
【別紙４】文書管理 帳　票　一　覧　表

1 総合文書管理 起案文

2 総合文書管理 決裁状況

3 総合文書管理 電子決裁比率一覧表

4 総合文書管理 収受廃棄文書CSV出力

5 総合文書管理 添付管理票

6 総合文書管理 添付文書電子化率一覧表

7 総合文書管理 供覧文

8 総合文書管理 収受件名簿

9 総合文書管理 発送件名簿

10 総合文書管理 引継予定表

11 総合文書管理 廃棄予定表（箱）

12 総合文書管理 廃棄予定表（簿冊）

13 総合文書管理 廃棄結果表（箱）

14 総合文書管理 廃棄結果表（簿冊）

15 総合文書管理 簿冊管理簿

16 総合文書管理 簿冊背表紙

17 総合文書管理 分類基準表

18 総合文書管理 公印台帳

19 総合文書管理 公印管理簿

20 総合文書管理 公印使用状況一覧表

21 総合文書管理 LGWAN発送簿

22 総合文書管理 LGWAN到達簿

23 総合文書管理 貸出履歴CSV出力

No 業務名 帳　　　票　　　名
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【別紙４】文書管理 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳　　　票　　　名

24 総合文書管理 文書件名簿

25 総合文書管理 文書件数一覧表

26 総合文書管理 ファイル件数一覧表

27 総合文書管理 保存箱ラベル

28 総合文書管理 書棚一覧表

29 総合文書管理 空き書棚一覧表

30 総合文書管理 貸出状況確認

31 総合文書管理 保存箱件数一覧表

32 総合文書管理 保存箱収納数件数一覧表

33 総合文書管理 保存箱バーコードラベル

34 総合文書管理 保存場所バーコードラベル

35 総合文書管理 公開目録
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【別紙４】財務会計（予算編成） 帳　票　一　覧　表

1 予算編成 歳入予算要求書

2 予算編成 歳出予算要求書

3 予算編成 歳入予算編成状況

4 予算編成 歳出予算編成状況

5 予算編成 歳入予算現計表

6 予算編成 歳出予算現計表

7 予算編成 歳入予算所属別財源内訳表

8 予算編成 歳入予算科目別財源内訳表

9 予算編成 歳出予算所属別財源内訳表

10 予算編成 歳出予算科目別財源内訳表

11 予算編成 歳出予算科目別性質別集計表

12 予算編成 歳出予算目的別財源内訳表

13 予算編成 歳出予算節別集計表

14 予算編成 歳出各費用別前年対比表

15 予算編成 歳入予算自主・依存財源別構成比

16 予算編成 歳出予算性質別構成比

17 予算編成 歳入予算款別集計表

18 予算編成 歳出予算款別集計表

19 予算編成 性質別経費の目的別分類表

20 予算編成 各会計予算総括表

21 予算編成 歳入予算所属別査定額確認表

22 予算編成 歳入予算科目別査定額確認表

23 予算編成 歳出予算所属別査定額確認表

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（予算編成） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

24 予算編成 歳出予算科目別査定額確認表

25 予算編成 主要事務事業一覧表

26 予算編成 財源充当チェックリスト（歳入）

27 予算編成 財源充当チェックリスト（歳出）

28 予算編成 歳入予算書＿第１表（当初）

29 予算編成 歳入予算書＿第１表（補正）

30 予算編成 歳入予算書＿総括表（当初）

31 予算編成 歳入予算書＿総括表（補正）

32 予算編成 歳入予算書＿事項別明細書

33 予算編成 歳出予算書第１表（当初）

34 予算編成 歳出予算書＿第１表（補正）

35 予算編成 歳出予算書＿総括表

36 予算編成 歳出予算書＿事項別明細書

37 予算編成 歳入目的・性質未入力チェックリスト

38 予算編成 歳出目的・性質未入力チェックリスト

39 予算編成 歳入予算要求書

40 予算編成 歳出予算要求書

41 予算編成 債務負担行為予算書（当初）

42 予算編成 債務負担行為予算説明書（当初）

43 予算編成 債務負担行為予算書（補正）

44 予算編成 債務負担行為予算説明書（補正）

45 予算編成 債務負担行為台帳

46 予算編成 債務負担行為要求書
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【別紙４】財務会計（予算編成） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

47 予算編成 継続費台帳

48 予算編成 継続費要求書

49 予算編成 歳入査定額エラーチェックリスト

50 予算編成 歳出査定額エラーチェックリスト

51 予算編成 ZA継続費予算書（当初）

52 予算編成 ZA継続費予算説明書（当初）

53 予算編成 ZA継続費予算書（補正）

54 予算編成 ZA継続費予算説明書（補正）
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【別紙４】財務会計（予算管理） 帳　票　一　覧　表

1 予算管理 予算流用要求書（節間流用）

2 予算管理 予算流用要求書（節間流用）＿電子決裁

3 予算管理 予算流用通知書（節間流用）

4 予算管理
予算流用要求書（節間流用）＋
予算流用通知書（節間流用）

5 予算管理
予算流用要求書（節間流用）＿電子決裁＋
予算流用通知書（節間流用）

6 予算管理 予備費充用要求書

7 予算管理 予備費充用要求書＿電子決裁

8 予算管理 予備費充用通知書

9 予算管理 予備費充用要求書＋予備費充用通知書

10 予算管理 執行委任協議書（委任）＋科目内訳書

11 予算管理 執行委任協議書（委任）＿電子決裁＋科目内訳書

12 予算管理 執行委任調書（委任）＋科目内訳書

13 予算管理
執行委任協議書（委任）＋科目内訳書＋
執行委任調書（委任）＋科目内訳書

14 予算管理
執行委任協議書（委任）＿電子決裁＋科目内訳書＋
執行委任調書（委任）＋科目内訳書

15 予算管理 執行委任協議書（委任）

16 予算管理 執行委任協議書（委任）＿電子決裁

17 予算管理 執行委任調書（委任）

18 予算管理 執行委任協議書（委任）＋執行委任調書（委任）

19 予算管理
執行委任協議書（委任）＿電子決裁＋
執行委任調書（委任）

20 予算管理 予算分配通知書＋科目内訳書

21 予算管理 予算分配通知書

22 予算管理 予算配当替要求書

23 予算管理 予算配当替要求書＿電子決裁

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（予算管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

24 予算管理 予算配当替通知書

25 予算管理 予算配当替要求書＋予算配当替通知書

26 予算管理 予算配当替要求書＿電子決裁＋予算配当替通知書

27 予算管理 予算配当変更要求書

28 予算管理 予算配当変更要求書＿電子決裁

29 予算管理 予算配当変更通知書

30 予算管理 予算配当変更要求書＋予算配当変更通知書

31 予算管理 予算配当変更要求書＿電子決裁＋予算配当変更通知書

32 予算管理 歳入予算配当替要求書

33 予算管理 歳入予算配当替要求書＿電子決裁

34 予算管理 歳入予算配当替通知書

35 予算管理 歳入予算配当替要求書＋歳入予算配当替通知書

36 予算管理
歳入予算配当替要求書＿電子決裁＋
歳入予算配当替通知書

37 予算管理 再配当通知書＋科目内訳書

38 予算管理 再配当通知書

39 予算管理 継続費・逓次繰越要求書

40 予算管理 継続費・逓次繰越要求書＿電子決裁

41 予算管理 継続費・逓次繰越命令書

42 予算管理 継続費・逓次繰越要求書＋継続費・逓次繰越通知書

43 予算管理 繰越明許要求書

44 予算管理 繰越明許要求書＿電子決裁

45 予算管理 繰越明許命令書

46 予算管理 繰越明許要求書＋繰越明許通知書
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【別紙４】財務会計（予算管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

47 予算管理 事故繰越要求書

48 予算管理 事故繰越要求書＿電子決裁

49 予算管理 事故繰越命令書

50 予算管理 事故繰越要求書＋事故繰越通知書

51 予算管理 予算配当チェックリスト（歳入）

52 予算管理 予算配当チェックリスト（歳出）

53 予算管理 予算配当通知書（歳入）

54 予算管理 予算配当通知書（歳出）

55 予算管理 予算配当通知書（歳入）（マージなし）

56 予算管理 予算配当通知書（歳出）（マージなし）

57 予算管理 執行委任精算チェックリスト

58 予算管理 執行委任精算エラーチェックリスト

59 予算管理 執行委任精算リスト

60 予算管理 歳入執行計画書

61 予算管理 歳出執行計画書
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【別紙４】財務会計（歳入管理） 帳　票　一　覧　表

1 歳入管理 調定伝票

2 歳入管理 調定伝票＿電子決裁

3 歳入管理 調定伝票(集合)

4 歳入管理 調定伝票＿電子決裁(集合)

5 歳入管理 調定伝票_納付書

6 歳入管理 調定伝票＿電子決裁_納付書

7 歳入管理 調定伝票(集合)_納付書

8 歳入管理 調定伝票＿電子決裁(集合)_納付書

9 歳入管理 納付書・納入通知書

10 歳入管理 還付命令書

11 歳入管理 還付命令書＿電子決裁

12 歳入管理 還付命令書＋債務内訳書

13 歳入管理 還付命令書＿電子決裁＋債務内訳書

14 歳入管理 過誤納金還付精算命令書

15 歳入管理 過誤納金還付精算命令書＿電子決裁

16 歳入管理 過誤納金還付精算命令書＋債務内訳書

17 歳入管理 過誤納金還付精算命令書＿電子決裁＋債務内訳書

18 歳入管理 過誤納金還付精算命令書＋返納済通知書

19 歳入管理 過誤納金還付精算命令書＿電子決裁＋返納済通知書

20 歳入管理 過誤納金還付精算命令書＋返納済通知書＋債務内訳書

21 歳入管理
過誤納金還付精算命令書＿電子決裁＋返納済通知書＋
債務内訳書

22 歳入管理 過誤納金還付戻入命令書＋返納済通知書(preview)

23 歳入管理
過誤納金還付戻入命令書＿電子決裁＋返納済通知書
(preview)

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（歳入管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

24 歳入管理
過誤納金還付戻入命令書＋返納済通知書＋債務内訳書
(preview)

25 歳入管理
過誤納金還付戻入命令書＿電子決裁＋返納済通知書＋
債務内訳書(preview)

26 歳入管理 過誤納金還付戻入命令書(更新)

27 歳入管理 過誤納金還付戻入命令書＿電子決裁(更新)

28 歳入管理 過誤納金還付戻入命令書＋債務内訳書(更新)

29 歳入管理 過誤納金還付戻入命令書＿電子決裁＋債務内訳書(更新)

30 歳入管理 返納済通知書

31 歳入管理 返納済通知書(歳出)

32 歳入管理 歳入繰越精算(preview)

33 歳入管理 歳入繰越精算＿電子決裁(preview)

34 歳入管理 歳入繰越精算＋債務者内訳書(preview)

35 歳入管理 歳入繰越精算＿電子決裁＋債務者内訳書(preview)

36 歳入管理 歳入繰越精算＋返納済通知書(preview)

37 歳入管理 歳入繰越精算＿電子決裁＋返納済通知書(preview)

38 歳入管理 歳入繰越精算＋返納済通知書＋債務者内訳書(preview)

39 歳入管理
歳入繰越精算＿電子決裁＋返納済通知書＋債務者内訳書
(preview)

40 歳入管理 歳入繰越精算＋歳入次回還付(preview)

41 歳入管理
歳入繰越精算＿電子決裁＋歳入次回還付＿電子決裁
(preview)

42 歳入管理
歳入繰越精算＋債務者内訳書＋歳入次回還付＋
債務者内訳書(preview)

