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秋田県様 予算編成・政策評価 新システム稼働！

秋田県様より委託を受け行ってきた「予算編成システム」「政策評価システム」の再構築が完了し、令和２年１月
６日に新システムが稼働しました。

予算編成システム・政策評価システムとは
「予算編成システム」
「政策評価システム」は、予算の要求・調整・
査定情報の管理、見積書・議案書・各種集計帳票の作成など予算
編成業務のほか、政策やその評価結果などの情報管理、評価の分
析や企画の立案・実施に活用されるシステムです。

システム再構築の背景
旧システムは、平成14年度から15年度にかけて弊社が受託開発
し、10年以上安定して運用されてきましたが、一人一台パソコンの
Windows10への更新にあたり、環境変化への対応が必要となった
ため、秋田県様はシステムの将来像について検討されました。
特に費用面やシステム機能の継承を考慮した結果、旧システム
をベースとしながら、新たなアーキテクチャーでシステムを再構
築することとなりました。

システム再構築の基本方針
環境変化への柔軟性の確保
サーバやクライアント、ミドルウェアの更新などの稼働環境の
変化に柔軟に対応できるシステムを構築する。

【新システムメニュー画面】

トータルコストの削減
ソフトウェアのライセンス費用などを考慮してシステム構成を
見直し、初期費用と継続費用のトータルでのコスト削減を図る。

操作性の維持
新システムの導入時に操作研修を実施する必要がないよう、旧
システムの機能と操作性を維持する。

ユーザビリティの向上
旧システムに関する改善要望を取り込み、ユーザビリティの向
上を実現する。

【予算見積書出力フォーマット】

システム再構築においては、秋田県様より多大なご協力をいただき、無事稼働することができました。
新システムは、オープンソースソフトウェアを採用することで稼働環境の変化に対して柔軟に対応することが可能
となりました。また、旧システムの機能と操作性を継承しつつ、改善要望への対応も行ったことで、より使いやすい
システムとなりました。
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⺟⼦⽗⼦寡婦福祉資⾦システム

システム紹介

母子父子寡婦福祉資金システム

システム紹介

「母子父子寡婦福祉資金システム」は、母子父子寡婦福祉資金貸付事業 (※1)に関する一連の業務をご支
「母子父子寡婦福祉資金システム」は、母子父子寡婦福祉資金貸付事業（※1）に関する一連の業務をご支援するシ
援するシステムです。市町村様向け住民情報統合システム「INSIDE」にラインナップし、宛名、収納などの
ステムです。市町村様向け住民情報統合システム「INSIDE」にラインナップし、宛名、収納などの関連システムと
関連システムと一体的にご利用いただけます。
一体的にご利用いただけます。

また、単独のシステムとしても導入可能ですので、都道府県のお客様にもご利用いただけます。
また、単独のシステムとしても導入可能ですので、都道府県のお客様にもご利用いただけます。

※1 都道府県・指定都市・中核市が母子家庭および父子家庭ならびに寡婦に対し、生活に必要な資金や子の
※１就学に必要な資金等について貸し付けを行う事業
都道府県・指定都市・中核市が母子家庭および父子家庭ならびに寡婦に対し、生活に必要な資金や子の就学に
必要な資金等について貸し付けを行う事業

⺟⼦⽗⼦寡婦福祉資⾦システムの特徴

システムの特徴
⼀連の業務に対応

使いやすさに配慮した画⾯設計

一連の業務に対応
貸付決定から貸付交付、償還及び報告資料の作成ま

使いやすさに配慮した画面設計
一覧性の高い画面で、問い合わせ時に貸付や滞納の状

貸付決定から貸付交付、償還及び報告資料の作成まで、
で、一連の業務に対応した機能を備えています。

一覧性の高い画面で、問い合わせ時に貸付や滞納の状
況等を素早く確認できます。

一連の業務に対応した機能を備えています。

況等を素早く確認できます。

⺟⼦⽗⼦寡婦福祉資⾦システム
納付書印刷

台帳異動

通知書印刷

新規登録
各種異動
(住所変更等)
貸付情報変更
(貸付期間変更等)
償還情報変更
(繰上償還等)

貸付交付
調定連携
⽇次収納
国報告・統計機能
宛名管理
滞納整理
【償還台帳画面】
【償還台帳画面】

調定データ

収納データ

収納システム

振込データ
⾦融機関

元⾦、利⼦、
違約⾦の償還状況や滞納額、
元金、利子、違約金の償還状況や滞納額、
収納状況を
1
画⾯で確認できます。
収納状況を１画面で確認でき
ます。

【システム概要】
【システム概要】

住⺠にもわかりやすい帳票
住民にもわかりやすい帳票
債権管理簿（返済計画書）などの帳票は、住民からの相談の際にご活用いただくことを想定し、償還計画
債権管理簿（返済計画書）などの帳票は、住民からの相談の際にご活用いただくことを

