
別紙 機能等一覧 

１ 財務会計システム 

No 大区分 中区分 No 概要 備考 

1 

共通機能 

アクセ

ス制

限・管

理 

1 
ユーザＩＤ・パスワードによる認証管理が可能なこと。また、

認証データは一元管理する機能を有すること。 
  

2 2 パスワードをユーザが変更できる機能を有すること。   

3 3 
利用可能なクライアントパソコンを制限する機能を有するこ

と。 
  

4 4 
システム管理者が、ユーザの権限により、各処理で取扱い可能

なデータ（部門等）を制限する機能を有すること。 
  

5 5 
サーバおよびクライアントのＤＢアクセスログ記録機能を有す

ること。 
  

6 

マスタ

管理 

6 
勘定科目、予算科目等のマスタ情報を一元管理でき、統一した

コード体系を有すること。 
  

7 7 
各種マスタは、システム管理者など特定の権限者のみがメンテ

ナンスできること。 
  

8 8 

各マスタの削除を行う場合には、物理削除ではなく「削除済」

のデータフラグを持つ論理削除機能を有すること。また、帳票

もしくは画面により、論理削除データを確認する機能を有する

こと。 

  

9 9 

各マスタは、年度単位で管理を行い、年度途中で追加・修正・

削除ができること。ただし、同起票年度内に各処理画面にて当

該マスタを使用している場合は、削除を不可能とし、その旨を

警告できること。 

  

10 10 
予算科目マスタ、勘定科目マスタの階層として、６階層以上の

設定ができること。 
  

11 11 

部門マスタの階層として、６階層以上の設定ができること。部

門マスタは予算配当用と勘定科目集計用の二種類を有するこ

と。 
  

12 12 

債権者および債務者等の相手先を管理するマスタ（以下、相手

先マスタという）は、直接入力機能のほか、No.117 又は No.159

において仮登録したデータを利用して本登録を行う機能を有す

ること。 

  

13 13 

相手先マスタのコードについては、教員、職員、学生および業

者ごとの識別（属性の確認）が可能な英数字１２桁以上を有す

ること。 
  

14 14 
相手先マスタは、一つの相手先に対し、口座名義、口座識別、

口座番号等の情報を２つ以上登録ができること。 
  

15 15 
相手先マスタにおいて、相手先ごとに支払締日を設定する機能

を有すること。 
  

16 16 

相手先マスタについては、変更および削除の履歴を持つこと。

当該履歴については、項目ごとの変更前後の内容、変更および

削除日時ならびに変更および削除者の記録が残る機能を有する

こと。 

  

17 17 

振込手数料の負担情報（法人負担、相手先負担、手数料なし

等）を設定できること。相手先負担の場合は、手数料区分を参

照の上、差し引く手数料を自動的に設定できること。 
  

18 18 
金融機関マスタの登録・修正ができること。また、外部データ

（全銀協発行の CD-ROM）により、一括して登録ができること。 
  

19 19 
クライアントパソコンから全銀協コード・銀行名・支店名をキ

ーワードとした検索ができること。 
  

20 20 

年間カレンダーのマスタ管理ができること。また、支出予定

日、入金予定日が祝日、土日に当たる場合には、その旨を警告

した上で、日付の繰上げもしくは繰下げの設定を自動的に行え

ること。なお、必要に応じて修正可能なこと。 

  



21 21 

購入依頼、支出契約決議入力時における補助機能として使用す

る品名マスタの管理ができること。品名マスタについては、品

名、品質・規格、数量、単位、単価、相手先等の項目を持って

いること。 

  

22 22 
各マスタの登録内容を一覧表およびＣＳＶ形式で出力できるこ

と。 
 

23 権限設

定 

23 

各決議および伝票等入力処理と確定処理は画面を分けて行う機

能を有すること。また、確定処理画面においては、入力項目等

の修正が行えないこと。 
  

24 24 
各決議および伝票等の確定および確定取消しの入力について

は、一定の権限者のみが行う機能を有すること。 
  

25 

事務補

助機能 

25 
新たに増加する業務量を低減させる入力補助機能、仕訳補助機

能の提供ができること。 
  

26 26 

検索機能は以下の機能を有すること。  

・複数の検索項目を組み合わせて検索ができること。  

・検索条件に合致した情報を一覧形式で表示する機能を有する

こと。  

・検索項目は、名称、日付、伝票番号、相手先、金額、電話番

号、漢字・カナ名等とすること。  

・日付、伝票番号、金額等の範囲を指定することによる検索が

できること。 

・曖昧検索ができること。 

  

27 27 

各画面における入力項目は、選択・検索等の機能を有し、容易

に入力ができること。また、コードの直接入力にも対応できる

こと。 
  

28 28 

全ての入力画面において、修正、削除および照会機能を有する

こと。修正、削除および照会の対象となるデータの呼び出し

は、 No.26 の検索機能を有すること。 
  

29 29 

入力補助機能は以下の機能を有すること。  

・入力項目ごとに入力必須設定が行われていること。  

・入力必須項目が入力されていない場合には警告を発するこ

と。  

・入力項目のうち入力必須項目については、項目の強調（名称

の文字色を変える、網掛け表示等）が行われていること。 

  

30 30 
入力画面上でのカット（コピー）・アンド・ペーストができる

こと。 
  

31 31 
入力画面においてそれぞれの画面項目での検索（プルダウン又

はポップアップ）機能を有すること。 
  

32 32 

確定前の伝票等については、修正が行えること。修正を行う場

合には、前回入力した内容が表示され、入力対象項目に対して

は自由追加・修正する機能を有すること。 
  

33 33 

確定前の伝票等については、削除が行えること。削除を行う場

合には、前回入力した内容が表示され、事前に内容を確認する

機能を有すること。 
  

34 34 
日付の入力項目は、直接入力のほか、カレンダーからの選択入

力機能を有すること。 
  

35 35 
全ての出力帳票は、印刷だけではなく印刷プレビュー表示がで

きること。 
  

36 36 マスタにより帳票の決裁欄を任意に設定できること。   

37 37 

各帳票にはバーコードが出力され、確定の業務を行う画面に

て、決裁が行われた帳票のバーコードを読み取ることにより、

対象となるデータを呼び出す機能を有すること。また、一度に

読み取りが可能な帳票件数は、３０件以上とすること。 

  

38 38 

本システムに登録した全てのマスタ、データ、帳票類について

は、№26 の検索条件、検索方法で抽出可能であるとともに、Ｃ

ＳＶ形式で保存ができること。 
  

39 39 
入力されたデータは、直接入力データと外部取込データの識別

ができること。 
  

40 40 
全てのデータに対し、データ作成日、最終更新日時、登録ユー

ザ名を記録できること。 
  



41 41 
変更履歴については、入力項目ごとの変更前後の内容、変更日

時および変更者の記録が残る機能を有すること。 
  

42 42 
過去のデータを参照し、情報を複写して新規に入力できるこ

と。 
  

43 43 

頻繁に発生するデータについて定型データとして登録してお

き、入力時に呼び出して入力できる機能又はこれと同等の機能

を有すること。 
  

44 

その他 

44 
システム導入後、要求する仕様に対し、随時カスタマイズに対

応できること。 
  

45 45 

伝票番号、購入依頼番号、資産管理番号等の各種管理番号は自

動採番されること。採番ルールについては、大学の指定した方

法によること。 
  

46 46 
金額に関する入力項目は、整数１２桁以上の入力機能を有する

こと。 
  

47 47 
単価、数量に関する入力項目は、整数９桁以上、かつ小数点以

下第３位までの入力機能を有すること。 
  

48 48 

本システムにおける全ての確定処理の取消、起案内容の変更に

ついては、権限を付与されたユーザのみが実施可能なよう制限

する機能を有すること。また、これらの履歴を管理する機能を

有すること。 

  

49 49 

過去のデータについては、不要のデータ削除の処理を実施する

までは、複数年（６年分以上）にわたり明細データを保持し検

索・照会できること。 
  

50 

予算管理 

予算登

録 

50 
年度予算金額登録については、中期計画に基づいた年度予算金

額を登録できる機能を有すること。 
  

51 51 
年度予算の登録を行う入力画面にてＣＳＶ形式での外部からの

データ取込および出力ができること。 
  

52 52 予算の追加配当は増減の予算配当ができること。   

53 53 
各財源につき支出予算の配当合計額は収入予算の配当合計額を

超えて設定できないよう制限すること。 
  

54 54 
予算確定処理を行う機能を有すること。確定前のデータは修正

可能であり、修正履歴が残せること。 
  

55 55 
財源の設定は、一つの財源に対して複数の収入予算科目・支出

予算科目を指定できること。 
  

56 56 

年度予算の追加・修正・削除が年度途中でも行える機能を有

し、修正・削除の場合は配当済・執行済のチェックを行う機能

を有すること。 
  

57 57 
上位の階層で設定された予算額を下位の階層へ配当できるこ

と。 
  

58 58 
翌年度の予算登録作業は、当年度の執行期間中において並行し

てできること。 
  

59 

執行管

理 

59 
予算の差引管理は最下層の科目で行え、また、それよりも上位

の階層において集計できること。 
  

60 60 
予算差引は、購入依頼ベース、契約ベース（契約決議時）およ

び決定ベース（未払・未収計上時）で行う機能を有すること。 
  

61 61 

購入依頼については入力画面において、支出契約決議、経費精

算決議、収入契約決議、振替伝票については前画面において、

当該予算科目における予算残額をオーバーした場合には、その

旨を警告し、必要に応じて入力制限を設定できること。 

  

62 62 
収入予算・支出予算はそれぞれ当初予算額、補正予算額、予算

流用額、繰越予算額を分けて管理できること。 
  

63 63 

本システムが持つ予算科目ごとの執行実績（日付、用途、金額

等）を教員等執行権限者が参照する画面を提供すること。その

際教員等が参照できる予算科目は当該教員等が執行権限を持つ

予算科目に限定すること。 

  

64 64 
予算執行単位ごとに執行可能限度額を設定し、金額を留保する

機能を有すること。 
  

65 65 執行済予算の予算科目を振り替える機能を有すること。   



66 66 

執行残額を次年度予算として登録（繰越処理）できること。こ

の場合、予算科目によって任意に設定できること。   

67 

年度予

算の補

正登録 

67 

予算額の登録処理にて配当した年度予算について補正予算決議

を行うことができること。なお、当該処理は 中項目の予算登録

における予算登録とは別にて行うこと。 
  

68 68 
異なる財源の収入予算と支出予算を指定できないよう制限をか

けることができること。 
  

69 69 マイナス金額での補正予算決議を可能とすること。   

70 70 
登録した補正予算決議は確定処理を以って補正処理を完了と

し、当該処理は登録とは別にて行うこと。 
  

71 71 

未確定、又は確定済の補正予算決議データを一覧表示し、一

括、もしくは内訳単位での確定、確定取消処理を行うことがで

きること。 
  

72 72 

確定取消処理は、執行予算残額がマイナスになる等により予算

管理上の不備が発生する場合には確定されないよう制限される

こと。 
  

73 

予算振

替 

73 
登録後の予算の変更は予算流用機能を使い実施する機能を有す

ること。その場合は変更履歴が管理できること。 
  

74 74 
執行済予算の振替は、振替伝票によって行う機能を有すること

（部門間流用を含む）。 
  

75 75 

予算流用は、予算科目、部門ごとに行うこと。ただし、異なる

財源間での実施は不可とするよう制限をかけることができるこ

と。 
  

76 

帳票等 

76 予算一覧表（各階層ごとの予算額）を出力できること。   

77 77 

予算科目別に組織の階層別の条件のもとに、当初予算配当額、

予算配当現額、執行済額（購入依頼ベース、契約ベース、決定

ベース）、執行残高を表示および帳票出力する機能を有するこ

と。 

  

78 78 
財源を跨いだ予算科目の集計表が出力できること。（例：３財

源（運営費交付金、自己収入、授業料）の教育経費を集計等） 
  

79 79 
上記帳票は、全て、ＣＳＶ形式、ＰＤＦ形式でも出力できるこ

と。 
  

80 

購入依頼 
購入依

頼入力 

80 
発生源での入力業務については、教員および事務職員が行える

こと。 
  

81 81 

購入依頼者のＩＤ、パスワードは個人別に設定することを想定

し、各購入依頼データに対し、ＩＤ認識により依頼者の職名、

所属、氏名等の情報を設定および画面表示する機能を有するこ

と。 

  

82 82 

購入依頼者の予算情報（予算現額、購入依頼済額、契約済額、

決定済額、残額）を一覧表示する機能を有すること。また、設

定により、一覧表示の項目を制限することができること。 
  

83 83 
購入依頼者ごとに、予算執行ができる科目を設定する機能を有

すること。 
  

84 84 

購入依頼データは直接入力するだけでなく、定型データや過去

データを利用して入力する機能を有すること。また、過年度デ

ータについても引用できること。 
  

85 85 

購入依頼データは、物品（備品・消耗品）、役務、修理、工事

（以下、物品等）のほか、図書、旅費、謝金、経費の依頼項目

についても申請入力する機能を有すること。 
  

86 86 

物品等の購入依頼データは、購入物品名およびメーカー名、購

入希望機種、仕様詳細、単位、数量、金額（執行可能予算

額）、納入場所、購入希望日および摘要（備考）等について入

力する機能を有すること。 

  

87 87 
No.86 の購入依頼を行う場合には、No.21 の品名マスタより選択

して入力することができること。 
 

88 88 
図書の購入依頼データは、書名、著者名、出版社名、シリーズ

名、ＩＳＢＮ、出版年、単位、数量、単価、金額（執行可能予
  



算額）、継続購入の要否および備考等について入力する機能を

有すること。 

89 

89 旅費を申請するための購入依頼データ（以下「旅行申請デー

タ）は、共通項目として伝票区分（精算旅費又は概算旅費の選

択）、用務、用務地、経費負担区分、旅行者情報（職名・住所・

氏名）、旅行期間、備考等、明細情報として旅行日程（月日、出

発地、到着地、宿泊地およびキロ数）、旅費内訳（区分（鉄道

賃、車賃、航空賃、日当、宿泊料）、単価、金額等）の項目につ

いて入力する機能を有すること。 

  

90 

90 旅行申請データの旅行日程の情報を参照し、経路検索ソフト等

と連携して、経路情報を表示するとともにその印刷ができるこ

と。また、自家用車による旅行の場合は、地図ソフト等と連携

して経路情報および距離を算出できること。 

  

91 

91 謝金を申請するための購入依頼データ（以下、謝金申請デー

タ）は、伝票区分（前払い、精算払いの選択）、期日、時間、単

価、内容、請求者氏名、所属名、生年月日、住所、電話番号、

口座情報（銀行名、支店名、預金種別、口座名義）、金額、備考

等の項目について入力する機能を有すること。 

  

92 

92 経費を申請するための購入依頼データ（以下、経費申請デー

タ）は、伝票区分（概算払い、前払い、精算払いの区分）、経費

内容、目的、経費内訳、金額、備考等の項目について入力する

機能を有すること。 

  

93 

93 購入依頼画面は、1 画面で 1 明細とはせず、1 画面で複数の明

細を登録する機能を有すること。また、購入依頼１件につき、

30 明細以上登録できること。 
  

94 
94 入力した各購入依頼データ（設定項目および入力項目）を画面

に表示し、購入依頼者が内容を確認する機能を有すること。 
  

95 
95 購入依頼データの申請登録時に当該予算科目の予算差引を行う

こと（購入依頼ベース）。 
  

96 
96 申請登録した購入依頼データの修正・削除時には、予算差引の

修正も適切に行われること。 
  

97 

97 各購入依頼項目に応じて、購入依頼設定項目および入力項目が

記載された購入依頼書（物品購入依頼書、図書購入依頼書、旅

行命令（依頼）書兼請求書、謝金申請書および経費申請書）を

印刷する機能を有すること。各購入依頼書の様式は必要な項目

が記載されていることを条件に、パッケージが標準で出力する

購入依頼書様式を使用することを可能とするが、大学が使用に

適さないと判断した場合には、新規に帳票を作成すること。 

  

98 

98 購入依頼において、設定した予算およびプロジェクトの残高を

オーバーした場合には、その旨を警告又は警告の上、入力不可

とする機能を有すること。これらの処理を予算およびプロジェ

クトごと又は購入依頼者ごとに任意に選択設定する機能を有す

ること。 

 

99 

99 購入依頼において、当該予算科目における予算残高をオーバー

した場合には、その旨を警告又は警告の上入力不可とする機能

を有すること。これらの処理を当該予算科目ごと又は購入依頼

者ごとに任意に選択設定する機能を有すること。 

  

100 

購入依

頼確定 

100 入力された購入依頼データに対して、確定又は却下を行えるこ

と。 
  

101 
101 購入依頼確定対象データの呼び出しについては、No.26 の検索

機能を利用するほか、No.37 によること。 
  

102 
102 確定する購入依頼データの内訳明細を表示し、内容を確認でき

ること。 
  

103 

103 確定者は、購入依頼データの補完入力を行う機能を有するこ

と。また、補完入力後の購入依頼書を確定者が印刷する機能を

有すること。なお、補完入力時においても、No.90 の機能が使

用できること。 

  

