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FIS 保育料管理システムへようこそ                          

この度は＜FIS保育料管理システム Ver2＞をご契約頂き誠にありがとうございます。 

このテキストは、基本的な操作・日常の業務でよく使用する操作を中心に進めています。 

より詳しい内容は別途「保育料管理システム リファレンス・マニュアル」をお読みください。 

※システムに表示されます各メニュー及びメニュー番号の表示位置は法人様によって異なる場合があります。

                                 株式会社 会計情報システム 

ご注意 

本製品の一部または全部を当社の書面による許可なく複写・複製することは、その携帯を問わず 

禁じます。 

本製品の内容・仕様は、訂正・改善のために予告なく変更することがあります。 

本製品およびマニュアルを運用した結果の影響については責任を負いかねますので、ご了承ください。 

また、本製品の内容につきましては万全を期しておりますが、万一ご不審な点やお気づきの点がござい 

ましたら弊社までご連絡ください。 
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【 第 1章 】 基本操作  

1．システムの起動

①デスクトップ上にある、以下の保育料管理システムアイコンをダブルクリックして起動します。 

②ログイン ID・パスワードを入力して＜ログイン＞ボタンをクリックします。 

2．基本画面構成 

①ホーム画面 

  最も基本となる画面です。全ての操作はこの画面から始まります。

 ①メニュータブ 

各メニュー画面へ切り替えます。 

 ②プログラムボタン 

各操作単位のメニューを表示します。 

 ③番号フィールド 

使用するプログラム番号を入力し Enter キーで各操作単位のメニューを表示します。 

 ④リモートサポート開始ボタン 

弊社サポートセンターでの遠隔操作が必要な際に起動します。 ※インターネット環境が必要です。

①

②

③

④

保育料管理システム 導入テキスト
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【 第２章 】園児情報 

２-１《 園児情報 》[メイン]-[1.園児情報]

園児および保護者の情報・入園日・口座情報・認定区分・世帯階層等、基本となる園児情報を登録します。

園児基本情報の新規登録 

①＜新規 F1＞ボタンをクリックします。 

②[※]の欄は、入力必須項目となりますので 

 必ず入力してください。 

■入力をしないと保存が出来ません。 

[ 参考] 

年度始めなどで、支給認定証番号が未確定な場合には 

仮番号等で入力・保存をしてください。 

生年月日は入力するだけでシステムが年齢を判定します。

③入園日・退園日の入力 

 1．追加ボタンをクリックします。 

 2．入園日（退園日）・理由を▼をクリックし

表示されたリストから選択し入力します。 

※日付の入力はカレンダーで選択か直接入力をして下さい。 

直接入力の際は 平成⇒「Ｈ」と入力してください。

【重要】 途中入園（退園）の場合システムが認定区分に 

 より、保育料の日割計算をしますのでお間違えのない 

ように入力してください。 ※費目の日割計算はしません。 

④グループの登録 

 1．園児情報中段にあるタブの＜グループ＞を選択し、 

グループマスターで登録したグループの「あり/なし」 

を選択します。 

⑤住所・電話番号の登録 

  1. 園児情報中段の＜本人＞タブを選択し、 

本人住所・電話番号・備考等を登録します。 

⑥保護者情報の登録 

  1．園児情報中段の＜保護者 1＞＜保護者 2＞を選択し、 

 保護者の情報を登録します。 

本人住所コピーをクリックし 

予め登録した本人の住所をコピーすると便利です。 

保育料管理システム 導入テキスト

拡

大

3



口座情報の登録

①園児情報上段の＜口座情報＞を選択します。 

 1．＜新規＞ボタンをクリックします。 

 2．ポップアップされた画面で銀行・支店名を 

選択し口座情報を入力後＜ＯＫ＞ボタンで 

登録します。  

3．＜請求方法＞を▼より選択します。 

【重要】                                        【学園口座】 複数の口座で保育料を管理

＜請求方法＞の[自動引落]を選択した園児のみが        する場合、ここで登録する口座情報が 

          請求 FD 作成（第 5章）の対象となります。 請求 FD作成（第 5章）と関連します。 

■＜基本情報＞及び＜口座情報＞の必要項目の入力を終え、 

お間違えが無いことを確認したうえで＜登録F1＞ボタンで登録をしてください。 

２-２ 《 園児一覧 》 [メイン]-[2.園児一覧] 

