
高畑　　達

官公需分野における情報事業の企

画および行政情報システムの企画

設計に従事。現在，電機システム

カンパニー情報システム事業部

SIソリューション第一部課長補

佐。

野本　哲夫

官公需分野における各種情報シス

テムのエンジニアリング業務に従

事。現在，電機システムカンパニー

情報システム事業部 SIソリュー

ション第一部課長補佐。

小平　和正

情報処理関連の開発，水処理分野

向けの応用システムの開発に従事。

現在，（株）FFCシステム本部第

一システム統括部公共ソリュー

ション部担当課長。情報処理学会

会員。

富士時報 Vol.72 No.12 1999

まえがき

自治体における財務会計や人事給与といったシステムで

は月末・年度末などに業務が集中するため，ホストコン

ピュータによる高速のバッチ処理が主流であった。

今日のネットワーク時代の到来により，自治体における

情報システムにおいても出先機関との連携を含めた，シー

ムレスな情報環境の整備が必須（ひっす）となっている。

さらに，パーソナルコンピュータ（パソコン）の高機能

化・低価格化に伴い，各部署に数台設置されるようなハー

ドウェア環境が実現できるようになったため，パソコンを

端末にしたクライアント・サーバ形の行政情報システムに

移行しつつある。

クライアント・サーバ形にすることで即時性のあるシス

テムを構築することが可能となり，業務の効率アップによ

り住民へのサービス向上へとつながることになる。

本稿ではこのようなクライアント・サーバ形の財務会計

システム・人事給与システムについて紹介する。

図１に財務会計システムの構成例を示す。

財務会計システム

２.１ 財務会計の概要

財務会計は，一般的に以下のような四つの業務に分類さ

れる。各業務について簡単に説明する。

予算編成（予算）

地方自治体では毎年 9～12月にかけて次年度の予算を策

定する。そのため各課から提出された予算要求の資料の内

容を査定し，３月議会までに新年度の予算を確定し，予算

書の作成を行っている。

予算査定や予算書の作成は，財政部門の担当業務であり，

通常は総務部門に属する。

予算執行（会計）

予算に基づき，歳入・歳出の執行を行うことを予算執行

という。各課で執行伝票を発行し，その伝票に対して会計

部門（会計課や収入役室など）にて入出金の処理を行う。

具体的には請求に対する支払いや税金などの入金処理が発

生する。

また，各課では，伝票発行のたびに予算差引簿にて残金

の管理が行われる。
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図１　財務会計システムの構成例
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決算では，出納閉鎖後，前年度の執行状況を把握するた

