
出納室　令和４年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

会計事務を取り巻く環境は、日常生活におけるキャッシュレス決済の普及や情
報通信技術（ＩＣＴ）の進展を背景に、大きく変化しており、市民の利便性向上
や事務の効率化が求められています。
また、継続的かつ安定的に高品質な行政サービスを提供していくため、会計事

務の執行に当たっては、法令等の遵守、信頼性の確保、業務を効率的かつ効果的
に遂行していくことが求められています。

（１）公金の納付機会の拡大
市民の利便性向上のため、スマートフォン決済の導入、コンビニエンスストア、

クレジットカード、ペイジー納付など、多様な市民ニーズに沿った納付方法を提
供していく必要があります。

〔公金の納付機会の拡大イメージ〕

クレジットカード　

 交通系ＩＣカード等　

ＱＲコード決済　

※R3～　大宮区役所区民課、北部市税事務所で実施

※R4～　全ての区役所区民課、市税事務所、市税の窓口、支所、市民

　　　　の窓口で実施

＜今後の展開（予定）＞

クレジットカード・ペイジー　

スマートフォン決済　

スマートフォン決済　

コンビニ　

ＱＲコード決済　

クレジットカード、交通系ＩＣカード等　

　　　　

クレジットカード　

コンビニ　

クレジットカード　

コンビニ・ペイジー　

スマートフォン決済　

平成22年度～市税 平成26年度～国民健康保険料

令和5年度～

平成30年度～

令和3年度～

令和元年度～

令和2年度～

令和3年度～

市民税・県民税
固定資産税・都市計画税

軽自動車税、国民健康保険税

観覧料、物販等
大宮盆栽美術館、岩槻人形博物館

青少年宇宙科学館、うらわ美術館

証明書交付手数料（窓口交付）
住民票の写し、戸籍、税証明書等

介護保険料、後期高齢者医療保険料

保育料、放課後児童クラブ指導料、市営霊園管理料

令和4年度～

平成13年度～水道料金 平成15年度～下水道使用料

平成25年度～

令和元年度～

水道料金・
下水道使用料

平成25年度～市立病院医療費
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（２）支出審査事務の効率化
定型的な支出命令書の審査に民間力を活用することにより、職員の会計事務に

対する専門的な知識を深め、安定した支出審査事務を実施する必要があります。

（３）会計事務の正確性、信頼性の向上
会計事務の執行に当たっては、法令等を遵守し、適正に業務を執行することが

常に求められています。
そのため、出納室職員のみならず、職員全体の会計事務に係る知識・コンプラ

イアンス意識を向上させるため、研修を通じてスキルアップを図る必要がありま
す。

〔審査イメージ〕

支出命令書 約22万件

定型的(約10万5千件)

民間による審査補助

専門的(約11万5千件)

職員による審査

決

裁
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）公金納付の利便性を高めます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和4年度 令和3年度 説明 概要掲載
ページ

1 拡大 公金の納付機会の拡大 97,734 85,969 コンビニエンスストア、キャッシュレス決済 523

総振 〔出納課〕 (97,734) (85,969) 等を利用した納付について、市税等において

実施するとともに、新たに介護保険料、後期

高齢者医療保険料、保育料、放課後児童クラ 　

ブ指導料及び市営霊園管理料に拡大するため

の準備を開始

2 拡大 窓口でのキャッシュレ 19,737 0 住民票の写し、戸籍、税証明書等の交付手数 523

ス決済の対象拡大 (19,737) (0) 料に係るキャッシュレス決済について、対象

〔出納課〕 施設を全ての区役所区民課、市税事務所、市 　

税の窓口、支所及び市民の窓口に拡大

3 新規 Ｗｅｂ口座振替受付サ 11,836 0 口座振替の申請手続について、新たにオンラ 523

ービスの導入 (5,830) (0) インでの受付を開始

〔出納課〕

（２）支出審査事務の効率性を高めます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和4年度 令和3年度 説明 概要掲載
ページ

4 支出関係書類審査等補 14,628 14,629 審査事務の効率性を向上させるため、支出命 523

助業務委託事業 (14,628) (14,629) 令書の一次点検業務の委託を継続して実施

〔審査課〕

（３）会計事務の正確性及び信頼性を高めます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和4年度 令和3年度 説明
概要掲載
ページ

