
令和４年９月 16 日 

 

 

那覇市⾧ 城間 幹子 

 

 

那覇地域包括支援センター管理システム再構築事業に関する提案依頼に係る質問について、以下のとお

り回答します。 

 

 

回答書 

 

NO 質問箇所 質問内容 回答 

1 【様式６】 

システム機能要件証明書 

(ヒ)ゼンリン電子住宅地図機能 

「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。」とありますが、お

問合せのある利用者を地域包

括支援センターシステムから

検索して、別のシステムに切り

替えることはせず、その利用者

の登録住所をゼンリン地図上

で確認ができるという認識で

よろしいでしょうか？ 

システム内のゼンリン地図

機能において、登録住所を

確認でき、印刷機能を有し

ているということであれば

問題ありません。 

2 【別紙１】基本仕様書 

６ 調達物品 

クライアント端末の仕様の中

で、「Office Standard ライセン

ス」がありますが、クライアン

ト端末プリインストール版の

「Office Personal（Word・Excel

使用可能）」では代用できない

でしょうか？ 

プリインストール版につい

て は 、 Word ・ Excel ・

PowerPoint の機能を有する

「Office Home＆Business」

以上であれば可とします。 

3 【別紙１】基本仕様書 

６ 調達物品 

各種プリンターにあります「ス

キャナ機能付」ということです

が、スキャナーを単体で提案す

ることも可能でしょうか？ 

原則、スキャナ機能付の提

案します。但し、効率化・コ

ストパフォーマンス等、単

体とすることで、業務改善

が見込める場合は、提案書

の追加提案において提案を

お願いします。 



４ 【別紙１】基本仕様書 

６ 調達物品 

CPU 切替器について、HDMI

接続となっていますが、HDMI

接続が可能なディスプレイで

しょうか。 

ＰＣ切替器を使用するディ

スプレイは HDMI 接続も可

能なものとなっています。 

ディスプレイ型番 

【メーカー名】 

GREEN HOUSE 

【型番】 

GH-LCW24L-BK 

5 【様式６】 

システム機能要件証明書 

(ア)共通機能 

「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]」とありますが、被保番を入

力して、宛名シールが印刷でき

る機能という理解でお間違い

ないでしょうか。また、一度に

入出力する対象者数は何名を

想定するとよいでしょうか。 

宛名シールが印刷できる機

能との認識で構いません。 

一度に出力する対象者数に

ついての指定はありません

が、一般的に市販されてい

る宛名シールの１シートに

印字可能な人数（10～12 名

程度）が１度に印刷できる

こととします。 

6 【様式６】 

システム機能要件証明書 

(ア)共通機能 

「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]」とありま

すが、「帳票の出力漏れ」とはど

のようなケースを想定されて

いますでしょうか。 

事業毎に出力漏れの判断の

タイミングが異なることが

想定されますが、システム

入力後に帳票が出力されて

い な い ケ ー ス や 四 半 期 毎

等、システムから報告書が

作成されていないケース等

を想定しています。 

7 【様式６】 

システム機能要件証明書 

(ウ)相談記録（総合相談支援事業） 

「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]」とありま

すが、「帳票作成がされていな

い場合」とはどのようなケー

スを想定されていますでしょ

うか。また、作成されていな

いという基準を具体的にご教

示ください。 

相談区分で「高齢者虐待」

を選択した対象者で、シス

テムより帳票が出力されて

いないケースを想定してい

ます。 

8 【様式６】 

システム機能要件証明書 

「130 基本チェックリストの

入力画面上で「把握経路」「処

「把握経路」は「介護予防把

握事業（新規把握）」「介護



(キ)事業対象者選定 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]」とありますが、「把

握経路」「処遇」について、それ

ぞれどのような選択肢を想定

されていますでしょうか。 

予防教室の前後評価」「介護

予防ケアマネジメント（定

期チェック）」等、「処遇」

は、「介護予防サービス」「自

主サークル」「見守り」「終

了」等を想定しています。 

9 【様式６】 

システム機能要件証明書 

(ク)ケアプラン 

「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]」

とありますが、現在、地域包括

支援センター（介護予防）にお

ける LIFE 連携についての仕様

が存在しません。 

将来的に本事業の範囲内とし

て対応すると理解してよろし

いでしょうか。 

LIFE（科学的介護推進）につ

いては、将来的な対応とい

う認識で構いません。 

但し、改修等にかかる費用

については、本事業の予算

の範囲内とします。 

 

10 【様式６】 

システム機能要件証明書 

(ケ)支援経過 

「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]」とありますが、「ケ

ア支援内容」を、具体的にどの

箇所を指すものかご教示くだ

さい。（介護予防サービス・支援

計画書、介護予防支援サービス

評価表、支援経過記録等） 

 

介護予防支援経過から、複

写し、介護予防サービス・支

援計画書、介護予防支援サ

ービス評価表等に複写する

ことを想定しています。 

11 【様式６】 

システム機能要件証明書 

(シ)介護予防支援の集計 

「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]」と

ありますが、介護予防プラン件

数・要支援者数・高齢者数につ

いて、それぞれ独立した集計で

あると理解してよろしいでし

ょうか 

各々独立した集計との認識

で構いません。 



12 【様式６】 

システム機能要件証明書 

(ソ)業務管理  

介護予防・生活支援サービス事業 

「209 サービス利用者につい

て一括登録ができること。[有

効]」とありますが、本機能につ

いて、具体的な使用ケースをご

教示いただけますでしょうか。 

国保連の請求がない多様な

サービスの事業利用者の実

績（被保険者番号、利用期間

等を含む、数十名～数百名

の一覧、Excel）を一括入力

し、個人のページに反映さ

せる等利用したことがわか

るようにし、208 の経年ごと

の実人数など一部だけでも

統計に活かしたいと考えて

います。 

13 【様式６】 

システム機能要件証明書 

(ナ)基本要件 

「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]」

とありますが、「在宅福祉サー

ビス情報」について、具体的に

どのような情報かご教示いた

だけますでしょうか。 

「在宅福祉サービス情報」

は、本市で実施している在

宅福祉サービスの利用情報

を想定しています。 

 

・「食」の自立支援 

・軽度生活援助 

・福祉電話貸与 

・外出支援サービス 

・緊急通報装置設置 

・ふれあいコール 等。 

 


