
【別紙3】

審査基準（提案審査）

５点（非常に良い）、４点（良い）、３点（普通）、２点（やや劣る）、１点（劣る）、０点（記載なし等）

1 事業者概要

設立年月日、資本金、主な株主、社員数等。
本市が契約するにあたり信頼できる企業であるか。

沖縄県内における本社、支社、営業所等の所在地。
沖縄県内に保守管理等迅速に行うことのできる拠点が設置されているか。

②事業内容 業務遂行が可能な企業であるか。　

③３年以内の本市に
おける契約実績

④３年以内の他市に
おける契約実績

2 提案概要

本事業に係るシステム導入体制（体制図）、システム稼働直後の支援体
制、システム保守管理体制、年度更新作業が想定される場合の支援体制
等、プロジェクト管理体制が明確になり、信頼できる体制となっているか。

協力連携事業者がいる場合、協力連携事業者との役割分担、資格、要員、
組織構成、目的等が明確になっているか。

進捗管理、品質管理、課題・障害管理、コミュニケーション管理手法等、円
滑にプロジェクトを管理・推進するための手法がが明記されているか。

本市の作業負担が軽減される導入スケジュールとなっているか。（カスタマ
イズ・サブシステム構築に係る打ち合わせ等も含む。）

トラブルが発生した場合等にも対応できる余裕のあるスケジュールとなって
いるか。（半導体の不足による納入の遅れ等）

受託者と市の作業区分が明確になっているか。

システム導入における打合せ等において、通常業務に支障をきたさないよ
う、本市の作業負担は極力軽減されたものとなっているか。

3 提案システム

那覇市規模（30万人都市）の利用による性能が担保されているか。
模式図等を用い、システムの全体像が分かりやすく記載されているか。

提案するシステムの特徴、特性、導入効果、導入実績等明示されている
か。

システム機能要件証明書において、要求している機能がシステムにて担保
されているか。

利用施設・人員の規模に十分耐えうるレスポンス性能が担保されている
か。

②システム機能 10
35

①提案システム概要 10

④受託者と本市の作
業区分

5

③実施スケジュール 10

②実施体制 10

35

①提案コンセプト
本事業の目的を達成できる手法や考え方、取り組み、運用に対する方針、
想定される課題・リスクに対する考え方等について明記されているか。 10

10

①提案者の基本情報

参考

直近３年以内に本市及び県内他市町村もしくは県外における那覇市規模
（30万人都市）のシステム導入実績があり、誠実に履行されているか。
システム稼働実績・経歴から安全性・安定性を推察できるか。

10

審査項目 評価の視点
項目
配点

配点



③画面構成・操作性
特別な知識を持たない職員にとっても見やすい画面構成及び操作性が配
慮された設計となっているか。 5

カスタマイズ・サブシステム構築方法・保守方法が明示されているか。

市の作業負担に配慮した設計となっているか。
制度変更や連携システムの変更等柔軟に対応できる設計になっている
か。

4 システム構成

那覇市規模（30万人都市）の利用可能な性能が担保されているか。
使用者の使いやすさに配慮した機器構成となっているか。

トラブル等が発生した場合、対応がしやすい機器となっているか。
(交換部品の入手のしやすさ・メーカーサポート等）

②周辺機器
バックアップ装置等必要とされる設備等が構成に含まれているか。
使用者の使いやすさに配慮した機器構成となっているか。 5

業務処理に支障のない性能が担保されているか。
DBサーバーは運用上必要とするデータ保存に対応できる容量が確保され
ているか。

安全性、耐障害性を考慮し、システム運用及び管理が円滑に実施できる冗
長構成となっているか。

④ソフトウェア 利用施設・人員の規模に十分耐えうるレスポンス性能が担保されているか。 10

職員認証は二段階認証を採用し、使用者限定できる方法となっているか。

個人情報保護について、ウイルス対策方法等が明示されているか。
情報漏洩を防ぐ対策方法が具体的に明示されているか。

5 運用体制

冗長性確保の手法・システム手法等、安全性、安定性の担保の方法が具
体的に示されているか。

システムの稼働監視、性能監視、障害通報機能の仕組みは障害の早期発
見、早期復旧が期待できるものか。
障害発生時の迅速な対応が検討されているか。

定期的な自動バックアップ機能を有し、大量データを安全かつ高速にバック
アップできる構成となっているか。

障害時にリカバリーする必要があるときは容易に確実に実施できるバック
アップシステム構成となっているか。
リカバリー等を行う際、迅速に対応できる体制・本市職員に負担がかからな
いような体制となっているか。

現行システムからのデータ移行について、安全な移行手法が示されている
か。

契約終了時の次期システムへの移行データ提供方法、支援協力内容等が
具体的に明示されているか。

基幹系システム等必要な情報を連携する方法が具体的に明示されている
か。

基幹系システム等が変更になった場合も対応できる方法となっているか。
トラブル等が発生した場合、対応できる方法となっているか。

6 保守管理

ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク等すべて含めた上での保守となっ
ているか。

④基幹系システム等
との連携方法

5

③データ移行の手法 10

②データバックアップ 10
35

①安全性・安定性 10

⑤セキュリティ 5

40

①システム機器 10

③サーバー 10

④カスタマイズ・サブ
システム

10



導入したサーバ、ハードウェア設備に関し、故障修理や部品交換、定期の
点検及び清掃、設備環境の維持保全、機器の正常動作を確保するため設
定等、一切の保守業務となっているか。