43 歳入管理
歳入繰越精算＿電子決裁＋債務者内訳書＋
歳入次回還付電子決裁＋債務者内訳書

44 歳入管理 歳入繰越精算＿電子決裁(更新)

45 歳入管理 歳入次回還付＿電子決裁(更新)

46 歳入管理 歳入予算整理簿
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【別紙４】財務会計（歳入管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

47 歳入管理 歳入予算執行状況（科目別）

48 歳入管理 歳入予算執行状況（科目別）

49 歳入管理 事後調定一覧表

50 歳入管理 事後調定チェックリスト

51 歳入管理 繰越調定確認表

52 歳入管理 繰越調定チェックリスト

53 歳入管理 繰越調定結果表

54 歳入管理 調定取込チェックリスト

55 歳入管理 調定取込エラーリスト

56 歳入管理 還付取込チェックリスト

57 歳入管理 還付取込エラーリスト

58 歳入管理 歳入予算執行状況（科目別）

59 歳入管理 歳入予算執行状況（科目別）

60 歳入管理 伝票管理調定一覧表

61 歳入管理 歳入次回還付＿電子決裁＋債務者内訳書

62 歳入管理 過誤納金還付精算命令書（精算追給）

63 歳入管理 過誤納金還付精算命令書（精算追給）＿電子決裁

64 歳入管理 過誤納金還付精算命令書（精算追給）＋債務内訳書

65 歳入管理
過誤納金還付精算命令書（精算追給）＿電子決裁＋
債務内訳書

66 歳入管理 送付換通知書

67 歳入管理 MPN（マルチペイメントネットワーク）納付書
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【別紙４】財務会計（歳出管理） 帳　票　一　覧　表

1 歳出管理 予算執行伺

2 歳出管理 予算執行伺＿電子決裁

3 歳出管理 予算執行伺＿電子決裁

4 歳出管理 予算執行伺＿電子決裁＋明細内訳書

5 歳出管理 予算執行伺（併合）＋科目内訳書

6 歳出管理 予算執行伺（併合）＋科目内訳書＋科目別明細内訳書

7 歳出管理 予算執行伺（併合）＿電子決裁＋科目内訳書

8 歳出管理
予算執行伺（併合）＿電子決裁＋科目内訳書＋
科目別明細内訳書

9 歳出管理 予算執行伺＋施工伺

10 歳出管理 予算執行伺＋明細内訳書＋施工伺

11 歳出管理 予算執行伺＿電子決裁＋施工伺

12 歳出管理 予算執行伺＿電子決裁＋明細内訳書＋施工伺

13 歳出管理 予算執行伺＋明細内訳書

14 歳出管理 予算執行伺＿電子決裁＋明細内訳書

15 歳出管理 予算執行伺(併合)＋科目内訳書＋施工伺

16 歳出管理
予算執行伺(併合)＋科目内訳書＋科目別明細内訳書＋
施工伺

17 歳出管理 予算執行伺＿電子決裁(併合)＋科目内訳書＋施工伺

18 歳出管理
予算執行伺＿電子決裁(併合)＋科目内訳書＋
科目別明細内訳書＋施工伺

19 歳出管理 予算執行伺(併合)＋科目内訳書

20 歳出管理 予算執行伺(併合)＋科目内訳書＋科目別明細内訳書

21 歳出管理 予算執行伺＿電子決裁(併合)＋科目内訳書

22 歳出管理
予算執行伺＿電子決裁(併合)＋科目内訳書＋
科目別明細内訳書

23 歳出管理 支出負担行為書

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（歳出管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

24 歳出管理 支出負担行為書＋明細内訳書

25 歳出管理 支出負担行為書＋債権内訳書

26 歳出管理 支出負担行為書＋明細内訳書＋債権内訳書

27 歳出管理 支出負担行為書＿電子決裁

28 歳出管理 支出負担行為書＿電子決裁＋明細内訳書

29 歳出管理 支出負担行為書＿電子決裁＋債権内訳書

30 歳出管理 支出負担行為書＿電子決裁＋明細内訳書＋債権内訳書

31 歳出管理 科目内訳書

32 歳出管理 科目内訳書＋科目別明細内訳書

33 歳出管理 科目内訳書＿電子決裁

34 歳出管理 科目内訳書＿電子決裁＋科目別明細内訳書

35 歳出管理 支出命令

36 歳出管理 支出命令＿電子決裁

37 歳出管理 支出命令書＋明細内訳書

38 歳出管理 支出命令書＋支給明細書＋納付済通知書

39 歳出管理 支出命令書＋納付済通知書

40 歳出管理 支出命令書＋支給明細書

41 歳出管理 支出命令書＋支給明細書＋明細内訳書

42 歳出管理 支出命令書＋納付済通知書＋明細内訳書

43 歳出管理 支出命令書＋支給明細書＋納付済通知書＋明細内訳書

44 歳出管理 支出命令書＋債権内訳書

45 歳出管理 支出命令書＋明細内訳書＋債権内訳書

46 歳出管理 支出命令書＋明細内訳書＋債権内訳書＋支給明細書
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【別紙４】財務会計（歳出管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

47 歳出管理
支出命令書＋明細内訳書＋債権内訳書＋支給明細書＋
納付済通知書

48 歳出管理 支出命令書併合＋科目内訳書

49 歳出管理 支出命令書併合＋科目内訳書＋納付済通知書

50 歳出管理 支出命令書併合＋科目内訳書＋支給明細書

51 歳出管理 支出命令書併合＋科目内訳書＋支給明細書＋納付書

52 歳出管理 支出命令書併合＋科目内訳書＋科目別明細内訳書

53 歳出管理
支出命令書併合＋科目内訳書＋科目別明細内訳書＋
納付書

54 歳出管理
支出命令書併合＋科目内訳書＋科目別明細内訳書＋
支給書

55 歳出管理
支出命令書併合＋科目内訳書＋科目別明細内訳書＋
支給書＋納付書

56 歳出管理 支出命令書(併合)_電子決裁＋科目書

57 歳出管理 支出命令書(併合)_電子決裁＋科目書＋納付書

58 歳出管理 支出命令書(併合)_電子決裁＋科目書＋支給書

59 歳出管理 支出命令書(併合)_電子決裁＋科目書＋支給書＋納付書

60 歳出管理 支出命令書(併合)_電子決裁＋科目書＋科目明細書

61 歳出管理 支出命令書(併合)_電子決裁＋科目書＋科目明細書＋納付書

62 歳出管理 支出命令書(併合)_電子決裁＋科目書＋科目明細書＋支給書

63 歳出管理
支出命令書(併合)_電子決裁＋科目書＋科目別＋支給書＋
納付書

64 歳出管理 支出命令書＋明細書＋債権書＋納付書＋受取書

65 歳出管理 支出命令書＋明細書＋債権書＋支給書＋受取書

66 歳出管理 支出命令書＋明細書＋債権書＋納付書

67 歳出管理 支出命令書＋明細書＋債権書＋受取書

68 歳出管理 支出命令書＋明細書＋債権書＋支給書＋納付書＋受取書

69 歳出管理 支出命令書＋債権書＋支給書
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【別紙４】財務会計（歳出管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

70 歳出管理 支出命令書＋債権書＋納付書

71 歳出管理 支出命令書＋債権書＋受取書

72 歳出管理 支出命令書＋債権書＋支給書＋納付書

73 歳出管理 支出命令書＋債権書＋支給書＋受取書

74 歳出管理 支出命令書＋債権書＋納付書＋受取書

75 歳出管理 支出命令書＋債権書＋支給書＋納付書＋受取書

76 歳出管理 支出命令＿電子決裁＋明細内訳書

77 歳出管理 支出命令＿電子決裁＋支給明細書＋納付書

78 歳出管理 支出命令＿電子決裁＋納付書

79 歳出管理 支出命令＿電子決裁＋支給明細書

80 歳出管理 支出命令＿電子決裁＋明細内訳書＋支給明細書

81 歳出管理 支出命令＿電子決裁＋明細内訳書＋納付書

82 歳出管理 支出命令＿電子決裁＋明細内訳書＋支給明細書＋納付書

83 歳出管理 支出命令＿電子決裁＋債権債務内訳書＿口座無し

84 歳出管理
支出命令＿電子決裁＋明細内訳書＋
債権債務内訳書＿口座無し

85 歳出管理
支出命令＿電子決裁＋明細内訳書＋
債権債務内訳書＿口座無し＋支給明細書

86 歳出管理
支出命令＿電子決裁＋明細内訳書＋
債権債務内訳書＿口座無し＋支給明細書＋納付書

87 歳出管理
支出命令＿電子決裁＋明細内訳書＋
債権債務内訳書＿口座無し＋受取明細内訳書＋納付書

88 歳出管理
支出命令＿電子決裁＋明細内訳書＋
債権債務内訳書＿口座無し＋受取明細内訳書＋支給明細書

89 歳出管理
支出命令＿電子決裁＋明細内訳書＋
債権債務内訳書＿口座無し＋受取明細内訳書＋支給明細書

90 歳出管理
支出命令＿電子決裁＋明細内訳書＋
債権債務内訳書＿口座無し＋受取明細内訳書

91 歳出管理
支出命令＿電子決裁＋明細内訳書＋
債権債務内訳書＿口座無し＋受取明細内訳書＋支給明細書
＋納付書

92 歳出管理
支出命令＿電子決裁＋債権債務内訳書＿口座無し＋
支給明細書
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【別紙４】財務会計（歳出管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

93 歳出管理
支出命令＿電子決裁＋債権債務内訳書＿口座無し＋
納付書

94 歳出管理
支出命令＿電子決裁＋債権債務内訳書＿口座無し＋
受取明細内訳書

95 歳出管理
支出命令＿電子決裁＋債権債務内訳書＿口座無し＋
支給明細書＋納付書

96 歳出管理
支出命令＿電子決裁＋債権債務内訳書＿口座無し＋
受取明細内訳書＋支給明細書

97 歳出管理
支出命令＿電子決裁＋債権債務内訳書＿口座無し＋
受取明細内訳書＋納付書

98 歳出管理
支出命令＿電子決裁＋債権債務内訳書＿口座無し＋
受取明細内訳書＋支給明細書＋納付書

99 歳出管理 精算命令（精算追給）

100 歳出管理 精算命令（精算追給）＋明細内訳書

101 歳出管理 精算命令（精算追給）＋支給明細書

102 歳出管理 精算命令（精算追給）＋納付済通知書

103 歳出管理 精算命令（精算追給）＋債権内訳書

104 歳出管理 精算命令（精算追給）＋明細内訳書＋支給明細書

105 歳出管理 精算命令（精算追給）＋明細内訳書＋納付済通知書

106 歳出管理 精算命令（精算追給）＋明細内訳書＋債権内訳書

107 歳出管理 精算命令（精算追給）＋納付済通知書＋債権内訳書

108 歳出管理 精算命令（精算追給）＋支給明細書＋納付済通知書

109 歳出管理 精算命令（精算追給）＋支給明細書＋債権内訳書

110 歳出管理
精算命令（精算追給）＋明細内訳書＋支給明細書＋
納付済通知書

111 歳出管理
精算命令（精算追給）＋明細内訳書＋支給明細書＋
債権内訳書

112 歳出管理
精算命令（精算追給）＋明細内訳書＋納付済通知書＋
債権内訳書

113 歳出管理
精算命令（精算追給）＋支給明細書＋納付済通知書＋
債権内訳書

114 歳出管理
精算命令（精算追給）＋明細内訳書＋支給明細書＋
納付済通知書＋債権内訳書

115 歳出管理 精算命令（精算追給）＿電子決裁
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【別紙４】財務会計（歳出管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

