
 
 
 

（仮称）収納センター設置（案） 

 

 

１ 目的 

国民健康保険税の歳入不足を始めとする市税収納の低下は、税負担の

公平性の維持等の観点からも、徴収強化に早期に取組むべき喫緊の課題

となっており、現在１０区役所に分散している市税と国民健康保険税の

収納部門の一部を一体化した専門組織を設置し、事務を集中化すること

により、職員数など限られた資源の中で、知識・技術を共有できる効率

の良い滞納整理を行い、税収の安定確保を図ります。 

 

 

２ 名称 

（仮称）収納センター 

 

 

３ 設置年月日 

平成 23 年 4 月 1 日（金） 

 

 

４ 事務所の位置・・・・・・・・[資料１] 

本庁舎６階、ときわ会館地下 1階 

 

 

５ 組織、人員・・・・・・・・・[資料２] 

 

合計 ９６名 

収納管理課

収納 
電算係 

収納 
調査係 

調査課

滞納 
整理係 

徴収 
 一係 

債権回収課

債権 
管理係 

徴収 
 二係 

所   長 

副 所 長 

本庁舎６階 ときわ会館地下１階 

収納 
管理係 

収納 
企画係 

平成 22年 7月 23日 
都市経営戦略会議資料 
財  政  局 

 
 
６ 設置に要する経費・・・・・・・・・［資料３］ 

・予算対応 

９月補正予算で対応 

・９月補正予算要求額（査定前） 

収納対策課                  36,847 千円 

債権回収対策課                14,083 千円 

国民健康保険課                54,922 千円 

     （合計）                  105,852 千円  

 

 

７ タイムスケジュール・・・・・・・・[資料４] 

７月 収納センター開設準備の開始 

８月 補正予算案の市長査定 

収納センターの平成２３年度予算作成、および運用ルールの検討 

９月 ９月補正予算審議 

１０月 補正予算審議終了 

１１月 収納センター開設準備室の設置 

組織改正及び規則改正の準備（収納センター・区役所） 

電算システムの改修開始（１１月～２月） 

１２月 市報・ＨＰによる広報準備 

１月 収納調査員・臨時職員の募集 

２月 国保税対象世帯への通知 

チラシの設置、配布開始（区窓口、税務署、県税事務所等） 

電算システムの改修終了 

３月 市税移管対象者への予告通知書送付（上旬） 

市税移管対象者への引継通知書送付（４月１日付） 

収納センターの執務室の準備 

４月 収納センター開設 

 

 

８ 市民への周知方法 

・市報による周知（２月号掲載予定） 

・さいたま市ホームページによる周知 

・対象者への通知による周知 

・チラシ設置による周知（区窓口、税務署、県税事務所等） 

・区内諸会議での区長等による周知 

・記者発表（新年度の組織発表に併せて周知） 
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【　資料１　】執務場所の配置
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●本庁舎及びときわ
会館を利用すること

で、業務の集約
性が高い。

●本庁舎及びときわ
会館を利用すること

で、セキュリティが
確保される。

●現状の債権回収対
策課の執務室を利用

することで、市民の
混乱を抑えられ
る。

配置の効果

債権管理係

収納管理係



【　資料２　】（仮称）収納センターの組織の改正・人員配置・事務分掌について

①　組織の改正 ③ 事務分掌
職員 その他職員 合計 事務分掌

収納センター 所長１・副所長１ ２名
小計 ２名 ０名 ２名

収納管理課 課長１ １名
└収納管理係 係長１・係員２ 臨時職員２ ５名庶務、統計、予算、決算、

議会対応、条例・規則、
納税貯蓄組合対応

└収納企画係 係長１・係員７ 徴収嘱託員１ ９名その他債権（納税相談、
（国税ＯＢ等） 猶予、分納管理）、研修、

公売、契約、徴収支援、
収納対策の策定・企画、
債権回収対策本部の運営、
収納課の指導・調整、
保険年金課の指導・調整、
国民健康保険課との調整

小計 １２名 ３名 １５名
調査課 課長１ １名
└収納電算係 係長１・係員８ 臨時職員２ １６名還付、充当、消込、口座、

派遣職員５ 督促、催告、システム
└収納調査係 係長１・係員５ 収納調査員１０ １６名国保資格適正化、財産調査、

調査結果入力
小計 １６名 １７名 ３３名

債権回収課 課長１ １名
②　人員配置の変更 └債権管理係 係長１・係員５ ６名処分後納税相談、分納管理、

執行停止
本庁 収納対策課（２２名） 収納センター └滞納整理係 係長１・係員５ 徴収嘱託員１ ７名滞納処分、事例研究、換価、

職員 　　　１４名 所長 　　　　　　　１名 （国税ＯＢ等） 配当、交付要求、徴収判定
臨時職員 　３名 副所長 　　　　　　　１名 会議、困難事案滞納整理
派遣職員　　５名 収納管理課（１５名） └徴収一係 係長１・係員１５ １６名北部の市税・国保税の滞納

