
項番 大分類 小分類 機能要件
デモ実施

項目

1
ログイン画面 利用者IDとパスワードを入力しシステムメニューを起動することができること。

○

2
利用者管理 利用者IDを一元的に管理する機能（登録・更新・停止・削除等）を備えること。また、利用

者IDは、カテゴリ職位等で分類でき、カテゴリにより機能の利用権限が設定できること。

3
パスワード管理 パスワードの定期的変更を強制する機能を備えること。

4
学齢簿情報取込 学齢簿システムより児童・生徒情報及び保護者情報の取得が可能なこと。また、学齢簿の異

動情報の取得（更新）が可能であること。

5
生活保護情報取込 生活保護情報（認定日・廃止日・児童・生徒情報及び保護者情報等）の取得が可能なこと。

6
就学援助システム連携 就学援助システムより、就学援助情報（判定結果・支給月・児童・生徒情報及び保護者情報

等）の取得が可能なこと。

7
児童手当充当情報取込 児童手当より充当（充当月・児童・生徒情報及び保護者情報等）の取得が可能なこと。

8
対象者管理 対象者管理 給食費管理対象者として、児童・生徒だけでなく、教職員含む全ての喫食者の管理を行なえ

ること。
○

9

対象者情報検索 給食費対象者を、以下の条件で検索、一覧表示することができること。

　学校区分、会計単位、学校名、学年、対象者宛名番号、通知書番号、対象者氏名、

　対象者カナ氏名、性別、保護者氏名、保護者カナ氏名、生活保護受給者、就学援助対象

者、生年月日等

一覧表示される項目として以下の項目の表示ができること。

　対象者宛名番号、対象者氏名、対象者カナ氏名、生年月日、性別、学年、学校名

一覧表示された結果は表示項目毎に並べ替えができること。

カナ氏名検索では、清音・濁音の区別なく検索することができること。又カタカナの大小の

区別なく検索できること。

氏名（漢字、カナ）、住所はあいまい検索（文字列一致検索）ができること。

滞納の有無や滞納繰越の有無を指定し検索できること。

○

10
対象者情報検索 世帯又は兄弟・姉妹の検索が簡単に行なえること。

○

11

対象者情報検索 検索条件を入力し、検索結果を一覧で表示可能なこと。一覧表示された結果は表示項目毎に

並べ替えができること。また、表示された一覧から、選択した対象者の照会／変更画面を開

くことができること。

12
対象者情報検索 照会した対象者の検索履歴を保存し参照できること。

13
対象者情報検索 対象者の照会画面、変更画面から検索画面にもどった場合は、前回の検索条件が保持されて

いること。

14

対象者情報照会 一覧画面から選択された対象者の情報を照会することができること。

照会画面では、対象者の今年度の調定・収納状況及び過年度の未納状況が画面上で把握が可

能なこと。

照会画面で世帯構成（兄弟・姉妹の有無等）が確認できること。

○

15
対象者情報変更履歴一覧 対象者情報の変更履歴を照会することができること。

16
対象者情報登録（連携） 学齢簿等の情報から対象者を自動的に登録できること。

17
対象者情報登録 教職員等、住登外者について対象者情報を新規で直接登録することができること。

18

対象者情報変更 一覧画面から選択された対象者の情報を変更することができること。

対象者に兄弟・姉妹がいる場合、変更した内容を兄弟・姉妹へ反映することができること。

又反映させないこともできること。

19
対象者情報(折衝記録） 対象者に対する折衝内容を登録することができること。

又督促状・催告書を出力した場合は自動的に折衝記録に記録されること。
○
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項番 大分類 小分類 機能要件
デモ実施

