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会計課
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主幹兼
審査係長

課長補佐

⑫ ⑧ 

復 命

平成 25年 2月15日（金）

宮崎市（宮崎市役所出納室）

会計事務について

会計管理者

兼会計課長

⑧ 

重主
Eヨ

命により、上記用務にて出張しましたので復命いたします。

平成 25年 2月 18日

復命者会計課審査係係長 中村

JI 主任主事矢野

会 計 課 出 納 係 主 任 主 事 波 岡

［研修内容］ 別紙のとおり
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質問事項 1
事’7

コンビニ収納について

本市では、昨年6月から納税課を中心とした関係課室で検討委員会を設置し、導入に

向けて協議しているところです。

会計課が行う事務及び事務の流れなどについてご教示ください。

貴市の状況

・出納室ではなく、主管課（納税管理課）が行っている。

－毎日、夕方に宮銀から出納室に速報データとFA Xが送信され、データについては、

納税管理課担当者がMOで吸い上げて、消し込み担当課に渡している。

・コンビニでの納付から実際に資金が送金されるまで 14日くらいかかっている。

・コンビニ収納は年間20万件くらい。うち、データの取消は、 23年度で 10件、

24年度で 16件と非常に少ない。

・実施前の関係課室との打合せでは、主に納付書のレイアウトに関することや帳票の

テスト、他の金融機関等との調整等を行ったとのこと。

質問事項2

調定について

①調定通知書の確認内容並びに根拠資料の添付について

②調定通知書を例月出納検査資料として提出されているか

についてご教示ください。

貴市の状況

①平成 15年に財務規則を改正してからは、延岡市のように l枚 1枚、通知書を提出

させていない。月に 1度、出納室より月次確認に関する通知文を各課に送信し、財

務システムの画面で内容を確認させている。その際に必要があれば、別紙の調定確

認通知書を提出させている。このため、根拠資料は添付していない。

②例月出納検査資料として提出していない。
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質問事項3

資金収支計画について

本市では、毎月、各課に2ヶ月先までの資金収支計画をエクセルシートに入力しても

らい、会計課が取りまとめて作成しています。各課に入力してもらうのは、名称（収入

は【款】、支出は【節】）及び金額（50 0万円を超えるもの及び500万円未満でも定

例的なもの）です。

収入・支出ともに 1日の全体額は把握できますが、款や節ごとの集計金額の把握がで

きない状況です。

より効率的な資金管理を行いたいと考えておりますので、貴市の状況（期間・入力

項目・金額など）についてご教示ください。

貴市の状況

・毎月、 1,000万円以上のものを3ヶ月先まで提出させている。

. 2年前より、各課担当者が財務システムに入力し、出納室で集計している。課ごと

であれば、款や節ごとに集計できるが、市全体としての款や節ごとの集計はできな

いとのこと。

質問事項4

会計事務研修会について

本市では、予算担当係長及び予算担当者を対象に年1回（ 1 1月）、契約担当課と合

同で事務研修会を実施しています。

貴市の状況（開催時期・対象者・研修内容など）についてご教示ください。

貴市の状況

・人事課が取りまとめを行い、 4月に初心者向け・経験者向けの研修を各2日間に渡

って行っている。（内容は別紙のとおり）

