
別紙１　機能要件一覧表

番号 機能要件

共通 基本機能
1
インターネット接続環境にある一般的なパソコンOS、Webブラウザに対応してい
ること。

2
今後のOS、Webブラウザのバージョンアップやアップグレードに対応できるこ
と。

3 全ての処理画面にヘルプファイルを有すること。

4 クライアントPCには一切インストール作業が不要であること。
5 データの共有範囲の変更が可能であること

利用者管理
6
ログインＩＤとパスワードによる認証に成功した場合のみシステムの利用が可
能であること。

7
管理者・利用者はＩＤとパスワードで管理でき、パスワードを任意に設定・変
更できること。

8 ログインＩＤの所属（職位）ごとに処理できる業務を設定できること。

9
教育委員会所属のＩＤでログインした場合、集計機能を有すること（見積、発
注、会計、給食費）

10
全使用者のログイン状況が画面で確認できること。（誰が何を行なっているか
も分かること)

マスタ管理 マスタ全般 11 整合性を失うことなく、データの更新（登録、修正、削除）が行なえること。
学校マスタ

12
学校ごとに基本情報、各学年のクラス数、児童生徒数、担任数、その他職員
数、特別支援学級の児童生徒数を必要に応じて登録でき、日ごとに一覧表とし
て出力できること。

13
学校データは供給する各施設（調理場）が登録できること。
但し、教育委員会においては全校に対して登録権限を有すること。

14
各学校の給食担当も同じシステムを使用して自校の情報を登録できる機能を有
すること。

15 年度ごとに履歴が保存されること。

16
飲用牛乳アレルギーの児童生徒数が登録できること。登録内容を加味した牛乳
発注数量が算出できること。

17
複数学年による複合クラスの登録が出来ること。その際、クラス名称は任意で
登録できること。

18 アレルギー児童の情報が登録できること

19 年度更新（１学年繰上げ）が出来ること。

業者マスタ 20 業者ごとの基本情報を登録できること。

21 見積、入札、発注業務に利用可能な発注分類（入札分類）が登録できること。

22 最低100件の登録が行なえること。

23
見積書や発注書には業者マスタに登録されている業者名称が出力されること。
また、現場内で使用する帳票には業者略称が出力されること。

24 業者情報は各施設間で共有できること。

食品マスタ

25

食品一覧画面では以下の条件で表示データを絞り込むことが出来ること。
　「食品名（あいまい検索）」「食品番号」「食品群」「入札（発注分類）区
分」「使用区分」
また絞込み後の一覧表示では以下の情報が検索結果として表示されること。
　「食品番号」「食品名称」「発注規格（ｇ）」「発注単位」「１個当たり
（ｇ）」「発注単価」

26
食品一覧画面で登録済みデータを確認してから、新規番号で新しい食品を追加
できること。

27 食品群は任意で増やすことが出来ること。
28 食品一覧画面で表示された食品番号から連携し、詳細画面が表示されること。
29 直送品（学校配送）の指定が出来ること。
30 産地・銘柄については見積書への出力有無が指定できること。
31 使用区分が設定できること。

32
発注単価は最新の単価が反映されることを基本とするが、自動反映を禁止する
ことも出来ること。

33
食品名称は発注用のほかに献立用（漢字）（かな）、成分表名称が登録できる
こと。
この時、献立用名称は６群分けで管理できること。

34 当市独自で登録したい情報を、最大５項目管理できること。

35
成分表改定に対応するため、食品番号と対応する成分表食品番号を登録できる
こと。

36 登録済みの食品をコピーして、新たな食品を登録できること。
37 乾物戻し率が設定でき、その数値をもとに出来上がり量が計算されること。
38 調味料区分が設定でき、献立予定表に反映できること。

39
単独調理場とセンター・共同調理場とで食品を分けて登録することが出来るこ
と。

40
日本食品標準成分表（七訂）に収録されている食品・食品分類及び成分値を有
すること。また、食材データ(日本食品標準成分表)を最新情報に随時更新する
こと。

41
食品情報は常に最新のマスタと、過去の給食を実施した時点（給食年月）での
情報を別で管理し後から確認が行なえること。

業務区分
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42 食品コードの運用は七訂コード＋枝番とすること。