項目

20
口座一括設定 口座情報ＣＳＶデータ取込用様式があり、その様式に基づいてデータの取込ができること。

21

対象者管理 対象者の振替口座の設定ができること。又振替口座とは別に還付用の振込口座を設定できる

こと。

口座振替、納付書納付の設定ができること。

口座振替の停止処理等が行なえること。

○

22

対象者管理 生活保護の受給状況の設定が出来ること又受給期間の登録ができること。

就学援助対象者の設定が出来ること又認定期間の登録ができること。

児童手当については同意の有無及び開始日の登録ができること。
○

23

対象者管理 対象者のDVの有無が管理できること、及びアレルギーの管理ができること。

又上記対象者については、画面上部に対象者であることを表示する等、注意喚起を行える機

能を有していること。

現住所とは別に送付先の管理ができること。

○

24
対象者異動 対象者の異動情報（市内転校、転出、債権者変更等）を登録することができること。

25
対象者情報削除 一覧画面から選択された対象者の情報を削除することができること。削除を実施する場合は

削除対象者の情報が確認できること。

26
給食費入力 年度単位の給食費日額・月額を登録することができること。

又納付期限についてもマスタ管理できること。
○

27
給食費入力（年間調定） 学校・学年単位で給食費の年間調定額を作成することができること。

納付期限は納付期限マスタより自動セットできること
○

28
調定変更 給食費の調定変更を行うことができること。

調定額は喫食・欠食情報から自動的に反映できること。
○

29
清算処理 各対象者個人の喫食・欠食情報及びアレルギー登録情況をもとに給食費の清算処理がおこな

えること。
○

30

喫食状況管理 各学校・学年の年間喫食予定数をカレンダー形式で登録できること。

登録はカレンダーへの直接入力以外に、エクセル等で作成した行事予定データを取込一括登

録できる機能を有していること。

カレンダーの内容は自由に登録・変更できること。

31

喫食状況管理 各対象者個人の喫食欠食状況を登録、編集することができること。

欠食は有償欠食、無償欠食の管理が行なえること。

アレルギー登録ができること。

喫食場所の登録ができること。

32

アレルギー管理 アレルギー対象者の管理が行なえ、アレルギー食品単価マスタより給食費の減額登録が行な

えること。

アレルギーは牛乳以外のアレルギーにも対応できること。
○

33
口座振替データ作成 金融機関ごとの口座振替依頼データを作成することができること。口座振替依頼データは全

銀協フォーマットに対応していること。

34
口座振替データ作成 口座振替については、再振替に対応できること。

又、期間を設定し未納者についても口座振替が行なえること。

35
口座振替結果データ取込 金融機関からの口座振替結果データのうち、必要な個所データを抽出し、データを取込、収

納消込みをすることができること。

36
口座振替結果データ取込 振替不能者に対しては、直に未納お知らせ及び納付書が出力できること。

37
入金データ取込 出納室等から出力されたデータのうち、納付書による入金の必要な箇所データを抽出し、

データを取込、収納消込みをすることができること。

38
コンビニ収納データ取込 コンビニ収納に対応できること。（速報データ、確報データの取込対応が行なえること。）

39
個別消込入力 抽出条件から表示した収納情報に対し、指定した金額で消込を行うことができること。

現金納付の収納に対応できること。又一部入金にも対応できること。

40
収納結果確認・取消 消込結果の確認及び削除を行うことができること。

41
公金振替 生活保護・就学援助と公金振替が行なえること。又児童手当についても対応できること。
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項番 大分類 小分類 機能要件
デモ実施

