
【別紙２】

分類 No 小項目 機能内容

1 保護者および園児登録数 保護者および園児の登録利用者数に制限がないこと。また、登録利用者数による費用追加がないこと。

2 利用 職員数 職員の登録利用者数に制限がないこと。また、登録利用者数による費用追加がないこと。

3 利用 端末数 同時に利用できる端末数に制限がないこと。また、端末数による費用追加がないこと。

4
管理者がシステムを利用する職員を登録管理でき、利用するための職員毎、クラス毎に個別のアカウント（ＩＤおよびパスワード）を発行

することができること。

5
園長・主任・保育士・事務 等、それぞれの職務に応じ職員毎に、利用操作できる機能を管理者によって利用制限を行うことができること。

6
職員アカウントは担当クラスを紐づけ、ログイン後は各操作画面において初期値で表示される画面が担当クラスのものになっていること。

7 システムの利用可能時間帯を任意設定ができること。

8 システム利用にあたり、管理者が各種マスタに対し登録、変更等の管理ができること。

9 各園個別に帳票および機能の変更、追加が行えること。

10 キーボード入力以外にテンプレート(文例)引用での入力に対応していること。

11

テンプレート(文例)は施設側で自由な階層設計および登録が行え、下記の管理機能があること。

(1)カテゴリー分類編集（大中小の3階層程度）　(2)文例の追加、変更、削除　(3)表示順変更　(4)表示／非表示 選択

なお、文例については、参考文案（保育指針等）が初期登録されていることが望ましい。

12 登録および更新する時点で確認メッセージを表示すること。

13 必須項目の入力漏れがあった場合、エラーメッセージ等が表示され入力漏れを防げること。

14 職員が利用する機能画面への遷移および入力項目がわかりやすく表現、デザイン、工夫がされていること。

15 利用する端末の機種および画面サイズに関わらず、画面レイアウトが崩れないこと。

16
一覧表示可能な園児情報については、各項目選択（クラス・認定区分・保育区分・在園状況・任意グループ・誕生月・アレルギー 等）によ

る絞込み結果を表示できること。また複数項目の組合せによる検索絞込み機能があること。

17 一覧表示可能な情報は氏名や単語によるあいまい検索機能があること。

18 業務上必要な各種帳票が印刷できること。また様式に指定があるものは、指定様式通り出力できること。(別紙１～１6）

19 印刷プレビュー機能があること。

20 PDF、CSV等のデータで出力、保存できること。

21 本部（担当課を想定）にて、各園毎の運用状況が確認でき、機能を使用できること。

22 本部にて一括して、各園へ連絡通知が行えること。

23 本部にて各園毎の各種設定管理が行えること。

24 本部にて、管理施設園全体のデータの一括登録（園児情報や職員情報を想定）が行えること。

25 職員基本情報

正規・嘱託・パート職員の基本情報を登録（更新）できること。以下の項目を登録できること。

(1)職員氏名　(2)ふりがな　(3)性別　(4)生年月日　(5)住所　(6)電話番号(自宅、携帯)　(7)メールアドレス　(8)職員個別番号　(9)役職

(10)担当クラス　(11)ログインＩＤ　(12)パスワード　(13)初登録日　(14)退職日　(15)更新日時　　(16)備考

26 職員登録
職員の登録は、画面から個別に登録が行える他、導入時や随時に、本部および施設側でCSVアップロード等によって一括登録が行えるこ

と。

27 職員一覧 職員を一覧表示できること。

28 保護者基本情報

