
課コード: 530100 課名称: 会計課平成26年度業務棚卸表

フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称
事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

530100-001

支払事務

出納係07-02-09

会計部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

適正な予算執行をする。正確で迅速な公金の支払をする。公金の支
払に関する事務。支払予定日や納付期限、支払区分毎に支払い
データを集計し銀行振込みデータの送信や支払い手続きをする。毎
日の支払額を集計して小切手を発行する。

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法第232条

21,631

支払事務

市職員及び債権者 ・支出命令票 67,919件
・小口払件数 42 件
・小切手振出件数 348件
(２月末現在)

・支出命令票76,232件
・小口払件数56件
・小切手振出件数361件

・支出命令票 76,046 件
・小口払件数 61 件
・小切手振出件数 370件

・支出命令票 77,023 件
・小口払件数 109 件
・小切手振出件数 319件

530100-001-01

530100-002

収入事務

審査係07-02-09
会計部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

・公金の収入に関し、正確で迅速な処理をする。・公金の収入に関す
る事務
　各課が発行した納付書や口座引き落としにより納付された公金の
データをＯＣＲで読み取り消し込みする。銀行が発行する収支総括日
計表との照合をし、常に正しい収入状況を把握して
おく。

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法

15,910

収入事務

職員 ・収入命令票 28,379件
・収納済通知書 256,385件
・現金取扱票交付冊数 228冊
・口座振替による収入の結果処理件数 
181,316 件
(３月18日現在)

・収入命令票 17,033件
・収納済通知書 271,146件
・現金取扱票交付冊数 213冊
・口座振替による収入の結果処理件数 
186,490 件

・収入命令票 16,756件
・収納済通知書 263,818件
・現金取扱票交付冊数 214冊
・口座振替による収入の結果処理件数 
185,818件

・収入命令票 16,477 件
・収納済通知書 265,609件
・現金取扱票交付冊数 225冊
・口座振替による収入の結果処理件数 
188,492件

530100-002-01

530100-003

会計審査事務

審査係07-02-09

会計部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

公金の収入や支出に関して、正確で迅速な事務をするため収入命令
票、支出命令票等の審査をする。収入命令票及び支出命令票等の
審査

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法

19,997

会計審査事務

職員 ・収入命令票 28,379件
・支出命令票 70,914件
(３月20日現在)

・収入命令票 17,033件
・支出命令票 76,232件

・収入命令票 16,756件
・支出命令票 76,046件

・収入命令票 16,477件
・支出命令票 77,023件

530100-003-01

530100-004

決算調整事務

出納係07-02-09

会計部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

歳入歳出決算書の作成。歳入・歳出決算書作成に関する事務（決算
内容を各課に確認して財政課に資料を提供する）

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法233条

752

決算調整事務（歳出）

職員 ・決算書原稿作成　１回/年
・物品出納報告件数39,968件

・決算書原稿作成　１回/年
・物品出納報告件数40,805件

・決算書原稿作成　１回/年
・物品出納報告件数40,742件

・決算書原稿作成　１回/年
・物品出納報告件数 1,963件

530100-004-01

決算調整事務（歳入）

市職員及び一般市
民

決算書原稿作成　年1回 決算書原稿作成　年1回 決算書原稿作成　年1回 決算書原稿作成　年1回530100-004-02

530100-010

指定金融機関に関する事務

審査係07-02-09

会計部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

公金を適正に管理する。派出窓口設置による事務効　率の向上と市
民サービスの向上。指定金融機関等の検査及び指導等による公金
の適正な管理。指定金融機関からの派出による本庁窓口での現金
出納事務の遂行

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法

1,811
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

指定金融機関に関する事
務

市職員及び一般市
民

・指定金融機関・指定代理金融機　関検
査　　７金融機関　１回/年
・出納閉鎖等に係る金融機関との　打ち
合わせ会議　1回/年

・指定金融機関・指定代理金融機　関検
査　７金融機関　１回/年
・出納閉鎖等に係る金融機関との打ち
合わせ会議　1回/年
・収納代理金融機関の指定
１金融機関

・指定金融機関・指定代理金融機　関検
査　　６金融機関　１回/年
・出納閉鎖等に係る金融機関との　打ち
合わせ会議　1回/年
・収納代理金融機関の指定
１金融機関

