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まえがき

自治体における業務のうち財務会計業務は，住民基本台

帳や税務に次いで電子化・コンピュータ化が比較的進んで

いる業務であるといえる。

業務を支援する財務会計システムは，当初，ホストコン

ピュータを使用するものが主流であったが，ネットワーク

時代の到来とともにパソコンサーバを使用したクライアン

ト・サーバ型のシステムが主流を占めるようになった。

しかしながら，電子政府に対応した電子自治体における

財務会計システムのあるべき姿を考えたとき，クライアン

ト・サーバ型財務会計システムでも，その要求機能を完全

に満足させているとは言い難い。

本稿では，電子自治体における財務会計システムの有す

べき要件と，それらの要件を満足する財務会計システムに

ついて紹介する。

財務会計システムの変遷

自治体の財務会計業務は，月末，年度末，年度初めなど，

時期により業務が集中すること，大量の帳票・帳簿を出力

する必要があることなどから，当初はホストコンピュータ

によるシステムが主流であった。端末には専用端末が使用

され，データの入力は端末室へ行って行うか，専用のネッ

トワークにより接続され，各部署に配置された端末から行っ

ていた。

端末を操作する権限の認証は，各部門に配付された磁気

カードなどを使用していたため，同時に財務端末を操作で

きる職員は各課一人か二人程度であり，業務集中時には順

番待ちが発生し，業務効率上問題となる場合もあった。ま

た，一般にホストコンピュータは稼動時間が限定されてい

るため，システム使用時間を部門により制限したため，期

日までに必要な入力が完了しないケースもあった。

その後，ネットワーク時代の到来とともに，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が徐々に整備され，また，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されてきたため，パソコンサー

バを利用したクライアント・サーバ型の財務会計システム

が登場した。

現在の財務会計システムは，このクライアント・サーバ

型システムが主流となっている。

クライアント・サーバ型財務会計システムの採用により，

各部署に設置されたパソコンからの入出力が可能となった。

サーバ機はホストコンピュータに比べ，信頼性が高いこ

と，ランニングコストが安いことなどから，ホストコン

ピュータよりも長い稼動時間を確保することが可能となり，

業務効率は大きくアップした。

さらに，認証方式として ID，パスワードを採用するこ

とにより，同時にシステムを使用することが可能な職員数

が増え，業務効率のさらなる向上が可能となった。

しかしながら，クライアント・サーバ型システムは，ク

ライアント（パソコン）側に専用のソフトウェアをインス

トールする必要があるため，クライアント台数が増えれば

増えるほど，メンテナンスの手間や費用がかかるという欠

点を持っている。

またクライアント・サーバ型財務会計システムの多くは，

他のシステムとのインタフェースをほとんど持たない，い

わゆる「閉じたシステム」であるため，他のシステムとの

スムーズな連携のためには，大幅なソフトウェアのカスタ

マイズが必要となる場合がある。

このような理由から，文書管理や電子決裁などの複数の

システムが有機的に連携すべき電子自治体のシステムとし

ては，クライアント・サーバ型財務会計システムは十分な

機能を有しているとは言い難い面がある。

電子自治体に対応した財務会計システム

近年，自治体を取り巻く環境は大きく変化している。ネッ

トワーク整備はさらに進み，総合行政ネットワーク

（LGWAN）の構築により，国や都道府県との文書交換や

各種申請，決算統計表などがネットワークを通じて電子文
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書でやりとりすることが技術的には可能となり，現実に