システム運用期間中の業務アプリケーションや基本OS等のソフトウェアに
関し、セキュリティパッチ適用、バグ対応等の保守業務を実施するか。

ハードウェア保守及びソフトウェア保守業務ともにシステム利用に支障のな
い日程で実施できるか。

障害が発生した際、迅速な対応が可能か。（初動対応までの所要時間・日
数、復旧までの手法等）

③サポート体制
サポートデスクの設置、定例会議等のサポート体制が構築されているか。
サポートの窓口が一元化されているか。 5

④研修体制
本稼働前に操作研修等必要な研修を実施できる体制となっているか。
マニュアル等操作に必要な情報が提供できる体制となっているか。 5

7 提案事項

本市における課題（業務効率化・ペーパーレス化等）について、導入システ
ムを活用した具体的な提案がなされているか。

提案事項が提案上限額以内で実施可能か。

合計 200

10
①提案事項 10

②保守日程 10

35

①保守管理業務 15



機能審査評価基準

　　　　　　　　×→カスタマイズ対応不可                     

項目 機　　能　　要　　件
要求

レベル
配点

1 厚生労働省提示の各種様式のデータ登録、訂正等の管理、印刷ができること。 必須
2 ID、パスワードによる認証機能を実装していること。 必須
3 那覇市・包括職員（ＩＤ）毎に、業務機能単位（閲覧、登録、訂正、削除等）のデータ使用権限を管理できること。 必須
4 IDは直接入力式、ドロップダウンリスト選択式のどちらかが選択できること。 有効
5 次回システム起動時、前回選択したIDを初期値として保持すること。 有効
6 那覇市・包括職員毎にアクセスできる管轄(那覇市、包括)を任意に管理できること。 必須
7 利用権限は、包括単位などにより一括管理ができること。 必須
8 那覇市及び包括職員が閲覧できる掲示板を用意し、那覇市・包括から掲示ができること。 必須
9 掲示板・メールにおいて、データの添付ができる機能を有すること。 必須
10 掲示板・メール・コメント機能を有する場合、未読通知等、把握ができる機能を有すること。 必須

11
帳票(地域包括支援センター定例会、各専門部会等)及びその他ファイルの共有機能（ファイルサーバ）を有すること。また登
録したファイルを上書き、更新が可能であること。

必須

12 利用者検索の画面で死亡者・市外に転出者など異動事由と異動日、那覇市での最終担当包括が表示されること。 必須
13 利用者検索の画面で「住民票開示制限者」が表示されること。（マーク等が表示されること。） 必須

14
氏名（漢字・カナ、名前の一部）、利用者番号、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、被保険者証番号、郵便番号、世
帯番号、高齢者世帯等で検索できること。その複合条件（and）による検索ができること。検索画面は大きく見やすいこと。

必須

15 検索結果について、氏名・生年月日・住所等個人を特定しやすい情報が表示されること。 必須
16 検索履歴が残ること(10件程度） 有効
17 担当者、要介護度、支援状況等、業務効率が向上する検索方法が実装されていること。 有効

18
検索結果から対象者を選択し、利用者情報入力、総合相談入力、支援経過記録入力、アセスメント入力、介護予防ケアプラ
ン入力のそれぞれにワンクリックでジャンプ可能なこと。

有効

19 1～12ヶ月の任意の範囲を指定して、その期間内に要介護度認定期限が切れる利用者が検索可能なこと。 必須
20 1～12ヶ月の任意の範囲を指定して、介護予防サービス計画書を作成しなければならない対象者が検索可能なこと。 有効
21 氏名の検索（かな）は、小文字のままでも検索可能なこと。 有効

22
検索及び文字入力の際、全角・半角のどちらでも検索可能なこと、もしくは検索可能な文字へ変換する等サポート機能を有
すること。

有効

23 検索する文字列のついて、文字列に空白が挿入されている場合についても検索できること。 有効
24 利用者検索の画面はどの画面からでも表示させることが可能なこと。 必須
25 アクセスログの管理が可能なこと 有効
26 被保番を入力するとアドレスタックに郵便番号・住所・氏名の印刷できること。 有効
27 利用者を指定したまま利用者を引きついで他業務への遷移が可能なこと。 必須
28 業務を固定したまま、次の利用者の処理が可能なこと。 必須
29 カナ氏名などカタカナの入力が必要な部分には、漢字名称をいれたときに自動的に入力するサポートが可能なこと。 有効
30 複数の端末から同一利用者の支援記録等の閲覧が同時にできること。 有効
31 システム内の時刻設定について、自動修正・更新の機能を有すること。（遅延が発生しないこと。） 必須
32 外部提供のあった資料・紙媒体の資料について、スキャナー等で取り込み保存することができること。 必須
33 入力漏れ・帳票の出力漏れ等、エラーメッセージが表示されること。 有効
34 メモを個人ごとに作成、修正、削除ができ、個人検索した際、メッセージがポップ表示、注意喚起などが表示できること。 有効
35 メール機能において、サーバー等、リンクが貼り付けできること。 有効
36 データ出力する際、被保険者番号も項目に入る。 有効

37
包括毎・市全体でのデータを出力する際にシステム内で保持している項目を任意に選択し出力する機能を有すること。（年
齢、性別、利用サービス、介護度、有効期間等）

必須

38 同居者等家族から検索ができること。 有効
39 担当しているﾌﾟﾗﾝﾅｰの氏名から利用者が検索できること。 有効

40 利用者の利用者情報・現況を登録できること。（メモが自由入力できること） 必須
41 利用者基本情報に登録されている全情報を基に帳票出力ができること。 必須
42 利用者基本情報の作成担当者が自動表示され、登録できること。 必須
43 利用者情報に委託の居宅介護支援事業者名を登録でき、その事業者名からも対象者の検索ができること。 必須
44 避難支援希望者が追加、「あり・なし」の項目選択ができること。 必須

45
項目【ADL情報、障害等認定、本人の住環境、世帯の情報、経済状況、現病歴・既往歴、医療機関情報と経過、薬剤情報、
現在利用しているサービス】の項目選択とフリー入力ができること。

