を担っている国庫業務課国庫計理業務グルー

感じられるかもしれませんが、国庫金のやり

て、極めて複雑な事務を毎日確実にこなして

このように膨大な金額・件数のお金につい

の事務を処理する際には、単純なお金の受払

そんな膨大な物量の国庫金業務ですが、そ

そこで、個人・企業が国庫金を納付する際の

の本支店は全国に三三カ店しかありません。

を見かけたことがあると思います。日本銀行
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日本銀行が担う「政府の銀行」の仕事「業務局」

「国庫金」──皆さんが普段、あまり耳にしない言葉かと思います。しかし、実は「国庫金」

「例えば、税金の受
プ長の春田壮彦さんは、

とりには、様々な特別会計の受払いや、国に

ところで、金融機関の店舗に行くと、入口

「国庫金の受払件数は、年間で約四億六〇〇

いだけではなく、国のお金を正確に管理する

利便性を考え、受入事務については全国約

に「日本銀行歳入代理店」といったプレート

〇万件、金額にして約二五〇〇兆円にものぼ

ために、様々な仕事を同時に処理していま

四万店の金融機関の店舗に委託しています。

す」

の受払いも含まれ、多岐にわたっているんで

いるのが、日本銀行なのです。

と話します。

算整理して、
官庁に報告する必要があります」

払いに際しては、必ず各官庁別・会計別に計

提供しなければなりません。また、お金の受

出を受けた書面から読み取り、正確に官庁に

た税の内容など様々な情報を、納税者から提

はる た そ う す け

は、国民の皆さんの生活に深く関わっています。例えば、国から支払われる年金や公共工事

入れに際しては、金額だけでなく、納められ

たいと思います。

金融機関と連携し、国と国民の
お金のやりとりを円滑に行う
国と個人・企業の間のお金のやりとりは膨
大です。業務局総務課国庫業務企画グループ

ります。国の一般会計予算が一〇〇兆円弱な

す。実際に日本銀行本店で国庫金の受払事務

いな み ま さ ふ み

のにその何十倍もの規模になるのは不思議に

長の稲見征史さんは次のように語ります。

一時的に預けられる現金（供託金、
保管金等）

民一人一人に直結している「国庫金」業務を紹介し、そこで働く人々の熱い思いをお伝えし

仕事を担っているのが、業務局です。今回のＦＯＣＵＳ ＢＯＪでは、知られざる、しかし国

通じて行われています。そして、日本銀行でこの政府預金を通じた「国庫金」のやりとりの

この「国庫金」のやりとりのすべては、日本銀行本店にある国の預金口座（政府預金）を

のことを、国の庫（くら＝金庫）に関係するお金として、
「国庫金」と呼んでいます。

の費用、国に納める税金や交通反則金といった、個人や企業と国との間で受払いされるお金

国民一人一人が、国とのお金のやりとりを
安心して行えるという
「当たり前」
を
日々実現する仕事

14
◆

■国庫金の受払いにかかる全国のネットワーク

融機関の店舗を網羅しており、日本全国の

なのです。四万店というと、国内の大半の金

この委託先の店舗が「日本銀行歳入代理店」

店のネットワークを整備したり、受払事務の

います。具体的には、一般代理店・歳入代理

うにすることを使命として業務に取り組んで

口座に振り込んでいくので

間違いなく各個人・企業の

それをもとに各金融機関は

の情報を各金融機関に伝え、

現在、国庫金の支払事務

進め方等を政府や金融機関と調整したりして

ムの企画・構築等も大事な仕事です。そして、

の約九五％はシステム処理

津々浦々にある金融機関で国庫金を納付でき

逆に、国から個人・企業への年金や税金の

こうした枠組みのもとで、日本銀行本支店・

に移行し、電子化・効率化

す。

還付金、公共工事の費用などの様々な支払い

一般代理店・歳入代理店を通じて、一件、一

が大きく進んでいます。
もっ

います。また、実務に即した事務処理システ

についても、利便性を高めるようにしていま

円たりとも間違えることなく、毎日の事務が

るようになっています。

す。全国各地には約四〇〇〇の官庁がありま

とも、大量のデータが国・

書面により依頼される支払事務は、全体の約

また、国から日本銀行本支店・一般代理店に

延等が起きないよう、毎日、気が抜けません。

テムを流れているわけですから、障害による遅

日本銀行・金融機関のシス

処理されているのです」
と、稲見さんは誇りを持って説明してくれ
ました。

期日に確実に振り込まれるように―
強い使命感が求められる「支払事務」

取る際の方法は、口座振込が一般的です。そ

また、現状、国民の皆さんが国庫金を受け

ば公共工事の費用等の支払い、個人であれば

国の支払事務の対象は、相手が企業であれ

