
 

会計業務の効率化に向けた改善計画 

 

 

平成 28 年７月 29 日 

旅費・会計等業務効率化 

推 進 会 議 決 定 

 

 

国の会計業務の更なる効率化を図る観点から、今後、下記の取組を行うこととす

る。 

 

記 

 

国の支出は、各省各庁の長又は各省各庁の長の委任を受けた支出官が行うことが

原則であるが、経費の性質上現金の支払をしなければ事務の取扱に支障を及ぼすよう

な場合等には、支出の特例として資金前渡官吏に支払を行わせることができる。前者

の場合、支出官が官庁会計システム（以下「ADAMSⅡ」という。）を用いて債権者へ

の電信振込で支払うこと（以下「支出官払」という。）が通常であり、後者の場合、

予め支出官から必要な資金の交付を受けた資金前渡官吏が、現金、小切手又は振込の

方法により支払うこと（以下「前渡官払」という。）が通常である 1。 

支出官払は、前渡官払と比較して事務を効率的にすることができ、振込に係る手

数料も低廉であることから、国の支払事務の効率化を図るため、１から３までの取組

を行うこととする。各府省等の具体的な取組及び実施時期は、別表のとおりである。 

 

                         
1 平成 26年度における前渡官払による支払件数は、以下のとおり。 

  この前渡官払のため、全国の預託金口座合計で常時 1,000億円程度の資金が預託されている。 

 

 振込による支払 現金支払（小

切手による支

払を含む。） 

合計 

給与 

(税・社会保険料

等含む。) 

給与以外 

退職 

手当 

旅 費 ・

諸謝金 
その他 

支出官が設置さ

れている官署 

（696官署） 

5,128,774 6,256 139,613 11,055 286,619 5,572,317 

支出官が設置さ

れていない官署

（1,540官署） 

4,718,848 35,582 549,172 754,743 400,690 6,459,035 

合計 9,847,622 41,838 688,785 765,798 687,309 12,031,352 

※ 内閣官房行政改革推進本部事務局、財務省会計センター、理財局及び日本銀行調べ。 

 



 

１ 支出官払への移行に向けた取組 

 

(1) 振込による支払 

 

ア 給与（税・社会保険料等を含む。） 

① 給与支払業務の支出官払化合同検討ワーキング・グループ 2は、人事給与

業務効率化に向けた改善計画（平成 27年３月 27日人事給与業務効率化推進

会議決定。同年８月７日改定）3を踏まえ、速やかに給与の支払の支出官払

への移行を実現すべく、課題の検証及び対処等の所要の取組を進め、各府

省等における給与の支出官払への移行時期を含めたロードマップ 4を平成 28

年度中に策定する。 

② 防衛省は、防衛省人事・給与情報システムの運用開始（平成 32 年 1 月）

を踏まえ、給与の支払について支出官払に移行する。 

 

イ 給与以外（退職手当、旅費・諸謝金等） 

一部の支払を除き、前渡官払から支出官払に移行する。 

 

(2) 現金支払（小切手による支払を含む。） 

 

ア 公共料金 

ADAMSⅡの債主情報及び摘要欄の入力事項を、各企業の収納事務担当者が指

定する内容と同一のものとする 5とともに、次の措置を講ずることにより、可

能な限り支出官払に移行する。 

① 内閣官房行政改革推進本部事務局は、電気料金及びガス料金の支払に関し

て、それぞれの業界団体に対して、上記の入力事項の統一化の取組の周知

及び支出官払への移行への協力を要請する。 

② 各府省等は、入札による供給事業者選定の際に応札業者との契約の機会を

捉えるなど、各企業と支出官払への移行の交渉を行う。 

 

イ 供託金及び保管金 

現行法令上、現金を持参する方法しか認められない国による供託金及び保管

                         
2
  人事・給与関係業務情報システム関係府省連絡協議会及び会計事務電子化連絡協議会双方の具体

的検討機関として設置されたものである。 
3
  人事給与業務効率化に向けた改善計画では、人事・給与関係業務情報システム（以下「人給シス

テム」という。）を導入する各府省に対して、給与支払業務の支出官払化合同検討ワーキング・グ

ループ事務局が支援を行うことにより支出官払への移行を推進することとしている。 
4
  給与支払業務の支出官払化合同検討ワーキング・グループは、平成 28年５月の会議において、

人給システム導入府省の速やかな支出官払への移行の実現に向けた取組の実施を決定している。 
5
  収納事務の効率化等関係当事者の事務処理の便宜にかなうもの。 



 

金の提出については、平成 29年度以降、緊急の提出を要するものを除き 6、支

出官による国庫金振替での提出に移行する。このため、財務省及び法務省は、

必要な法令上の措置について、最高裁判所の協力を得つつ検討を行い、平成

28年度末までに所要の措置を講ずる。 

 

ウ 独立行政法人に対する支払 

すべての支払について、支出官払に移行する。 

 

エ ア、イ、ウ以外の支払 

債権者との交渉等により、可能な限り支出官払に移行する。 

 

 

２ 支出官の設置等 

 

１の取組を進めるため、支出官が設置されていない官署（以下「支出官非設置

官署」という。）は、①新たに支出官を設置するか、②支払業務を支出官が設置

されている官署（以下「支出官設置官署」という。）に集約するか、のいずれか

の措置を講ずる。 

 