5 人材育成と内部牽制機 143 144 外部機関等が開催する出納事務講座の受講に 523

能の強化 (143) (144) より出納室職員を育成

〔出納課、審査課〕

適正かつ効率的な会計事務を行うとともに、公金納付の利便性向上に取り組みます。

〔区分〕新規…新規事業　　拡大…拡大事業　　総振…総合振興計画実施計画事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名 見直しの理由及び内容
コスト
削減額

出納課
決算書等の印刷製本費
の見直し

過去の実績を踏まえ印刷部数を見直し、予算額を縮小
する。

△ 90

出納課
共通封筒の印刷製本費
の見直し

過去の実績を踏まえ印刷部数を見直し、予算額を縮小
する。

△ 323

出納課
不用物品の処分業務委
託の見直し

過去の実績を踏まえ処分数量を見直し、予算額を縮小
する。

△ 11
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 87 16款

-

＜主な事業＞
１ 117,471 ４ 23,379

２ 1,012 ５ 11,836

３ 143 ６ 96,499

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 87 -

＜主な事業＞
１ 14,628

２ 1,833

局/部/課 出納室/出納課

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/4目 会計管理費 分担金及び負担金 6,006

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 244,334

事務事業名 会計管理事務事業（出納課） 予算額 250,340

公金の納付機会の拡大 会計管理事務事業
　市民の利便性向上のため、キャッシュレス決済など公
金の納付機会の拡大を図るとともに、収入日計処理業務
を委託するなど、収納データを迅速かつ効率的に処理し
ます。

　収入・支出処理等の会計事務を正確かつ安全、迅速に
行うとともに、出納員の実地検査を実施するなど適正化
を図ります。

［総振：52-2-1-09］

＜特記事項＞

　キャッシュレス決済の対象を拡大するとともに、Ｗｅｂ口座振替受付サービス
を導入します。また、公金振込手数料を支払います。

前年度予算額 110,117

増減 140,223 

　市民の利便性向上のため、窓口によらない公金の納付機会の拡大やキャッシュ
レス決済など多様な市民ニーズに沿った納付方法の導入を図ります。また、決算
書の調製を行うとともに、現金、基金、有価証券の出納及び保管を適正に行いま
す。

人材育成と内部牽制機能の強化 公金振込手数料の支払
　会計事務に関する知識・意識の向上を図り、法令を遵
守し適正な業務執行に資するよう、外部機関等が開催す
る出納事務講座を受講し、出納室職員を育成します。

　指定金融機関及び指定代理金融機関が行う公金の支払
事務に係る費用を支払います。

事務事業名 会計管理事務事業（審査課）
局/部/課

決算書の調製 Ｗｅｂ口座振替受付サービスの導入
　決算に係る調製作業を行うとともに、一般会計・特別
会計歳入歳出決算書及び附属書類を作成します。

　市民の利便性を向上するため、オンライン上で口座振
替の申請手続を受け付けます。

　支出審査に係る会計事務を、正確かつ迅速に行いま
す。また、適正な支出事務執行のため、職員全体の会計
事務に係る知識及びコンプライアンス意識の向上を図り
ます。

その他会計管理事務事業

一般財源 16,461

前年度予算額 16,462

予算額 16,461
出納室/審査課

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/4目 会計管理費

＜事業の目的・内容＞

　支出に係る証拠書類を厳正に審査し、適正で効率的な会計事務を行います。

増減 △ 1 

支出関係書類審査等補助業務委託事業
　民間力を活用し、支出命令書審査等業務の一部委託を
継続して行うことにより、審査事務の効率性を向上させ
ます。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 87 -

＜主な事業＞
１ 11,567

２ 3,404

局/部/課 出納室/出納課

　各課における物品管理事務を統括し、適正かつ効率的に物品の出納及び保管を
行います。

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/4目 会計管理費 一般財源 14,971

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 物品管理事務事業 予算額 14,971

帳票類の出納及び保管
　帳票類（封筒、賞状及び委嘱状等）の購入経費削減や
規格品質の統一を図るため、一括購入、保管、払出しを
行います。

共通備品の出納及び保管
　共通備品（職員用机、職員用椅子及び職員用更衣ロッ
カー）の購入経費削減や規格品質の統一を図るため、一
括購入、保管、払出し、部品の交換、処分を行います。

［参考］

前年度予算額 14,189

増減 782 

物品出納員等

物
品
請
求

払
出
し

課所長等

共通物品【共通備品・帳票類】請求・払出しイメージ

帳票類

共通備品
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