104 104 却下処理を行う場合は理由を入力する機能を有すること。   

105 
105 購入依頼者が、購入依頼データの確定又は却下の情報を確認で

きること。また、却下の情報については、却下理由が確認でき
  



ること。 

106 

106 確定済の購入依頼データに対して確定を解除できること。ただ

し、支出契約決議データが作成された購入依頼データの確定解

除は不可とすること。 

  

107 

購買管理 

見積依

頼 

107 購入依頼データを引き継いで、見積依頼データを作成する機能

を有すること。 
  

108 
108 見積依頼データを表示し、見積依頼を行うデータを選択し、見

積依頼書を出力する機能を有すること。選択については、１件

ごと又は一括で行えること。 
  

109 109 見積依頼データの作成は必須とはしないこと。   

110 契約区

分 

110 

契約の種類（入札、随意契約等）、契約内容（工事、業務委

託、物品調達等）および契約の種類（総価契約、単価契約、リ

ース契約等）等を表示設定する機能を有すること。 
  

111 111 
複数年度契約については、繰越処理によりデータを次年度に引

き継げること。 
  

112 

支出契

約決議

入力 

112 契約年度、伝票番号、部門、契約日、契約件名、契約の種類

（入札、随意契約等）、契約担当者名、品名、品質・規格、数

量、単位、単価、金額、消費税区分、納入場所、納入期限、相

手先、財源区分、予算科目、勘定科目、プロジェクト、支払方

法（銀行振込、現金払い等）、支出形態（一括払、分割払

等）、支払予定日、資産区分、摘要の入力ができること。 

  

113 
113 購入依頼データの入力がある場合は、当該購入依頼データを引

き継いで支出契約決議書を作成する機能を有すること。 
  

114 

114 購入依頼の入力を行わない場合は、直接、支出契約決議の入力を

行える機能を有すること。また、No.21 の品名マスタより選択し

て入力することができること。 
  

115 
115 支出契約は、支出形態に応じて、一括払、分割払（月定額払、実

績払含む）および前払金等に対応する機能を有すること。 
  

116 
116 支出契約決議伝票番号を年度ごとに識別して自動採番する機能

を有すること。 
  

117 

117 相手先を相手先マスタから検索可能とすること。検索条件として

は、コード、名称（カナ、漢字）による検索も可能とすること。

また、新規相手先の場合、マスタ管理から登録しなくても支出契

約決議画面上で仮登録を可能とすること。 

  

118 

118 相手先口座は相手先を選択することにより自動で表示できるこ

と。複数口座情報が設定されている場合には選択して入力できる

こと。また、現金支払等、口座情報の指定が不要な場合を考慮し、

指定せずに登録可能とすること。 

  

119 

119 予算科目・勘定科目等に対応して、課税、非課税、不課税等の消

費税区分が初期設定され、かつ、必要に応じて修正できること。

また、明細ごとに課税区分を設定できること。軽減税率の導入も

視野に入れた対応を可能とすること。 

  

120 

120 予算科目の選択する際には、No.26 の検索機能を利用できるこ

と。また、選択した予算の残高を画面上で確認する機能を有する

こと。 
  

121 

121 勘定科目の選択で、予算科目、事業区分等が決定すると勘定科目

の絞込みが行える機能を有すること。また、絞込み機能を利用し

ない場合は、No.26 の検索機能を利用できること。 
  

122 

122 支出契約決議は相手先ごとに作成し、個々の品目、予算科目ご

とに内訳明細を保持することが可能であること。また、一つの

明細に複数の予算科目を保持することもできること。 
  

123 123 一つの購入依頼から複数の支出契約決議の登録ができること。   

124 124 複数の購入依頼より一つの支出契約決議の作成ができること。   

125 
125 支出契約決議の入力を行うことによって、契約ベースの予算差引

を行うこと。 
  

126 

126 分割払いは、１つの契約について、納品検収の回数に応じた支払

回数を指定することにより、複数の支払予定日を設定する機能を

有すること。また、契約途中で納品実績に応じて、これらを変更

する機能を有すること。 

  



127 
127 入力画面上で、当該予算科目の残額を表示し、予算を超過した場

合にはその旨を警告すること。 
  

128 
128 支出契約決議登録を行うことにより、支出契約決議書を出力する

機能を有すること。 
  

129 
129 支出契約決議書には、No.112 で示した項目が記載されているこ

と。 
  

130 
130 支出契約決議書に印刷されている決裁欄については、マスタに

よる任意の設定にも対応可能であること。 
  

131 

131 納品検収等の完了後に支出契約決議の入力を行う場合（以下、同

時決議という）は、「納品検収等（No.141～No.148）」の入力も同

時に行うことが可能であること。 
  

132 

支出契

約決議

確定 

132 支出契約決議確定対象データの呼び出しについては、No.26 の

検索機能を利用するほか、No.37 によること。 
  

133 
133 未確定の支出契約決議データについて一括、もしくは決議単位

での確定処理を行うことができること。 
  

134 
134 支出契約決議確定処理後に発注書を出力する機能を有するこ

と。また、発注書の再発行を行う機能を有すること。 
  

135 
135 発注書には、発行回数が表示され、再発行の場合はその旨が記

載されるとともに、履歴を管理できること。 
  

136 
136 確定済の支出契約決議データを一覧表示でき、支出契約決議単

位で確定取消処理を行うことができること。 
  

137 

137 支出契約決議確定取消処理は、未検収、又は振替伝票未作成で

ある場合にのみ可能とすること。また、検収済、振替伝票作成

済であっても、振替伝票作成取消、検収取消を行うことによ

り、確定取消処理が可能であること。 

  

138 
138 同時決議の確定を行うことにより、当該確定済みデータを未払

金データとして、支払管理に引き継ぐ機能を有すること。 
  

139 

支出契

約決議

に関す

る帳票

出力 

139 支出契約台帳、契約経過表（購入依頼、支出契約決議書作成、

支出契約決議書確定、納品検収、未払計上、支払段階、支払

済、分割支払）、業者別契約状況一覧表等の帳票を出力する機能

を有すること。 

  

140 

140 支出契約決議の一覧について、一定の条件（予算科目、契約金

額、相手先、契約件名、納品予定日、契約日、支払予定日等）

による画面検索機能および表示機能を有すること。また、検索

したデータを出力する機能を有すること。 

  

141 

納品検

収等 

141 納品検収は支出契約決議データを引き継いで処理できること。   

142 
142 検収データ入力の業務を軽減させるために、発注書単位での一括

検収機能を有すること。 
  

143 

143 発注書の明細単位での検収入力ができること。また、分割納入

又は中間検査（月定額払、実績払含む）ごとの検収入力もでき

ること。 
  

144 

144 検収入力されたデータの取消・修正は、振替伝票未作成である場

合のみ可能とし、一定の権限者のみが行える機能を有すること。

また、その場合は変更履歴を管理できること。 
  

145 

145 支払予定日については、納品検収入力時に、納品日を基準とし

て自動的に設定する機能を有するとともに、変更可能とするこ

と。 
  

146 

146 検収データを資産管理データとして、資産管理に引き継ぐことが

できること。また、引き継ぐデータの候補を金額等により絞り込

む機能を有すること。 
  

147 
147 検収等データを未払金データとして、支払管理に引き継ぐ機能

を有すること。 
  

148 

148 現品検収入力の結果は、相手先業者・納品日・契約日・金額・

品名・購入依頼元別等に一覧表示および帳票出力する機能を有

すること。また、納品日・契約日・金額等を範囲指定により検

索し帳票出力する機能を有すること。 

  

149 経費精算 

149 旅行申請データ、謝金申請データおよび経費申請データ（以

下、「経費等申請データ」という。）を引き継いで、経費決議入

力ができること。 
  



150 

経費決

議およ

び精算

入力 

150 経費等申請データを引き継がない場合、経費決議の直接入力も

可とすること。その際、共通項目として、年度、伝票番号、部

門、決議日、経費区分（旅費、謝金等）、伝票区分（概算払い、

前払い、確定払い、完了払い等）、財源区分、予算科目、勘定科

目、プロジェクト、支払方法（銀行振込、現金払い等）、支出形

態（一括払、分割払等）、金額、源泉区分、源泉所得税額、消費

税区分、相手先、支払予定日、摘要等の入力ができること。 

  

151 

151 引き継いだ経費等申請データのうち、伝票区分が概算払い又は

前払いのものを抽出して表示し、これらの確認を行うことによ

り、経費決議の入力を行う機能を有すること。 
  

152 

152 概算払い又は前払い精算処理を行う場合は、概算払い又は前払

いを行った確定済み経費決議データを抽出して表示し、これら

を確認することにより経費精算入力を行う機能を有すること。

また、精算入力に際し、精算日および精算金額を入力すること

により、追加経費決議および戻入処理にも対応できること。 

  

153 

153 引き継いだ経費等申請データのうち、伝票区分が確定払い又は

完了払いのものを抽出して表示し、これらの確認を行うことに

より、経費決議の入力を行う機能を有すること。 
  

154 

154 確定払い又は完了払い精算処理を行う場合は、確定払い又は完

了払いを行った確定済み経費決議データを抽出して表示し、こ

れらを確認することにより経費精算入力を行う機能を有するこ

と。また、精算入力に際し、精算日および精算金額を入力する

機能を有すること。 

  

155 

155 経費決議伝票番号を年度ごとに識別して自動採番する機能を有

すること。なお、経費精算書番号は経費決議伝票番号を引き継

ぐこと。 
  

156 

156 予算科目の選択する際には、No.26 の検索機能を利用できるこ

と。また、選択した予算の残高を画面上で確認する機能を有す

ること。 
  

157 

157 勘定科目の選択で、予算科目、事業区分等が決定すると勘定科

目の絞込みが行える機能を有すること。また、絞込み機能を利

用しない場合は、No.26 の検索機能を利用できること。 
  

158 
158 経費決議の入力を行うことによって、契約ベースの予算差引を

行うこと。 
  

159 

159 相手先を相手先マスタから検索可能とすること。検索条件として

は、コード、名称（カナ、漢字）による検索も可能とすること。

また、新規相手先の場合、マスタ管理から登録しなくても経費決

議画面上で仮登録を可能とすること。なお、No.91 の購入依頼デ

ータを引き継いで経費決議を起票する場合、入力された請求者に

関する情報を用いて相手先を仮登録する機能を有すること。 

  

160 

160 相手先口座は相手先を選択することにより自動で表示できるこ

と。複数口座情報が設定されている場合には選択して入力でき

ること。また、現金支払等、口座情報の指定が不要な場合を考

慮し、指定せずに登録可能とすること。 

  

161 

161 予算科目・勘定科目等に対応して、課税、非課税、不課税等の

消費税区分が初期設定され、かつ、必要に応じて修正できるこ

と。また、消費税区分の設定については明細ごとに設定できる

ものとし、軽減税率への対応も視野に入れたものとすること。 

  

162 
162 分割払いは、１つの経費決議について、支払回数、各回の支払

金額および支払予定日を個別に指定する機能を有すること。 
  

163 
163 入力画面上で、当該予算科目の残額を表示し、予算を超過した

場合にはその旨を警告すること。 
  

164 
164 経費決議入力により経費決議書、経費精算入力により経費精算

書を出力する機能を有すること。 
  

165 
165 経費決議書および経費精算書には、No.150 で示した項目が記載

されていること。 
  

166 
166 経費決議書および経費精算書に印刷されている決裁欄について

は、マスタによる任意の設定にも対応可能であること。 
  

167 
167 経費決議および経費精算確定対象データの呼び出しについて

は、No.26 の検索機能を利用するほか、No.37 によること。 
  



168 

経費精

算確定 

168 未確定の経費決議データおよび経費精算データについて一括、

もしくは決議および精算データ単位での確定処理を行うことが

できること。 
  

169 

169 確定済の経費決議データおよび経費精算データを一覧表示で

き、決議および精算データ単位で確定取消処理を行うことがで

きること。 
  

170 

170 経費決議および経費精算確定取消処理は、振替伝票未作成であ

る場合にのみ可能とすること。また、振替伝票作成済であって

も、振替伝票作成取消を行うことにより、確定取消処理が可能

であること。 

  

171 
171 経費精算確定入力時に当該予算科目の予算差引を行うこと（決

定ベース）。 
  

172 172 戻入の場合は、納入通知書が出力できること。   

173 
173 経費精算データを未払金データとして、支払管理に引き継ぐ機能

を有すること。 
  

174 

174 謝金について、支払先別の支払実績および源泉所得税額を暦年

で集計することにより、「報酬、料金、契約金および賞金の支払

調書」を作成できること。 
  

175 

支払管理 

未払金

管理 

175 検収データ、経費決議データ、経費精算データおよびＣＳＶ形

式等の外部システムデータを基に、未払金残高管理帳票や未払

金一覧表を印刷する機能を有すること。帳票は支払先別、支払

内容別、支出財源別に合計および明細を表示できること。 

  

176 

176 未払金（支出契約決議を引き継いでいないものも含む全て）に

ついて、債務者、支払予定日、部門別の条件の組合せによりデ

ータを抽出し、残高明細を帳票として出力する機能を有するこ

と。また、ＣＳＶ形式でデータ出力する機能を有すること。 

  

177 

177 未払金の年齢表を出力する機能を有すること。年齢表は相手先

ごとに 1 ヶ月以下、1ヶ月超 2 ヶ月以下、2ヶ月超 3 ヶ月以

下、3ヶ月超等の滞留期間別に未払金残高を表示すること。 
  

178 

支払準

備機能 

178 支払予定データ（件名、支払先、支払金額、支払予定日、支払方

法、支出財源、振込先情報、支払対象区分等）を作成する機能を有

すること。 
  

179 

179 No.178 において支払方法が「銀行振込」が選択されている場合、相

手先が No.117 又は No.159 において仮登録した状態では支払予定

データが作成できないよう制限を行う機能を有すること。またこの時、

相手先マスタが仮登録状態である旨、本登録を行わないと支払予定

データの作成ができない旨のメッセージが表示されること。 

  

180 
180 支払予定データについて、支払対象区分および支払予定日を一括

して設定する機能を有すること。 
  

181 
支払確

定機能 

181 支払準備において支払対象とされた未確定の支払予定データに

ついて、一括、もしくはデータ単位での確定処理を行うことが

できること。 
  

182 
182 確定した支払予定データを基に、件名、支払先、支払金額、支

払予定日、支払方法、振込先情報等の項目で一覧を画面表示す

る機能を有すること。 
  

183 

出金管

理 

183 確定された出金伝票データから、全銀協フォーマットのファー

ムバンキング用振込依頼明細をリスト出力する機能を有するこ

と。その際、伝票番号順のリストと支払相手先別に名寄せされ

たリストの両方を出力する機能を有し、会計データとファーム

バンキングデータとの整合性を検証できること。 

  

184 

184 口座振込については、相手先ごとの振込手数料の負担元の区分

（相手負担、本学負担、銀行負担）に基づいて、相手先ごとの

支払予定総額を自動計算できること。 
  

185 

185 ファームバンキング用振込依頼・振替依頼明細データを作成す

る前までは、確定解除を行うことにより支払データの変更を行

える機能を有し、ファームバンキング用データ作成後又は支払

指示確定後は、それ以降の修正を不可とする機能を有するこ

と。 

  

186 
186 支払済データから、支払日、支払先業者、部局・部門別および

プロジェクトごとの条件によりデータを抽出集計でき、支払実
  



績一覧表（明細、合計）の各種管理帳票およびＣＳＶ形式でデ

ータ出力する機能を有すること。 

187 

収入管理 

契約区

分 

187 契約の種類（前受、即収入、未収等）を表示設定する機能を有

すること。 
  

188 188 複数年度契約については、繰越処理によりデータを次年度に引

き継げること。 
  

189 

収入契

約決議

入力 

189 契約年度、伝票番号、部門、契約日、契約件名、収入契約種別

（自己収入、寄付金等）、相手先、契約担当者名、金額、消費税

区分、予算科目、プロジェクト、入金形態（一括入金、分割入

金）、勘定科目、入金方法、入金予定日、摘要の入力が可能であ

ること。 

  