－管理職向けの研修も年2回行っているとのこと。（会計管理者が説明）

・会計に関することは、事務処理マニュアルに基づき説明しているとのこと。



質問事項5

銀行検査について

実施内容や確認書類などについてご教示ください。

貴市の状況

①書類検査

検査対象の金融機関：指定金融機関、指定代理・収納代理金融機関ともに毎年

検査書類：納付済通知書 (1週間ほど掛けて 1年分をチェックしている）

②実地検査

検査対象の金融機関：指定金融機関は毎年、指定代理・収納代理金融機関は2年に

1回

検査書類：別段預金、払出金の元帳を 1年分すべて

※ゅうちょ銀行について

－宮崎市は、取りまとめ店が宮崎支店のため、銀行検査を行っている。

－他市の中には、必要書類を送ってもらい、書類検査をしているところもあるとの

こと。

・延岡市の場合、取りまとめ店が福岡貯金事務センターのため、実地検査は難しい

だろうが、書類検査は行うべきではないかとの意見あり。

※コンビニについて

・検査していないが、検査する必要は感じているとのこと。



質問事項6 政府契約の支払遅延防止等に関する法律について

宮崎市の回答については、別紙のとおりです。宮崎市においては、総合支所及び小中学

校（73校）全てに財務会計システムを配置し、総合支所等に支出伝票を送付させ、メー

ル便に乗せるシステムで概ね請求日から 15日以内の支払いを実現しているとのことでした。

また円滑な事務を執り行なえるよう 1年に 1度不備調査（連絡票別紙）や部局長会議等

で注意喚起を行っているとのことでした。

質問事項7 区画整理事業等による補償資の支払い方法について

宮崎市の回答については、別紙のとおりです。宮崎市においても、休業補償等の補償費

については、前金払いを行っているとのことでした。



各所属課（ 室）長殿

事務連絡

平成 25年 2月 4日

出納室長

財務会計システムに係る歳入・歳出状況の月次確認について（通知）

平成24年度 1月分の歳入・歳出が確定しましたので下記を参考に各課予算の執行等の確認をお願い
します。

財務会計システムでの確認方法
帳票名

メニュー 業務名 備考

流用・充用簿一覧 予算特理 f立：.. ~~‘ ' 歳出予算運用一覧 ※両面での照会のみ（帳票はなυ
収入未済一覧 i閉会 歳入照会 調定一覧 状態タプの収入未済欄から収入未済を選択

事後調定一覧 照会 歳入照会 調定一覧 摘要タプの摘安．欄lこ【事後調定】を入力

収納状況一覧表
れ~~ 歳入照会

歳入整理簿照会 ※両面での照会

歳入予算整理表 歳入整理簿パッチ ※中長男5打出し

過誤納金未処理一覧表 nn 、~ 歳入照会 調定一覧 状態タプの収入未済欄から過誤納を選択

支出未済一覧表 照会 歳出照会 支出命令一覧 状態タプの支払区分欄から未払を選択

資金前渡精算整理簿 れmいz:zふ~ 歳出照会 支出命令一覧 状態タプの精算区分欄から未精算を選択

支出負担行為整理簿 WJ~ ζ 歳出照会
歳出整理簿照会 ※画而での！照会

歳出整理簿パッチ ※帳票打出し

返納通知書番号一覧表 照会 歳出照会 戻入一覧

歳入歳出外現金整理表 出納'i1理 歳計外・基金受払 受払整理簿照会

※決算時に慌てることのないよう、予算担当者において確認、方お願いします。

※調定または、変更調定があった場合は必ず調定確認、通知書により出納室へ通知すること
になっていますので、財務画面・調定書・領収証等を確認のうえ、 2月20日（水）までに必ず
提出してください。

※12月分までの調定確認通知書を提出されていない課等は、至急提出していただきますよ
うお願いいたします。

文詐取扱 出納室
．歳入に閲すること

出納係（内（70)2111・2112)
・歳出に関すること

審査係（内（70)2115・2116
2119・2141)