43 ひとつの食品コードに対して規格明細情報を登録できること。

44 七訂食品群・食品名検索・カナ検索ができること。

45 廃棄率を登録できること。

46
食品衛生法に基づき、食物アレルギー情報が登録でき、追加が可能であるこ
と。また、食物アレルギー項目が含まれる食品のチェック及び拾い出しがで
き、献立作成等に反映されること。

47 食品アレルギー項目は、特定７品目を含めて最大５０種登録できること。

48 全ての食品に食品構成（配合）情報を登録できること。

49 食品の新規登録・複写登録ができること。

50 食品ごとに見積書・入札・発注作業に必要な項目を登録できること。

51 規格・銘柄・予定単価・決定単価を登録できること。

52 業者決定後の決定単価が食品マスタに自動的に反映されること。

53 業者決定後の規格、産地、銘柄が食品マスタに自動的に反映されること。

54
発注単位の入力ができ、発注量の端数処理は「切捨てる(整数)・切上げる(整
数)・四捨五入(整数)・何もしない(小数３位)・切捨てる(小数１位)・切上げる
(小数１位)・四捨五入(小数１位)」が選択できること。

55
食品構成の分類において、市が定める食品については、市独自の内容で登録で
きること。

56
食品マスタは、各施設間において共有できること。その際、媒体を介したり送
受信処理を実施しないこと。

57 見積期間は、月、学期、年の指定ができ、見積依頼書が発行されること。
58 給食会（基本物資）については配送業者への加工賃の登録ができること。

59
アレルギーの情報は該当するアレルゲンの他に含有量やコンタミの情報も登録
できること。

60
アレルギーの情報は基本情報の他、給食年月ごとに落札した業者の取扱い食品
によっても異なるため、最低５年分の履歴管理も行なえること。

61 クラスで１本の発注に対応出来ること

62
納品日を当日／前日／前々日から選べ、前日／前々日が休みのときは当日／週
１回／週２回／月１回から選択出来ること

63
学校給食会へ食材を発注するための発注用食品コード（8桁、数字および英字）
のデータを登録できること。

料理マスタ

64

料理一覧画面では以下の条件で表示データを絞り込むことが出来ること。
　「料理名（あいまい検索）」「料理番号」「調理法」
また絞込み後の一覧表示では以下の情報が検索結果として表示されること。
　「料理番号」「料理名称」「熱量（kcal）」「蛋白質（％）」「塩分
（ｇ）」

65
料理一覧画面で登録済みデータを確認してから、新規番号で新しい料理を追加
できること。

66 料理番号は任意採番か自動採番をあらかじめ選べること。
67 料理一覧画面で表示された料理番号から連携し、詳細画面が表示されること。

68
料理に登録する食品は、登録順を上下のボタンで任意の場所に移動できるこ
と。

69
料理に登録する食品は、検索画面で任意の栄養価の高い順・低い順で検索でき
ること。

70 料理に登録する食品は、検索画面で単価の安い順で検索できること。

71
単独調理場とセンター・共同調理場とで料理を分けて登録することが出来るこ
と。

72
同じ料理番号で共通料理と調理場料理とで内容を変更して管理できること。調
理場料理は各調理場で修正してもそれぞれ自分の調理場のデータのみに反映さ
れること。

73
料理番号が煩雑に増えないよう、1つの料理データで小学校、中学校の可食量が
管理できること。

74 学齢別の他、任意の食品のみ学年別にも可食量の管理が行えること。
75 料理分類を任意に登録できること。
76 料理名や料理分類により、料理を検索できること。