190 

190 収入契約決議データは、直接入力するだけでなく、過去データ

（過年度データも含む）を利用して入力する機能を有するこ

と。 
  

191 
191 収入契約決議データの入力は、直接入力のほか、ＣＳＶ形式に

より外部からのデータを取り込む機能を有すること。 
  

192 
192 収入契約は、収納方法により口座振込、現金収納に対応する機

能を有すること。 
  

193 
193 収入契約は、入金形態により、一括入金、分割入金に対応する

機能を有すること。 
  

194 

194 分割入金の場合、分割回数と分割回数ごとに、入金予定日、金

額が入力できる機能を有すること。また、契約途中で履行実績

に応じて、これらを変更する機能を有すること。 
  

195 
195 収入契約決議番号を年度ごとに識別して自動採番する機能を有

すること。 
  

196 
196 収入契約決議は相手先ごとに作成し、個々の項目ごとに内訳明

細を保持することが可能であること。 
  

197 

197 契約区分が即収入の収入契約決議については、収入契約決議の

登録と同時に、入金および収益を計上する振替伝票を作成する

機能を有すること。 
  

198 

198 契約区分が前受の収入契約決議については、収入契約決議の登

録と同時に、前受金を消し込む振替伝票を作成する機能を有す

ること。 
  

199 
199 契約区分が未収の収入契約決議については、未収伝票を作成す

る機能を有すること。 
  

200 
200 No.199 の未収伝票は、決議の明細単位で作成する機能を有する

こと。 
  

201 
201 入力した予算科目において、予算額を超過した場合はその旨通知

すること。なお、予算額を超過しても登録ができること。 
  

202 
202 収入契約決議登録を行うことにより、収入契約決議書を出力す

る機能を有すること。 
  

203 
203 収入契約決議登録を行うことにより、収入契約決議書の単位

で、請求書兼納入通知書を出力する機能を有すること。 
  

204 
204 請求書兼納入通知書の再発行ができること。なお、その再発行

を行った場合には履歴が残る機能を有すること。 
  

205 

205 収入契約決議書には、No.189 で示した項目が記載されているほ

か、選択した予算残高に関する情報（予算現額、調定累計額）

も併せて記載されていること。 
  

206 
206 収入契約決議書に印刷されている決裁欄については、マスタに

よる任意の設定にも対応可能であること。 
  

207 

207 予算科目・勘定科目等に対応して、課税、非課税、不課税等の

消費税区分が初期設定され、かつ、必要に応じて修正できるこ

と。 
  

208 

収入契

約決議

確定 

208 収入契約決議確定対象データの呼び出しについては、No.26 の

検索機能を利用するほか、No.37 によること。 
  

209 
209 未確定の収入契約決議データについて、一括、もしくは決議単

位での確定処理を行うことができること。 
  

210 
210 確定済の収入契約決議データを一覧表示でき、収入契約決議単

位で確定取消処理を行うことができること。 
  

211 211 収入契約決議確定取消処理は、振替伝票未作成である場合にの   



み可能とすること。また、振替伝票作成済であっても、振替伝

票作成取消を行うことにより、確定取消処理が可能であるこ

と。 

212 収入契

約決議

に関す

る帳票

出力 

212 収入契約台帳、入金済一覧表、入金経過表等について、帳票お

よびＣＳＶ形式で出力する機能を有すること。 
  

213 

213 収入契約決議の一覧について、一定の条件（予算科目、相手

先、契約件名、契約日、入金予定日）による画面検索機能およ

び表示機能を有すること。また、検索したデータをＣＳＶ形式

で出力する機能を有すること。 
  

214 

未収入

金管理  

214 
契約区分が未収の収入契約決議データを未収入金管理に引き継

ぐ機能を有すること。 
  

215 215 

未収入金（収入契約決議を引き継いでいないものも含む全て）

について、債権者、入金予定日、部門別の条件の組合せにより

データを抽出し、残高明細を帳票として出力する機能を有する

こと。また、ＣＳＶ形式でデータ出力する機能を有すること。 

  

216 216 

未収入金の年齢表を出力する機能を有すること。年齢表は相手

先ごとに 1ヶ月以下、1ヶ月超 2ヶ月以下、2ヶ月超 3ヶ月以

下、3ヶ月超等の滞留期間別に未収入金残高を表示すること。 
  

217 217 

未収入金データに基づき、未納者リストを出力する機能を有す

ること。また、分割入金における未収部分についてもリストを

出力できること。 
  

218 

入金管

理 

218 
入金データの入力ができること。また、請求書兼納入通知書ご

とに入金処理を行う機能を有すること。 
  

219 219 ファームバンキングデータによる入金処理機能を有すこと。   

220 220 入金状況の照会・確認を行う画面機能を有すること。   

221 221 

契約区分が未収の収入契約決議に対応する入金を受けた場合

は、入金処理を行うことにより当該未収入金を消し込む振替伝

票を作成する機能を有すること。 
  

222 222 

対応する収入契約決議が確認できない入金については、入金処

理を行うことにより、前受金又は仮受金を計上する振替伝票を

作成する機能を有すること。 
  

223 223 

入金データを抽出集計する機能を有し、入金日報、入金実績一

覧表（明細、合計）の各種管理帳票およびＣＳＶ形式でデータ

出力できる機能を有すること。 
  

224 

資産管理 

管理対

象資産 
224 

以下の資産区分に従って、資産管理する機能を有すること。  

（１）貸借対照表計上資産・・・有形固定資産、リース資産、

無形固定資産 

（２）貸借対照表非計上資産・・・管理物品、その他借受物品  

  

225 

資産登

録・変

更 

225 資産登録の際に、資産名称、資産管理番号、資産区分、資産分

類、取得年月日、登記日、財源区分、第 87 特定の区分、中期

計画区分、予算科目・プロジェクト、勘定科目、取得方法、利

用部門、利用割合、利用者、設置場所、現状区分、用途区分、

取得価額（税込）、消費税額、残存価額、耐用年数、メーカ

ー、規格、業者、数量、単位、備考等の資産管理データを入力

する機能を有すること。 

  

226 

226 資産管理データは直接入力するだけでなく、納品検収入力され

たデータから、資産管理データを取り込む機能を有すること。

納品検収データを取込む場合は、必要に応じ修正が可能である

こと。また、この他、外部からのＣＳＶ形式により資産管理デ

ータを取り込む機能を有すること。 

  

227 

227 直接入力については、登録済データまたは過去データを利用し

て入力する機能を有すること。また、この他、直接入力する場

合で、同一又は類似の資産管理データを連続して入力する場合

は、入力した資産管理データを次の入力データとして引き継げ

る機能を有すること。 

  

228 
228 資産名称の入力項目は、全角４０文字以上であること。また、

各帳票に示される資産名称（略称）は、全角２０文字以上であ

ること。 
  



229 

229 財源区分は、自己収入（授業料等）、運営費交付金、施設費、

補助金、寄附金、受託研究費、受託事業費、目的積立金、地方

公共団体からの出資（譲与）等の区分を選択して入力できるこ

と。また、1 つの資産について複数の財源区分を選択する機能

を有すること。  

  

230 
230 中期計画区分は、中期計画の範囲内外の区分を設定できるこ

と。初期設定は中期計画の範囲内とし、適宜修正可能とするこ

と。 
  

231 

231 予算科目・プロジェクトは、１資産につき複数登録できるこ

と。また、その比率又は金額を指定できること。ただし、減価

償却計算期間が明らかに異なる等の問題が生じるケースについ

ては、システム上個別に設定を行った上で、登録不可とする機

能を有すること。 

  

232 232 取得方法は、設置団体からの出資、購入、リース、受贈等の区

分を選択して入力できること。 
  

233 

233 利用部門は、１資産につき複数設定できること。なお、各部門

の利用割合は比率等により指定できること。ただし、利用比率

により指定する場合は、入力した比率のトータルチェック、端

数処理の調整が行えること。 

  

234 234 現状区分は、使用中、休止中、貸出中、除却等の区分を選択し

て入力できること。 
  

235 235 用途区分は、教育、研究、一般管理費等の区分を選択し複数登

録できること。 
  

236 
236 残存価額は、非償却資産を除き、資産区分に応じ、有形固定資

産は１円、無形固定資産は０円、リース資産は０円を初期値と

し、必要に応じて修正できること。 
  

237 
237 資産分類マスタに耐用年数の項目を持ち、資産の初期登録時に

耐用年数を自動で初期表示し、必要に応じ変更する機能を有す

ること。 
  

238 238 耐用年数は、年数入力のほか月数でも設定できること。   

239 

239 財源区分、取得形態の区分、第 87 特定の区分、中期計画区分

を個々の資産ごとに登録する機能を有すること。また、これら

の区分を参照し、新規登録時、異動登録時、減価償却計算時に

行う財源別付帯仕訳が登録できる機能を有すること。 

  

240 
240 既に保有している資産本体について、資本的支出（追加支出）

されたものについては、本体の資産登録番号との関連付けを行

う機能を有すること。 
  

241 
241 財源区分、第 87 特定の区分、中期計画区分、取得方法の区分

を参照し、新規登録時に行う財源別付帯仕訳の振替伝票を自動

で生成する機能を有すること。 
  

242 242 対象データを指定してラベルの作成機能を有すること。また、

ラベルのレイアウトが調整できること。 
  

243 243 資産については、データの移行を行えること。   

244 

資産管

理 

244 

資産管理番号（範囲指定）資産分類、取得年月日（範囲指

定）、利用部門、利用者、設置場所等の条件の組合せによりデ

ータを抽出し、指示により指定した任意の項目をＣＳＶ形式で

データ出力する機能を有すること。 

  

245 245 
資産の配置換え、除却、売却、一部（部分）除却等の異動登録

を行う機能を有すること。 
  

246 246 

財源区分、第 87 特定の区分、中期計画区分、取得方法、耐用

年数等の区分を参照し、異動登録時に発生する財務仕訳（除却

又は売却等の仕訳）および財源別付帯仕訳の振替伝票を自動で

生成する機能を有すること。 

  

247 247 固定資産の異動履歴照会を行う機能を有すること。   

248 減価償

却等 

248 定額法による減価償却計算を行う機能を有すること。   

249 249 複数財源により取得した資産について、財源区分ごとの減価償

却費の算出ができること。 
  



250 
250 減価償却費は部門別、用途区分別、プロジェクト別等の設定し

てある全ての区分ごとに集計できること。特に区分を設定しな

い項目については、区分の総額を集計して表示すること。 
  

251 251 利用比率が入力された資産については、利用比率に従い用途ご

と、内訳明細ごとに減価償却費を集計できること。 
  

252 252 減価償却費は月割りにより登録時に自動計算され、償却終了年

度までの償却状況の明細を登録時に画面で確認できること。 
  

253 
253 財源区分、第 87 特定の区分、中期計画区分、取得方法、耐用

年数等の区分を参照し、減価償却仕訳および財源別付帯仕訳の

振替伝票を自動で生成する機能を有すること。 
  

254 
254 耐用年数の変更に対応できること。また、変更に伴い減価償却

計算がなされ、画面表示されるとともに各種帳票やデータに当

該変更内容が反映されること。 
  

255 
255 年度指定により、指定年度の減価償却予定額を算出する機能を

有すること。その結果を基に、現会計年度の自動仕訳データの

作成機能を有すること。 
  

256 

減損会

計対応 

256 期首および期末時点での減損処理に対応すること。また、減損

処理ごとの減損損失処理額を保持すること。 
  

257 257 減損損失処理は、減損処理後の簿価を入力することにより行う

機能を有すること。 
  

258 
258 減損損失は部門別、用途区分別、プロジェクト別等の設定して

ある全ての区分ごとに集計できること。特に区分を設定しない

項目については、区分の総額を集計して表示すること。 
  

259 
259 財源区分、中期計画区分等の区分を参照し、減損損失計上仕訳

および財源別付帯仕訳の振替伝票を自動で生成する機能を有す

ること。 
  

260 260 減損損失累計額は、減価償却累計額とは別に集計できること。   

261 261 減損損失処理以降の年度においては、減損処理後の簿価および

耐用年数に基づいて減価償却計算を行うこと。 
  

262 

決算業

務 

262 

出力される主な帳票は以下のものとする。また、これらのデー

タをＣＳＶ形式でデータ出力する機能を有すること。  

・資産台帳  

・資産明細表  

・資産増減明細表  

・資産配置換え履歴書  

・減価償却明細（財源区分、利用部門、用途区分等の区分別に

出力できること。特に区分を設定しない項目については、区分

の総額を集計して表示すること。） 

・減価償却総括表（財源区分、利用部門、用途区分等の区分別

に出力できること。特に区分を設定しない項目については、区

分の総額を集計して表示すること。） 

・リース物件一覧表  

・管理者、所在別一覧表 

・物品ラベル  

  

263 263 

複数の条件に基づいて任意に抽出された項目順（勘定科目・財

源・部門・設置場所・資産分類・資産登録番号等）に、資産明

細表および減価償却明細・総括表を出力する機能を有するこ

と。また、これらのデータをＣＳＶ形式でデータ出力する機能

を有すること。 

  

264 

振替伝票 

振替伝

票の起

票 

264 振替伝票の起票は、直接入力を行うほか、未払伝票については

検収入力されたデータ、経費決議確定データおよび経費精算確

定データを、未収伝票および入金伝票については収入契約決議

データを引き継いで行う機能を有すること。その他、外部から

ＣＳＶ形式により仕訳に関するデータを取り込み、振替伝票を

起票する機能を有すること。 

  

265 

265 納品検収入力データを基に振替伝票を作成するに当たっては、

振替伝票の枚数削減を図るために、納品日別、相手先業者別、

予算科目別単位で自動集計して未払金計上の仕訳を行う機能を

有すること。 

  



266 

266 出金伝票および入金伝票は直接入力を行うほか、確定済の支払

予定データ、未収伝票データを引き継いで行う機能を有するこ

と。なお、その際には未払伝票および未収伝票の伝票番号、予

定日等を指定して抽出し、個別にデータを引き継ぐことができ

ること。 

  

267 

267 決議データ等を引き継いで作成する場合には、引き継ぎ候補と

なる複数のデータを一括して引き継ぎできること。なお、引き

継ぎの候補となるデータはリスト形式により画面上で確認で

き、引き継ぎ後は勘定科目など必要な項目について修正できる

こと。 

  

268 268 決議データを引き継いで作成する場合には、決議画面等で入力

した勘定科目により仕訳が自動的に設定されること。 
  

269 269 決議データを引き継いで作成する場合には、決議番号等が表示

されること。または同等の機能を有すること。 
  

270 270 決議データを引き継いで作成する場合には、振替伝票に引き継

ぎされる決議情報を所持し、二重引継が制限されること。 
  

271 
271 振替伝票を直接入力する場合は、予算科目、事業区分等に対応

して消費税区分が選択でき、かつ、勘定科目を絞り込んで表示

し選択する機能を有すること。 
  

272 272 未払伝票、未収伝票の消込は年度を越えて可能なこと。   

273 273 １つの出金伝票、入金伝票で複数の未払伝票、未収伝票を消し

込めること。 
  

274 274 未払伝票、未収伝票に対して、消込金額を変更し一部消込がで

きること。 
  

275 275 未払伝票に対して、消込金額を上回った出金伝票が作成されな

いよう制限されること。 
  

276 276 振替伝票は収入および支出予算の決定決議を兼ね、収入・支出

決定段階での予算執行を合わせて行う機能を有すること。 
  

277 
277 伝票区分が概算又は前払いの場合の経費決議および経費精算デ

ータを引き継ぐことによる未払伝票は、出金予定日の日付で勘

定科目「仮払金」で自動仕訳できること。 
  

278 

278 ゼロ精算の経費精算データを引き継ぐことによる振替伝票は、

経費決議時に入力した勘定科目を初期値として借方科目に設定

して精算額を計上し、概算時に計上した仮払金の消し込みを行

うこと。また、当該勘定科目は必要に応じて修正できること。 

  

279 

279 精算時に追加金額が発生した経費精算データを引き継ぐことに

よる振替伝票は、経費決議時に入力した勘定科目を初期値とし

て借方科目に設定して精算額を計上し、概算時に計上した仮払

金を消し込むとともに差額を未払金として貸方科目に計上する

こと。また、当該勘定科目は必要に応じて修正できること。 

  

280 

280 精算時に返戻金額が発生した経費精算データを引き継ぐことに

よる振替伝票は、経費決議時に入力した勘定科目を初期値とし

て借方科目に設定して精算額を計上し、概算時に計上した仮払

金を消し込むとともに差額を未収金として借方科目に計上する

こと。また、当該勘定科目は必要に応じて修正できること。 

  

281 

281 振替伝票入力時において、当該予算科目における予算残高をオ

ーバーした場合には、その旨を警告する機能を有すること。ま

た、収入取引に係る振替伝票入力においては、予算残高をオー

バーしてもそのまま入力できること。 

  

282 

振替伝

票の確

定 

282 振替伝票確定対象データの呼び出しについては、No.26 の検索

機能を利用するほか、No.37 によること。 
  

283 
283 振替伝票データを選択した際に仕訳を表示し、伝票内容を確認

できること。 
  

284 
284 未確定の振替伝票データについて、一括、もしくは振替伝票単

位で確定処理を行うことができること。 
  

285 
285 振替伝票の確定処理は決定ベースの予算差引を合わせて行うこ

とができること。  
  

286 286 ｎ：ｎの複合仕訳を行う機能を有すること。   



287 

振替伝

票の記

載要件 

287 １枚の振替伝票で複数の支払相手先を指定する機能を有するこ

と。 
  

288 288 １枚の振替伝票で複数の予算科目の執行を行う機能を有するこ

と。  
  

289 289 振替伝票および内訳（続紙）を出力する機能を有すること。ま

た、決裁欄については、任意の設定にも対応可能であること。  
  

290 

290 振替伝票には以下の項目を表示する機能を有すること。  

・伝票名（振替伝票、未払伝票、出金伝票、未収伝票、入金伝

票）  

・伝票番号  

・取引日付  

・勘定科目名、コード  

・予算科目名、コード  

・部門名（予算配当用、勘定科目集計用）、コード  

・相手先名、コード  

・支払・入金予定日  

・プロジェクト名、コード  

・金額（内税）  

・消費税区分  

・消費税額  

・摘要  

  