園児を一覧で表示します。対象園児をダブルクリックすることで、園児情報へ移動し確認・修正が可能です。 

【検索方法】 

                            ・氏名・カナを入力して検索します。 

                            ・所属ごとの一覧を表示して検索します。 

                            ＜検索条件＞ 

検索条件をクリックすることで、より詳細な 

検索が可能です。 

1．検索をしたい項目にチェック します。

2．入力もしくは▼より選択をして 

検索開始ボタンで検索します。 

【検索項目】 

・支給認定証番号 ・性別 ・保護者カナ

・グループ区分 ・在籍区分  他 

保育料管理システム 導入テキスト
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２-３ 《 園児単価 》 [メイン]-[3.園児単価] 

費目マスターで登録した費目に対し、各園児の単価を登録します。 

1．園児ごとに各費目の金額を入力します。（対象者の金額欄をダブルクリックすると入力が出来ます。） 

2．対象者の費目が同じ金額の場合には一括で金額設定をすることが可能です。 

 ①金額の一括設定をしたい費目にチェック します。 

 ②設定対象者の[選択]欄にチェック します。 

              ※下段にある＜全て選択 F2＞をクリックすると全園児を選択します。 

 ③右上の[選択したデータを一括更新]欄に金額を入力して 

一括更新ボタンをクリックすることで金額を設定します。 

  ④金額を確認したうえで＜登録 F1＞ボタンで登録をします。 

〔保育料〕に関しましては、予めマスター設定された各「市町村・認定区分・世帯階層・多子区分」 

の金額と園児情報で登録した各区分の情報を基に、システムが金額設定を行います。 

※万が一金額が違う場合は、園児情報の各区分の登録にお間違えがないかご確認ください。 

２-４ 《 園児保育料一括更新 》 [メイン]-[30.園児保育料一括更新]

市町村から通知される利用者負担額表に変更があった場合など、[市基準単価]の金額を追加・修正を行った場

合に対象者の保育料の更新を行います。 

 1. [園児単価]と[市基準単価設定]の金額に相違がある対象者をシステムが表示します。 

 2．更新対象者にチェック をし、よろしければ＜登録 F1＞ボタンをクリックし更新します。 

【注意】システムの判定基準はマスターの金額を優先します。園児単価で保育料の金額を変更 

しても、[マスタ設定]-[市基準単価設定]の金額に変更がなく更新した場合、更新後の金額は 

[市基準単価]（マスター）の金額となります。

保育料管理システム 導入テキスト
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【 第３章 】日常処理 － 時間外保育 

３-１《 時間外保育入力 》[メイン]-[4.時間外入力]     

各園児の日付単位での延長保育や早朝保育の時間を入力します。 

①時間外保育データを入力する日付を指定します。▼ボタンにより表示されたカレンダーで選択をするか 

          日付を直接入力します。 

■直接入力の際は 平成⇒「Ｈ」と入力してください。

②対象の認定区分を選択しＯＫボタンをクリックします。 

③時間外保育園児追加ボタンをクリックし、入力の対象となる園児を追加します。 

④上記②で指定した認定区分の在園児一覧を読み込み表示します。 

 対象園児の[選択]欄にチェック をし、よろしければ＜はい＞をクリックし＜ＯＫ＞ボタンで進みます。 

※[すべて選択]ボタンにより、全園児を選択することも可能です。

保育料管理システム 導入テキスト
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⑤時間帯種別を▼ボタンをクリックし表示されたリストより選択します。 

⑥各園児の登園時間・退園時間を入力します。設定された時間外保育料金をシステムが読み込み表示します。 

※早朝の場合は早朝 に、1号認定は預かり 、2・3号認定は延長 へと自動的にチェックが付きます。 

⑦金額の確認をしてよろしければ、 

＜登録 F1＞ボタンをクリックし＜はい＞で登録します。 

３-２《 時間外保育請求書 》[メイン]-[7.時間外保育請求書]  

時間外保育および預かり保育利用料の請求書を発行します。 

① 該当期間・所属・認定区分を選択します。

                          ②作成日・納付期限・宛名を指定し対象者を選択※ 

のうえ＜印刷 F5＞または＜プレビューF6＞を 

クリックします。 

※印刷対象者を選択して印刷に チェックした場合のみ。 

■＜印刷＞を選択した場合はプレビュー表示をせずに 

   印刷へと進みます。 

※請求書のレイアウトや文面は法人様により異なる場合がございます。

また、文面の書式に変更のご希望がございましたら弊社サポートセンターまでご連絡ください。

保育料管理システム 導入テキスト
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【 第４章 】月次処理－請求管理  