項目

42
還付・充当 過誤納時及び給食費清算時の還付・充当処理を行うことができること。

43
口座振込データ作成 還付時の口座振込依頼データを作成を行うことができること。

44
未納者一覧 未納者の抽出が行なえ、一覧表で表示できること。又一覧表の出力ができること。

○

45

督促状・催告書 未納者に対して、督促状・催告書の作成、発行が行なえること。又督促状・催告書にあわせ

て対象の納付書が出力できること。

督促状及び催告書の発行履歴が管理できること。

督促状は、納期限で指定し、印刷できること。催告書は、対象年月で指定し、印刷できるこ

と。印刷範囲は全件・学校・児童生徒を指定できること。

○

46

分納管理 未納額について、債権者と協議した内容の分納登録・管理が行えること。

分納計画に基づき、納付書が出力できること。納付書は、OCR及びコンビニ収納に対応納付

書が印刷出力できること。

○

47

遅延損害金金管理 未納金額について遅延損害金の計算・管理が行えること。遅延損害金は未来日で計算できる

こと。

遅延損害金の利率はマスタで管理できること。

48

時効管理 未納金額の時効管理が行えること。

現年度分・過年度分のそれぞれに時効の管理を行うこと。納付状況、債務承認の有無、分納

情報、訴訟提起等の情報を元に時効期間の延長中断を計算できること。請求対象月別毎に時

効管理ができ、時効中断日の入力・変更ができること。また、時効到達予定者を一覧表示で

きること。

○

49
訴訟関係 執行停止通知書等の執行停止関係の帳票が出力できること。

支払督促申立書関係の帳票が出力できること。

50
不能欠損 不納欠損、不能欠損事由、不納欠損日の登録を行うことができること。不納欠損の取消が行

なえること。

51
対象者個人台帳 対象者個人台帳出力することができること。

52
対象者世帯台帳 対象者世帯台帳出力することができること。

併せて給食費滞納明細書、折衝記録一覧表、調定収納元帳が出力できること。

53
納付者一覧表 学校・学年別に納付対象者一覧を出力することができること。

54
給食実施喫食状況表 給食実施喫食状況を出力することができること。

55
学校給食費決定（変更）

通知書兼納入通知書

学校給食費決定（変更）通知書兼納入通知書を出力することができること。

56
口座振替開始通知書 口座振替開始通知書を出力することができること。

57
納付書 個別、口振不納、年度一括、月一括で納付書を出力することができること。

ＯＣＲ及びコンビニ収納に対応した納付書が作成できること。

58
口座振替結果一覧 口座振替結果一覧を出力することができること。

59
未納者一覧表 未納者一覧表を出力することができること。

60
督促状／催告書 督促状／催告書を出力することができること。併せて納付書が出力できること。

61
過誤納(未済)一覧表 過誤納(未済)一覧表出力することができること。

62
還付一覧表 還付一覧表を出力することができること。

63
給食費還付通知書 給食費還付通知書を出力することができること。

64
還付通知書明細 還付通知書明細を出力することができること。

65
還付（充当）通知書 還付（充当）通知書を出力することができること。

債権管理管理
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項番 大分類 小分類 機能要件
デモ実施

項目

66
納入済額のお知らせ 納入済額のお知らせを出力することができること。

67
給食費最終月徴収額一覧

表

給食費最終月徴収額一覧表を出力することができること。

68
不納欠損一覧表 不納欠損一覧表を出力することができること。

69
不納欠損調書 不納欠損調書を出力することができること。

70
支払督促予告書 支払督促予告書を出力することができること。

71
支払督促申立書 支払督促申立書を出力することができること。

併せて当事者目録、請求の趣旨及び原因、債権目録、取下書の出力ができること。

72
日計表 日計表を出力することができること。

73
月計表 月計表を出力することができること。

74
納付種別変更者リスト 納付種別変更者リストを出力することができること。

75
通知書発送一覧表 通知書発送一覧表を出力することができること。

76
異動者一覧表 連携データの取込後変更があった対象者の一覧表を出力することができること。

77
印刷 印刷時にプレビュー画面が表示できること。

全ての帳票がＰＤＦ及びエクセル出力ができること。

78
印刷 権限設定により帳票単位ごとで出力制限が行なえること。

79

検索出力 条件検索（個別・複数）を行いＣＳＶファイルへ、マスタ情報の書き出しが可能なこと。

出力する項目は自由に設定できること。

作成した抽出条件及び出力項目は保存でき、次回以降利用できること。
○

80
アレルギー食品単価 アレルギー食品単価の登録・変更・削除を行うことができること。

81
システム設定マスタ システム設定マスタの登録・変更・削除を行うことができること。

82
行事マスタ 行事マスタの登録・変更・削除を行うことができること。

83
基準額マスタ 給食費の基準額の登録・変更・削除を行うことができること。

給食費は月額・日額の管理が行えること。

84
時効中断事由マスタ 時効中断事由の登録・変更・削除を行うことができること。

85
遅延損害金利率マスタ 遅延損害金利率の登録・変更・削除を行うことができること。

86
会計単位マスタ 会計単位マスタの登録・変更・削除を行うことができること。

87
納付期限マスタ 納付期限マスタの登録・変更・削除を行うことができること。

88
学校マスタ 学校の登録・変更・削除を行うことができること。

89
幼稚園マスタ 幼稚園の登録・変更・削除を行うことができること。

90
住所マスタ 住所の登録・変更・削除を行うことができること。

91
自治体マスタ 組長名や教育委員長名などの設定を行うことができること。又帳票に反映できること。

92
金融機関マスタ 金融機関の登録・変更・削除を行うことができること。

帳票管理

マスタ管理

マスタ管理

共通
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項番 大分類 小分類 機能要件
デモ実施

項目

93
元号マスタ 元号の登録・変更・削除を行うことができること。

94

データ（ＣＳＶ）取込 対象者情報のＣＳＶデータ取込用様式があり、その様式に基づいてデータを取込することが

できること。

＊一旦給食費システムからデータ出力行い、口座情報等を追記したデータを再度取込むこと

ができる等

95
年度更新処理 登録されている各データの次年度への更新を行うことができること。

出納閉鎖等の会計処理に併せた年度更新処理が行えること。
○

96
食数データ取込 喫食欠食状況情報のＣＳＶデータ取込用様式があり、その様式に基づいてデータを取込する

ことができること。

97
ユーザー情報登録・変更 システム利用者とその権限の登録・変更・削除を行うことができること。

98
新入生管理 新小学校1年生（0年生）の登録を行い、口座情報等の登録が行なえること。

○

99
操作ログ 操作ログの管理（出力など）を行うことができること。

100
連携ログ 連携ログの管理（出力など）を行うことができること。

マスタ管理

共通

運用管理

運用管理

共通

5/5