国から個人・企業への国庫金の支払事務です。

の課題となっています。

この事務をどのように効率的にするかが、今後

続き手作業での処理を余儀なくされています。

年間約一二〇〇万件にものぼり、これらは引き

ループは、わが国

国庫業務企画グ

「 業務局総務課

の時、国からは支払い相手や金額といった明細

各個人や企業の口座にお金を振り込みます。こ

お金が振り込まれます。その後、各金融機関が

預金から、日本銀行にある各金融機関の口座に

国からの支払いは、まず日本銀行にある政府

たりして、個人の口座への振り込みが遅れるこ

事務に手間取ったりシステムにトラブルが生じ

当など、個人の生活に直結するお金があります。

ことです。国からの支払いには、年金や失業手

に確実に支払いを行わなければならないという

「我々が常に意識していることは、期日通り

システムによる支払事務の様子

す。これらの官庁が日本銀行に支払いを依頼
したり、国民の皆さんが窓口でお金を受払い
したりするためのアクセスポイントとして、
全国約五〇〇店の金融機関の店舗──「日本
銀行一般代理店」と言います──には国庫金
の受入れだけでなく、支払いも含めた広範な

こで、国民の皆さ

年金の支払い等が挙げられます。例えば年金

こうした事務を一手に担う国庫業務課国庫送

五％まで減少しているとはいえ、件数でみると

んが、国内のほぼ

の支払いであれば、偶数月の支給日毎に約

金業務グループ企画役補佐の漆原新一さんは業

それでは実務の現場を見てみましょう。まず、

すべての金融機関

六兆七〇〇〇億円、約四二〇〇万件にものぼる

務に対する思いを次のように語ります。

業務を委託しています。

を口座振込先とし

膨大な事務が発生します。

1,446 金融機関
口座振込による国庫金の
受取りが可能な金融機関

うるしば ら

て指定できるよう

の国庫金の受払事

情報も日本銀行に伝えられます。日本銀行はそ

にしています。

務が円滑に進むよ
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（平成 26 年 12 月現在）



日本銀行一般代理店

489 店舗
日本銀行歳入代理店

40,652 店舗

（注）歳入代理店の数には歳入復代理店、
および歳入復々
代理店を含む。

納付書の OCR での
処理作業の様子

そして納付書に記載された情報をもとに各官

名古屋、
大阪、
広島、
福岡支店）に集められます。

銀行本支店七カ店（本店のほか、札幌、仙台、

るのが、国庫業務課国庫計

本店でその事務を行ってい

データにします。日本銀行

書の情報を読み取り、電子

読取装置）を使って、納付

ステム運行を行うことが大事であり、この点は、

庁別・会計別等に必要な計算整理を行い、官

理業務グループです。その

付書は、全国の歳入代理店等を通じて、日本

実際に個人の方々の口座へ振込処理を行う各金

庁に報告します。お金の収納、紙の納付書の

事務について同グループの

ら電子的な納付が可能になっていますが、そ

ンキング、モバイルバンキング、ＡＴＭ等か

だ途上にあります。既に、インターネットバ

り、受入事務については、電子化の進展はま

九〇万枚にも達します。これは、納付書の厚

ピークとなる七月十日納付分では、一日に

ます。普段は一〇万枚程度の送付量が、年間

書の送付は、特定の日に集中する傾向があり

ところで、金融機関から日本銀行への納付

ベースでみると、一日平均で全体の一五％ほ

このため、高性能の OCR であっても、枚数

はみ出たりしていることも少なくありません。

書きで書かれた文字はかすれていたり枠から

目や文字数が多く、また手

「一枚当たりの読み取り項

目は、人が一枚ごとに確認しながら手入力で

金融機関で納められたお金

りそうです。

向上させるなど工夫の余地があ

るとともに、使い勝手をさらに

高さを国民の皆さんにお伝えす

行本支店七カ店では、ピーク時でなくとも一

とてもたくさんあります。そのため、日本銀

納付書には読み取らなければならない項目が

な納付情報を国に報告する事務も担っており、

各官庁別・会計別の計算整理に加えて、詳細

日本銀行は、納付された国庫金について、

ロアに所狭しと積まれ、それに埋もれて作業

届きます。その日は、納付書の入った箱がフ

時で言えば九〇万枚のうちの四〇万枚ほどが

店の中では本店の規模が最も大きく、ピーク

納付書が集められます。日本銀行本支店七カ

「本店には関東、甲信越、そして沖縄地区の
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とがないよう、日々しっかりした事務処理やシ