116 歳出管理 精算命令（精算追給）＿電子決裁＋明細内訳書

117 歳出管理 精算命令（精算追給）＿電子決裁＋支給明細書

118 歳出管理 精算命令（精算追給）＿電子決裁＋納付済通知書

119 歳出管理 精算命令（精算追給）＿電子決裁＋債権内訳書

120 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋明細内訳書＋
支給明細書

121 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋明細内訳書＋
納付済通知書

122 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋明細内訳書＋
債権内訳書

123 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋納付済通知書＋
債権内訳書

124 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋支給明細書＋
納付済通知書

125 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋支給明細書＋
債権内訳書

126 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋明細内訳書＋
支給明細書＋納付済通知書

127 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋明細内訳書＋
支給明細書＋債権内訳書

128 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋明細内訳書＋
納付済通知書＋債権内訳書

129 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋支給明細書＋
納付済通知書＋債権内訳書

130 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋明細内訳書＋
支給明細書＋納付済通知書＋債権内訳書

131 歳出管理 精算命令書

132 歳出管理 精算命令書＋明細内訳書

133 歳出管理 精算命令書＋返納済通知書

134 歳出管理 精算命令書＋歳入還付書

135 歳出管理 精算命令書＋債権内訳書

136 歳出管理 精算命令書＋明細内訳書＋返納済通知書

137 歳出管理 精算命令書＋明細内訳書＋歳入還付書

138 歳出管理 精算命令書＋明細内訳書＋債権内訳書
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【別紙４】財務会計（歳出管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

139 歳出管理 精算命令書＋歳入還付書＋債権内訳書

140 歳出管理 精算命令書＋返納済通知書＋債権内訳書

141 歳出管理 精算命令書＋返納済通知書＋歳入還付書

142 歳出管理 精算命令書＋明細内訳書＋返納済通知書＋歳入還付書

143 歳出管理 精算命令書＋返納済通知書＋歳入還付書＋債権内訳書

144 歳出管理 精算命令書＋明細内訳書＋歳入還付書＋債権内訳書

145 歳出管理 精算命令書＋明細内訳書＋返納済通知書＋債権内訳書

146 歳出管理
精算命令書＋明細内訳書＋返納済通知書＋歳入還付書＋
債権内訳書

147 歳出管理 精算命令書＿電子決裁

148 歳出管理 精算命令書＿電子決裁＋明細内訳書

149 歳出管理 精算命令書＿電子決裁＋返納済通知書

150 歳出管理 精算命令書＿電子決裁＋歳入還付書

151 歳出管理 精算命令書＿電子決裁＋債権内訳書

152 歳出管理 精算命令書＿電子決裁＋明細内訳書＋返納済通知書

153 歳出管理 精算命令書＿電子決裁＋明細内訳書＋歳入還付書

154 歳出管理 精算命令書＿電子決裁＋明細内訳書＋債権内訳書

155 歳出管理 精算命令書＿電子決裁＋歳入還付書＋債権内訳書

156 歳出管理 精算命令書＿電子決裁＋返納済通知書＋債権内訳書

157 歳出管理 精算命令書＿電子決裁＋返納済通知書＋歳入還付書

158 歳出管理
精算命令書＿電子決裁＋明細内訳書＋返納済通知書＋
歳入還付書

159 歳出管理 精算命令書＋返納済通知書＋歳入還付書＋債権内訳書

160 歳出管理
精算命令書＿電子決裁＋明細内訳書＋歳入還付書＋
債権内訳書

161 歳出管理
精算命令書＿電子決裁＋明細内訳書＋返納済通知書＋
債権内訳書
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162 歳出管理
精算命令書＿電子決裁＋明細内訳書＋返納済通知書＋
歳入還付書＋債権内訳書

163 歳出管理 精算命令（精算追給）＋債権内訳書＋受取者内訳書

164 歳出管理
精算命令（精算追給）＋明細内訳書＋債権内訳書＋
受取者内訳書

165 歳出管理
精算命令（精算追給）＋納付済通知書＋債権内訳書＋
受取者内訳書

166 歳出管理
精算命令（精算追給）＋支給明細書＋債権内訳書＋
受取者内訳書

167 歳出管理
精算命令（精算追給）＋明細内訳書＋支給明細書＋
債権内訳書＋受取者内訳書

168 歳出管理
精算命令（精算追給）＋明細内訳書＋納付済通知書＋
債権内訳書＋受取者内訳書

169 歳出管理
精算命令（精算追給）＋支給明細書＋納付済通知書＋
債権内訳書＋受取者内訳書

170 歳出管理
精算命令（精算追給）＋明細内訳書＋支給明細書＋
納付済通知書＋債権内訳書＋受取者内訳書

171 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋債権内訳書＋
受取者内訳書

172 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋明細内訳書＋
債権内訳書＋受取者内訳書

173 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋納付済通知書＋
債権内訳書＋受取者内訳書

174 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋支給明細書＋
債権内訳書＋受取者内訳書

175 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋明細内訳書＋
支給明細書＋債権内訳書＋受取者内訳書

176 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋明細内訳書＋
納付済通知書＋債権内訳書＋受取者内訳書

177 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋支給明細書＋
納付済通知書＋債権内訳書＋受取者内訳書

178 歳出管理
精算命令（精算追給）＿電子決裁＋明細内訳書＋
支給明細書＋納付済通知書＋債権内訳書

179 歳出管理 精算命令書＋債権内訳書＋受取者内訳書

180 歳出管理 精算命令書＋明細内訳書＋債権内訳書＋受取者内訳書

181 歳出管理 精算命令書＋歳入還付書＋債権内訳書＋受取者内訳書

182 歳出管理 精算命令書＋返納済通知書＋債権内訳書＋受取者内訳書

183 歳出管理
精算命令書＋返納済通知書＋歳入還付書＋債権内訳書＋
受取者内訳書

184 歳出管理
精算命令書＋明細内訳書＋歳入還付書＋債権内訳書＋
受取者内訳書
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【別紙４】財務会計（歳出管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

185 歳出管理
精算命令書＋明細内訳書＋返納済通知書＋債権内訳書＋
受取者内訳書

186 歳出管理
精算命令書＋明細内訳書＋返納済通知書＋歳入還付書＋
債権内訳書＋受取者内訳書

187 歳出管理 精算命令書＿電子決裁＋債権内訳書＋受取者内訳書

188 歳出管理
精算命令書＿電子決裁＋明細内訳書＋債権内訳書＋
受取者内訳書

189 歳出管理
精算命令書＿電子決裁＋歳入還付書＋債権内訳書＋
受取者内訳書

190 歳出管理
精算命令書＿電子決裁＋返納済通知書＋債権内訳書＋
受取者内訳書

191 歳出管理
精算命令書＋返納済通知書＋歳入還付書＋債権内訳書＋
受取者内訳書

192 歳出管理
精算命令書＿電子決裁＋明細内訳書＋歳入還付書＋
債権内訳書＋受取者内訳書

193 歳出管理
精算命令書＿電子決裁＋明細内訳書＋返納済通知書＋
債権内訳書＋受取者内訳書

194 歳出管理
精算命令書＿電子決裁＋明細内訳書＋返納済通知書＋
歳入還付書＋債権内訳書＋受取者内訳書

195 歳出管理 振替命令書・科目更正書（歳出）

196 歳出管理 振替命令書・科目更正書（歳出）＿電子決裁

197 歳出管理 歳出予算整理簿

198 歳出管理 歳出予算執行状況（科目別）

199 歳出管理 歳出予算執行状況（科目別）

200 歳出管理 歳出予算執行状況（節別）

201 歳出管理 歳出予算執行状況（節別）

202 歳出管理 歳出予算執行状況（施設別）

203 歳出管理 歳出予算執行状況（施設別）

204 歳出管理 公共料金確認リスト（総括）

205 歳出管理 公共料金確認リスト（所属別）

206 歳出管理 職員給与チェックリスト

207 歳出管理 所属変換ファイルエラーリスト
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【別紙４】財務会計（歳出管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

208 歳出管理 職員旅費チェックリスト

209 歳出管理 職員給与予算明細

210 歳出管理 職員旅費予算明細

211 歳出管理 未払金一覧表

212 歳出管理 予算分配資料

213 歳出管理 支払方法別支払見込額集計表

214 歳出管理 公共料金チェックエラーリスト

215 歳出管理 公共料金チェックエラーリスト（本番用）

216 歳出管理 公共料金引落明細兼支出命令書

217 歳出管理 繰越精算書

218 歳出管理 繰越精算書＿電子決裁

219 歳出管理 繰越精算書＋債権内訳書

220 歳出管理 繰越精算書＋債権内訳書＋返納済通知書

221 歳出管理 繰越精算書＋次回支出書

222 歳出管理 繰越精算書＋次回支出書＋債権内訳書

223 歳出管理 繰越精算書＿電子決裁＋債権内訳書

224 歳出管理 繰越精算書＿電子決裁＋債権内訳書＋返納済通知書

225 歳出管理 繰越精算書＿電子決裁＋次回支出書＿電子決裁

226 歳出管理
繰越精算書＿電子決裁＋次回支出書＿電子決裁＋
債権内訳書

227 歳出管理 繰越精算書＋(精算)返納通知書

228 歳出管理 繰越精算書＿電子決裁＋(精算)返納通知書

229 歳出管理 繰越精算書＿電子決裁(更新)

230 歳出管理 次回支出書＿電子決裁(更新)
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【別紙４】財務会計（歳出管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

231 歳出管理 歳出資金前渡整理簿

232 歳出管理 支出負担行為兼支出命令書(公共料金)

233 歳出管理 公共料金実績登録明細

234 歳出管理 支出負担行為兼支出命令書(公共料金)

235 歳出管理 公共料金実績登録明細

236 歳出管理 伝票集合内訳書＋科目内訳書

237 歳出管理 伝票集合内訳書＋科目内訳書＋納付済通知書

238 歳出管理 伝票集合内訳書＋科目内訳書＋支給明細書＋納付書

239 歳出管理 伝票集合内訳書＋科目内訳書＋科目別明細内訳書

240 歳出管理
伝票集合内訳書＋科目内訳書＋科目別明細内訳書＋
納付書

241 歳出管理
伝票集合内訳書＋科目内訳書＋科目別明細内訳書＋
支給書＋納付書

242 歳出管理 伝票集合内訳書_電子決裁＋科目書

243 歳出管理 伝票集合内訳書_電子決裁＋科目書＋納付書

244 歳出管理 伝票集合内訳書_電子決裁＋科目書＋支給書＋納付書

245 歳出管理 伝票集合内訳書_電子決裁＋科目書＋科目明細書

246 歳出管理
伝票集合内訳書_電子決裁＋科目書＋科目明細書＋
納付書

247 歳出管理
伝票集合内訳書_電子決裁＋科目書＋科目別＋支給書＋
納付書

248 歳出管理 伝票集合内訳書＋科目内訳書＋支給明細書

249 歳出管理
伝票集合内訳書＋科目内訳書＋科目別明細内訳書＋
支給書

250 歳出管理 伝票集合内訳書_電子決裁＋科目書＋支給書

251 歳出管理
伝票集合内訳書_電子決裁＋科目書＋科目明細書＋
支給書

252 歳出管理 支給明細書

253 歳出管理 職員給与チェックエラーリスト
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【別紙４】財務会計（歳出管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