４-１《 請求管理 》[メイン]-[8.請求管理]   

毎月の保育料の計算をします。 

①納付単位を選択しダブルクリックをするか、 

＜実行 F1＞ボタンで請求データを作成します。 

 ②＜はい＞をクリックします。 

  設定された在園児全ての保育料および 

各費目を計算します。 

③計算結果を一覧で表示します。

※所属選択や検索条件より、表示一覧を絞り込むことが可能です。

■この段階での【状態】は[未請求]となります。

④保育料や各費目の金額に修正が必要な場合は、対象園児 

をダブルクリックすることにより,園児ごとの請求内訳を 

表示します。＜修正 F2＞ボタンをクリックし訂正する費目 

をダブルクリックして金額を直接入力し修正します。 

※修正があった園児は,自動的に文字色が「青」へ変化し 

[修正]へとチェック が入り区別します。 

【 参考】

1年に 1度だけ徴収する費目がある場合などは 

  予め費目マスタで設定した費目が表示されます 

  ので、請求する費目を  で移動し金額を入力 

  してください。 

左から右へ移動します。

右から左へ移動します。 

左から右へ全て移動します。

右から左へ全て移動します。

保育料管理システム 導入テキスト
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４-２《 請求管理 》[メイン]-[8.請求管理]- 時間外保育データ読込

毎月の保育料へ前月分の時間外保育料を合算請求する場合に読み込みます。 

①＜請求管理画面＞で時間外保育データ読込ボタンをクリックします。 

よろしければ＜はい＞をクリックします。 

②費目設定をクリッし時間外保育料を関連付ける 

費目を指定し＜保存＞します。 
＜ 参考  ＞

   1 号認定＝預かり保育 

   2・3号認定＝延長保育 の場合 

費目の  をクリックします。 

表示された費目一覧より 

    ＜預かり保育＞をダブル 

クリックで選択します。 

種別の▼より[預かり保育]を 

    選択し項目追加ボタンで登録します。 

同じ要領で＜延長保育＞を ～ の手順で設定をして＜保存＞ボタンで登録します。 

※＜登録/保存＞をした場合は、その後変更の必要がなければ翌月以降の設定は必要ありません。 

③対象期間を指定し、処理日を確認したうえで＜OK＞ボタンをクリックします。 

④実行する場合は＜はい＞をクリックします。 

   金額が読み込まれ、対象園児の請求額が変更されたことを確認してください。 

※ [修正]にチェックが入り、文字色が[青]へと変わります。 

【 注 意 】 

同じ納付単位で[計算結果を現在の金額に加算する]にチェック をいれた状態のまま 

時間外保育データ読込作業を複数回行うと、読み込みをした数だけ金額が加算されてしまいます。 

  同一の納付単位では、チェックを入れずに 1度のみ作業を行ってください。 

※この機能はあくまで、指定範囲内の合計金額を読み込むため、金額の内訳確認やミス防止のために 

[メイン]-[5.時間外保育利用状況表]や[メイン]-[6.一時預かり事業利用状況表] 

（第 10 章 市町村提出書類作成 P19 参照）等で一覧参照をし、確認することをお勧めします。 

保育料管理システム 導入テキスト
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４-３《 請求通知書印刷 》 [メイン]-[10.請求通知書印刷]  

保護者への月額保育料・各費目等の請求通知書を作成・印刷します。 

※自動振替の園児のみが対象となります。 

[帳票]-[26．請求通知書文面設定]で作成した文面の 

請求通知書を作成・印刷します。 

  ①納付単位および作成日付を指定します。 

  ②[印刷対象者を選択して印刷] 

   チェックした場合－園児選択画面で印刷したい園児を指定し 

            作成・印刷します。 

   チェックしない場合－全ての園児の帳票を作成・印刷します。 

■印刷サイズは A5となります。 

                            A4 用紙に 2名ずつ印刷をします。 

４-４《 請求通知書印刷 》 [メイン]-[11.請求通知書印刷②] 

