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 平成１６年度から本格運用している人事管理・給与計算システムの導入経緯、毎年度の改良

内容、これらを中心として確立している事務処理方法を紹介すると共に、今年度導入が予定さ

れていた（現在は年度末に向け改善計画を立案中）府省統一の「人事・給与関係業務情報シス

テム」についても紹介する。また、今後、改善計画に基づき統一システムが導入された場合、

現段階で想定される事務処理・システム運用方法案についても解説する。 
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1. 現行システムの概要 

 

 現在、当局において人事管理・給与計算業務に用いて

いるシステムは、平成１６年９月から本格運用している

「人事管理システム」及び「Pilot-Nxt(給与)システム

(以下給与システムという)」である。ほかに「Pilot-

Nxt(厚生)システム(以下厚生システムという)」も同時

期から運用を開始しているが、こちらは共済事務担当等

において、主に標準報酬（短期・長期掛金）や貯金・財

形・宿舎料などの控除情報、宿舎の入退去情報などを管

理しており、これらの情報を給与システムとデータ連携

することにより、 終的な給与計算を行っている。 

「人事管理システム」と「給与システム」とはそれぞれ

独立したシステムのため、「人事管理システム」で入力

したデータをｃｓｖ形式で一旦出力し、それを「給与シ

ステム」に取り込むといった、ｃｓｖによるデータの受

け渡しを行っている。一方、「給与システム」と「厚生

システム」とはPilot-Nxt（パイロットネクスト）とい

う同じシステム内に構築されているので、「厚生システ

ム」側の取込ボタンにより「給与システム」から必要な

情報を取り込んだり、「厚生システム」に登録された控

除情報を元に「給与システム」側の実行ボタンで控除計

算を行うといった、ボタン一つによるデータ連携を実現

している。 

「人事管理システム」にはこのほか、サブシステムと

して「研修システム」というものも搭載されており、研

修員名簿の出力や推薦調書の出力など、本局の職員研修

室や開建の研修担当が行う研修事務全般にも活用されて

いる。 

さらに、現行システムに登録された組織や氏名といっ

た基本情報は、ＣＣＭＳ（工事契約情報管理システム）、

ＰＣＭＳ（物品調達契約等総合管理システム）、農業土

木請負工事費積算システム、一元的文書管理システム、

グループウェア・メールといった、他の行政システムに

もデータ連携され、そのデータは幅広く活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 現行システムの構成 

 

 

2. 現行システムにおける事務処理フロー 

 

 現行システムを使用した事務処理の大まかな流れは以

下のとおり 
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(1) 採用・異動データの登録 

任用担当が「人事管理システム【異動システム】」に

新規採用や異動情報・休職・復職等情報の仮登録を行い、

システム担当が「人事管理システム【職員情報システ

ム】」に正式登録の上、「給与システム」にデータ連携

を行う。 

 

(2) 手当情報等のメンテナンス 

「給与システム【給与担当者メニュー】」内で手当担

当が各種手当額等のメンテを実施する。 

 

(3)実績データ（超勤・特殊勤務手当）の登録 

「給与システム【実績管理システム】」に本局・開建

各課の勤務時間管理担当が、該当月分の超勤時間数や特

殊勤務手当の種類・回数を登録する。 

 

(4)各種控除額のメンテナンス 

標準報酬・貯金・財形・宿舎等の各担当が「厚生シス

テム」の各システム内で、各種控除額等のメンテを実施

する。 

 

(5)仮計算の実行 

給与担当が「給与システム【給与担当者メニュー】」

内で給与の仮計算を実行。 

 

(6)控除額計算＆支給額の確定 

システム担当が「給与システム【本局担当者メニュ

ー】」内で控除額計算を実行し、 終的な給与支給額を

確定させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 現行システムにおける事務処理の流れ 

 

 

3. 現行システム導入以前の旧システム 

 

