
課コード: 020500 課名称: 財務部収納課平成25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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

020500-001

徴収事務（一般）

収納係06-05-04

安定した財政基盤の確立

01

ソフト事業（義務）

市民サービスの根幹をなす市税を確保するため、期限内納付と滞納
整理・処分を強化しながら、収納率の改善と滞納額の縮減を図るとと
もに、税負担の公平・公正と納税秩序を維持し、併せて市民の税務
行政に対する信頼に応えていく。また、税外収入の適切な確保のた
め滞納額の縮減を図る。市税の徴収及び収納、催告及び納付指導、
実態調査及び財産調査、差押・公売及び換価、交付要求、滞納処分
の停止及び不納欠損処分、税外収入の滞納整理指導。

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方税法、国税徴収
法、北上市市税条例

市税等収納計画

67,952

徴収事務（一般）

納税義務者 一般市税調定額
現年度　12,954,021千円）
滞納繰越分　739,881円）
差押換価　626件 47,087千円
不納欠損　870件 39,568千円

一般市税調定額
現年度　13,095,979千円
滞納繰越分　1,087,573千円
差押換価　517件　43,647千円
不納欠損　797件　342,492千円

一般市税調定額　
現年度　　　　　13,580,307千円
滞納繰越分　  　 1,024,782千円
差押換価　　　545件 31,133千円
不納欠損  　　622件 42,341千円

一般市税調定額　
現年度　　　　　13,580,307千円
滞納繰越分　  　 1,024,782千円
差押換価　　　545件 31,133千円
不納欠損  　　622件 42,341千円

020500-001-01

020500-002

徴収事務（コンビニ収納）

収納係06-05-04

安定した財政基盤の確立

07

施設等整備事業

納税者の多様化するライフスタイルに対応し、納付機会の拡大を図る
ため、休日、深夜にも営業を行っているコンビニエンスストアでの市税
収納を可能にすることにより、納税者が時間と場所に制約されないで
納付できる環境を整備する。コンビニ収納システムの開発業務を委
託する。

一般 法令に特に定めのないもの

11,505

徴収事務（臨時）（コンビニ
収納）

納税者 コンビニ収納システム開発業務等委託
料 8,469千円 コンビニ通信システム借
上料 10千円 同保守3千円　収納情報
伝達電話回線工事 42千円　などコンビ
ニ収納関係システムの構築を実施

020500-002-01

020500-003

岩手県地方税特別滞納整
理機構負担金

収納係06-05-04

安定した財政基盤の確立

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

地方税における滞納の整理及び市町村における滞納整理に係る技
術の向上。滞納整理等の手法の研究及び情報共有。困難案件の機
構への移管。

一般 法令に特に定めのないもの

岩手県地方税特別滞
納整理機構設置要綱

市税等収納計画

2,188

岩手県地方税特別滞納整
理機構負担金

県内市町村 事業費負担分50,000円 事務費負担分50,000円 事務費負担分50,000円020500-003-01

020500-005

徴収事務（国保）

収納係01-03-04

国民健康保険制度の安定
運営

01

ソフト事業（義務）

国民健康保険運営の根幹をなす国民健康保険税を確保するため、
期限内納付と滞納整理・処分を強化しながら、収納率の改善と滞納
額の縮減を図るとともに、税負担の公平・公正と納税秩序を維持し、
市民の税務行政に対する信頼に応えていく。国民健康保険税の徴収
及び収納、催告及び納税指導、実態調査及び財産調査、差押・公売
及び換価、交付要求、滞納処分の停止及び不納欠損処分

国保 法令の実施義務（自治事務）

地方税法、国税徴収
法、北上市市税条例

市税等収納計画

36,327

徴収事務（国保）

納税義務者 国保税調定額
現年度 1,775,311千円
滞納繰越分 665,065千円
差押換価（一般市税含む）626件 47,087
千円
不納欠損 713件 56,431千円）

国保税調定額

現年度　1,728,611千円
滞納繰越分　714,439千円
差押換価（一般市税含む）
517件　43,647千円
不納欠損　742件 60,922千円

国保税調定額
現年度　　 　 　1,700,570千円
滞納繰越分　　　　654,706千円
差押換価（一般市税含む）
　　　　　　545件　31,133千円
不納欠損　　　734件42,093千円

