育てられない」
社会が，少子化に歯止めをかけられない要因となっ
ているのである。
このような社会的背景から，保育・子育て支援
を充実させるために，「待機児童解消加速化プラン」
や「子ども・子育て支援新制度」の実施に0.7兆円
の財源が利用されることになっている。次章では，
子ども・子育て支援新制度の内容について説明
する。

子ども・子育て支援新制度

子ども・子育て支援新制度とは，2012年8月に成
立した子ども・子育て関連3法に基づく制度である。
制度の特徴を以下に示す。
● 子どものための教育・保育給付
子どもへの教育・保育サービスに充てる財政支
援としての給付であり，施設型給付と地域型保育
給付に分けられる。
（1） 施設型給付
保育所や幼稚園，認定こども園を利用する保護
者に対して支給される給付を指す（給付の実態は
施設が代理受領する形となる）。これまで施設に
よって異なっていた財政支援を一本化し，教育・
保育の一体化したサービス運営を実現することが
狙いとなる。また，従来の制度では認可外とされ
ていた保育所も一定の基準を満たせば施設型給付
の対象となり，安定した財政支援を受けられるこ
とから保育施設の量的拡充につながる。
（2） 地域型保育給付
小規模保育や保育ママ，ベビーシッターなど地
域型保育事業の利用者に対して支給される。こう
した小規模な保育施設は都市部でも比較的設置が
容易で待機児童解消への効果が期待されている。
● 認定こども園制度の改善
認定こども園は，保育所と幼稚園のそれぞれの

子ども・子育て支援新制度

ま　え　が　き

少子高齢化が進む中，年金や介護保険などを中
心とした社会保障制度に関する見直しが継続的に
実施されている。特に子ども・子育て分野におい
ては，幼児期の学校教育・保育や，地域の子ども・
子育て支援を総合的に推進することを目的として
「子ども・子育て支援新制度」が2015年4月から施
行される。これは保育制度が始まって以来の抜本
的な改革となる。子ども・子育て支援新制度の導
入により，保育・子育て支援の質的向上と量的拡
充が期待される。
本稿では，富士通における子ども・子育て分野
へのこれまでの取組み，子ども・子育て新制度へ
の対応と今後の展開について説明する。

社会保障制度改革の動向

少子高齢化の急速な進行により，社会保障給付
費は20年間で約3倍までに増大している。（1）2010年
から協議が進められてきた社会保障と税の一体改
革は，税制改革により安定した財源を確保し，社
会保障の充実を図っていくものである。消費税率
の引上げによる増収分を財源とし，社会保障制度
改革が着実に進められていくことが期待される。
消費税率の引上げによる増収分14兆円のうち，

2.8兆円程度が社会保障の充実に充てられる。これ
までの消費税収の使途は，高齢者3経費（基礎年金，
老人医療，介護）であったが，社会保障4経費（年金，
医療，介護，子育て）に拡大され，子ども・子育
て分野には，新たに0.7兆円程度が充てられること
となる。
次章では，子ども・子育て分野への財源がどの
ように利用されるのかについて，子ども・子育て
を取り巻く現状と課題を確認していく。

子ども・子育ての現状と課題

子ども・子育てにおける課題として，初めに
少子化問題がある。高度経済成長期が終わった
1974年から日本の少子化は始まり，出生数は減少
する一方である。少子化は，労働力の減少による
経済成長率の低下などにつながる深刻な社会問題
である。
また近年では，都市部を中心とした待機児童

ま　え　が　き

社会保障制度改革の動向

子ども・子育ての現状と課題
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ションの取組みについて述べる。
● 子育て支援サービス事務の特徴
子育て支援サービスの事務には，以下のような
特徴がある。
（1） 運用の多様性
よりきめ細やかな住民サービスを提供するため，
事業の一部を各自治体の裁量に委ねて運用される。
保育業務については，入所を決定するための判定
基準や優先順位，入所児童の階層区分とその基準，
保育料の納付方法などが市町村ごとに定められて
いる。医療費助成についても助成制度そのものが
法律で定められたものではなく，自治体で行う事
業と位置づけられているため，県や市町村で助成
内容を定めている。市町村によっては，独自制度
の医療費助成サービスの提供も行っている。また，
対象年齢や所得制限の有無，助成方法などに関し
ても自治体により異なっている。このように，自
治体ごとに異なるサービス内容や運用に対応した
システムが必要とされている。
（2） 職員の事務負荷
社会福祉事業は一般的に，申請受付から審査・
認定，支払・収納業務，統計報告に至るまで，業
務内容は多岐にわたる。子育て支援サービスを充
実させるために，業務内容はより多種多様で複雑
なものとなっている。
更に近年では地方財政の緊縮化により人員縮小
が進められている。事業あたりの担当職員も減少