めに会計科目ごとの集計を行い，会計部門にて決算書を作

成する。

決算統計

前年度の予算執行状況を都道府県や国へ報告する資料と

して決算統計がある。この統計作業は財政部門が行う。決

算統計は，歳入・歳出の種類ごとに集計された表であり，

全国で標準の様式が定められている。

２.２ 財務会計システムの特長・機能

本システムでは予算編成から決算，決算統計までの理想

的な行政運営を実現している。以下にその機能と特長につ

いて説明する。

操作性

マウスによる直感的な操作により，処理に応じて1ステッ

プずつ段階を追って実務・事務処理に合致した画面展開と

なるようにすることで各担当者が簡単に操作できるような

工夫を行っている。

また，オンラインヘルプ機能を充実し，入力コード表を

参照しないで済む入力などを実現することで初心者に対し

ても易しく，使いやすい入力画面としている。

図２に要求精算基礎入力画面例を示す。

セキュリティ

セキュリティ面においては，ユーザー IDごとのパスワー

ド入力はもちろんのこと，担当者コードをチェックするこ

とで担当者コードにより表示業務画面を替え，入力できる

業務画面を制限することにより，各課担当者が自分の担当

以外の処理を行えないようにしている。

予算編成業務における主な機能

各課において，前年度の予算内容を参照しながら新年度

の予算要求の入力を可能としている。詳細機能として，積

算基礎はかな漢字書換入力（日本語入力）形式での画面入

力で自動的に数式を判断し，その金額を予算要求額として

の積上げとなる機能を実現している。また，単位入力は，

テンキー＋単位キーにより，簡単に入力を可能としている。

財政部門の査定においては，査定履歴の管理を可能とし，

各種査定資料の作成を実現している。科目管理が統一的に

行え，予算科目コードの廃目や新設定の際に，科目スライ

ド機能により，科目コードが自動的に振り替えられるよう

にしたことで，簡単に再設定ができるようにしている。

予算データから予算書の版下作成はもちろんのこと，そ

のデータを任意に抽出し，Excel
〈注〉

などの表計算ソフトウェ

アに取り込むことが可能となる。Excel 上でのグラフ作成

や自治体独自の集計表を作成することなどを実現している。

予算執行業務における主な機能

従来，紙で行われていた伝票発行を各課の端末にて作成

し，会計への発行を行うことで，各課での分散入力が可能

となり会計部門での入力作業を不要とし，さらに発行した

伝票にバーコードを印刷することで，伝票が集中する会計

部門での事務（決裁）作業の軽減を可能としている。

また，各課端末からの，予算状況（予算差引簿）の把握

や，各種日計表・月計表や執行状況表などの印刷を可能と

することで，各課単位での予算執行が会計部門への問合せ

なしでもスムーズに行えるようにしている。

さらに，会計部門においては伝票データと債権者データ

から支払通知はがきの印刷や振込フロッピーディスクなど

の作成を実現し，支払事務や入金事務の合理化を行ってい

る。

図３に支出負担行為伺書の入力画面例を示す。

決算業務における主な機能

決算処理では出納閉鎖後，予算執行データから決算書の

版下を作成し，事項別明細書・実質収支計算書を作成する。

また，事項別明細書の備考欄の説明文は，予算執行で利用

したデータだけではなく，かな漢字書換入力機能を利用し

自由な編集を可能としている。流用・充当については，デー

タをまとめて修正し，説明欄に表示でき，それらの説明文

は，次年度にも利用することを可能としている。

決算統計業務における主な機能

統計調整処理，千円単位での端数丸め処理・表内検算・

表間の突合せの作業を自動的に行い，面倒な集計・確認作

〈注〉Excel ：米国Microsoft Corp. の製品名
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図２　財務会計システム（要求精算基礎入力）画面例 図３　財務会計システム（支出負担行為伺書）画面例
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業を省力化した。自動集計した統計調査票は画面から帳票