254 歳出管理 職員旅費チェックエラーリスト

255 歳出管理 歳出目節別執行状況

256 歳出管理 次回支出書＿電子決裁＋債権内訳書

257 歳出管理 旅行命令＋旅行者（集合用）

258 歳出管理 支出命令票（旅費）＋旅行者（集合用）＋受取者内訳書

259 歳出管理 復命書

260 歳出管理 旅行命令

261 歳出管理 旅行命令＋旅行者（集合用）＋復命書

262 歳出管理 旅行命令＋復命書

263 歳出管理 旅行命令＿電子決裁

264 歳出管理 旅行命令＿電子決裁＋旅行者（集合用）

265 歳出管理 旅行命令＿電子決裁＋旅行者（集合用）＋復命書

266 歳出管理 旅行命令＿電子決裁＋復命書

267 歳出管理 支出命令票（旅費）＋旅行者（集合用）

268 歳出管理 支出命令票（旅費）＿領収欄有り

269 歳出管理 支出命令票（旅費）＿電子決裁＿領収欄有り

270 歳出管理 支出命令票（旅費）＿電子決裁＋旅行者（集合用）

271 歳出管理
支出命令票（旅費）＿電子決裁＋旅行者（集合用）＋
受取者内訳書

272 歳出管理 支出負担行為兼支出命令書（職員給与）

273 歳出管理 所得税源泉徴収明細書

274 歳出管理 所得税源泉徴収集計表

275 歳出管理 個人明細プルーフリスト（所属）

276 歳出管理 個人明細プルーフリスト（個人）
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【別紙４】財務会計（歳出管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

277 歳出管理 源泉所得税収納額確認表

278 歳出管理 源泉徴収票（交付用）

279 歳出管理 源泉徴収票（提出用）

280 歳出管理 源泉徴収票（市区町村）

281 歳出管理 源泉徴収票（保守）

282 歳出管理 源泉徴収票（交付用）（内訳有）

283 歳出管理 支払調書（交付用）

284 歳出管理 支払調書（提出用）

285 歳出管理 支払調書（保守）

286 歳出管理 定期支払支出命令

287 歳出管理 定期支払支出命令＿電子決裁

288 歳出管理 定期支払支出命令書併合＋科目内訳書

289 歳出管理 定期支払支出命令書併合_電子決裁＋科目内訳書

290 歳出管理 支払金登録書単件

291 歳出管理 支払金登録書単件＿電子決裁

292 歳出管理
支払金登録書併合＋支払金登録書併合科目詳細＋
科目内訳書

293 歳出管理
支払金登録書併合＿電子決裁＋
支払金登録書併合科目詳細＋科目内訳書

294 歳出管理 支出命令書（単価契約）
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【別紙４】財務会計（歳出管理２） 帳　票　一　覧　表

1 歳出管理 支出命令＋仕訳情報

2 歳出管理 支出命令＿電子決裁＋仕訳情報

3 歳出管理 支出命令書＋明細内訳書＋仕訳情報

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（歳計外管理） 帳　票　一　覧　表

1 歳計外管理 歳計外翌年度準備エラーリスト

2 歳計外管理 歳計外整理簿

3 歳計外管理 歳計外執行状況照会

4 歳計外管理 歳計外執行状況照会

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（出納管理） 帳　票　一　覧　表

1 出納管理 一時繰替通知書

2 出納管理 繰上充用通知書

3 出納管理 剰余金繰越通知書

4 出納管理 一時借入（借入）通知書

5 出納管理 一時借入（償還）通知書

6 出納管理 釣銭資金通知書

7 出納管理 現金出納簿

8 出納管理 収入金内訳表

9 出納管理 支払金内訳表

10 出納管理 歳計外収入金内訳表

11 出納管理 歳計外支払金内訳表

12 出納管理 公金出納日計明細書

13 出納管理 当日分収納確認リスト

14 出納管理 当日分支払済表

15 出納管理 収納金通知書

16 出納管理 口座振込明細

17 出納管理 口座振込チェックリスト

18 出納管理 口座振替通知書

19 出納管理 口座振替通知書

20 出納管理 口座振替通知書

21 出納管理 総合振込依頼リスト

22 出納管理 振込依頼書

23 出納管理 一括執行チェックリスト

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（出納管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

24 出納管理 一括収入消込チェック処理エラーリスト

25 出納管理 一括収入消込登録処理エラーリスト

26 出納管理 一括収入消込チェックリスト

27 出納管理 一括収入消込結果リスト

28 出納管理 延滞督促科目変換ファイルエラーリスト

29 出納管理 税目変換ファイルエラーリスト

30 出納管理 一括収入消込チェック処理エラーリスト（打切決算分）

31 出納管理 公金振替通知書

32 出納管理 会計別支払状況一覧表

33 出納管理 支払状況一覧表

34 出納管理 支払通知書

35 出納管理 口座振込チェック処理エラーリスト

36 出納管理 小切手振出済通知書

37 出納管理 小切手振出済通知書（控）兼小切手整理表

38 出納管理 小切手受領証

39 出納管理 収支報告兼預金明細書

40 出納管理 預金組替通知書

41 出納管理 預金組戻通知書

42 出納管理 現金出納簿（23区用）

43 出納管理 収入金内訳表（23区用）

44 出納管理 公金出納日計明細書（23区用）

45 出納管理 当日分収納確認リスト（23区用）

46 出納管理 収納金通知書（23区用）
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【別紙４】財務会計（決算管理） 帳　票　一　覧　表

1 決算管理 歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表

2 決算管理 歳入現計表

3 決算管理 歳入現計内訳表

4 決算管理 歳入予算整理簿

5 決算管理 歳入資金前渡整理簿

6 決算管理 歳出現計表

7 決算管理 歳出現計内訳表

8 決算管理 歳出予算整理簿

9 決算管理 歳出資金前渡・概算払整理簿

10 決算管理 歳計外現金集計表

11 決算管理 歳計外整理簿

12 決算管理 歳計外資金前渡整理簿

13 決算管理 歳入決算額確認リスト

14 決算管理 歳出決算額確認リスト

15 決算管理 歳入決算書

16 決算管理 歳入決算事項別明細書

17 決算管理 歳出決算書

18 決算管理 歳出決算書事項別明細書

19 決算管理 歳入歳出決算総括表

20 決算管理 歳入歳出決算総括表＿一覧

21 決算管理 実質収支に関する調書

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（決算統計） 帳　票　一　覧　表

1 決算統計 決算統計データ更新リスト

2 決算統計 目的性質最下層未入力リスト

3 決算統計 歳入端数整理表

4 決算統計 歳出端数整理表

5 決算統計 充当データチェックリスト

6 決算統計 決算充当先一覧

7 決算統計 （０５表）収入の状況

8 決算統計 （０６表）市税等の徴収実績

9 決算統計 （１４表）性質別経費の状況

10 決算統計 （１５表）人件費の内訳

11 決算統計 （２０表）維持補修費の目的

12 決算統計 連携データ出力結果リスト

13 決算統計 ０２表保守

14 決算統計 ０３表保守

15 決算統計 ０４表保守

16 決算統計 ０５表保守

17 決算統計 ０７表～１３表保守

18 決算統計 １４表保守

19 決算統計 １５表保守

20 決算統計 １６表保守

21 決算統計 １９表保守

22 決算統計 ２０表保守

23 決算統計 ２１表保守

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（決算統計） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

24 決算統計 ２２表保守

25 決算統計 ２３表保守

26 決算統計 ２５表保守

27 決算統計 ３２表保守

28 決算統計 ４７表保守

29 決算統計 ７１表～７３表保守

30 決算統計 ８９表保守

31 決算統計 ９０表保守

32 決算統計 ９６表保守

33 決算統計 貸借対照表

34 決算統計 行政コスト計算書

35 決算統計 純資産変動計算書

36 決算統計 資金収支計算書

37 決算統計
（０２表）決算収支の状況
（０３表）繰越額等の状況

38 決算統計
（０２表）決算収支の状況
（０３表）繰越額等の状況

39 決算統計 （０４表）歳入内訳

40 決算統計 （０５表）収入の状況

41 決算統計 （０７表）歳出内訳及び財源内訳（その１）

42 決算統計 （０８表）歳出内訳及び財源内訳（その２）

43 決算統計 （０９表）歳出内訳及び財源内訳（その３）

44 決算統計 （１０表）歳出内訳及び財源内訳（その４）

45 決算統計 （１１表）歳出内訳及び財源内訳（その５）

46 決算統計 （１２表）歳出内訳及び財源内訳（その６）
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【別紙４】財務会計（決算統計） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

47 決算統計 （１３表）歳出内訳及び財源内訳（その７）

48 決算統計 （１４表）性質別経費の状況

49 決算統計 （１５表）人件費の内訳

50 決算統計 （１６表）職員給の状況

51 決算統計 （１９表）補助費等・維持補修費

52 決算統計 （２０表）維持補修費及び受託事

53 決算統計
（２１表）投資的経費の状況普通建設事業費の状況（１）
補助事業費

54 決算統計
（２２表）投資的経費の状況普通建設事業費の状況（２）
単独事業費

55 決算統計
（２３表）投資的経費の状況普通建設事業費の状況（３）
県営事業負担金等

56 決算統計 （２５表）災害復旧費の状況

57 決算統計 （３２表）資金収支の状況

58 決算統計 （４１表）歳入内訳（復旧・復興事業分）

59 決算統計 （４２表）歳入内訳（緊急防災・減災事業分）

60 決算統計 （４７表）扶助費の内訳

61 決算統計 （７１表）用地取得費の状況（補助事業）

62 決算統計 （７２表）用地取得費の状況（単独事業）

63 決算統計 （７３表）用地取得費の状況（合計）

64 決算統計 （７４表）復旧・復興事業経費の歳出内訳及び財源内訳（その１）

65 決算統計 （７５表）復旧・復興事業経費の歳出内訳及び財源内訳（その２）

66 決算統計 （７６表）復旧・復興事業経費の歳出内訳及び財源内訳（その３）

67 決算統計 （７７表）復旧・復興事業経費の歳出内訳及び財源内訳（その４）

68 決算統計 （７８表）復旧・復興事業経費の歳出内訳及び財源内訳（その５）

69 決算統計 （７９表）復旧・復興事業経費の歳出内訳及び財源内訳（その６）
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【別紙４】財務会計（決算統計） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

70 決算統計 （８０表）復旧・復興事業経費の歳出内訳及び財源内訳（その７）

71 決算統計
（８１表）緊急防災・減災事業経費の歳出内訳及び財源内訳
（その１）

72 決算統計
（８２表）緊急防災・減災事業経費の歳出内訳及び財源内訳
（その２）

73 決算統計
（８３表）緊急防災・減災事業経費の歳出内訳及び財源内訳
（その３）

74 決算統計
（８４表）緊急防災・減災事業経費の歳出内訳及び財源内訳
（その４）

75 決算統計
（８５表）緊急防災・減災事業経費の歳出内訳及び財源内訳
（その５）

76 決算統計
（８６表）緊急防災・減災事業経費の歳出内訳及び財源内訳
（その６）

77 決算統計
（８７表）緊急防災・減災事業経費の歳出内訳及び財源内訳
（その７）

78 決算統計 （８９表）物件費の内訳

79 決算統計 （９０表）一般行政経費の状況

80 決算統計 （９６表）選挙費の内訳

81 決算統計 歳入エラーリスト

82 決算統計 歳出エラーリスト

83 決算統計 ZH歳入分割データ

84 決算統計 ZH歳出分割データ
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【別紙４】財務会計（資金管理） 帳　票　一　覧　表

