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はじめに

現在の導入実績（2022年7月時点）

（北海道～沖縄）

おが～るシステムは2012年「オガールプロジェクト」
により開発がスタートしました。

岩手県滝沢市、岩手県立大学との産官学共同研究を経
て製品化し、現在ではITソリューションに積極的な各地
の地元企業をパートナーとして全国へ展開しております。

システム名称の『おがる』とは北日本の方言で「大き
くなる・成長する」という意味がございます。

子どもたちの健やかな成長を祈りつつこれからも現場
の声を取り入れ続けておが～るシステム自身もバージョ
ンアップを行っていきます。

日本全国で
約1,340システム
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おが～るシステムとは

おが～るシステムとは保育園・認定こども園・幼稚園
向けのソリューションシステムです。

近年の制度の複雑化や監査の厳格化は子育て現場の事
務作業の増大を引き起こし、本来の目的である「理想の
保育」「理想の教育」から遠ざかっているように思えま
す。

ICTの力で保育士・教員の事務作業による負担を軽減
することで、子どもと向き合う時間を確保し、機械やロ
ボットにはできない人にしか成し得ないあたたかい『保
育と教育』を実現していただくためにおが～るシステム
は生まれました。
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メインメニューについて

園児・職員の基本的な情報や健康情報をひとりひとり管理する事ができます。
V3では、より細かな情報まで入力することができるようになりました。施設の情報
管理や職員同士の連絡機能もあり、施設内で情報を共有することが簡単にできます。

年度更新
毎年のクラス変更や新旧
の処理などの年度更新を
簡単に行うことができま
す。クラス名も新年度ま
で非表示にすることもで
きます。

園児名簿
園児ひとりひとりに関す
る情報を管理します。
名簿の出力はもちろんの
こと必要項目のみをエク
セルに出力することも可
能です。
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メインメニュー機能一覧

おが～るシステムはランチャーと呼ばれる3つのボタンでメイン・保育・登降園メニューを切り替えて操作すること
ができます。メインメニューでは園児の基本情報や保健的な要素の管理、職員や施設の管理が行えます。クラスの
設定や年度更新処理、イベント情報の設定などもすることができます。

園児に関する情報を登録する
ことができます。
家族情報や兄弟情報を登録や
管理することで、今まで紙で
管理していたものをおが～る
システムで一元管理できます。

職員への基本情報を管理する
ことができます。
職員ごとにおが～るシステム
へのログインIDとパスワード
を設定、使用できる機能の制
限をすることもできます。

最新のバージョンが公開され
たタイミングで、親機でボタ
ン一つでバージョンアップで
きます。また、親機をバー
ジョンアップすることで子機
やタブレット端末も次回起動
時に自動的にバージョンアッ
プできます。
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保育メニューとは

計画・日誌の自由設計で、今まで使っていたレイアウトをそのまま再現できます。
他にも様々な資料を簡単に作成することができ、職員の負担を軽減できます。メイン
メニューで入力した情報を確認でき、日常で役立つ項目を様々用意しています。

要録
システムに登録済みの
園児名や生年月日など
といった情報を自動で
取得し表示します。

成長記録 /疾病・予防接種/経過記録

出 力入 力検 索
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保育メニュー機能一覧

おが～るシステムの保育メニューは各保育士・教員がそれぞれ個別に使用することを想定としています。パソコン
が苦手な方でも直感的に操作できるようきめ細かく配慮されています。
また記録系の様式自由設計機能も各園のこだわりに合わせて細かく設定できるため理念を実現いただけます。

「様式作成」で作ったレイア
ウトに年間計画、日案など必
要に応じてアイコンを設定で
き、エクセル感覚で入力やす
べての記録から参照・引用が
可能ですので理想の保育・教
育を実現いただけます。

児童票同様に園児ごとの情報
が統合され最終的に要録とし
て出力されます。施設の種別
で保育所、こども園、幼稚園
の様式に対応しております。

園児の伸長・体重・頭囲を検
索・登録・印刷することが出
来ます。
園児の成長記録はグラフで表
示され、直感的に確認できま
す。入力はキーボード操作の
みで可能なので簡単です。
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登降園メニューについて

登降園画面で打刻された情報をもとに料金の計算、請求書・領収書を発行すること
ができます。さらに、各種実績報告用データを出力可能です。また、登降園の際に
必要なカードの発行もこの画面でできます。