調定 確認通知書

所 属 課

所属コード ~ 名

A、
コ＝＝

計 予算

コード 会計区分 コード｜ 予算区分

平成 年度平成 年 月分

財務会計システムの歳入整理簿等を調査した結果、

調定額については、誤りがないことを確認しましたので通知します。

宮崎市会計管理者殿

平成年月日

課長 ｜印｜



財認制l)
（収入の調定）

第29条 収入徴収者は、収入について調定すべき理由が発生したときは、次の事項を調査のうえ、直

ちに調定票により調定をしなければならない。

( 1 ) 収入金の所属年度及び収入科目に誤りはないか。

( 2) 収入金の金額の算定に誤りはないか。

( 3) 納入義務者、納期限等に誤りはないか。

(4) 納入場所は適正であるか。

( 5) その他法令又は契約に違反する事実はないかどうか。

2 収入徴収者は、同一科目について同時に 2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、集

合して調定することができる。

（事後調定）

第30条 収入徴収者は、法令の規定又は当該収入金の性質により、事前に調定することができない収

入金が収納された場合においては、出納機関からの収納の通知に基づき、調定しなければならない。

（返納金の収入への組入れの調定）

第31条 収入徴収者は、第96条第 2項の規定により返納通知書を発した支出の返納金で出納閉鎖期日

までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって現年度の収入への組入れの調

定をしなければならない。

（調定金額等の変更）

第32条 収入徴収者は、前3条の規定により調定をした金額等を変更しなければならないときは、直

ちに調定票により、その調定を変更しなければならない。

（調定の通知）

第33条 収入徴収者は、第29条から前条までの規定により調定し、又は調定の変更をしたときは、調

定確認通知書により会計管理者へ通知するものとする。 K¥¥;



包a身長

平成 24年度庶務担当者実務研修実施要領

1 目 的 全庁に共通する文書や財務等に係る業務を円滑に行うために、各課の庶
務を担当する職員が必要な知識を習得する。

2対象者 庶務担当者（各コース各課等で 1名以内）

－初心者向けコース 庶務を初めて経験する職員、または基本事項を再
度確認したい職県

－経験者向けコース 主として、取り扱い変更分や留意点を再度確認し
たい職員

3 5茸 師 総務法制課、人事課、契約課、財政課、管財謀、出納室の職員

4 日 程 －初心者向けコース 平成24年4月 17日（火） 9:0 0 ～ 1 4: 3 0 

平成24年4月 18日（水） 9: 0 0 12:0 0 

－経験者向けコース 平成24年4月 19日（木） 9: 0 0 12:0 0 

平成24年4月20日（金） 9:0 0 ～ 1 1: 3 5 

※詳細は別紙（時間割・内容）のとおり

5 会 場 会議室棟2階大会議 室

6 資 料 各自、必ず事前に目を通し、持参すること

新行政情報ネットワークシステム一部門フォルダ一総務部一人事課一庁内共有（閲覧のみ）

庶務研修資料に掲載しています。

ト~i~ ~ふ対外向付与
わ~( tf，~ 初二）公：ィ払昨 t；令指み

よみ 例制九効fp)