長所を生かした施設として2006年に制度化された
ものである。しかし，保育所と幼稚園それぞれの
認可が必要で，事業者にとって運営するには負担
が大きくなっているのが現状である。そこで，認
定こども園法の改正により，認可・財政措置など
の二重行政を解消する。運営負担が軽減されるこ
とで質の高い教育・保育を提供できる施設の普及
を目指すことが狙いである。

保育制度への対応の経緯

本章では，従来の保育制度に対する富士通のこ
れまでの対応について述べる。

2001年から2009年までは，自治体向け介護福祉
ソリューションパッケージであるMCWELのライ
ンナップでMCWEL保育料を提供し，総合福祉パッ
ケージとしての強みを生かしながら，約100団体の
自治体に導入してきた。2005年に次世代育成支援
対策推進法が施行され，急速な少子化や家庭環境
の変化に対する施策が国主導で進められた。それ
に伴って多様化する子育て支援事業に，業務シス
テムとして対応することが求められるようになっ
てきた。
そこで多様な子育て支援事業に対応するパッ
ケージ製品として，MICJET MISALIO 子育てソ
リューションを2010年より市場投入し，ラインナッ
プにMICJET MISALIO 保育料・学童保育をそろ
えた。MICJET MISALIO 保育料・学童保育では，
学童保育事業を標準実装しており，延長保育や休
日保育などの特別保育事業についても対応可能と
している。また，保育所と同様に幼稚園児の入園
管理から収納・滞納管理を行うシステムも提供し
ている。
子育てソリューションでは，そのほかの業務パッ
ケージとして児童手当，児童扶養手当，医療費助
成を提供している。子育てソリューションのライ
ンナップを図-1に示す。
次章では，子育てソリューションにおける取組
みについて，パッケージコンセプトを中心に紹介
する。

子育てソリューションの取組み

本章では，自治体の事務における子育て支援の
サービスの特徴を説明し，富士通の子育てソリュー

保育制度への対応の経緯

子育てソリューションの取組み

図-1　MICJET MISALIO 子育てソリューションの
ラインナップ
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ルアップ対応へつなげることで利用者の満足度の
向上を図っている。

子ども・子育て支援新制度への対応

本章では，子ども・子育て支援新制度に対す
る富士通の取組みについて説明する。前章で紹
介した子育てソリューションのラインナップで，
MICJET MISALIO 子ども・子育て支援をパッケー
ジシステムとして提供している。
● システムの概要

MICJET MISALIO 子ども・子育て支援のシス
テム化イメージを図-2に示す。支給認定や利用調
整，事業所の確認業務など新たな事務の運用に当
たって必要となる機能を備えている。

MICJET MISALIO 子ども・子育て支援では，
前述の子育てソリューションの三つのコンセプト
（汎用性の追求，操作性の追求，成長・継続するシ
ステム）を踏襲した上で，全国一斉稼働という新
たな課題に取り組んでいる。次節で一斉稼働につ
いて詳細に述べる。
● 一斉稼働における課題と取組み
子ども・子育て支援新制度の全国一斉稼働への
対応には，「制度要件のタイムリーな実現」と「短
期間での適用」という二つの課題がある。富士通
では，社会保障制度に関わる全国一斉稼働への対
応として，介護保険制度や後期高齢者医療制度で
のシステム適用で培ったノウハウを生かし，以下
の取組みを実施してきた。
（1） 制度要件のタイムリーな実現
子ども・子育て支援新制度の制度要件は，国の
子ども・子育て会議，基準検討部会で検討されて
いる。討議は段階的に進められ，要件は五月雨式
に決定する。システム構築に関する要点は以下の
2点である。
・ 順次出てくる要件を逐次分析して設計仕様に落
とし込み，未決定事項に対しては想定運用を仮説
立案して早期にシステム設計に着手する。それに
より，限られた情報と期間の中で的確に制度要件
を実現していく。

・ パッケージ機能の提供に当たっては，段階的な出
荷により対応を行う。制度施行に伴う各業務の稼
働時期を踏まえて，段階的に機能仕様を凍結し，
運用に合わせて必要な機能を順次開発・提供す