「電子政府」の構築が進められている。電子政府が実現す

れば，例えば決算統計表などは電子データによる提出とな

ることは想像に難くない。また，インターネットの普及や

通信インフラストラクチャーの整備により，金融機関への

オンラインバンキングや，業者との電子取引，すなわち電

子入札や電子調達が可能となった。また，インターネット

を通じた電子申請や情報公開という新たな住民サービスへ

の需要も現れた。

このような環境の変化に対応するためには電子自治体の

構築は必要不可欠なものとなりつつある。

電子自治体における財務会計システムの位置づけと，電

子自治体を取り巻く周囲環境を図１に示す。

電子自治体においては，周囲環境だけではなく，庁内の

環境も大きく変化する。

イントラネットなどの共通ネットワークが整備され，パ

ソコンは一人 1台が実現されていく。このような電子自治

体という新たな情報環境の中では，財務会計システムも従

来にはない機能が要求される。

以下に電子自治体における財務会計システムが持つべき

主な要件を述べる。

多数の利用者に対応できること

一人 1台のパソコン普及が実現すると，職員は，自分の

机上のパソコンですべての業務を行うことになる。それに

伴い，ホストコンピュータの時代には財政部門でまとめて

入力していたような内容を，各予算執行課で入力するなど

の「負荷分散による業務効率の向上」が可能となる。

したがって，財務会計システムも，従来のような特定の

端末からのみ使用できるようなシステムではなく，基本的

にはネットワーク上のすべてのパソコンから操作できるよ

うなシステムでなければならない。

保守・メンテナンスが容易であること

上記のように，システムを使用可能なパソコン台数が大

幅に増えると，従来のようなクライアント・サーバ型では，

多大なメンテナンスの手間や費用がかかる。したがって，

システムの端末として使用可能なパソコン台数が増えても

メンテナンスや保守が容易に行えるようなシステムである

ことが要求される。

電子決裁，文書管理システムとの連携ができること

一般的に自治体における決裁文書において，支出負担行

為伺，支出命令書などの財務会計システムから出力される，

いわゆる財務帳票の占める割合は非常に大きく，自治体に

よっては，年間決裁文書の約 50 ％が財務文書となってい

る場合もある。したがって，電子自治体として電子決裁シ

ステムを導入する際には，財務帳票をその対象としなけれ

ば効果が半減する恐れがある。

既存の「決裁機能付き財務会計システム」の多くは，そ

の決裁機能が財務会計システム独自のものであり，一般回

議文書の電子決裁には使用できないものが多い。

また，財務会計システム，電子決裁システムおよび決裁

完了後の文書を保管・管理する文書管理システムを，それ

ぞれ必要に応じて別々に呼び出すようなシステムでは，そ

のオペレーションの煩雑さが，業務効率の向上を妨げる原

因となる。

したがって，電子自治体における財務会計システムは，

共通基盤としての電子決裁システムを使用することが可能

であり，帳票入力ー帳票出力ー電子決裁起案という一連の

業務を，シームレスで処理することが可能なシステムでな

ければならない。

導入順序を選ばないこと

電子自治体を構築するためのシステムは，従来の業務形

態を大きく変化させるものであるため，一時期にすべてを

導入すると混乱が生じ，導入初期には業務に支障を来す可

能性があるため，順次導入を行う場合が多い。

このとき，各業務システムの導入順序は，それぞれの自

治体の事情により異なる。したがって，各業務システムが
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図１　電子自治体における財務会計システムの位置づけ
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どのような順序で導入されても，スムーズに導入でき，他