保護者への月額保育料・各費目等の請求通知書を作成・印刷します。 

※現金・自動振替の園児が対象となります。

  ①納付単位および作成日付・「自動振替/現金」を指定します。 

  ②[印刷対象者を選択して印刷] 

   チェックした場合－園児選択画面で印刷したい園児を指定し 

            作成・印刷します。 

   チェックしない場合－全ての園児の帳票を作成・印刷します。 

※請求書のレイアウトや文面は法人様により異なる場合がございます。

また、文面の書式に変更のご希望がございましたら 

弊社サポートセンターまでご連絡ください。

保育料管理システム 導入テキスト
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【 第５章 】月次処理－請求ファイル（口座振替データ）の作成・取込 

５-１《 請求 FD 作成 》[メイン]-[12.請求ＦＤ作成] 

金融機関へ提出する請求データを作成します。 

  ①＜納付単位＞を選択し、法人口座・引落日を 

   指定し、よろしければ＜実行 F1＞ボタンで作成します。 

②＜引落確認表＞を自動的にプレビュー表示しますので、 

印刷または PDF保存を実行し確認してください。 

※[FD に出力された対象者は請求済とする]にチェックを 

   入れ実行すると、データ作成と同時に請求状態が

＜未請求＞から＜未納＞へと変わります。

③作成した請求データをご契約金融機関の EB システム（インターネットバンキングもしくはファーム 

 バンキング）で伝送してください。 

   ※EB システムの操作方法については、ご契約の金融機関により異なります。 

    ご契約金融機関のマニュアルをご確認ください。 

【 注 意 】 

請求データファイルを金融機関に提出後は、システムの請求額の変更や削除はしないでください。 

  金融機関から返却された請求ファイル（口座振替結果データ）の取り込みに失敗し、入金照合が 

  できなくなります。 

５-２《 FD データ取込 》[メイン]-[15.ＦＤデータ取込] 

金融機関より処理結果が書き込まれた、口座振替結果データを取り込みます。 

この処理により、入金及び入金照合が自動的に行われます。 

  ①ファイル名を指定して＜実行 F1＞ボタンで取込みます。 

②＜引落確認表＞を自動的にプレビュー表示しますので、 

印刷または PDF保存を実行し確認してください。 

  ③取込み結果を対象者のコードから特定し入金照合を行います。 

※正常に振替処理された園児は＜未納＞から＜完納＞へと自動的に変わります。 

※残高不足などにより入金とならなかった園児は＜未納＞から＜入金不足＞へと自動的に変わります。
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【 第６章 】督促状の作成・印刷 

６-１《督促状文面設定 》[帳票]-[24.督促状文面設定] 

督促状に印刷する文面を作成します。※複数作成することが出来ます、滞納回数や状況に応じてご利用いただけます。

①＜新規 F1＞をクリックし作成画面を起動します。 

文面名称を作成します。

宛名住所、 所属名、 支給認定証番号 

  印刷したい項目はチェックをします。 

園名・代表者名等を入力します。 

督促状のタイトルを入力します。 

文面を作成します。 

法人名・担当者等の入力をします。 

学園住所、 学園電話番号、 学園ＦＡＸ 

印刷したい項目はチェックをします。 

６-２《督促状》[帳票]-[15.督促状] 

未納者の督促対象者一覧表および督促状を作成・印刷します。 

①対象納付単位をチェック し選択します。（請求処理をした全ての納付単位を選択出来ます。） 

②督促状文面設定（6-1）で作成した文面種類を選択します。 

  ③宛名・督促日付を指定し、出力帳票・在園状況・印字オプションを選択し＜プレビューF6＞を 

   クリックし作成します。 

※[印刷対象者を選択して印刷]にチェック しますと、対象者一覧が表示されますので、印刷したい 

園児のみを選択後に印刷を行います。 
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【 第７章 】入金管理 

７-１《 入金情報一覧 》[メイン]-[16.入金情報一覧] 

園児ごとの入金情報を一覧で表示します。 

①入金日・入金方法を指定します。 

（指定しない場合は年度全ての入金情報を表示します。） 

※所属・氏名カナで検索することが可能です。 

②対象者をダブルクリックすることで 

 ＜入金照合-個別＞画面へ移動し園児ごとの 

入金状況を確認・修正が可能です。 

７-２《 入金照合 》[メイン]-[17.入金照合]  