・指定金融機関
・指定代理金融機関検査　　６金融機関
　１回/年
・出納閉鎖等に係る金融機関との打ち
合わせ会議　1回/年

530100-010-01

530100-015

資金及び基金の計画運用
等事務

出納係07-02-09

会計部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

速やかな支払ができるように公金管理を徹底する。資金計画により、
余裕金は預託し、できるだけ当座借越をしないように資金繰りをす
る。資金計画による余裕金の預託。支払い金不足の際の当座貸越に
よる借入と返　済

一般 法令の実施義務（自治事務）

2,255

資金及び基金の計画運用
等事務

指定金融機関及び
指定代理金融機関

預託件数
一般　64件
利子収入　924,731円

その他基金　28件
　
利子収入2,679,856円

預託件数
一般　42件

利子収入　457,931円
その他基金　29件
利子収入　2,189,085円
土地開発基金　 5件
利子収入　211,060円

預託件数
一般　44件
利子収入　373,915円
その他基金　37件
　
利子収入1,495,228円
土地開発基金　2件
利子収入　218,531円

預託件数
一般　7件
利子収入　254,791円
その他基金　26件
利子収入1,183,032円
土地開発基金　3件
利子収入　121,140円

530100-015-01

530100-020

岩手県収入証紙に関する事
務

出納係07-01-09

会計部門（市民サービス）

03

内部管理事務

市民サービスのために岩手県収入証紙の売捌きをする。
売り捌くことにより手数料収入が入る。・岩手県収入証紙を購入して
市民に売捌く

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法第231条の
2　岩手県収入証紙条
例

5,431

岩手県収入証紙に関する
事務

市民 ・岩手県収入証紙売捌き金額
26,639,115円
・岩手県収入証紙売捌き枚数
30,211枚
・岩手県収入証紙売捌き手数料収入
　998,123円
(２月末現在)

・岩手県収入証紙売捌き金額
37,265,860円
・岩手県収入証紙売捌き枚数37,439枚
・岩手県収入証紙売捌き手数料収入
　1,541,194円

・岩手県収入証紙売捌き金額
36,222,110円
・岩手県収入証紙売捌き枚数40,916枚
・岩手県収入証紙売捌き手数料収入
　1,559,985円

・岩手県収入証紙売捌き金額
36,703,945円
・岩手県収入証紙売捌き枚数　　41,424
枚
・岩手県収入証紙売捌き手数料収入
　1,483,022円

530100-020-01

530100-100

支払事務＜一部事務組合
＞

出納係07-02-09

会計部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

正確で迅速な公金の支払。公金の支払に関する事務一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法232条

527

支払事務＜北上地区消防
組合＞

組合職員 支出命令票　2,445件
小切手の振出件数　　170件
(２月末現在)

支出命令票　2,614件
小切手の振出件数　180件

支出命令票　2,598件
小切手の振出件数　　179件

支出命令票　2,583件
小切手の振出件数　　164件

530100-100-01

支払事務＜北上地区広域
行政組合＞

組合職員 支出命令票　1,519 件
小切手の振出件数　 89件
(２月末現在)

支出命令票　1,666件
小切手の振出件数　89件

支出命令票　　　1,619 件
小切手の振出件数　 95 件

支出命令票　1,586 件
小切手の振出件数　 95 件

530100-100-02

支払事務＜岩手中部広域
行政組合＞

組合職員 支出命令票　298 件
小切手の振出件数　 60件
(２月末現在)

支出命令票　273件
小切手の振出件数　73件

支出命令票　358件
小切手の振出件数　 52件

支出命令票　356件
小切手の振出件数　 67件

530100-100-03

530100-101

収入事務＜一部事務組合
＞

出納係07-02-09
会計部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

正確で適正な公金の収入事務の推進。公金の収入に係る事務一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法第232条

978
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

収入事務＜北上地区消防
組合＞

組合職員 収入命令票　　　388件
(２月末現在)

収入命令票　　　368件 収入命令票　　　370 件　
　

収入命令票　　　378 件　
　

530100-101-01

収入事務＜北上地区広域
行政組合＞

組合職員 収入命令票　　332件
(２月末現在)

収入命令票　　　330件 収入命令票　　365 件　　　　　　　　　　 収入命令票　　373 件　　　　　　　　　　530100-101-02

収入事務＜岩手中部広域
行政組合＞

組合職員 収入命令票　　49件
(２月末現在)

