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機能要件 基本要件 人事給与

システムと

の連動機

能

1 人事給与システムとの連動を図り、次の機能を実現すること。

・人事給与システムで管理している職員名、所属、職員番号等の固

有情報を取り込み、職員情報の管理ができること。

・勤怠管理システムにおいて記録された夜間勤務データ・特殊勤務

データ・時間外勤務データ・休暇データを人事給与システムに出力で

きること。

性能、機能要

件

本システム

調達物内

訳

2 2,000名の職員登録に対応すること。

3 システムの動作環境にサーバが必要となる場合は、必要な機器の導

入と環境設定作業を含むこと。

出力帳票 4 個人単位による月単位、週単位の出勤簿が一覧で出力できること。

ソフトウエア

仕様

機能概要 基本機能 5 勤務管理に必要な最低限の機能(出勤日数、休日出勤日数、有給休

暇日数、欠勤日数、特別休暇、出張日数、研修日数、休職日数、振

替日数、代休日数の記録／集計・所定内時間、残業時間、深夜残業

時間、休日出勤時間、遅刻早退時間の記録／集計)を標準機能とし

て有すること。なお、集計方法は職員区分によって対応可能であるこ

と。

処理人数 6 処理対象人数は最大で2,000人まで動作する性能を有すること。ま

た、将来的に人数が増えた場合でもバージョンアップにより最大5000

人まで処理する性能を有すること。

勤務シフト

数

7 勤務シフト数は300以上設定可能であること。

勤務シフトは病院毎、病棟のフロア毎、職種によっても異なる

例外コード

数(早出、残

業、直行等)

8 例外コード数は80以上設定可能であること。

勤務時間

の設定

9 個人毎・曜日毎に勤務シフトを設定可能であること。

集計区分

数(職員・

パート等)

10 集計区分数は8区分以上設定可能であること。

カレンダー

の種類

11 カレンダーは8種類以上設定可能であること。

不在理由

の種類(年

休・出張・

休日振替

12 不在理由の種類は80種類以上設定可能であること。

所属の階

層化

13 3階層(部・課・係)まで設定可能であること。

役職区分

(部長・課

長・係長等)

14 役職の種類は80種類以上設定可能であること。

職員番号 15 職員番号は英数字7桁以上設定可能であること。

ソフトウェ

アの起動

権限

16 職務権限のある職員の職員番号とパスワードの組合せによる認証

から、機能・アクセス権限等の制限が可能であること。また、セキュリ

ティ向上のためパスワードについては、桁数や有効期限などの設定

を行うことが可能であること。なお、有効期限については警告メッセー

ジを表示可能であること。

休暇データ

処理

17 休暇の権利発生、取得及び組み合わせを特に意識することなく、ス

ケジュール入力、データ修正などの通常業務より休暇を登録すること

で自動的に休暇の発生と取得の管理をすることが可能であること。

休暇取得

超過確認

18 誤って休暇権利の発生日より多くの休暇取得をした場合、その取得

超過となったデータを確認することが可能であること。

年次有給

休暇の管

理

19 日数だけでなく、時間数に応じても年休取得/年休残時間数管理/年

休付与管理が可能であること。有給付与の日数はテーブル化され、

付与は個人別に管理が可能で、労働基準法の変更に容易に対応が

可能であること。

20 個人毎や所属毎の有休消化率を確認できる帳票を出力でき、webか

らの確認も可能であること。

21 有休及び、振休の残数チェックと優先順位(振休の残数がある場合は

振休取得を優先)のチェックが可能であること。
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22 年休・振休の申請により、年休・振休残日数が足りな<なる場合、申