291 

その他  

291 消費税については内税方式とし、税率等については外部変数化

する等将来の税率変更にも容易に対応できる機能を有するこ

と。また、入力時に個々の仕訳ごとに、課税、非課税、不課税

等の課税区分を入力する機能を有すること。 

  

292 

292 月次処理確定後は遡って会計データを訂正できないこととす

る。また、確定解除により振替伝票を訂正する機能を有するこ

と。 
 

293 
293 所得税法や地方税法等の法改正、法制度の改正に対応可能なこ

と。 
  

294 

決算業務 

月次決

算 

294 月ごとに購入依頼、契約決議、振替伝票、予算処理の各処理別

に締処理を行うことができること。締処理により登録、修正、

削除、確定、確定取消処理を制限すること。 
  

295 

295 決算修正仕訳のうち、経過勘定科目等の翌期振戻しが必要なも

のは、翌期首に振戻しを行う機能又は一括の仕訳登録を行う機

能を有すること。 
  

296 

296 損益額が自動計算され、合計残高試算表上に随時更新して表

示・出力されること。また、出力時に集計する勘定科目の階層

レベルを指定できること。 
  

297 

297 予算執行と費用又は固定資産計上の整合性を一覧で検証するた

め、総勘定元帳、振替伝票一覧表（仕訳日記帳）に執行した予

算科目名を出力する機能を有すること。 
  

298 

298 予算執行と費用又は固定資産計上（流動資産計上を含む）の整

合性を総括的に検証するために、予算執行額と費用および固定

資産計上（流動資産計上を含む）額との関連表（マトリックス

表）を月単位で出力する集計可能なデータ機能を有すること。 

  

299 
299 欠番となった伝票番号が一覧表示され、指示により帳票を出力

する機能を有すること。 
  

300 

300 振替伝票一覧表（仕訳日記帳）、予算差引簿、合計残高試算表、

総勘定元帳、補助簿は月次だけでなく、期間指定、組織等の区

分で随時帳票として出力する機能を有すること。また、ＣＳＶ

形式でデータを出力する機能を有すること。 

  

301 

年次決

算 

301 月締とは別に年度単位での締処理を行う機能を有すること。年

度締処理を実行の際には年度内の各月が自動的に月締めされる

こと。  
  

302 
302 未確定の振替伝票データが存在する場合には年度締処理を制限

する機能を有すること。 
  

303 
303 前年度の決算処理と当年度の期中処理を並行して行う機能を有

すること。 
  

304 
304 決算整理仕訳のうち、経過勘定科目等の翌期振戻しが必要なも

のは、翌期首に振戻しを行う機能又は一括の仕訳登録を行う機
  



能を有すること。 

305 
305 決算整理伝票は、一般の振替伝票とは区別して付番する機能を

有すること。 
  

306 

306 前年度の契約決議データから当年度の未収・未払計上振替伝票を

作成する際、当年度の振替伝票日付を入れた振替伝票は自動的に

当年度の会計データに引き継ぐ機能を有すること。 
  

307 

307 前年度の未収・未払計上データから当年度の入金・支払伝票を作

成する際、当年度の振替伝票日付を入れた振替伝票は自動的に当

年度の会計データに引き継ぐ機能を有すること。 
  

308 

308 決算整理仕訳一覧表（執行する予算科目も表示されたもの）、決

算整理前予算執行表、決算整理後予算執行表、決算整理前合計

残高試算表、決算整理後合計残高試算表、予算科目勘定科目マ

トリックス表、決算整理分予算科目勘定科目マトリックス表

（予算科目と勘定科目が１対１でない場合）、精算表を出力する

機能を有すること。 

  

309 

309 未収収益、未払費用、前払費用、前受収益について、勘定科目

レベルでの内容別、部局・部門別の条件の組合せによりデータ

を抽出し、貸借対照表残高の明細を帳票として出力する機能を

有すること。また、ＣＳＶ形式でデータ出力する機能を有する

こと。 

  

310 
310 奨励寄付金について、寄付金別、部門別の支出・収入明細一覧表、

出納簿を出力する機能を有すること。 
  

311 

311 任意の勘定科目、および未払金、未収金等、任意の勘定種別ごと

に仕訳日計表（補助元帳）を出力できること。また、当該帳票に

は相手方勘定科目を明記すること。 
  

312 
312 課税、非課税、不課税の区分別集計など、消費税申告書作成に

資する帳票を出力する機能を有すること。 
  

313 財務諸

表等 

313 地方独立行政法人（公営企業型を除く）会計基準に基づく以下

の財務諸表の作成、又はＣＳＶ形式でデータ出力する機能を有

すること。 

・貸借対照表  

・損益計算書  

・キャッシュフロー計算書（作成するために必要なデータ）  

・利益の処分又は損失の処理に関する書類（作成するために必

要なデータ） 

・行政サービス実施コスト計算書（作成するために必要なデー

タ）  

・附属明細書および注記（作成するために必要なデータ） 

  

314 
314 決算に係る仕訳データは、会計期間、部門、担当者の条件の組

合せによりデータを抽出する機能を有すること。 
  

315 

外部資金

管理 

外部資

金管理 
315 

財務会計システム上にて、本学が獲得した受託研究、共同研

究、受託事業、共同事業（以下、受託研究等という）の契約ご

と、寄附金の目的ごと、もしくは科学研究費補助金の課題ごと

等にプロジェクトを設定し、年度予算とは別に、その収入額、

支出額を個別に管理可能なプロジェクト管理機能を有するこ

と。 

  

316 

外部資

金登録 

316 プロジェクトのコードは、登録時にシステム内で一意になるコ

ードが自動採番され、参照時に表示できること。また、指定に

より任意のコードによる登録も可能とすること。その際、科学

研究費管理番号の英数字化に伴い、英字を含む管理番号の登録

が可能であること。 

  

317 
317 受託研究等および寄付金等の契約については、収入契約決議機

能を使用可能なこと。 
  

318 
318 プロジェクトに係る収入契約決議を行う場合は、対応するプロ

ジェクトとの関連付けを行える機能を有すること。 
  

319 

319 収入契約決議の確定金額と、関連付けされたプロジェクトの受

入金額（以下、プロジェクト金額という）が整合するようにシ

ステム上制御すること。 
  

320 

320 1 つのプロジェクトに対し複数の部門（専攻や教員を含む）の

登録を可能とし、登録した部門においてのみの使用を可能とす

ること。  
  



321 
321 プロジェクト期間（開始日および終了日）の登録を必須とし、

当該期間は複数年に跨り設定ができること。 
  

322 

322 登録したプロジェクトは確定処理を以って使用開始とし、当該

確定処理は登録処理とは別画面にて行うこと。また、登録内容

の変更を行う場合は、確定取消を行うことにより可能とするこ

と。 

  

323 

323 プロジェクトの登録、確定および確定取消は、権限を付与され

たユーザのみが行える機能とすること。また登録、確定および

確定取消の履歴を管理できること。 
  

324 
324 物品調達等については、通常の購入依頼、支出契約決議機能を

使用可能なこと。 
  

325 

325 大項目「購入依頼」において、財務会計システムが持つプロジ

ェクトごとの使用実績（日付、用途、金額など）を教員等使用

権限者が参照する画面を提供すること。その際教員等が参照で

きるプロジェクトは当該教員等が使用権限を持つプロジェクト

に限定すること。 

  

326 

326 プロジェクトはプロジェクト期間を以って使用可能期間とする

こと。ただし契約終了日を指定しない場合は、契約開始日以降

無制限に使用可能なこと。 
  

327 
327 プロジェクトの使用はプロジェクト金額を超えて行えないよう

制限すること。 
  

328 
328 各起票処理において、外部資金（プロジェクト）を財源として

選択した場合は、プロジェクトの選択を必須とすること。 
  

329 
329 あるプロジェクトから別のプロジェクトにプロジェクト金額の

流用を行える機能を有すること。 
  

330 
330 プロジェクト金額の振替は配分元の使用残額の範囲内で可能と

すること。  
  

331 
331 1 つのプロジェクトから複数のプロジェクトに同時に流用処理

ができること。 
  

332 332 プロジェクト金額の流用は確定処理を以って行うこと。   

333 

外部資

金照会  

333 プロジェクトごとに収支計算を行い、プロジェクト別収支が把

握可能なこと。 
  

334 334 プロジェクト別、部門別の収支が把握可能なこと。   

335 335 プロジェクト別の購入依頼ベース、契約ベース、決定ベースの

執行額および残額が把握可能なこと。 
  

336 科学研

究費補

助金の

処理 

336 預り科学研究費補助金等の預り金として処理されるプロジェク

トの会計処理に当たっては、納品検収時には振替伝票を一切起

票せずに（未払金を一切計上しない）、支払時に預り金の消込処

理を行うこと。 

  

337 
337 科学研究費補助金の分担金の受入および送金にも対応している

こと。 
  

338 

338 文部科学省等への報告のために科学研究費補助金の収支簿を作

成する機能を有すること。報告様式の変更に備え、費目の設定

および当該費目の集計項目を画面上で選択設定できること。 
  

339 

システム

連携 

共通 

339 財務会計システムのサブシステム間の連携は、ＣＳＶ形式等の

外部データによることを基本とすること。 
  

340 

340 以下の各サブシステムに対して連携を行う機能を有すること。  

・人事給与システム 

・授業料債権等管理システム  

・図書システム 

・ファームバンキングシステム  

  

341 
341 連携により取込んだデータを財務会計システムで修正すること

を制限する機能を有すること。  
  

342 
342 連携により取込んだデータは未確定状態であること。また財務

会計システム上で確認後、確定処理が可能なこと。 
  

343 
343 取込み件数や合計金額等により取込み結果を確認することが可

能なこと。 
  

344 
人事給

与管理

344 給与情報を取込み、給与支給に関する振替伝票の起票が可能な

こと（なお、給与のファームバンキングデータは人事給与管理
  



システ

ム連携 

システムより出力する）。 

345 

授業料債

権等管理

シ ス テ ム

連携  

345 授業料債権等情報を取込み、授業料債権計上に関する振替伝票、

入金による授業料債権消込みおよび預り金計上に関する振替伝

票、授業料減免・債権放棄に関する振替伝票の起票が可能なこと。 
  

346 
図書シ

ステム 

346 図書システムから当該システムに必要な蔵書等の情報を取り込

むことが可能なこと。 
 

347 

ファー

ムバン

キング 

347 全銀協フォーマットに対応した 仕向口座ごとのファームバンキ

ングデータ（総合振込）の作成が可能なこと。   

 

２ 授業料債権管理システム 

No 大区分 中区分 No 概要 備考 

1 

共通機

能 

基本要

件 

1 授業料債権等管理システムで徴収対象とする収納項目は、授業

料、実習費、後援会費および学生会費（以下「授業料等」とい

う。）の４項目とするが、将来の増加に備えていること。ま

た、当該項目名称の修正、表示順の変更は任意にできること。 

  

2 2 授業料等の収納方法として、口座振込、口座振替（引き落と

し）、現金収納のいずれにも対応可能であること。  

3 3 徴収対象ごとに、収納方法を設定する機能を有すること。 
 

4 4 授業料および実習費については、債権を計上した上で（以下

「授業料債権等」という。）、前期、後期の年２回の徴収を基本

とするが、通年一括払い、分割納入（最大１２回）等複数の徴

収方法に対応可能であること。 

 

5 5 後援会費および学生会費については、債権を計上せず、年１回

の一括払いの徴収を基本とし、授業料とは別にそれぞれ学生ご

との入金管理をする機能を有すること。 

 

6 6 分割納入については、授業料債権等を分割された内容ごとに消

し込み、仕訳情報を財務会計システムに引き継げること。  

7 7 各徴収方法に応じて、任意に納入期限日の登録修正ができ、学

生個人別の収納状況に反映する機能を有すること。  

8 学生情

報管理 

8 学生データとしては、学生区分（学部生、研究生、科目等履修

生、聴講生、特別聴講学生）、所属（学部、学科等）、在籍区分

（在籍、休学、除籍など）、学籍番号、学生本人氏名・氏名カ

ナ・住所・電話番号（携帯、E-mail を含む。）、保護者氏名・

住所・電話番号、収納区分（口座振込、口座振替、現金）、引

落口座情報等を登録する機能を有すること。 

 

9 9 学籍番号については、数字、記号（ハイフン）を含む 10 桁以

上で管理する機能を有すること。  

10 10 授業料債権等管理機能において管理する学生データで、別途、

学務システムにおいて管理している項目がある場合は、当該学

生データ項目を当該システムが出力するデータを取り込んで登

録する機能を有すること。 

 

11 11 No.10 の取込は原則として、授業料および実習費については前

期・後期各１回、後援会費および学生会費については前期１回

の取り込みとし、授業料債権等確定後に発生した修正、変更等

については個別に対応することを想定するが、必要に応じて授

業料債権等確定前（確定取消時も含む）の全件再取り込み、部

分再取り込み、差分取り込みにも対応すること。また、取込処

理の履歴を管理する機能を有すること。 

 

12 12 本機能において学生データの修正、変更等を行った際に、当該

履歴（住所、電話番号（本人、保護者とも）、保護者氏名、引

落口座情報については修正、変更前の情報も含む）を管理する

機能を有すること。 

 



13 13 学生ごとに書類送付先を、学生本人、保護者に設定可能なこ

と。なお、変更履歴（変更申請日等）を管理する機能を有する

こと。 
 

14 授業料

等登

録・確

定 

授 業 料

お よ び

実 習 費

登録・確

定 

14 学生個人別に授業料および実習費を設定し登録を行う機能を有

すること。  

15 15 科目等履修生、聴講生および特別聴講学生の授業料は１単位の

授業料に履修科目の単位合計数を乗じる形式により設定が可能

であること。 
 

16 16 研究生の授業料は授業料月額に研究月数を乗じる形式により設

定が可能であること。  

17 17 入学年度、学生区分、在籍区分、所属等を参照して学生個人ご

とに授業料および実習費の金額を一括で設定し、登録を行う機

能を有すること。また、一括設定した授業料および実習費の金

額は、必要に応じて個別に修正、変更が行えること。 

 

18 18 登録した授業料債権等の確定処理を行う機能を有すること。本

確定処理を行うことにより、No.17 の一括設定およびその変更

を不可とし、収入契約決議書（学生区分別に人数、金額が記載

されたもの）の出力、授業料債権等発生の振替伝票データを生

成する機能を有すること。 

 

19 19 No.18 において生成した授業料債権等発生の振替伝票データ

は、学生区分、学部別等により授業料債権等の勘定科目を分け

て起票する機能を有すること。また、当該振替伝票データは

「財務会計システム詳細機能要件 No.264」に引き継げるもの

であること。 

 

20 20 No.18 の授業料債権等確定の取消処理を行うことにより、

No.17 の修正、変更が行えること。  

21 21 No.20 の修正、変更を行い、再度確定処理を行った際に、収入

契約決議書の再出力、授業料債権等発生の振替伝票データを再

生成する機能を有すること。 
 

22 22 授業料債権等発生の振替伝票データの生成は、修正、変更の都

度など、複数回行われる可能性があることから、最新の授業料

債権等データに基づく振替伝票データが「財務会計システム詳

細機能要件 No.264」に引き継がれていることを事務職員が確

認できる機能（振替伝票データのバージョン確認機能など）を

提供すること。 

 

23 23 No.18 の授業料債権等の確定処理が行われた後に、在籍区分に

変更が生じたことによる授業料債権等データの修正は、修正後

の金額を入力することにより行う機能を有すること。 
 

24 24 No.23 の変更に伴う振替伝票データを生成する機能を有するこ

と。  

25 

後 援 会

費 お よ

び 学 生

会 費 登

録・確定 

25 学生個人別に後援会費および学生会費を設定し登録を行う機能

を有すること。  

26 26 入学年度、学生区分、在籍区分、所属等を参照して学生個人ご

とに後援会費および学生会費の金額を一括で設定し、登録を行

う機能を有すること。また、一括設定した後援会費および学生

会費の金額は、必要に応じて個別に修正、変更が行えること。 

 

27 27 登録した後援会費および学生会費の徴収データの確定処理を行

う機能を有すること。本確定処理を行うことにより、No.26 の

一括設定およびその変更を不可とし、後援会費および学生会費

のそれぞれについて、徴収予定一覧表（学生区分別に人数、金

額が記載されたもの）を出力する機能を有すること。 

 

