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1 サーバOS サーバーOSはWindowsServer2016を使用すること。

2 サーバリソース

使用可能なリソースは次の範囲内とする。検証環境が必要な場合も、本番環境を含めて次の範囲内
で構築すること。
CPU・・・6コア
メモリ・・・24GB
ドライブ容量・・・４００GB　※バックアップを除く本番領域として利用可能な容量

3 セキュリティパッチ
岡山市のWSUSを導入し、必要な時にセキュリティパッチを適用できること。
また、岡山市指定のウイルスソフトも適用できること。

4 スケジュール システムや連携等の起動、停止は、スケジュールによる自動実行ができること。

5 障害監視 システムに障害が発生した場合は、これを検知し、通報・通知ができること。

6 稼働 土曜日、日曜日も稼働できること。

7 検証環境等
本番稼働後の各種検証作業は、検証環境を構築するなど、本番環境や業務に影響の無いようにする
こと。

8 クライアントOS

次のクライアントOSで稼働するソフトウェアを導入すること。業務システム用端末は平成31年度
に入れ替えを予定している。システム導入時には現行端末にセットアップし、平成31年度に入れ替
え端末にセットアップする等の必要な作業を行うこと。また、入れ替え端末からワークグループで
はなくドメイン設定で配布される予定のため、必要に応じて対応すること。
＜現行端末＞Microsoft Windows 7 Professional （SP1）32bit版
＜入替端末＞Microsoft Windows10 Professional　64biｔ版

9 ブラウザ Internet Exprorer11（32bit版)以降のブラウザで稼働するソフトウェアを導入すること。

10 ユーザー認証 ユーザー認証の方法は、個別のＩＤ及びパスワードの入力とすること。

11 権限管理
ユーザーの職員情報（ＩＤ、パスワード及び氏名等）並びに属性情報（組織情報及び職位情報等）
を管理できること。また、属性情報をもとに、機能やメニューの利用可否にかかる権限を個人及び
組織レベルで設定できること。

12 認証管理
職員情報及び属性情報の管理について、定期的（年１回程度）な大量人事異動や随時異動に効率的
な対応ができること（自動、手動、一括登録等）。

13 認証管理
アカウントについて、本市の運用担当者がアカウントポリシー（パスワードの文字数や有効期限、
アカウントの緊急ロック等）を設定でき、利用者はそのポリシーに則ってパスワードの変更ができ
ること。

14 認証管理
タイムアウト機能（一定時間利用がない場合は自動的にログアウト又は画面ロックする機能）が設
定できること。

15 他システム連携

次の他システム間連携は共通基盤システムを介して行うこと。他システムに提供する情報は、他シ
ステムへの影響を軽減させるため、できる限り現行インターフェースに併せるよう留意すること。
・住基情報（利用）
・市税情報（利用）
・生活保護情報（利用）
・児童扶養手当情報（提供）
・支給情報（提供）

16 共通コード情報

共通基盤システムから提供される次の共通コード情報を取り込み、必要に応じて入力時の参照や帳
票出力等に利用できること。
・全国町字情報：J-LISから提供される全国町・字ファイル
・金融機関情報：全国銀行協会から提供される銀行コード
・全国市町村情報：J-LISから提供される全国の地方公共団体コード住所

17
文字コード・フォン
ト

文字コード及び文字フォントは岡山市基準のUTF-8及びMS明朝とし、共通基盤システムから配信
される外字ファイル（EUDC.TTE）を利用すること。
ただし、当該文字コード等を使用することが難しい場合は、システム独自の文字コード等を利用す
ることも可とするが、岡山市基準の文字コード等との文字同定を行うこと。

18 データ抽出
データベース等から利用者が抽出条件設定により容易にデータ抽出できること。また、抽出条件の
定型化ができること。

19 CSV出力 抽出したデータはCSVファイルに出力できること。

20 ログ管理
各種アクセスログ、ログインログ、操作ログ、帳票印刷ログ等を管理できること。なお、個人番号
を取り扱う画面や帳票については必須とする。

21 ログ出力 各種ログは管理者が容易に抽出可能であること。

22
ＤＶ支援・
ストーカー支援

ＤＶ支援や、ストーカ支援の対象者の画面表示や帳票発行の際に、注意喚起や発行抑止等の制御が
できること。DV支援・ストーカー支援情報は住基情報から取り込むほか、手入力による登録・更新
ができること。