 

３ 預託金口座等の縮減 

 

(1) １及び２の取組により、前渡官払がなくなる官署の預託金口座は、廃止する。 

 

(2) １及び２の取組を行ってもなお前渡官払が残る場合、預託金口座を保有する

ためのコストを削減するため、特段の事情 7がない限り、支出官非設置官署は、

次のいずれかの取組を行う。 

① １及び２の取組を行った結果、常時小口の現金支払を必要とする経費のみが

前渡官払の対象となったことにより、保有する必要がなくなった預託金口座は

廃止する 8。 

② 複数の資金前渡官吏が行う業務を集約（出納員の活用を含む。）することに

より、保有する必要がなくなった預託金口座は廃止する。 

 

(3) 以上の取組を踏まえ、財務省及び日本銀行は、各府省等の協力を得て、保管

                         
6
  緊急の提出を要する供託金については、現行の支出官からの緊急電信送金を維持する。 

7  予算決算及び会計令第 51条の規定による限度を超過する場合が考えられる。 
8  出納官吏事務規程第 27条但し書の規定により財務大臣が定める金額の範囲内で手許保管を行う

場合 



 

金口座、供託金口座等その他日本銀行代理店に設置されている国庫金口座の廃

止・集約化を検討し、可能な限り日本銀行代理店の統廃合を図る。 

 

 

 

以上の支出官払への移行の取組と合わせて、会計事務の更なる効率化を図る観点

から、政府電子調達システムの利用拡大を見据え、総務省及び財務省は、ADAMSⅡへ

の電子決裁機能の付与のあり方について、費用対効果を踏まえつつ検討を行う 9。 

 
 

 

（以上） 

                         
9  総務省行政管理局は、平成 30年夏までに、行政文書取扱規則等に基づく決裁以外の意思決定に

相当するワークフローの中で一元的な文書管理システムの決裁機能の活用が適当と考えられるもの

の範囲を明確化し、この結果を踏まえ、総務省行政管理局と財務省会計センターがあり方を検討 



【別表】

本府会計課 本府会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本府会計課で前渡官払

― ―

― ― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

― 本府会計課に支払事務を集約し、支出官払に
移行（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）
→政策統括官（原子力防災担
当）の資金前渡官吏の廃止

― ― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

日本学術会議事務
局

日本学術会議事務局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は日本学術会議事務局で前渡
官払

― ―

沖縄総合事務局本
局（総務部会計課）

沖縄総合事務局本局（総務部会計課）の支出官
払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は沖縄総合事務局本局（総務
部人事課）で前渡官払

― ―

沖縄総合事務局本局（総務部会計課）に支払事
務を集約し、支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は沖縄総合事務局本局（総務
部人事課）で前渡官払

― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（給
与の支出官払化時）
→沖縄総合事務局本局（総務部
人事課）の資金前渡官吏の廃止

支払事務を沖縄総合事務局本局（総務部人事
課）に集約（29年度から）

沖縄総合事務局本局（総務部会計課）の支出官
払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は沖縄総合事務局本局（総務
部人事課）で前渡官払

支払事務を沖縄総合事務局本局（総務部人事
課）に集約（29年度から）

沖縄総合事務局本局（総務部会計課）の支出官
払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は沖縄総合事務局本局（総務
部人事課）で前渡官払

沖縄総合事務局本局（総務部会計課）の支出官
払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は沖縄総合事務局本局（運輸
部車両安全課）で前渡官払

― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（給
与の支出官払化時）

支払事務を沖縄総合事務局本局（運輸部車両
安全課）に集約（29年度から）

沖縄総合事務局本局（総務部会計課）の支出官
払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は沖縄総合事務局本局（運輸
部車両安全課）で前渡官払

沖縄総合事務局本
局（開発建設部管理
課）

沖縄総合事務局本局（開発建設部管理課）の支
出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は沖縄総合事務局本局（開発
建設部管理課）で前渡官払

― ―

沖縄総合事務局本局（開発建設部管理課）の支
出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は沖縄総合事務局本局（開発
建設部管理課）で前渡官払

沖縄総合事務局本局（開発建設部管理課）の支
出官払に移行（29年度から）

本庁主計課 本庁主計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本庁主計課で前渡官払

― ―

本庁主計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本庁主計課で前渡官払

― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

沖縄総合事務局本局（総務部会計課）に支払事
務を集約し、支出官払に移行（29年度から）

沖縄総合事務局本局
（運輸部車両安全課）

沖縄総合事務局の陸
運事務所、運輸事務所
（2）

沖縄総合事務局本局（総務部会計課）に支払事
務を集約し、支出官払に移行（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