平成24年度庶務担当者実務研修時間割
時間 担当課（係） 内容

初
心
者
向
け

勤務時間・休暇等について
旅費事務について
庶務事務システムについて

休 憩 （10分）

庶務事務システムの月締め処理について
各種手続きについて

文書事務、郵便事務、情報公開制度、. . 11: 10：～ 11: 45 35 総務法制課
4/17 I 個人情報保護制度 など

11: 45：～ j 12: 00 15 管財課 各課専用車の修繕等について

休憩（60分）

13:001～ 1 13：叫 30！人事課（人事） （臨時職員任用事務について

当初予算、適正な予算執行について
！債務負担行為について
J旅費の取り扱いについて

新たな収入金等について（税目・使用料等）
調定について、振込書の送付について
収支予定表の作成について

』適正な会計処理について
出納室（審査） i支出遅延、支出伝票の送付期限について

｜事前審査について

休憩（10分）

11 :251451契約課（物品） l契約課執行または各課執行の物品契約事務について

12:00! 35 I契約課（工事契約）（建設工事 委託業務関係

｜ l勤務時間・休隈等について
9:45i 45 I人事課（職員） （旅費事務について

｜ ｜ ！庶務事務システムについて

I I ！庶務事務システムの月締め処理について
10:001 15 I人事課（職員） ！ 

I I 1各種手続きについて

1叫 251人事課（人事） ；臨時職員任用事務について

休憩（10分）

！文書事務、郵便事務、情報公開制度、
！個人情報保護制度 など

｜当初予算、適正な予算執行について
l債務負担行為について
旅費の取り扱いについて

！各課専用車の修繕等について

新たな収入金等について（税目・使用料等〉
調定について、振込書の送付について
！収支予定表の作成について

；適正な会計処理について

i支出遅延、支出伝票一期限l~： I竺一
事前審査について

休憩（10分）

10:401～ I 11: 10！作即応） （契約問行または各課…？？ヂ竺

－~－－＝－rl 1: 351～課（工事契約）｜建問委託業務関係

9:00 ～ 10: 20 80 人事課（職員）

10:30 ～ 11: 10 40 人事課（職員）

13:30: 14:30: 60財政課

4/18 

9:00j～ 

9:301 

9:30J 30 i出納室（出納）

10:30! Go 

1川～｜

9:001～ 

…～1 
10:00！～！ 

4/19 

経
験
者
向
け

10:351～（ 11：付 25：総務法制課
I I I I 

11 :ool～ 1 11：山！財政課
11: 45 i～ i 12 :oo: 15 l管財課

川～［ 9：利 30：出納室（酬）

－－－＋－－－ιー－：
9:30i～ i 10:30J 60出納室（審査）

4/20 I I I I_ : 



公金出納検査における書類検査マニュアル（納付済通知書検査）

01週間分の納付済通知書（以下「済通J）を確認し、出納印の漏れや督促手数料・延滞金の徴収ミスを調査するのが目的です。

0チェックすべき項目については、以下のとおりです。 「平成24年度版 宮崎市公金収納事務マニュアル」（以下fマニュアルというJ）を参考に

してください。

O指摘すべき点を発見した場合は、別紙チェックリストに記入し、左の番号と連動するよう付筆にNo.を記入し、済通に付隻を貼ってください。

01枚の済通において複数の指摘がある場合には、別紙チェックリスト及び付筆も複数でカウン卜してください。

①首標金額（＝合計金額）の訂正のチェック

Oマニュアルの9ページを参考に、苔標金額の訂正がないかチェックをしてください。

0首標金額（＝合計金額）の訂正はできません。訂正印を使用して訂正することもできません。（宮崎市財務規則第 17 8条）

※ただし市県民税特別徴収の済通については、例外的に首標金額（＝合計金額）を訂正しでも構いません。

【チェックリスト記入例】

Nol金融機関名［支店名 l領収日｜督促手数料延滞金 指摘内容 指摘内容の詳細

00銀行 ｜ 本店 I 9/14 . I 
首標金額の訂正

②督促手数料の徴収ミスのチェック

0マニュアルの5ページ f公金督促指定日一覧表j を参考に、督促手数料のチェックをしてください。

O督促指定日より前（＝督促手数料を徴収してはいけない）なのに、督促手数料を徴収している場合。

※督促指定日より前であっても、督促状によって督促手数料を徴収している場合は問題ありません。

0督促指定日以降（＝督促手数料を徴収しなくてはいけない）なのに、督促手数料を徴収していない場合。

0首標金額（＝合計金額）が印字しである納付書（再発行納付書など）については、督促手数料を書き加えることはできないので、督促手数料が

徴収されていなくても問題ありません。

【チェックリスト記入例】

金融機関名 支店名 l領収日督促手数料延滞金｜ 指摘内容

00銀行 本店 9/15 -100 

00銀行 宮崎支店 9/16 100 

督促手数料の徴収ミス過徴収

｜督促手数料の徴収ミス未徴収

1 I 4 

指摘内容の詳細



③延滞料の徴収ミスのチェック

O延滞金計算シート （3種類）を参考に、延滞金のチェックをしてください。

－市税、国保税、後期高齢、介護保険・・・・ 「延滞金計算シート（納税管理課） J→1Nl,£JOJEB.Jl' 6 !ilJ/.i 

－住宅家賃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「延滞金計算シート （住宅課）」 →1!§Ul/CJF' B ~＇ 6 IJJJ/2 

・し尿汲取手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「延滞金計算シート（廃棄物対策課） J →li!J1fK.JJHf!l.GlかるIJ.t!lg

