
1 

別紙２ 

システム機能要件一覧 

 

■管理者側機能 

１．職員管理 

項番 機能項目 機能内容 

１ ID・パスワード設定 ID・パスワードによる職員認証が可能であること。 

２ ID 管理 ID には氏名等の情報を登録、変更、削除ができること。 

３ 権限管理 ID 毎に更新や閲覧等の操作権限を多段階に設定できること。 

 

２．施設管理 

項番 機能項目 機能内容 

1 特定日管理 閉館日、祝日、休館日等の設定を任意にシステム管理者で登録

できること。 

2 祝日管理 年、月毎に祝日の設定がシステム管理者で可能であること。 

3 施設管理① 各施設の登録、変更、削除ができること。 

4 施設管理② 各施設の設定内容の登録、変更、削除ができること。 

5 申込み期間制限 施設毎に申込み開始日及び受付可能期間の設定が可能である

こと。 

6 優先・先行受付 

設定 

施設毎に優先・先行受付の設定が可能であること。 

7 受付制限 同一日における他利用者の申込み状況等に応じて、施設、期間

毎に受付制限の設定が可能であること。 

8 休館日・特定日 

設定 

施設毎に利用者が予約できない日、時間等の設定が可能であ

ること。 

9 利用目的設定 施設毎に利用目的が設定可能であること。 

10 施設案内 施設毎に施設案内ページ（公式ホームページ）へのリンク設定

が可能であること。 

11 空き状況照会 施設の空き状況照会ができること。 

12 遵守事項表示 利用上の遵守事項を表示できること。 

13 開館・閉館の時間設

定 

時間利用（早朝・深夜）に伴う開館、及び閉館時間帯を任意に

設定できること。 

14 使用料設定① 施設毎に使用料の設定がシステム管理者でできること。 

15 使用料設定② 入場料の額に応じた使用料の設定がシステム管理者でできる

こと。 

16 使用料設定③ 平日・休日等の違いによる使用料の設定がシステム管理者で

できること。 

17 使用料設定④ 区分連続使用時、時間外利用時の使用料の設定がシステム管

理者でできること。 
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18 設備使用料設定① 設備備品毎に使用料の設定がシステム管理者でできること。 

19 設備使用料設定② 個々の設備を一式としてまとめた使用料の設定がシステム管

理者でできること。 

20 設備使用料設定③ 冷・暖房別に使用料の設定がシステム管理者でできること。 

21 減免率設定 

（施設・設備） 

事業区分により減免率、減免理由の設定がシステム管理者で

できること。 

22 還付条件設定 施設毎に変更・キャンセル等の還付条件を任意にシステム管

理者が設定できること。 

23 申請書等管理 申請書等を登録、発行できること。 

24 公印管理 許可書等に印字する公印の登録・変更ができること。 

25 許可権者管理 施設の許可権者（指定管理者）の設定及び変更がシステム管理

者で可能であること。 

26 調整金管理 料金の請求書、領収書発行等よる管理ができること。（コピー

代、施設破損弁償金等） 

27 予約のコピー 予約のコピーが備品を含めてできること。 

 

３．利用者（団体）管理 

項番 機能項目 機能内容 

1 利用者管理① 利用者（団体）の登録・変更・削除が可能であること。 

2 利用者管理② 利用者情報として、次の項目が登録可能であること（別項目に

よる代替も可能）。 

①登録日、②登録区分（会員種別、営利区分）、③活動内容、

④登録名、⑤登録名（カナ）、⑥利用者 ID、⑦パスワード、⑧

市内外区分、⑨代表者情報（氏名、氏名カナ、役職、郵便番号、

住所、電話番号、ＦＡＸ、メールアドレス）、⑩責任者情報（氏

名、氏名カナ、役職、郵便番号、住所、電話番号、ＦＡＸ、メ

ールアドレス）、⑪メモ記入欄 

3 利用者重複確認 同一名の団体が既に登録されている場合は、警告等のアラー

ト表示が可能であること。 

4 利用者（団体）検索 登録番号、登録名、代表者氏名、責任者氏名、活動内容等から

利用者の検索が可能であること（別項目による代替も可能）。 

5 打合せ内容等記録 利用者との打合せ内容等を記録でき、施設職員が常時確認、情

報共有が可能であること。また、当該記録をプリンタに出力で

きること。 

 

４．許可等管理 

項番 機能項目 機能内容 

1 受付管理 受付情報の登録・変更・削除が可能であること。受付情報とし

て申請者氏名、利用人数等が登録できること。 
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2 来館受付登録 窓口で受付けた申込みを施設職員が代行登録できること。 