沖縄総合事務局本局（総務部会計課）に支払事
務を集約し、支出官払に移行（29年度から）

給与を含む支払事務を沖縄総合事務局本局（開発建設部管理課）に集約（29年度から）

財務部の財務出張所
（2）

農林水産部の農林水
産センター（3）、土地
改良総合事務所、水利
事務所（2）

宮内庁

御料牧場

現金払への対応
（預託金口座の縮減の取組）給与以外

府省名 支出官のいる官署 支出官のいない官署

支出官払に向けた取組

給与

政策統括官（共生社会
政策担当）

政策統括官（原子力防
災担当）

内閣法制局

沖縄総合事務局本局
（総務部人事課）

内閣府・
内閣法
制局

開発建設部のダム統
合管理事務所、国道事
務所（2）、港湾・空港
整備事務所、港湾事務
所（2）、公園事務所



現金払への対応
（預託金口座の縮減の取組）給与以外

府省名 支出官のいる官署 支出官のいない官署

支出官払に向けた取組

給与

本庁主計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本庁主計課で前渡官払

本庁主計課に支払事務を集約し、支出官払に
移行（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

本局総務課 本局総務課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本局総務課で前渡官払

― ―

本局総務課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本局総務課で前渡官払

本局総務課の支出官払に移行（29年度から）

官房会計課 官房会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は官房会計課で前渡官払

― ―

警察大学校 警察大学校の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は警察大学校で前渡官払

― ―

科学警察研究所 科学警察研究所の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は科学警察研究所で前渡官払

― ―

皇宮警察本部 皇宮警察本部の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は皇宮警察本部で前渡官払

― ―

皇宮警察本部の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は皇宮警察本部で前渡官払

皇宮警察本部に支払事務を集約し、支出官払
に移行（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

管区警察局本局（7） 管区警察局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は管区警察局本局で前渡官払

― ―

管区警察局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は管区警察局本局で前渡官払

管区警察局本局の支出官払に移行（29年度か
ら）

警察学校（7） 警察学校の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は警察学校で前渡官払

― ―

北海道警察本部 北海道警察本部の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は北海道警察本部で前渡官払

― ―

北海道警察本部の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は北海道警察本部で前渡官払

北海道警察本部の支出官払に移行（29年度か
ら）

京都事務所、正倉院事
務所、陵墓監区（4）

公正取
引委員

会

事務所（5）・支所（2） 給与を含む支払事務を本局総務課に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

警察庁

東京都警察情報通信
部

①、②のいずれかを選択
①支出官を設置し、支出官払に移行

（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は東京都警察情報通信部で前渡官払

②官房会計課に支払事務を集約し、支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は東京都警察情報通信部で前渡官払

（左記で②を選択した場合）本文
３－⑴、⑵の取組を実施（給与の
支出官払化時）

皇宮警察京都護衛署

府県情報通信部（45） 給与を含む支払事務を管区警察局本局に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

北海道警察学校 給与を含む支払事務を北海道警察本部に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）



現金払への対応
（預託金口座の縮減の取組）給与以外

府省名 支出官のいる官署 支出官のいない官署

支出官払に向けた取組

給与

（左記で②を選択した場合）本文
３－⑴、⑵の取組を実施（給与の
支出官払化時）

北海道警察各方面
本部（4）

北海道警察各方面本部の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は北海道警察各方面本部で前
渡官払

― ―

警視庁、府県警察本
部（45）

警視庁、府県警察本部の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は警視庁、府県警察本部で前
渡官払

― ―

個人情
報保護
委員会

総務課 総務課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は総務課で前渡官払

― ―

金融庁 総務企画局総務課 総務企画局総務課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は総務企画局総務課で前渡官
払

速やかに、支出官払に移行 ―

消費者
庁

総務課 総務課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は総務課で前渡官払

― ―

復興庁 予算・会計班 ― ― ―

本省会計課 本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

― ―

支払事務を本省会計課に集約（29年度から）

本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

本省会計課の支出官払に移行（29年度から）

本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

本省会計課の支出官払に移行（29年度から）

支払事務を本省会計課に集約（29年度から）

本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

支払事務を本省会計課に集約（29年度から）

本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

北海道警察情報通信
部、北海道警察情報通
信部各方面（4）

①、②のいずれかを選択
①支出官を設置し、支出官払に移行

（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は北海道警察情報通信部、北海道警察情報通信部各方面で前渡官払

②北海道警察本部（又は他の支出官設置官署）に支払事務を集約し、支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は北海道警察情報通信部、北海道警察情報通信部各方面で前渡官払

総務省

本省統計局

統計研修所

情報通信政策研究所

給与を含む支払事務を本省会計課に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

自治大学校 ― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

アジア太平洋統計研
修所（政策統括官（統
計基準担当）に置く部
等）

給与を含む支払事務を本省会計課に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）



現金払への対応
（預託金口座の縮減の取組）給与以外

府省名 支出官のいる官署 支出官のいない官署

支出官払に向けた取組

給与

支払事務を本省会計課に集約（29年度から）

本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

政策統括官（恩給担
当）

政策統括官（恩給担当）の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は政策統括官（恩給担当）で前
渡官払

― ―

消防庁本庁 消防庁本庁の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は消防庁本庁で前渡官払

― ―

（左記で②を選択した場合）本文
３－⑴、⑵の取組を実施（給与の
支出官払化時）

（左記で②を選択した場合）本文
３－⑴、⑵の取組を実施（給与の
支出官払化時）

管区行政評価局・四
国支局・沖縄事務所
（9）

管区行政評価局・四国支局・沖縄事務所の支出
官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は管区行政評価局・四国支局・
沖縄事務所で前渡官払

― ―

管区行政評価局・四国支局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は管区行政評価局・四国支局
で前渡官払

管区行政評価局・四国支局の支出官払に移行
（29年度から）

総合通信局（沖縄事
務所を含む。）（11）

総合通信局（沖縄事務所を含む。）の支出官払
に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は総合通信局（沖縄事務所を
含む。）で前渡官払