園児と紐づいた保護者の基本情報を登録（更新）できること。以下の項目を登録できること。

(1)保護者名　(2)ふりがな　(3)性別　(4)生年月日　(5)住所　(6)職業　(7)勤務先　(8)電話番号(自宅、携帯、勤務先)　(9)メールアドレ

ス(２個)　(10)保護者個別番号　(11)保護者に対する園児(兄弟など複数園児を連動表示)　　(12)初登録日　(13)更新日　(14)備考

29 保護者登録
保護者の登録は、画面から個別に登録が行える他、導入時や随時に、本部および施設側でCSVアップロード等によって一括登録が行えるこ

と。

30 保護者一覧

保護者名、保護者に対する園児名、クラス、住所、連絡先等を一覧表示できること。また、以下の項目で絞り込み表示できること。

(1)保護者氏名　(2)園児氏名　(3)クラス（複数選択）　(4)学年（●才児）　(5)卒園、退園者　(6)支給認定区分

なお、リンク表示等で、一覧から該当保護者の基本情報が簡単に参照できることが望ましい。

31 園児基本情報

保護者と紐づいた園児の基本情報を登録（更新）できること。以下の項目を登録できること。

(1)氏名　(2)ふりがな　(3)性別　(4)生年月日　(5)出生時記録（体重、身長）　(6)親との続柄(長男など)　(7)園児番号　(8)支給認定区分

(1／2／3／短時間／標準)　(9)アレルギー　(10)既往症　(11)掛り付医師　(12)現在クラス（過去のクラス履歴)　(13)任意グループ（２

項目以上）　(14)写真　(15)園児識別番号（ICチップID×4つ程度）　(16)入園日　(17)退園日　(18)卒業証書番号　　(19)初登録日

(20)更新日時

32 園児登録
園児の登録は、画面から個別に登録が行える他、導入時や随時に、本部および施設側でCSVアップロード等によって一括登録が行えるこ

と。

33 グループ設定
クラスとは別に延長保育利用申込者など任意のグループを設定することができ、一覧表示時や帳票出力時にそのグループで絞り込みができ

ること

34 園児一覧

園児を１画面（ページ送り等は無し）で一覧表示できること。また、以下の項目で絞り込み（複数可）ができ、結果の一覧を出力できるこ

と。

(1)氏名　(2)クラス（複数選択）　(3)学年（●才児）(4)支給認定区分　(5)誕生月　(6)任意グループ　(7)アレルギー　(8)卒園児

35 園児の次年度への更新作業は事前設定が可能で、指定日時に自動的に年度切り替えができること。

36
クラス毎に次年度クラスを一括設定する機能や、園児一覧から個別に次年度クラスを設定する機能を備え、園児の再登録をすることなくス

ムーズに次年度のデータに更新が行えること。

37 保護者が、各園児毎の登降園の時間打刻をICタグ（ICカード）およびタッチパネル端末機の受付画面を利用して行えること。

38
保護者が登園受付時に園児の登園時の健康状態を受付画面で選択登録できること。保護者が記録する健康状態の選択項目は自由に設定、追

加、変更できること。

39

登園時の健康状態の他、例えば当日の延長保育利用の有無やプール・水遊び参加の可否など、任意の確認項目について、保護者が登園受付

時の受付画面にて選択登録できること（健康状態の選択を含めて、３つ程度の選択を想定）

また確認項目については、表示内容、表示対象者、表示期間（未来日を含む）等を自由に設定、追加、変更できること。

（例えば延長保育利用の有無を確認するのは、延長保育申込者のみ）
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分類 No 小項目 機能内容