国保税調定額
現年度　　 　 　1,700,570千円
滞納繰越分　　　　654,706千円
差押換価（一般市税含む）
　　　　　　545件　31,133千円
不納欠損　　　734件42,093千円

020500-005-01
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

020500-008

徴収事務（介護）

収納係01-02-01

介護予防の推進と介護サー
ビスの充実

01

ソフト事業（義務）

介護保険運営の根幹をなす介護保険料を確保するため、普通徴収
分保険料の期限内納付と滞納整理・処分を強化しながら、収納率の
改善と滞納額の縮減を図るとともに、保険料負担の公平・公正と納税
秩序を維持し、併せて市民の税務行政に対する信頼に応えていく。
介護保険料（普通徴収）の徴収及び収納、催告及び納付指導、実態
調査及び財産調査、差押・公売及び換価、交付要求、滞納処分の停
止及び不納欠損処分

介護 法令の実施義務（自治事務）

介護保険法、地方税
法、国税徴収法、北上
市介護保険条例

市税等収納計画

10,855

徴収事務（介護）

介護保険１号被保
険者

介護保険料調定額（普通徴収分）
現年度 1,218,645千円）
滞納繰越分 19,064千円）
差押換価（一般市税・国保税含）626件 
47,087千円
不納欠損 193件 4,733千円

介護保険料調定額(普通徴収分）
現年度　105,775千円
滞納繰越分　18,926千円
差押換価（一般市税・国保税含）517件
　43,647千円
不納欠損　191件 4,931千円

介護保険料調定額(普通徴収分）
現年度　  　     　97,597千円
滞納繰越分　　     15,776千円
差押換価（一般市税・国保税含）
　　　　　　 545件　31,133千円
不納欠損　　 176件　 4,744千円

介護保険料調定額(普通徴収分）
現年度　  　     　97,597千円
滞納繰越分　　     15,776千円
差押換価（一般市税・国保税含）
　　　　　　 545件　31,133千円
不納欠損　　 176件　 4,744千円