園児ごとの入金照合を一覧で表示します。 

①納付単位・所属・氏名・※入金の状態で絞り込むことが可能です。 

②対象者をダブルクリックすることで 

＜入金照合-個別＞画面へ移動し園児ごとの入金状況を確認・修正が可能です。 

■ロック/解除機能 

   操作ミス防止のため、入金済みの園児にはロックの設定を行って下さい。 

   ①対象園児にチェック をしてロックまたは解除ボタンで設定をします。 

※入金の状態 

未納・・・・・・入金額 ０円 

入金不足・・・・入金額 １円以上 

完納・・・・・・全額入金 

過剰入金・・・・請求額＜入金額 

保育料管理システム 導入テキスト
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７-３《 入金照合-個別 》[メイン]-[17.入金照合] 

園児個別の入金照合を表示します。 

■[メイン]-[16.入金情報一覧]や[メイン]-[17.入金照合]で表示された一覧より 

対象者をダブルクリックして＜入金照合－個別＞を開きます。 

[納付単位一覧]

   納付単位ごとの請求額・入金額・未徴収額を確認します。 

   ■ロック機能 

     前項７-２入金照合一覧では、一覧情報からロックを 

設定しましたが、こちらの画面で個別に設定/解除が行えます。 

   ■請求明細を開く

     納付単位を指定し、クリックすると費目別の明細を開きます。 

[入金照合履歴]

   納付単位ごとの入金照合履歴（費目別）を表示します。 

[入金情報]

   納付単位ごとの入金情報を表示します。 

   ■編 集

     入金情報に訂正がある場合は、クリックをして内容を修正し＜ＯＫ＞ボタンで登録します。 
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【 第８章 】個別入金処理 

８-１保護者が窓口に現金を持参された場合の入金処理   

■一括入金管理・・未徴収額を全て入金する場合

①[メイン]-[16.入金情報一覧]や[メイン]-[17.入金照合]で表示された一覧より 

対象者をダブルクリックして＜入金照合－個別＞を開きます。 

 ②入金する納付単位を選択します。 

 ③[入金処理・入金照合を一括処理]の※入金日・入金方法を▼より選択します。 

※直接入力の際は 平成⇒「Ｈ」と入力してください。 

   ④入金する学園口座を指定します。 

   ⑤入金するをクリックします。 

⑥＜はい＞をクリックし登録します。 

■分割入金管理・・・未徴収額の一部を入金する場合 

①[メイン]-[16.入金情報一覧]や[メイン]-[17.入金照合]で表示された一覧より 

対象者をダブルクリックして＜入金照合－個別＞を開きます。 
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 ②新 規をクリックします 

 ③ポップアップされた画面で 

  [入金日]・[入金額]・[入金方法] 

[学園口座]を指定・入力します。

④＜ＯＫ＞ボタンをクリックします。

⑤＜はい＞で保存します。 

⑥入金照合・新規ボタンをクリックします。 

 ⑦上から充当するボタンをクリックします。 

 ⑧＜ＯＫ＞ボタンをクリックします。

⑨よろしければ＜はい＞で保存をします。

 ⑩入金照合履歴に追加されたことを確認してください。 
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【 第９章 】帳票作成 

９-１《 入金管理台帳 》[帳票]-[1.入金管理台帳]

  納付単位ごとの入金状況を園児別に印刷します。 

※完納していない納付単位を色分けで強調表示することが可能です。 

９-２《 個人別入金状況一覧表 》[帳票]-[2.個人別入金状況一覧表]

  園児個人別の入金状況を印刷します。  

※完納していない納付単位を色分けで強調表示することが可能です。 

９-３《 費目別請求一覧表 》[帳票]-[8.費目別請求一覧表]

納付単位ごとの、各費目の請求金額一覧表を園児別に印刷します。 
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９-４《 費目別入金一覧表 》[帳票]-[9.費目別請求一覧表]

納付単位ごとの、各費目の入金一覧表を園児別に印刷します。 

９-５《 費目別請求入金一覧表 》[帳票]-[10.費目別請求入金一覧表] 

納付単位ごとの、各費目の請求・入金一覧表を園児別に印刷します。 

９-６《 日付費目別入金集計表 》[帳票]-[8.費目別請求一覧表]

納付単位ごとの、費目別の入金集計表を印刷します。 

 ■保育料管理システムでは、各帳票すべて PDF へ保存が可能となっています。 
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【 第１０章 】市町村提出書類作成 