28 28 No.27 の徴収データ確定の取消処理を行うことにより、No.26

の修正、変更が行えること。  

29 29 No.28 の修正、変更を行い、再度確定処理を行った際に、徴収

予定一覧表の再出力を行う機能を有すること。  



30 30 No.27 の徴収データの確定処理が行われた後に、在籍区分に変

更が生じたことによる徴収データの修正は、修正後の金額を入

力することにより行う機能を有すること。 

 

31 収納管

理 

授 業 料

お よ び

実 習 費

請 求 デ

ータ 

31 No.18 において確定された授業料および実習費データに基づ

き、通年、前期分、後期分等の請求区分、所属、納期ごとに授

業料および実習費請求データの生成ができること。 

 

32 32 学生ごとの授業料減免申請者の申請登録を行う機能を有するこ

と。  

33 33 授業料減免申請者については、確定後に授業料減免申請データ

（減免額、減免理由）および授業料請求データを入力する機能

を有するとともに、一覧表を印刷できる機能を有すること。 

 

34 34 No.23 の変更により授業料および実習費請求データの変更も同

時に行われること。  

35 35 授業料および実習費請求データ生成の結果、学生ごとの請求明

細の参照およびチェックリストの出力ができること。  

36 後 援 会

費 お よ

び 学 生

会 費 請

求 デ ー

タ 

36 No.27 において確定された徴収データに基づき、所属、納期ご

とに後援会費および学生会費請求データの生成ができること。  

37 37 No.30 の変更により後援会費および学生会費請求データの変更

も同時に行われること。  

38 38 後援会費および学生会費請求データ生成の結果、学生ごとの請

求明細の参照およびチェックリストの出力ができること。  

39 口 座 振

込 

39 徴収区分が口座振込となっている学生を対象に、授業料および

実習費請求データ、後援会費および学生会費請求データに基づ

き授業料振込依頼書、後援会費振込依頼書、学生会費振込依頼

書を作成する機能を有すること。送付先は保護者を原則とする

が、学生等を任意で設定することが可能であること。なお、そ

れぞれの振込依頼書の依頼人名は学生名とすること。 

 

40 40 それぞれの振込依頼書に印刷する定型文言を任意に登録、修正

できること。また、レイアウトについても、適宜変更できるこ

と。 

 

41 41 それぞれの振込依頼書は、振込依頼書の印刷メニュー等によ

り、印刷対象範囲を学生個人別に指定する機能を有すること。

印刷対象の学生の抽出に当たっては、入学年度、学生区分、在

籍区分、所属等により絞り込みを行い、抽出された学生の全件

選択、個別選択のいずれにも対応できること。 

 

42 42 授業料振込依頼書は請求区分（通年、前期分、後期分等）を指

定して作成する機能を有すること。また、請求区分の記載を行

えること。 

 

43 43 それぞれの振込依頼書の出力履歴を管理する機能を有するこ

と。また、振込依頼書には出力日時分秒が表示され、出力時を

確認できること。なお、出力日時分秒の表示の有無は任意で選

択できること。 

 

44 44 金融機関から受け取る入金情報（FB データを想定）を取り込

むことにより、授業料、実習費、後援会費および学生会費につ

いて、学生個人別に自動で入金実績の登録を行う機能を有する

こと。 

 

45 45 金融機関からの入金情報の取り込みの結果、エラーとなった入

金情報についても、画面入力により学籍情報とのデータの関連

付けができ、入金実績の登録ができること。 

 

46 口 座 振

替 

46 徴収区分が口座振替となっている学生を対象に、授業料および

実習費請求データに基づき口座振替データを作成する機能を有

すること。当該口座振替データは CSV 形式で出力でき、また、

内容を印刷して確認できること。 

 

47 47 口座振替を行う学生に対し、授業料口座振替通知書の印刷がで

きること。送付先は保護者を原則とするが、学生等を任意で設

定することが可能であること。 

 



48 48 授業料口座振替通知書に印刷する定型文言を任意に登録、修正

できること。  

49 49 金融機関から受け取る入金情報（FB データを想定）を取り込

むことにより、授業料債権等の自動消し込みを行う機能を有す

ること。 

 

50 50 金融機関からの入金情報を取り込みの結果、エラーとなった入

金情報についても、画面入力により学籍情報とのデータの関連

付けができ、授業料債権等消し込み処理ができること。 

 

51 51 口座振替依頼明細および口座振替結果リストの印刷ができるこ

と。  

52 現 金 収

納 

52 現金により授業料等納付を行った学生の授業料等の入金登録お

よび修正ができること。  

53 53 入金情報に基づき授業料、実習費、後援会費および学生会費に

ついて、学生個人別に自動で入金実績の登録を行う機能を有す

ること。 

 

54 授 業 料

等 収 納

管理 

54 学生個人別に収納項目ごとの納入状況の照会ができること。ま

た、納入状況の一覧印刷ができること。  

55 55 年度別および在学期間全体における収納項目ごとの納入状況の

照会ができること。  

56 56 学生区分、所属ごとに、授業料債権等発生額（通年、前期、後

期別）、免除額、収納額等を一覧表形式で印刷できるととも

に、CSV 形式のデータとしても出力できること。 

 

57 57 授業料債権等収納データ（入金実績登録データ）に基づき、授

業料債権等消込みの振替伝票データ生成を行うとともに、「財

務会計システム詳細機能要件 No.264」に引き継ぐ機能を有す

ること。 

 

58 58 学生区分、所属ごとに、後援会費および学生会費請求額、収納

額等を一覧表形式で印刷できるとともに、CSV 形式のデータと

しても出力できること。 

 

59 59 後援会費および学生会費収納データ（入金実績登録データ）に

基づき、預り金計上振替伝票データ生成を行うとともに、「財

務会計システム詳細機能要件 No.264」に引き継ぐ機能を有す

ること。 

 

60 60 口座別入金日計表（学生区分、所属、学籍番号、学生氏名、収

納日、収納金額）の印刷ができること。  

61 分納管

理 

分納・徴

収 猶 予

管理 

61 分納の許可を受けた学生に対して、分納情報、払込納期、分納

理由の登録および修正ができること。また、分納回数に応じた

授業料振込依頼書の出力ができること。なお、当該振込依頼書

は回数情報（何回目の振込かの情報）を保持し、再発行できる

こと。  

 

62 62 分納受付を行った学生情報の照会ができること。 
 

63 63 分納受付者については、分納回数目ごとの収納状況の照会がで

きること。  

64 64 分納回数は、最大年 12 回まで設定できること。 
 

65 滞納者

管理 

滞 納 者

管理 

65 納期設定で定められた基準日を超過して払込みがなされてない

学生情報の照会と一覧表の出力ができること。また、対象者の

データ抽出ができること。  

 

66 66 学費未納者情報の照会と問合せ連絡先情報（本人住所、電話番

号、保護者氏名、住所、電話番号）を含んだ一覧表の出力がで

きるとともに学生個人別に管理できる帳票を出力できること。  

 

67 67 上記一覧表および帳票の出力に当たり、授業料減免申請者およ

び分納申請者の学生を含めて印刷するか、除外して印刷するか

を選択できること。また、授業料減免申請者および分納申請者

の学生を含めて印刷する場合には、当該学生が授業料減免申請

 



者であるか分納申請者の学生であるかを明細に表記できるこ

と。  

68 68 納入期限を過ぎて未納の学生に対し、督促状および催告状の出

力ができること。 
 

69 69 督促状および催告状に印刷する定型文言を任意に登録、修正で

きること。 
 

70 70 督促状および催告状の発行履歴を管理する機能を有すること。  
 

 

３ 人事給与システム 

No 大区分 中区分 No 概要 備考 

1 

共通機

能 

基本要

件 

1 人事・給与システムが同一データベース上で構築されておりス

ムーズな連携ができること。   

2 2 法人の規模及び組織に対応した機能を有するシステムであるこ

と。 
  

3 3 組織変更（学部等の統合等）に柔軟に対応可能であること（マ

スタデータ及びトランザクションデータの修正等）。 
  

4 

アクセ

ス制

限・管

理 

4 ユーザがユーザＩＤ・パスワードによる認証管理ができるこ

と。また、認証データは一元管理する機能を有すること。   

5 5 パスワードをユーザが変更できる機能を有すること。   

6 6 利用可能なクライアントパソコンを制限する機能を有するこ

と。 
  

7 7 ユーザの権限により、各処理で取扱いできるデータ（部門等）

を制限する機能を有すること。   

8 

マスタ

管理 

8 各種マスタは、ＣＳＶ形式での取込ができること。 
  

9 9 各種マスタは、ＣＳＶ形式でダウンロードできること。 
  

10 10 マスタメンテ画面が無く、法人で直接メンテナンスできないマ

スタ情報については、維持・運用の契約内でメンテナンスが行

われること。 

  

11 11 各種マスタは変更履歴の管理ができること。 
  

12 12 特定の権限者のみがメンテナンスできること。 
  

13 13 法人の等級体系（教員・・・等級：５、号給：150 事務職

員・・・等級：10、号給：150）に柔軟に対応できること。   

14 14 法人の給与体系に柔軟に対応できること。 
  

15 15 各種手当はマスタ管理可能であり、履歴管理ができること。 
  

16 16 金融機関マスタの登録・修正ができること。 
  

17 17 クライアントパソコンから全銀協コード・銀行名・支店名をキ

ーワードとした検索ができること。   

18 18 年間カレンダーのマスタ管理ができること。また、支出予定

日、入金予定日が祝日、土日に当たる場合には、その旨を警告

したうえで、日付の繰上げ若しくは繰下げの設定を自動的に行

えること。なお、必要に応じて修正可能なこと。 

  

19 
事務補

助機能 

19 複数の検索項目を組み合わせて検索ができること（例：職員名

と部署等の組み合わせ等）。   



20 20 検索条件に合致した情報を一覧形式で表示する機能を有するこ

と。   

21 21 カナ検索、文字列検索等については、前方一致の曖昧検索がで

きること。 
  

22 22 各画面おける入力項目は、選択・検索等の機能を有し、容易に

入力ができること。また、コードの直接入力にも対応できるこ

と。 
  

23 23 入力補助機能は以下の機能を有すること。 

・入力項目ごとに入力必須設定が行われていること。 

・入力必須項目が入力されていない場合には警告を発する。 

・入力項目のうち入力必須項目については、項目の強調（名称

の文字色を変える、網掛け表示等）が行われていること。 

  

24 24 入力画面上でのカット（コピー）・アンド・ペーストができるこ

と。   

25 25 初期導入段階において画面上の項目名については、変更ができ

ること。   

26 

その他 

26 制度改定等に柔軟に対応可能なこと。また軽微な変更について

は、運用・保守契約内で対応可能なこと。   

27 27 組織改正が伴う場合には、ツリー形式等の容易な入力方法によ

り組織のメンテナンスができること。   

28 28 教職員コードは最低でも１０桁以上で管理できること。また、

職種ごとに分類可能とすること。   

29 29 各サブシステム間でデータを引き継ぐ際は、引き継ぎ前のデー

タは、最大限引き継ぎ、入力の効率化の工夫がなされているこ

と。 
  

30 30 人事給与システム内では個人情報に係わる機能及びデータに対

してアクセスのログ管理ができること。   

31 

人事 
人事管

理 

31 常勤教職員、派遣職員、非常勤教職員、任期付教職員、嘱託職

員、臨時職員、再任用職員、常勤役員等の勤務条件に対応でき

ること。 

  

32 32 氏名（漢字、フリガナ）、旧姓、旧姓の使用有無、国籍（本

籍）、性別、生年月日、年齢（自動計算できること）、住民票住

所、連絡先、採用種別（試験・選考・協議・公募等）、採用年月

日、職種、役職名、発令事由、勤続年数（自動計算できるこ

と）、通勤方法、通勤時間、住宅種別、共済組合種別、互助会種

別、所属（キャンパス、課、係等）、当該所属の在職期間、勤務

形態（臨時採用等）、勤務時間、配偶者の有無、家族状況（氏

名、続柄、生年月日、同居の有無）、扶養家族、単身赴任、管理

職、相当職、賞罰、補職、研修歴、分限情報、定年退職予定

日、退職年月日、退職理由、職歴（期間、職務内容、勤務形

態）、任期の基本情報が入力可能であること。 

  

33 33 学位（取得年月日、内容等）、学歴（学校名、卒業年月、卒業見

込み年月、中退等）、基準学歴、資格免許（名称、取得年月日

等）の情報が入力可能であること。 
  

34 34 前歴が換算率ごとに管理できること。   

35 35 適用給料表、職級、号給、次回昇給年月日等の給与情報が入力

可能であること。   

36 36 勤務箇所、調整額の調整情報が入力可能であること。 
  



37 37 休職年月日、休職理由、休職期間（又は始期と終期を登録する

ことができること）の休職情報が入力可能であること。   

38 38 業績（論文、研究成果等の内容）、評価結果（業績評価制度によ

り得られた結果）の評価情報が入力可能であること。また評価

結果は最低でも５つ以上のカテゴリ入力が可能であること。 

  

39 39 簡単なメモが個人別に記載できる備考欄が入力可能であるこ

と。 
  

40 40 臨時職員又は非常勤職員から一般職員になった場合、職員番号

を変更しても基本情報、住所等の個人情報がそのまま使用でき

る、またはコピー機能を有すること。なおその場合、変更前の

職員情報と変更後の職員情報の紐付けが可能であること。 

  

41 41 職員の採用・退職、基本情報変更等の履歴管理が可能であるこ

と。 
  

42 

人事発

令 

42  発令処理を伴う以下の異動処理を行うことができ、確定したデ

ータは人事記録に自動で記録されること。 

 ・任免関係(採用、期限付採用、昇任、降任、配置換、出向等

の異動) 

 ・給与関係(昇格、降格、上位資格取得、復職時調整等) 

 ・俸給関係(昇給、号俸取消、俸給切替等) 

 ・補職関係(兼任、兼務、職務附加等) 

 ・分限関係(休職、復職、育児・介護休業、派遣、専従等) 

 ・懲戒関係(戒告、減給、停職、諭旨退職､懲戒解雇等) 

  

43 43 以下の内容について登録可能であり、人事記録に出力できるこ

と。 

 ・手当関係(地域手当等) 

 ・記録関係(改姓等) 

  

44 44 発令情報は発令前に事前に入力が可能であり、発令日に発令で

きること。 
  

45 45 同一日に同一職員の複数発令に対応できること。 
  

46 46 登録した発令データは、発令日、発令事由等の条件検索により

一覧表示し、修正ができること。 
  

47 47 発令データをもとに、発令通知書を出力できること。 
  

48 

人事記

録管理 

48 職員番号、性別、生年月日、所属所、氏名（漢字、カナ）、旧

姓、旧姓年月日、職名、担当、採用年月日、出身地、電話番

号、現住所、学歴、研修暦、免許状、資格、試験、家族状況、

表彰暦、現在給料、発令事項、前５回の勤務所属・職名、通勤

方法、距離、通勤時間、業務情報、備考等の法人で定められ

た、人事記録簿の内容を管理できること。 

  

49 49 人事記録簿にかかる法人で定める事項について、履歴が保守・

管理できること。   

50 50 人事記録簿のデータは、ＣＳＶ形式のファイル出力ができるこ

と。   

51 51 教員、職員等の顔写真が取り込めること。 
  

52 52 顔写真付きの人事記録簿の作成し、画面及び帳票出力ができる

こと。   

53 53 共済組合、退職手当事務組合等へ提出する各種履歴書の作成が

できること。   

54 54 給料表の等級・号級ごとに適用人数が把握できること。又はこ

れと同等の機能を有すること。 
  

55 55 教職員証の作成ができること。 
  

56 昇給・

昇任 

56 条件設定により昇給・昇任候補者の一覧を抽出可能であるこ

と。 
  



57 57 過去に遡って発令が行なえること。またその場合、支給済みの

給与データに反映し差額を求めることができること。 
  

58 58 共済組合に提出する昇給報告データの作成ができること。   

59 

異動 

59 職員配置表を画面展開し、人事異動シミュレーションができる

こと。又はこれと同等の機能を有すること。   

60 60 人事異動シミュレーションの結果を以下の帳票を出力できるこ

と。 

①職員一覧 ②職員名簿 ③異動者一覧 ④異動前後表   

61 61 発令事由・異動内容から発令通知書が自動作成できること。 
  

62 62 自動作成された発令通知書に対して編集処理ができること。 
  

63 63 発令通知書の一括出力が行える機能を有すること。また、対象

部門を指定して発令書が出力できること。   

64 64 昇格・昇給における昇給発令通知書の一括出力が行える機能を

有すること。また、部門を指定して昇給発令通知書の出力がで

きること。 
  

65 65 給料表改定における通知書が作成できること。 
  

66 66 異動処理後の配置表と新旧対照表を出力する機能を有するこ

と。又はこれと同等の機能を有すること。   

67 

退職    

67 退職予定者の管理ができること。   

68 68 条件設定により定年退職者の抽出が可能であること。   

69 

給与 
給与管

理 

69 常勤教職員、派遣職員、非常勤教職員、任期付教職員、嘱託職

員、臨時職員、再任用職員、常勤役員等採用条件ごとの給与体

系に対応可能なこと。 

  