 平成１６年度の導入以前は、昭和４６年に当時の人事

課職員が開発した「人事情報処理システム」を長らく使

用してきた。当該システムは、昭和６３年度にＡＣＯＳ

（エーコス）と呼ばれる本局に設置されたセンター機に

搭載され、人事情報の管理と給与計算を実施していた。

当時は人事院勧告等により差額支給や制度改正があった

場合は、職員が分担してプログラム作成・修正を行い、

職員の人事や給与に関するデータメンテ（新規・修正・

変更など）が生じた場合は、各開建の人事・給与担当が

紙ベースの入力データ表（コードで標記）を作成の上、

本局に送付し、本局においてそれをデータ化し、センタ

ー機に投入するといった運用を行っていた。平成１２年

度からは、超勤や特殊勤務手当データなどのいわゆる実

績データは各開建からオンラインで送信できるように、

職員名簿や超勤単価表といった帳票もオンラインで受信

できるように環境整備を図ったが、それ以外のメンテは

紙ベースの入力データ表による処理を、帳票出力に関し

ては、出力依頼書を本局に提出し、本局においてセンタ

ー機から出力したもの（紙ベース）を開建に送付すると

いう処理を行っていた。毎月の基準給与簿も、本局で一

括出力したもの（紙ベース）を開建担当に送付していた。 

また、毎月の月例給与計算時に行っている現員数の確

認においては、センター機の出力結果と合致するまでは、

本局を含め全ての開建の担当を待機させるといった運用

を行っていた。 

なお、共済掛金等については、福利共済システムや国

設宿舎管理システムにおいて計算され、その結果が本シ

ステムに磁気テープにより引き渡されていた。 

 平成１６年度以降は、担当の各ＰＣからデータ登録等

を可能とするＣ／Ｓ（クライアントサーバ）方式を採用

した現行システムの導入により、基本的な帳票出力や手

当の登録・給与の仮計算など、多くの業務が開建段階で

実施できるようになったため、従来のような待機体制は

廃止された。 

 さらに、人事記録の電算化により、それまで担当が手

書きで行っていた業務も省力化されるなど、システム導

入によって、人事・給与担当の負担は相当軽減されたも

のと考えている。 

 ちなみに本局を含めた全道の人事・給与担当者数は、

平成１５年度は７３名であったが、平成２６年度現在は

４９名で事務処理を行っている。 

 また、システム担当である当係の総超勤時間数及び配

置人員数の推移をみても、現行システム導入による業務

改善効果は一目瞭然である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 旧システムにおける事務処理概要 
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図-4 システム担当係における超勤等推移 

 

 

4. 現行システム導入の経緯と改良の変遷 

 

(1) 導入の経緯 

現行システムは平成１６年９月から本格運用されてい

るが、当時、導入にあたっては、事務処理上、適用する

法令等に大きな相違がない旧建設省系の地方整備局で幅

広く導入され、安定稼働の実績があるシステムを移植す

ることに決定された。開発元である関東地整では、平成

８年に人事管理システムを、平成１０年に給与システム

をそれぞれ開発し、現在に至るまで運用してきているこ

とから、現行システムは１６～１８年ほどの稼働実績の

あるシステムということになる。  

 

(2) 改良の変遷 

 現行システムは、毎年度、制度改正や事務処理方法の

変更、より使いやすいシステムにすることなどを目的に

改良を重ねてきた。主な改良内容は以下のとおり。 

 

平成１６年度 

・他の行政システムとのデータ連携 

・当局の組織及び運用形態に合わせた細かい設定の変

更など 

平成１７年度 

・新俸給表＆経過措置対応 

・銀行データのＦＤ作成機能追加など 

平成１８年度 

・新昇給制度対応 

・再任用短時間勤務対応など 

平成１９年度 

・育児短時間＆任期付短時間勤務対応 

・自己啓発等休業制度対応など 

平成２０年度 

・特定のダム管理支所勤務者の給与所属課指定＆査定

昇給システムへの反映など 

平成２１年度 

・経過措置額改定対応 

・研修該当者作成処理の抽出条件の修正 

・札建＆石建統合対応など 

平成２２年度 

・超勤代休制度対応 

・Windows７対応 

・専門スタッフ職俸給表新設対応など 

平成２３年度 

・臨時特例法対応 

・所得税法改正対応 

・勤務地指定コードの追加など 

平成２４年度 

・源泉徴収票の様式変更対応 

・新試験区分対応など 

平成２５年度 

・源泉徴収票データの電子化対応 

・人給システムで保有する１２桁の職員番号情報付加

など 

平成２６年度 

・新俸給表対応 

・通勤手当額改定対応など 

 

上記以外にも、帳票出力の順番変更や出力項目の追加

など、細かい改良も含めて、毎年度、改良を積み重ねて

きている。 

これらの改良業務の発注には大きく分けて共同改良と

独自改良という２つの方法がある。人事院勧告に基づく

給与法の改正など、法令や制度の改正に伴う改良は、導

入している全機関が関係してくることから「共同改良」

として統一的に発注することで、発注業務の簡略化とコ

ストの削減を図っている。それ以外の各機関独自の事務

処理に合わせた改良などは「独自改良」として各機関独

自に発注しており、この独自改良により、各機関のシス

テムは、ベースとなるシステムこそ一緒であるが、搭載

されている機能はそれぞれの機関においてカスタマイズ

され、各機関の事務処理に応じた独自の機能を有するに

至っている。 

 

 

5. 次期新システムの概要と導入計画の中断 

 

