
要求機能一覧 （別紙１）

【対応状況欄について】

〇 パッケージ標準の場合 （事業者名）

△ 代替案で対応可能の場合

× 対応不可の場合

区分 機能 対応状況
カスタマイズ費

（単位：円）

1 住民側システム（ＰＣ端末） ポータル 操作説明に関する利用の手引き（操作ガイド）が閲覧できること。

2 住民側システム（ＰＣ端末） ポータル 住民側ポータルサイトのURLをお気に入りに追加できること。

3 住民側システム（ＰＣ端末） ポータル 自治体公式ＨＰや他のＨＰへのリンク設定ができること。

4 住民側システム（ＰＣ端末） ポータル
自治体からのお知らせや施設からのお知らせを画面表示できること。これらのお知らせについ

ていは表示期間の設定ができ、その期間のみ画面表示されること。

5 住民側システム（ＰＣ端末） ポータル 利用者登録申請書や施設利用許可申請書などの申請書をダウンロードができること。

6 住民側システム（ＰＣ端末） ポータル
利用者番号、パスワードによりログインができ、申請状況等を確認できる、個人ポータル画面

表示ができる事。

7 住民側システム（ＰＣ端末） ポータル
パスワードを連続して誤入力したときにアカウントロックできること。連続した誤入力の回数

は、設定できること。

8 住民側システム（ＰＣ端末） ポータル
利用者番号、パスワードを入力しログインしたときに、職員側で登録したお知らせが表示され

ること。

9 住民側システム（ＰＣ端末） 利用者登録
利用者登録（仮登録）ができること。登録完了後、利用者番号を利用者に通知できること。

（PCは利用者登録直後に利用者番号を画面表示、携帯はメールで通知）

10 住民側システム（ＰＣ端末） 利用者登録
利用者登録では、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、パスワードを入力して登録するこ

と。

11 住民側システム（ＰＣ端末） 利用者登録 利用者登録時には利用規約を表示させることができること。

12 住民側システム（ＰＣ端末） 利用者登録 登録済みのメールアドレスを変更できること。

13 住民側システム（ＰＣ端末） 利用者登録 登録済みの利用者パスワードを変更できること。

14 住民側システム（ＰＣ端末） 利用者登録 団体（代表者情報と連絡先情報等）登録ができる事。

15 住民側システム（ＰＣ端末） 利用者登録 マイナンバーカードを利用したユーザ登録ができる事

16 住民側システム（ＰＣ端末） 利用者登録 団体登録の際、「公益団体」「収益」の区分設定ができる事

17 住民側システム（ＰＣ端末） 空き状況照会
パスワードを失念した場合、ＰＣから利用者番号と登録メールアドレスを入力し、一致してい

た場合、新しいパスワードを発行できるこ  と。

18 住民側システム（ＰＣ端末） 空き状況照会 利用目的、施設名、地域名称で施設を検索できること。

19 住民側システム（ＰＣ端末） 空き状況照会
検索後に表示される施設の一覧画面や空き状況照会画面等から、各施設・各貸出施設（部屋単

位）の案内ページに対してリンク設定できること。

20 住民側システム（ＰＣ端末） 空き状況照会
空き状況照会画面では、１週間、１ヶ月、１日単位で表示を切り替えることができること。１

日単位では、各貸出施設の時間毎の空き状況がわかること。

21 住民側システム（ＰＣ端末） 空き状況照会 空き状況照会画面では、任意の曜日を指定した利用日の絞り込みができること。

22 住民側システム（ＰＣ端末） 空き状況照会
空き状況照会画面は、休館日や申込期間外や抽選受付日等をアイコン等で表示し、一目で空き

状況を把握できるようになっていること。

23 住民側システム（ＰＣ端末） 空き状況照会 あらかじめ設定した照会可能期間に該当する利用日に限り、空き状況を照会できる事。

24 住民側システム（ＰＣ端末） 空き状況照会
空き状況照会は、利用者番号、パスワードを使ってログインする必要は無く、誰でもが閲覧が

可能なこと。

25 住民側システム（ＰＣ端末） 空き状況照会
空き状況照会画面から予約申込を行うことができること。なお、予約申込時には、利用者番号

とパスワードを使ってログインしなければならないこと。

26 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込 施設独自のＨＰ等から、システムの空き状況照会画面へ直接リンクができること。

27 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込
一度の手続きで複数の貸出施設（部屋）・複数の利用日時を簡単な操作で予約申込できるこ

と。

28 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込
予約申込時に必要事項（利用責任者名、利用人数など）の入力も行えること。その必須事項は

貸出施設（部屋）毎に任意に設定できること。

29 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込 施設予約申込時に備品の予約申込も行えること。

30 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込
予約申込内容（季節や時間帯）から、自動的に冷暖房や夜間照明設備も同時に予約される機能

があること。

31 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込
予約申込完了前に、予約毎の明細料金と合計料金が表示されること。また、料金が計算できな

い場合は、”施設へお問い合わせください”というメッセージを料金欄に表示できること。

32 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込 予約申込完了前に、支払い期限を表示できること。

33 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込 予約申込完了後、利用者／職員宛てに予約申込完了メールを送信できること。

34 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込
予約申込完了時に付番される受付番号の単位を申込単位、または施設単位から選択できるこ

と。

35 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込 審査を実施しなくても、予約申込完了時に本予約とする設定ができること。

36 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込 あらかじめ設定した予約可能期間に該当する利用日に限り、予約申込できる事。