70 70 正規職員と非正規職員、それぞれで支給日の設定が可能なこ

と。またイレギュラーの給与支払に対応可能なこと。   

71 71 支給・控除・勤務項目は給与体系ごとに 3階層、階層ごとに 30

項目以上定義できること。 
  

72 72 項目単位に計算式を登録が可能なこと。また、計算式はＩＦ文

及びテーブル文等も使用可能なこと。なお計算式については、

初期導入時に設定し、給与改定時等に運用保守契約の範囲内で

対応可能であれば要件を満たすこととする。 

  

73 73 入力方法については、個人単位の入力と項目単位の入力の双方

により対応可能なこと。   

74 74 人事システムと共通する項目については、締め日時点等の基準

により人事システムのデータを自動的に引用するシステムであ

ること。 
  

75 75 発令された表、級、号給、調整額が履歴で管理され、支給日に

応じたデータが給与システム側に連動できること。   

76 76 遡り発令を行った場合は、該当月から自動で差額計算が可能な

こと。   

77 77 個別に支給済みのデータに対し調整額を修正（追給・戻入）す

る場合は、画面にて変更が可能なこと。   



78 78 勤務実績の CSV 取込が可能なこと。また、取り込みフォーマッ

トを提供すること。   

79 79 介護・育児部分休業等の時間を入力して、休業した時間に対す

る減給額を算出し、給与に反映することが可能なこと。 
  

80 
各種手

当管理 
80 

管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、

時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職特別勤務手当、特殊勤

務手当等を算出するに当たっての情報を入力することにより、

手当額が算出可能なこと。 

  

81 管理職

手当登

録、変

更 

81 
管理職区分、開始年月日（日割計算）の登録・変更が可能なこ

と。 
  

82 82 
遡り管理職区分の修正を行った場合は、該当月から自動で差額

計算が可能なこと。 
  

83 

扶養情

報登

録、変

更 

83 

扶養者氏名、扶養者フリガナ、源泉徴収票摘要欄用名前、生年

月日、死亡年月日、続柄コード、続柄名称、性別、職業、別居

住所、備考、課税有無、配偶者控除区分、障害者区分、手当支

給有無、重度身障者区分の入力が可能なこと。 

  

84 84 

扶養情報は、税扶養、共済扶養、手当扶養を分けて管理可能な

こと。また税扶養、共済扶養及び手当扶養は同時に確認が可能

なこと。 

  

85 85 扶養情報は各月の情報として履歴管理可能なこと。   

86 86 扶養情報から源泉徴収票の摘要欄への自動作成が可能なこと。   

87 87 扶養情報から扶養控除等（異動）申告書の出力が可能なこと。   

88 88 特定扶養の判断は生年月日で自動で行われること。   

89 89 情報入力時、手当額が確認できること。   

90 

通勤手

当登

録、変

更 

90 

通勤手段、通勤手当停止区分、最終支給月、開始駅、終着駅、

経由駅、(自家用車等使用時の)キロ数、(定期券の)期間、合理

的運賃、備考、通勤時間の入力が可能なこと。 

  

91 91 通勤手当情報は各月の情報として履歴管理可能なこと。   

92 92 入力した支給手当額が自動計算されること。   

93 93 
自家用車等の場合、距離による金額の自動計算機能を有し、画

面で確認が可能なこと。 
  

94 

住居手

当登

録、変

更 

94 住居手当支給区分の家賃等に応じた対応が可能なこと。   

95 95 
当月含む過去実績分が一覧表示され修正(遡及修正を含む)が可

能なこと。また、当該修正履歴の管理ができること。 
  

96 96 
修正時は複数月を一括して変更可能なこと。また、当該変更履

歴の管理ができること。 
  

97 97 家賃による支給額の自動計算が可能なこと。   

98 98 情報入力時または再計算後に、手当額が確認できること。   



99 

時間外

勤務手

当登

録・変

更 

99 

時間外勤務手当は、時間を入力することにより計算可能なこ

と。また、時間入力にあたっては、№78 の勤務実績データを基

に自動計算できること。 

  

100 振込 100 1 職員に付き、３口座以上の振込が可能なこと。   

101 

月例給

与計算 

101 給料、調整額、給料減額、扶養手当、住居手当、通勤手当、時

間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管

理職員特別勤務手当、その他、上記手当等を含め 30 以上の支給

項目を有し、その範囲内で必要とする手当を設けることが可能

なこと。 

  

102 102 財形貯蓄（複数）、雇用保険料（対象者区分に応じ、保険料を計

算できること）、健康保険（加入保険別で計算できること）、年

金（加入保険別で計算できること）、介護保険（対象者区分に応

じ、保険料を計算できること）、労災保険（加入保険別で計算で

きること）、生命保険料、損害保険料、掛金精算額、団体保険、

その他、上記控除項目を含め 100 以上（給与明細の項目として

は 30 以上）の控除項目を有し、その範囲内で必要とする控除項

目を設けることが可能であること。 

  

103 103 保険料等（生命保険料、損害保険料、財形貯蓄等）の控除項目

の内訳について、20 以上の項目を有すること。   

104 104 所得税の自動計算ができること。  

104 

勤勉手

当（賞

与）計

算 

104 在職期間/加算割合(勤勉成績率、勤勉期間割合区分、在職期間

割合区分、管理職加算割合、役職加算割合、減額率)の入力が可

能なこと。また遡及して入力及び率と定額の入力が可能なこ

と。 

  

105 105 情報登録（成績率、在職期間割合、勤務期間割合、管理職加算

割合、休職給率等)より勤勉手当の自動計算が可能なこと。 
  

106 106 勤勉手当（賞与）の計算において、遡及情報に対応した自動遡

及計算ができること。   

107 107 勤勉手当情報登録・変更の画面は、所属等による一括呼び出し

が可能であり、一覧表により登録、修正が可能なこと。また、

当該修正履歴の管理ができること。 
  

108 108 登録した勤勉手当情報（金額、支給率、加算割合、期間率等）

を一覧で出力できること。   

109 109 勤勉手当（賞与）情報登録画面では、基準日現在において受け

るべき給料等の月額の自動計算、基準日選択による期別支給割

合の登録及び在職期間入力による在職期間割合の登録ができる

こと。 

  

110 110 登録画面においては、基準日現在の受けるべき給料等の月額の

自動計算、期間率の登録及び成績率の入力が可能なこと。 
  

111 111 勤勉手当（賞与）に係る所得税の自動計算が可能なこと。ま

た、勤勉手当（賞与）に係る控除設定や共済報告が可能なこ

と。 
  

112 112 給与計算結果の累積データが流用でき、入力しなくとも社会保

険料計算処理が可能なこと。   



113 

社会保

険等管

理機能 

113 処理によって算出された標準報酬月額は自動で改定可能なこ

と。   

114 114 随時改定処理は毎月可能なこと。 
  

115 115 被保険者報酬月額算定基礎届、被保険者報酬月額変更届、健康

保険・厚生年金保険賞与等支払届の出力が可能なこと。 
  

116 116 社会保険庁に提出する社保 FD の作成が可能なこと。 
  

117 117 社会保険の事業主負担金分の計算が可能なこと。 
  

118 

共済・

互助会 

118 複数の共済組合に対応することが可能なこと。   

119 119 

共済組合員の以下の基本情報を管理することが可能なこと。 

長期組合員番号、基礎年金番号、資格の取得／喪失年月日、標

準報酬月額、被扶養者情報 

  

120 120 共済・互助会の掛金の計算が可能なこと。   

121 121 

ＣＳＶ形式で必要なデータを出力し、それを用いることによっ

て共済へ次の報告が可能であること。 

組合員資格の取得・喪失、標準報酬額（給料、期末手当等より

算出） 

  

122 

年末調

整管理

機能 

122 控除申告情報として、以下の事項を CSV 形式ファイルにより一

括して登録、変更可能であること。 

一般の生命保険料、個人年金保険料、長期損害保険料、短期損

害保険料、小規模企業共済等掛金控除額、社会保険料控除額、

前職の給与等合計、前職の社会保険料合計、前職の源泉徴収合

計、配偶者の合計所得、住宅取得特別控除額、居住開始年月

日、源泉徴収表摘要欄文、受給者の住所情報。 

  

123 123 生命保険料控除額、個人年金控除額、損害保険料控除額及び配

当額については、自動計算可能なこと。また、これらの情報の

ＣＳＶ取込みが可能なこと。ＣＳＶ取込みフォーマットについ

ては、受注者が提供すること。 

  

124 124 年税額計算、過不足税額の自動計算が可能なこと。 
  

125 125 年末調整は、処理対象者を指定でき出力可能なこと。 
  

126 126 以下の項目を含む税務署提出データを作成、出力できること。 

提出義務者の住所又は所在地、提出義務者の氏名又は名称、提

出者の住所又は所在地、提出者の氏名又は名称、支払いを受け

る者(住所又は居所)支払いを受ける者(氏名)、他の支払者(住所

又は所在)、他の支払い者(氏名又は名称)、摘要 

また税申告は電子申請に対応可能なこと。 

  

127 127 以下の項目を含む市町村提出データを市町村ごとに作成、出力

できること。 

提出義務者の住所又は所在地、提出義務者の氏名又は名称、提

出者の住所又は所在地、提出者の氏名又は名称、支払いを受け

る者(住所又は居所)支払いを受ける者(氏名)、他の支払者(住所

又は所在)、他の支払い者(氏名又は名称)、摘要 

  

128 128 給料表、各種手当の改正に伴う、差額計算が可能なこと。   



129 

差額計

算機能 

129 指定した期間の差額を求め、給与計算に含めての精算及び単独

での精算が可能なこと。システム内で保有しているデータにつ

いては何ヶ月前からでも差額計算を行うことができ、賞与の差

額計算、控除項目の差額計算も可能なこと。なお、項目ごとに

遡及設定ができること。また閾値を超える返納がある場合は該

当者リストが出力されること。または同等の機能を有している

こと。 

  

130 130 差額における過不足額の精算については、月次給与で精算、も

しくは単独精算に対応可能なこと。 
  

131 

その他 

131 給料表は最低 20 種類に対応が可能なこと。 
  

132 132 給料表の改定機能を有し、改定前の給料表は履歴管理可能なこ

と。   

133 133 給料・手当の追給・返納の必要が生じた場合、追給・返納が可

能なこと。   

134 134 時間外勤務、休日勤務、深夜勤務、特殊勤務手当、管理職特別

勤務手当等の実績情報をＣＳＶ形式で取込可能なこと。   

135 135 互助会費、共済掛金、社会保険料は自動計算され、さらに実額

でプラス及びマイナス入力が可能なこと。   

136 136 月次で集計した欠勤時間を登録し、減額を自動計算可能なこ

と。   

137 137 採用、離職時、休職及び育児休業の開始・終了時の日割計算が

可能なこと。   

138 138 休職者の支給割合を登録し、休職者の給与を自動計算可能なこ

と。   

139 139 月例給与計算結果の確認時にデータの修正を行った後、個人ご

とに再計算が可能なこと。   

140 140 社会保険・労働保険・住民税で、事業所単位の管理が可能なこ

と。また、社会保険については職員毎に公立学校共済組合、地

方公務員共済組合、政府管掌（年金・健康保険）のいずれかを

選択可能なこと。また、公立学校共済組合、地方公務員共済組

合、政府管掌の加入者を別々に管理し、算定基礎届・月額変更

届資料をそれぞれ集計可能なこと。 

  

141 141 所得税法や共済組合関連の法改正等、法制度の改正に対応可能

なこと。   

142 

システ

ム連携 

共通    

142 人事システムと給与システムは自動連携が可能なこと。またリ

アルタイムでの連携が可能なこと。   

143 143 以下のシステムに対してインターフェースを行う機能を有する

こと。 

 ・財務会計システム 

 ・ファームバンキングシステム 

  

144 
財務会

計シス

テムと

の連携 

144 財務会計システムとの連携のため、会計仕訳伝票データの生成

が可能なこと。また、CSV 形式ファイルにより出力可能なこと。 
  

145 145 過去に遡って給料表が改正されたことに伴い発生する共済組合

等に係わる保険料、負担金等の差額を算出し、控除及び会計仕

訳情報の提供が可能なこと。 

  

146 

ファー

ムバン

キング 

146 
全銀協フォーマットに対応した仕向口座毎のファームバンキン

グ等データ（給与振込）の作成が可能なこと。 
  



147 

帳票出

力 

人事記録 147 職員番号、性別、生年月日、所属所、氏名（漢字、カナ）、旧

姓、旧姓年月日、職名、担当、採用年月日、出身地、電話番

号、現住所、学歴、研修暦、免許状、資格、試験、家族状況、

表彰暦、現在給料、発令事項の人事記録。 

  

148 事務分掌

表 
148 職員番号、年齢、性別、生年月日、採用事由、職種、氏名（漢

字、カナ）、職位、相当職年月、相当職発令年月日、在課年月、

現住所、学歴、現在給料、前５回の勤務所属・職名、資格免

許、通勤方法、距離、通勤時間、家族構成、業務情報、備考の

人事記録。 

  

149 人事異動

通知書 
149 人事異動時の通知書。 

  

150 労働条件

通知書 
150 契約期間、就業場所等の労働条件の通知書。 

  

151 定年到達

者一覧表 
151 定年退職対象の一覧表。 

  

152 給与管理

台帳 
152 職員の給料、手当等の管理台帳。 

  

153 給与支給

一覧表 
153 職員毎の給与支給の一覧表。 

  

154 給与控除

一覧表 
154 職員毎の給与控除の一覧表。 

  

155 給与集計

表 
155 学科等で給与を集計した一覧表。 

  

156 給与支給

一覧表 
156 学科等で給与支給を集計した一覧表。 

  

157 給与控除

一覧表 
157 学科等で給与控除を集計した一覧表。 

  

158 勤務チェ

ックリス

ト 

158 職員毎の勤務時間等の一覧表。 
  

159 給与明細

書 
159 給与の明細書。 

  

160 給与マイ

ナス支給

一覧表 

160 給与の返還等のマイナス支給一覧表。 
  

161 共 済 掛

金・負担

金等一覧

表 

161 共済組合等の掛金、負担金の一覧表。 

  

162 社 会 保

険・雇用

保険集計

表 

162 学科等で集計した健康保険、厚生年金保険料等の一覧表。 

  

163 給与振込

データ一

覧表 

163 給与振込のデータ一覧表。 
  

164 地方税納

付一覧表 
164 市区町村に支払をする納付一覧表。 

  

165 社会保険

料計算書 
165 職員毎の社会保険料の計算書。 

  

166 被保険者

報酬月額

算定基礎

届 

166 被保険者の報酬月額算定基礎の届け。 

  

167 給与所得

者の扶養

控 除 等

（異動）

申告書 

167 給与所得者の扶養控除の申告書。 

  

168 給 与所 得

者 の保 険

料 控除 申

告 書兼 給

与 所得 者

の 配偶 者

168 給与所得者の保険料控除、配偶者特別控除の申告書。 

  



特 別控 除

申告書 

169 年 調デ ー

タ一覧表 
169 職員の年調時の住所等の一覧表。 

  

170 年 税額 計

算書 
170 職員毎の課税支給額等の一覧表。 

  

171 源 泉徴 収

票 （本 人

用、市町用

２部、控え

用） 

171 給与支払の源泉徴収簿。退職者についても対応可能なこと。 

 

172 賃金台帳 172 職員の賃金台帳。 
 

173 個 人別 賃

金 台帳 兼

源 泉徴 収

簿 

173 賃金台帳兼源泉徴収情報。 

  

 

４ 勤怠管理システム 

No 大区分 No 概要 備考 

1 

全般要件 

1 

出勤予定をもとに日々の出勤簿管理機能、超過勤務管理機能、年次有

給休暇管理機能、特別休暇等管理機能、集計データ出力機能を有した

パッケージソフトとして既に製品化され、他の公立大学法人への納入

実績があり、障害なく稼動しているものに限る。なお、仕様書に示し

た機能のうち、パッケージに有していない機能については、カスタマ

イズにて対応できること。 

  

2 2 

本システムは WEB 方式とする。各業務端末に業務プログラムをインス

トールせずに稼働できること。また、ストレスなく動作し、安定性の

高いシステムであること。 

  

3 3 

以下のブラウザ（最新バージョン）に対応できること。 

・Edge 

・InternetExplorer １１ 

・FireFox 

・Google chrome 

・OPERA 

・（MAC）Safari 

※ブラウザがバージョンアップした際、システムの動作確認を行い、

システムの修正の必要があれば実施できること。 

  

4 4 
導入後の仕様変更、追加要望等のカスタマイズに柔軟に対応可能なこ

と。 
  

5 5 
クライアントのＯＳ、ブラウザのバージョンアップ等に柔軟に対応可

能なこと。 
  

6 

アクセス制

限・管理 

6 
ユーザＩＤ、パスワードによる認証管理できること。また、認証デー

タは一元管理が可能であること。 
  

7 7 
ＬＤＡＰ認証によるログインができること。本機能の使用可否につい

ては選択可能であること。 
  

8 8 
シングルサインオンによるログインができること。本機能の使用可否

については選択可能であること。 
  

9 9 パスワードをユーザが変更できること。   

10 10 

パスワードに関する機能は以下の機能を有できること。  

・最低パスワード長の設定 

・パスワード英字大文字のチェック 

・パスワード英字小文字のチェック 

・パスワード数字のチェック 

・パスワード記号のチェック 

・パスワード有効日数の設定 

・パスワード変更通知日数の設定 

・最大アクセスカウント数の設定 

  