23 番号制度対応 個人番号は住基情報から取り込むほか、手入力による登録・更新ができること。

24 住登外者登録
住民登録外の者の登録・更新ができること。住登外者は住民登録者と同様に個人番号の登録・更新
や副本登録等を行えること。

25 リモート管理 システムの運用保守は市役所庁舎内からのリモート操作によって行うこと。

26 時刻同期 共通基盤システムのNTPサーバを利用すること。

27 新規認定請求
認定請求の入力を行うことができること。その際、決定、却下、保留、取り下げの選択ができるこ
と。

28 新規認定請求
認定保留通知書を出力できること。その際、不足書類についてシステムにより通知書に表示できる
こと。

29 新規認定請求
認定請求却下予告通知書を出力できること。その際、不足書類についてシステムにより通知書に表
示できること。

30 新規認定請求 却下理由を入力できること。

31 新規認定請求 入力画面に手当額と支給区分（全部支給・一部支給・支給停止）が表示されること。

32 額改定請求
額改定請求の入力を行うことができること。その際、決定、却下、保留、取り下げの選択ができる
こと。

33 額改定請求
額改定却下予告通知を出力できること。その際、不足書類についてシステムにより通知書に表示で
きること。

34 額改定請求 却下理由を入力できること。

35 額改定請求 入力画面に、新旧の手当額と対象児童数が表示されること。

No. 大分類

サーバ環境

クライアント環境

セキュリティ

連携

EUC

ログ管理

その他

小分類 備考機能概要
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No. 大分類 小分類 備考機能概要

36 額改定届 額改定届の入力を行うことができること。

37 額改定届 入力画面に、新旧の手当額と対象児童数が表示されること。

38 支給停止関係届 支給停止関係届の入力を行うことができること。その際、決定と保留の選択ができること。

39 支給停止関係届 入力画面に、新旧の手当額と支給区分（全部支給・一部支給・支給停止）が表示されること。

40 支給停止関係届
満了月を経過している、または現年中に満了月を迎える者について、支給区分が支給停止から全部
支給または一部支給となる場合、支給停止関係届を入力した際に「除外届の提出が必要」の旨の
ポップアップが表示されること。

41
公的年金給付等受給
状況届

公的年金給付等受給状況届の入力を行うことができること。その際、決定と保留の選択ができるこ
と。

42
公的年金給付等受給
状況届

入力画面に、新旧の手当額と支給区分（全部支給・一部支給・支給停止）が表示されること。

43 氏名変更届 氏名変更届の入力を行うことができること。

44 氏名変更届 受給者の氏名変更届を入力した際、口座変更届の入力を促すポップアップが表示されること。

45 転居届 転居届の入力を行うことができること。

46 転入届
転入届の入力後、転入元の自治体へ受給資格者台帳の写しの送付依頼を行うことができ、台帳の内
容を登録できること。その際、決定と保留の選択ができること。

