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人事労務管理システム導入業務

図面
番号

仕様書
番　号

質　問 回　答

1
提案説
明書
1-(2)

1-(2)「各システムを統合した
一体型のシステム」という記載が
ありますが、CSV連携等でデータ
の同期をとりながら、異なる製品
を組みあわて運用する形態でも、
一体型システムと解釈いただけま
すでしょうか。

　CSVでの連携でも一体型システ
ムであると解釈して問題ありませ
んが、連携手順等について、プレ
ゼンテーションにて説明してくだ
さい。

2
仕様書
4-(4)

４調達概要(4)打刻情報収集用オ
ンラインタイムレコーダー６台及
びソフトウエア

上記調達において、現在利用週
の打刻端末、及び収集ソフト
(TimePro-XG)を継続して活用する
ことは可能でしょうか。可能な場
合、現提供元のアマノ様と再契約
に係る費用を見積もるために事前
にアマノ様と協議することについ
て問題ないかご教示ください。ま
た、継続利用が可能な場合、以降
のＯＴＲ関連の仕様については全
て満たしていると考えても良いで
しょうか。

現在使用中の打刻端末（OTR）
については、設置から期間が経過
しており、経年劣化していること
が想定されることから、継続使用
は不可とします。

また、打刻データ収集用サーバ
についても、本システム稼働前に
撤去する予定です。

なお、収集ソフトの継続利用に
ついて、アマノ株式会社と再契約
に係る協議をすることに問題はあ
りません。

3
仕様書
5-(1)

5.(1).オについて
「指定する場所に設置し」の設

置について、貴団体様既設の台
（テーブルやカウンターなど）
へ、OTR用卓上スタンドにて設置
を考えていますが、問題ないで
しょうか？

OTRの設置は、柱や壁に設置す
る壁掛型を想定しており、卓上型
は不可です。

4
仕様書
5-(1)

5.(1).オについて
「指定する場所に設置し」につ

いて、電源および庁内ネットワー
ク機器が近くにあり、OTRを接続
できる認識で、問題ないでしょう
か？

　問題ありません。

5
仕様書
5-(1)

5.(1).オについて
「指定する場所に設置し」につ

いて、指定する場所にLANがなく
天井裏などのLAN配線工事が必要
になってくる施設はございます
か？施設の場所・配線が必要なお
およその長さなどをご教授下さ
い。

電源及びネットワーク機器が隣
の部屋に設置された施設があり、
壁を越えるために天井裏を配線し
ているが、現在使用中のOTRの配
線があるため、大きな工事は不要
です。

配線距離は数ｍから１０ｍ程度
です。
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6
仕様書
6-(1)

６ システム要件 ⑴ 新システム
形態

「どのような状況下においても
企業団の業務が確実に継続できる
こと」とありますが、想定されて
いる状況を具体的にご教示いただ
けませんでしょうか。

　「どのような状況下において
も」とは、企業団の操作端末が
「電源及びネットワークに接続さ
れた（ネットワークが稼働した）
状態」を想定しています。

7
仕様書

9

９　ネットワーク要件
「閉域ネットワーク回線等、セ

キュリティの高い回線を使用し、
セキュリティレベルを客観的に証
明すること。」とありますが。
SSLによる通信も含めて考えてよ
ろしいでしょうか。

閉域網を利用する回線（LGWAN
回線は不可）とし、通常のイン
ターネット回線の利用は、SSL通
信であっても不可です。

8
機能要
求書
5-2-1

５出退勤システム、２システム管
理方法、１勤務カレンダー管理
(367)

「職員の勤務カレンダーとし
て、「勤務パターンと名称」「祝
日」「基本的な勤務時間帯」(後
略)」とありますが、超過勤務の
計算において、「祝日」は地方自
治体でいう「休日」と同義(日曜
日は週休日)でしょうか。あるい
は、労基でいう「法定休日」と同
義でしょうか。