必須

46 障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）及び認知症高齢者の日常生活自立度が管理できること。 必須
47 現病歴、既往歴は一度登録した後でも簡単に印刷順位の入れ替えが可能なこと。また、複数登録可能なこと。 必須
48 利用者の支援の頻度（支援期間）の登録ができること。また、期間検索ができること。 必須
49 継続支援ケースであるかチェックでき、チェック対象者の集計出力ができること。 必須
50 同一世帯番号で登録している利用者の情報を利用者基本情報の連絡先欄に取込みことができること。 有効
51 同一世帯番号で登録している利用者の情報を確認する機能を有すること。（リスト表示・検索表示等） 有効
52 要介護度情報及び介護予防・日常生活支援総合事業対象者情報について、履歴管理できること。 必須
53 世帯番号、高齢者世帯、家族構成、独居区分を登録可能なこと。 必須
54 利用者の家族構成図（ジェノグラム）を業務システム内で作成し登録できること。 必須
55 家族構成図が容易に作成できること。 必須
56 利用者の受給者台帳情報をＣＳＶ連携により登録できること。（Ｉ／Ｆは別途調整） 必須
57 前述の受給者情報ＣＳＶデータの連携については、バッチスケジュール登録などにより自動処理する機能を有すること。 必須

58
介護保険情報の一覧は、地域包括支援センター、委託先居宅介護支援事業所、利用者、担当者、任意の基準日を指定して
その受給者が印刷可能なこと。また、認定期限切れの利用者も印刷可能なこと。

必須

59
利用者基本情報の認定情報については、住民基本台帳データなどの基幹系システムに合わせた取込ができること。（Ｉ／Ｆは
別途調整・基幹系システムからのデータ提供方法が変更した場合は、無償対応すること）

必須

60 利用者基本情報について、CSVデータでの一括出力が可能なこと。（市全体、包括毎等） 必須
61 利用者基本情報シートは、国に準拠していること。 必須

62 利用者基本情報シートの入力で、所属機関欄は利用者情報で登録している地域包括支援センターが自動で入力されること。 必須

63 利用者基本情報シートのフォーム（様式）の印刷が可能なこと。 必須
64 介護保険サービス事業所の情報が管理できること。 必須

　　　　　　　　△→カスタマイズ対応（有償）

○要求レベル　　必須→業務に支障をきたす

　　　　　　　　有効→業務に支障をきたすほどではないがあれば助かる

○機能証明　     対応可否

　　　　　　　　◎→標準対応

　　　　　　　　○→カスタマイズ対応（無償）

〇共通機能

(ア)共通機能

○相談共通

(イ)利用者基本情報

15

15

【別紙３】

1



65 「基本情報」に「チェックリスト」へ遷移するボタンをつけること。 必須
66 事業所・事業ごとの全印刷ができること。 必須
67 在宅福祉サービスの利用状況が確認できること。 有効
68 医療保険に関する情報が入力できること。 有効

69 支援区分「強化支援中」「支援中」「依頼時対応」「支援終了」等の項目が選択できること。 必須

70
項目【相談日、相談方法、相談者（氏名・住所・電話・続柄）、件名、相談内容、対応内容】が相談毎に入力できる。相談日は
カレンダーより入力可能。相談受付情報（新規・継続）を自動判定、登録できること。また、相談記録を印刷できること。

必須

71 匿名者を複数管理でき、後から利用者が判明した場合はそのデータを実利用者名に変更することができること。 有効
72 項目【対応者】が自動表示され、登録できること。 必須
73 統計必須項目【相談日、相談方法、相談区分】等が入力漏れの場合、エラーメッセージが表示されること。 必須
74 相談受付履歴を受付日付順に見ることができ、印刷はＡ４サイズに数日分、両面印刷をすることができること。 必須

75
項目【虐待ケース報告・孤独死ケース報告】が追加、報告日付がカレンダー入力ができること。相談記録と同一画面で各種報
告物【虐待ケース報告】【孤独死ケース記録】に画面遷移、報告書が作成でき、相談記録に反映され、総括票などで提出状況
の管理ができる.

有効

76 相談記録はコピー・上書き保存ができる。保存されていないデータがある場合、メッセージが出ること。 必須
77 総合相談内容の検索結果一覧はEXCEL・CSV出力・印刷が可能なこと。 有効

78
各事業の各担当が入力した記録【支援経過・相談記録】が総合画面（同一画面）で見ることができ、数日分の印刷ができるこ
と。

必須

79
【支援経過・相談記録】の総合画面(同一画面）で見た際、【相談記録】の相談日、相談方法、相談者、件名、相談内容・対応
内容などが自動表示されること。

必須

80
相談記録の【相談区分】ごとの利用者名簿（被保番、センター名記載あり）が各センター別、設定した期間で検索ができ、実人
数の利用者名簿が印刷できること。

必須

81
相談記録の相談方法別、相談区分別、事業別の実人数・延人数が自動的に集計され、各センター別、全体、設定した期間で
検索ができ、統計が取れること。新規・継続、相談時間、相談内容、対応内容などの統計情報が出力できること。各支援セン
ター別に相談数などを新規利用者・既利用者別に集計できること。

必須

82 個別の相談票が出力でき、無駄な空白行は印字しないこと。 有効
83 【相談記録】の文例テンプレートが作成でき、変更を可能とすること。 有効
84 指定した日付・期間毎に相談日誌が出力できること。 必須
85 相談記録について、閲覧制限（市のみ閲覧可能）等の設定機能を有すること。 有効
86 複数の事業所が相談記録入力している場合において、担当包括が設定されること。 有効
87 高齢者虐待ケースで帳票作成がされていない場合、メッセージが表示、メッセージ表示／非表示の操作が可能とすること。 有効
88 相談区分等任意の項目設定が可能なこと及び項目ごとに集計が可能なこと。 必須
89 他業務区分において入力した記録を日報へリンクもしくは転記する機能を有すること。 有効