や現在の状況を容易に伝えられるよう、専門用語を分かりやすい表現にしています。
想定し、償還計画や現在の状況を容易に伝えられるよう、専門用語を分かりやすい表現に
しています。

最近では岩手県盛岡市様にご採用いただき、令和２年４月に本稼働を開始しました。導入に際し、実

最近では岩手県盛岡市様にご採用いただき、令和２年４月に本稼働を開始しました。導入に際し、実際に操作

際に操作される職員様のご意見をもとに、収入情報の一括登録機能や保証人用帳票の追加、通知書文言
される職員様のご意見をもとに、収入情報の一括登録機能や保証人用帳票の追加、通知書文言の変更機能を実装
の変更機能を実装させるなど、システムの機能強化を行いました。
させるなど、システムの機能強化を行いました。
お客様の業務により一層お役立ていただけるよう、今後も機能強化を継続的に実施してまいります。
お客様の業務により一層お役立ていただけるよう、今後も機能強化を継続的に実施してまいります。

２2

東北歴史紀行

滋賀県大津市園城寺町にある天台寺門宗の総本山。一般には
三井寺
（みいでら）
として知られる。以仁王の挙兵に協力したため、
平氏によって焼き討ちを受けたが、
鎌倉幕府の保護下で再興した。

して一か月後、富士川で平氏を破った意気軒高の兄頼朝
と黄瀬川の宿（静岡県）で、生まれてはじめて対面をす
ることになったのである…。
（岩手県文化財愛護協会顧問 金野 靜一氏）

富士川の戦いは、源氏方が東岸、平氏方が西岸に対峙したその
夜、
水鳥が一斉に飛び立った羽音に驚いた平氏方軍勢が混乱に
陥って撤退したため、
大規模な戦闘がないまま終結したと言われる。

奥州藤原氏と平泉文化（十四）

である。源氏挙兵の報が平泉に達したのは、すでに
以仁王らが討死した後であった。 平氏討伐の
りょうじ
「令旨」 は、 新宮十郎行家らの手によって諸国の源
氏に達されたのである。
さがみのくに
相模国の石橋山で挙兵した頼朝は、平氏の主力と
の合戦で敗北。頼朝以下、諸将の行方不明という悲
報が、平泉にもたらされたのである。
このような源氏にとって悲しむべき報告が次々に
たかだち
平泉にもたらされると、高館にいた義経は、秀衡に
対し、兄頼朝のもとへ参陣したいと必死に申し入れ
たのだった。
だが秀衡は、義経が頼朝の所へ行くことには不賛
成であった。何故であったろうか。
「これからの天下の動きは、公家政治（律令制）か
ら武家の政治に移行する」
平泉の「百年の栄光」も、これから先どうなって
いくものか、極めて不透明であった…。
これからの平泉の運命を、この不遇な源氏に単純
に託してよいものか。秀衡は考えた。
たとえ、後白河法皇の皇子以仁王の令旨であろう
と、 これにすぐさま呼応しようとする義経を諫め、
むしろ阻止しようと説得したのである。
しかし義経は強硬であった。決して初志を曲げる
ことはなかったのである。
「この地を逃げ去っても…」
という気配さえ見えるのである。
結局、秀衡は青年義経の一途なる真情に押し切ら
れる形となったのである。
「何か困難のありし時、あるいは非常事態の折には、
必ず、ここ平泉を忘れることなく、足を向けよ」
との意を、熱心に説いたのである。
そして、その供の中に、平泉の高級武士の子弟の
中から、特に武勇に優れ、年齢も義経と同じくらい
の佐藤継信、忠信兄弟をつけたのである。
かくて義経は、二十余騎を率いて平泉を発つ。そ