3 受付者登録 仮押さえの登録及び取消時に受付者名が記録され、後で誰が

受付けたのか確認可能であること。 

4 設備備品等予約 仮押さえ時に併せて設備備品等の予約ができること。 

施設毎に予約可能な備品の管理が出来ること。 

5 優先受付登録 施設に設定された受付期間に関係なく、施設職員が予約登録

できること。 

6 仮押さえ情報登録 施設職員が、施設の仮押さえ登録できること。 

7 申込み内容確認 申込み内容の確認・変更・取消が可能であること。 

8 申込み履歴 申込み履歴（申込者・申込み日時等）の確認が可能であるこ

と。 

9 料金収納・還付 収納・追徴・還付の管理が可能であること。 

10 一括収納 同一団体の複数予約について、一括収納が可能であること。 

11 許可書発行 施設使用に係る許可書の発行が可能であること。 

12 請求書・内訳書発行 設備備品使用料及び冷暖房料等の請求書と各項目に係る内訳

書の発行が可能であること。 

13 領収書発行 使用料収納を登録した際に領収書を同時に発行できること。 

14 納期限管理 各使用料の納期限の一覧を表示、抽出可能であること。 

15 減額・免除① 任意に使用料の減額または免除が可能であること。 

16 減額・免除② 減免理由を任意に設定でき、算定処理の際に当該理由を選択

可能であること。 

17 減免・免除③ 予め設定された減免理由により、算出された減免率・使用料が

デフォルトで表示できること。 

18 変更料金 使用料収納後に施設数等の変更を行う場合、変更後の使用料

の方が高い場合は差額分を徴収し、変更後の使用料の方が少

ない場合は、差額の半額を還付する算定処理ができること。 

19 キャンセル料金管理 キャンセル料金を施設及び期間毎に設定できること。 

20 還付処理 キャンセル料金に応じた還付処理が可能であり、還付金額を

任意に変更できること。 

21 還付理由管理 還付理由が管理できること。 

22 予定管理 施設毎に日別の詳細スケジュールや利用者（団体）を確認でき

ること。 

23 利用不可設定 利用不可の区分、時間の設定ができること。 

24 催事件数確認 特定条件（月別・年度別等）下における受付済み催事件数の確

認が可能であること。 

25 ロッカー利用料入金 貸出用ロッカー（月極）の料金収納の管理が可能であること。 

26 駐車場利用料金 駐車場（日々）の料金収納、駐車台数の管理が可能であるこ

と。 

 



4 

５．統計情報管理 

項番 機能項目 機能内容 

１ Excel 出力 システム登録されている任意情報を統計情報として Excel 

形式で出力できること。 

２ PDF 出力 システム登録されている任意情報を統計情報として PDF 形

式で出力できること。 

３ CSV 出力 システム登録されている任意情報を統計情報として CSV で

出力できること。 

 

６．その他機能 

項番 機能項目 機能内容 

1 抽選機能 先着順受付解禁日より前に、事前申込を受付け、抽選を実施し

自動で当選、落選を決定できること。 

2 コンビニ収納機能 コンビニ収納機能を持ち、各コンビニと連携して施設使用料

の支払ができること。 

 

■利用者側機能 

１．利用者認証 

項番 機能項目 機能内容 

1 ID・パスワード設定 ID・パスワードによる利用登録者の認証が可能であること。 

 

２．施設空き状況照会 

項番 機能項目 機能内容 

1 空き状況確認 ログインなしに施設の空き状況が確認できること。 

2 条件別検索 条件別（期間別、施設別等）に施設の空き状況を検索できるこ

と。 

3 区分情報表示 各室の区分毎の状況（予約状況等）を確認できること。 

 

３．仮押さえ機能 

項番 機能項目 機能内容 

1 仮押さえ申込み 

関係 

利用者認証後に限り、仮押さえの申込みや取消、変更が可能で

あること。 

2 施設セット申込み 仮押さえ時、同時に複数の施設をまとめて申込み可能である

こと。 

3 申込み完了前確認 申込み完了前に入力内容の確認画面が表示されること。 

4 申込み制限 時間や区分単位、連続申込み日数での申込み制限が可能であ

ること。 

5 受付開始時期の 

制限 

利用者属性等により、仮押さえの申込みに制限が可能である

こと。 
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４．料金算定・決済機能 

項番 機能項目 機能内容 

1 概算額自動計算 施設使用料及び設備備品等使用料の自動計算が可能であるこ

と。 

2 仮押さえ内容確認 仮押さえ内容の確認に際し、使用料が計算の上、表示されるこ

と。 

 

５．その他機能 

項番 機能項目 機能内容 

1 全体お知らせ機能 全利用者へ共通のお知らせ内容を表示できること。 

2 利用登録者への 

メール配信 

登録されている利用者に一括でメール配信できること。また

分類してメール配信できること。 

3 画面等の色彩変更 色覚に障がいのある利用者でも使用できる色彩の組み合わせ

による画面表示が可能であること。 

4 マルチデバイス 

対応 

スマートフォン、タブレットで使用でき、PC での操作と変化

がないこと。 

 

 

6 仮押さえ状況確認 仮押さえ状況内容の確認が可能であること。 

７ 警告表示 同一時間帯に異なる施設を申込みした場合に、警告表示が可

能であること。 

8 メール通知 仮押さえの申込みや取消、変更後に通知メールを配信可能で

あること。 