11 11 システムへのアクセスログ（処理単位）を記録できること。   

12 12 サーバおよびクライアントのＤＢアクセスログを記録できること。   

13 13 同一ユーザによる重複ログインができないよう制御できること。   

14 14 一定時間、システムを使用しない場合、ログアウトさせること。   

15 

マスタ管理 

15 
各マスタは、システム管理者などの特定の権限者のみがメンテナンス

できること。 
  

16 16 

各マスタは、年度単位で管理を行い、年度途中で追加、修正、削除が

できること。ただし、同起票年度内に各処理画面にて当該マスタを使

用している場合は、削除を不可能とし、その旨を警告できること。 

  

17 17 

各マスタの削除を行う場合には、物理削除ではなく「削除済」のデー

タフラグを持つ論理削除とできること。また、画面で論理削除データ

を確認できること。 

  

18 18 所属マスタの階層として、６階層以上の設定ができること。   

19 19 
各種申請・実績データについては、ルート承認が行えること。本機能

の使用可否については選択可能であること。 
  

20 20 

ユーザマスタは、ユーザ ID、使用開始日・終了日、名称・略称、メー

ルアドレス、権限グループ、所属 1～6階層、相手先、パスワード、パ

スワード確認、使用区分、出勤簿管理有無、職員番号、認証 IC カード

番号・名称（5枚）、共済番号、派遣元職員番号、雇用形態、1日の勤

務時間、週休変動区分（対象・対象外）、週勤務日数（週 3日、週 4

日、週 5日）、性別、妊産婦区分（対象・対象外）、子の形態（子無

し・第一子のみ、第二子以上）、育児区分（対象・対象外）、最終出

産日、経過記録が管理できること。 

  

21 21 ユーザ ID は、英数字２０桁以上の登録ができること。   

22 22 

ユーザマスタには、予めマスタ化されている権限グループを設定可能

とし、人事異動等で使用権限が変更となった場合、権限グループを変

更するだけで、該当ユーザの使用権限が変更されるなど、マスタ管理

業務の負担軽減を可能とできること。 

  

23 23 
雇用形態は、裁量労働制、固定時間制、パートタイム等の管理ができ

ること。それぞれの形態に対して、超過勤務有無が設定できること。 
  

24 24 

週休変動区分は、通常勤務のように週休日が 1年度間を通して固定さ

れている者と、図書館勤務等のように週休日が変動する対象者を管理

できること。 

  

25 25 
経過記録は、職員ごとに記録された情報を表示できること。また、編

集も可能であること。 
  

26 26 

通常勤務、早番勤務、遅番勤務、契約勤務、育児短時間勤務等の就業

区分のマスタが管理できること。分類（就業、休日、週休、停職、派

遣、欠勤）、コード、名称、就業開始時間・終了時間、休憩開始時

間・終了時間、就業時間の設定ができること。 

  

27 27 

時間外勤務、年次有給休暇等の申請区分のマスタが管理できること。

コード、名称、出勤簿休就区分（休暇、休業、就業）、説明の設定が

できること。 

  

28 28 
申請区分マスタは、主要フラグを保持しており、使用頻度の高い申請

区分以外は、初期表示では表示されないように制御できること。 
  

29 29 

年間カレンダーのマスタ管理ができること。登録されている休日が出

勤予定自動作成時に反映されること。また、休日については、法定休

日（週休日）とそれ以外の休日を管理できること。 

  



30 30 

各入力画面において、マスタコード入力後、確認ボタン等を押下でき

ることなく、自動でマスタ引き当てが行われ、該当マスタ名称等が設

定されること。 

  

31 

権限設定 

31 
上司は処理権限を持つ所属を指定して対象者が表示されること。部下

以外の職員は表示されないなど制御できること。 
  

32 32 
庶務担当は処理権限を持つ所属を指定して対象者が表示されること。

全職員が表示可能であること。 
  

33 33 
処理権限の範囲内であれば、上司および庶務担当にて各種申請・実

績・振替等の代理入力ができること。 
  

34 34 

各種申請ごとに使用可否の権限を設定できること。例えば、管理職が

時間外勤務の入力、職員が管理職員特別勤務の入力を行えない等、雇

用区分に応じて設定できること。 

  

35 

事務補助機

能 

35 
検索条件入力後、Enter キーを押下できることで、検索が開始される

こと。 
  

36 
36 各画面における入力項目は、選択、検索等が可能であり、容易に入力で

きること。また、コードの直接入力にも対応していること。  

37 37 

入力補助機能は以下の機能を有できること。 

・入力項目ごとに入力必須設定が行われていること。 

・入力必須項目が入力されていない場合には警告を発できること。 

・入力項目のうち入力必須項目については、項目の強調（名称の文字

色を変える、網掛け表示等）が行われていること。 

  

38 38 入力画面上でのカット（コピー）・アンド・ペーストができること。   

39 39 
入力画面において、それぞれの画面項目での検索（プルダウンまたは

ポップアップ）機能を有できること。 
  

40 40 入力画面において、修正、削除および照会機能を有できること。   

41 41 

時間外勤務、休暇等申請時に、重複チェックが行われること。ただ

し、重複して提出する必要のある申請もあるため、重複しても登録で

きること。 

  

42 42 
時間外勤務、休暇等申請時に、出勤予定が作成されていない場合、登

録できないように制御できること。 
  

43 43 

承認前の申請、実績データは、修正が行えること。修正を行う場合に

は、前回入力した内容が表示され、入力対象項目に対しては自由に追

加、修正できること。 

  

44 44 

承認前の申請データは、削除が行えること。削除を行う場合には、前

回入力した内容が表示され、事前に内容を確認する機能を有できるこ

と。 

  

45 45 
日付の入力項目は、直接入力のほか、カレンダーからの選択入力でき

ること。 
  

46 46 

日付の入力項目は、「４/１」と入力するだけで、「２０２０/０４/０

１」（現年度が２０２０年の場合）とフォーマットされること。ま

た、「１/１」と翌年の日付の場合は、「２０２１/０１/０１」と自動

フォーマットされること。 

  

47 47 

各日付項目については、初期値として、今日の日付を自動で設定でき

ること。本機能の使用可否については選択可能であること。   

48 48 

全ての出力帳票は、印刷だけではなく印刷プレビュー表示ができるこ

と。   



49 49 

本システムに登録した全てのマスタ、データ、帳票類については、事

務補助機能の検索機能を使用して抽出可能であるとともに、ＣＳＶデ

ータで出力できること。 

  

50 50 
全てのデータに対し、データ作成日、最終更新日時、登録ユーザ名を

記録できること。 
  

51 51 
変更履歴については、入力項目ごとの変更前後の内容、変更日時およ

び変更者を記録できること。 
  

52 

その他 

52 
システムログイン画面に、システムメンテナンスや全体アナウンスを

行うための掲示板機能を有できること。 
  

53 53 
５色以上の画面背景色の選択が可能であること。入力項目、ボタンに

ついても、背景色に見合った色に変更されること。 
  

54 54 

システムログイン後、全員、特定部署または個人へ連絡等を行うため

の、お知らせ機能を有できること。ファイルの添付も可能であるこ

と。 

  

55 55 

トップメニュー画面で待機件数（処理すべきデータ件数）を確認でき

る機能を有できること。また、該当のボタンを押下できることで、メ

ニューを展開できることなく、該当の処理画面が直接開く等、事務負

担につながる機能であること。 

  

56 56 

ユーザ自身が入力したデータの状況（未提出、提出済、未実績、実績

済、受付済等）が容易に把握できる一覧をトップメニューに表示でき

ること。 

  

57 57 

各種マニュアル、就業規則、就業ルール、引継ぎ資料等の出勤簿登録

システムに特化した資料等を様式集として管理できること。閲覧範囲

を設定できることが可能であり、権限のないデータについては表示さ

れないよう制御できること。 

  

58 58 

過去のデータについては、不要と判断しデータ削除処理を実施するま

では、複数年（６年分以上）にわたりデータを保持し検索、照会でき

ること。 

  

59 59 

本番環境に影響を及ぼさずに、テスト環境が常時使用できること。テ

スト環境については、必要に応じて、担当者がいつでも本番環境をテ

スト環境に複写できること。また、テスト環境以外にも大学の要望に

応じて、容易に環境が作成できるつくりであること。 

  

60 

出退勤時間

打刻、デー

タ連携 

60 

出退勤時間の打刻（認証）は、非接触型の IC カードや FeliCa に対応

しており、SUICA 等の交通系 IC カード、Edy 等の電子マネー、IC 付き

スマートフォンに対応していること。 

  

61 61 

認証 IC カードは、5種類以上登録できること。複数登録時、どのカー

ドが登録されているか判断できるようにカード番号以外に名称も登録

できること。 

  

62 62 

出勤ボタン、退勤ボタンを押下し、IC カード等をかざすことにより自

動で時刻が記録されること。カードが複数回かざされた時、出勤時間

は当日の一番早い打刻時間、退勤時間は当日の一番遅い打刻時間を取

得できること。（当日は 5:00 から翌日 4:59 とする。） 

  

63 63 

タイムレコーダーにて取得した出退勤データを連携できること。連携

方法については別途協議の上、決定できること。 

・媒体等を介さずに、リアルタイムによるデータ連携 

・タイムレコーダーから出力したデータを取り込む方法 

・添付ソフトによりタイムレコーダーからパソコンへ出力し、USB メ

モリもしくは専用ツール等によりシステムへ取り込む方法 

  

64 64 
タイムレコーダーから連携された出退勤時間は、出勤実績時間・退勤

実績時間に記録できること。 
  

65 65 

予め登録されているカレンダー情報及びパラメータ情報(時差出勤を考

慮した勤務時間パターン等)をもとに日ごとの出勤予定を作成できるこ

と。 

  



66 

出勤予定作

成機能 

66 作成した出勤予定が出勤簿に反映されること。   

67 67 
上司および庶務担当は部下の出勤予定を一括および個別に作成できる

こと。 
  

68 68 
出勤予定情報一覧には、所属ごとに職員番号、氏名、就業区分、就業

開始時間、就業終了時間、予定作成状況が表示されていること。 
  

69 69 

週休変動対象者は作成月を指定して月ごとに出勤予定が作成できるこ

と。対象者を選択して作成することもできること。また、週休変動対

象者以外でも月ごとに出勤予定が作成できること。 

  

70 70 

週休固定対象者は年度内の出勤予定が一括で作成できること。対象者

を選択して作成することもできること。週休固定対象者以外でも年度

内の出勤予定が一括で作成できること。 

  

71 71 
月途中での採用・退職・人事異動等に対応するため、出勤開始日・終

了日を指定して出勤予定を作成できること。 
  

72 72 

出勤予定を作成する際に、職員ごとに就業区分を設定できることで、

予め登録されている出勤予定時間・退勤予定時間が自動で設定される

こと。 

  

73 73 指定した期間の出勤予定の作成有無が確認できること。   

74 74 
期間を指定して、作成済みの出勤予定を一括および個別に変更および

削除できること。 
  

75 75 

翌月出勤予定を作成する際に、当月設定した就業区分を複写して出勤

予定が作成できること。また、複写した就業区分を変更して作成でき

ることも可能であること。 

  

76 76 
日ごとに就業区分および出勤予定時間を上司および庶務担当が個別に

変更できること。 
  

77 
出勤予定照

会 
77 

上司および庶務担当は月ごと、所属ごとに部下に設定した就業区分を

確認できること。 
  

78 

出勤簿登録

機能 

78 

作成された出勤予定をもとに出勤簿（月単位）が確認できること。カ

レンダー形式に日ごとの就業区分、出勤状況、申請内容、現在の勤務

状況、当月の申請一覧（時間外勤務、年次有給休暇等）、経過記録が

確認できること。 

  

79 79 月表示を切り替えることで該当月の出勤簿が確認できること。   

80 80 
職員は自分自身の出勤簿を確認できること。自分以外の職員は表示さ

れないように制御できること。 
  

81 81 上司および庶務担当は部下の出勤簿を確認できること。   

82 82 

カレンダーの表記は、週休日（土・日曜日）は赤色の背景色、休日

（祝日等）は青色の背景色など、視覚的に分かりやすく表示されてい

ること。 

  

83 83 

カレンダー形式で日ごとに勤務予定時間、申請内容が表示されている

こと。タイムレコーダーから出退勤データの連携後は、勤務予定時間

から勤務実績時間を表示し、勤務エラー（打刻漏れ、遅刻、早退等）

が発生している場合は、対象となる時間を赤文字で表示するなど、視

覚的に確認できること。また、タイムレコーダーから出退勤データ連

携済みの該当日については、＊印など取込済みであることがわかるよ

うにできること。データ連携後、出勤実績が確定された該当日につい

ては、★印など出金実績確定済みであることがわかるようにできるこ

と。 

  



84 84 

日ごとの出勤状況は、就業区分、出勤予定時間・退勤予定時間、出勤

実績時間・退勤実績時間、直接または申請書により変更された出勤打

刻時間・退勤打刻時間が表示されていること。連携したタイムレコー

ダーのデータの内容とシステムから入力または修正した内容を比較で

きること。 

  

85 85 

日ごとの申請内容は、申請書名（時間外勤務、年次有給休暇（終

日）、時間休暇（取得開始時間・終了時間）等が表示されているこ

と。青文字など視覚的に申請データであることが判断でき、申請表示

内容もわかりやすく表示できること。 

  

86 86 

勤務状況は、年次有給休暇残日数・残時間数、夏季休暇残日数、振替

休日残日数、今月時間外勤務予定時間、今月時間外勤務実績時間、出

勤実績時間、所定労働時間が表示されていること。 

  

87 87 

出勤実績時間は、出勤実績確定をもって自動計算された時間から休憩

時間を引いた時間を表示できること。ただし、午前休、午後休、時間

休により休憩時間を跨がない場合は休憩時間が引かれないように注意

できること。 

  

88 88 
所定労働時間は、該当月の出勤予定時間から年次有給休暇等の有給休

暇と休憩時間を引いた時間を表示できること。 
  

89 89 

申請一覧は、申請書名、取得期間（開始日・終了日）、取得単位（終

日・午前・午後、取得時間開始・終了時間）、事由等、申請承認状

況、実績承認状況、振替実績登録状況、取下状況が表示されているこ

と。 

  

90 90 申請書名を押下するなどで、申請した内容が確認できること。   

91 91 

申請承認状況、実績承認状況は、承認完了の有無が確認できること。

また、承認完了有無を押下するなどで、承認状況（承認者役職、承認

者名称、承認日、承認有無）が確認できること。 

  

92 92 振替実績登録状況は、振替実績の登録有無が確認できること。   

93 93 

取下げ可能状態の場合は、取下ボタンが表示されており、ボタンを押

下できることで、取下げに関するメッセージが表示され、取下げ処理

ができること。出勤実績確定処理後は、取下ボタンが表示されないよ

うに制御できること。 

  

94 94 

経過記録は、職員ごとに記録された情報を表示できること。上司また

は庶務担当のみ確認可能とし、当該画面より直接登録が可能であるこ

と。本人を含め、上司および庶務担当以外の職員が閲覧できないよう

制御できること。 

  

95 95 
出勤簿画面より、直接各種申請登録（時間外勤務、年次有給休暇等）

が行えること。 
  

96 96 

上司および庶務担当が所定の出勤予定時間・退勤予定時間を設定でき

ること。設定した所定の出勤予定時間・退勤予定時間から所定労働時

間の再計算が自動で行われること。 

  

97 97 

旅行申請が登録された場合は、旅行期間にあたる所定の出勤実績時

間・退勤実績時間に、当該職員が予め指定した出勤及び退勤時間を自

動で記録でき、手動で修正できること。また、当該日に時間外勤務を

行うような場合にも時間外勤務申請ができること。 

  

98 98 

勤務場所を異にする場所での勤務（近距離外出、説明会等への参加、

実習等の打刻できない状況）の場合の勤務状況を遡及して、出勤打刻

時間・退勤打刻時間に登録できること。ただし、タイムレコーダーの

出退勤データ反映後に入力可能とし、出勤実績時間または退勤実績時

間またはその両方が記録されている場合は、記録されている打刻時間

は入力できないように制御できること。 

  

99 99 

打刻忘れについては、直接、出勤打刻時間・退勤打刻時間に登録でき

ること。ただし、タイムレコーダーの出退勤データ反映後に入力可能

とし、出勤実績時間または退勤実績時間またはその両方が記録されて

  