77 個数付けの物の登録と指定ができること。

78 登録済みの料理を複写して新規の料理を作成することができること。

79 調理指示コメントが登録できること。

80
配布用献立表において料理名は漢字とひらがなそれぞれの登録ができ、出力時
に選択ができること。

81
ひとつの料理において、換算率の設定は４つ対応できること（小学校低・中・
高・中学校）

82
各食品の分量が自動計算された後にも、食品を指定して分量や食品の変更がで
きること。

83 料理マスタ作成時には食品の挿入、削除、移動の機能を有すること。

84 登録する食品は検索画面を表示して選択出来ること。

85 栄養評価画面等で栄養バランスを確認しながら料理内容を登録できること。

86 料理名称は漢字とかなの両方を有すること

87 切り方、作業工程を管理でき、登録した内容をエクセルで出力できること。
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単価マスタ
88

年度別の給食月ごとに過去の落札金額が自動的に履歴データとして登録管理さ
れること

89
献立作成時、単価マスタの情報を基に献立単価が計算されること。
ただし、青果物については価格の変動があることから同月過去3年分の平均を採
用すること

90 食品ごとに年度、月別の単価を最低５年間は保存できること
91 複数業者への落札があった場合は平均金額が自動的に登録されること

92
青果物など納入日によって金額が異なる場合は1ヵ月の平均金額が自動的に登録
されること。

93 未来の年月についても予定金額として手入力出来ること。
契約食品マスタ

94
学期や年間契約食品の情報を登録することで、毎月の業者決定業務を省略でき
ること。

95
一覧画面から画面遷移することなく全ての食品の契約業者情報（期間、業者、
単価、産地銘柄）を登録できること。
調理場や学校毎に契約業者を変えて登録することも出来ること。

96 登録した情報は履歴管理が行なえること。
カレンダー情報管理 給食日カレンダー

97
月跨りの範囲を登録できること。
（例）9月分→8/29～9/30

98 給食実施日とは別に搬入予定日の休日（納入不可日）管理ができること。

99 納入日カレンダーをもとに算出された納品日が発注書に自動出力されること。

アレルギー管理 アレルギー児童生徒情
報管理

100 アレルギー児童生徒の登録が、学校又は、センターで可能であること。

対応食献立管理
101

基本の献立原案から１ヶ月分コピーでき、７大ｱﾚﾙｷﾞｰについて、食品・料理毎
に、画面上でチェックがつく等、食品変更が容易に対応食原案を作成できるこ
と。（発注との連動は不要）

月別食数管理 102 年度最初の月は学校マスタに登録してある人員情報とすること。
103 年月ごとに５年分は履歴管理できること。

104
基本人員においてクラス構成や在籍人数情報を変更した際、年度内の翌月以降
に反映されること。

105
食数の変更は随時行えること。但しユーザＩＤによっては締切日を過ぎたら登
録出来ないように設定出来ること。この時の締切日は任意で変更可能とする。

106 年月日ごとに５年分は履歴管理できること。

107
教育委員会は全ての学校に対し変更可能、調理場では受配校のみ変更できるこ
と。

108
行事を登録することで試食会や欠食による人数変更が簡単に出来ること。また
行事登録以外でも任意に変更できること。

109
基本人員と異なる実施日については赤字で表示し、視覚的に分かりやすくする
こと。

110
各学校の給食担当も同じシステムを使用して自校の情報を登録できる機能を有
すること。

献立管理 献立作成 111 基本献立を作成後、各給食センター、各学校で取込みが出来ること。
112 献立の登録は過去のデータを利用できること。
113 １つの調理場内で最大３コースの献立が管理できること。

114
各調理場に展開された基本献立の内容を調理場において自由に加工できるこ
と。

115
基本献立の登録は複数の栄養士で分担して行なえること。（各調理場端末から
のアクセス可能であること）また、同時アクセスした場合にそれぞれ月ごとの
更新が可能であること。

116
小学校、中学校ごとに可食量の入力が可能で、「小学部低学年」、「小学部中
学年」、「小学校高学年」、「中学校」の４通りの可食量の係数入力が可能で
あること。