37 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込

あらかじめ設定した期間（1日、１週間、１ヵ月、１年）、回数（コマ、 利用日、受付番号な

ど）、曜日に従って、予約申込回数を制限できること。

また、複数施設の利用分をまとめて回数集計できること。

例：「１ヵ月あたり市内の全テニスコートで平日５回（５コマ）、土日祝日２回（２コマ）ま

で」など

38 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込 連続した利用日への予約申込を制限できること。

39 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込 利用目的毎に予約申込回数を制限できること。

40 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込 利用日時が重複した予約申込を制限できること。

41 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込 利用者の属性（市内／市外、個人／団体など）毎に予約申込回数を制限できること。

42 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込
利用者の種別（市内／市外や一般／特定等）、属性（市内／市外、個人／団体など）により異

なった予約申込期間（2か月前、1年前等）で予約申込を受け付けることができること。

43 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込
スポーツ施設などは特定のコートを指定せずに申込できること。また、このとき利用する面数

の指定も可能であること。

44 住民側システム（ＰＣ端末） 予約申込 利用者数、入館者数により、予約可否機能がある事

45 住民側システム（ＰＣ端末） 抽選申込 予約申込時に、審査済みとするか、職員による審査を実施するかを設定できること。

46 住民側システム（ＰＣ端末） 抽選申込
一度の手続きで複数の貸出施設（部屋）・複数の利用日時を簡単な操作で抽選申込できるこ

と。

47 住民側システム（ＰＣ端末） 抽選申込
抽選申込画面では、コマ毎に既に受け付けている申込件数が表示されること。また、申込件数

を表示しないこともできること。

48 住民側システム（ＰＣ端末） 抽選申込
抽選申込時に必要事項（利用責任者名、利用人数など）の入力も行えること。必須事項は予約

申込時の必須事項と同じ項目が表示されること。

49 住民側システム（ＰＣ端末） 抽選申込 複数の申込をセットにして申込し、一括で当落判定できること。

50 住民側システム（ＰＣ端末） 抽選申込 抽選申込完了後、利用者／職員宛てに予約申込完了メールを送信できること。

51 住民側システム（ＰＣ端末） 抽選申込 あらかじめ設定した抽選申込可能期間に該当する利用日に限り、抽選申込できる事。

・「備考」欄に代替案の内容を記載する。

・「カスタマイズ費」欄に税抜きで一時経費、運用経費の費用を記載し、参考見積書にも含め、内容明記すること。

・費用が発生しない代替案の場合は、「カスタマイズ費」欄に「０円」と記載し、「備考」欄に代替案の内容を記載すること。

・参考見積書は「カスタマイズ費」欄の費用を含め記載すること。

対応区分

NO 機能の内容 備考

機能区分



52 住民側システム（ＰＣ端末） 抽選申込

あらかじめ設定した期間（1日、１週間、１ヵ月、１年）、回数（コマ、 利用日、受付番号な

ど）、曜日に従って、抽選申込回数を制限できること。

また、複数施設の利用分をまとめて回数集計できること。

例：「１ヵ月あたり市内の全テニスコートで平日５回（５コマ）、土日祝日２回（２コマ）ま

で」など

53 住民側システム（ＰＣ端末） 抽選申込 利用目的毎に抽選申込回数を制限できること。

54 住民側システム（ＰＣ端末） 抽選申込 利用日時が重複した抽選申込を制限できること。

55 住民側システム（ＰＣ端末） 抽選申込 利用者の属性（市内／市外、個人／団体など）毎に抽選申込回数を制限できること。

56 住民側システム（ＰＣ端末） 抽選申込
利用者の種別（市内／市外や一般／特定等）により抽選申込ができる／できないを制御するこ

とができること。（例えば、市内の利用者のみ抽選申込ができるなど）

57 住民側システム（ＰＣ端末） 抽選申込 抽選申し込みの際、同一人物で複数アカウント申し込みの規制ができること

58 住民側システム（ＰＣ端末） 予約内容の確認
スポーツ施設などは特定のコートを指定せずに申込できること。また、このとき利用する面数

の指定も可能であること。

59 住民側システム（ＰＣ端末） 予約内容の確認
予約の確認画面では、予約・抽選申込が一覧で確認できること。また、予約・抽選申込の詳細

内容も確認できること。

60 住民側システム（ＰＣ端末） 予約内容の確認
予約の確認画面では、本予約済みの許可書が印刷できること。また、運用によって、印刷出来

ないようにも設定できること。

61 住民側システム（ＰＣ端末） 予約内容の確認 予約の確認画面では、当選／落選を確認できること。

62 住民側システム（ＰＣ端末） 予約内容の確認

当選確定した申込は期間中に再度「申請」を行うことができること。この期間中に「申請」を

行わなかった当選確定した申込は期間終了時に自動的に取消されること。運用に応じて、「申

請」が必要ない設定もできること。

63 住民側システム（ＰＣ端末） その他
仮予約や未抽選の申込は、取消ができること。また、あらかじめ設定した予約取消期間に該当

する予約申込に限り、取消できる事。

64 住民側システム（ＰＣ端末） その他 雨天などで施設が利用できない場合、還付処理でなく利用時期変更処理ができるか

65 住民側システム（ＰＣ端末） その他 視覚障害等に配慮したアクセシビリティに対応していること。

66 住民側システム（ＰＣ端末） その他
音声読み上げブラウザによるシステム利用であっても使いやすいインターフェイスでシステム

を操作できること。

67 住民側システム（ＰＣ端末） その他
無操作状態で一定時間を経過した場合、再度操作した時にタイムアウトを出せること。また、

この一定時間の長短は、市側で設定変更ができること。

68 住民側システム（携帯電話端末） ポータル 操作説明に関する利用の手引き（操作ガイド）が閲覧できること。

69 住民側システム（携帯電話端末） ポータル
利用者番号、パスワードによりログインができ、申請状況等を確認できる、個人ポータル画面

表示ができる事。

70 住民側システム（携帯電話端末） 利用者登録
パスワードを連続して誤入力したときにアカウントロックできること。連続したご入力の回数

は、設定できること。

71 住民側システム（携帯電話端末） 利用者登録
利用者登録（仮登録）ができること。登録完了後、利用者番号を利用者に通知できること。

（PCは利用者登録直後に利用者番号を画面表示、携帯はメールで通知）

72 住民側システム（携帯電話端末） 利用者登録
利用者登録では、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、パスワードを入力して登録するこ