― ―

本省会計課 本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

― ―

最高検察庁、高等検
察庁（8）、地方検察
庁（50）

最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁の支出
官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は最高検察庁、高等検察庁、地
方検察庁で前渡官払

速やかに、支出官払に移行 ―

地方検察庁の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は地方検察庁で前渡官払

― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

法務局（8）、地方法
務局（42）

法務局、地方法務局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は法務局、地方法務局で前渡
官払

速やかに、支出官払に移行 ―

矯正管区（8） 矯正管区の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は矯正管区で前渡官払

― ―

刑務所（61）、少年刑
務所（7）、拘置所（8）

刑務所、少年刑務所、拘置所の支出官払に移
行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は刑務所、少年刑務所、拘置所
で前渡官払

速やかに、支出官払に移行 ―

消防大学校 ①、②のいずれかを選択
①消防大学校に支出官を設置し、支出官払に移行

（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は消防大学校で前渡官払

②消防庁本庁に支払事務を集約し、支出官払に移行
（移行時期は支出官化WGで決定）
※それまでの間は消防大学校で前渡官払

消防研究センター ①、②のいずれかの方法を選択
①消防研究センターに支出官を設置し、支出官払に移行

 （移行時期は支出官払化WGで決定）
 ※それまでの間は消防研究センターで前渡官払

②消防庁本庁に支払事務を集約し、支出官払に移行
 （移行時期は支出官払化WGで決定）
 ※それまでの間は消防研究センターで前渡官払

行政評価事務所・分室
（41）

給与を含む支払事務を管区行政評価局・四国支局に集約（29年度から）

公害等調整委員会 ― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

法務省

地方検察庁の支部
（18）



現金払への対応
（預託金口座の縮減の取組）給与以外

府省名 支出官のいる官署 支出官のいない官署

支出官払に向けた取組

給与

刑務所、少年刑務所、拘置所の支出官払に移
行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は刑務所、少年刑務所、拘置所
で前渡官払

刑務所、少年刑務所、拘置所の支出官払に移
行（29年度から）

少年院（48）、少年鑑
別所（51）、東京婦人
補導院、矯正研修所

少年院、少年鑑別所、東京婦人補導院、矯正研
修所の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は少年院、少年鑑別所、東京婦
人補導院、矯正研修所で前渡官払

― ―

福岡少年鑑別所の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は福岡少年鑑別所で前渡官払

― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（速
やかに）
→小倉少年鑑別所の資金前渡
官吏の廃止

地方更生保護委員
会（8）

地方更生保護委員会の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は地方更生保護委員会で前渡
官払

― ―

地方更生保護委員会の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は地方更生保護委員会で前渡
官払

地方更生保護委員会の支出官払に移行（29年
度から）

地方入国管理局
（8）、入国者収容所
（2）

地方入国管理局、入国者収容所の支出官払に
移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は地方入国管理局、入国者収
容所で前渡官払

速やかに、支出官払に移行 ―

地方入国管理局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は地方入国管理局で前渡官払

地方入国管理局に支払事務を集約し、支出官
払に移行（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

公安調査庁、公安調
査局（8）

公安調査庁、公安調査局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は公安調査庁、公安調査局で
前渡官払

― ―

近畿公安調査局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は近畿公安調査局で前渡官払

― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

本省会計課 ― 速やかに、支出官払に移行（赴任・帰朝旅費を
除く）

―

― 本省会計課に支払事務を集約し、支出官払に
移行（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

― 本省会計課に支払事務を集約し、支出官払に
移行（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

本省会計課 本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

― ―

財務（支）局（10） 財務（支）局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は財務（支）局で前渡官払

― ―

関東財務局に支払事務を集約し、支出官払に
移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は財務事務所（東京、千葉、横
浜）で前渡官払

― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（給
与の支出官払化時）

税関（8）、沖縄地区 税関、沖縄地区の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は税関、沖縄地区で前渡官払

― ―

給与を含む支払事務を地方更生保護委員会に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

刑務支所・拘置支所
（104）

給与を含む支払事務を刑務所、少年刑務所、拘置所に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

小倉少年鑑別所支所

地方入国管理局支局
（7）

京都公安調査事務所

外務省

大阪分室

沖縄事務所

保護観察所（50）、支
部（1）

財務省

財務事務所（東京、千
葉、横浜）



現金払への対応
（預託金口座の縮減の取組）給与以外

府省名 支出官のいる官署 支出官のいない官署

支出官払に向けた取組

給与

国税庁本庁、国税
局・沖縄国税事務所
（12）、税務大学校

国税庁本庁、国税局、沖縄国税事務所、税務大
学校の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は国税庁本庁、国税局、沖縄事
務所、税務大学校で前渡官払

― ―

国税局、沖縄国税事務所の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は国税局、沖縄事務所で前渡
官払

― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

国税局に支払事務を集約し、支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は税務大学校地方研修所で前
渡官払

国税局に支払事務を集約し、支出官払に移行
（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（給
与の支出官払化時）

国税庁本庁、国税局に支払事務を集約し、支出
官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は国税不服審判所本部、支部
で前渡官払

国税庁本庁、国税局に支払事務を集約し、支出
官払に移行（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（給
与の支出官払化時）