・その他の税目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・延滞金の金融機関窓口での徴収は不要

0本来徴収すべき金額よりも、延滞金を多く徴収している場合。

0本来徴収すべき金額よりも、延滞金を少なく徴収している場合。

0首標金額（＝合計金額）が印字しである納付書（再発行納付書など）については、延滞金を書き加えることはできないので、延滞金が徴収されて

いなくても問題ありません。

【チェックリスト記入例】

No 金融機関名！ 支店名 領収日｜督促手数料延滞金 指摘内容 指摘内容の詳細

4 00銀行 宮崎支店 9/18 I -1 000 延滞金の徴収ミス 過徴収：固定資産税
』．．．．．．．． 一一ー

5 0 0銀行 宮崎支店 9/16 100 延滞金の徴収ミス 未徴収：介護保険料
』．．．．．．．． 

6 00銀行 宮崎支店 9/14 77 延滞金の徴収ミス 未徴収：住宅家賃
』ーーー

7 00信用金庫江平支店 9/17 I 1, 200 延滞金の徴収ミス 未徴収：し尿汲取手数料

④市県民税特別徴収の納付済通知書のチェック

Oマニュアルの 70ページを参考に、市県民税特別徴収（以下f特徴'J）の済通のチェックをしてください。

or納入金額（1）」欄を訂正している場合、 「納入金額（2）」欄の「合計額」が記入されているか。

一一一一

0予備の納付書（「年月」欄が空欄で記入できるようになっている）を使用している場合、 「年月Jが記入されているか。

【チェックリスト記入例】

金融機関名 支店名領収日｜督促手数料｜延滞金｜ 指摘内容 指摘内容の詳細

00銀行 宮崎支店 9/17 特徴の記入ミス 内訳未記入

00銀行 宮崎支店 I 9/15 特徴の記入ミス 年月未記入
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公金収納検査における実地検査マニュアル