と。

73 住民側システム（携帯電話端末） 利用者登録 登録済みのメールアドレスを変更できること。

74 住民側システム（携帯電話端末） 利用者登録 団体（代表者情報と連絡先情報等）登録ができる事。

75 住民側システム（携帯電話端末） 利用者登録 マイナンバーカードを利用したユーザ登録ができる事

76 住民側システム（携帯電話端末） 利用者登録 団体登録の際、「公益団体」「収益」の区分設定ができる事

77 住民側システム（携帯電話端末） 空き状況照会 登録済みの利用者パスワードを変更できること。

78 住民側システム（携帯電話端末） 空き状況照会 利用目的、施設名で施設を検索できること。

79 住民側システム（携帯電話端末） 空き状況照会 空き状況照会画面では、任意の曜日を指定した利用日の絞り込みができること。

80 住民側システム（携帯電話端末） 空き状況照会 あらかじめ設定した照会可能期間に該当する利用日に限り、空き状況を照会できる事。

81 住民側システム（携帯電話端末） 空き状況照会
空き状況照会は、利用者番号、パスワードを使ってログインする必要は無く、誰でもが閲覧が

可能なこと。

82 住民側システム（携帯電話端末） 予約申込
空き状況照会画面から予約申込を行うことができる。予約申込時には、利用者番号とパスワー

ドを使ってログインしなければならないこと。

83 住民側システム（携帯電話端末） 予約申込
予約申込時に必要事項（利用責任者名、利用人数など）の入力も行えること。その必須事項は

貸出施設（部屋）毎に任意に設定できること。

84 住民側システム（携帯電話端末） 予約申込 施設予約申込時に備品の予約申込も行えること。

85 住民側システム（携帯電話端末） 予約申込
予約申込内容（季節や時間帯）から、自動的に冷暖房や夜間照明設備も同時に予約される機能

があること。

86 住民側システム（携帯電話端末） 予約申込
予約申込完了前に、使用料金が表示されること。また、料金が計算できない場合は、”施設へ

お問い合わせください”というメッセージを料金欄に表示できること。

87 住民側システム（携帯電話端末） 予約申込 予約申込完了前に、支払い期限を表示できること。

88 住民側システム（携帯電話端末） 予約申込 予約申込完了後、利用者／職員宛てに予約申込完了メールを送信できること。

89 住民側システム（携帯電話端末） 予約申込 審査を実施しなくても、予約申込完了時に本予約とする設定ができること。

90 住民側システム（携帯電話端末） 予約申込 あらかじめ設定した予約可能期間に該当する利用日に限り、予約申込できる事。

91 住民側システム（携帯電話端末） 予約申込

あらかじめ設定した期間（1日、１週間、１ヵ月、１年）、回数（コマ、

利用日、受付番号など）、曜日に従って、予約申込回数を制限できること。

また、複数施設の利用分をまとめて回数集計できること。

例：「１ヵ月あたり市内の全テニスコートで平日５回（５コマ）、土日祝日２回（２コマ）ま

で」など

92 住民側システム（携帯電話端末） 予約申込 連続した利用日への予約申込を制限できること。

93 住民側システム（携帯電話端末） 予約申込 利用目的毎に予約申込回数を制限できること。

94 住民側システム（携帯電話端末） 予約申込 利用日時が重複した予約申込を制限できること。

95 住民側システム（携帯電話端末） 予約申込 利用者の属性（市内／市外、個人／団体など）毎に予約申込回数を制限できること。

96 住民側システム（携帯電話端末） 予約申込
利用者の種別（市内／市外や一般／特定等）、属性（市内／市外、個人／団体など）により異

なった予約申込期間（2か月前、1年前等）で予約申込を受け付けることができること。

97 住民側システム（携帯電話端末） 予約申込
スポーツ施設などは特定のコートを指定せずに申込できること。また、このとき利用する面数

の指定も可能であること。

98 住民側システム（携帯電話端末） 予約申込 利用者数、入館者数により、予約可否機能がある事

99 住民側システム（携帯電話端末） 抽選申込 予約申込時に、審査済みとするか、職員による審査を実施するかを設定できること。

100 住民側システム（携帯電話端末） 抽選申込 抽選申込できること。

101 住民側システム（携帯電話端末） 抽選申込
抽選申込画面では、コマ毎に既に受け付けている申込件数が表示されること。また、申込件数

を表示しないこともできること。

102 住民側システム（携帯電話端末） 抽選申込
抽選申込時に必要事項（利用責任者名、利用人数など）の入力も行えること。必須事項は予約

申込時の必須事項と同じ項目が表示されること。

103 住民側システム（携帯電話端末） 抽選申込 複数の申込をセットにして申込し、一括で当落判定できること。

104 住民側システム（携帯電話端末） 抽選申込 抽選申込完了後、利用者／職員宛てに予約申込完了メールを送信できること。

105 住民側システム（携帯電話端末） 抽選申込 あらかじめ設定した抽選申込可能期間に該当する利用日に限り、抽選申込できる事。

106 住民側システム（携帯電話端末） 抽選申込

あらかじめ設定した期間（1日、１週間、１ヵ月、１年）、回数（コマ、 利用日、受付番号な

ど）、曜日に従って、抽選申込回数を制限できること。

また、複数施設の利用分をまとめて回数集計できること。

例：「１ヵ月あたり市内の全テニスコートで平日５回（５コマ）、土日祝日２回（２コマ）ま

で」など

107 住民側システム（携帯電話端末） 抽選申込 利用目的毎に抽選申込回数を制限できること。

108 住民側システム（携帯電話端末） 抽選申込 利用日時が重複した抽選申込を制限できること。

109 住民側システム（携帯電話端末） 抽選申込 利用者の属性（市内／市外、個人／団体など）毎に抽選申込回数を制限できること。



110 住民側システム（携帯電話端末） 抽選申込