117
小学校、中学校ごとに可食量の入力が可能で、それぞれが学年別にも可食量の
係数入力が可能であること。

118 献立作成中に一人あたりの栄養価・価格を確認できること。
119 献立作成中にも新規で料理マスタ登録ができること。

120
献立を作成しながら、栄養価の摂取基準を充足しているか画面上でわかり易く
色分けされた数値で確認できること。

121
栄養価の摂取基準を確認し、不足もしくは過剰な場合は、その場で他の料理に
変更したり、料理マスタに戻ることなく食品を自由に変更させたりできるこ
と。

122
献立作成画面において、食物アレルギー項目が含まれている食品を確認できる
こと。

123
食物アレルギーの含まれている食品を画面上で確認しながら献立作成ができる
こと。

124 １食当たりの概算金額を画面上で確認しながら献立を作成できること。

125
基本の献立原案から、アレルギー対応食の献立原案作成が可能であること。な
お、代替食を提供する場合もあるため、献立内容の変更について柔軟に対応で
きること。

献立表 126 全ての決定献立の献立表が作成できること。
127 日ごと、月ごとなど複数の様式での出力ができること。
128 献立分析表として栄養価での表示の他にもアレルギー情報も表示されること。
129 配布用の献立表は、漢字、ひらがな表記の選択が可能であること。

献立別使用量表 130 日ごとの物資使用量を献立ごとに一覧表で表示できること。
家庭配布用献立表 131 全ての決定献立の献立表が作成できること。

納入日カレンダー

基本人員

日別食数
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132
出力データを自由に加工することや、余白に記事を追加することができるこ
と。

献立指示書 133 献立指示書が作成できること。
作業工程表 134 工程表が作成できること。

135
料理ごとに使用釜数を指定して、クラス単位で釜割表を作成できること。ま
た、釜割をする学校の順番を登録できること。

136 釜割に用いる換算係数は必要に応じて変更できること。
実施献立管理 実施献立内容分析 137 １ヵ月分の実施献立の栄養価食品構成が分析できること

食品使用実績表
138

１年間の食品群・食品ごとの使用実績を月ごとに集計して、業者・産地・メー
カー・落札単価を登録できること。

検食簿 139 検食簿が作成できること。（２名以上記載できること。）
保存⾷記録簿 140 保存食記録簿が作成できること。
栄養報告 141 栄養報告書が作成できること。
献⽴価格表

142
１ヵ月分の献立内容に対して、日別に対象別の１食単価と１ヶ月平均が出力さ
れること

食品構成表 143 食品構成表が月別にも年間でも作成できること。
残食管理 残食管理 144 残食管理は、総供給量と残食量の実測値及び％の両方で管理できること。

　 145 残食管理は、学校毎・料理毎で管理できること。
146 学校毎・料理毎の残食記録用一覧が作成できること

見積管理 見積・入札処理
147

見積りは、市内共通品の他にも各ブロック独自の食品もどちらも管理できるこ
と。但し、各ブロックは自分のブロックのみ管理できること。

148
業務管理者ＩＤでログインした際、全調理場の使用数量が調理場別、全調理場
合計として確認できること

149 見積り期間(月・学期・年契約)ごとを指定して見積依頼書が作成できること。

150 見本や内容表の提出有無が登録できること。

151 見積りは、見積分類を指定できること。（野菜や調味料等）

152 納入場所及び契約（納入）期間を指定し、必要な見積書を出力できること。

153
年契約の食品は、献立作成を行うことなく任意の予定数量を入力して見積書の
作成が可能であること。なお、入札後は決定単価及び決定金額が記憶され、発
注時には当該データを反映させた発注書を出力できること。

154
見積書依頼書の応札結果の入力は、見積業者ごとに表示され入力がしやすいこ
と。

155 決定した業者名及び単価を発注データに自動設定できること。

156
年度別に月毎の決定単価が任意で登録出来、最大５年間は履歴として保存でき
ること。

　
157

入札結果一覧表を出力できること。なお、抽出期間等は任意に設定できるこ
と。

発注・納入管理 発注処理
158

作成した献立、食数を基に、日付範囲を指定し、使用する食品・使用日ごとの
使用量を集計した発注業者ごとの発注書を出力できること。なお、集計後の食
品ごとの発注量は画面上で確認でき、発注量は手動で修正できること。