020500-008-01

020500-050

納付管理事務（一般）

整理係06-05-04

安定した財政基盤の確立

01

ソフト事業（義務）

市税の適正な納付管理。市税等の口座振替、市税等の過誤納還付
及び充当、市県民税の特別徴収、課税取込、納付取込

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方税法　国税徴収法
　北上市市税条例 9,391

納付管理事務（一般）

納税義務者 還付処理件数　1015件
特別徴収督促状発送件数1,324件
口座振替率49.16％
口座振替件数　39,290件

還付処理件数　1,384件
特別徴収督促状発送件数　1,300件
口座振替率　49.35％
口座振替件数　38,956件　　

還付処理件数　　　　　　685件
特別徴収督促状発送件数1,454件
口座振替率　　　　　　43.19％
口座振替件数　　　　 38,979件　　

還付処理件数　　　　　1,002件
特別徴収督促状発送件数1,326件
口座振替率　　　　　　42.90％
口座振替件数　　　　 39,371件　　

020500-050-01

020500-055

納付管理事務（国保）

整理係01-03-04

国民健康保険制度の安定
運営

01

ソフト事業（義務）

国保税の適正な納付管理。国保税の口座振替、国保税の過誤納還
付及び充当、課税取込、納付取込

国保 法令の実施義務（自治事務）

地方税法、国税徴収法
　北上市市税条例 4,251

納付管理事務（国保）

納税義務者 還付処理件数　2,586件
口座振替率　40.57％
口座振替件数　4,624件

還付処理件数　2,615件
口座振替率　40.19％
口座振替件数　4,679件

還付処理件数　　　　1,508件
口座振替率　　　　　52.06％
口座振替件数　　　　6,063件

還付処理件数　　　　1,566件
口座振替率　　　　　46.16％
口座振替件数　　　　5,975件

020500-055-01

020500-058

納付管理事務（介護）

整理係01-02-01

介護予防の推進と介護サー
ビスの充実

01

ソフト事業（義務）

介護保険料の適正な納付管理。介護保険料（普通徴収）納税通知書
の発送及び督促状の発送、介護保険料の過誤納還付及び充当、課
税取込、納付取込

介護 法令の実施義務（自治事務）

地方税法　国税徴収法
　北上市介護保険条例 1,029

納付管理事務（介護）

介護保険１号被保
険者

還付処理件数　110件
口座振替率　16.23％
口座振替件数　253件

還付処理件数　74件
口座振替率　17.27％
口座振替件数　 289件

還付処理件数　　　　93件
口座振替率　　　 18.38％
口座振替件数　　　 257件

還付処理件数　　　　81件
口座振替率　　　 20.96％
口座振替件数　　　 349件

020500-058-01

020500-075

納税意識啓発事業

整理係06-05-04

安定した財政基盤の確立

05

ソフト事業（任意）

納税意識の啓発普及を図る。｢税に関する作品コンクール｣による租
税教育の推進、口座振替の推進

一般 法令に特に定めのないもの

1,335

納税意識啓発事業

児童・生徒 「税に関する作品コンクール」作品応募
数162（中学生作文19編、小学生絵画
143点）

「税に関する作品コンクール｣作品応募
数178（中学生作文11編、小学生作文1
編、小学生絵画166点

「税に関する作品コンクール｣作品応募
数194（中学生作文42編、小学生絵画
152点

「税に関する作品コンクール｣作品応募
数253（中学生作文100編、小学生絵画
153点

020500-075-01

020500-100

市税等還付金及び還付加
算金（一般）

収納係07-01-02
財政部門（市民サービス）

01

ソフト事業（義務）

過誤納金があるときは遅滞なく還付する。過誤納金発生による還付、
充当処理。対象者への通知送付。

一般 法令の実施義務（自治事務）

18,823
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

市税等還付金及び還付加
算金（一般）

納税義務者 還付処理件数739件　還付金額13,448
千円

還付処理件数　1,384 件 還付処理件数　685件 還付処理件数1,002件020500-100-01

020500-130

市税等還付金及び還付加
算金（国保）

収納係07-01-02

財政部門（市民サービス）

01

ソフト事業（義務）

過誤納金があるときは遅滞なく還付する。過誤納金発生による還付、
充当処理。対象者への通知送付。

国保 法令の実施義務（自治事務）

6,892

市税等還付金及び還付加
算金（国保）

納税義務者 還付処理件数　177件　還付金額2,967
千円

還付処理件数　2,615件 還付処理件数1,508件 還付処理件数1,566件020500-130-01

020500-150

市税等還付金及び還付加
算金（介護）

収納係07-01-02

財政部門（市民サービス）

01

ソフト事業（義務）

過誤納金があるときは遅滞なく還付する。過誤納金発生による還付、
充当処理。対象者への通知送付。

介護 法令の実施義務（自治事務）

258

市税等還付金及び還付加
算金（介護）

介護保険１号被保
険者

還付処理件数　24件　還付金額99千円 還付処理件数　74件 還付処理件数93件 還付処理件数81件020500-150-01

020500-151

税外収入に関する事務

税外収入係06-05-04

安定した財政基盤の確立

03

内部管理事務

税外収入の徴収及び収納に関する指導、助言及び調査又は補助に
関すること。

一般 法令に特に定めのないもの

市税等収納計画、自
治法、自治法施行令、
民法、民事執行法、国
税徴収法、地方税法、
介護保険法、後期高
齢者医療保険法、道
路法、都市計画法、児
童福祉法、市税条例、
諸収入金管理条例、
延滞金徴収条例、市
財産規則、市会計規
則、その他関係法令

25,040

税外収入に関する事務

税外収入金の納入
義務者及び職員

○税外収入金徴収等取扱担当者会議 
4月
○各課担当者ﾋｱﾘﾝｸﾞ 実施4月･10月
○各課未納者情報提供依頼7月
･受領･名寄せ作業7月･更新作業12月
○各課未納者情報補完依頼9月
･受領･補完作業9月
○債権管理台帳作成指導･提出依頼9
月･受領
○未収債権徴収実績・計画表等提出依
頼10月･受領11月
○使用料等の徴収に係る資料送付･徴
収指導3月
○黒沢尻西部土地区画整理組合清算
金徴収ほか1年間
○庁外業務研修
9月4日～6日1人旅費47,660円
負担金44,100円

020500-151-01
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