利用者の種別（市内／市外や一般／特定等）により抽選申込ができる／できないを制御するこ

とができること。（例えば、市内の利用者のみ抽選申込ができるなど）

111 住民側システム（携帯電話端末） 抽選申込 抽選申し込みの際、同一人物で複数アカウント申し込みの規制ができること

112 住民側システム（携帯電話端末） 予約内容の確認
スポーツ施設などは特定のコートを指定せずに申込できること。また、このとき利用する面数

の指定も可能であること。

113 住民側システム（携帯電話端末） 予約内容の確認
予約の確認画面では、予約・抽選申込が一覧で確認できること。また、予約・抽選申込の詳細

内容も確認できること。

114 住民側システム（携帯電話端末） 予約内容の確認 予約の確認画面では、当選／落選を確認できること。

115 住民側システム（携帯電話端末） 予約内容の確認

当選確定した申込は期間中に再度「申請」を行うことができること。この期間中に「申請」を

行わなかった当選確定した申込は期間終了時に自動的に取消されること。運用に応じて、「申

請」が必要な

い設定もできること。

116 住民側システム（携帯電話端末） その他
仮予約や未抽選の申込は、取消ができること。また、あらかじめ設定した予約取消期間に該当

する予約申込に限り、取消できる事。

117 住民側システム（携帯電話端末） その他 雨天などで施設が利用できない場合、還付処理でなく利用時期変更処理ができるか

118 住民側システム（携帯電話端末） その他 docomo、au、softbankの端末でシステムを利用できること。

119 住民側システム（携帯電話端末） その他
スマートフォン（iOS、Android）端末の画面サイズにあった専用画面があり、空き状況照会や

随時の予約申込ができること。

120 住民側システム（携帯電話端末） その他 予約画面遷移ができるQRコードが生成できる事

121 住民側システム（携帯電話端末） その他 QRコード支払決裁と連携できる事

122 管理者側システム 共通
納入期限が近づいた予約を持つ利用者がログインした際、支払い期限が近づいた旨通知する画

面を表示できること。

123 管理者側システム 共通 職員ＩＤ、パスワードによりログインができること。

124 管理者側システム 共通 パスワードは変更できること。

125 管理者側システム 共通
ログインした職員（ID)に付与済みの権限がある業務（管理できる施設制限、管理画面の閲覧

のみ　等）のみ操作できること。

126 管理者側システム 共通 ログイン後、職員向けの連絡事項を確認できること。

127 管理者側システム 共通 本日の利用件数を施設ごとに一覧表示できること。

128 管理者側システム 施設管理 システムの概要、Q&A,操作方法が閲覧できること。

129 管理者側システム 施設管理

施設の基本情報が設定できること。また、稼働後も職員で自由に設定変更ができること。

・施設名、略称

・所在地または問い合わせ先住所、電話番号

・施設案内ＨＰのＵＲＬ

・送信元メールアドレス

130 管理者側システム 施設管理 利用料金納付期限の設定ができること。

131 管理者側システム 施設管理
施設毎に休館日や年末年始の休館設定をパターン化して登録することができること。また、特

定日を指定して開館／休館の設定変更ができること。

132 管理者側システム 施設管理
施設毎に管理者（発行者）名と公印を管理することができること。また、例えば４月１日より

管理者（発行者）名と公印が変更になる場合は、あらかじめ設定しておくことができること。

133 管理者側システム 施設管理 登録した施設は、表示順番を設定できること。また、稼働後も職員で設定変更ができること。

134 管理者側システム 施設管理
貸出施設毎に使用可能な利用目的が設定できること。利用目的の追加削除等の変更は随時簡単

にできること。

135 管理者側システム 施設管理

貸出施設毎に貸出時間を設定できること。午前区分や午後区分等の枠貸区分、時間貸区分（最

小時間設定は３０分単位）の設定ができること。また、曜日（日～土）、祝日ごとに貸出時間

帯を設定できること。

136 管理者側システム 施設管理

貸出施設（部屋）毎に、２種類の予約申込期間の設定ができること。予約申込期間は以下のよ

うな例で設定ができること。

・利用月ｎヶ月前１日～という設定ができること（４月１日の時点で

ｎヶ月先分の申込が可能）

・利用日ｎヶ月（日）前～という設定ができること（４月１０日時点では

ｎヶ月先の１０日までが申込可能）

・利用日ｎヶ月前３日後～（４月４日時点でｎヶ月先の１日利用分が申込可能）

137 管理者側システム 施設管理
予約申込開始日が休館日の場合、翌開館日または前開館日から申込開始とすることができるこ

と。

138 管理者側システム 施設管理
予約申込開始日が土日祝日の場合、翌平日または前平日から申込開始とすることができるこ

と。

139 管理者側システム 施設管理 予約申込開始初日に限って、開始時間を設定できること。

140 管理者側システム 施設管理 住民からの予約取消期間を設定できること。

141 管理者側システム 施設管理 インターネットからの受付時間が設定できること。（例えば、９時～２４時まで等）

142 管理者側システム 施設管理 貸出施設毎に、インターネットへ公開／非公開／空き状況照会のみの設定ができること。

143 管理者側システム 施設管理 利用者種別（個人、団体、仮登録）による貸出可否を設定できること。

144 管理者側システム 施設管理
貸出施設毎に利用者端末から予約を行う際の入力項目（利用責任者名、利用人数など）を設定

できること。

145 管理者側システム 施設管理

貸出施設毎に使用料金の設定、変更ができること。

・曜日別、時間帯別、季節別にも使用料の設定、変更ができること

・市内市外の使用料金を設定、変更できること

・入場料金額による使用料金を設定、変更できること