施設等利用給付
特定子ども・子育て支援
の提供に係る領収書と、
提供証明書の発行が可能
になりました。エクセル
での出力にも対応してい
ます。

利用集計
認定ごとの料金はもちろ
んのこと、1号の複雑な
料金体系にも対応できま
す。請求書や領収書へも
自動反映し補助金申請も
簡単になります。
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登降園メニュー機能一覧

おが～るシステムの登降園メニューは子ども子育て支援新制度や認定こども園・バスでの登降園対応もばっちり。
保育資格や教員免許を必要としない事務作業はおが～るシステムが最も得意とするところです。アナログ管理から
の脱却は園のみならず利用者目線でもサービスの一環となり評価されるポイントとなります。

登降園端末で登録した打刻が
リアルタイムに反映されるた
め、現在保育中の園児数がど
の端末からでも確認すること
が出来ます。併せておがスマ
の申請数なども確認すること
ができます。

園児ごとに自由な締め日で明
細を発行することが出来ます。
登降園に関する延長・預かり
保育料のほかに写真代やおや
つ代など個別に追記すること
もできます。

延長・預かり保育料の計算と
特別保育事業に最も手間のか
かる事務作業が一瞬で完了し
ます。他にも保育台帳、事務
日誌、保育日誌、延長保育集
計、欠席集計など様々な帳票
を出すことができます。



9

登降園端末について

おが～るシステムの登降園は、保護者に登降園カードのスキャン
やタブレットへのタッチなどしてもらう簡単な操作で、登降園を
記録できます。
様々な設定ができるため、カードでの運用の場合タブレットに触
れずに登降園も可能です。

カードの背景画面
を任意で印刷でき
るので、各園こだ
わりの画像を指定

できます。
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利用者へ配慮のこだわり

登降園の時間は保護者と職員が接することができる貴重な瞬間です。

登降園時刻を職員のチェックしたり保護者による記入など負担をなくすことで

コミュニケーションを大切にしていただけます。

登降園端末は登校園カードかタッチなど簡単な操作で、さらに可愛らしい木製スタンド

たちがお出迎えいたしますので利用者の皆様にもお喜びいただけます。

登降園はタブレットの操作となります。
コストが抑えられるバーコード式カード、ICカード
などお客様のご要望により変更することが可能です。
お誕生日のお祝いメッセージや保護者へのアンケー
ト（フリー項目設定）など様々な機能があります。
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登降園の打刻の方法

登降園の打刻方法は複数の方法から選択することができます。

コロナの影響もあり非接触でICカードやバーコードなどを使った打刻も可能となっております。

バーコードリーダー ICカード＆
ICカードリーダー

電子錠 ハンズフリーアンテナ
＆タグ おがスマ検温端末

専用のバーコード
リーダースタンドも

ございます
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システム構成

親機と子機となるパソコン並びに園内ネットワーク環境は別途ご準備い
ただきます。
親機の必要スペックは以下の通りとなります。
おが～るシステムでは親機、子機ともにマイクロソフトオフィスは必携
としておりません。

標準構成（例） 数量

おが～るシステム 基本システム 1式

おが～るシステム 子機アプリ 6式

おが～るシステム 登降園端末アプリ 1式

おが～るシステム 登降園端末専用タブレット 1台

おが～るシステム 登降園端末専用スタンド 1台

おが～るシステム 基本システムセットアップ 1式

おが～るシステム 子機セットアップ 6式

おが～るシステム 登降園端末セットアップ 1式

おが～るシステム 操作指導 1式

交通費（東京都区内または盛岡起算による実費） 1式

※登降園端末1台、子機6台構成の場合の御見積となります。

登降園端末や子機を必要に
応じて自在に追加したい

保育メニューを使用せずメ
イン・登降園メニューのみ
を使用したい

登降園メニューを使用せず
メイン・保育メニューのみ
を使用したい

おが～るシステムはクラウドではなくオンプレ方式のため月額・年額料金ではなく
イニシャルコストのみの費用となります。
またお客様の必要としている機能を充実させることで様々な組み合わせの構成でご
案内することができます。
将来の追加も可能ですのでぜひそれぞれの園の運用に合った構成をご検討ください。

パターン 1 パターン 2 パターン 3
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サポート体制

機器の電源が入らない・ネット
ワークの不調などリモート対応
が困難な場合は、地元販売店の
対応となります。

全国のITソリューション
に明るい各地の販売店と
パートナーシップを
結んでいます ルータ

TeamViewer

リモート対応

フリーダイヤル
月曜日～金曜日
9:00～18:00

（年末年始・祝祭日を除く）

保育園・認定こども園・幼稚園様 おが～るサポートデスク

インターネット

※園内LAN
（ネットワーク）

ルータ

子機

子機

登降園端末 親機（サーバー）

データ
ベース

ルータ

サポート対応時間

メーカーと地元販売店の2重のサポートで安心！！
おが～るシステムは年間保守料数万円～（初年度は初期費用に含む）をお支払い頂くことで電話・リモート対応と制度変更によるバージョンアップをご提供できます。
あわせて電話・リモート対応が困難な場合は地元販売店の独自サポートサービスも可能なため安心してご料頂けます。
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おが～るシリーズ プラットフォーム
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製品別 お客様の声①