本省会計課 本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

― ―

文化庁官房政策課 文化庁官房政策課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は文化庁官房政策課で前渡官
払

― ―

国立教育政策研究
所

国立教育政策研究所の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は国立教育政策研究所で前渡
官払

― ―

科学技術・学術政策
研究所

科学技術・学術政策研究所の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は科学技術・学術政策研究所
で前渡官払

― ―

日本学士院 日本学士院の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は日本学士院で前渡官払

― ―

本省会計課 本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

― ―

本省労働基準局 本省労働基準局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省労働基準局で前渡官払

― ―

本省職業安定局 本省職業安定局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省職業安定局で前渡官払

― ―

本省雇用均等・児童
家庭局

本省雇用均等・児童家庭局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省雇用均等・児童家庭局
で前渡官払

― ―

本省年金局 本省年金局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省年金局で前渡官払

― ―

検疫所（13） 検疫所の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は検疫所で前渡官払

― ―

国立ハンセン病療養
所（13）

国立ハンセン病療養所の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は国立ハンセン病療養所で前
渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

文部科
学省

税務署（234）

税務大学校地方研修
所（11）

国税不服審判所本部・
支部（13）

厚生労
働省



現金払への対応
（預託金口座の縮減の取組）給与以外

府省名 支出官のいる官署 支出官のいない官署

支出官払に向けた取組

給与

試験研究機関
（社会保障・人口問
題研究所、保健医療
科学院、感染症研究
所、医薬品食品衛生
研究所）

試験研究機関（社会保障・人口問題研究所、保
健医療科学院、感染症研究所、医薬品食品衛
生研究所）の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は試験研究機関（社会保障・人
口問題研究所、保健医療科学院、感染症研究
所、医薬品食品衛生研究所）で前渡官払

― ―

障害者リハビリテー
ションセンター

障害者リハビリテーションセンターの支出官払
に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は障害者リハビリテーションセ
ンターで前渡官払

― ―

児童自立支援施設
（2）

児童自立支援施設の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は児童自立支援施設で前渡官
払

― ―

厚生局（分室）（9） 厚生局（分室）の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は厚生局（分室）で前渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

厚生局（分室）の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は厚生局（分室）で前渡官払

厚生局（分室）に支払事務を集約し、支出官払
に移行（29年度から）（秘匿性のあるものを除く）

―

労働局本局（47） 労働局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は労働局本局で前渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

労働局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は労働局本局で前渡官払

労働局本局に支払事務を集約し、支出官払に
移行（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

中央労働委員会事
務局本局

中央労働委員会事務局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は中央労働委員会事務局本局
で前渡官払

― ―

中央労働委員会事務局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は中央労働委員会事務局本局
で前渡官払

中央労働委員会事務局本局に支払事務を集約
し、支出官払に移行（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

本省予算課 本省予算課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省予算課で前渡官払

― ―

本省予算課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省予算課で前渡官払

本省予算課の支出官払に移行（29年度から）

農林水産技術会議
事務局筑波産学連
携支援センター

農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援セ
ンターの支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は農林水産技術会議事務局筑
波産学連携支援センターで前渡官払

― ―

地方農政局・北海道
農政事務所（8）

地方農政局・北海道農政事務所の支出官払に
移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は地方農政局・北海道農政事
務所で前渡官払

― ―

地方農政局・北海道農政事務所の支出官払に
移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は農政局・北海道農政事務所
で前渡官払

地方農政局・北海道農政事務所の支出官払に
移行（29年度から）

横浜植物防疫所本
所

横浜植物防疫所本所の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は横浜植物防疫所本所で前渡
官払

― ―

厚生局麻薬取締部（麻
薬取締支所）（9）

労働局支所・出張所
（416）

農林水
産省

農林水産研修所（本
所、つくば館）

給与を含む支払事務を本省予算課に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

土地改良事務所等
（72）

給与を含む支払事務を地方農政局・北海道農政事務所に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

中央労働委員会事務
局支所（7）



現金払への対応
（預託金口座の縮減の取組）給与以外

府省名 支出官のいる官署 支出官のいない官署

支出官払に向けた取組

給与

横浜植物防疫所本所の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は横浜植物防疫所本所で前渡
官払

横浜植物防疫所本所の支出官払に移行（29年
度から）

動物検疫所本所 動物検疫所本所の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は動物検疫所本所で前渡官払

― ―

動物検疫所本所の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は動物検疫所本所で前渡官払

動物検疫所本所の支出官払に移行（29年度か
ら）

動物医薬品検査所 動物医薬品検査所の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は動物医薬品検査所で前渡官
払

― ―

農林水産政策研究
所

農林水産政策研究所の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は農林水産政策研究所で前渡
官払

速やかに支出官払に移行 ―

林野庁本庁 林野庁本庁の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は林野庁本庁で前渡官払

― ―

林野庁本庁の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は林野庁本庁で前渡官払

林野庁本庁の支出官払に移行（29年度から）

森林管理局（7） 森林管理局支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は森林管理局で前渡官払

― ―

水産庁本庁 水産庁本庁の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は水産庁本庁で前渡官払

― ―

水産庁本庁の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は水産庁本庁で前渡官払

水産庁本庁の支出官払に移行（29年度から）

本省会計課 本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

― ―

本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

本省会計課の支出官払に移行（29年度から）

本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

本省会計課の支出官払に移行（29年度から）

植物防疫所（本所（横
浜植物防疫所本所を
除く。）・支所・事務所）
（20）

森林技術総合研修所 給与を含む支払事務を林野庁本庁に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

漁業調整事務所（6） 給与を含む支払事務を水産庁本庁に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

給与を含む支払事務を横浜植物防疫所本所に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

動物検疫所支所（7） 給与を含む支払事務を動物検疫所本所に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