・準備や本番等の利用区分による使用料金を設定、変更できること

・中学生、高校生等の年齢区分による使用料を設定、変更できること

146 管理者側システム 施設管理

貸出施設毎に料金計算時の端数時間の扱いについて、端数利用時間を切り上げて計算、端数利

用時間を切り捨てて計算、端数利用時間の切り上げ/切り捨てを行わずに料金を計算すことが

できること。

147 管理者側システム 施設管理 基本使用料以外に、増減料金や延長料金の設定ができること。

148 管理者側システム 施設管理 全面貸し、半面貸し、１／３面貸しのように利用面を分割した貸出にも対応できること。

149 管理者側システム 施設管理
登録した貸出施設は、表示順番を設定できること。また、稼働後も職員で設定変更ができるこ

と。

150 管理者側システム 施設管理
施設毎に備品情報が登録できること。備品名称、数量（在庫管理）、使用料、インターネット

予約受付の設定ができること。

151 管理者側システム 施設管理 備品は、施設の予約を伴わない、備品単体貸出の設定も可能であること。

152 管理者側システム 施設管理

備品の料金計算単位は、１日単位、１枠単位、１時間あたりの設定ができること。

備品の料金計算単位を１時間あたりとした場合、料金計算時の端数利用時間の扱いについて、

端数利用時間を切り上げて計算、端数利用時間を切り捨てて計算、３０分以上は切り上げて料

金を計算することができること。

153 管理者側システム 施設管理

備品情報は、単独備品以外にセット備品を登録できること。例えば、マイク２本、プロジェク

タ、スクリーンの備品以外に、これらを映像セットとして１つの備品として登録することがで

きること。

154 管理者側システム 施設管理 登録した備品は、表示順番を設定できること。また、稼働後も職員で設定変更ができること。

155 管理者側システム 施設管理
冷暖房、夜間照明等の付属設備の料金設定ができること。また、利用開始日や時間を設定する

ことで、予約利用時間から自動的に冷暖房や夜間照明料金を計算する設定ができること。



156 管理者側システム 施設管理

冷暖房料金の料金計算時の端数時間の扱いについて、端数利用時間を切り上げて計算、端数利

用時間を切り捨てて計算、端数利用時間の切り上げ/切り捨てを行わずに料金を計算すことが

できること。

157 管理者側システム 施設管理

照明料金の料金計算時の端数時間の扱いについて、端数利用時間を切り上げて計算、端数利用

時間を切り捨てて計算、端数利用時間の切り上げ/切り捨てを行わずに料金を計算すことがで

きること。

158 管理者側システム 施設管理
帳票に印字する公印（専用公印含む）を、施設ごと登録できること。登録済み公印は各種許可

書に印字できること。また、あらかじめ決めた時期から公印を変更する機能があること。

159 管理者側システム 施設管理 印字する公印のサイズ・位置は任意に設定できること。

160 管理者側システム 施設管理

メールの表題・本文の文言設定ができること。

・予約受付／取消メール

・利用許可／不許可メール

・抽選受付／取消メール

・当選／落選通知メール

・利用者登録済メール

・支払期限通知メール

・利用日お知らせメール

161 管理者側システム 施設管理

各種帳票のタイトル、文言、項目名が設定できること。また、それぞれ施設毎に設定ができる

こと。

・予約受付／取消票

・施設利用許可申請書

・備品利用許可申請書

・施設利用変更許可申請書

・施設利用許可書

・備品利用許可書

・施設利用変更許可書

・減免申請書

・減免決定通知書

・不許可通知書

・納入通知書

・領収書

・還付申請書

・利用者登録済証

162 管理者側システム 施設管理
処理記録を照会することができること。処理分類、処理名、処理実施職員ＩＤ、処理年月日、

処理時間、施設名、施設内の場所、受付番号、利用者番号の項目で絞り込みができること。

163 管理者側システム 施設管理 利用者端末からのアクセスした件数は、ＰＣ、携帯電話毎の件数が把握できること。

164 管理者側システム 施設管理 利用者端末からの申込件数は、ＰＣ、携帯電話毎の件数が把握できること。

165 管理者側システム 施設管理 工事や設備の保守などに備えて特定の時間帯だけ施設を利用不可にできること。

166 管理者側システム 施設管理
職員情報は、ＩＤ、職員コード、職員名、所属名、役職名、メールアドレス、パスワード、有

効期間の設定ができること。

167 管理者側システム 施設管理 管理対象の施設に対してのみ職員がシステムを操作できるよう権限制御ができること。

168 管理者側システム 施設管理 年末年始など休館日が連続するときはインターネットからの予約を一定期間制限できること。

169 管理者側システム 空き状況照会・予約管理 住民側システムからダウンロードするファイル（利用者登録申請書など）を登録できること。

170 管理者側システム 空き状況照会・予約管理
利用目的や施設名を指定して、該当する施設の空き状況が検索できること。また、検索条件に

該当する複数施設の空き状況を同時に表示することができること。

171 管理者側システム 空き状況照会・予約管理
空き状況照会の表示期間は、１日、１週間分とを選択することができること。１週間分につい

ては、特定の貸出施設と全貸出施設を選択することができること。

172 管理者側システム 空き状況照会・予約管理 空き状況照会で、任意の曜日を指定した利用日の絞り込みができること。

173 管理者側システム 空き状況照会・予約管理 空き状況照会画面で、カレンダーから利用日を直接指定ができること。

174 管理者側システム 空き状況照会・予約管理
空き状況照会では、「本予約」「仮予約」「休館日」「貸出不可」「保守」の状態が視覚的に

わかりやすく表示されること。

175 管理者側システム 空き状況照会・予約管理