90 虐待帳票の市区町村調査票（国報告）の入力、修正、印刷、集計、Excel、CSV出力できること。 必須

91 登録された虐待対応情報から、市区町村調査票（国報告）の集計が可能なこと。調査票変更時には変更を可能とすること。 必須

92 高齢者虐待対応帳票（EXCELファイルやWORD文書）をリンクさせること。帳票の変更時には差し替えを可能とすること。 必須

93
登録された虐待対応情報から、市区町村調査票や等を作成することができ、CSV等で出力・帳票印刷ができること。提出状
況等を市全体、包括ごと、年度ごとに管理・集計ができること。帳票の変更時には差し替えを可能とすること。

必須

94
相談記録の相談対処区分【虐待ケース報告・孤独死ケース報告】の名簿（被保番・センター名・日付・帳票提出状況一覧）の
印刷が・Excel・CSV出力ができ、市全体、包括ごと、年度ごとに提出状況の管理ができる。

必須

95
虐待ケースについて、市全体、包括ごとにケース一覧出力ができること。（被保番、氏名、生年月日、帳票の作成状況等、任
意の項目を選択し出力ができること。）

必須

96
包括別に【高齢者虐待に関する講話】【高齢者虐待以外に関する講話】【その他の地域広報等】が入力・履歴管理・印刷（会
議別・一覧）ができること。内容を入力する箇所にはデフォルトで日時・場所、目的、参加者、参加人数、内容などの項目が入
力、表示されること

必須

97
包括別、年度ごとに【高齢者虐待に関する講話】【高齢者虐待以外に関する講話】【その他の地域広報等】は、項目ごと、月ご
とに、対象期間の開催数の実績、日時、内容、参加人数が一覧で出力できること。

必須

98
成年後見制度の相談記録には、類型、進捗状態、申立者、家裁申立ての有無、後見人氏名など必要な項目を設置できるこ
と。それらを反映した成年後見申立支援者リストが出力できること。

必須

99
成年後見申立支援者リストの抽出・集計については、任意の条件（期間、進捗状態毎や、包括毎など）の設定ができること。
成年後見申立支援者リストはCSV形式で出力できること。

必須

100 相談協力員の見守り依頼・訪問の履歴が確認できること。 有効

101
利用者情報に「避難支援希望」の登録ができ、利用者情報画面にて確認できる他、帳票：利用者基本情報に、「避難支援希
望者名簿登録あり」と表示されること。

有効

102
避難支援希望者のみに関する情報（利用者基本情報内に記載されたデータ。氏名住所のほか介護度や緊急連絡先など含
む）が、CSVで出力できること。

有効

103
包括別に【見守り支援地域会議（ネットワーク構築の会議）】が入力・履歴管理・印刷（会議別・一覧）ができること。内容を入
力する箇所にはデフォルトで【日時・場所】、【目的】、【参加者】、【内容】の項目が表示されること。

必須

104
包括別に【相談協力員連絡会議】が入力・履歴管理・印刷（会議別・一覧）ができること。内容を入力する箇所にはデフォルト
で【日時】、【出席者】、【内容】、【所感と次回計画など】の項目が表示されること。

必須

105
【相談協力員連絡会議】【ネットワーク構築の会議】は、会議ごと、月ごとに、対象期間の開催数の実績が一覧で出力できるこ
と。

有効

106
個別支援対象者の記録には、相談種別、初回相談時以降の進捗状態（「強化支援中」「支援中」「依頼時対応」「支援終
了」）、緊急レベル、訪問間隔、虐待有無など必要な項目が設定できること。必須項目入力漏れの場合、メッセージが出るこ
と。

必須

107
訪問間隔は、開始時点を設定して間隔を選択できること。訪問間隔を設定した場合、次回訪問時期が自動で表示されるこ
と。実際に訪問した月がずれた場合、再度開始時点を設定できること。

必須

108
相談記録にてステータスが「強化支援中」「支援中」となっている利用者情報を、個別支援リストとして作成（出力日時点終了
したものを除く）、編集可能な形式で出力できること。

必須

109
個別支援リストの抽出・集計については任意の条件（期間・訪問月・市全体・包括毎など）の設定ができること。登録された対
象者情報のCSVデータが出力できること。

必須

110
相談協力員見守り訪問依頼内容の記録・出力ができること。記録は対象者の日報に入力できること。内容を入力する箇所に
は、デフォルトで【依頼日】、【依頼内容】、【対象者】などの項目が表示されること。帳票は、相談協力員の氏名で抽出し、出
力できること。

必須

111 市全体、包括毎の相談協力員見守り訪問依頼件数の集計・出力ができること。 必須

112
相談協力員自主活動報告書が記録・出力できること。記録は対象者の日報に入力できること。内容を入力する箇所には、デ
フォルトで【対象者】、【期日】、【内容】の項目が表示されること。帳票は、相談協力員の氏名で抽出し、出力できること。

必須

113 市全体、包括毎の活動件数の集計・出力ができること。 必須

114
対象期間の月ごと相談協力員見守り訪問依頼件数、相談協力員自主活動報告件数、相談協力員連絡会議開催数が、相談
協力員実績数としてまとめて出力できること。

有効

(ウ)相談記録（総合相談支援事業）

(エ)権利擁護業務

(オ)災害時要支援者

(カ)見守りネットワーク事業

○事業対象者関連

(キ)事業対象者選定
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115 基本チェックリストの履歴管理及び印刷ができること。 必須

116 基本チェックリストの項目は厚労省の指定項目が管理可能なこと。 必須
117 地域支援事業サービス実施前後の状態比較ができること。 有効
118 地域支援事業サービス提供後の評価ができること。 有効
119 調査対象者の情報（氏名、被保険者番号など）を任意の条件で抽出し、CSV形式で出力及び印刷できること。 必須