経済産
業省

経済産業研修所 給与を含む支払事務を本省会計課に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

那覇産業保安監督事
務所

給与を含む支払事務を本省会計課に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）



現金払への対応
（預託金口座の縮減の取組）給与以外

府省名 支出官のいる官署 支出官のいない官署

支出官払に向けた取組

給与

本省貿易経済協力
局

本省貿易経済協力局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省貿易経済協力局で前渡
官払

― ―

資源エネルギー庁 資源エネルギー庁の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は資源エネルギー庁で前渡官
払

速やかに支出官払に移行 ―

中小企業庁 中小企業庁の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は中小企業庁で前渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

特許庁 特許庁の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は特許庁で前渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

経済産業局（8） 経済産業局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は経済産業局で前渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

中部経済産業局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は中部経済産業局で前渡官払

中部経済産業局に支払事務を集約し、支出官
払に移行（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

本省会計課 本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

本省会計課の支出官払に移行（29年度から）

（左記で②を選択した場合）本文
３－⑴、⑵の取組を実施（給与の
支出官払化時）

本省航空局 本省航空局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省航空局で前渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

本省航空局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省航空局で前渡官払

― ―

本省航空局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省航空局で前渡官払

― ―

本省航空局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省航空局で前渡官払

― ―

本省北海道局 本省会計課の支出官払に移行（非常勤職員等
は本省北海道局で支出官払化済）
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

― ―

国土技術政策総合
研究所（つくば）

国土技術政策総合研究所（つくば）の支出官払
に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は国土技術政策総合研究所
（つくば）で前渡官払

― ―

国土技術政策総合
研究所（横須賀）

国土技術政策総合研究所（横須賀）の支出官払
に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は国土技術政策総合研究所
（横須賀）で前渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

中部経済産業局北陸
支局

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

小笠原総合事務所 ①、②のいずれかを選択
①支出官を設置し、支出官払に移行

（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は小笠原総合事務所で前渡官払

②本省会計課に支払事務を集約し、支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は小笠原総合事務所で前渡官払

本省航空局のセンター
（技術管理センター、シ
ステム開発評価・危機
管理センター、空港保
安防災教育訓練セン
ター）

国土交
通省

国土交通大学校
柏研修センター

給与を含む支払事務を本省会計課に集約（29年度から）

航空交通管制部（4）

航空保安大学校（本
校、岩沼研修センター）



現金払への対応
（預託金口座の縮減の取組）給与以外

府省名 支出官のいる官署 支出官のいない官署

支出官払に向けた取組

給与

国土交通大学校 国土交通大学校の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は国土交通大学校で前渡官払

― ―

国土地理院本院 国土地理院本院の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は国土地理院本院で前渡官払

― ―

国土地理院本院の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は国土地理院本院で前渡官払

本院に支払事務を集約し、支出官払に移行（29
年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

海難審判所 海難審判所の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は海難審判所で前渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

地方整備局本局（建
設）（8）

地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は地方整備局本局で前渡官払

― ―

東北地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は東北地方整備局本局で前渡
官払

東北地方整備局本局の支出官払に移行（29年
度から）

関東(44) 関東地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は関東地方整備局本局で前渡
官払

関東地方整備局本局に支払事務を集約し、支
出官払に移行（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

北陸(23) 北陸地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は北陸地方整備局本局で前渡
官払

北陸地方整備局本局に支払事務を集約し、支
出官払に移行（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

中部(31) 中部地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は中部地方整備局本局で前渡
官払

― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

近畿(28) 近畿地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は近畿地方整備局本局で前渡
官払

近畿地方整備局本局に支払事務を集約し、支
出官払に移行（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

中国(20) 中国地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は中国地方整備局本局で前渡
官払

― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

支払事務を四国地方整備局本局に集約（29年
度から）

四国地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は四国地方整備局本局で前渡
官払

九州地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は九州地方整備局本局で前渡
官払

九州地方整備局本局の支出官払に移行（29年
度から）

地方整備局本局（港
湾）（8）

地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は地方整備局本局で前渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

国土地理院地方測量
部（沖縄支所を含む。）
（10）

地
方
整
備
局
事
務
所

（
建
設

）
（
2
2
3

）

東北(33) 給与を含む支払事務を東北地方整備局本局に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

四国(15) ― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

九州(29) 給与を含む支払事務を九州地方整備局本局に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）



現金払への対応
（預託金口座の縮減の取組）給与以外

府省名 支出官のいる官署 支出官のいない官署

支出官払に向けた取組

給与

支払事務を東北地方整備局本局に集約（29年
度から）

東北地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は東北地方整備局本局で前渡
官払

関東(7) 関東地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は関東地方整備局本局で前渡
官払

― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

北陸(5) 北陸地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は北陸地方整備局本局で前渡
官払

国庫債務負担行為に関する支払が終了する30
年4月末まで前渡官払

本文３－⑴、⑵の取組を実施（30
年度から）

中部(5) 中部地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は中部地方整備局本局で前渡
官払

― ―

近畿(5) 近畿地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は近畿地方整備局本局で前渡
官払

― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

中国(5) 中国地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は中国地方整備局本局で前渡
官払

― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

四国(5) 四国地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は四国地方整備局本局で前渡
官払

― 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

九州(13) 九州地方整備局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は九州地方整備局本局で前渡
官払