空き状況照会では、予約に関する項目（利用者番号、利用者名／団体名、受付番号、利用目

的、行事名称、利用人数、備品有無、収納状況、納入期限など）を１０項目程度表示できるこ

と。

176 管理者側システム 空き状況照会・予約管理
空き状況照会画面から、一度の手続きで複数の貸出施設、複数の利用日時の予約ができるこ

と。

177 管理者側システム 空き状況照会・予約管理

予約時には、既に登録されている利用者情報を呼び出すことができる。利用者情報は、利用者

番号、氏名（カナ・漢字）、電話番号、利用者登録状態（本登録・仮登録・有効期限切れ・ID

停止中など）で検索できること。また、氏名は、完全一致、前方一致、部分一致、後方一致で

検索できること。

178 管理者側システム 空き状況照会・予約管理 利用者登録していない人でも、予約時に氏名等を入力して予約できること。

179 管理者側システム 空き状況照会・予約管理 雨天などで施設が利用できない場合、還付処理でなく利用時期変更処理ができるか

180 管理者側システム 空き状況照会・予約管理
施設に付帯する備品等を予約することができること。冷暖房や夜間照明設備に関しては、季節

や利用時間から判断し自動的に予約することができること。

181 管理者側システム 空き状況照会・予約管理 予約申込時に必要事項（利用責任者名、利用人数など）の入力も行えること。

182 管理者側システム 空き状況照会・予約管理 予約申込時に行事名称の文字入力（４０文字程度）ができること。

183 管理者側システム 空き状況照会・予約管理 予約申込時にメモの文字入力（４０文字程度）ができること。

184 管理者側システム 空き状況照会・予約管理
入力した必要項目から、使用料が自動計算されること。また、利用者に減免情報が設定されて

いる場合は、減免額も自動計算されること。

185 管理者側システム 空き状況照会・予約管理 算定した使用料を職員が変更できること。

186 管理者側システム 空き状況照会・予約管理 支払い期限を自動で算定し、かつ、職員が変更できること。

187 管理者側システム 空き状況照会・予約管理

予約時に料金支払い済か否かを入力することができること。料金支払い済の場合、本予約とし

て許可書の発行も予約完了時に行えること。また、仮予約として許可書を印刷しないこともで

きること。

188 管理者側システム 空き状況照会・予約管理 利用者が予約可能の期間の範囲外であっても職員端末からは事前に予約申込可能であること。

189 管理者側システム 空き状況照会・予約管理

あらかじめ設定した期間（1日、１週間、１ヵ月、１年）、回数（コマ、利用日、受付番号な

ど）に従って、予約申込回数を制限（警告表示）できること。

また、複数施設の利用分をまとめて回数集計できること。

例：「１ヵ月あたり市内の全テニスコートで５回（５コマ）まで」など

190 管理者側システム 空き状況照会・予約管理 連続した利用日への予約申込を制限（警告表示）できること。

191 管理者側システム 空き状況照会・予約管理 利用目的毎に予約申込回数を制限（警告表示）できること。

192 管理者側システム 空き状況照会・予約管理 利用日時が重複した予約申込を制限（警告表示）できること。

193 管理者側システム 空き状況照会・予約管理
利用者の属性（市内／市外、個人／団体など）毎に予約申込回数を制限（警告表示）できるこ

と。

194 管理者側システム 空き状況照会・予約管理 予約申込完了後、利用者宛てに予約申込完了メールを送信できること。

195 管理者側システム 空き状況照会・予約管理
予約を１つずつ呼び出し、内容確認し本予約にすることができること。本予約完了後は、利用

者宛てに審査結果をメール送信できること。

196 管理者側システム 空き状況照会・予約管理
複数の予約をまとめて本予約にすることができること。本予約完了後は、利用者宛てに審査結

果をメール送信できること。



197 管理者側システム 空き状況照会・予約管理
予約申込時に行った料金計算結果と審査時に行った料金計算結果が異なる場合は警告メッセー

ジを表示のうえ、職員の判断により審査を行えること。

198 管理者側システム 空き状況照会・予約管理
連続利用や定期利用のパターンを設定して一度の手続きで複数の部屋、複数の利用日時を予約

申込できること。

199 管理者側システム 空き状況照会・予約管理 施設毎の空き状況や予約状況がわかる予約台帳印刷ができること。

200 管理者側システム 空き状況照会・予約管理

予約に関する帳票を印刷することができること。

予約完了時…予約受付票、利用申請書、利用許可書、利用変更申請書、利用変更許可書、減免

申請書、減免決定通知書、納入通知書（未納の場合）

審査完了時…利用申請書、利用許可書（または不許可通知書）、利用変更申請書、利用変更許

可書、減免申請書、減免決定通知書、納入通知書（未納の場合）

また、その時に不要な帳票は印刷しないことも選択できること。

201 管理者側システム 空き状況照会・予約管理
利用許可書には、発行発行職員ＩＤや発行日時の印字ができること。また、印字しないように

も設定できること。

202 管理者側システム 空き状況照会・予約管理
利用許可書には、利用者情報の印字ができること。また、印字しないようにも設定できるこ

と。

203 管理者側システム 空き状況照会・予約管理
施設ごと、業務ごとに各帳票の印刷可否をあらかじめ設定できること。（施設Aでは予約完了

時に許可書は印刷しないが、審査完了時に許可書を印刷するなど）

204 管理者側システム 空き状況照会・予約管理

空き状況照会画面から、予約状況（仮予約／本予約）を確認し、予約の詳細内容も確認できる

こと。予約の詳細内容確認画面から、各処理（利用者変更、予約変更、予約取消、審査処理、

利用実績入力、収納データ登録、還付・充当、受付票・申請書・許可書の印刷、受付メールの