保育料管理システム Ver2 では、市町村へ提出する[時間外保育利用状況表]や[一時預かり事業利用状況表] 

 を作成することが可能です。（一部自治体のみ対応となります。） 

１０-１《 時間外保育利用状況表 》[メイン]-[5.時間外保育利用状況表]

①＜認定時間＞を選択します。 

②[所属]・[認定時間]・[市町村]・[月]を指定します。 

③＜プレビューF6＞をクリックします。 

※以下は札幌市の様式です。

１０-２《 一時預かり事業利用状況表 》[メイン]-[21.一時預かり事業利用状況表]

①[所属]・・[市町村]・[月]を指定します。 

②出力順序を指定します。 

                     ③保存先を指定し＜実行 F1＞でファイルを作成します。 

※以下は札幌市の様式です。
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【 第１１章 】システムバックアップ 

パソコンの故障などに備え、USB メモリなどの外部メディアへデータのバックアップを 

定期的に行ってください。 

《バックアップ》[システム設定]-[20.バックアップ]  

■保存先を指定して＜ＯＫ＞ボタンをクリックしてください。 

※[システム終了時に毎回バックアップを行う]にチェック を入れますと 

バックアップの取り忘れの防止に大変便利です。 
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【 第１２章 】よくあるご質問 

Ｑ１．新たに費目を追加したいのですが、どのように設定をすればよいですか。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 Ａ１．以下をご参照ください。 

費目の追加 《 費目マスタ 》[マスタ設定]-[3.費目マスタ] 

①＜新規 F1＞ボタンをクリックします。 

②コード番号を入力します。 

③費目名/略名を入力します。 

④費目種別を▼ボタンで表示される 

「請求」を選択します。 

                           ⑤＜登録 F1＞ボタンをクリックし＜はい＞で 

                            登録します。 

                           ※この段階では、請求管理へ反映しません。 

追加した費目の所属反映《 費目パターン 》[マスタ設定]-[4.費目パターン]

①所属を指定します。 

②＜修正 F2＞ボタンをクリックします 

③上記 で設定した費目を  で移動します。 

                           ④＜登録 F1＞ボタンをクリックし＜はい＞で 

                            登録します。 

【※第２章 ２-３《園児単価》Ｐ５】を参照 

                           していただき、園児単価を入力・設定して下さい。 

追加した費目の帳票反映《 費目別帳票書式設定 》[マスタ設定]-[23.費目別帳票書式設定]

                    使用する帳票に費目の追加を行います。 

                    このテキストでは[費目別帳票書式設定]を紹介します。 

                    ①＜修正 F2＞ボタンで追加画面を開きます。 

                    ②項目追加ボタンをクリックします。 

                    ③▼より表示される費目一覧から、追加する費目を選択して 

                     ＜登録 F1>で保存します。 
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Ｑ２．費目を追加し、単価入力もしましたが保育料が変わりません。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 Ａ２．１度請求データを作成後に単価を変更した場合は、再計算を行う必要があります。 

 [メイン]-[8.請求管理]                                

 ①納付単位をクリックし、請求管理画面を表示します。 

 ②[状態]が未請求であることを確認します。 

※請求済（未納）の場合は再計算が出来ません

１度請求済みの解除をする必要があります。

注意：金融機関へ FD データを送付後の金額訂正は行わないで下さい。 

      入金照合ができなくなります。

 ③対象者の[選択]にチェック をします。 

 ④再計算（選択者のみ）ボタンをクリックし 

   ＜はい＞で計算を行います。 

 ⑤金額が変わったことを確認のうえ 

   ＜登録 F1>ボタンで登録をします。 

※【 参考】 

   全ての園児の保育料を再計算する際は、 

再計算すべてのボタンをクリックすると便利です。
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Ｑ３．認定区分や保育必要量が変更となる園児がいます。どのように変更すればよいですか。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 Ａ３．二通りの方法があります。 

園児情報の区分を直接変更する方法 

     ⇒年度途中で区分変更等があり、今後変更された区分のままの状態にする。 

     請求時に区分を変更する方法

     ⇒年度内の一部期間のみ変更となる場合。園児基本情報は変更しない。 

【 参考】子ども・子育て支援制度 FAQ より 

  Q57．保育必要量や認定区分が月途中で変更した場合、利用者負担は月途中で変更となり日割りとなる 

     のでしょうか、それとも翌月からの変更となるのでしょうか？ 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  保育必要量や認定区分が月途中で変更した場合の利用者負担については、翌月から変更後の利用者負担 