職員　　　　　１２名 整理（納税相談、猶予、

債権回収対策課（３０名） 臨時職員　　　２名 分納管理）

職員　　　　２９名 徴収嘱託員　１名 └徴収二係 係長１・係員１５ １６名南部の市税・国保税の滞納

徴収嘱託員　１名 調査課（３３名） 整理（納税相談、猶予、

職員　　　　　１６名 分納管理）
国民健康保険課 収納係（９名） 収納調査員 １０名 小計 ４５名 １名 ４６名

職員　　　　　２名 臨時職員　　　２名 合計 ７５名 ２１名 ９６名
臨時職員 　２名 派遣職員 　　５名
国民健康保険税推進員　５名 債権回収課（４６名）

職員 　　　　４５名
徴収嘱託員 １名

（職員数）４５名 （職員以外）１６名 （職員数）７５名 （職員以外）２１名

区役所 収納課（１１７名） 収納課（１０７名）
職員 　８６名 職員 　６６名
臨時職員 　　３１名 臨時職員 　　３１名

収納調査員 １０名
一人当たり滞納者数 一人当たり滞納者数
１，２７９人／職員 １，０６１人／職員

保険年金課（１１５名） 保険年金課（９０名）
職員 　７８名 職員 　６８名
臨時職員 　　　２名 臨時職員 　　　２名
徴収員 　　　３５名 収納調査員 ２０名
一人当たり滞納者数 一人当たり滞納者数
　　８１５人／職員 　　　０人／職員
１，３２０人／（収納担当＋徴収員）

（職員数）１６４名 （職員以外）６８名 （職員数）１３４名 （職員以外）６３名

（職員数）２０９名 　（職員以外）８４名 （職員数）２０９名 　（職員以外）８４名

「名称・組織・人員等の詳細については、今後担当部局と調整し、最終
決定する」[合計] ６１名 [合計] ９６名

[合計] ２３２名 [合計] １９７名

[合計] ２９３名 [合計] ２９３名

現行 設置後

＜収納対策課＞
・庶務・統計・予算決算・議会・条例規則
・還付充当・消込・電算システム
・催告センター・督促催告（作成 発送）

＜債権回収対策課＞
・庶務・統計・予算決算・議会・条例規則
・納付・納税相談、滞納整理

＜国民健康保険課　収納係＞
・統計・還付充当・消込・電算システム
・納税相談・口座振替
・催告センター・督促催告（作成）

＜区役所　収納課＞
・庶務・納付・口座管理・証明（市税）
・納税相談、滞納整理（移管分以外全件）

＜区役所　保険年金課＞
・庶務・資格・賦課・給付・証明（国保）
・納付・督促催告（発送）
・納税相談、滞納整理（移管分以外全件）

＜収納センター＞
・庶務・統計・予算決算・議会・条例規則
・納付・納税相談・滞納整理・還付充当
・消込・口座振替・督促催告（作成 発送）
・電算システム・催告センター

・市税 市長徴収分（納税相談、滞納整理）
・国保税 全件 　（納税相談、滞納整理）

＜区役所　収納課＞
・納付・口座管理・証明（市税）
・納税相談、滞納整理（区長徴収）

＜区役所　保険年金課＞
・庶務・資格・賦課・給付・証明（国保）
・納付・軽微な納税相談（現年）

統合

現状 収納センター設置後

・役割分担を明確にして大量事
案を処理する体制
・財産調査専門の係を設置

特
徴

※市長徴収分の内訳
① 現在の引継案件
② 滞納金額300万円
　　以上
③ 国保あり
④ 複数徴収区
⑤ 家族分



【　資料３　】　９月補正　要求課別一覧表

単位（千円）

福祉部要求分

事務内訳 細節 収納対策課 債権回収対策課 税務部計 国民健康保険課

1執務室移設 消耗品費 637 637 637

備品購入費 4,407 4,407 4,407

5,044 5,044 5,044

2電算改修 電算委託料 15,480 15,480 31,500 46,980

15,480 15,480 31,500 46,980

3電算機器等運用環境整備 修繕料 21,171 21,171 2,854 24,025

賃借料 196 196 1,682 1,878

21,367 21,367 4,536 25,903

4移管通知 消耗品費 79 79 176 255

印刷製本費 735 735 1,380 2,115

通信運搬費 6,400 6,400 14,400 20,800

その他委託料 1,386 1,386 2,930 4,316

8,600 8,600 18,886 27,486

5収納センター用封筒等作成 印刷製本費 439 439 439

439 439 439

総計 36,847 14,083 50,930 54,922 105,852

税務部要求分 50,930 千円

＋ 福祉部要求分 54,922 千円

事業総合計 105,852 千円

総計

3電算機器等運用環境整備 集計

4移管通知 集計

5収納センター用封筒等作成 集計

税務部要求分

1執務室移設 集計

2電算改修 集計

予算目的別



【資料４】（仮称）収納センター設置スケジュール

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

1 議会・会派等への対応

2

3 補正予算案作成

補正予算案市長査定

4 収納センター開設準備の推進体制構築

進行管理チーム及びＷＧ設置要綱制定

進行管理チーム及びＷＧ発足

開設準備室設置の規則改正

開設準備室の発足

5 収納センター執務室準備

6 組織改正に伴う規則等の改正

7 電算システム改修仕様確認

電算システム改修実作業

電算システム改修結果確認

8 市報の原稿作成

市報配布

9 区長に周知依頼

区内諸会議を利用した周知

10 周知チラシ作成

周知チラシ設置・配布

11 ＨＰ作成（収納センター構想概要）

ＨＰ公開

12 平成２３年度予算作成

13 収納調査員設置要綱制定

収納調査員募集

臨時職員募集

14 国保税対象全世帯への通知送付

市税移管者選定

市税移管者へ引継予告通知送付

市税移管者へ引継通知送付

15 人事異動内示

16 収納センター開設

電算システム選定委員会、調達、
入札、契約

予算執行開始

９月議会補正予算対応

都市経営戦略会議

収納センター開設準備の開始

2月号

2

＜国保税＞
　約１８万世帯への通知を想定
＜市税＞
　国保税との重複滞納者等約４万人への通知を想定