120
基本チェックリストのリスク判定（運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、閉じこもり予防・支援、認知症予防・支
援、うつ予防・支援）は、自動判定でき、判定結果(事業対象者、非該当)の集計、印刷ができること。

必須

121 身長及び体重が登録でき、BMI値が自動で計算されること。 必須
122 基本チェックリストの実施履歴、各項目及び判定結果は画面上で時系列で参照し、印刷できること。 必須
123 基本チェックリストの入力画面上で、前回の実施記録と比較ができること。 必須
124 調査対象者の抽出は、市または包括単位により出力が可能なこと。 有効

125
基本チェックリスト実施者すべて、もしくは調査対象者のみを選択して一覧が出力できること。また市及び包括ごとに集計(項
目別等)及び帳票作成、印刷ができること

有効

126 基本チェックリストの一覧表は、実施した日付を範囲指定して出力可能なこと。 必須

127 基本チェックリストの状態（決定者の選定理由、必要な予防事業プログラムなど）により対象者の抽出が行えること。 有効

128
基本チェックリスト送付の案内が出力でき、利用者基本情報から取得した氏名や住所等が印字されること。また任意に文言
を編集できること。

有効

129
基本チェックリストに判定結果、本人の同意の欄、氏名、住所、生年月日は自動入力され、希望するサービス内容及び健康
状態等の市独自指定項目を追加できること。

必須

130 基本チェックリストの入力画面上で「把握経路」「処遇」の項目について、項目の選択ができること（リスト式等） 必須
131 「把握経路」「処遇」包括ごと・市全体・期間等任意の項目を選択し、集計表・CSV形式での出力ができること。 必須
132 基本チェックリストの項目別に対象者・期間（複数年度）を選択し集計表・CSV形式での出力でができること 必須

133 介護予防サービス・支援計画書の登録済データは履歴管理ができること。 必須
134 利用者毎に履歴管理が可能で、効率的な画面遷移ができること。 必須
135 介護予防サービス週間利用計画の登録、訂正等の管理、印刷ができること。 必須
136 効率的にプラン作成ができるように、他プラン複写、文章参照登録などの作成補完機能が実装されていること。 必須
137 介護予防サービス・支援計画書厚生労働省指定A3様式またはA4様式を選択して印刷できること。 必須
138 市独自の介護予防サービス・支援計画書を選択して記入、印刷できること。 必須
139 A3様式、A4様式にかからわず、サービス担当者会議の要点を登録し、履歴管理が可能なこと。 有効
140 介護予防・日常生活支援総合事業対象者についても計画書の作成が可能なこと。 必須
141 サービス事業所または、地域支援事業に関しては、マスタより選択可能なこと。 必須

142
現行相当以外の独自サービス（訪問型サービスＡ等）の独自加算について、事業所マスタ登録の際、当該加算の取得有無
が分かるよう入力、選択が可能であること。

必須

143 暫定プラン作成中の区分が登録でき、介護予防サービス支援計画表の印刷時に「暫定プラン」と表示可能なこと。 有効
144 作成中に以前の計画が参照できること。 有効
145 介護予防サービス・支援計画書シートのレイアウトに直接入力できること。 有効
146 利用票の作成は、介護サービスを選択することから始め、条件を選択していくことで、サービスコードの抽出が可能なこと。 必須
147 利用票の作成は、介護予防事業者のマスタで設定した体制を参照してサービスコードの抽出を行うこと。 有効
148 利用票は、休日マスタにより、指定日を休日として見やすく表示すること。 有効
149 利用票は、前回分（直近分）を含めて全ての履歴の中からコピーが可能なこと。 有効
150 利用票に入力された予定を、一括で実績に複写できること。また、その逆も可能なこと。 有効

151
利用票の入力内容から、何曜日の何時から、どの事業所で何のサービスを利用するかが分かりやすいカレンダー形式の帳
票が出力できること。

有効

152 利用票の前月利用者の一括コピーが包括毎、担当者毎に実行可能なこと。 必須

153 利用票の前月利用者の一括コピーは、1ヶ月から3ヶ月迄指定して作成が可能なこと。 有効
154 利用票／提供票の印刷は、予定または実績から選択することが可能なこと。 必須
155 初回加算の算定可能者に対して、警告メッセージなどを表示して注意を促すこと。 有効

156
利用票のデータをもとに、各包括別に介護予防サービスのサービス種類ごとの利用件数、介護予防サービス事業所の利用
者数等の情報が出力可能なこと。

必須

157 担当者毎の利用票作成件数の表示が可能なこと。 必須

158
介護予防・日常生活支援総合事業のみなし及び市町村独自事業（A1～A8）のサービスコードをCSV形式でマスタに取り込む
ことが可能なこと。

必須

159
介護予防・日常生活支援総合事業のみなし及び市町村独自事業（A1～A8）のサービスコードが入力でき、介護予防と同様に
利用票／別表が出力できること。

必須

160 事業所別に提供票を一括して印刷する際、表紙が「○○（事業者名）様」と表示されること。 有効

161 利用票から、週間サービス計画書への取り込みが可能なこと。 有効

162
計画作成担当者ごとに、プランの最新履歴、支援経過記録の最終入力日、モニタリングの最終実施日、担当者会議の最終
実施日、基本チェックリストの最終実施日等が、業務システムに入力された情報から利用者ごとに一覧で表示、印刷及び
CSV等で出力可能なこと。

必須

163
サービス評価期間は、支援計画書のサービス提供期間が初期表示され、初期表示後はユーザにおいて変更することも可能
なこと。

必須

164
包括から居宅介護支援事業所に委託する対象利用者、期間、委託先の管理が行えること。また、CSV等の出力ができるこ
と。

必須

165 委託先別に、給付する介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費の額及び件数が分かる帳票を出力できること。 必須
166 ケアプランの作成理由が入力できること。 有効