1 資金管理 資金計画表

2 資金管理 計画明細表

No 業務名 帳票名

32/56



【別紙４】財務会計（資産管理） 帳　票　一　覧　表

1 資産管理 固定資産台帳（個票）

2 資産管理 固定資産一覧

3 資産管理 固定資産総括表

4 資産管理 機構改革エラーリスト

5 資産管理 資産分類一覧

6 資産管理 資産種別一覧

7 資産管理 取込エラーリスト

8 資産管理 建仮一覧

9 資産管理 年度末更新エラーリスト

10 資産管理 増加一覧

11 資産管理 減少一覧

12 資産管理 所管換一覧

13 資産管理 固定資産一覧

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（物品管理） 帳　票　一　覧　表

1 物品管理 物品受入伺書

2 物品管理 物品受入伺書（電子決裁）

3 物品管理 物品その他異動伺書

4 物品管理 物品その他異動内訳書

5 物品管理 物品その他異動伺書（電子決裁）

6 物品管理 物品その他異動内訳書（電子決裁）

7 物品管理 物品不用決定伺書

8 物品管理 物品不用決定内訳書

9 物品管理 物品不用決定伺書（電子決裁）

10 物品管理 物品不用決定内訳書（電子決裁）

11 物品管理 物品所管換伺書

12 物品管理 物品所管換内訳書

13 物品管理 物品所管換伺書（電子決裁）

14 物品管理 物品所管換内訳書（電子決裁）

15 物品管理 物品分類換伺書

16 物品管理 物品分類換内訳書

17 物品管理 物品分類換伺書（電子決裁）

18 物品管理 物品分類換内訳書（電子決裁）

19 物品管理 物品ラベル

20 物品管理 物品ラベル（枠あり）

21 物品管理 物品ラベル（枠なし）

22 物品管理 物品所管換通知書

23 物品管理 物品不用決定通知書

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（物品管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

24 物品管理 物品分類換通知書

25 物品管理 物品分類換通知書(その他異動)

26 物品管理 物品一覧（総括）

27 物品管理 物品一覧（所属別）

28 物品管理 物品購入費一覧（総括）

29 物品管理 物品購入費一覧（所属別）

30 物品管理 財産に関する調書（物品版）

31 物品管理 物品現在数報告書（総括）

32 物品管理 物品現在数報告書（所属別）

33 物品管理 機構改革エラーリスト

34 物品管理 機構改革エラーリスト（物品）
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【別紙４】財務会計（用品管理） 帳　票　一　覧　表

1 用品管理 用品払出請求書

2 用品管理 用品払出請求書＋用品払出明細内訳書

3 用品管理 用品払出請求書＿電子決裁

4 用品管理 用品払出請求書＿電子決裁＋用品払出明細内訳書

5 用品管理 振替命令書（用品）

6 用品管理 所属別払出一覧

7 用品管理 業者別用品発注表

8 用品管理 業者別明細内訳書

9 用品管理 共通用品基準単価表

10 用品管理 単価契約品目一覧

11 用品管理 在庫品一覧

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（公有財産管理） 帳　票　一　覧　表

1 公有財産管理 公有財産台帳（土地）

2 公有財産管理 公有財産台帳（建物）

3 公有財産管理 公有財産台帳（工作物）

4 公有財産管理 公有財産台帳（立木等）

5 公有財産管理 公有財産台帳（有価証券）

6 公有財産管理 公有財産台帳（出資による権利）

7 公有財産管理 公有財産台帳（汎用）

8 公有財産管理 公有財産台帳内訳（土地）

9 公有財産管理 公有財産台帳内訳（建物)

10 公有財産管理 行政財産／普通財産貸付台帳（土地）

11 公有財産管理 行政財産／普通財産貸付台帳（建物）

12 公有財産管理 行政財産／普通財産貸付台帳（土地及び建物）

13 公有財産管理 行政財産／普通財産貸付台帳（電柱）

14 公有財産管理 行政財産／普通財産貸付台帳（地下埋設物）

15 公有財産管理 行政財産／普通財産貸付台帳（簡易な工作物）

16 公有財産管理
行政財産／普通財産貸付台帳（土地価格に影響する
架空工作物）

17 公有財産管理 行政財産／普通財産貸付台帳（その他財産）

18 公有財産管理 行政財産／普通財産地上権設定台帳

19 公有財産管理 借受財産台帳（土地）

20 公有財産管理 借受財産台帳（建物）

21 公有財産管理 行政財産使用許可台帳（土地）

22 公有財産管理 行政財産使用許可台帳（建物）

23 公有財産管理 行政財産使用許可台帳（土地及び建物）

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（公有財産管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

24 公有財産管理 行政財産使用許可台帳（電柱）

25 公有財産管理 行政財産使用許可台帳（管類）

26 公有財産管理 行政財産使用許可台帳（地下工作物）

27 公有財産管理 行政財産使用許可台帳（土地価格に影響する架空工作物）

28 公有財産管理 行政財産使用許可台帳（その他財産）

29 公有財産管理 行政財産使用許可書（土地）

30 公有財産管理 行政財産使用許可書（建物）

31 公有財産管理 行政財産使用許可書（土地及び建物）

32 公有財産管理 行政財産使用許可書（電柱）

33 公有財産管理 行政財産使用許可書（管類）

34 公有財産管理 行政財産使用許可書（地下工作物）

35 公有財産管理
行政財産使用許可書（土地価格に影響する
架空工作物）

36 公有財産管理 行政財産使用許可書（その他財産）

37 公有財産管理 行政財産使用料後納（分割）承認書（土地）

38 公有財産管理 行政財産使用料後納（分割）承認書（建物）

39 公有財産管理 行政財産使用料後納（分割）承認書（土地及び建物）

40 公有財産管理 行政財産使用料後納（分割）承認書（電柱）

41 公有財産管理 行政財産使用料後納（分割）承認書（管類）

42 公有財産管理 行政財産使用料後納（分割）承認書（地下工作物）

43 公有財産管理
行政財産使用料後納（分割）承認書（土地価格に影響する
架空工作物）

44 公有財産管理 行政財産使用料後納（分割）承認書（その他財産）

45 公有財産管理 教育財産使用料後納（分割）承認書（土地）

46 公有財産管理 教育財産使用料後納（分割）承認書（建物）
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【別紙４】財務会計（公有財産管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

47 公有財産管理 教育財産使用料後納（分割）承認書（土地及び建物）

48 公有財産管理 教育財産使用料後納（分割）承認書（電柱）

49 公有財産管理 教育財産使用料後納（分割）承認書（管類）

50 公有財産管理 教育財産使用料後納（分割）承認書（地下工作物）

51 公有財産管理
教育財産使用料後納（分割）承認書（土地価格に影響する
架空工作物）

52 公有財産管理 教育財産使用料後納（分割）承認書（その他財産）

53 公有財産管理 教育財産使用許可書（土地）

54 公有財産管理 教育財産使用許可書（建物）

55 公有財産管理 教育財産使用許可書（土地及び建物）

56 公有財産管理 教育財産使用許可書（電柱）

57 公有財産管理 教育財産使用許可書（管類）

58 公有財産管理 教育財産使用許可書（地下工作物）

59 公有財産管理 教育財産使用許可書（土地価格に影響する架空工作物）

60 公有財産管理 教育財産使用許可書（その他財産）

61 公有財産管理 機構改革エラーリスト

62 公有財産管理 機構改革エラーリスト(財産）

63 公有財産管理 貸付更新通知一覧

64 公有財産管理 使用許可更新通知一覧

65 公有財産管理 公有財産評価調書（土地）

66 公有財産管理 公有財産評価調書（建物）

67 公有財産管理 土地及び建物の評価（口座別集計）

68 公有財産管理 公有財産台帳（索引）

69 公有財産管理 公有財産台帳（総括）
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【別紙４】財務会計（公有財産管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

70 公有財産管理 公有財産台帳内訳(総括)

71 公有財産管理 行政財産／普通財産貸付台帳（総括）

72 公有財産管理 借受財産台帳（総括）

73 公有財産管理 普通財産個票

74 公有財産管理 普通財産個票(内訳)

75 公有財産管理 財産に関する調書（土地・建物）

76 公有財産管理 財産に関する調書（明細（土地・建物・工作物））

77 公有財産管理 財産に関する調書（土地・建物内訳）

78 公有財産管理 財産に関する調書（明細（山林））

79 公有財産管理 財産に関する調書（土地・建物総括）＿編集データ

80 公有財産管理 財産に関する調書（土地・建物総括）

81 公有財産管理 財産に関する調書（山林総括）＿編集データ

82 公有財産管理 財産に関する調書（山林総括）

83 公有財産管理 財産に関する調書（土地・建物内訳総括）編集データ

84 公有財産管理 財産に関する調書（土地・建物内訳総括）

85 公有財産管理 財産に関する調書（有価証券総括）＿編集データ

86 公有財産管理 財産に関する調書（有価証券総括）

87 公有財産管理 財産に関する調書（出資による権利総括）編集データ

88 公有財産管理 財産に関する調書（出資による権利総括）

89 公有財産管理 土地詳細一覧

90 公有財産管理 建物詳細一覧

91 公有財産管理 工作物詳細一覧

92 公有財産管理 財産に関する調書（航空機総括）
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【別紙４】財務会計（公有財産管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

93 公有財産管理 財産に関する調書（船舶総括）

94 公有財産管理 財産に関する調書（無体財産総括）

95 公有財産管理 財産に関する調書（動産その他総括）

96 公有財産管理 財産に関する調書（用益物権総括）

97 公有財産管理 財産に関する調書（財産信託総括）

98 公有財産管理 火災共済申込内訳書
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【別紙４】財務会計（起債管理） 帳　票　一　覧　表

1 起債管理 期日別・資金交付日別支払額集計表

2 起債管理 会計別償還月額集計表

3 起債管理 借入先別・支払期日別集計表

4 起債管理 借入先別償還期日別集計表（会計費目内訳）

5 起債管理 借入先別支払額集計表

6 起債管理 借入先別支払期日一覧表

7 起債管理 借入先別支払期日一覧表

8 起債管理 会計別借入先別支払額集計表

9 起債管理 会計別借入先別現在高調

10 起債管理 元利償還手数料明細書(起債のみ）

11 起債管理 元利償還手数料明細書(起債のみ）

12 起債管理 会計別借入先別手数料集計EXCEL出力（起債のみ）

13 起債管理 月次明細データEXCEL出力

14 起債管理 親子対比表

15 起債管理 会計別・借入先別現在高調

16 起債管理 会計別・利率別現在高調

17 起債管理 会計別・利率別現在高調（普通会計）

18 起債管理 借入先別・利率別現在高調

19 起債管理 借入先別・利率別現在高調（一般会計）

20 起債管理 借入先別・利率別現在高調（普通会計）

21 起債管理 地方債区分別・借入先別現在高調

22 起債管理 地方債区分別・借入先別現在高調（普通会計＋通常分）

23 起債管理 地方債区分別・借入先別現在高調（普通会計＋財対分）

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（起債管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

24 起債管理 財対別借入先別地方債区分別現在高調

25 起債管理 年度別償還状況１

26 起債管理 年度別償還状況２

27 起債管理 年度別償還状況（普通会計）１

28 起債管理 年度別償還状況（普通会計）２

29 起債管理 年度別償還状況（財源対策債）１

30 起債管理 年度別償還状況（財源対策債）２

31 起債管理 年度別償還状況（借入先別・財対区分別）１

32 起債管理 年度別償還状況（借入先別・財対区分別）２

33 起債管理 公債償還基金積立一覧表

34 起債管理 公債償還基金積立年度別集計表

35 起債管理 公債償還基金積立年度別集計表会計別

36 起債管理 公債償還基金積立年度別集計表費目小

37 起債管理 会計別・費目別積立一覧表

38 起債管理 会計別・地方債区分別積立一覧表

39 起債管理 起債一覧表

40 起債管理 会計別・借入先別一覧表

41 起債管理 地方債区分別・会計別一覧表

42 起債管理 地方債区分別・借入先別一覧表

43 起債管理 財対区分別・地方債区分別・会計別一覧表

44 起債管理 借換債一覧表

45 起債管理 借換債総括表

46 起債管理 借換債総括表_借入先合計
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【別紙４】財務会計（起債管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