イメージで参照できるようにし，画面からの直接数値入力

も可能としている。

また，性質コードや目的コード，臨時・経常の区分など

伝票の属性コードを決算統計時に修正することで，システ

ム上で決算統計表（財務会計にかかわる標準様式である

04表・05表・07～15表・19～23表・32表・47表が対象）を

作成できるようにしている。

人事給与システム

ここでは自治体における給与計算と，自治体職員に関す

る人事情報を一元管理する人事給与システムについて紹介

する。

図４に人事給与システムの処理選択メニューを示す。

３.１ 共通機能

コマンド操作からグラフィック画面による感覚的操作へ

の変更，オンラインヘルプ機能の充実，入力コード表参照

不要な入力画面設計などにより，簡単操作を実現し，人事

異動などで担当者が代わった場合における引継ぎの負荷を

軽減している。

また，各種項目設定による抽出メニューは一覧表の作成

だけでなく，Excel などの表計算ソフトウェアにデータを

出力できる。そのため，表計算ソフトウェアでの機能を使

用してグラフ作成や集計などを簡単に行うことができるよ

うにしている。

さらに自治体庁内職員管理だけでなく，市立病院など関

連施設の職員管理もネットワークを介して行うことを実現

している。

３.２ 給与計算の主な機能

基本機能

行政では，その年の民間での給与・賞与ベースをもとに

出される人事院勧告および法改正に伴う条件変更が実施さ

れ，４月にさかのぼって各種給与条件が設定されるため，

年末調整や差額計算に迅速に対応する必要がある。各種手

当や掛金・負担金などの基礎額，基礎率などを可能な限り

パラメータ化することにより自治体ごとに異なる計算への

柔軟な対応を実現し，合わせて年末調整や差額計算にも柔

軟な対応を可能としている。

また，月次や賞与時の振込先を複数設定することも可能

としている。

図５に人事給与システムの給与ファイル内容を表示した

画面例を示す。

月例処理・賞与処理機能

給与計算を行う際の変動データ，特に時間外手当や休日

出勤の支給率を複数設定可能とし，個人の給与振込の口座

も複数の設定を可能としている。これにより，自治体ごと

に異なる給与・賞与の体系に簡単に対応できるシステムと

している。

給与実態調査機能

都道府県に対する報告書として，給与実態調査に定めら

れた帳票（01表・02表・05表・12表・14表・15表・19表・

27表・28表）と給与実態調査フロッピーディスクの作成が

可能である。

また，付随資料として個人別表や指定統計調査票を作成

することも可能である。

財務会計システムとの連携機能

自治体の業務は予算をもとに運営しており，給与計算に

おいても次年度の予算の把握が必要となる。

本システムでは，人事給与情報をもとに昇給，昇格のシ

ミュレーションを用意し，次年度の予算見積りを簡単に行

えるようにしている。

３.３ 人事管理の主な機能

職員人事情報の一元管理機能

従来，紙で管理されていた職員人事情報を電子化し，昇

給・昇格・異動などを電子人事台帳で管理する。辞令を発

布することで自動的に台帳登録され，履歴管理が行われる。

その他，家族情報・手当関係・研修などの履歴を一元管理

できる。
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図４　人事給与システム（処理選択）の画面例 図５　人事給与システム（給与システム）の画面例
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図６に人事給与システム（人事管理）の画面例を示す。

人事異動への対応機能

自治体においては平均して 3～ 5年で所属部署が変わる

といった特色があり，本システムではそれらに対応するた

め，

™同一部署長勤者名簿

™同一職名長勤者一覧

により，異動対象者のピックアップを容易に行うことがで

き，また，

™人事異動対象者一覧

™人事異動内示一覧表

を作成することができる。

規模に応じたサブシステム

職員の管理をより詳細に実施し，システム化したいとい

う要望に対しては，

™職員健康管理サブシステム

™臨時職員管理サブシステム

™被服貸与サブシステム

などを用意している。

職員健康管理サブシステムでは，人間ドックの対象者の

選定や申込みの受付を行い，スケジュールを調整・管理し，

検診結果を登録することも可能としている。臨時職員管理

サブシステムにより，臨時職員も人事管理システムにて登

録管理が可能である。

また，被服貸与サブシステムにおいては，被服の貸与に

ついて管理ができ，いつ支給更新が必要かを判断すること

ができるようになる。

さらに，身分証明書（名札）を作成するサブシステムで

は顔写真付きでの登録，証明書作成が実現できる。

３.４ その他の機能

その他の機能として以下のような基本機能を有する。

™共済フロッピーディスク作成

™負担金計算機能

™特別減税処理機能

™源泉徴収機能

財務会計システム，人事給与システムの動作環境を表１

に示す。

あとがき

本稿では，行政情報システムの基幹システムである財務

会計システムと人事給与システムを紹介した。

これらのシステムは，オープン化，ネットワーク化を考

慮したパソコンをベースにしたクライアント・サーバ形シ

ステムであり，従来のオフィスコンピュータベースのシス

テムに比べ，導入コスト，メンテナンスコスト，スペース，

業務効率などの各面から効果のあるシステムとなっている。

また，これらのシステムを構築することにより，庁舎内の

ネットワークが整備されることになり，グループウェア構

築によるコミュニケーションインフラストラクチャの強化

も可能となる。さらには，電子決裁システムと基幹システ

ムの連携によるシステムのレベルアップが図れることにな

る。

以上のことを踏まえて，今後もさらに顧客にとって使い

やすく，特長を持った有効なシステムを提供し，庁舎内情

報システムの構築を図っていく所存である。
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図６　人事給与システム（人事管理）の画面例

表１　システム動作環境 

Windows NT4.0サーバ 
〈注1〉 

200 MHz 以上 
（推奨：300 MHz 以上） 

128 Mバイト以上 
（推奨：256 Mバイト以上） 

4 Gバイト以上 
（推奨：RAID構成） 

TCP/IP

ディスプレイ 
640×480画素以上 
無停電電源装置/DAT

OS

CPU

メモリ 

ディスク 

ネットワーク 

その他 

〈注1〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標 
〈注2〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標 

Windows NT4.0 
ワークステーション 

133 MHz 以上 

64 Mバイト以上 
（推奨：96 Mバイト以上） 

空領域100 Mバイト以上 

TCP/IP

ディスプレイ 
640×480画素以上 

人事給与システム 財務会計システム 

項　目 

分　類 

サーバ クライアント サーバ クライアント 

Windows NT4.0サーバ 

200 MHz 以上 
（推奨：300 MHz 以上） 

128 Mバイト以上 
（推奨：256 Mバイト以上） 

4 Gバイト以上 
（推奨：RAID構成） 

TCP/IP

ディスプレイ 
800×600画素以上 
無停電電源装置/DAT

〈注2〉 

Windows95，98

133 MHz 以上 

64 Mバイト以上 
（推奨：96 Mバイト以上） 

空領域100 Mバイト以上 

TCP/IP

ディスプレイ 
800×600画素以上 



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