請・承認不可に設定可能であること。また、休暇取得が超過になる旨

をエラー表示可能であること

時間計算

式の設定と

結果の確

認

23 指定期間内の勤務情報を一覧で確認・修正・印刷ができ、時間数項

目は運用に合わせて名称・計算方法を自由に設定可能であること、

勤務管理システムに関わる基本プログラムを有し、条件判断や四則

演算を画面から容易に指定できる機能を有すること。

実打刻

データの保

持

24 webから登録された出退勤時刻データは、後に手動によりデータ修正

を行った場合でも、実打刻データとして別途保持・参照が可能である

こと。

修正履歴と

操作履歴

25 データを修正した履歴と、操作の履歴をそれぞれ記録することが可

能であること。

26 データの修正履歴は、誰かどの項目を修正したのか、元の値が何で

あったか把握可能であること。

勤務データ

の確定と

ロック

27 日々の勤務データの修正やチェックが完了したデータを修正不能に

設定できること。また、データを修正不能に設定できる職員を指定で

きる機能を有すること。

28 デイリーデータの確定を行うと確定者の名前と確定した日時が残り、

確定済になった日のデータはすべての項目を入力不能に設定可能

であること。

集計データ

修正

29 月次の勤務実績を一覧で表示し、集計内容に修正がある場合は、権

限付与者であれば、この画面から直接修正することができること。

30 指定期問内の就業情報を一覧で入力・確認・修正が可能、かつ時間

数項目は、運用に合わせて名称・計算方法を自由に設定することが

可能であること。

31 表示内容を限定して、勤務状況を一覧表示することが可能であるこ

と。

Exceｌ連携 32 範囲を選択し、ツールバーのExceｌ起動アイコンを押下することで

Exceｌにデータを連動可能であること。

管理範囲

による表示

制限

33 各部の管理者は、管理範囲の職員について勤務データ照会が可能

であること。管理範囲は所属単位・個人単位に設定できる機能を有

すること。

休日の管

理

34 国民の休日・ハッピーマンデーなどの休日設定が容易であること。

エラーデー

タ

35 打ち忘れ・二重打刻等のエラーを容易に確認できる機能を有するこ

と。

年間勤務

状況参照

36 年間もしくは年度単位で月別勤務データおよび期間合計を随時参照

可能であること。

帳票機能 37 次にあげる帳票が出力されること。

38 ・不在者一覧出勤者一覧

・例外者一覧

・週単位の個人別勤務状況一覧

・月単位の個人別勤務状況一覧

・日単位の個人別勤務状況一覧

・個人別、部別での月単位の勤務集計一覧

・操作履歴一覧

・修正履歴一覧

・就業・年報

・出勤簿

・休暇簿(年次休暇・病気休暇・特別休暇等)

・夜間勤務命令簿（コメディカル）

・休暇申請書（氏名、所属等を印字したもの）

法令対応 39 平成22年改正労働基準法に対応できていること。

運用 個人認証

(ログイン)

40 ログイン認証により処理範囲を制限するとともに、データベースヘの

アクセス履歴(データ変更履歴)を保存し、セキュリテイチェックが可能

であること。

41 データベースの修正履歴を全て保存し、万一データ改ざんがあって

も、変更履歴を確認して、原因を究明が可能であること。

操作方法 42 Webブラウザの標準的な操作でデータの照会・入力ができること。な

お以下のブラウザにて利用可能であること

Microsoft　Internet　ExpIorer5.5/6.0/7.0/8.0/9.0
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43 区分(一般職員・所属長)やシステムの運用規定に応じて、メニュー項