のシステムと連携することが可能なシステムでなければな

らない。これは，言い換えれば，財務会計システムをはじ

めとする各業務システムが，それぞれ独立したシステムと

しての形態を保ちながら，一方で他システムとの連携のた

めの柔軟なインタフェースを有していることが必要である

ということである。各業務システム間の連携のイメージは，

本特集号の別稿「いろいろな決裁業務を支援する電子決裁

システム」の図１を参照いただきたい。

豊富なサブシステムを有していること

一般に財務会計システムといえば，予算編成業務，歳

入・歳出などの会計業務，決算業務，決算統計処理を行う

システムを指す。しかし，電子自治体における財務会計シ

ステムでは，これらの業務だけではなく，電子調達，電子

入札に対応した契約管理，債権者管理をはじめ，起債管理，

資金管理，物品・備品管理や近年話題となっている自治体

向けバランスシートの作成などの業務にも対応した，総合

的なシステムであることが要求される。したがって，この

ような業務のためのサブシステムを有しているシステムで

なければならない。

電子自治体財務会計システムの概要

本章では，前述の電子自治体に対応した財務会計システ

ムの要件を有した電子自治体財務会計システムの主な機能

について紹介する。

４.１ 電子自治体に対応した機能

Web 画面による操作

本システムでは，入出力画面のうち，予算要求，支出負

担行為伺，支出命令書作成などの全庁的に使用する画面に

ついては，Web 化し，ブラウザによるシステムの呼出し，

帳票データの入力を可能とした。

これにより，各予算執行課のパソコンには特別なソフト

ウェアをインストールすることなく，システムの端末とし

て使用することが可能となり，メンテナンスも容易となる。

また，ブラウザがインストールされているパソコンであ

れば，システムの端末として使用できるため，システム導

入時に既存のパソコンを有効利用でき，増設も容易に行え

ることから，導入コスト，メンテナンスコスト，増設時の

コストの軽減を図ることができる。

一方で，財政部門，会計部門だけが操作する部分につい

ては，クライアント・サーバ型システムを採用しており，

応答速度の向上などを図っている。

図２にブラウザによる入力画面の例を示す。

電子決裁とのシームレスな連携

本システムから出力される帳票（決裁文書）は，電子文

書化され，電子決裁システムに出力するとともに，自動的

に電子決裁システムを起動し，画面が切り替わるという連

携機能を有している。

電子決裁システム側では，この電子文書を指定された決

裁ルートに従って決裁者に決裁依頼を行うのである。

決裁完了後，電子文書は文書管理システムに保管するこ

とができる。これにより，電子決裁された帳票は，紙文書

と同等の原本性を確保することができる。

さらに，電子決裁システムから決裁完了の通知を受け取

ることにより，財務会計システムでは，該当帳票に関する

入力内容の確定処理を自動的に行う。

この連携機能により，財務会計システムへのデータ入力

から決裁までを，一連のオペレーションで処理することが

できる。

図３に財務会計システムと電子決裁システム，文書管理

システムとの連携の例を示す。

導入順序を選ばないシステム

図３に示すように，財務会計システムは，基本的には他

のシステムから独立したシステムであり，連携インタフェー

スにより電子決裁システムと接続されている。したがって，

まず，財務会計システムを導入し，後に電子決裁システム

と連携させたり，または先に電子決裁システムを導入する

など，自治体の事情に応じた導入順序を自由に選択するこ

とができる。

豊富なサブシステム（4）

（3）

（2）

（1）

（5）
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図２　ブラウザによる入力画面例
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本システムは，以下のような豊富なサブシステムを有し

ている。

™契約管理システム

™起債管理システム

™物品管理システム

™備品管理システム

™公有財産管理システム

™資金管理システム

™基金管理システム

４.２ その他の機能

本システムは前述の機能のほか，以下のような機能を有

する。

予算査定における差戻し機能

本システムでは，予算要求入力は各予算執行部門で行う

ことを基本としている。

入力が完了すると予算執行部門で確定処理を行う。その

後財政部門でチェックを行い，財政部門で確定後，査定業

務を行うという手順となる。

入力内容に不備があれば，財政部門から予算執行部門に

対して差戻しを行うが，この差戻し処理を査定中でも行う

ことを可能とした。

減額補正時のアラーム機能

減額補正を行う場合，補正額がすでに確定した支出負担

行為の合計額を下回っている場合がある。

このような状況で減額補正を行うと，その科目の予算残

額がマイナス値となり，これを解消するために予備費の流

用などを行う必要がある。

一般的には，減額補正を行う際，予算残リストを出力し，

補正額入力前に予算残額をチェックするか，減額補正を行っ

た後，予算残リストによりマイナスになっている科目を

チェックしている。

本システムでは，補正額を入力すると自動的に予算残額

との突合を行い，マイナスとなる場合には，それを通知す

る。

あとがき

本稿では，電子自治体の基幹システムである財務会計シ

ステムの有すべき要件と電子自治体に対応した財務会計シ

ステムの機能について紹介した。

本システムは，電子自治体に対応しているばかりではな

く，従来のシステムに比べ，導入コスト，メンテナンスコ

ストなどの軽減が可能であり，財政部門，会計部門に偏り

がちであった財務会計業務を分散化することによる業務効

率の向上が可能なシステムとなっている。

自治体の財政状況は，近年，国民の注目を集めており，

バランスシートや損益計算書の指針が自治省から提示され

るなど，今後ますます総合的な管理が必要となっていく。

また，起債における変動歩合や減債基金など，業務内容

も年々変化している。

これらのことを踏まえて，今後もさらに顧客にとって使

いやすく，メリットの多いシステムを提供していく所存で

ある。
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解　説 総合行政ネットワーク（LGWAN
＊

）

総合行政ネットワーク（LGWAN）の構成

都道府県� 市� 村�町� 都道府県� 市� 村�町�

バックボ－ン�
ネットワ－ク�

総合行政NOC
霞が関�
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総合行政ネットワーク（LGWAN）�

省庁� 省庁�

省庁�

広域行政NOC 広域行政NOC

全国 3,300の地方公共団体を結ぶ専用のネットワー

クであり，行政間の公文書交換や情報の共有化などを

目的として構築が進められている。2001年度から都道

府県および政令指定都市による接続を開始し，2003年

度をめどに省庁間を結ぶ霞が関WANとの相互接続を

含めて全国の地方公共団体で運用が開始される予定で

ある。

ネットワークはバックボーン回線から都道府県単位

に設置する広域行政 NOC（Network Operation Cen-

ter）を経由して地方公共団体を接続する。また，省庁

および地方自治体の認証局と連携することで，公開鍵

（かぎ）暗号方式の電子署名などを用いて高いセキュ

リティも備えることができる。

＊ LGWAN： Local Government Wide Area Network
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