47 起債管理 会計別・借入先別償還元利調

48 起債管理 会計別・借入先別起前利子調

49 起債管理 四半期会計別元利集計表

50 起債管理 会計別・借入先別支払額集計表

51 起債管理 会計別・借入先別発行差額調

52 起債管理 交付税公債費一覧表

53 起債管理 集計台帳

54 起債管理 集計台帳（３年分）

55 起債管理 随時レコード集計表

56 起債管理 決算統計３３表

57 起債管理 決算統計３４表

58 起債管理 決算統計３６表

59 起債管理 決算統計総括表

60 起債管理 決算統計２４表

61 起債管理 決算統計４５表

62 起債管理 集計台帳（半期）

63 起債管理 集計台帳（５年分）

64 起債管理 起債親台帳

65 起債管理 起債親台帳_A4

66 起債管理 起債台帳_交付税

67 起債管理 起前親台帳

68 起債管理 理論交付税台帳

69 起債管理 EXCEL一括登録エラーリスト
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【別紙４】財務会計（起債管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳票名

70 起債管理 起債子台帳

71 起債管理 起債子台帳_A4

72 起債管理 起前子台帳

73 起債管理 検索リスト

74 起債管理 集計台帳（借入単位）

75 起債管理 交付税理論台帳再計算リスト

76 起債管理 交付税理論台帳再計算エラーリスト

77 起債管理 交付税年度別償還状況EXCEL出力（元金）

78 起債管理 交付税年度別償還状況EXCEL出力（利子）

79 起債管理 交付税年度別償還状況EXCEL出力（元利）

80 起債管理 交付税年度別償還状況EXCEL出力（理論元金）

81 起債管理 交付税年度別償還状況EXCEL出力（理論利子）

82 起債管理 交付税年度別償還状況EXCEL出力（理論元利）

83 起債管理 交付税年度別償還状況EXCEL出力（理論算入額）

84 起債管理 会計別・借入先別支払額集計表起前
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【別紙４】財務会計（基金管理） 帳　票　一　覧　表

1 基金管理 預金通知書

2 基金管理 預金管理書

3 基金管理 預金管理書

4 基金管理 預金管理書

5 基金管理 基金総括表

6 基金管理 預金管理一覧表

7 基金管理 金融機関別預金残高表

8 基金管理 基金会計別預金状況一覧表

9 基金管理 預金種別移動表

10 基金管理 基金会計別預金状況一覧表

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（予算分析） 帳　票　一　覧　表

1 予算分析 普通会計性質別集計

2 予算分析 普通会計目的別集計

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（財政シミュレーション）帳　票　一　覧　表

1 財政シミュレーション 人口情報表

2 財政シミュレーション 人口情報登録エラーリスト

3 財政シミュレーション 財政全体のシミュレーション

4 財政シミュレーション 公共施設のシミュレーション

5 財政シミュレーション 道路のシミュレーション

6 財政シミュレーション 橋りょうのシミュレーション

7 財政シミュレーション 上下水道のシミュレーション

8 財政シミュレーション 施設全体のシミュレーション

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（施設評価） 帳　票　一　覧　表

1 施設評価 施設カルテ（表面）

2 施設評価 施設カルテ（裏面）

3 施設評価 取込エラーリスト

4 施設評価 所属変換一覧表

5 施設評価 施設分析

6 施設評価 施設分析（明細）

7 施設評価 施設カルテ検索明細

8 施設評価 公共料金施設番号確認リスト

9 施設評価 施設構成情報取込EXCEL作成・資産連携

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（業者管理） 帳　票　一　覧　表

1 業者管理 業者一覧

2 業者管理 業者名簿

3 業者管理 指名競争入札参加者名簿（工事）

4 業者管理 指名競争入札参加者名簿（委託）

5 業者管理 競争入札参加登録入力票（工事）

6 業者管理 競争入札参加登録入力票（委託・物品）

7 業者管理 入札参加資格級別格付決定通知書（工事）

8 業者管理 入札参加資格級別格付決定通知書（委託）

9 業者管理 入札参加資格級別格付決定通知書（物品）

No 業務名 帳　　　票　　　名
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【別紙４】財務会計（契約管理） 帳　票　一　覧　表

1 契約管理 発注見通し表

2 契約管理 入札参加有資格者調書

3 契約管理 契約執行伺書

4 契約管理 指名審査調書

5 契約管理 入札通知書（工事）

6 契約管理 入札通知書（委託）

7 契約管理 指名競争入札非指名通知書

8 契約管理 宛名シール

9 契約管理 予定価格表

10 契約管理 現説順序表

11 契約管理 入札順序表

12 契約管理 入札調書

13 契約管理 入札調書（委託）

14 契約管理 入札経過表

15 契約管理 工事請負仮契約書

16 契約管理 委託仮契約書

17 契約管理 工事請負契約書（案）

18 契約管理 委託契約書（案）

19 契約管理 工事請負契約書

20 契約管理 委託契約書

21 契約管理 工事請書

22 契約管理 委託請書

23 契約管理 工事落札結果一覧表

No 業務名 帳　　　票　　　名
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【別紙４】財務会計（契約管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳　　　票　　　名

24 契約管理 委託落札結果一覧表

25 契約管理 物品落札結果一覧表

26 契約管理 監査職員指定通知

27 契約管理 監査職員指定通知（委託）

28 契約管理 工事請負変更契約書

29 契約管理 委託変更契約書

30 契約管理 工事請負変更請書

31 契約管理 委託変更請書

32 契約管理 検査依頼書

33 契約管理 検査依頼書（委託）

34 契約管理 検査結果通知書

35 契約管理 検査結果通知書（委託）

36 契約管理 検査調書

37 契約管理 検査調書（委託）

38 契約管理 工事成績選定書

39 契約管理 細目別評定点採点表

40 契約管理 入札通知書（物品）

41 契約管理 見積依頼書

42 契約管理 印刷製本請負仮契約書

43 契約管理 印刷製本請負契約書（案）

44 契約管理 印刷製本請負契約書

45 契約管理 物品売買仮契約書

46 契約管理 物品売買契約書（案）
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【別紙４】財務会計（契約管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳　　　票　　　名

47 契約管理 物品売買契約書

48 契約管理 内訳書

49 契約管理 物品売買請書

50 契約管理 物品検査証

51 契約管理 契約依頼伺書（配当前）

52 契約管理 契約依頼伺書（委託）

53 契約管理 契約変更依頼伺書（工事）

54 契約管理 契約変更依頼伺書（委託）

55 契約管理 明細内訳書

56 契約管理 施工伺

57 契約管理 施工伺（委託）

58 契約管理 工事台帳

59 契約管理 契約台帳（委託）

60 契約管理 工事成績評定書

61 契約管理 入札参加資格者調書

62 契約管理 単価契約執行伺書

63 契約管理 基本単価契約予定価格書

64 契約管理 基本単価入札経過表

65 契約管理 基本単価契約書

66 契約管理 基本単価請書

67 契約管理 基本単価契約依頼伺書

68 契約管理 基本単価契約一覧表

69 契約管理 格付別発注状況表
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【別紙４】財務会計（契約管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳　　　票　　　名

70 契約管理 業種別、金額別発注状況表
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【別紙４】財務会計（電子決裁） 帳　票　一　覧　表

1 電子決裁 審査済一覧表

2 電子決裁 審査済一覧振替更正

3 電子決裁 審査済一覧ゼロ精算

4 電子決裁 審査済一覧戻入

No 業務名 帳票名
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【別紙４】財務会計（共通管理） 帳　票　一　覧　表

1 共通管理 科目名称表変換（年度別科目変換データチェックエラーリスト）

2 共通管理 科目名称表変換（新科目チェックエラーリスト）

3 共通管理 科目名称表変換（旧科目チェックエラーリスト）

4 共通管理 科目名称表変換（科目チェックエラーリスト）

5 共通管理 科目名称表変換（科目確認リスト）

6 共通管理 重複科目リスト

7 共通管理 所属科目変換リスト

8 共通管理 所属科目変換エラーリスト

9 共通管理 所属変換ファイルエラーリスト

10 共通管理 会計一覧

11 共通管理 歳入科目一覧

12 共通管理 歳出事業別科目一覧

13 共通管理 事業一覧

14 共通管理 歳計外科目一覧

15 共通管理 歳出共通科目一覧

No 業務名 帳票名
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【別紙４】公会計 帳　票　一　覧　表

1 複式簿記 整理仕訳

2 複式簿記 取消仕訳

3 複式簿記 マッチングExcel

4 複式簿記 仕訳チェックリスト

5 複式簿記 マッチング一覧

6 複式簿記 財務四表

7 複式簿記 貸借対照表

8 複式簿記 行政コスト計算書

9 複式簿記 純資産変動計算書

10 複式簿記 資金収支計算書

11 複式簿記 行政コスト計算書及び純資産変動計算書

12 複式簿記 連結財務四表

13 複式簿記 連結貸借対照表

14 複式簿記 連結行政コスト計算書

15 複式簿記 連結純資産変動計算書

16 複式簿記 連結資金収支計算書

17 複式簿記 連結行政コスト計算書及び純資産変動計算
書

18 複式簿記 注記（一般会計等）

19 複式簿記 注記（全体）

20 複式簿記 注記（連結）

21 複式簿記 連結読替財務四表

22 複式簿記 内部取引調査票

23 複式簿記 連結精算表

No 業務名 帳　　　票　　　名
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【別紙４】公会計 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳　　　票　　　名

24 複式簿記 セグメント配賦処理(事業)

25 複式簿記 セグメント配賦処理(施設)

26 複式簿記 セグメント別財務書類

27 複式簿記 セグメント別貸借対照表

28 複式簿記 セグメント別行政コスト計算書

29 複式簿記 セグメント別純資産変動計算書

30 複式簿記 施設事業関連表マスタ保守

31 複式簿記 事業施設関連表マスタ保守

32 複式簿記 整理仕訳一括取込

33 複式簿記 ①有形固定資産の明細

34 複式簿記 ②有形固定資産の行政目的別明細

35 複式簿記 ⑤貸付金の明細

36 複式簿記 ⑥長期延滞債権の明細

37 複式簿記 ⑦未収金の明細

38 複式簿記 ⑤引当金の明細

39 複式簿記 （１）補助金等の明細

40 複式簿記 （１）財源の明細

41 複式簿記 （２）財源情報の明細

42 複式簿記 （１）資金の明細

43 複式簿記 仕訳帳

44 複式簿記 総勘定元帳

45 複式簿記 現金預金明細表

46 複式簿記 未収・未払・不納欠損残高整理表
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【別紙４】公会計 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳　　　票　　　名

47 複式簿記 債権債務整理票

48 複式簿記 投資その他の資産明細表

49 複式簿記 有形・無形固定資産等明細表

50 複式簿記 地方債明細表

51 複式簿記 引当金明細表

52 複式簿記 行政コスト明細表

53 複式簿記 純資産変動計算書の内容に関する明細

54 複式簿記 合計残高試算表

55 複式簿記 指標－財務書類に関する明細
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【別紙４】人事給与（人事記録） 帳　票　一　覧　表

1 人事記録 人事台帳(個人情報)

2 人事記録 資格別情報一覧表

3 人事記録 人事台帳(研修履歴)

4 人事記録 人事台帳(発令履歴)