●園内の業務負担を軽減。
●園児・職員・施設の情報のペーパーレス管理。
●計画日誌の自由作成で園独自のレイアウトにも対応。
●登降園打刻をもとに料金計算も簡単。

以前まで延長保育料は、預かり保育の時間と照ら
し合わせて手計算で金額を計算していましたが、
導入後は計算作業が一切なくなって楽になりまし
た。

●施設様と保護者様のスムーズな連絡を実現。
●個別・グループ別・全員等、宛先も自由に設定。
●保護者様の既読確認で連絡漏れの心配不要。
●成長記録や予防接種等も保護者で入力。

●職員様同士のやり取りをSNSのように。
●スマホで園児の登降園状況確認。
●計画日誌入力情報の登録。
●園児情報の確認をスムーズに。

●保育料の支払いをキャッシュレス化。
●施設での現金の管理が不要に。
●自動入金消込で手間を削減。
●迅速かつ確実な入金を促進。

製品について お客様の声製品名

保育業務支援システム

連絡アプリ

おが～るシステムスマートフォン版

キャッシュレス機能

今までお知らせは、小さな紙にコピーをして保護
者様へ手渡ししていた為、手間がかかり連絡漏れ
もあったが、おがスマで簡単に一括送信ができ、
確実に周知ができるようになりました。

職員がスマホから園児の登降園状況や園児情報を
確認できるので、保護者からの急な問い合わせに
も慌てることがなくなりました。
職員同士で協力して計画日誌の作成ができて便利。

現金を取り扱う業務（手数え・入金作業）の手間
や時間を省くことができるようになり、お釣りを
準備する手間もなくなりました。また、入金・未
入金の確認作業も簡素化されました。
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製品別 お客様の声②

●園バスが今どこを走っているかいつでも確認。
●バスの接近を自由なタイミングでプッシュ通知。
●施設から運行についてのお知らせを素早く配信。

●非接触での検温で感染症対策。
●おが～るシステムへ登降園打刻＋検温登録を同時に。
●体温異常を計測した場合に通知。
●検温登録の一覧を出力。

●園児の登降園を音声で通知できる！
館内放送を園児の登降園と連動して自動で園児を呼
び出すことができます。

製品について お客様の声製品名

●おが～るシステムの情報を参照し、帳票出力。
●各自治体ごとのレイアウトに対応可能。

自治体向け帳票出力

バスロケーションシステム

検温管理機能

通知オプション

自治体のレイアウトに合わせて行政報告用の帳票
が作成されるので、職員が行っていた入力の作業
がなくなりました。

冬はバスが渋滞で遅れてしまいがちですが、保護
者の方が「今どこを走っているか」をリアルタイ
ムで確認できるので、職員から遅延の連絡をする
手間が省けました。

毎日の登降園時間・体温確認 ➡ メモ書き ➡（ソ
フトへ入力、または紙での）保存の手間がなくな
り、朝の混雑と職員負担の緩和ができるようにな
りました。

毎日、園児が来た時と帰るときに館内放送をして
いたが、館内放送がシステムで自動化されたので
館内放送する時間がなくなりました。



17

オプション

保護者連絡アプリ

※一部機能は開発中となりますのでお問い合わせください。

おがスマ・おが～るシステムSMART

おが～るシステム スマートフォン版

登降園連絡
（欠席/遅刻/早退/予約）１

セットで

連絡帳のやりとり２
施設からのお知らせ配信
(園の様子/緊急連絡/園だより /
アンケート）

３
※ファイル添付

その他保護者と情報共有できる機能が様々あります。

100,000
ユーザー突破！
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おがスマオプション

おがスマ導入によって様々なメリットがございます。

・施設からの連絡を空き時間で確認ができます。
・施設から連絡はプッシュ通知で気づくことができます。
・欠席などの連絡が時間を気にせずでできます。

・各情報は「おが～るシステム」へ自動連携できます。
・お知らせ送信を行った際に既読未読の確認ができます。
・連絡帳の入力が簡単にできます。
・スマートフォンよりお知らせ送信ができます。
・休日でも緊急のお知らせ送信ができます。
・スマートフォンにて登降園の確認ができます。
・おがスマに送信することでペーパーレス化ができます。
・成長記録やイベントなどもアプリで共有できます。