収入命令票　67件 収入命令票　　48 件　　　　　　　　　　　 収入命令票　　53 件　　　　　　　　　　　530100-101-03

530100-102

会計審査事務＜一部事務
組合＞

審査係07-02-09

会計部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

正確で迅速な出納事務をするため、収入命令票及び支出命令票を
審査する。収入命令票及び支出命令票等の審査

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方自治法

376

会計審査事務＜北上地区
消防組合＞

組合職員 収入命令票　　388件
支出命令票　2,445件
(２月末現在)

収入命令票　368件　
支出命令票　2,614件

収入命令票　370 件
支出命令票　2,598 件

収入命令票　378件
支出命令票　2,583件

530100-102-01

会計審査事務＜北上地区
広域行政組合＞

職員 収入命令票　　　332件
支出命令票　　1,519件
(２月末現在)

収入命令票　　　330件
支出命令票　　1,666件

収入命令票　365件
支出命令票　　1,619件

収入命令票　373件
支出命令票　　1,586件

530100-102-02

会計審査事務＜岩手中部
広域行政組合＞

職員 収入命令票　 49件
支出命令票　298件
(２月末現在)

収入命令票　 67件
支出命令票　273件

収入命令票　 48件
支出命令票　358件

収入命令票　 53件
支出命令票　356件

530100-102-03

530100-103

決算調製事務＜一部事務
組合＞

出納係07-02-09
会計部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

歳入歳出決算書の作成。歳入・歳出決算書作成に関する事務一般 法令の実施義務（自治事務）

752

決算調製事務＜北上地区
消防組合＞

組合職員 資料作成　　１回/年 資料作成　　１回/年 資料作成　１回/年 資料作成　１回/年530100-103-01

決算調製事務＜北上地区
広域行政組合＞

組合職員 資料作成　　１回/年 資料作成　１回/年 資料作成　１回/年 資料作成　１回/年530100-103-02

決算調整事務<岩手中部
広域行政組合>

組合職員 資料作成　　１回/年 資料作成　１回/年 資料作成　１回/年 資料作成　１回/年530100-103-03

530100-104

資金の計画運用事務＜一
部事務組合＞

出納係07-02-09
会計部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

公金の適切な管理（余裕金の預託による運用収入の確保）。資金計
画による余裕金の預託

一般 法令の実施義務（自治事務）

527

資金の計画運用事務＜北
上地区消防組合＞

指定金融機関 預託件数　　16件
預託利子収入　 17,936円

預託件数　　16件
預託利子収入　 23,475円

預託件数　　14件
預託利子収入　 16,735円

預託件数　5件
預託利子収入　 8,134円

530100-104-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

資金の計画運用事務＜北
上地区広域行政組合＞

指定金融機関 預託件数　　4件
預託利子収入　 7,918円

預託件数　　3件

預託利子収入　 7,055円

預託件数　　　　　なし 預託件数　2件
預託利子収入　4,105円

530100-104-02

資金の計画運用事務<岩
手中部広域行政組合>

金融機関 預託件数　　5件
預託利子収入　626,367円

預託件数　　16件
預託利子収入　59,635円

預託件数　　　　 なし 預託件数　　7件
預託利子収入 10,832円

530100-104-03

530100-105

指定金融機関に関する事務
＜一部事務組合＞

出納係07-02-09
会計部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

指定金融機関等の検査及び指導による適正な公金管理の実施。指
定金融機関の検査及び指導等による公金の適正な管理

一般 法令の実施義務（自治事務）

226

指定金融機関に関する事
務＜北上地区消防組合＞

指定金融機関等 検査１金融機関　年1回 検査１金融機関　年1回 検査１金融機関　年1回 検査１金融機関　年1回530100-105-01

指定金融機関に関する事
務＜北上地区広域行政組
合＞

指定金融機関等 検査４金融機関　1回/年 検査４金融機関　1回/年 検査４金融機関　1回/年 検査４金融機関　1回/年530100-105-02

指定金融機関に関する事
務＜岩手中部広域行政組
合＞

指定金融機関等 検査１金融機関　年1回 検査１金融機関　1回/年 検査１金融機関　1回/年 検査１金融機関　1回/年530100-105-03
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