40
夏期においては、登園受付時に保護者が園児のプール参加について受付画面で選択でき（入水可/シャワー可/不可,等を想定）、集計画面で

確認ができること。

41 延長保育の申込者（毎前月20日締め申込）に対し、当日の延長利用の有無を受付画面にて選択登録ができること。

42 登降園受付時に受付画面へ園からのメッセージ（保護者全員に対する告知文や画像）が表示できること。

43 降園受付時の受付画面へ保護者毎に園からの個別の連絡事項を表示できること。

44
職員が当日および過去日付の登降園時の入力漏れに対し、職員の利用端末から園児の登園時間、降園時間、欠席者を手動で記録、修正でき

ること。

45
欠席者の欠席理由（保護者都合・病名・等）を選択入力できること。欠席理由の選択項目は自由に設定、追加、変更できること。また、欠

席理由の選択項目を内容補足するために任意で自由記述ができること。

46 欠席理由は分類が可能とし、分類別に欠席数集計ができること。

47 欠席理由、欠席の補足内容は、検診・出席簿へ表示、出力ができること。

48 一括受付機能
下記の条件で選択した複数の園児について、一括で登園、降園、欠席等の処理が行えること。

（条件：全員、クラス単位、個別選択、認定区分、学年（●歳児）、保育区分、登園状況（未登園者／登園者）、任意グループ）

49

登降園受付管理と連動し、園児の状況（未登園、在園、降園、欠席等）について、リアルタイムの人数集計や各状況の園児一覧の表示がで

きること。

また、一覧については下記項目での絞り込みができること。

(1)氏名　(2)クラス（複数選択）　(3)学年（●才児）(4)支給認定区分　(5)誕生月　(6)任意グループ　(7)アレルギー

50 園児の在園状況一覧について、PDF、CSV 等のデータで出力ができること。

51 任意で指定した過去日付および時間の、園児数集計および園児一覧が確認できること。

52 保護者の迎え予定時刻の入力、確認ができること。

53 園児の体温を記録できること。

54
在園中の園児毎の健康状態を職員が選択により記録できること。職員が記録する健康状態の選択項目は自由に設定、追加、変更できるこ

と。

55
登降園受付管理と連動し、園全体およびクラス毎の当日の給食、おやつ等の食数を把握できること。また、職員が任意で園児毎に給食、お

やつの要／不要を選択登録できること。

56
アレルギー児童のみの出欠状況を一覧表示で確認でき、当日の食数を把握できること。また、アレルギーの種類等についても確認できるこ

と。

57 アレルギー児童について、給食やおやつからアレルゲンを除去できているか記録を残せること。

58
アレルギー児童、要保護児童、障害児、注意を必要とする児童または保護者については、特記事項としてポップアップメッセージの表示等

で視覚的に確認可能であること。

59 岡山市の指定する様式（別紙１）で画面表示および出力できること。

60 登降園受付管理と連動し、各クラス毎に認定区分別で検診簿の作成（画面表示およびPDF出力）ができること。

61
検診簿には各園児の氏名、整理番号、満年齢（例:5歳3カ月の場合⇒５：３）を表示すること。また、並び順については各園で設定できるこ

と。（生年月日、あいうえお順等）

62 日々の登園時間・降園時間・登園時の健康状態・在園時の健康状態および欠席理由が自動反映されること。

63 日々の出欠数・欠席数および月間の出欠数が自動集計表示されること。

64
１号・２号認定児は教育日数（年間での出席日・日数が指定されている）間内での出欠数が自動集計表示されること。教育日数は行事カレ

ンダーに登録した日数と連動できること。

65 欠席理由は選択項目の内容または任意の入力の内容が反映されること。

66 行事の振替休日、臨時休園の設定ができ、帳票に反映できること。

67 職員が指定した過去月の検診・出席簿を速やかに表示できること。

68 登降園受付管理と連動し、学年（●歳児）別・クラス別に延長保育利用者の一覧が表示できること。

69

下記の内容で一覧表示および自動集計ができること。なお、集計指定時間（18:45分以降、19:00分以降　など複数を想定）は施設側で設定

変更できること。

(1)集計指定時間時点の在園児　(2)各利用園児の降園時間　(3)当日最終降園時間　(4)園児毎の利用日数集計

70 岡山市が指定する書式（別紙2）で画面表示および出力できること。

71 集計後のデータについては、CSV等でデータ出力ができること。

72 園児台帳

以下の帳票を作成、保存、印刷できること。また、園児の基本情報と連動して各帳票の該当項目へ自動表示されること。

(1)児童票　(2)発育・健康状況　(3)健康診断　(4)身体測定　(5)生活環境・家庭での生活状況・保護者の意向　(6)保育の記録(6か月未満

児)　(7)保育の記録 (6か月～1歳3か月未満児)　(8)保育の記録 (1歳3か月～2歳)　(9)保育の記録(2歳～3歳)　(10)保育の記録(２歳)