5 人事記録 現況報告

6 人事記録 職員名簿(部次長級以上)

7 人事記録 職員名簿(課長級以下)

8 人事記録 職員名簿(五十音順索引)

9 人事記録 身分証明書

10 人事記録 貸与予定確認リスト

11 人事記録 貸与品内訳書

12 人事記録 貸与台帳

13 人事記録 貸与品台帳

14 人事記録 貸与実績一覧

15 人事記録 職員一覧

16 人事記録 再任用職員一覧

17 人事記録 休職者／分限懲戒者一覧

18 人事記録 発令統合履歴一覧

19 人事記録 人事台帳(発令履歴)

20 人事記録 履歴カード

21 人事記録 個人番号廃棄リスト

22 人事記録 職層切替時情報出力

No 業務名 帳　　　票　　　名
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【別紙４】人事給与（人事異動） 帳　票　一　覧　表

1 人事異動 現所属在課年数一覧(在課年数順)

2 人事異動 現所属在課年数一覧(所属順)

3 人事異動 現所属在課年数一覧(職位順)

4 人事異動 職位別昇格年度一覧

5 人事異動 個人別経歴表

6 人事異動 親族情報一覧

7 人事異動 資格免許別取得者一覧

8 人事異動 組織図

9 人事異動 職種別･職位別一覧

10 人事異動 職種別･年齢別一覧

11 人事異動 職位別･年齢別一覧

12 人事異動 配置図

13 人事異動 職員定数確認リスト

14 人事異動 異動確認リスト(本務)

15 人事異動 異動確認リスト(兼務)

16 人事異動 出入表

17 人事異動 出入表エラーリスト

18 人事異動 内示書

19 人事異動 辞令簿

20 人事異動 辞令書

21 人事異動 辞令書（汎用レイアウト）

22 人事異動 辞令書（会計フル）

23 人事異動 係入力シート

No 業務名 帳　　　票　　　名
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【別紙４】人事給与（昇任昇格 昇給） 帳　票　一　覧　表

1 昇任昇格／昇給 昇任昇格対象者名簿

2 昇任昇格／昇給 昇任昇格対象者名簿

3 昇任昇格／昇給 昇任選考調書

4 昇任昇格／昇給 昇任昇格調書

5 昇任昇格／昇給 被選考者調書（個表）

6 昇任昇格／昇給 勤務評価一覧表

7 昇任昇格／昇給 処分者一覧表

No 業務名 帳　　　票　　　名

3/9



【別紙４】人事給与（表彰・分限懲戒・服務）帳　票　一　覧　表

1 表彰・分限懲戒・服務 年休整理簿

2 表彰・分限懲戒・服務 休暇実績入力シート

3 表彰・分限懲戒・服務 勤務実績確認リスト

4 表彰・分限懲戒・服務 年間出勤簿

No 業務名 帳　　　票　　　名

4/9



【別紙４】人事給与（採用） 帳　票　一　覧　表

1 採用 任用候補者名簿

2 採用 再任用対象者リスト

3 採用 採用予定者名簿

4 採用 条件付き期間満了予定者一覧

5 採用 雇用通知書

6 採用 任用（採用）予定者一覧

No 業務名 帳　　　票　　　名

5/9



【別紙４】人事給与（退職） 帳　票　一　覧　表

1 退職 退職予定者名簿

2 退職 勧奨退職対象者名簿

3 退職 退職証明書

No 業務名 帳　　　票　　　名

6/9



【別紙４】人事給与（研修） 帳　票　一　覧　表

1 研修 受講対象者一覧

2 研修 研修別受講者一覧表

3 研修 研修別未受講者一覧表

4 研修 研修計画表

5 研修 講師従事命令書

6 研修 研修履歴カード

7 研修 自己啓発講座受講助成決定通知書

8 研修 個人別研修一覧表

No 業務名 帳　　　票　　　名

7/9



【別紙４】人事給与（調査） 帳　票　一　覧　表

1 調査 定員管理01～03表（部門別職員数）

2 調査 定員管理07表（職種別職員数）

3 調査 定員管理08表（地位別職員数）

No 業務名 帳　　　票　　　名

8/9



【別紙４】人事給与（その他） 帳　票　一　覧　表

1 その他 現員調データ

No 業務名 帳　　　票　　　名

9/9



【別紙４】人事給与（職員管理） 帳　票　一　覧　表

1 職員管理 住民税確認リスト

2 職員管理 扶養確認リスト

3 職員管理 児童確認リスト

4 職員管理 通勤確認リスト

5 職員管理 給与住居確認リスト

6 職員管理 口座確認リスト

7 職員管理 口座台帳

8 職員管理 給与基本情報確認リスト１

9 職員管理 給与基本情報確認リスト２

10 職員管理 月額特殊勤務確認リスト

11 職員管理 給与基本支給状況確認リスト

12 職員管理 給与控除確認リスト

13 職員管理 給与減給確認リスト

14 職員管理 給与簿（支給額-手当）

15 職員管理 給与簿（支給額-時間外等）

16 職員管理 給与簿（控除額）

17 職員管理 給与履歴

18 職員管理 賃金台帳（控除額）

19 職員管理 住民税入力シート

20 職員管理 住居手当支給区分確認リスト

21 職員管理 給与所得者異動届

22 職員管理 通勤手当認定調書

23 職員管理 初任給調書

No 業務名 帳　　　票　　　名

1/17



【別紙４】人事給与（職員管理） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳　　　票　　　名

24 職員管理 職員別給与簿

25 職員管理 賃金台帳（特別区）

26 職員管理 給与カット情報確認リスト

27 職員管理 児童手当支給者一覧

28 職員管理 児童手当認定通知書

29 職員管理 児童手当改定通知書

30 職員管理 児童手当額改定請求却下通知書

31 職員管理 児童手当認定請求却下通知書

32 職員管理 児童手当支給事由消滅通知書

33 職員管理 児童手当現況届

34 職員管理 児童手当受給者台帳

35 職員管理 児童手当（特別給付）受給状況証明書

2/17



【別紙４】人事給与（例月給与） 帳　票　一　覧　表

1 例月給与 支給明細書

2 例月給与 支給明細書（汎用レイアウト）

3 例月給与 金種表

4 例月給与 支給明細一覧

5 例月給与 口座振込チェックリスト

6 例月給与 納付先別住民税集計表

7 例月給与 科目別集計表（個人別）

8 例月給与 科目別集計表（款項目別）

9 例月給与 予算差引簿

10 例月給与 社会保険集計表（個人）

11 例月給与 労働保険集計表（個人）

12 例月給与 社会保険集計表（科目）

13 例月給与 労働保険集計表（科目）

14 例月給与 支出命令書

15 例月給与 支払調書

16 例月給与 個人別前月実績一覧

17 例月給与 科目別時間外実績一覧

18 例月給与 特殊勤務一覧

19 例月給与 技能労務職の職務別職員数及び給与額に関する調

20 例月給与 減額一覧

21 例月給与 口座振込依頼明細書

22 例月給与 前月実績入力シート

23 例月給与 その他支給入力シート

No 業務名 帳　　　票　　　名

3/17



【別紙４】人事給与（例月給与） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳　　　票　　　名

24 例月給与 計算結果整合性確認リスト

25 例月給与 前月との差異比較

26 例月給与 時間外単価通知資料

27 例月給与 互助会費集計表

28 例月給与 共済組合費集計表

29 例月給与 共済費免除一覧

4/17



【別紙４】人事給与（追給戻入） 帳　票　一　覧　表

1 追給戻入 追給戻入確認リスト

No 業務名 帳　　　票　　　名

5/17



【別紙４】人事給与（寒冷地手当） 帳　票　一　覧　表

1 寒冷地手当 寒冷地情報一覧表

No 業務名 帳　　　票　　　名

6/17



【別紙４】人事給与（期末勤勉） 帳　票　一　覧　表

1 期末勤勉 条件別役職加算額集計表

2 期末勤勉 期末勤勉変動根拠リスト

3 期末勤勉 期末勤勉支給対象外一覧

4 期末勤勉 勤勉成績入力シート

5 期末勤勉 条件別管理職加算額集計表

No 業務名 帳　　　票　　　名

7/17



【別紙４】人事給与（昇給） 帳　票　一　覧　表

1 昇給 昇給昇格スケジュール確認リスト

2 昇給 昇給予定者一覧

3 昇給 昇給辞令

4 昇給 昇給辞令（汎用レイアウト）

5 昇給 スケジュールチェック

6 昇給 昇給昇格スケジュール確認リスト

7 昇給 昇給予定者一覧

8 昇給 昇給辞令

9 昇給 昇給成績入力シート

10 昇給 昇給区分経過表

11 昇給 昇給経過表

12 昇給 復調対象者一覧

No 業務名 帳　　　票　　　名

8/17



【別紙４】人事給与（予算） 帳　票　一　覧　表

1 予算 個人月別予算資料

2 予算 科目月別予算資料

3 予算 予算科目別集計表

4 予算 時間外等決算状況表

5 予算 個人別決算資料

6 予算 科目別決算資料

7 予算 個人別決算資料（特別昇格有）

8 予算 退職手当科目別明細表

No 業務名 帳　　　票　　　名

9/17



【別紙４】人事給与（改定差額） 帳　票　一　覧　表

1 改定差額 給料月額改定通知

2 改定差額 月別差額表

3 改定差額 共済費新旧差額集計表

4 改定差額 互助会費新旧差額集計表

No 業務名 帳　　　票　　　名

10/17



【別紙４】人事給与（年末調整） 帳　票　一　覧　表

1 年末調整 市町村別徴収税額一覧

2 年末調整 扶養控除申告書

3 年末調整 保険料控除兼配特控除申告書

4 年末調整 法定調書合計表

5 年末調整 源泉徴収簿

6 年末調整 年調確認リスト

7 年末調整 年調保険料控除入力シート作成

8 年末調整 配偶者特別控除入力シート作成

9 年末調整 源泉徴収票（汎用紙-税務署提出 用）（Ｈ２８～）

10 年末調整 源泉徴収票（汎用紙-受給者交付 用）（Ｈ２８～）

11 年末調整 給与支払報告書（汎用紙-市町村提 出用）（Ｈ２８～）

12 年末調整 給与支払報告書（汎用紙-保管用）
（Ｈ２８～）

13 年末調整 源泉徴収票（専用紙）（Ｈ２８～）

14 年末調整 年調扶養控除データ（本人）

15 年末調整 年調扶養控除データ（家族）

16 年末調整 扶養控除申告書（Ｈ３０．１～）

17 年末調整 保険料控除申告書

18 年末調整 配偶者控除等申告書

19 年末調整 配偶者控除等入力シート作成

20 年末調整 扶養控除申告書（Ｒ３～）

21 年末調整 年調確認リスト（～Ｈ２９年）

22 年末調整 年調確認リスト（Ｈ３０～Ｒ１年）

23 年末調整 源泉徴収票（汎用紙-税務署提出 用）（～Ｈ２９年）

No 業務名 帳　　　票　　　名

11/17



【別紙４】人事給与（年末調整） 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳　　　票　　　名

24 年末調整 源泉徴収票（汎用紙-受給者交付 用）（～Ｈ２９年）

25 年末調整 給与支払報告書（汎用紙-市町村提 出用）（～Ｈ２９年）

26 年末調整 給与支払報告書（汎用紙-保管用）
（～Ｈ２９年）

27 年末調整 源泉徴収票（汎用紙-税務署提出 用）（Ｈ３０～Ｒ１年）

28 年末調整 源泉徴収票（汎用紙-受給者交付 用）（Ｈ３０～Ｒ１年）

29 年末調整 給与支払報告書（汎用紙-市町村提 出用）（Ｈ３０～Ｒ１年）

30 年末調整 給与支払報告書（汎用紙-保管用）
（Ｈ３０～Ｒ１年）

31 年末調整 源泉徴収票（専用紙）（～Ｈ２９ 年）

32 年末調整 源泉徴収票（専用紙）（Ｈ３０～Ｒ １年）

12/17



【別紙４】人事給与（実態調査） 帳　票　一　覧　表

1 実態調査 ０１表

2 実態調査 ０２表

3 実態調査 ０５表

4 実態調査 １２表

5 実態調査 １４～１６表、３１～３７表

6 実態調査 １９表

7 実態調査 ２７表、２８表

8 実態調査 級別職員及給料月額

9 実態調査 個人別表（経験及び年齢経験別）

10 実態調査 決算統計(職員数の状況)

