
神戸市 

就学援助システム（神戸市遠距離通学費援助制度）【再構築後】の概要 

就学援助システム【市仮想化基盤上の仮想サーバ】 

【学齢簿情報】 

住記個人番号、児童生徒氏名（漢字・カナ・アルファベット）、

児童生徒通称名（漢字・カナ）、保護者氏名（漢字・カナ・ア

ルファベット）、保護者通称名（漢字・カナ）、現在籍校コード

（現就学校）、前在籍校コード（前就学校）、学年、おくれ年、

入学・卒業年月日、転退学年月日、就学状況（就学免除、

就学猶予、不就学等）、就学異動事由、指定校コード等 

【住民基本台帳情報】 

住記個人番号、世帯番号、氏名（漢字・カナ・アルファ

ベット）、通称名（漢字・カナ）、生年月日、性別、続柄、

郵便番号、住所、住民年月日、住民届出日、世帯主（漢

字・カナ）、送付コード、氏名カナフラグ、ＤＶフラグ◎、Ｄ

Ｖ申請年月日◎、ＤＶ決定年月日◎、ＤＶ終了年月日◎、

異動年月日、異動事由、増異動理由、減異動理由、住

なく年月日１等 

就学システム(住記サブシステム） 

住民記録システム 

資料５－１  別図  

神戸市遠距離通学費援助制度 
 
【申請書記載事項（事務局で入力）】 
氏名（カナ）、生年月日、電話番号、郵便番号、住所、在籍校名、学年、組、振込先
口座情報（銀行コード、銀行名、支店コード、支店名、口座名義、口座番号）、利用
公共交通機関（駅、バス停等を含む）、利用開始年月日、利用終了年月日、異動
年月日、異動理由（交通機関変更、料金改定等）、定期券購入情報、等 
 
【住民基本台帳情報】 
＊住記システムより左記個人情報を収集 
 
【学齢簿情報】 
＊就学システムより左記個人情報を収集 
 
【審査結果情報】 
審査結果（認定、不認定、保留等）、審査処理年月日、認定に関する情報（認定理
由、認定年月日、認定取消理由、認定取消年月日、異動理由、異動年月日、終了
理由、終了年月日）、不認定に関する情報（不認定理由）、保留等に関する情報
（保留理由、必要書類情報）等 
 
【支給履歴情報】 
振込年月日、戻入金額、戻入理由、振込不能金額、振込不能理由、再振込年月
日、等 
 
 

9条諮問 
遠距離通学費援助の支給時期変更に 

伴い、就学予定児童の学齢簿情報も利用 

児童生

徒情報

ファイル 

共通基盤ｼｽﾃﾑ 

FW FW 

11条諮問 

(振込データを電子記録媒体で会計室へ） 

学校経営支援課 

特別支援教育課 

健康教育課 

基幹系NW 

住記情
報ファイ
ル 

個人情報なし 

【金融機関情報】 

銀行コード、銀行名（カナ・漢字）、支店コード、
支店名（カナ・漢字）等 

財務会計システム 

金融機

関情報

ファイル 

会計室 

金融機関 

データに基づき、指定口座へ援助費を振込 
（振込先を学校にすることも可能） 

保護者 

 （振込データ） 

 ・金融機関コード ・金融機関名 

 ・支店コード    ・支店名 

 ・口座番号      ・口座名義 

 ・振込金額  



神戸市 

就学援助システム（神戸市遠距離通学費援助制度）【再構築前】の概要 

就学援助システム【専用サーバ（スタンドアロン）】 

【学齢簿情報】 

住記個人番号、児童生徒氏名（漢字・カナ・アルファベット）、

児童生徒通称名（漢字・カナ）、保護者氏名（漢字・カナ・ア

ルファベット）、保護者通称名（漢字・カナ）、現在籍校コード

（現就学校）、前在籍校コード（前就学校）、学年、おくれ年、

入学・卒業年月日、転退学年月日、就学状況（就学免除、

就学猶予、不就学等）、就学異動事由、指定校コード等 

【住民基本台帳情報】 

住記個人番号、世帯番号、氏名（漢字・カナ・アルファ

ベット）、通称名（漢字・カナ）、生年月日、性別、続柄、

郵便番号、住所、住民年月日、住民届出日、世帯主（漢

字・カナ）、送付コード、氏名カナフラグ、ＤＶフラグ◎、Ｄ

Ｖ申請年月日◎、ＤＶ決定年月日◎、ＤＶ終了年月日◎、

異動年月日、異動事由、増異動理由、減異動理由、住

なく年月日１等 

就学システム(住記サブシステム） 

住民記録システム 

資料５－１  別図  

神戸市遠距離通学費援助制度 
 
【申請書記載事項（事務局で入力）】 
氏名（カナ）、生年月日、電話番号、郵便番号、住所、在籍校名、学年、組、振込先
口座情報（銀行コード、銀行名、支店コード、支店名、口座名義、口座番号）、利用
公共交通機関（駅、バス停等を含む）、利用開始年月日、利用終了年月日、異動年
月日、異動理由（交通機関変更、料金改定等）、定期券購入情報、等 
 