159
教育委員会ＩＤでログインした際、全調理場の発注数量が調理場別、全調理場
合計として確認できること

160
まとめ納品を希望する食品は、その納品日と期間を指定することで発注計算が
行われること。

161
調理場ごとに食品の発注規格を設定でき、選択した規格で発注計算されるこ
と。

162 発注書は、食品ごとに前日納品や曜日指定納品などを設定できること。

163
発注書は、コース別かつ料理ごとに出力できること。また、日ごと業者ことに
出力できること。

164
発注書には以下の項目が納品センターの小中学校別に表示されること。
表示項目：業者名、納入日、納入時間、発注用食品名、数量、発注単位、単
価、規格、産地、銘柄等

165
食数の変更は発注締め切り時まで可能とし、変更人数の増減数で管理できるこ
と。

166

最新の食数と献立献立内容から発注変更を簡単に出来るようにするため、再計
算機能を有すること。機能内容は下記。
　①日付指定による再計算
　②個付のみ再計算
　③人数の差分が30人以上（人数は指定できるようにする）の場合のみ再計算

167 学校直送品の指定ができること。
168 クラスで１本等の発注（ドレッシングなど）に対応できること。

納品チェックリスト
（検収簿） 169

発注した食品を検収するための納品チェックリストを日ごとに一覧表としてエ
クセル出力が可能であること。なお、検収作業時に必要となる納品規格等の
データの印字及び検収結果等の記入欄を設けること。

日別食品使用量表 170 １ヵ月分の食品別食材使用量を日別に表示した一覧表を出力できること。
在庫品管理表 171 在庫品として管理する食品の入出庫を帳票上で管理できること。
主食・牛乳発注書 172 主食・牛乳の発注先を学校ごとに指定できること。

173 発注書には、業者名、学校名、品名、数量等の情報が印字できること。

174
飲用牛乳・主食（パン・麺）除外者数の管理ができ、発注書に反映されるこ
と。

175 センター別に業者ごとの支払金額が集計できること
176 業者ごとの支払金額が集計できること

支払／在庫管理 業者別購入明細
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177 １年分の購入金額を業者別に集計できること
産地管理

178
納品された青果物等について産地情報が納品数量別に登録でき、帳票にも出力
できること。

食品受払 179 食品の受払いが確認できること
180 今後の軽減税率にも容易に対応が出来ること。
181 消費税率は任意で変更できること。

その他 帳票出力全般 182 出力帳票は帳票様式として全てエクセルに出力できること。
履歴管理 183 過去の献立、食数、見積、発注、支払が履歴として管理されていること。
進捗管理 184 調理場毎に処理の進捗状況が画面で確認できること。
発注データ出力

185
岡山市学校給食会用の食品発注データをCSVにて出力できること。また、ログイ
ンIDにより複数施設の発注データを一括出力できること。

セキュリティー
186

ウイルス対策ソフトは、すべてのサーバに導入してあり、ウイルス定義ファイ
ルは、常に最新になるように更新されること。

187 バックアップデータは毎日自動で実施されること

188
データセンタ内のバックアップデータは、定期的に別なメディア、環境へ退避
されていること

189 本市専用の仮想サーバであること。

190 クライアントとシステムとの接続は暗号化通信にて行うこと。

データセンター 191 日本国内に設置されていること。（国内法が適用されること）
192 震度７の地震でも致命的な被害を受けない耐震又は免震性能を有すること。

193
非常用に自家発電設備を設け、システムに十分な電力供給が可能な対策が整備
されていること。また、自家発電設備が電力を供給するまでの間、UPSから電力
供給が行えること。

194 防犯設備導入を行い、出入口等の常時監視を行っていること。
その他

195
システムの維持管理及びシステムのアップグレードの費用は委託料の中で対応
すること。
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