このように、当局においては１０年ほどかけて熟成さ

れてきた現行システムであるが、一方で、政府が推進す

る府省共通システムである「人事・給与関係業務情報シ

ステム（以下人給システムという）」の導入計画が平成

１５年にスタートし、この間、政府の方針が変更となる

など導入が先送りされてきたが、国土交通省において

は、平成２６年７月から並行稼働を、平成２７年１月か

ら本番稼働を行うことが決定され、今年の７月上旬ま

で、移行準備が本省主導のもと進められてきたところで
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ある。 

   次期システムとされている人給システム導入の基本

理念には、「業務の簡素効率化」と「経費削減」という

２つの大きな目標がある。これまで改良を重ねてきた現

行システムも当然、この基本理念とも一致してはいる

が、経費削減の部分に関しては、これまで各府省が独自

に開発・改良を行ってきたシステムを一本化することに

より、府省全体の運用経費の削減を図ろうというもので

あることから、先述の当局と地整間とで実施している

「共同改良」に関しては、運用経費の削減が図られては

いるが、それは所詮、国土交通省内部のさらに一部にお

ける削減でしかない。府省全体の経費削減という目的を

達成するためには、全府省が人給システムを導入する必

要がある。 

人給システムは、複数のサブシステムで構成され、各

サブシステム間でデータが共有されるという点では、現

行システムの構成とほぼ同一である。ただし、人給シス

テムが 終的に目指すものは、現行システムの機能に加

え、職員が提出する扶養手当や住居手当などの各種届出

手続きも自席端末から行えるようにすること、届出され

た手当の認定における決裁もシステム内で行うこと、現

在、職員個人に手渡しされている給与支給明細書も自席

端末からダウンロード可能にすること、異なる府省間の

異動であっても前任府省のデータを後任府省でも活用で

きるようにすること、共済組合事務システムや国有財産

システムなど、他の府省統一システムともデータ連携し

ていくことなどといった、現行システムよりもさらに一

歩進んだシステム全体像とされている。 

 また、人給システムの導入を機に、各府省において慣

習的に行われている業務など、真に必要な業務以外は簡

素化することも同時に求められており、人給システムの

導入は、業務の見直しを行うことを前提とする人事業務

及び給与業務の見直し計画の一つとしても位置づけられ

ている。 

 しかし、残念ながら現段階の人給システムの仕様は、

全体像で描いている完成形には至っておらず、既に本番

稼働されている府省の利用実態やシステム上の問題発生

状況等を踏まえ、国土交通省ほか今年度以降導入する予

定だった府省の導入計画も、７月上旬に人給システムの

導入計画主体である内閣官房の判断により、一旦白紙に

戻されることになった。 

 現在、人給システムの導入計画については、内閣官房

に検討室が設置され、年度末を目処とした改善計画の策

定に向けて、現在稼働している府省（１２府省）及び当

省を含め今後導入を予定している府省（１８府省）に対

するヒアリングを終え、問題分析が進められているとこ

ろである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 人給システムの構成 
1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 人給システムのデータ連携概要 
2) 

 

 

表-7 人給システムの府省別稼働状況 
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6. 今後の業務改善に向けた取組 

  

人給システム導入計画における新たな改善計画が策定

され、定められた導入時期が到来するまでは当然、現行

システムを引き続き使用していく必要があり、それまで

は必要な改良を継続していく予定である。今後、現行シ

ステムにおいて業務改善が見込める改良としては、給与

システム【実績管理システム】における実績データ等の

管理を月次管理から日次管理へ移行するというものがあ

る。実績データ（超勤・特殊勤務手当）の処理に関して

は、現在、本局・開建各課の勤務時間管理担当が、エク

セル等を使用してシステム外で管理・集計した１ヶ月分

の時間数等を、現行システムに入力する方式を採用して

いる（月次管理）。これを日単位でシステムに直接入力

し、システム内で管理する方式が日次管理である。日次

管理とするメリットは、システムに入力された時間がそ

のまま勤務時間報告書に反映されることから、支給区分

ごとの集計ミスや転記ミスが防げる点（振替を取得した

場合なども支給割合は自動で計算される）、超勤命令簿

もシステムから出力できる点、休暇情報を入力すること

により、各種休暇取得調査、期末勤勉手当時の期間率の

算定や昇給区分決定時の日数算定などに利用できる点な

どがあり、月次管理から日次管理へ移行することによる

業務改善効果は高いものと考えている。 
このほか、本局人事課としては、今年度から一部で実

施している手当の認定事務集約化の試行を拡大していく

こと、支払事務集約化を新たに試行していくことなど、

システム外の事務処理における業務改善も積極的に進め

ていきたいと考えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 今後、人給システムが改善計画により、どういう形で

導入されるかは現段階では未定であるが、新たな人給シ

ステムには、現行システムを上回る高度な機能が搭載さ

れることに期待しつつ、それが担当のさらなる業務改善

につながるものであって欲しいと願うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 今後の業務改善に向けた取り組み 
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