　超過勤務の計算における「祝
日」は、地方自治体でいう「休
日」と同義です。

9
機能要
求書
5-2-6

５出退勤システム、２システム管
理方法、６職員毎の管理(391)

「夜間手当の対象有無を設定で
きること。」とありますが、勤務
に割り当てる場合、労基上夜間手
当をつける必要がある認識でいま
す。おそらく、当直勤務を想定さ
れていると推察しますが、(仮に
監査があったときに)夜間手当の
無い職員に対してどのような運用
なのか念のためご教授いただけな
いでしょうか。本項が当直機能で
も問題ない場合、確認欄は「○」
でも問題ないか合わせてご教示下
さい。

交替勤務に従事した職員に対し
て、一時間当たりの単価の25/100
を乗じた額を「夜間手当」として
支給しています。

なお、「夜間手当」の無い職員
とは、交替勤務に従事しない職員
（日勤専属の技術職員、事務職員
等）を指します。

職員のうち、交替勤務に従事す
る職員と、従事しない職員がいる
ため、「職員毎に対象の有無を設
定できること」としております。
当直機能が上記内容と同等であれ
ば、確認欄は「○」で問題ありま
せん。

10
機能要
求書

5-4-10

５出退勤システム、４管理部門機
能、１０管理帳票作成(502)(4)例
外者一覧について、具体的にどの
ような職員を表示されればよいか
ご教示下さい。

⑴遅刻＆早退(定められた勤務時
間ではない時間帯に打刻がある場
合）日又は指定した期間(１ヶ月
分)を表示
⑵その他不在者(出張等で不在と
なっている場合)日又は指定した
期間(１ヶ月分)を表示
⑶休職者等リスト（私傷病療養休
暇、休職、部分休業、介護休業
等）日又は指定した期間(１ヶ月
分)を表示
これらに該当する職員が表示対象
となります。
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11
機能要
求書

5-4-10

５出退勤システム、４管理部門機
能、１０管理帳票作成(506)(8)日
単位の個人別勤務状況一覧につい
て、画面でその日の職員の勤務状
況を確認する画面がありますが、
帳票として機能を実装していない
ため、カスタマイズとなる見込み
です。運用イメージと必要項目を
ご教示願います。

　当日の勤務シフト、打刻時間、
遅参＆早退の有無、１日出張、半
日出張、出張(直行・直帰)、休暇
及び欠務、超過勤務時間が確認で
きるといった内容となります。
　ただし、個人単位で表示させる
必要はなく、全職員の情報（一覧
表）を見ることができれば、問題
ございません。

12
機能要
求書

5-4-10

５出退勤システム、４管理部門機
能 、 １ ０ 管 理 帳 票 作 成 (510)
(12)就業年報について、弊社の勤
務状況報告書(個人単位で月ごと
の勤務時間や時間外、休暇の取得
状況等を出力)に該当すると思い
ますが、問題ないかご教示くださ
い。

　ご質問にある勤務状況報告書の
内容には該当しますが、それら
が、指定する期間（最長１年間）
で集約され、かつ、集計ができる
といった機能を求めております。

13
図-2
図-3

職員情報管理システムについて
は人事給与システムからの出力情
報のエクセル等に各担当者が情報
を付加するようなイメージでも良
いでしょうか。

また、図中に記載されていない
管理すべき項目や権限について具
体的にご提示いただけませんで
しょうか。

　人事給与システムに登録されて
いる情報がベースになるが、別
ファイルに出力したものに追加す
るのではなく、画面上で各担当者
が必要な項目を入力できるものを
想定しています。
　なお、「職員情報管理システ
ム」については、構想段階であ
り、管理すべき項目は図-2に示し
た項目から始め、段階的に管理で
きる項目を増やしたいと考えてい
ます。
　また、権限については、項目毎
に閲覧権限、編集権限や公開範囲
を設定することを想定していま
す。
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