11 実態調査 決算統計(年齢及び給料の状況)

12 実態調査 職種別・給料表別人員調

13 実態調査 勤務年数別・正規臨時職員別人員調

14 実態調査 職員の勤務年数調

15 実態調査 指定統計CSVデータ確認リスト

16 実態調査 ３８、３９表

17 実態調査 特別区事務分担表様式２

18 実態調査 特別区職員配置表

19 実態調査 ２０、２１、２３、２４、２９、３
０表

No 業務名 帳　　　票　　　名

13/17



【別紙４】人事給与（その他） 帳　票　一　覧　表

1 その他 退職手当組合報告入力シート

No 業務名 帳　　　票　　　名

14/17



【別紙４】人事給与（債権差押） 帳　票　一　覧　表

1 債権差押 債権差押額請求明細書

2 債権差押 債権差押に係る給料等算出明細書

3 債権差押 債権差押執行状況

4 債権差押 差押債権者一覧

5 債権差押 差押職員名簿

No 業務名 帳　　　票　　　名

15/17



【別紙４】人事給与（退職手当） 帳　票　一　覧　表

1 退職手当 退職手当納付先別住民税集計表

2 退職手当 退職手当一覧表

3 退職手当 退職手当計算書

4 退職手当 退職手当額決定書

5 退職手当 退職手当請求書

6 退職手当 退職手当概算書

7 退職手当 退職手当差額計算書

8 退職手当 退職手当調整額調書

9 退職手当 退職手当科目別集計表

10 退職手当 退職手当一覧表（一般市）

11 退職手当 退職手当計算書(一般市)

12 退職手当 退職手当支出命令書

13 退職手当 退職手当ポイント管理表

14 退職手当 源泉徴収票（退職所得）（税務署提出）

15 退職手当 源泉徴収票（退職所得）（受給者交付）

No 業務名 帳　　　票　　　名

16/17



【別紙４】人事給与（特別昇格） 帳　票　一　覧　表

1 特別昇格 月別差額表（特別昇格有）

2 特別昇格 予算差引簿（特別昇格有）

No 業務名 帳　　　票　　　名

17/17



【別紙４】人事給与（共済組合員管理） 帳　票　一　覧　表

1 共済組合員管理 年齢到達者一覧

2 共済組合員管理 共済組合員資格証明書

3 共済組合員管理 保険証交付台帳

4 共済組合員管理 共済組合報告用履歴書

5 共済組合員管理 共済組合報告用履歴書(発令文1段)

6 共済組合員管理 特別区共済組合員資格証明書

7 共済組合員管理 共済組合員情報確認リスト

8 共済組合員管理 介護保険被保険者一覧

9 共済組合員管理 共済組合員台帳

10 共済組合員管理 期末手当等報告データ

11 共済組合員管理 期末手当等報告データ（公立学校共済）

12 共済組合員管理 共済個人番号届データ

13 共済組合員管理 共済標準報酬月額算定根拠リスト

No 業務名 帳　　　票　　　名

1/6



【別紙４】人事給与（共済福祉事業） 帳　票　一　覧　表

1 共済福祉事業 控除内訳表（共済貸付･共済物資）

2 共済福祉事業 共済貯金控除内訳表

No 業務名 帳　　　票　　　名

2/6



【別紙４】人事給与（保険事務代行・財形貯蓄代）帳　票　一　覧　表

1 保険事務代行・財形貯蓄代行 控除内訳表

No 業務名 帳　　　票　　　名

3/6



【別紙４】人事給与（互助会） 帳　票　一　覧　表

1 互助会 互助会元利均等償還回数表

2 互助会 互助会貸付情報兼受領書

3 互助会 互助会貸付控除情報

4 互助会 互助会給付対象者チェックリスト

5 互助会 互助会給付対象者兼一括請求書

6 互助会 互助会給付決定者兼受領書

7 互助会 互助会口座振替明細書

8 互助会 互助会振込依頼書

9 互助会 互助会予算予算書資料

10 互助会 互助会予算出納帳

11 互助会 互助会予算命令書

12 互助会 互助会予算決算書資料

No 業務名 帳　　　票　　　名

4/6



【別紙４】人事給与（控除管理） 帳　票　一　覧　表

1 控除管理 控除明細変更一覧

2 控除管理 控除不能者一覧

3 控除管理 共済組合控除情報確認リスト

4 控除管理 互助組合控除情報確認リスト

5 控除管理 福利控除集計表

6 控除管理 控除不能者一覧（都区）

7 控除管理 控除結果一覧

8 控除管理 控除明細集計表

No 業務名 帳　　　票　　　名

5/6



【別紙４】人事給与（社会保険） 帳　票　一　覧　表

1 社会保険 健康保険確認リスト

2 社会保険 介護保険確認リスト

3 社会保険 厚生年金確認リスト

4 社会保険 雇用保険確認リスト

5 社会保険 労災保険確認リスト

6 社会保険 健保・厚生資格確認票データ

7 社会保険 社会保険料改定一覧

8 社会保険 介護保険被保険者一覧-社保

9 社会保険 確定保険料算定基礎賃金集計表

10 社会保険 賞与支払届データ

11 社会保険 報酬月額算定基礎届データ

12 社会保険 報酬月額変更届データ

13 社会保険 雇用保険資格確認票データ

No 業務名 帳　　　票　　　名

6/6



【別紙４】人事給与（講師情報管理） 帳　票　一　覧　表

1 講師情報管理 講師報償費支払一覧

No 業務名 帳　　　票　　　名

1/3



【別紙４】人事給与（受講者情報管理） 帳　票　一　覧　表

1 受講者情報管理 受講対象者名簿

2 受講者情報管理 研修受講決定通知

3 受講者情報管理 出席簿

4 受講者情報管理 出席簿

5 受講者情報管理 研修生名簿

6 受講者情報管理 研修受講決定通知

7 受講者情報管理 研修生通知書（表紙）

8 受講者情報管理 研修生通知書（名簿）

No 業務名 帳　　　票　　　名

2/3



【別紙４】人事給与（研修履歴管理） 帳　票　一　覧　表

1 研修履歴管理 研修実績結果通知書

2 研修履歴管理 年度別研修実績一覧

3 研修履歴管理 年度別研修講師一覧

4 研修履歴管理 研修実施結果通知書

No 業務名 帳　　　票　　　名

3/3



【別紙４】人事給与（受診者管理） 帳　票　一　覧　表

1 受診者管理 受診対象者一覧

2 受診者管理 未受診者一覧

3 受診者管理 検診状況一覧

4 受診者管理 その他検診記録台帳

5 受診者管理 ウイルス検査一覧

6 受診者管理 予防接種記録台帳

7 受診者管理 検診実施状況一覧

No 業務名 帳　　　票　　　名

1/2



【別紙４】人事給与（健康診断管理） 帳　票　一　覧　表

1 健康診断管理 健康診断個人票

2 健康診断管理 定期健康診断結果報告書

No 業務名 帳　　　票　　　名

2/2



【別紙４】人事給与（コード管理) 帳　票　一　覧　表

1 コード管理 給料表

No 業務名 帳　　　票　　　名

1/3



【別紙４】人事給与（ユーザ管理) 帳　票　一　覧　表

1 ユーザ管理 権限設定状況一覧

No 業務名 帳　　　票　　　名

2/3



【別紙４】人事給与（その他) 帳　票　一　覧　表

1 その他 汎用帳票

No 業務名 帳　　　票　　　名

3/3



【別紙４】源泉徴収事務管理 帳　票　一　覧　表

1 源泉管理 個人明細プルーフリスト（個人印刷）

2 源泉管理 個人明細プルーフリスト（所属印刷）

3 源泉管理 源泉所得税収納額確認表

4 源泉管理 所得税源泉徴収集計表

5 源泉管理 所得税源泉徴収明細書

6 源泉管理 支払調書（交付用）

7 源泉管理 支払調書（提出用）

8 源泉管理 給与支払報告書

9 源泉管理 給与所得の源泉徴収票（交付用）

10 源泉管理 給与所得の源泉徴収票（提出用）

No 業務名 帳　　　票　　　名

1/1



【別紙４】人事評価（評価管理） 帳　票　一　覧　表

1 評価管理 評価対象者一覧

2 評価管理 評価データ出力

No 業務名 帳　　　票　　　名

1/4



【別紙４】人事評価（業績評価） 帳　票　一　覧　表

1 業績評価 業績評価シート（目標のみ）

2 業績評価 業績評価シート（目標のみ）

3 業績評価 業績評価シート

4 業績評価 業績評価シート

No 業務名 帳　　　票　　　名

2/4



【別紙４】人事評価（能力評価） 帳　票　一　覧　表

1 能力評価 能力評価シート

2 能力評価 能力評価シート

No 業務名 帳　　　票　　　名

3/4



【別紙４】人事評価（自己申告） 帳　票　一　覧　表

1 自己申告 自己申告書

No 業務名 帳　　　票　　　名

4/4



【別紙４】庶務事務 帳　票　一　覧　表

1 庶務事務 年次有給休暇申請書

2 庶務事務 休暇申請書

3 庶務事務 休暇取消

4 庶務事務 超過勤務命令簿登録

5 庶務事務 週休日振替命令簿

6 庶務事務 特殊勤務実績簿登録

7 庶務事務 管理職特勤命令簿登録

8 庶務事務 勤務実績簿

9 庶務事務 出勤記録表(年間出勤簿)

10 庶務事務 所属別勤務状況一覧

11 庶務事務 勤務実績報告出勤簿

12 庶務事務 勤務実績報告実績

13 庶務事務 口座振込依頼書

14 庶務事務 扶養控除申告書

15 庶務事務 保険料控除申告書

16 庶務事務 氏名・住所変更届

17 庶務事務 通勤届

18 庶務事務 住居届

19 庶務事務 異動届

20 庶務事務 児童手当届

21 庶務事務 通勤届認定

22 庶務事務 住居届認定

23 庶務事務 扶養手当認定

No 業務名 帳　　　票　　　名

1/2



【別紙４】庶務事務 帳　票　一　覧　表

No 業務名 帳　　　票　　　名

24 庶務事務 児童手当認定

25 庶務事務 旅行命令書

26 庶務事務 旅行命令運賃内訳書

27 庶務事務 旅行命令日当宿泊内訳書

28 庶務事務 旅費月次締め印刷

29 庶務事務 給与明細

30 庶務事務 源泉徴収票

31 庶務事務 源泉徴収票H28照会

32 庶務事務 研修対象者一覧

33 庶務事務 研修申込書

34 庶務事務 研修報告書

35 庶務事務 出欠名簿

36 庶務事務 汎用申請

37 庶務事務 汎用申請

2/2


	文書管理
	財務会計
	公会計
	人事給与
	源泉徴収事務管理
	人事評価
	庶務事務