167 LIFE（科学的介護推進）の情報等の連携・フィードバック等の機能を有する。 有効

168
介護予防支援経過（サービス担当者会議の要点を含む）は履歴タイプで日毎に検索でき、時系列印刷ができる。記録入力者
が入力・表示できること。

必須

169
介護予防支援経過（サービス担当者会議の要点を含む）の中からサービス担当者会議録のみを検索可能とし、履歴タイプで
時系列印刷ができること。

必須

170 任意の文字列を指定して、過去の支援経過記録から、その指定した文字列を含む記録が抽出できること。 有効
171 登録した文章は、システム上だけにとどめて帳票には印刷しないように支援経過記録ごとに選択可能なこと。 有効
172 要支援、要介護度の認定がない対象者でも、支援経過の登録ができること。 必須
173 介護予防支援経過の登録に際しては、総合相談から参照して登録が可能なこと。 有効
174 介護予防支援経過の内容は、登録後でも表示順位を入れ替える事が可能なこと。 有効

175 介護予防支援経過において、総合相談内容、ケア支援内容の文章の複写が可能なこと。 有効

176 介護予防支援経過の印刷において、表示順位順または、年月日の降順に印刷が可能なこと。 有効

177 介護予防支援・サービス評価表の登録、訂正等の管理、印刷、履歴管理ができること。 必須

178
介護予防支援・サービス評価表の登録・帳票出力ができること。評価表についても履歴管理が計画書と連動した履歴管理が
されていること。

必須

179 「達成」「未達成」もしくは、「○」「×」の２段階での評価ができること。 必須

(ケ)支援経過

(コ)評価

(サ)請求
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○予防給付（介護予防ケアマネジメント含む）
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180
サービス事業者、サービス事業の登録ができる。現在はない事業所について廃止日が入力でき、その事業者を検索したとき
は「廃止」と表示される。事業所番号同一なときは事業者名変更ができること。

必須

181
国保連合会に請求するための給付管理票、請求書、明細書を帳票作成し、国保連合会の指定する伝送及び媒体による請
求ができること。

必須

182 市直接に請求するための給付管理票、請求書、明細書を帳票作成し、市の指定する伝送及び媒体による請求ができること。 有効

183
国保連合会請求前にエラーチェックできること。（サービスの種類、負担限度超過額、実績なし利用票）
利用票の別票に超過額を計上するサービス事業者を指定することができる。

必須

184
プラン提出の管理ができること。（プランチェックの有無、プランの有効期間の登録ができ、有効期限切れのプランについて
は、事業所ごとの一覧表が出せる。）

必須

185 委託分の給付管理画面があり、委託先からの請求内容の確認ができること。（請求内訳明細兼検収書の出力） 有効

186 給付管理票のチェック処理、担当者毎の件数表示など、給付管理データの簡便な作成機能があること。 必須

187 給付管理票に記載のある項目を一覧形式にした、担当者がチェックしやすい帳票の出力ができること。 有効

188
国への報告用資料が出力できること。（事業対象者数の動向、把握経路別の事業対象者、通所型介護予防事業の実施状
況、訪問型介護予防事業の実施状況、事業対象者からの要支援・要介護認定者数、事業対象者の主観的健康感の状況、
事業対象者の基本チェックリストの状況）

必須

189 月別の要支援／要介護度別の一覧出力で、直営＋委託の合計だけでなく、それぞれの合計も集計・出力できること。 必須
190 月毎の介護予防ケアマネジメントの請求額（請求内訳）が出力できる。利用者名・開始日・件数・利用サービス名など 必須
191 実績報告書等、当月分以外（月遅れ）の請求が発生した際、集計の内訳に当月分とは別に表示されること。 有効

192 包括別・外部居宅介護支援事業所別・総合計の介護予防プラン・給付管理件数の出力ができること。 必須
193 包括別の要支援者数・高齢者数・サービス利用者数等必要な項目がCSVで出力できること。 必須
194 字毎の介護予防プラン件数・要支援者数・高齢者数の出力ができること。 必須

195
市全体・包括毎・字毎でデータを出力する際にシステム内で保持している項目を任意に選択し出力する機能を有すること。
（年齢、性別、利用サービス、介護度、有効期間等）

必須

196
サービス利用者ごとの事業対象者・要支援１．２の追跡調査（４月時点の被保険者の１年後の介護区分（事業対象者を含む）
やその他〔申請なし・申請取下・申請中・転出・死亡〕）を出力できること。

有効

197
要支援１．２の認定者で３ヶ月間や１年などの期間が選択でき、サービス利用していない人を抽出し、市全体・センターごとに
出力できること。

必須

198
事業者評価加算のため、指定した被保険者のサービス種類・事業所番号・サービス提供開始年月・サービス提供終了年月
を抽出し、一覧表を出力できること。

有効

199 現システムにある基本チェックリスト及び見守りアンケートのデータ移行ができること 必須
200 基本チェックリストの項目について、厚生労働省から変更通知があった際は変更設定ができること。 必須
201 基本チェックリストのデータ入力、修正ができること。 必須

202
基本チェックリストについて、厚生労働省が示す「事業対象者に該当する基準」に基づき、事業対象者の抽出ができること。
また集計(年齢・性別・センターごと等)、帳票作成ができること

必須

203 那覇市の一般介護予防事業別の受講管理（履歴を含む）ができること。 必須
204 那覇市の一般介護予防事業別に利用者の一括登録ができること。 有効
205 各包括また市全体での、一般介護予防事業別の実人数・延べ人数、性別、年齢別の集計出力ができる（期間検索も含む） 必須