子ども・子育て支援新制度への対応

しており，小規模な市町村では一人の職員が複数
事業を担当することも多い。運用する職員の負荷
は，質的にも量的にも高くなっている。そのため，
多岐にわたる業務運用をサポートしながら職員の
事務負荷を低減させることが，システムに求めら
れている。
（3） 制度改正への対応
社会保障制度では毎年のように制度内容が見直
され，度重なる制度改正が発生する。制度改正に
より，システム仕様の見直しによる改修が必要と
なり，職員の業務運用にも影響が生じる。
● 子育てソリューションのコンセプト
前節で挙げた子育て支援サービス事務の特徴を
踏まえて，MISALIO 子育てソリューションでは以
下の3点をコンセプトに掲げて，パッケージ開発を
行っている。
（1） 汎用性の追求
多様なサービス運用や将来の制度変更に柔軟に
対応できるように，汎用的な設計思想を採用して
いる。各種条件などをパラメーター管理すること
で，医療費助成などの自治体単独事業へも容易に
対応できる。毎年発生する児童扶養手当の手当額
改正に対しても，パラメーターを実装することに
より，システムを改修しなくても対応できる。
（2） 操作性の追求
操作性向上に当たり，以下のようなユーザーイ
ンターフェースで設計することにより，職員の作
業負荷の低減につなげている。
・ パッケージ提供業務における画面構成や配置を
統一することで，業務をまたがった操作もスムー
ズに利用できるようにする。

・ アイコンやメッセージにより直感的に分かりや
すく表示する。

・ 複数条件を組み合わせて検索し，一覧表示して
ソートやフィルタリングを行い，CSVファイル
への出力を行うといった，充実したEUC（End 
User Computing）機能でデータの利活用をサ
ポートする。

（3） 成長・継続するシステム
制度内容分析から情報提供，システム改修に至
るまで計画的に制度改正へ対応することで，シス
テムの継続的な利用を実現する。また，サポート
デスクなどを通じてニーズを把握・分析してレベ
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制度改正であり，子育て分野でも制度・事務の見
直しが行われる。今後，子育てソリューションと
しては前述のコンセプトを以下のように継続・発
展させて対応していく。
「成長・継続するシステム」としては，子ども・
子育て支援新制度での経験を番号制度に生かした
対応を行っていく。子ども・子育て支援新制度では，
順次提示される要件に対応するために，想定事務
処理フローを作成してシステム設計を進めてきた。
それにより，自治体職員の事務をベースにした要
件対応を進めることができ，利用者の運用を起点
とした機能設計につなげている。番号制度への対
応においても，個人番号がどのようなシーンで，
どのような目的で利用されるのかを利用者の視点
で検討することで，制度運用に求められる業務機
能の実現を確実に行っていく。
「操作性の追求」は職員の作業負荷軽減を目的と
しているが，更なる事務の効率化を実現するため
に，現況受付から認定支払業務の電子申請化を検
討，推進している。従来の現況運用では，住民か
ら提出された紙の現況届を大量に登録処理するこ

る。それにより，新制度業務の運用に必要な機能
を提供できる。

（2） 短期間での適用
制度の施行は2015年4月であるが，施設・事業
所の確認や支給認定事務については，2014年10月
から順次開始される。つまり，現行の保育業務を
運用しながら短期間での新制度準備が必要となる。
そこでMICJET MISALIO 子ども・子育て支援で
は，BTO（Build to Order）サービスを提供している。
本サービスでは，専門の要員がOS，ミドルウェア，
パッケージの標準インストールを行うなど短期間
でのシステム構築を実現する。

今後の成長に向けて

富士通は，2005年の次世代育成支援法に基づく
子育て支援事業に対応する業務システムを市場に
提供してきた。2012年の児童手当創設や今回の子
ども・子育て支援新制度のような大規模な制度改
正にもソリューションの発展とともに柔軟に対応
を行ってきた。今後，2015年10月より付番・通知
が開始される番号制度は，自治体全体に影響する

今後の成長に向けて

図-2　MISALIO 子ども・子育て支援のシステム化イメージ
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・確認事業所
情報

：事務の流れ
：情報の流れ

支給認定・契約管理

利用調整

保育料徴収管理※1

保育料滞納者管理※1

審査・支払（委託費）※1

個人情報管理

審査・支払（給付費）※2

確認事業者管理

交付金申請・報告・統計

子ども・子育て支援
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子ども・子育て分野における富士通の取組み

とが大きな負荷となっている。そこで，電子申請
を利用した現況届の提出を可能とし，電子申請さ
れた現況届のデータをそのまま取り込み，登録業
務を省力化することで事務の作業負荷の大幅な軽
減を図る。電子申請の利用を推進することで住民
の利便性が向上し，更なる住民サービスの充実に
もつなげる。
このように，制度運用に確実に対応し，新たな
価値を提案していくことで子育て支援サービスの
向上に寄与し，ひいては子ども・子育てを取り巻
く課題の解決につながることを目指して，子育て
ソリューションは今後も成長を続ける。

む　　す　　び

本稿では，子ども・子育て分野における富士通

む　　す　　び

の子育てソリューションの取組みと今後の展開に
ついて紹介した。社会保障制度改革は今後も進め
られ，子ども・子育てに関する制度環境も継続的
に変化していくことが予想される。富士通はその
変化を的確に捉えて，最適なソリューションを提
供し続けられるように努めていく。
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