「園城寺」

―義経と平泉（４）―
義経は平泉において武芸や学問に日夜励んでいた
が、その七年目に当たる頃、都では大きな政変が起
が かい
こり、いわゆる「律令政治」そのものが瓦解しつつ
あった。
平治元年（一一五九）、「平治の乱」 が起こった。
天皇方に平清盛、これに対して上皇方に源義朝が味
方をしての争いである。結果は平氏が支えた天皇方
が勝利を得た。
とく し
清盛は、娘の徳子を後白河法皇の養女にし、高倉
天皇の中宮とした。この二人の間に安徳天皇が生ま
れたので、清盛は天皇の外祖父となったのである。
以上の結果、平氏の専横ぶりには目に余るものが
あり、公家や貴族をはじめ、比叡山延暦寺を中心と
する寺院勢力の反感を買い、術策に長けた後白河法
皇も、清盛への態度をしだいに強化していったので
ある。
実は平治の乱の折に義朝方から清盛方に寝返った
ことにより、平氏繁栄のなかで源氏一族ながら朝廷
における発言権を持つ人物がいた。これが源頼政で、
いわゆる「多田源氏」の一統である。この頼政が治
承四年（一一八〇）、 あまりにも横暴な平氏のあり
ように憤り、ついには兵を挙げてこれを抑えようと
もち ひと おう
した。 後白河法皇の第二皇子である以 仁 王を奉じ、
平氏討伐のための兵を集めた。
はかりごと
だが、 たちまちその 謀 が洩れた。 以仁王は頼政
おんじょうじ
と共に園城寺に入り、 平氏の軍勢を防いだが敗れ、
流れ矢にあたって戦没した。頼政は宇治の平等院で
自害した。
しかし、 この挙兵が口火となり、 伊豆の源頼朝、
木曽の源義仲らも次々に平氏討伐の旗揚げをしたの

「富士川
（富士市）
」
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血圧対策を食事でも
− 香味野菜でおいしく減塩 −

夏でも塩分制限は必要か

高血圧のある人は、塩分を控えめにした
食事にすることが大切です。でもそのため

夏は水分が不足しやすくなるので、血圧が

に味が物足りなくて満足感が得られにくい

正常な人も高血圧の人も、水分は十分にと

ことも。毎日のことですから塩分控えめでもおいしく食べられる

る必要がある。発汗により塩分（ナトリウ

工夫をしてみましょう。

ム）やカリウムなどのミネラルはいくらか

これからの季節たくさん出回る香味野菜。生姜や青じそ、みょ

失われるが、日本人の食塩摂取量は多いの

うがなどの香味野菜はさわやかな香りで食欲も増進されます。ま

で、高血圧の人は原則として夏でも適切な

た、香味野菜によって香りが違うので、料理に変化がつけられま

減塩が必要。

す。ポイントは、いつもの料理より塩分を控えめにして、香味野

運動などにより特に発汗が多い場合にはス

菜をたっぷりと加えることです。塩は目分量ではなく、計量スプー

ポーツドリンク等でミネラルを補給する。

ンで量りましょう。

通常の食事をとっている人は意識して塩分

香味野菜の香りは刻みたてが一番強く、 次第に揮発して弱く

摂取量を増やす必要はない。

なっていくため、使う直前に刻むことが大切です。加熱料理に使

日ごろから減塩を心がけている人や高血圧

う際には最後に加えたり、盛り付けてから添えると香りが活かせ

で薬を飲んでいる人

ます。

は、適切な水分と塩分

夏においしい冷しゃぶ。いつもより少なめのポン酢やめんつゆ
などにごま油を少し加え、そこに大量のさまざまな香味野菜を混

補給についてかかりつ
け医師に確認を。

ぜて冷しゃぶに和えると、減塩や食べすぎ防止にも役立ちます。

トピックス

新入社員研修

苦難のスタートを乗り越えて

今年度も男性９名、女性６名の新たな仲間を迎えることができました。
しかし、今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で入社式が縮小開催とな
り、新入社員を社内にお披露目する機会もないままの寂しいスタートとなりました。
入社後６月中旬まで実施された新入社員研修では、研修期間中に緊急事態宣言
が発令され、期間の途中からテレワークや時差出勤で研修を受講することとなっ
た新入社員もいました。
苦難のスタートではありましたが、新入社員同士協力し合い助け合いながら研
修を修了することができました。研修で学んだ知識や技術の他に、困難な状況を
乗り越える柔軟な考え方や対応力も身につけられたのではないかと思います。
今後は、配属先で各自が担う業務について学んでいきます。皆様のところへお
伺いした際には、どうぞ宜しくお願いいたします。
編集後記

緊急事態宣言下では、通勤や通学を
はじめとする「移動」の自粛が求められ、
企業のテレワークや学校のオンライン授
業が注目されました。
これらが「ニューノーマル」となれば、
就学や就職の地理的制約をなくし、地方
から大都市への若者流出の抑止力とな
るでしょうか。
次号Networkは10月発行予定です。
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