206
各包括また市全体で、一般介護予防事業参加者から新規認定者（事業対象者含む）へ移行した人数（性別、年齢、認定度）
の集計出力ができる。

有効

207 自主サークルも含めた介護予防教室の参加管理（参加可否、期間）ができる。 必須

208
通所型介護予防事業及び訪問型介護予防事業、その他の生活支援サービスの管理が可能なこと。（各サービスごとに経年
的に入力、集計、評価、出力ができる）
実施箇所数、実施回数、参加予定実人数及び延人数、参加実績実人数、延人数を登録できること。

有効

209 サービス利用者について一括登録ができること。 有効

210 地域ケア会議においてそれぞれの会議ごとで会議録が入力、出力できること 有効

211
地域ケアマネジメント支援会議・日常生活圏域地域ケア会議・個別事例検討会議の様式（指定する様式）へ入力することが
でき、様式内の項目毎に指定した期間の包括毎と全包括分をCSV出力することができる。

必須

212
地域ケアマネジメント支援会議で検討した事例に関して、指定した期間の包括毎と全包括分をCSV出力でき、項目に被保険
者番号等を入れる。

必須

213
包括別に【個別事例検討会議】が入力・履歴管理・印刷（会議別・一覧）ができること。内容を入力する箇所にはデフォルトで
【日時・場所】、【目的】、【参加者】、【内容】の項目が表示されること。

必須

214
地域ケアマネジメント支援会議・日常生活圏域地域ケア会議・個別事例検討会議は、会議ごと、月ごとに、対象期間の開催
数の実績が一覧で出力できること。

有効

215
生活支援体制整備事業（第2層コーディネーター業務実績）の活動報告書（指定様式）が作成でき、入力項目ごとにCSV出力
でき。指定された期間の各包括毎と全包括分を集計できる。

必須

216 圏域ごとの社会資源一覧が入力でき、リスト、地図にできること。また、全体共有ができること。 有効

217 個別指導、研修等の入力、項目毎の集計、出力できること 有効

218
包括的・継続的ケアマネジメント支援報告書（指定様式）が作成でき、入力項目ごとにCSV出力でき。指定された期間の各包
括毎と全包括分を集計できる。

有効

219 各包括また市全体での、認知症に関する年齢、性別、要介護認定、認知症高齢者の日常生活自立度の集計出力ができる 必須

220
包括毎・市全体でのデータを出力する際にシステム内で保持している項目を任意に選択し出力する機能を有すること。（年
齢、性別、利用サービス、介護度、有効期間等）

必須

221 認知症初期集中支援チームの支援状況の有無について管理（履歴も含む）ができ、CSVでの出力ができる 必須

222
相談・支援経過の記録ができる。対象者情報（氏名・生年月日、年齢）の引用ができ、依頼日、相談内容、支援目標、支援経
過、相談受付情報（新規・継続）を記録できること。また、記録内容を専門医相談表として出力・印刷ができること。

必須

223
利用者症状として、精神症状・行動状況、社会的困難、初期集中チーム利用の目的、専門医へ助言うけたいことが記録でき
ること。また、記録内容を出力・印刷できること。（専門医相談表として活用）

必須

224
訪問日、会議開催日等の入力ができ、訪問回数、会議開催数、再掲で医師同伴訪問と受診援助の回数をカウントすることが
できる。

必須

225
ケース概要、事業導入の目的、困難状況（訪問拒否、サービス拒否、受診拒否、BPSD,近隣からの苦情、経済的問題、ごみ
屋敷、虐体、同居者に精神疾患疑い、KP不在、その他　等）が入力できる。また、入力内容を引用し活動開始連絡票の作
成・印刷ができる。

必須

226
認知症初期集中活動経過報告書として、ケース概要・初期集中チーム利用の目的、・困難状況・終結日・支援結論等の記録
ができることまた、記録内容を出力・印刷できること。（支援開始、支援終了の確認表として活用）

必須

227 認知症地域支援推進員の活動報告（相談など）の集計ができる 必須

(シ)介護予防支援の集計

(ス)生活機能評価　基本チェックリスト

(セ)業務管理　一般介護予防事業

(ソ)業務管理　介護予防・生活支援サービス事業

(タ)業務管理　包括的支援事業・任意事業

(チ)業務管理　生活整備体制事業

(ツ)業務管理　包括的・継続的ケアマネジメント

(テ)業務管理　認知症総合支援事業
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228 徘徊リストおよびＳＯＳリング装着者について管理できる　（年齢、性別、要介護認定、日常生活自立度） 必須

229 個人ごとの訪問予定等のスケジュールを登録して管理可能なこと。 有効
230 登録したスケジュールは完了／未完了が管理可能なこと。 有効
231 システム起動時、登録したスケジュールが存在した際にはポップアップで通知することができること。 有効

232 登録するスケジュールには、訪問、担当者会議、アセスメント等の区分をひも付けすることが可能なこと。 有効

233 今日の予定、明日の予定、来週の予定、今月の予定、来月の予定と分けて表示することが可能なこと。 有効

234 GUIの統一を図り、同一イメージの画面操作、画面遷移を実現し、提供システムで統一した操作性が確保されていること。 必須

235 クライアントの増加でも負荷なく使用できるシステムとすること。（予定台数　計204台：令和４年６月時点） 必須
236 職員の増減に柔軟に対応できること。 必須

237
外字対応ができること。連携用として提供する文字コードは、コード変換及び外字変換すること。
外字コードが変更なった場合は、無償で対応すること。

必須

238 データの管理上、所属、職権を考慮したデータ表示、更新の制御コントロールが可能なこと。 必須

239
那覇市の指定するデータについて、基幹系システムに合わせた取込ができること。（介護認定情報、住基情報の取込、在宅
福祉サービス情報）また、システムに変更があった場合について、取込について遅延なく実施できること。