いる場合は、記録されている打刻時間は入力できないように制御でき

ること。 

100 100 
データ入力時のエラー原因を、論理的なエラーはエラー原因を表示

し、その他のエラーに関しても、別途確認できること。 
  

101 101 

上司または庶務担当にて、出勤実績確定が行われた日については、出

勤打刻時間・退勤打刻時間の入力、各種申請の入力は行えないこと。

ただし、修正する必要がある場合は、出勤実績確定取消を行うことで

修正可能とできること。 

  

102 

出勤実績確

定機能 

102 日ごとに出勤実績データを一括および個別に確定できること。   

103 103 
連携したタイムレコーダーの出退勤データが出勤実績確定画面に反映

されること。 
  

104 104 

所属、職員番号・名称、実績日の検索条件を用いて、上司および庶務

担当は部下の出勤実績を一括および個別に確定できること。また、確

定取消もできること。 

  

105 105 

出勤実績情報一覧には、所属ごと職員ごとに実績日、職員番号、氏

名、就業区分、出勤予定時間・退勤予定時間・勤務時間（個人ごとの

休憩時間を除く）、出勤実績時間・退勤実績時間、出勤打刻時間・退

勤打刻時間、勤務実績時間（個人ごとの休憩時間を除く）、申請内

容、勤務エラー内容（打刻漏れ、遅刻、早退等）が表示されているこ

と。 

  

106 106 

勤務エラー（打刻漏れ、遅刻、早退等）が発生していない勤務日につ

いては、自動で出勤実績が確定されること。また、自動確定された出

勤実績データの取消ができること。 

  

107 107 

申請登録（時間外勤務、年次有給休暇等）が提出されている勤務日に

ついては、上司および庶務担当にて実態確認のため、自動で出勤実績

が確定されないようにできること。 

  

108 108 

出勤実績時間または退勤実績時間またはその両方に対して、勤務エラ

ー（打刻漏れ、遅刻、早退等）が発生している場合は、背景色を赤色

にするなど視覚的に判断できるようにできること。 

  

109 109 出勤実績確定処理前にエラーチェックが行えること。   

110 110 

上司および庶務担当にて出勤実績確定時に勤務エラー（打刻漏れ、遅

刻、早退等）が発生している場合は、エラーリストが出力できるこ

と。エラーリストは、実績日、職員番号、職員名、メールアドレス、

エラー内容が確認できること。 

  

111 111 

勤務エラー（打刻漏れ、遅刻、早退等）に対して、必要申請（打刻入

力、年次有給休暇、時間休暇等）が登録されていることが確認できる

ような表示であること。 

  

112 112 
打刻入力、申請時間の反映については、承認処理をもって反映される

こと。 
  

113 113 
勤務エラーに対して、必要申請が登録されていることが確認できた場

合は、エラーを無視して出勤実績が確定できること。 
  

114 114 

前日までの出勤実績未確定データについては、上司および庶務担当の

システムトップページに確定の待機件数が表示される等、アラート情

報が表示されること。 

  

115 

超過勤務管

理機能 

115 

時間外勤務の申請日、命令期間、予定開始時間・終了時間、休憩開始

時間・終了時間（3回分）、業務内容、備考、振替区分、振替日を登

録することができること。 

  

116 116 休日の振替処理ができること。   

117 117 
命令期間が平日の場合は、振替区分は「振替なし」が自動で選択さ

れ、振替日を設定することなく登録できること。 
  



118 118 

命令期間が週休日および休日の場合は、振替区分は勤務時間に応じて

「1日」「午前（4時間）」「午後（4時間）」が自動で選択され、振

替日を設定して登録できること。選択した振替日が別の振替日と重複

している場合は、既に選択済みの旨を喚起し、登録できないようにで

きること。 

  

119 119 
登録した時間外勤務申請を上司が一括および個別に承認の上、命じた

ことを記録することができること。 
  

120 120 
承認処理が完了した時間外勤務申請は、職員の実績入力画面に表示さ

れること。 
  

121 121 

時間外勤務申請に対して、実績入力できること。申請入力データが表

示され、実績開始時間・終了時間、休憩開始時間・終了時間（3回

分）、業務内容、備考、振替区分、振替日を修正できること。振替区

分、振替日は、命令期間が平日であれば、入力できないようにできる

こと。選択した振替日が別の振替日と重複している場合は、既に選択

済みの旨を喚起し、登録できないようにできること。 

  

122 122 
未承認の時間外勤務実績は、職員にて変更ができること。ただし、削

除および取下げはできないようにすること。 
  

123 123 
承認処理が完了した時間外勤務実績は、振替区分「振替なし」以外が

選択されている場合は、職員の振替入力画面に表示されること。 
  

124 124 

振替が発生している時間外勤務実績は、振替実績登録できること。実

績入力データが表示され、振替取得有無を選択して登録できること。

命令期間、実績開始時間・終了時間、休憩開始時間・終了時間（3回

分）、業務内容、備考、振替区分、振替日は閲覧のみとできること。

選択した振替日が別の振替日と重複している場合は、既に選択済みの

旨を喚起し、登録できないようにできること。 

  

125 125 
再振替は認めていないため、振替実績登録時の振替日は変更できない

こと。 
  

126 126 
登録した時間外勤務申請・実績・振替の名称・内容が出勤簿（月単

位）画面に反映できること。 
  

127 127 

裁量労働制対象者が、休日勤務を行う場合、振替対応しか認めておら

ず、且つ、半休取得は認めていないため、振替区分「1日」以外選択

されないように制御し、振替取得「有り」固定で、振替日を設定して

登録できること。再振替の取得を可能とできること。 

  

128 128 
管理職は管理職員特別勤務登録ができること。申請内容は、時間外勤

務申請同等であること。実績登録、振替実績登録もできること。 
  

129 129 
36 協定の時間外勤務の原則の限度時間、特例の限度時間、休日勤務の

日数について、異なる限度時間を庶務担当が登録できること。 
  

130 130 

時間外勤務申請時に、あらかじめ設定した時間数（振替取得を除く）

を超えた場合は、時間外勤務申請ごとに警告メッセージを表示できる

こと。 

  

131 131 

上司が、時間外勤務申請の承認時に、あらかじめ設定した時間数（振

替取得を除く）を超えた場合は、時間外勤務申請の承認ごとに警告メ

ッセージを表示できること。 

  

132 132 

超過勤務時間の実施時間帯により、時間外勤務手当の支給割合が変わ

ることから、指定した時間で時間外勤務手当の支給割合（100/100、

125/100、150/100、135/100、160/100、175/100、25/100、50/100）に

振分られた、時間外勤務命令簿が職員ごとに一括および個別に出力で

きること。 

  

133 133 

時間外勤務命令簿は、振替取得状況、勤務日、曜日、実績開始時間・

終了時間、休憩時間、勤務時間数、時間外勤務手当支給割合（割合ご

と）、算定対象当月累積時間数、休日勤務手当（年末年始含む）、時

間外勤務・休日勤務の当月合計、当月手当支給割合毎合計時間数が出

力できること。週休日、休日の行については、判別しやすいようにそ

れぞれ別々の背景色で色塗りされていること。出力形式は Excel 形式

とし、指定フォーマットで出力できること。 

  



134 134 
出力した時間外勤務命令簿（Excel）を、編集した後、システムへ取り

込むことで、修正ができること。 
  

135 135 

実績月（前月以前の未精算データ含む）、職員番号・名称の検索条件

を用いて、庶務担当上司は庶務担当にてチェックが完了した時間外勤

務命令データを一括および個別に確定できること。また、確定取消で

きること。 

  

136 

年次有給休

暇管理機能 

136 

年次有給休暇の申請日、終日取得開始日・終了日、半休取得日、午

前・午後、時間休取得日、開始時分・終了時分、事由、備考を登録で

きることができること。 

  

137 137 
勤務中に時間休を取得した場合、勤務時間から時間休取得時間を差引

いた時間を勤務時間とできること。 
  

138 138 

裁量労働対象者に、半休・時間休の取得は認めていないため、半休・

時間休の選択ができないように制御できること。   

139 139 職員の年次有給休暇登録画面に残日数・残時間が表示されること。   

140 140 
雇用形態ごとに、付与日数のうち時間単位で取得できる合計日数を設

定できることができ、それに応じて制御されていること。 
  

141 141 
登録した年次有給休暇の名称・内容が出勤簿（月単位）画面に反映で

きること。 
  

142 142 
上司が年次有給休暇の時期の指定および変更する場合は、職員が入力

したデータを修正できること。 
  

143 143 
暦年（１月 1日から 12 月 31 日まで）を単位として、20 日の年次有給

休暇を自動付与できること。 
  

144 144 

前年付与された年次有給休暇の日数の範囲内（上限 20 日）で、新たに

付与される前日までに消化した年次有給休暇を引いた残日数を繰越す

ことができること。 

  

145 145 
繰越日数と新規付与日数の合計日数は 40 日を上限とできること。また

繰越日数と新規付与日数のそれぞれを画面上で確認できること。 
  

146 146 
庶務担当が、繰越日数と新規付与日数のそれぞれの付与日数を修正で

きること。常勤職員は暦年単位で年次有給を集計できること。 
  

147 147 

繰越日数、新規付与日数および繰越日数と新規付与日数を合算した日

数を管理できることができること。また、繰越日数、新規付与日数を

庶務担当が変更した場合は、変更後の繰越日数と新規付与日数を合算

した日数が自動計算されること。 

  

148 148 
やむを得ず過去の日付および時間の休暇を請求する必要が生じた場合

は、出勤実績確定取消後に年次有給休暇を入力できること。 
  

149 

特別休暇、

病気休暇お

よび休業管

理機能 

149 
特別休暇および休業（以下「特別休暇等」という）の名称は、50 以上

設定できること。 
  

150 150 

以下の特別休暇等の申請が行えること。各種休暇ごとの必要項目が網

羅されおり、有給・無給・減額が選択できること。また、雇用形態

（裁量労働制、固定時間制、パートタイム等）ごとに申請の可否、終

日取得の可否、半日取得の可否、時間取得の可否が選択可能であるこ

と。また将来的な追加に対応できること。 

【申請可能な特別休暇等】 

生理休暇、産前休暇、産後休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、育児

参加休暇、結婚休暇、忌服休暇、年次祭し休暇、夏季休暇、社会貢献

活動休暇、子の看護休暇、短期の介護休暇、育児時間、育児休業、育

児部分休業、育児短時間勤務、介護休業、介護時間、自己啓発等休

業、配偶者同行休業、高齢者部分休業、病気欠勤、職務専念義務免

除、職務専念義務免除（通勤緩和） 

  

151 151 

特別休暇等ごと職員ごとに、庶務担当が取得日数の上限値を設定でき

ること。また、残日数管理が必要な特別休暇等の申請画面に残日数・

残時間数が表示できること。ただし、それぞれの休暇等ごとに設定可

能期間が違うため、それぞれの休暇等ごとに制御できること。 

  

152 152 
登録した特別休暇等の名称・内容が出勤簿（月単位）画面に反映でき

ること。 
  



153 

旅行管理機

能 

153 

旅費管理システムより旅行データが入力された場合は、当該日の出勤実

績時間（8：30）・退勤実績時間（17：30）を自動的に記録できること。

ただし、打刻情報がある場合は打刻時刻が優先されること。 

  

154 154 

旅費管理システムより入力された旅行データに対して、承認・受付・

報告の段階で、旅行期間に変更が生じた場合は、変更前の実績時間を

取り消して、変更後の旅行日の実績時間が自動的に反映されること。

また、変更前および変更後の当該日が既に出勤実績確定済みの場合、

自動的に出勤実績確定取消が行われ、再度、確定処理が必要なデータ

として表示されること。 

  

155 155 
旅費管理システムより連携した旅行の内容（用務、用務先）が出勤簿

（月単位）画面に反映できること。 
  

156 156 

旅費管理システムより連携した旅行は、旅費管理システム側で承認・

受付が行われるため、出勤簿登録システムの承認・受付画面に表示さ

れないように制御できること。 

  

157 157 
旅費管理システムより旅行データが入力された旅行期間に時間外勤務

を行う場合にも時間外勤務の申請ができること。 
  

158 実習、兼業

申請機能 

158 
実習および兼業の申請日、実施開始日・終了日、実施開始時間・終了

時間、備考を登録できることができること。 
  

159 159 
登録した実習および兼業の名称・内容が出勤簿（月単位）画面に反映

できること。 
  

160 

時間変更申

請機能 

160 

特別な理由により打刻した時間を変更する必要がある場合は、時間変

更の申請にて変更できることができること。打刻前に変更申請が行え

ないように制御できること。 

  

161 161 

時間変更の申請日、修正日、変更出勤時間・退勤時間、理由を登録で

きることができること。変更時間は打刻済みの出勤時間または退勤時

間または両方のみ入力が可能であること。変更前出勤時間・退勤時間

が分かるように表示できること。 

  

162 162 
登録した時間変更の名称・内容が出勤簿（月単位）画面に反映できる

こと。 
  

163 

承認機能 

163 

職員が提出した各種申請および実績を上司が一括および個別に承認で

きること。承認取消および差戻もできること。差戻は、承認ルート上

の承認者および提出者まで可能なこと。 

  

164 164 
申請時の承認ルートは 8人まで設定できることができ、当該機能は可

否選択が可能であること。 
  

165 165 
申請承認とは別に実績時の承認ルートも 8人まで設定できることがで

き、当該機能は可否選択が可能であること。 
  

166 166 

上位承認者にて下位承認中のデータの引き上げができること。引き上

げられた承認者については、後閲が可能であること。   

167 167 

未承認の申請および実績は、職員にて変更および削除ができること。

また、承認中および承認後のデータであっても、出勤実績確定前であ

れば、職員にて、いつでも取下げ可能であること。ただし、出勤実績

確定処理後は、取下ボタンが表示されないように制御できること。 

  

168 168 
職員、上司および庶務担当が、申請・実績の承認状況（いつ・誰が）

を確認できること。 
  

169 169 
承認済みの申請および実績を庶務担当が一括および個別に受付できる

こと。また、受付取消および差戻もできること。 
  

170 170 
職員より各種申請が登録された場合、上司のシステムトップページに

承認の待機件数が表示される等、アラート情報が表示されること。 
  

171 171 
上司より各種申請が承認された場合、庶務担当のシステムトップペー

ジに受付待機件数が表示される等、アラート情報が表示されること。 
  

172 

データ照会 

172 

事務局職員が電話等へ対応するために、全職員の出勤簿（月単位）を

個人ごとに照会できること。新規作成・編集ができないようにできる

こと。権限により、照会範囲を設定できることができること。 

  

173 173 

提出済み各種申請（実績・振替の場合は、実績・振替を表示する）デ

ータの照会ができること。入力内容や承認状況も確認できること。照

会範囲は、自分自身の提出のみとするが、上司は部下のデータも照会

できること。庶務担当は全職員を対象に照会できること。 

  



174 174 
データ照会は、誰が、いつ、どのフェーズまで処理を行ったか等を確

認できること。 
  

175 

就業月次集

計データ出

力 

175 

月ごとに個別および一括で以下のデータを CSV 形式にて出力できるこ

と。出力範囲は、自分自身のみとするが、上司は部下のデータも出力

できること。庶務担当は全職員を対象に出力できること。 
  

176 176 

実績ごとに時間外超勤実績一覧（管理職員特別勤務含む）データを出

力できること。所属、雇用区分、職員番号、職員名、当月所定労働時

間、勤務実績時間、休憩実績時間、手当支給割合毎合計時間数を出力

できること。 

  

177 177 

日ごとに時間外超勤実績一覧（管理職員特別勤務含む）データを出力で

きること。所属、雇用区分、職員番号、職員名、取得期間、取得開始時

間・終了時間、勤務時間、休憩時間、振替状況、業務内容、手当支給割

合毎合計時間数を出力できること。 
  

178 178 

申請一覧データを出力できること。申請日、申請区分（申請・実績・

振替）、申請名称、職員番号、職員名、取得期間、午前・午後、取得

開始時間・終了時間、事由等、データ状況（未完了・完了）を出力で

きること。 

  

179 179 

出勤簿（詳細）データを出力できること。所属、雇用区分、職員番号、

職員名、日付、就業区分、予定開始時間・終了時間、実績開始時間・終

了時間、打刻開始時間・終了時間、休憩時間、勤務時間（休憩時間除く）、

申請内容を出力できること。 
  

180 180 

出勤簿（日計）データを出力できること。所属、雇用区分、職員番

号、職員名、当月所定労働時間、日（該当月の 1日～31 日）ごとに 1

日の勤務時間（休憩時間は除く）、総勤務時間（休憩時間は除く）を

出力できること。 

  

181 181 

所定労働時間未満一覧データを出力できること。所属、職員番号、職

員名、予定勤務時間（休憩除く）、実績勤務時間（休憩除く）、有給

取得時間、不足時間を出力できること。 
  

182 

就業年次集

計データ出

力 

182 

出勤簿（月計）データを出力できること。職員番号、職員名、月（当

該年度の 4月～3月）ごとの勤務時間（休憩時間は除く）を出力でき

ること。また、一覧の最上位に平日の日数×８時間で計算された所定

労働時間を表示できること。 

  

 