実地検査においては、開始時刻の5分前までには到着するようにし、遅れる場合には

事前に連絡をすること。検査会場に案内されたら、事前に準備をお願いしである、別段

預金の明細票＜別紙， ＞、市公金送付書＜別紙2＞、収納金振替済報告書＜別紙3＞が

そろっているか確認する。

, .検査当日に必要なもの

筆記用具、電卓、定規、付筆、宮崎市公金収納事務マニュアル（H23、H24）、名刺

(H23マニュアルは、口座振替（自動引落）分資金送金日確認のため使用）

2.検査内容

①市の公金を処理している別段預金の明細票をチェックする。

－当日入金分が翌日払出しされているか。

－他の収入金（上下水道料金等）が混入していないか。

－他の収入金が混入していた場合、同日で処理がなされているか。

②明細票の払出日・払出金額と、公金送付書の報告日・指定金融機関の出納日及び

指定金融機関の振替済報告書の出納日・出納金額が合致しているか。

③・書類検査終了後、担当者に来てもらい、処理の遅れ等内容について聞き取りが

必要な場合は事情聴取を行う。併せて事前調査の結果を口頭で報告する。

（事前調査結果は金融機関には渡さないこと）

・別段預金明細票、公金送付書（，日分）、指定金融機関振替済報告書（，日分）の

コピーをもらう。

④検査結果については、後日文書にて通知する旨伝える。



⑤出納印のチェック

Oマニュアルの 11・12ページを参考に、出納印のチェックをしてください。

O出納印が正確・鮮明に押印されているか。

0済通の「領収日付印」欄から出納印がはみ出していないか。

0出納印が黒インクや青インクの場合、済通のOc R読取部分（ピンク地の部分）に押印されていないか。

※赤インクや朱インクの場合は、同系色なので問題ありません。

【チェックリスト記入例】

No 金融機関名（支店名｜領収日督促手数料延滞金 l 指摘内容 指摘内容の詳細

10 0 0銀行 宮崎支店 9/16 I 出納印の押印ミス ｜出納印がない
.... ーーーー・・・ ・－

11 00信用金庫｜住吉支店 I 9/15 出納印の押印ミス 出納印が薄く日付が読めない
... ーーーーーー・

12 0 0銀行 宮崎支店 9/14 出納印の押印ミス 出納印がOc R読取部分にかかっている

⑥破損納付書の使用のチェック

0マニュアルの 11ページを参考に、済通が破損していないかチェックしてください。

ooc R読取部分も含めて、破損した済通で収納していないか。

※お客様の納付書が破損している場合は、金融機関窓口に備えてもらっている手書き納付書に書き換えるようお願いしています。

【チェックリスト記入例】

Nol金融機関名 J 支店名 l領収日督促手数料延滞金 指摘内容

13100協同組合1赤江支店： 9/18 I 破損納付書の使用

⑦手書き文字のチェック

Oマニュアルの 12～14ページを参考に、手書き文字のチェックしてください。

0 「督促手数料」 「延滞金J 「合計」の手書き記入欄に、正確・鮮明に数字が記入されているか。

O 「延滞金」欄に誤って合計を記入していないか。

【チェックリスト記入例】

Nol金融機関名｜支店名！領収日｜督促手数料延滞金 指摘内容

指摘内容の詳細

指摘内容の詳細

141 00銀行 100支店 9/14 手書き文字の記入ミス数字がつながっている

宮崎支店 9/17 手書き文字の記入ミス延滞金欄に合計を記入している
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⑧収納日（＝出納印の日付）と会計日のチェック

0収納日（＝出納却のB付）と会計日について、大きく離れていないかチェックをしてください。

0宮崎市内の金融機関については、原則として収納日（＝出納印の日付）の翌日が会計日となります。

0宮崎市外の金融機関については、原則として収納日（＝出納印の日付）の翌々日（2営業日後）が会計日となります。

oゅうちょ銀行については、原則として収納日（＝出納印の日付）の丘営業日後が会計日となります。 Cmi主｛主主L営業且後）

Oチェック対象としては、収納日から会計日までが上記日付よりさらに 1日以上遅れているもののみとします。

【チェックリスト記入例】

No 金融機関名 l 支店名 領収日｜督促手数料延滞金 指摘内容 指摘内容の詳細

16 00銀行 00支店 9/16 I ｜収納日と会計日の事離｜会計日： 9/18弓 2営業日後
炉・・・・・・・・ 一
17 00信用金庫 00支店 9/15 収納日と会計日の恭離会計日： 9/18弓 3営業日後

ヤ一一ー → 

18 0 0銀行 0 0支店 9/14 I 収納日と会計日の事離 i会計日： 9/18コ4営業日後

一ーー

く特例〉 JA，ゅうちょ、南郷信金、宮崎太陽銀行西佐土原支店については、 3時以降も収納を行ったり、支店が遠隔地であったり

集配送の時間やルートの設定上会計日が遅れることがある。

⑨その他

Oその他、財務規員~やマニュアル等に照らして、問題がないかどうかチェックしてください。

O内容については、チェックリストの「指摘内容の詳細J欄に記入してください。

【チェックリスト記入例】

Nol金融機関名 l支店名 ；領収日｜督促手数料延滞金 i 指摘内容 ！ 指摘内容の詳細

~－~コ0銀行 j _o＿~支店；＿！！山J － し－－ ! －~叫一一 ［ゅうち時行専用納付書（払込取扱票）で収納
・ 1

201 00銀行 00支店 I 9/17 I I その他 ｜合計金額の記入もれ

21 

4/4 



納付済通知書検査チェックリスト

会計日 ｜ 記入者

金融機関名 ｜ 支店名

一一 二二二J

指摘内容 指摘内容の詳細

J一一一｜ 一一一一一一」

1
1

」
」
｜

L=-・ー

十－一一一
1 I 4 



不備書類連絡票

障？所属長殿

送付された支出関係書類に、下記の不備がありましたので財務規則第62条第2項に基づき返戻いたします。
つきましては、不備事項を確実に改善し、他に不備がないかどうか再度確認のうえ、出納室まで再送付してください。
なお、現在表示されている『支払予定日」に支払うためには、 月 固までの出納室への再送付が必要です。

注1）支払確定日（通常は支払日の2営業日前）に送付する場合は、「送付期限に係る理由書」を添付のうえ決裁持ち回りとする。

注2~ 上記期限に間に合わない場合は、支払遅延【裏面参照】に留意し、相手方の承諾宕受けたうえで、予定日を訂正する。
※支出命令書の支払予定日欄の下付近に「相手方了承溶みlの旨記裁の号交担当者印や押印する。

【確認された不備事項】 ※該当の口に「レ」、番号に「OJ
"' ................回・・・・・冨・回・・・・・・・・・・・・・・・..・・・・・・・・・..・・・・・...・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2・・・・・・・・・・.，，