九州地方整備局本局に支払事務を集約し、支
出官払に移行（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

北海道開発局本局 北海道開発局本局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は北海道開発局本局で前渡官
払

― ―

開発建設部（10） 開発建設部の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は開発建設部で前渡官払

― ―

札幌開発建設部本部の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は札幌開発建設部本部で前渡
官払

札幌開発建設部本部の支出官払に移行（29年
度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

運輸局（9）、神戸運
輸監理部

運輸局、神戸運輸監理部の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は運輸局、神戸運輸監理部で
前渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

地方航空局（東京、
大阪）

本省航空局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省航空局で前渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

本省航空局の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省航空局で前渡官払

― ―

気象庁本庁、管区気
象台（5）、沖縄気象
台、気象研究所、気
象衛星センター

気象庁本庁、管区気象台、沖縄気象台、気象研
究所、気象衛星センターの支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は気象庁本庁、管区気象台、沖
縄気象台、気象研究所、気象衛星センターで前
渡官払

― ―

運輸安全委員会 運輸安全委員会の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は運輸安全委員会で前渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

札幌道路事務所
（札幌開発建設部）

地
方
整
備
局
事
務
所

（
港
湾

）
（
5
3

）

東北(8) ―

空港事務所（航空路監
視レーダー事務所、航
空衛星センターを含
む。）（36）



現金払への対応
（預託金口座の縮減の取組）給与以外

府省名 支出官のいる官署 支出官のいない官署

支出官払に向けた取組

給与

海上保安庁本庁 海上保安庁本庁の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は海上保安庁本庁で前渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

管区海上保安本部
（11）、海上保安大学
校、海上保安学校

管区海上保安本部、海上保安大学校、海上保
安学校の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は管区海上保安本部、海上保
安大学校、海上保安学校で前渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

管区海上保安本部の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は管区海上保安本部で前渡官
払

管区海上保安本部に支払事務を集約し、支出
官払に移行（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

本省会計課 本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

本省会計課の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払

本省会計課に支払事務を集約し、支出官払に
移行（29年度から）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

国立水俣病総合研
究センター

国立水俣病総合研究センターの支出官払に移
行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は国立水俣病総合研究セン
ターで前渡官払

― ―

地方環境事務所本
所（7）

地方環境事務所本所の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は地方環境事務所本所で前渡
官払

― ―

地方環境事務所本所の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は地方環境事務所本所で前渡
官払

地方環境事務所本所の支出官払に移行（29年
度から）

原子力規制庁本庁 原子力規制庁本庁の支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は原子力規制庁本庁で前渡官
払

― ―

本省会計課 本省会計課の支出官払に移行（常勤職員）
（防衛人給システムの運用開始時（32年１月）か
ら）
※それまでの間は本省会計課で前渡官払
非常勤職員等の給与は速やかに支出官払に移
行

速やかに支出官払に移行
（退職手当は防衛人給システムの運用開始時
（32年１月）に支出官払に移行）

―

地方防衛局（8）、東
海防衛支局、熊本防
衛支局

地方防衛局、東海防衛支局、熊本防衛支局の
支出官払に移行（常勤職員）
（防衛人給システムの運用開始時（32年1月）か
ら）
※それまでの間は地方防衛局、東海防衛支局、
熊本防衛支局で前渡官払
非常勤職員等の給与は速やかに支出官払に移
行

速やかに支出官払に移行
（退職手当は防衛人給システムの運用開始時
（32年１月）に支出官払に移行）

―

北海道防衛局、九州防衛局の支出官払に移行
（常勤職員）
（防衛人給システムの運用開始時（32年１月）か
ら）
※それまでの間は北海道防衛局、九州防衛局
で前渡官払
非常勤職員等の給与は北海道防衛局、九州防
衛局の支出官払に移行（29年度から）

北海道防衛局、九州防衛局の支出官払に移行
（29年度から）
（退職手当は防衛人給システムの運用開始時
（32年１月）に支出官払に移行）

環境省

自然環境局の事務所
等（5）

環境調査研修所 ①、②のいずれかを選択
①環境調査研修所に支出官を設置し、支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は環境調査研修所で前渡官払
②本省会計課に支払事務を集約し、支出官払に移行
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は環境調査研修所で前渡官払

（左記で②を選択した場合）本文
３－⑴、⑵の取組を実施（給与の
支出官払化時）

地方環境事務所本所
の管轄事務所（5）

給与を含む支払事務を地方環境事務所本所に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

横浜海上保安部（第三
管区海上保安本部管
轄）、石垣海上保安部
（第十一管区海上保安
本部管轄）

給与を含む支払事務を北海道防衛局、九州防衛局にそれぞれ集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