(11)保育の記録(３歳)　(12)保育の記録(4歳)　(13)保育の記録(5歳)

73

以下の項目の各園児の日々の記録を保存できること。また当日以外の記録の追加や修正ができること。

(1)健康状態　(2)欠席の場合の理由　(3)体温　(4)個別検査　(5)保護者への連絡事項　(6)職員間の申し送り伝達事項　(7)園児の様子　(8)

写真および写真に対する説明コメント

74 文章入力サポート機能として、各項目毎に文例をテンプレートへ登録・編集することができ、索引して使用することができること。

75
全園児を一覧表示し、下記項目での絞り込み検索ができること。

(1)氏名、(2)クラス、(3)保護者への連絡事項、職員間の申し送り事項、園児の様子など各項目への記入ある園児のみ

76
園児毎に期間指定による保育記録の一覧表示ができること。

（例：●●●●年●●月●●日から●●●●年●●月●●日まで）

77 職員または保護者からの相談記録、メモの入力ができること。

78 過去の問合せや相談内容を履歴として保持し、一覧表示できること。

79
園児毎の午睡中の様子（体温、機嫌、鼻汁、咳、目やに、皮膚、排便、睡眠時間、体位、記録者名）を一定時間間隔で記録し、保存、印刷

できること。また一名に対し５行以上の時間軸で記録でき入力しやすい仕組みが用意されていること。

80 過去の指定日の状況を表示、印刷できること。

81 岡山市の指定する書式（別紙３～７）で画面表示および出力・入力できること。

82

以下の帳票を作成、保存、印刷できること。また、園児の基本情報、園の基本情報と連動して各帳票の該当項目（園児名や生年月日、性

別、園名、園住所）へ自動表示されること。

・保育園：(1)入所に関する記録　(2)保育に関する記録

・幼保連携型認定こども園：(1)学籍等に関する記録　(2)指導等に関する記録　(3)最終学年の指導に関する記録

83 出席日数・教育日数等の集計など、園児出欠管理機能から自動的に反映されること。

84 文章入力サポート機能として、各項目毎に文例をテンプレートへ登録・編集することができ、索引して使用することができること。
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分類 No 小項目 機能内容

85
岡山市が指定する書式（別紙８～13）で、入力、保存、編集、印刷ができること。

(1)月指導計画(3種)　(2)週指導計画　(3)個別指導案(2種)