口契約（支払）の相手方に関すること
①契約の相手方誤り、②支払の相手方誤り、③振込口座誤り、④所在地・住所誤り・記入漏れ、⑤代表者名誤り・記入漏れ
⑥代理受領欄の設定誤り・記入漏れ、⑦委任状の不備、③その他：

口金額に関するζと
①請求金額（漏れ・誤り）、②支払金額誤り、③予定価格〈漏れ・誤り）、④見積書内の各種金額（漏れ・誤り）、⑤その他：

口印鑑に関すること
①決議印漏れ（支出命令書・負担行為書・執行伺）、②検収印漏れ、③納品確認印漏れ、④請求印漏れ、⑤使用印の相違、⑥その他：

口日付に関すること
①請求日漏れ、②検収日誤り、③支払予定日誤り、④執行伺・負担行為書の日付誤り・漏れ、⑤決裁日漏れ、⑥その他：

添付書類の不足や誤り等に関すること
口 ①業務完了届、②検査調書、③課税・免税事業者届出書、④契約書・請書、⑤随意契約理白書、⑥設計書（積算書）、⑦見積書、

⑧その他： ※よ記書類の『添付がない」・『未記入や誤りがある」 （補足説明： ） 

口契約保証金の免除に関する不備
①履行届の添付漏れ、②免除の決裁漏れ、③該当する免除理由「財務規則105条の呈」の設定誤り・記入漏れ

口合議に関すること
①財政課の合議漏れ、②出納室の合議漏れ（支出の特例、繰越・継続費、債務負担）、③支出の特例の条項記入漏れ

口その他 ロ送付期限遅れ［ 日］
①支出区分の選択誤り、②その他：

－ 

...・・・・・・・・・・・・・・・・.....................・・・・・・................................周圃・..・・・・・・・・・・・......
＊この遷絡裏を濡付した状態で出納童ヘ再送してください。 平成＆ヲ年 月 日

t 出納室長
｜支出命令番号： 支払予定日： ／｜ （担当者：山田 内線 2116 ) 



《支払遅延防止法による検査時期と支払時期》

．支払遅延防止法とは、正式には「政府契約の支払遅延防止
に関する法律」といい、 「政府契約の支払遅延防止等その他
の公正化をはかるとともに、国の会計経理事務の能率化を促
進し、もって国民経済の健全な運行に資することを目的」と
して制定されており、この法律の規定は、地方公共団体の成
す契約に準用されます。 ( 1 4条）

《検査の時期》
※「通知を受けた日」も計算上1固として算入する．期間のうちには土・日曜‘祝祭日等も含む．

契約書、請 完了検査の時期
書の作成 工 事 工事以外の給付

あり
完了した旨の通知を 完了した旨の0通日知以を内

受けた日から14日以内 受けた日から1

なし
完了した旨の通知を

受けた日から10日以内

《支払の時期》
来「通知を受けた日」も計算上1日として算入する。期間のうちには土・日曜、祝祭日等も含む．

契約書：請 強発 F義a 支役払の時期着 J ぺ 制

書の作成 警審議機均工訴事端 ぎ機工事以外の給付抗号

あり
請求書を受理した日 請求書を受理した日
から40日以内女 から30日以内女

なし
請求書を受理した日

から15日以内

安契約書‘積書において‘『．．目以内に支払うものとする」等の1i!鰻がある場合はそちらを優先する．

｜参考：財務規則l: 
（支出命令書の送付期限〉

第77条支出命令書吾会計管理者へ送付する期限は、次に掲げるとおりとする．ただし、緊急やむを得ない・

ものは、当骸期限によらないζとができる．

(1）支払期日の定めのあるものは、当該期目前4日

(2）前号に掲げるもの以外のものについては、支払予定日前5日

2前項に掲げる期限に係る計算に当たっては、宮略市の休日を定める条例（平成2年条例第26号）に規

定する市の休日l立算入しないものとする．

（契約保鉦金等）

第105条契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10に相当する額以よの契約保証金を納付し

なければならない．ただし、次の各号のいずれかに霞当する場合は、保産金の全部又は一部を納付させ

ないことができる．

(1)契約の相手方が、保険会社との聞に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき．

(2）契約の相手方から委長を受けた保険会社等と工事庖行保直契約を締結したとき．

(3）契約の相手方が、過去2年間、国（公社及び公団を含む．〕又は地方公共団体と種類及び規模をほ

ぼ同じ〈する契約を2回以上にわたって締結し、かつ、ニれらのすベてを誠実に庫行した者であって、その者

が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき．

(4）法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5）物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき．