目の表示内容や操作範囲を設定することが可能であること。

44 上司は、配下の職員の勤務データ照会・入力が可能であること。

トップメ

ニュー

45 Webのトップメニューに表示する内容は、操作レベルごとに表示する/

しないの設定が可能であり、以下の内容が可能であること。

①全職員が共有できる情報を登録・表示が可能であること。

②カレンダーを表示し、その日付をクリックした場合、リンクされた届

出入カプログラムを起動可能であること。

③「エラーデータ」や「打ち忘れデータ」などの有無を知らせる機能が

あり、その項目をクリックすることで、リンクされたプログラムを起動可

能であること。

④ログオンした職員の就業月報を参照可能であること。

⑤操作の簡素化のため、直接、アイコンをクリックしてプログラムを起

動可能であること。

⑥運用マニュアル(Word/Excel/PDFなど)を参照することが可能であ

ること。

⑦URLリンク機能：URLをクリックすると、指定のホームページを表示

可能であること。

就業週報

照会

46 指定期間内の就業情報(出退勤時刻・時間数)を確認可能であるこ

と。

47 出力項目を任意に設定することが可能であること。

勤務データ

入力

48 指定期間内の就業情報を一覧から入カ・確認・修正でき、時間数項

目は、運用に合わせて名称・計算方法を自由に設定可能であるこ

49 演算処理の設定により、上司の確認済データのみ実績に反映するこ

とができ、不正なデータ入力や上司の確認漏れを防止可能であるこ

と。また、上司が確認していないデータの一覧を出力可能であること

50 勤務データ入力(個人単位の期間・複数個人の1日)」は入力対象とす

る項目を任意に設定可能であること。

就業年報・

出動簿

51 指定した期間について月毎の集計データおよび合計を確認でき、出

力項目は任意に設定可能であること。

52 指定した期間について、日毎の勤務状況や打刻データを確認可能で

あること。

出退状況

表示

53 職員の出退状況をWebブラウザにてタイムリーに確認することが可能

で、更新時間を決めて画面の自動更新が可能であること。また、表

示される色で、対象者が出勤しているのか、退勤しているのか、また

は外出しているかなどが一目で判断可能であること。

届出承認

ワークフ

ロー

54 各職員が入力した「届出データ」は、上司の承認を経て、実績データ

として反映可能であること。

55 届出申請時に届出があったことを知らせるメールを送ることができ、

受信したメールから、届出承認画面に自動ログオンすることが可能で

あること。

56 届出の内容は下記内容が可能であること。

①早出・残業など、時間外勤務(時間申請・時間帯申請)・例外勤務の

届出申請

②打ち忘れや、時刻データの修正申請

③勤務スケジュールの変更申請

④時間数や日々の交通費などの追加データ申請

⑤弁当の発注申請や職員食堂での予約申請など、回数データの申

請

⑥有給休暇や振替休暇・出張など、不在理由の届出申請

⑦時間数データの申請

57 届出の種類に合わせた承認ルートを設定可能であること。

58 時間外の申請などについて予定・実績の2つの申請を行うことが可能

であること。実績の申請が承認されれば、時間外が支給対象になる

こと。

また、予定・実績の申請時に勤務予定データと照合し、不整合があ

ればエラー出力が可能であること

59 打刻修正届出にて、複数の出退区分の打刻を一括で申請可能であ

ること。
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勤務スケ

ジュール入

力

60 シフト勤務や交替勤務で運用する場合に、勤務スケジュールを登録

可能であること。また、看護師等のシフト勤務管理については既存の

看護支援システムから勤務スケジュールデータを取り込みを可能と

すること。

61 勤務スケジュールは当日以降の、未来1年分を登録可能であること。

62 期間別(個人単位)、日別(複数個人)でカレンダー、不在理由、事由、

勤務区分、定時や休憩の開始・終了時刻を詳細に入力可能であるこ

と。

63 Webからのスケジュール修正時に処理日ごとにコメント入力が可能で

あること。

64 Web月間スケジュール修正時に勤務記号参照ウィンドウから勤務記

号を指定することが可能であること。

超過勤務

のアラーム

65 三六協定、過重労働チェックのために、本人又は上司がログインした

際に処理メニューやwebトップメニューに超過勤務のアラームメッセー

ジを表示可能であること。

66 上司がログインした際に処理メニューやwebトップメニューに超過勤

務のアラームメッセージを表示すると共に、該当者を一覧で確認可能

であること。

67 アラームデータを集計時間数と基準時間数との比較により作成でき、

集計時間は就業台帳の任意の項目を選択(複数可)し、基準時間は

固定値または個人マスターの任意の項目を選択可能であること。

68 アラームやメッセージは最大4段階まで設定が可能で、各段階ごとに

メッセージや文字色を変更可能であること。

69 アラームメッセージを期間(集計開始日からn日間という考え方)で上

限チェック可能であること。

年休データ

一覧

70 年休の繰越日数、付与日数、残日数といった年休データを一覧にし

て確認可能であること。

71 運用に合わせて設定した各種休暇の権利発生や休暇取得の状況を

確認可能であること。

72 個人毎や所属毎の有休消化率を確認できる帳票を出力でき、webか

らの確認も可能であること。