86 岡山市が指定する書式（別紙１～1６）については、指針変更等による書式変更があった場合は対応すること。

87 作成帳票一覧表

作成した各指導計画帳票は、各帳票別に以下の項目で一覧表示できること。登録が多数となる場合はページ替え機能により10から20帳票単

位でページ切り替えを行うこと。また、年度、学年（●歳児）、クラス別に絞込表示できること。

(1)作成日　(2)作成者　(3)学年（●歳児）(4)クラス　(5)承認日

88 承認機能 各指導計画帳票に上長の承認機能があること。

89
文章作成サポート機能として、各帳票の各項目毎にテンプレート(文例)を登録・編集することができ、索引して使用することができること。

90 各指導計画に対して、登録済みの指導計画の内容を複写し、それを元に加筆修正できること。

91 入力された文字数に応じて項目枠を自動縮長する等、文字切れを防ぐ機能があること。

92

園内での事案をカテゴリー別（ヒヤリハット・苦情・事故・相談・連絡・その他）及び下記項目を記録し帳票出力できること。

(1)カテゴリ　(2)発生日時　(3)作成者／同席者　(4)発生場所　(5)内容　(6)ケガ・症状の有無　(7)対応・対策　(8)写真

93 各帳票には写真の掲載（3枚程度）および各写真に対するコメント入力が行えること。

94 各帳票には責任者（園長、主任　等）による承認機能があること。

95

各帳票の一覧表示ができること。また、下記の項目で検索、絞り込み一覧表示できること。

1)記入日の期間指定（〇年〇月〇日～〇年〇月〇日）

2)キーワード（自由文入力）

3)上長承認の有無

96 岡山市が指定する書式（別紙14）で、安全管理表を画面表示および出力できること。

97 ヒヤリハット事例および事故事例について、期間や項目、対象者での集計ができ、集計結果をCSV出力できること。

98 避難訓練計画の作成が行えること。

99 岡山市が指定する書式（別紙15）で、非常災害対策訓練実施状況の画面表示および出力・入力ができること。

100
園の行事（休園日を含む）をカレンダーに登録し、下記の帳票へ反映できること。

・検診出席簿・延長利用集計表・保育日誌・勤務シフト・勤怠管理

101
行事の登録は、年間予定のCSV形式のデータをアップロードできること。アップロードされた行事はシステムで一覧表示し変更、追加が行

えること。

102 園全体、各クラス別にカレンダーを切替えて日毎にも個別に登録表示、印刷できること。

103 １号認定園児に対する休み設定が日別に行えること。

104 登録した行事は月毎のカレンダー形式で画面表示および出力できること。

105 登録した行事は年間予定表として一覧で画面表示および出力できること。

106 クラス別カレンダーには、各クラスの園児の誕生日に園児名を表示すること。

107 職員掲示板
職員が日々の連絡等の情報を共有する為の掲示板機能があること。見落としを防ぐためログイン直後画面またはメニュー画面への表示が望

ましい。

108 岡山市が指定する書式（別紙16）で園日誌を画面表示および出力できること。

109

施設全体の保育日誌には以下の項目が記載出来ること。

(1)日付　(2)天候　(3)児童の状況（年齢、認定区分、クラス別の 在籍数 出席数 欠席数 ）(4)入退園者　(5)行事　（6）特記事項・職員状

況　(7)当番職員氏名

110
クラス毎に保育日誌には以下の項目が記載出来ること。

　1)園児の欠席人数と欠席理由　 2)ねらい 環境構成　3）実際と反省　4）健康・安全　５)備考

111 在籍児数、出席児数、欠席児数等の集計は、登降園受付管理と連動し自動的に反映されること。

112 行事はカレンダーと連動して自動表示すること。

113 その他、他の機能と項目が合致する項目は自動的に反映されること。

114 日別毎、月別毎または指定した期間の保育日誌を一括で印刷ができること。

115
月単位の職員勤務シフト表が作成できること。勤務管理に必要な集計機能(出勤日数、休日出勤日数、有給休暇日数、欠勤日数、休職日数、

振替日数)を標準機能として有すること。

116
勤務シフト表の作成については、勤務シフト時間帯や勤務形態をパターン化によりシフト表の仮組みが一括作成できるなどの作成補助機能

があること。仮組みした勤務シフト表は職員毎、日毎に個別調整が行えること。

117 日毎の各職員の勤務時間帯をグラフ表示できること。

118 職員の登録利用者数に制限がないこと。また、登録利用者数による費用追加がないこと。

119
年休・振休の申請により、年休・振休残日数が足りなくなる場合、その旨をエラー表示可能であること。また、労働時間が超過になる旨を

エラー表示可能であること。

120 登降園管理システムの受付機器を利用して、臨時職員等の出退勤務時間を記録できること。

121 出退勤記録をもとに勤務実績の全職員一覧集計ができること。また、指定期間内の勤務情報を一覧で確認、出力ができること。

122 出退勤記録をもとに職員毎の勤務実績集計ができること。
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