送信）に進むことができること。

205 管理者側システム 空き状況照会・予約管理 取消処理後、必要がある場合は、そのままの流れで還付・充当処理へ進むことができること。

206 管理者側システム 空き状況照会・予約管理

空き状況照会とは別に、施設毎に利用者、利用日、受付日等から予約状況を検索することがで

きること。本予約・仮予約状態のもの以外に、取消した予約や抽選申込した予約も検索するこ

とができること。

207 管理者側システム 空き状況照会・予約管理
予約毎に最終更新日・更新者を確認することができると。また、過去の履歴情報も直前の内容

と比較しながら参照可能なこと。

208 管理者側システム 抽選申込
利用日が近づいた予約を持つ利用者に対して、利用日が近づいた旨通知するメールを自動で指

定した日時に送信できること。

209 管理者側システム 抽選申込 一度の手続きで複数の貸出施設、複数の利用日時を抽選申込できること。

210 管理者側システム 抽選申込 抽選申込時に必要事項（利用責任者名、利用人数など）の入力も行えること。

211 管理者側システム 抽選申込 抽選申込完了後、利用者宛てに抽選申込完了メールを送信できること。

212 管理者側システム 抽選申込 あらかじめ設定した抽選申込可能期間に該当する利用日に限り、抽選申込できる事。

213 管理者側システム 抽選申込

あらかじめ設定した期間（1日、１週間、１ヵ月、１年）、回数（コマ、利用日、受付番号な

ど）に従って、抽選申込回数を制限（警告表示）できること。

また、複数施設の利用分をまとめて回数集計できること。

例：「１ヵ月あたり市内の全テニスコートで５回（５コマ）まで」など

214 管理者側システム 抽選申込 利用目的毎に抽選申込回数を制限（警告表示）できること。

215 管理者側システム 抽選申込 利用日時が重複した抽選申込を制限（警告表示）できること。

216 管理者側システム 抽選申込
利用者の属性（市内／市外、個人／団体など）毎に抽選申込回数を制限（警告表示）できるこ

と。

217 管理者側システム 抽選申込 スポーツ施設などは特定のコートを指定せずに申込できること。

218 管理者側システム 抽選申込 複数の申込をセットにして申込し、一括で当落判定できること。

219 管理者側システム 抽選申込 抽選処理は、手動／自動で実行できること。

220 管理者側システム 抽選申込
抽選処理後、抽選結果を確定するまでは、当選・落選を変更できること。また、抽選結果を確

定した後は変更ができないこと。

221 管理者側システム 抽選申込 抽選結果メールは、手動／自動で送信できること。

222 管理者側システム 抽選申込
画面から抽選結果確認ができること。また、結果（当選落選）の一覧表を印刷することができ

ること。

223 管理者側システム 抽選申込
当選者が当選した予約を窓口で再度申請された場合、職員側で再度申請する処理ができるこ

と。

224 管理者側システム 抽選申込
施設毎に抽選に関するスケジュールを設定、登録できること。  抽選受付期間、抽選処理日

時、抽選結果メール送信日時、当選確認期間、随時申込開始日時等

225 管理者側システム 抽選申込 複数施設の抽選スケジュールを一括で設定、登録できること。

226 管理者側システム 料金管理 抽選スケジュールをCSVで出力できること。

227 管理者側システム 料金管理
使用料の収納金額の登録ができること。また、分割支払いにも対応ができ収納金額と入金日を

管理できること。

228 管理者側システム 料金管理
収納金額登録時には、収納場所が自動的に初期設定される仕組みがあること。また、収納場所

を修正することもできること。

229 管理者側システム 料金管理
日々の収納金額を確認できる日計表が印刷できること。印刷条件は、会計年度、収納場所、利

用施設、日計年月日、収納年月日をしていて作成できること。

230 管理者側システム 料金管理 納入通知書を発行できること。また、再発行もできること。

231 管理者側システム 料金管理
領収書を発行できること。分割支払いされた場合は、分割支払い毎の領収書も発行できるこ

と。

232 管理者側システム 料金管理

各種一覧表が印刷できること。

・調定表

・収入月計表

・過誤納一覧表

・未納滞納者一覧表

・還付済一覧表

・充当済一覧表

233 管理者側システム 料金管理 利用者からの申請があれば過誤納額の還付・充当（他予約への振替）ができること。

234 管理者側システム 料金管理 充当先の料金が少ないなどの理由で充当を行う際に余った金額を別途還付・充当できること。

235 管理者側システム 料金管理
還付処理では、還付率をもとに還付額が自動計算できること。取消日と利用日との期間に応じ

て、還付率が異なる場合でも自動的に計算すること。

236 管理者側システム 料金管理 還付申請書の印刷ができる事。

237 管理者側システム 料金管理

市や指定管理者が決済事業者と契約した場合、コンビニ支払いによる入金管理等が行えるこ

と。（市の所属別、指定管理者別に金額集計等の管理が可能で、市と指定管理者ごとに施設使

用料を受け取れること。）

238 管理者側システム 料金管理
納入期限が近づいた予約を持つ利用者に対して、支払い期限が近づいた旨通知するメールを自

動で送信できること。

239 管理者側システム 料金管理 支払い期限通知メールは送信時刻を指定できること。

240 管理者側システム 統計 本予約の場合は通知しないなど、予約の状態によって通知有無を指定できること。

241 管理者側システム 統計 月別／時間帯別／曜日別／利用目的別に施設の利用件数と人数を集計し印刷できること。

242 管理者側システム 統計 月別／時間帯別／曜日別に施設の稼働率を集計し印刷できること。

243 管理者側システム 統計 月別／時間帯別／曜日別に施設の利用料金を集計し印刷できること。