ハードウエア

仕様

出退勤管理 lCカード

リーダー

73 既製品として、同一機種で縦型仕様、横型仕様を選択可能であるこ

と

74 縦型仕様の場合は外観・寸法が幅130㎜×高さ160㎜×奥行40㎜以

内とし、横型仕様の場合は外観寸法が幅160㎜×高さ130㎜×奥行

40㎜以内とすること。なお、表示部、操作部、リーダー部が全て組み

込まれていること。

75 データ保持件数は10,000件以上あること。

76 カード内の再発行Noを読取り、登録された力一ドのみ打刻可能であ

ること。またその件数は5000件以上であること。

77 打刻データには打刻時刻(西暦年月日時分)、職員番号、入庁・退庁・

外出・再人の区分、打刻カードリーダー情報等法人が指定するデー

タが含まれていること。

78 修正処理業務の軽減のため、カードリーダーにて一定時間（1～3分

程度)内に再打刻すれば、後から打刻された時刻を正規の打刻時刻

として取り扱うことが可能であること。

79 入庁・退庁・外出・再入の区別可能なキーがあり、キーを押した時に

その状態を示すランプ点灯または表示が可能であること。使用しない

キーは操作無効に設定可能であること。

80 職員がスムーズに入退庁できるよう、時間帯に応じて自動的に入庁

または退庁のキーを押した状態に切り換わり、カードをかざすだけで

入退庁時刻を記録可能であること。

81 表示部は操作時、正常・エラーを明確に識別するため色を変えること

が可能であること。夜間でも見やすいこと。

82 ブザー音は2種類以上あり、音量を4段階以上調整可能であること。

83 ICカードリーダーからのデータ転送時間は台数に関わらず、3分以内

であること。

84 データ転送は設置場所に応じて、LAN(TCP/IP)等にて法人の指定す

る通信サーバーへのデータ転送を可能とすること。データ転送手法

は手動・定時刻等複数の方法が設定できること。

85 時計は１日に1回以上、時刻合わせが自動（タイムサーバーとの同

期）で可能であること。ICカードリーダーまたは管理パソコンからの操

作で時計合わせも可能であること。
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86 本体の時計の精度は通電時週差±3秒以内とする。

87 停電累計時間2年間は時計およびデータに対してメモリ保持されてい

ること。

88 欧州連合が実施するRoSH指令に適合していること。

89 電源供給はLANを通じて行われるもの(PoE)とし、移設の容易性、電

気工事等のコスト削減が可能であること。

90 認証方式としてMIFAREとFeliCaと両方に対応していること

91 ICレコーダーの設置位置についてはせのお病院の担当者の指示に

従うこと。（せのお病院へ１箇所を想定している）

性能・機能以

外に関する要

件

設置条件等 設置場所 92 当センター担当者の指示に従うこと。

搬入、調整 93 搬入、調整については、病院局、および新病院・保健福祉政策推進

課の業務に支障をきたさないよう、病院局、新病院・保健福祉政策推

進課の職員と協議の上その指示により実施すること。

データ移行 94 移行対象データとして、職員マスターデータの移行を実施する。過去

の勤務データの移行は本契約の作業対象としない。勤務管理システ

ムの運用にあたり必要となるマスターデータについては、病院局、新

病院・保健福祉政策推進課より移行元のデータの提供を受け、新シ

ステムに適合するよう変換・整備してセットアップを行うこと。動作環

境に必要となる初期データについては、予め全てセットアップを行うこ

と。

システム連

携

95 勤務管理システムは、給与計算業務の効率化を支援する必要があ

るため、確定された勤務データを人事給与システムヘ登録するため

のデータを生成し集計できること。

96 人事給与システムへ毎月提供する情報は次のとおり

 ・宿日直回数

 ・夜間勤務時間

 ・日額特勤回数

 ・時間外勤務時間

97 現状の勤務表管理システム（看護部）の勤務実績データ（休暇・出張

等の情報含む）を勤怠管理システムに取り込むことができること

人事給与

システム

データ作成

98 人事給与システムへの取り込みデータフォーマットは人事給与システ

ムにあわせること。

連携データの文字コード体系については対応できるものを提案する

こと。

保守体制等 無償対応

範囲

99 納入検査確認後１年間は、通常使用により支障をきたした場合の無

償対応に応じること。

保守体制 100 専任の担当者がこのソフトウェアの保守対応を行える体制であるこ

と。

保守契約

(年間契約)

101 ICカードリーダーの保守範囲に落下、衝突など過失による故障につ

いても含めること。

102 故障した機器(部品も含む)及び交換の作業を保守料の範囲内で行う

こと。

障害支援体制

等

103 年間の営業日(休日以外)の営業時間内に連絡ができる体制であり、

障害時において復旧のため通報を受けた日の翌営業日までに対応

できる体制であること。

教育体制等 導入訓練 104 当法人の職員に対する導入時訓練は、当市が指定する日時、場所

で行うこと。

教育訓練 105 教育訓練については、2回以上実施すること。

説明書・マ

ニュアル等

106 操作マニュアルは日本語版を１３部提供すること.

その他 守秘義務 107 受注者は、本業務中に知り得た当市、法人の情報を他に漏洩しては

ならない。
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