47 転入届 入力画面に手当額と支給区分（全部支給・一部支給・支給停止）が表示されること。

48 転出届 転出届の入力を行うことができること。転出届を決裁すると自動的に差止状態になること。

49 転出届
転出先の自治体から受給者台帳の写しの送付依頼を受けた場合は、受給資格者台帳送付通知書の発
行をすることができること。

50 支払金融機関変更届 支払金融機関変更届の入力を行うことができること。

51 支払金融機関変更届 入力画面に、変更前の金融機関が表示されること。

52 証書再交付・亡失届 証書再交付・亡失届の入力を行うことができること。

53 資格喪失届 資格喪失届の入力を行うことができること。

54 資格喪失届 未提出の現況届、または除外届がある場合は、入力時にポップアップが表示されること。

55 受給者死亡届 受給者死亡届の入力を行うことができること。

56 受給者死亡届 未支払手当の受取人の金融機関を登録することができること。

57 受給者死亡届 未提出の現況届、または除外届がある場合は、入力時にポップアップが表示されること。

58 支給事由変更届 支給事由変更届の入力を行うことができること。

59 児童年齢延長申立書 児童年齢延長届の入力を行うことができること。

60 障害有期認定請求書 障害有期認定請求書の入力を行うことができること。

61 支給期間延長届 外国人の在留期間の延長の入力を行うことができること。

62 満了月算出 認定請求時、額改定請求（増額）時、転入届時に、５年等満了月を自動計算できること。

63 対象者リスト 除外届提出対象者リストを福祉事務所、支所ごとに出力できること。

64 適用除外届出力 適用除外届対象者へのお知らせと一部支給停止適用除外事由届出書を出力できること。

65 適用除外届受付 出力する適用除外届に5年等満了月を印字できること。

66 適用除外届受付 適用除外届を入力できること。

67
適用除外届未提出者
一覧

除外届未提出者一覧を福祉事務・支所ごとに作成できること。

68 未提出者減額処理 未提出者について任意選択または一括で減額処理できること。

69 適用区分リスト 減額適用・減額適用除外対象者一覧を出力できること。

70
除外理由未設定者リ
スト

除外理由が設定できていない受給者が抽出できること。

71 督促 除外届未提出の受給資格者への除外督促状を作成できること。

72 通知 適用除外通知、支給停止通知、証書を出力できること。

73 無効 除外届の提出が不要になった場合は、提出対象から外せること。

74 リスト
除外届提出者および未提出者の一覧をＣＳＶで出力できること。また提出者については、除外理
由、提出書類も表示されること。

各種請求・届出

適用除外届関係
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No. 大分類 小分類 備考機能概要

75 対象者リスト出力 現況届対象者のリストを作成できること。

76 現況届案内書出力 現況届対象者へのお知らせを作成できること。

77 添付書類一覧 必要な添付書類の一覧表を出力できること。

78 現況届出力 現況届を出力できること。

79
現況届関連書類
出力

受給者と前年登録していた扶養義務者全員の新年度所得が記載された資料を、受給者１人につき１
枚（氏名欄が足りない場合は複数枚）出力できること。

80 現況届受付
福祉事務所・支所/こども福祉課受付時にバーコード処理で受付入力ができること。
また、受付したものの一覧を出力させること。

81 現況届登録 前年度に登録していた扶養義務者を、自動的に新年度へ引き継ぐこと。

82 所得照会リスト
児童扶養手当システムに登録している受給者・扶養義務者のうち、１月１日時点に岡山市に住民票
がない人（岡山市で課税されている人を除く）、もしくは１月１日時点に岡山市に住民票はあるが
市外で課税されている人を抽出し、CSVを作成できること。

83
全額支給停止者リス
ト

現在全額支給停止者で翌年度所得で仮判定すると、全額支給停止になる者のリストを作成できるこ
と。

84 未提出者リスト 現況届未提出の受給資格者一覧を作成できること。（過年度を含む）

85 督促
現況届未提出の受給資格者への督促状を作成できること。
またその一覧を作成できること。

86 警告機能
満了月を経過している、または現年中に満了月を迎える者について、支給区分が支給停止から全部
支給または一部支給となる場合、現況届を決裁した際に「除外届の提出が必要」の旨がポップアッ
プで表示されること。

87 差止登録 受給資格者の支払差止・不支給に関する入力ができること。

88 差止解除登録 支払差止者の解除に関する入力ができること。

89 一覧 支払差止者一覧を、福祉事務所・支所ごとに出力できること。

90 督促・保留
督促通知・保留通知を出力できること。不足している書類や、確認事項についてシステムにより通
知書に記載できること。

91 呼び出し通知 任意で受給者を選択し、福祉事務所・支所への来所を要請する呼び出し通知を作成できること。

92 削除 任意の対象者の入力データの削除ができること。

93 照会
請求書・届出書の入力画面から、対象者の資格情報や、住基情報、市税情報を参照できる画面に遷
移できること。

94 警告機能
入力保留中の請求書・届出書がある、または支払差止をしている受給資格者の請求書、届出書を入
力した際は、ポップアップが表示されること。

95 警告機能
入力時に税情報について1月1日に岡山市で課税権がない場合や他市課税されている場合は注意喚起
のポップアップ等が表示され、内容を入力すれば今後ポップアップが表示されないようにできるこ
と。