244 管理者側システム 統計 備品予約に関する利用件数と利用料金を集計し印刷できること。

245 管理者側システム 統計
利用者の区分別（圏域、営利、年齢（大人、高校生以下）など）に施設の利用件数と人数を集

計し印刷できること。

246 管理者側システム 統計 利用者の区分別（圏域、営利、年齢など）に施設の利用料金を集計し印刷できること。

247 管理者側システム 統計 日別、月別、年別に仕様利用料金を集計し印刷できること。



248 管理者側システム 統計
登録利用者人数推移状況を集計しグラフ表示できること。また、集計結果をＣＳＶで出力でき

ること。

249 管理者側システム 統計
利用者登録データをCSVで出力できること。また、出力するＣＳＶの列を指定することができ

ること。

250 管理者側システム 統計
施設利用データをCSVで出力できること。また、出力するＣＳＶの列を指定することができる

こと。

251 管理者側システム 統計
備品利用データをCSVで出力できること。また、出力するＣＳＶの列を指定することができる

こと。

252 管理者側システム 統計
抽選申込データをCSVで出力できること。また、出力するＣＳＶの列を指定することができる

こと。

253 管理者側システム 利用者管理
調定・収納データをCSVで出力できること。また、出力するＣＳＶの列を指定することができ

ること。

254 管理者側システム 利用者管理 利用者登録情報は、個人と団体とそれぞれ管理できること。

255 管理者側システム 利用者管理

利用者登録時には、以下の入力項目について必須項目設定設定ができること。

・代表者名

・構成メンバー

・生年月日

・住所

・電話番号

・メールアドレス

256 管理者側システム 利用者管理
団体利用者登録では、代表者情報と連絡先情報をそれぞれ管理できること。また、メールアド

レスもそれぞれ登録ができ、送信先を選択することができること。

257 管理者側システム 利用者管理
個人利用者登録では、勤務先（学校名）情報と送付先情報も管理できること。また、メールア

ドレスもそれぞれ登録ができ、送信先を選択することができること。

258 管理者側システム 利用者管理
パスワードは４～１５桁半角英数字で管理することができること。登録後は暗号化して、他人

が確認出来ないような仕組みをもっていること。

259 管理者側システム 利用者管理

有効期限は、初期設定として登録日から1ヵ月～１年間、２年間、３年間、月末、年末、1年後

の年末、2年後の年末、年度末、1年後の年度末、2年後の年度末を設定することができるこ

と。また、無期限にも設定できること。なお、初期表示後、修正して任意の期間を入力するこ

ともできること。

260 管理者側システム 利用者管理
利用者登録情報で、利用可能施設の範囲を設定することができること。職員毎に設定範囲を設

定することで、権限の無い施設情報を設定しないような仕組みがあること。

261 管理者側システム 利用者管理 利用者登録情報で、市内／市外や営利／非営利など料金計算に必要な情報が設定できること。

262 管理者側システム 利用者管理 団体利用者登録では、構成員の氏名等を管理することができること。

263 管理者側システム 利用者管理 利用者番号は数字１～10桁で管理できること。

264 管理者側システム 利用者管理 利用者登録済証を印刷できること。また、利用者登録が完了した旨メール送信できること。

265 管理者側システム 利用者管理 利用者登録済証の性別欄の印字有無を設定できること。

266 管理者側システム 利用者管理
減免情報設定ができること。減免情報は、対象施設、減免対象料金範囲、適用期間、減免理

由、減免額または率、端数処理有無を登録できること。

267 管理者側システム 利用者管理
新規利用者を登録するときに、重複チェックを行える機能があること。また、重複チェックを

おこなう項目を任意設定することができること。

268 管理者側システム 利用者管理
既に登録されている利用者登録情報から、重複している利用者情報を検索することができるこ

と。重複している項目の検索条件は任意設定できること。

269 管理者側システム 利用者管理 仮登録者を本登録者として登録することができること。

270 管理者側システム 利用者管理 利用者ＩＤを停止することができること。停止日、停止理由を管理することができること。

271 管理者側システム 利用者管理 利用者登録内容の個別カスタマイズができる事（性別、生年月日等）

272 管理者側システム 利用者管理 利用者ログイン時に表示するお知らせ情報を登録できること。

273 管理者側システム 利用者管理
登録利用者一覧表を作成できること。一覧表作成画面では、登録年月日、有効期限、最終利用

日、登録施設名、利用可能施設名、申込回数、取消回数等を条件として指定できること。

274 管理者側システム 利用者管理
利用者情報の最終更新日・更新者を確認することができると。ま た、過去の更新履歴情報も

直前の内容と比較しながら参照可能なこと。

275 管理者側システム その他
複数の利用者に対して一括で利用者登録状態（有効期限の更新・

ID停止・ID停止の解除・登録抹消）を変更できること。

276 管理者側システム その他
利用者向けに送信したメールの記録（送信日時、送信元メールアドレス、送信先メールアドレ

ス、件名、本文、送信実施職員など）を照会できること。

277 管理者側システム その他 自社開発システムであること。

278 管理者側システム その他 自社でソフト保守やシステム改修を実施することが可能なこと。

279 管理者側システム その他 ＬＧＷＡＮからもＡＳＰ方式でシステムに接続できること。(管理者)

280 管理者側システム その他
管理端末がインターネット経由の場合、なりすましによるログインを防止する手法が設定可能

なこと。（例：IPアドレスによる制限等）