【住民基本台帳情報】 
＊住記システムより左記個人情報を収集する 
 
【学齢簿情報】 
＊就学システムより左記故人情報を収集する 
 
【審査結果情報】 
審査結果（認定、不認定、保留等）、審査処理年月日、認定に関する情報（認定理
由、認定年月日、認定取消理由、認定取消年月日、異動理由、異動年月日、終了
理由、終了年月日）、不認定に関する情報（不認定理由）、保留等に関する情報
（保留理由、必要書類情報）等 
 
【支給履歴情報】 
振込年月日、戻入金額、戻入理由、振込不能金額、振込不能理由、再振込年月日、
等 
 
 

(振込データを電子記録媒体で会計室へ） 

学校経営支援課 

特別支援教育課 

健康教育課 

個人情報なし 

【金融機関情報】 

銀行コード、銀行名（カナ・漢字）、支店コード、
支店名（カナ・漢字）等 

財務会計システム 

入学後（小学１年以上）の学齢簿情
報のみを利用 

 （振込データ） 

 ・金融機関コード ・金融機関名 

 ・支店コード    ・支店名 

 ・口座番号      ・口座名義 

 ・振込金額  

会計室 

金融機関 

データに基づき、指定口座へ援助費を振込 
（振込先を学校にすることも可能） 

保護者 



神戸市 

就学援助システム（就学援助事務・特別支援教育就学援助事務）【再構築後】の概要 

就学援助システム【市仮想化基盤上の仮想サーバ】 

【学齢簿情報】 

住記個人番号、児童生徒氏名（漢字・カナ・アルファベット）、

児童生徒通称名（漢字・カナ）、保護者氏名（漢字・カナ・ア

ルファベット）、保護者通称名（漢字・カナ）、現在籍校コード

（現就学校）、前在籍校コード（前就学校）、学年、おくれ年、

入学・卒業年月日、転退学年月日、就学状況（就学免除、

就学猶予、不就学等）、就学異動事由、指定校コード等 

【住民基本台帳情報】 

住記個人番号、世帯番号、氏名（漢字・カナ・アルファ

ベット）、通称名（漢字・カナ）、生年月日、性別、続柄、

郵便番号、住所、住民年月日、住民届出日、世帯主（漢

字・カナ）、送付コード、氏名カナフラグ、ＤＶフラグ◎、Ｄ

Ｖ申請年月日◎、ＤＶ決定年月日◎、ＤＶ終了年月日◎、

異動年月日、異動事由、増異動理由、減異動理由、住

なく年月日１等 

就学システム(住記サブシステム） 住民記録システム 

資料５－２  別図  

福祉情報システム 

【児童扶養手当受給情報】 
児童生徒に関する情報（住記個人番号、住記世帯番号、
福祉個人番号、氏名（カナ）、通称名（カナ）、生年月日、住
所、対象開始年月、対象終了年月）  
受給者（保護者）に関する情報（住記個人番号、住記世帯
番号、福祉個人番号、氏名（カナ）通称名（カナ）、生年月
日、住所、支給期間、手当ランク、送付事由、現況送付の
有無、現況届受理年月日（前年度・当年度）、支給停止年
月、資格喪失事由等 