96 警告機能
認定請求、額改定請求、転入届の入力の際、すでに資格のある受給者、または児童を入力した場合
にはポップアップが表示されること。

97 自動入力
住基情報や所得情報、金融機関情報など他システム連携により受領した各種情報を参照し、入力作
業を省力化できること。

98 起案・決裁・通知 決定または却下で登録した請求書・届出書について、起案、決裁、通知ができること。

99 起案・決裁・通知 福祉事務所・支所別かつ請求書・届出書別に起案票を出力できること。

100 起案・決裁・通知 起案したものについて決裁できること。

101 起案・決裁・通知 福祉事務所・支所別に通知できること。

102 起案・決裁・通知 通知は利用者側で編集して出力することができ、同時に宛名シールも作成できること。

103 起案・決裁・通知 通知には管轄の福祉事務所・支所の住所、連絡先を任意で設定できること。

104
支払処理前チェック
リスト

支払処理前に支払内容を確認するためのチェックリストを作成できること。

105 支払データ 口座振込データを作成し出力できること。

106 支払通知書 支払通知書を作成し出力できること。

107 支払データ 支払い予定額および支払実績額を画面で確認できること。

108 支払データ 支払い日に振込実績の情報を更新できること。

109 支払証明書 対象者毎に、期間を指定し、支払い実績をもとに支払証明書を出力できること。

110 支払データ 対象者毎に個別で参照し、個別で支払予定や支払実績の修正ができること。

111 支払データ
支払い予定は児童の年齢や受給年齢および有期認定を自動的に考慮して支払予定額を作成できるこ
と。

112 支払い調整 過払い発生者のうち、一括または個別で支払調整を行うことができること。

支払

入力時機能

起案・決裁・通知

現況届関係

支払差止
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No. 大分類 小分類 備考機能概要

113 支払い調整 過払い状態にある受給資格者、資格喪失者のリストを作成できること。

114 支払い調整 支払予定のある各期から任意の金額を支払調整できること。

115 債権管理 過払い発生者のうち、未調整、返納中、返納済の各対象者を検索し、一覧表示できること。

116 債権管理 分割納付中の受給者について、画面で登録できること。

117 債権管理 過払い金額返納のための計画の作成ができること。

118 受給者情報管理 請求書や届出書の申請日、異動日、決定日を保持し、閲覧できること。

119 受給者情報管理 氏名・住所・口座情報の届け出による変更履歴を全て確認できること。

120 受給者情報管理 各種通知案内の送付記録（発行日等）を閲覧および管理ができること。（登録・修正・削除）

121 受給者情報管理
年金併給者の管理ができること。（年金種別、年金額、受給権発生月、子加算の有無、年金併給者
一覧の出力、等）

122 受給者情報管理 過去の受給歴を検索でき、過去の受給データと関連づけることができること。

123 受給者情報管理 2つ以上の電話番号を登録・管理できること。

124 受給者情報管理 受給者・児童の情報が管理できること。（同居の有無、別居監護先情報、障害情報）

125 受給者情報管理 対象児童の父又は母の氏名、生年月日、住所を管理できること。

126 受給者情報管理 扶養義務者について、氏名、続柄、所得額を管理できること。

127 受給者情報管理 居住申し立てによる住民票とは異なる住所情報を管理できること。

128 受給者情報管理 受給者台帳に印字する備考情報を入力できること。

129 受給者情報管理 処理状況、審査の経過、等を記録できる。

130 受給者情報管理
異動の履歴、現況届の提出状況などを検索し、表示できること（受給者からの問い合せ時の使用を
前提とする）。
問い合わせの対応内容や注意事項が入力できること。

131 受給者情報管理 メモ機能について、重要なものは対象者の閲覧時にポップアップでメッセージが上がること。

132 受給者情報管理
メモ機能により、相談、苦情など情報入力が複数できること（入力は１件毎に受付日／標題／受付
窓口・対応者／内容、表示は時系列での並び替え）1件につき200文字程度入力可能。登録件数は
50件程度を想定。

133 受給者情報管理
再認定・有期の受給者・児童について、再認定・有期認定到来者一覧を出力し、診断書提出依頼通
知書、年齢延長申立書提出依頼通知書を出力できること。

134 検索機能
証書番号、住民番号、福祉事務所、漢字氏名、フリガナ氏名、生年月日、性別、住所をキーに検索
することができること。

135 修正 決定後の入力誤りの修正ができること。（受給者の各設定情報の修正）

136 削除 誤って登録してしまった人の登録情報を削除できること。

137 チェック
登録しようとする児童が別の受給者の対象児童として重複登録されていないかチェック可能である
こと。

138 運用支援 各通知・案内は福祉事務所・支所単位または岡山市全体を選択して出力できること。

139 運用支援 受給前の相談時や、受給後の変更について、手当額の仮計算ができること。

140 福祉行政報告例
福祉行政報告例が出力できること。同時に出力時の受給者の状況（根拠データ）についてCSVで保
存できること。

141 統計 支払い対象月別リストが作成できること。

142 統計 支払い対象内訳データが抽出できること。

143 統計 統計帳票などを作成するための、受給者及び児童の情報を作成できること。

144 統計
手当額の加重平均を算出すること。（各支払期の基本額、加算額ごとの一部支給手当金額と延べ対
象児童数を一定金額ごとに出し、それぞれの平均値を求めます。一定金額は1000円～10000円程
度で、その都度設定できることを想定しています。）