防衛省

帯広防衛支局、長崎防
衛支局



現金払への対応
（預託金口座の縮減の取組）給与以外

府省名 支出官のいる官署 支出官のいない官署

支出官払に向けた取組

給与

地方防衛局、東海防衛支局、熊本防衛支局の
支出官払に移行（常勤職員）
（防衛人給システムの運用開始時（32年1月）か
ら）
※それまでの間は地方防衛局、東海防衛支局、
熊本防衛支局で前渡官払
地方防衛局、東海防衛支局、熊本防衛支局に
非常勤職員等の給与の支払事務を集約し、支
出官払に移行（29年度から）

地方防衛局、東海防衛支局、熊本防衛支局に
支払事務を集約し、支出官払に移行（29年度か
ら）
（退職手当は防衛人給システムの運用開始時
（32年１月）に支出官払に移行）

本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

防衛装備庁本庁 防衛装備庁本庁の支出官払に移行（常勤職員）
（防衛人給システムの運用開始時（32年1月）か
ら）
※それまでの間は防衛装備庁本庁で前渡官払
非常勤職員等の給与は速やかに支出官払に移
行

速やかに支出官払に移行
（退職手当は防衛人給システムの運用開始時
（32年１月）に支出官払に移行）

―

防衛装備庁本庁の支出官払に移行（常勤職員）
（防衛人給システムの運用開始時（32年1月）か
ら）
※それまでの間は防衛装備庁本庁で前渡官払
非常勤職員等の給与は防衛装備庁本庁の支出
官払に移行（29年度から）

防衛装備庁本庁の支出官払に移行（29年度か
ら）
（退職手当は防衛人給システムの運用開始時
（32年１月）に支出官払に移行）

防衛大学校 防衛大学校の支出官払に移行（常勤職員）
（防衛人給システムの運用開始時（32年1月）か
ら）
※それまでの間は防衛大学校で前渡官払

速やかに支出官払に移行
（退職手当は防衛人給システムの運用開始時
（32年１月）に支出官払に移行）

―

防衛医科大学校 防衛医科大学校の支出官払に移行（常勤職員）
（防衛人給システムの運用開始時（32年1月）か
ら）
※それまでの間は防衛医科大学校で前渡官払
非常勤職員等の給与は速やかに支出官払に移
行

速やかに支出官払に移行
（退職手当は防衛人給システムの運用開始時
（32年１月）に支出官払に移行）

―

防衛研究所 防衛研究所の支出官払に移行（常勤職員）
（防衛人給システムの運用開始時（32年1月）か
ら）
※それまでの間は防衛研究所で前渡官払
非常勤職員等の給与は速やかに支出官払に移
行

速やかに支出官払に移行
（退職手当は防衛人給システムの運用開始時
（32年１月）に支出官払に移行）

―

情報本部 情報本部の支出官払に移行（常勤職員）
（防衛人給システムの運用開始時（32年1月）か
ら）
※それまでの間は情報本部で前渡官払
非常勤職員等の給与は速やかに支出官払に移
行

速やかに支出官払に移行
（退職手当は防衛人給システムの運用開始時
（32年１月）に支出官払に移行）

―

防衛監察本部 防衛監察本部の支出官払に移行（常勤職員）
（防衛人給システムの運用開始時（32年1月）か
ら）
※それまでの間は防衛監察本部で前渡官払
非常勤職員等の給与は速やかに支出官払に移
行

速やかに支出官払に移行
（退職手当は防衛人給システムの運用開始時
（32年１月）に支出官払に移行）

―

統合幕僚監部 統合幕僚監部の支出官払に移行（常勤職員）
（防衛人給システムの運用開始時（32年1月）か
ら）
※それまでの間は統合幕僚監部で前渡官払
非常勤職員等の給与は速やかに支出官払に移
行

速やかに支出官払に移行
（退職手当は防衛人給システムの運用開始時
（32年１月）に支出官払に移行）

―

本院会計課 本院会計課の支出官払に移行（非常勤職員等）
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本院会計課で前渡官払

速やかに支出官払に移行 ―

本院会計課又は公務員研修所の支出官払に移
行（非常勤職員等）
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本院会計課又は公務員研修
所で前渡官払

①、②のいずれかにより支出官払に移行（29年
度から）
①支出官を設置し、支出官払に移行
②本院会計課に支払事務を集約し、支出官払
に移行

（左記で②を選択した場合）本文
３－⑴、⑵の取組を実施（29年度
から）

本院会計課又は地方事務局（所）の支出官払に
移行(非常勤職員等）
（移行時期は支出官払化WGで決定）
※それまでの間は本院会計課又は地方事務局
（所）で前渡官払

①、②のいずれかにより支出官払に移行（29年
度から）
①支出官を設置し、支出官払に移行
②本院会計課に支払事務を集約し、支出官払
に移行

（左記で②を選択した場合）本文
３－⑴、⑵の取組を実施（29年度
から）

防衛人給システムの運用開始（32年１月）に向けて、支出官の設置のあり方を検討することとしており、それを踏まえ、支出事務の集
約化や預託金口座の縮減に取組

人事院

公務員研修所

地方事務局(所)（9）

防衛事務所（27）

研究所・支所（陸上装
備、艦艇装備、航空装
備、電子装備、先進技
術推進センター）、
試験場（札幌、下北、
岐阜）

給与を含む支払事務を防衛装備庁本庁に集約（29年度から） 本文３－⑴、⑵の取組を実施（29
年度から）

陸上・海上・航空自衛
隊(253)