【所得関連情報】 
総所得金額、各種控除（障害者控除等）、所得関連
情報取得の可否等 

市民税システム 

課税台帳の閲覧
は同意者のみ 

生活保護システム 

【生活保護受給情報】 

生活扶助（教育扶助）対象児童生徒の情報（住記個人番

号、生活保護世帯番号、生活保護員番号、氏名（カナ）、

通称名（カナ）、生年月日、在籍校名、住所、施行年月日、

受給開始年月日、受給廃止年月日、受給停止回数、最新

受給停止年月日、異動区分） 

生活扶助（教育扶助）受給者（世帯主）の情報（住記個人

番号、生活保護員番号、氏名（カナ）、通称名（カナ）、生年

月日、受給開始年月日、受給廃止年月日）等 

財務会計システム 

個人情報なし 

【金融機関情報】 

銀行コード、銀行名（カナ・漢字）、支店コード、
支店名（カナ・漢字）等 

9条諮問 
特別支援教育就学援助制度における利用の追加 

住記情
報ファイ
ル 

児童生

徒情報

ファイル 

生保受

給情報

ファイル 

児扶手
当受給
情報ファ

税情報
ファイル 

金融機

関情報

ファイル 

共通基盤ｼｽﾃﾑ 

FW FW 

11条諮問 

(振込データを電子記録媒体で会計室へ） 

学校経営支援課 

特別支援教育課 

健康教育課 

基幹系NW 

神戸市就学援助制度・特別支援教育就学援助制度 
 

【申請書記載事項（事務局で入力）】 
氏名（カナ）、生年月日、電話番号、郵便番号、住所、在籍校名、学年、組、振込先
口座情報（銀行コード、銀行名、支店コード、支店名、口座名義、口座番号）、課税
台帳閲覧の同意の有無等 
＜※以下は特別支援教育就学援助制度のみの項目＞ 
申請者情報（職業、生活保護対象者の有無、就学援助申請者の有無）、家族情報
（特支学級（学校）在籍者の有無、対象児童生徒の有無）、通学情報（交通機関、区
間、乗車券の種類又は自家用車の片道キロ、金額）等 

 

【住民基本台帳情報】 
＊住記システムより左記個人情報を収集 
 
【学齢簿情報】 
＊就学システムより左記個人情報を収集 
 

【生活保護受給情報】 
＊生保システムより左記個人情報を収集 
 

【児童扶養手当受給情報】※市就学援助制度のみ 
＊福祉情報システムより左記個人情報を収集 
 

【所得関連情報】 

＊市民税システムより左記個人情報を収集（又は申請者提出の所得証明書を 

  事務局で入力） 
 

【審査結果情報】 
審査結果（認定、不認定、保留等）、審査処理年月日、認定に関する情報（認定理
由、認定年月日、認定取消理由、認定取消年月日、異動理由、異動年月日、終了
理由、終了年月日）、不認定に関する情報（不認定理由）、保留等に関する情報（保
留理由、必要書類情報）等 
＜※以下は特別支援教育就学援助制度のみの項目＞ 
就学援助認定の有無、受給者区分、申請受付年月日、調整額 
 

【支給履歴情報】 
振込年月日、費目別支給額（学用品費・通学用品費、校外活動費、新入学児童生
徒学用品費、体操服費、水泳着費、泊を伴う校外活動費、修学旅行費、通学費、自
転車通学費、体育実技用具費、学校給食費）、学校長口座振込の有無、戻入金額、
戻入理由、振込不能金額、振込不能理由、再振込年月日、等 
 
【個別支給費目情報（事務局で入力）】（特別支援教育就学援助制度は下線部の
み） 
給食に関する情報（学校給食実施回数、特殊給食実施回数、特殊給食理由）、 
通学に関する情報（利用公共交通機関（駅、バス停等を含む）、通学距離、利用開
始年月日、利用終了年月日、異動年月日、異動理由（交通機関変更、料金改定
等）、自転車通学の申請有無）、 
修学旅行・泊を伴う校外活動情報（参加情報（参加、不参加、給付済）、行事実施年
月日）等 
 

金融機関 

データに基づき、指定口座へ援助費を振込 
（振込先を学校にすることも可能） 

保護者 

会計室 

 （振込データ） 

 ・金融機関コード ・金融機関名 

 ・支店コード    ・支店名 

 ・口座番号      ・口座名義 

 ・振込金額  



神戸市 

就学援助システム（就学援助事務・特別支援教育就学援助事務）【再構築前】の概要 

就学援助システム【専用サーバ（スタンドアロン）】 

【学齢簿情報】 

住記個人番号、児童生徒氏名（漢字・カナ・アルファベット）、

児童生徒通称名（漢字・カナ）、保護者氏名（漢字・カナ・ア

ルファベット）、保護者通称名（漢字・カナ）、現在籍校コード

（現就学校）、前在籍校コード（前就学校）、学年、おくれ年、

入学・卒業年月日、転退学年月日、就学状況（就学免除、

就学猶予、不就学等）、就学異動事由、指定校コード等 

【住民基本台帳情報】 

住記個人番号、世帯番号、氏名（漢字・カナ・アルファ

ベット）、通称名（漢字・カナ）、生年月日、性別、続柄、

郵便番号、住所、住民年月日、住民届出日、世帯主（漢

字・カナ）、送付コード、氏名カナフラグ、ＤＶフラグ◎、Ｄ

Ｖ申請年月日◎、ＤＶ決定年月日◎、ＤＶ終了年月日◎、

異動年月日、異動事由、増異動理由、減異動理由、住

なく年月日１等 

就学システム(住記サブシステム） 住民記録システム 

資料５－２  別図  

福祉情報システム 

【児童扶養手当受給情報】 
児童生徒に関する情報（住記個人番号、住記世帯番号、
福祉個人番号、氏名（カナ）、通称名（カナ）、生年月日、住
所、対象開始年月、対象終了年月）  
受給者（保護者）に関する情報（住記個人番号、住記世帯
番号、福祉個人番号、氏名（カナ）通称名（カナ）、生年月
日、住所、支給期間、手当ランク、送付事由、現況送付の
有無、現況届受理年月日（前年度・当年度）、支給停止年
月、資格喪失事由等 