(6）契約金額が50万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を康行しないこととなるおそれがないとき．

(7）国（公社及び公団を含む．）文は地方公共団体と契約を締結するとき，

(B）随愈契約を締結する場合において、当設契約の性質又は目的により契約保臨金を納付させる必要が

ないと箆められ、かつ、契約の相手方が契約を庫行しないこととなるおそれがないと箆められるとき．

（橿算払のできる経費の指定〕

第68条令第162条第6号の規定により概算払のできる経費l立、次のとおりとする．

(1）公社又は公団に支払う経費

(2）予納金、保笹金及びこれらに類する経費

(3）物件購入の手付金

(4）委髭料

(5）損害賠償金

(6）老人福祉法（昭和38年法律第133号）、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）又は知的障

害者福祉法（昭和35年法律第37号）に基づ〈措置費

・..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a・・・・・・・・・・・・・固・・z・・・..................



質問事項6

政府契約の支払遅延防止等に関する法律について

契約書等に対価に支払いの時期の記載のないものについては、支払請求をした日から

1 5日以内の日となっていますが、延岡市では、学校等の支出命令書の送付遅れが懸

案となっています。貴市では本庁舎以外からの支出命令書の送付方法はどのような方

法をとられていますか。

また、財務会計システムの配置状況及び送付遅れがないよう周知・指導されているこ

となどありましたらご教示ください。

貴市の状況

宮崎市内の各出先機関と本庁舎聞の庁内郵便については、二つの巡回コースに分か

れ、それぞれ午前と午後に集荷および配達が行われています。

各総合支所・地域センタ一所管地区内の小中学校は、それぞれの所管地区の総合支所

等に、それ以外の学校については第四庁舎内の教育委員会企画総務課に、支出関係書類

を含めた各種書類を送付し、巡回便に乗せるシステムになっているところです。

出納室へ送致されるまでには 1～2日かかりますが、支払遅延防止法も含めた支出関

係書類の取扱いについては、教育委員会から各学校の事務担当者に十分な研修を行って

おり、概ね請求日から 15日以内の支払いを行っております。また、処理の遅れや書類

不備等による差し戻しのため、 15日以内の支払いが難しい場合は、必ず相手方の了承

を得るよう指導しているところです。

現在、 73校すべての小中学校に財務会計システムが配置され、各学校に配当された

予算については、それぞれの事務担当者が支出関係書類を起案しているところですが、

教育委員会および各地区に配置されたブ、ロックリーダーからの研修により、円滑に支払

い事務を行っております。また出納室においても書類不備等があった場合にはその都度

指摘・指導を行い、一年に一度行っている不備調査等においても注意喚起をしていると

ころです。
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質問事項7

区画整理事業等による補償費の支払い方法について

土地又は家屋の買収又は収用による家屋又は物件の移転料については、地方自治法施

行令第 16 3条第 1項第4号により前払金をすることができる経費とされているこ

とから、前金払を行っているところですが、移転等により発生する付随経費（休業補

償や家賃減収補償等）についても土地又は家屋の買収又は収用を円滑に行う上では、

前金払を行うことが適当ではないかと考えているところです。

貴市においては、上記の補償費に係る付随経費を前金払いしていますでしょうか。前

金払いしているのであれば、前金をもって支払をしなければ事務の取り扱いに支障を

及ぼす経費等で整理されているのでしょうか。

貴市の状況

当市では、休業補償や家賃減収補償等につきましても、移転に際して通常必要とする

経費とみなし、地方自治法施行令第 16 3条第 1項第4号により前払金を行っておりま

す。