  を適用することになります。 

 園児情報の区分を変更する場合 [メイン]-[2.園児一覧]

                            ①園児一覧より変更となる対象園児を選択 

                              し、園児情報画面を開きます。 

 ②変更のある区分をポップアップされた画面 

                               より選択しダブルクリックで変更します。 

                              ③＜登録 F1＞をクリックし＜はい＞を 

                               クリックします。

④[園児単価]画面で金額が変更されたことを確認してください。

【 参考】 計算後に変更をおこなった場合は、請求管理より再計算を行って下さい。 

※請求済（未納）の場合は再計算が出来ません１度請求済みの解除をする必要があります。

注意：  金融機関へ FD データを送付後の金額訂正は行わないで下さい。入金照合ができなくなります。 

 ※この処理で変更されるのは、保育料のみとなります。 

  各費目の金額に修正・変更があった場合は、「第 2章 2-3《園児単価》P5」を参照の上 

  変更手続きを行って下さい。 
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 請求時に区分を変更する場合 [メイン]-[13.請求時区分変更]

  ※請求時に区分変更をおこなった場合、変更した納付単位以降の計算金額は変更となりますが 

[園児情報]の区分や[園児単価]の金額は変更されません。 

①＜納付単位＞をクリックしポップアップされた画面より、 

変更となる納付単位をダブルクリックして選択します。 

 ②＜入力 F1＞をクリックします。

 ③変更の対象となる園児にチェック を入れ、ポップアップされた画面により 

変更後の[所属][市][認定区分][保育時間][世帯階層][多子区分]をダブルクリックで選択します。 

※氏名・カナ・所属からの検索も可能です。 

 ④＜登録 F-1＞ボタンをクリックして、 

＜はい＞で保存をします。 

【 参考】 計算後に変更をおこなった場合は、請求管理より再計算を行って下さい。 

※請求済（未納）の場合は再計算が出来ません１度請求済みの解除をする必要があります。

注意：  金融機関へ FD データを送付後の金額訂正は行わないで下さい。入金照合ができなくなります。

※この処理で変更されるのは、保育料のみとなります。 

  各費目の金額に修正・変更があった場合は、「第 2章 2-3《園児単価》P5」を参照の上 

  変更手続きを行って下さい。 
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Ｑ４．市町村から利用者負担額の変更通知がきました、どうのように変更をすればよいですか。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 Ａ４．以下をご参照ください。  

 [マスタ設定]-[15.市基準単価設定]

 ※以下の画面と異なる法人様は弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

                        ①＜修正 F2＞をクリックします。 

                        ②[市町村]・[認定区分]・[保育時間]を 

                         ポップアップされた画面よりダブルクリックで 

                         選択します。 

                        ③＜編集 F2＞ボタンで編集画面を開きます。 

                        ④世帯階層・年齢区分・多子区分を確認し 

                         変更となる金額を入力します。 

                        ⑤＜登録 F1＞をクリックして保存します。 

※この段階では園児単価の変更はなりません。 

第 2章 2-4《園児保育料一括更新》P5 を参照の上 

                        対象となる園児の保育料の更新を行ってください。 

【 参考】 計算後に変更をおこなった場合は、請求管理より再計算を行って下さい。 

※請求済（未納）の場合は再計算が出来ません１度請求済みの解除をする必要があります。

注意：  金融機関へ FDデータを送付後の金額訂正は行わないで下さい。入金照合ができなくなります。 
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本書では保育料管理システムに関する情報を掲載しております。 

情報を参照しても困ったこと、わからないことが解決しなかった場合は、電話、FAX、Eメールの 

いずれかの方法でお問い合わせください。 

下記にお問い合わせ頂ければ、弊社サポートスタッフがご対応致します。 

株式会社 会計情報システム 

サポートサービス窓口 

■ TEL：０１１－３７６－１９８７ 

■ FAX：０１１－３７６－１９８８ 

■ E-mail：support@fiscom.co.jp 

■ 受付時間：平日９：００～１２：００／１３：００～１７：３０（土・日・祝日除く） 

サポートのご案内 

株式会社 会計情報システム 