【所得関連情報】 
総所得金額、各種控除（障害者控除等）、所得関連
情報取得の可否等 

市民税システム 

課税台帳の閲覧
は同意者のみ 

生活保護システム 

【生活保護受給情報】 

生活扶助（教育扶助）対象児童生徒の情報（住記個人番

号、生活保護世帯番号、生活保護員番号、氏名（カナ）、

通称名（カナ）、生年月日、在籍校名、住所、施行年月日、

受給開始年月日、受給廃止年月日、受給停止回数、最新

受給停止年月日、異動区分） 

生活扶助（教育扶助）受給者（世帯主）の情報（住記個人

番号、生活保護員番号、氏名（カナ）、通称名（カナ）、生年

月日、受給開始年月日、受給廃止年月日）等 

財務会計システム 

個人情報なし 

【金融機関情報】 

銀行コード、銀行名（カナ・漢字）、支店コード、
支店名（カナ・漢字）等 

(振込データを電子記録媒体で会計室へ） 

学校経営支援課 

特別支援教育課 

健康教育課 

神戸市就学援助制度のみで利用 

（特別支援教育就学援助制度では利用せず） 

神戸市就学援助制度・特別支援教育就学援助制度 
 

【申請書記載事項（事務局で入力）】 
氏名（カナ）、生年月日、電話番号、郵便番号、住所、在籍校名、学年、組、振込先
口座情報（銀行コード、銀行名、支店コード、支店名、口座名義、口座番号）、課税
台帳閲覧の同意の有無等 
＜※以下は特別支援教育就学援助制度のみの項目＞ 
申請者情報（職業、生活保護対象者の有無、就学援助申請者の有無）、家族情報
（特支学級（学校）在籍者の有無、対象児童生徒の有無）、通学情報（交通機関、
区間、乗車券の種類又は自家用車の片道キロ、金額）等 

 

【住民基本台帳情報】 
＊住記システムより左記個人情報を収集する 
 
【学齢簿情報】 
＊就学システムより左記個人情報を収集する 
 

【生活保護受給情報】※市就学援助制度のみ 
＊生保システムより左記個人情報を収集する 
 

【児童扶養手当受給情報】※市就学援助制度のみ 

＊福祉情報システムより左記個人情報を収集 
 

【所得関連情報】 

＊市民税システムより左記個人情報を収集（又は申請者提出の所得証明書を 

  事務局で入力） 
 

【審査結果情報】 
審査結果（認定、不認定、保留等）、審査処理年月日、認定に関する情報（認定理
由、認定年月日、認定取消理由、認定取消年月日、異動理由、異動年月日、終了
理由、終了年月日）、不認定に関する情報（不認定理由）、保留等に関する情報
（保留理由、必要書類情報）等 
＜※以下は特別支援教育就学援助制度のみの項目＞ 
就学援助認定の有無、受給者区分、申請受付年月日、調整額 
 

【支給履歴情報】 
振込年月日、費目別支給額（学用品費・通学用品費、校外活動費、新入学児童生
徒学用品費、体操服費、水泳着費、泊を伴う校外活動費、修学旅行費、通学費、
自転車通学費、体育実技用具費、学校給食費）、学校長口座振込の有無、戻入金
額、戻入理由、振込不能金額、振込不能理由、再振込年月日、等 
 
【個別支給費目情報（事務局で入力）】（特別支援教育就学援助制度は下線部の
み） 
給食に関する情報（学校給食実施回数、特殊給食実施回数、特殊給食理由）、 
通学に関する情報（利用公共交通機関（駅、バス停等を含む）、通学距離、利用開
始年月日、利用終了年月日、異動年月日、異動理由（交通機関変更、料金改定
等）、自転車通学の申請有無）、 
修学旅行・泊を伴う校外活動情報（参加情報（参加、不参加、給付済）、行事実施
年月日）等 
 
 
 

金融機関 
データに基づき、指定口座へ援助費を振込 

（振込先を学校にすることも可能） 

保護者 

会計室 

 （振込データ） 

 ・金融機関コード ・金融機関名 

 ・支店コード    ・支店名 

 ・口座番号      ・口座名義 

 ・振込金額  