保護者のメリット

施設のメリット
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おがスマ お知らせ機能紹介オプション

お知らせ（保護者側機能紹介）

兄弟などがいる場合は
こちらの画面へ表示されます。

園から送られたお知らせの
一覧です。既読は☑未読は！が
表示されます。

お知らせの詳細が表示されます。
ダウンロードボタンを押すと、添付
ファイルのダウンロードをすることが
できます。

ホーム 園児選択 お知らせ一覧 お知らせ確認
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おがスマ お知らせ機能紹介オプション

お知らせ（施設側機能紹介）

おが～るシステム お知らせ画面

※ファイル添付について
サイズは1ファイル50MBまでとなります。
送信後に保護者側（アプリ）にてダウンロード可能です。

日時指定を行って予約送信も可能です。
予約送信可能

おしらせ文章入力

URL添付（動画サイト、ブログ）

ファイル添付（PDF・画像）

送信できる内容
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おがスマ 園児情報・予防接種機能紹介オプション

園児情報（保護者側機能紹介）

園児情報を保護者様へ入力していただくことができます。
園児におがスマにログインしていただき事前に入れて頂いたりすると
職員様が一人一人入力する時間を大幅に短縮することができます。

ホーム 園児情報入力

予防接種（保護者側機能紹介）

予防接種の内容を保護者様へ入力していただくことができます。
定期で受ける予防接種から任意の予防接種、コロナウイルスのワクチン接種まで登録する
ことができます。

ホーム 予防接種入力
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おが～るシステムSMART お知らせ機能紹介オプション

お知らせ送受信（職員様向け能紹介）
ホーム お知らせ受信 お知らせ送信 既読確認

お知らせ送受信とアンケート
の確認をすることができます。

お知らせの受信の一覧が表示
されます。

お知らせの送信の一覧が表示
されます。

お知らせの送信内容を見ることができます。
また園児毎の既読未読の状況も見ることができ
ます。
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おが～るシステムSMART 登降園一覧機能紹介オプション

登降園一覧（職員様向け能紹介）
ホーム 登降園一覧 絞り込み

園児の登降園の状況を見るこ
とができます。

対象日の園児の登園、降園や
欠席の状況を一覧で見ること
ができます。

クラスや任意のグループで園
児を絞り込むことができます。

上記はクラスを選択してクラスで絞り込みを行う
場合の画面になります。
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オプション おがバス・おがサ～モ

おが～るシステム
連動

バスロケーションシステム
リアルタイム
位置情報把握
保護者
スマホアプリ対応
ドライバーの
運行管理

１
２
３

ぶるーバス

ぶるーバス

合計距離 250,393 Km

距離 37.5
今日の走行

燃費 6.8
急加速 回

みどりバス

距離 22.8 Km ﾋﾔﾘﾊｯﾄ 回4

ぶるーバス7時31分
急減速

ぴんくバス

急減速 2 回
急ハンドル 1 回
速度超過 回

Km
Km

距離 5.9 Km ﾋﾔﾘﾊｯﾄ 回

↑運行結果確認（ＷＥＢ画面）

登降園・出退勤
＋検温登録

体温異常通知

検温一覧出力

１
２
３

非接触 顔認証

感染症
対策

オリジナル
おがサ～モ専用

スタンド→

検温 !

2022年4月～安全運転管理者による運転者の運転前後の

アルコールチェックが義務化

制度改正対応！
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おがペイ・通知オプションオプション

感染症対策に！

園内音声呼び出し機能

どの園児が登降園したかを園内へ音声で
呼び出し

どの園児が登降園したかを園内のPC画
面で即時通知

１

２

※

※1 当社調べとなります。（2022年7月現在、保育・教育業界内における「園内音声呼び出し」として）

キャッシュレス
決済機能

請求情報で決済！

保育料金の精算に！
●保育料 ●延長保育料 ●バス代
●給食・おやつ代 等

クレジット
カード

PayPay

コンビニ
決済





岩手インフォメーション・テクノロジー株式会社
【本社】岩手県滝沢市巣子152-409

TEL：019-613-3538 FAX：019-613-3602    
【関東サテライト】神奈川県川崎市中原区新丸子東2-897-11 

ラポール新丸子2階211号室
URL：https://iwate-it.co.jp

更新日：2023年3月2日
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