145 統計
各福祉事務所・支所ごとに、各月末における、全部支給者、一部支給者、本人所得による支給停止
者、扶養義務者所得による支給停止者の人数を表示した一覧（受給者数等報告書）を出力できるこ
と。

146
国庫負担金交付申請
関係

所要額算定基礎となる13条の２、13条の３、13条の２かつ13条の３の前年実績を受給者区分ご
と、支払い期ごとに抽出できること。

147
国庫負担金実績報告
関係

前年に返納が発生した者のうち、支払い調整していないもののリストが支給区分、および現年・過
年とに分かれて抽出できること。

148
国庫負担金実績報告
関係

調整額対象者一覧で、子の加算件数、支給区分の変更内容と件数（全部支給→一部支給／一部支給
→一部支給等）、調整理由も記載されること。

149
国庫負担金実績報告
関係

調整額対象者一覧において、現年・過年別に集計できること。

150
国庫負担金実績報告
関係

国庫負担金にかかる様式のうち、精算に使用するもの（様式第８号－付表１～５）が出力できるこ
と。ただし、付表２～５については、父・母・養育者・合計別に出力できること。

151
国庫負担金実績報告
関係

階層別内訳表を出力でき、階層別内訳集計表を受給者区分ごとに出力できること。

支払い調整

債権管理

受給者情報管理

統計

運用支援
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152 時効
時効対象者を一括で抽出し、時効喪失処理ができること。
また、時効対象者一覧を出力できること。

153 時効
時効対象者へ現況届提出命令書を送付できること。
また、提出命令送付一覧表を作成できること。

154 監査 新規認定分世帯分類型別内訳及び額改定認定の状況を範囲を指定して出力できること。

155 監査 上記についてＣＳＶを作成できること。

156 監査
受付処理簿（各種請求・届出の受付日、通知書等の発行日、等）を請求・届出別、福祉事務所・支
所別に出力できること。

157
住記情報チェックリ
スト

氏名、住所、世帯番号、続柄などが住記情報と異なる受給資格者及び対象児童のリストを作成でき
ること。

158
税情報チェックリス
ト

最新の税情報から算出した手当額（養育費を加味したもの）と、システムで認定している手当額に
差異があるもののリスト、及び最新の税情報と履歴の税情報に差異があるもののリストを作成でき
ること。

159
税情報チェックリス
ト

最新の税情報から算出した手当額（養育費を加味したもの）と、システムで認定している手当額に
差異があるもののリストを過去５年分出力できること。

160
税情報チェックリス
ト

扶養申告でその他扶養を特定扶養として計算している場合は、その控除も考慮し、税情報と児童扶
養手当システム上の情報を比較すること。

161 同住所者リスト
住民記録台帳上、受給資格者・児童と同一住所の住民のリストを作成できること。一見して、受給
資格者、児童、扶養義務者、その他の者との区別ができること。

162
18歳に達する日以後の最初の３月31日及び20歳に到達する児童について年齢到達者一覧を作成で
きること。

163 60歳に到達する受給資格者のリストを作成できること。

164 年金照会リスト
本人障害有、父母死亡、その他任意で選択した受給者・児童について年金照会一覧とCSVを作成で
きること。

165 年齢到達更新
18歳に達する日以後の最初の３月31日及び20歳到達により、額改定・資格喪失する受給資格者の
一括更新を行い、結果をリストに出力できること。

166 受給者台帳出力 受給者の台帳を作成できること。

167 その他 定期の支払いが四か月に１回から二カ月に１回になっても対応すること。

168 その他 物価スライドによる手当額の修正に対応できること。

169 その他 所得制限限度額の改正に対応できること。

170 その他 福祉行政報告例の様式改正に対応できること。

171 その他 児童扶養手当システムのマニュアルを管理者用と利用者用の２種類に分けて作成すること。

監査

年齢到達者リスト

その他

リスト

時効
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