必須

240 データーベースからＣＳＶ形式で本市が指定するデータを任意に抽出できること。 必須
241 データベースからCSV形式でデータを出力する際に抽出者が任意で項目を設定できる機能を有すること。 必須

242 サーバ冗長構成等を行い、システムの耐障害性を確保すること。 必須

243
サーバ及びクライアントにおいて、リアルタイムなウイルス対策が採られていること。定期的なパターンファイル更新がされて
いること。

必須

244 毎日、自動データバックアップを行うこと。 必須
245 上記のバックアップは、データ記録容量、処理速度ともに実用レベルを確保すること。 必須
246 信頼度が高く、広く利用されているＯＳおよびブラウザはプラットホームを構築すること。 必須
247 クライアントＯＳおよびブラウザは、サポートが終了した場合、次のバージョンに無償で対応ができること。 必須

248
那覇市と包括（１８ヶ所）の各拠点を本システム専用の回線綱で結びシステムに接続し、各執務室までＬＡＮを引き込むこと。
なお、ネットワーク機器一式（スイッチングハブ等）は受託事業者で用意すること。
（システム本稼動後のプロバイダー料及び月々使用する回線使用料については那覇市が負担するものとする）

必須

249
上記における回線は、インターネットを介さない他ネットワークと遮断されたものであり、十分なセキュリティレベルを確保する
こと。

必須

250 サーバ等機器設置については地震対策を行うこと。（詳細は別途協議を行う） 必須
251 ユーザの追加・削除、パスワードの設定が可能なこと。 必須

252 運用管理ソフトウェアを導入し、サーバ状況監視、障害通報の機能を有すること。 必須

253
任意に指定した年月範囲の、要介護度別の介護予防支援利用者実人数、介護予防支援費額等が記載された集計表及び
CSV形式で出力可能なこと。

有効

254
任意に指定した年月範囲の、要介護度別の給付管理件数を集計し、月別に推移を表した統計資料をEXCEL・CSV形式で出
力可能なこと。

有効

255
任意に指定した年月範囲の、利用したサービスを種類別に集計し、月別に推移を表した市・包括ごとの統計資料をEXCEL・
CSV形式で出力可能なこと。

有効

256 要支援認定を受けているが、給付管理する提供票が作成されていない利用者の一覧表を出力することができること。 有効
257 マスタ情報から、委託先別及び介護支援専門員別に利用者の件数が分かる集計表及びCSV形式での出力が可能なこと。 有効
258 介護予防マネジメントについて統計帳票（予防給付予定票、予防給付実績票）の出力が可能なこと。 有効
259 サービス提供事業所ごとまたはサービスの種類ごとに、日別の利用予定件数及び実績件数の比較表が出力できること。 有効

260
総合相談における月次・年次の、相談実人員（要支援者、要介護者の内訳）の集計及び性別、相談方法別、相談者続柄別
等で、集計区分ごとの延べ件数が集計される統計資料が出力できること。　　※市全体、包括毎、字毎

有効

261 クロス集計（自分で知りたい項目を組み合わせる。）ができること。また、期間指定は年度ではなく、日付でできること。 有効

262
介護予防ケアマネジメントA・B・Cのケース数、期間ごと、市、包括ごとの統計ができること。（介護予防ケアマネジメントの記
録から集計できること）

有効

263
総合事業対象者数、介護予防ケアマネジメント数、介護予防支援計画数を期間ごと、市、包括ごとにわかる統計が出力でき
ること。

有効

264
市、各包括ごと、または各地区(字)ごとに、その域内の利用者が利用しているサービスを確認できる一覧表示(名簿表示)が
できること。（請求歴及び介護予防ケアマネジメントの記録から集計できること・期間（複数年度）の選択ができること）

有効

265 各包括の業務実績について、件数の集計（月毎、四半期毎、年間）及び報告書の作成ができること。 必須

266 圏域毎の高齢者数、利用者数、独居高齢者数等任意の項目で集計表の出力、対象者一覧の出力ができること。 必須
267 抽出の際に複数の圏域を選択し、集計することができる。 有効

268
任意に指定した年月範囲の、介護度別・サービス別利用実人数を集計し、月別に推移を表した市・包括ごとの統計資料を
EXCEL・CSV形式で出力可能なこと。

有効

269
支援区分「強化支援中」「支援中」「依頼時対応」「支援終了」などを包括ごと・市全体及び世帯ごとで集計できること。集計し
た数字から個別リストが出力されること。

必須

270 利用者の住所から、ゼンリンの電子住宅地図と連動し所在が確認でき、印刷物として出力できること。 必須
271 利用者に限らず、住所等によるゼンリンの地図検索が行えること。 有効
272 社会資源を地図上に入力することでき帳票できること。作成した地図は全体共有できること。 有効
273 避難所等の情報が入力できること。 有効

274 端末機器について不具合が出た際には、現場にて対応できるようにすること。 必須
275 システムサポートのため電話による問い合わせ以外に、現地サポートが行えるようにする。 有効
276 帳票レイアウトの変更等、軽微なカスタマイズは保守の範囲内で実施できること。 有効
277 制度改正時、担当者異動時等における再度の操作説明は、保守の範囲内で実施できること。 必須
278 現行システムにおいてデータ連携行なっている基幹系システムと同様のデータ連携等が可能であること。 必須

279
契約満了時には保守の範囲内で、システム内に蓄積されたデータを汎用CSVデータとして出力し、無償でそのデータを那覇
市に提供すること。

必須

(ト)業務管理　スケジュール管理

○その他

(ヒ)ゼンリン電子住宅地図機能

(フ)その他

(ナ)基本要件

(ニ)運用管理について

(ヌ)システム構成について

(ネ)ネットワークについて

(ノ)安全対策

(ハ)統計資料
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