融機関のご協力・ご理解を得ているところです」

計理処理、これら二つの作業は、国民の皆さ

山 縣涼子さんが語ってくれ

続いて、税金に代表される国庫金の受入事

一日九〇万枚の納付書をＯＣＲ処理
効率化を図る「受入事務」

んが窓口で国庫金を納めてから、わずか二日

ました。

の納付件数は国庫金の受入全体の約一〇％に

みを〇・一ミリとしても、積み上げるとおよそ

どの納付書については完全には読み取ること

やまがた

の間に完了することになります。

とどまっています。実際に個人や企業が納付

二五階建てのビルの高さに相当します。

務について見てみましょう。支払事務と異な

する際は、従来通り、紙の納付書を金融機関

毎月十日の源泉所得税の納期（七月は年二回

完璧なデータに仕上げています。間違えない

ができません。読み取れなかった納付書の項

より納付手続きを行うといった、これまでの

納付の特例を受けている中小企業の納付も発

よう、この入力作業はとても緊張します」

ちなみに、七月十日がピークとなるのは、

スタイルを大きく変えるまでには至っていま

生し、納付件数が一段と増加）であるほか、

の窓口に提出するケースがなお多く、対面に

せん。この点、電子的な納付に

労働保険料の納期も重なっているためです。

は、日本銀行にある金融機関の

枚一枚の納付書を手作業で処理することは到

をしているような感じです。こうした送付が

続けて、ピーク時の対応を語ってくれまし

ついて、引き続きその利便性の

口座から政府預金に振り込まれ

底不可能です。そこで、ＯＣＲ（光学式文字

た。

ます。これと並行して、紙の納

金融機関から届いた大量の納付書

国（政府）
納付書・
振込通知等

日本銀行本支店の
窓口での受払い

報告・照合、
振込等支払
請求
納付・
支払い

政府預金
日本銀行
代理店を通
じた受払い

入金・引落し

まえ、全国の歳入代理店から日本銀行本支店

た。それにあわせて、物流高度化の進展を踏

年十一月に七カ店にＯＣＲ処理を集約しまし

務合理化を進めるべく、一昨年の平成二十五

支店三三カ店で行っていました。しかし、事

従来、日本銀行では、このＯＣＲ処理を本

だけに終わった後は達成感があります」

もあり、いっときも気が休まりません。それ

らせなくてはならないという時間との競争で

引を終了する午後三時までにはすべてを終わ

ど骨が折れる作業に加えて、金融機関との取

ます。物量が多く読み取れない項目もあるな

より、他の支店の応援も受けて、作業を続け

ての機器をフル稼働させ、さらに局内はもと

密なスケジュールを立てます。当日は、すべ

集中する日に向けて、グループでは事前に綿

個人、企業

七カ店への納付書の搬送ルートについても、

官庁別・会計別
の計算整理
報告
代理店（金融機関）

日本銀行
は資金の流れ

は書類等の流れ

日本銀行は、国全体の政府預金の管理に加

ちで国庫金の取り扱いを行っています。日本

の合理化につい

えて、個別官庁の計算整理事務や受払事務な

従来よりシンプ

て再び稲見さん

どを一元的に取り扱っており、そうすること

銀行については、日本銀行法第三十五条にお

が語ります。

で国庫金の効率的な管理を図り、国の決算事

ルなものに変更

「日本銀行のＯ

務の正確性を確保する役割の一翼を担ってい

いて、
「国庫金を取り扱わなければならない」

ＣＲにかかるシ

ます。政府預金の管理をするだけの中央銀行

しました。この

ステムの構築や、

が少なくない中、日本銀行は、一〇〇年以上

ものとされています。

各金融機関での

もの間、こうした国庫金業務を遂行する存在

国庫金受入事務

納付書の搬送

よって、国庫金業務が支えられていることを

す。日本の金融機関の現場力の強さや底力に

なることなく、円滑に事務が処理されていま

実施日初日から、全国で一枚も納付書が無く

備作業を積み重ね、
実施に移しました。そして、

事務処理にかかる訓練を行うなど、万全の準

国の金融機関の協力を得て、納付書の搬送や

め、入念なシステム開発作業はもとより、全

使命感、責任感のもと、より正確で効率的な

とつながっている』という思いを持ち、強い

な存在です。現場の職員は、
『国民の皆さま

わる国庫金の受払いを行う、実はとても身近

がないと思われがちですが、生活に密接に関

「日本銀行は、一般の方にはあまりなじみ

て稲見さんが語ってくれました。

庫金業務に取り組む職員の思いについて改め

こうした幅広い業務内容と膨大な物量の国

なのです。

改めて痛感しています。このプロジェクトだ

たのでした。

には成り立たないことを取材を終えて実感し

行業務局の強い使命感と正確な業務遂行なし

ます。しかし、その「当たり前」は、日本銀

ることは、
「当たり前」のように思われてい

四二〇〇万件もの年金がきちんと支払われ

事務処理を目指しています」

より便利に効率的に、
それは「皆さまとつながっている」
との思いが胸にあるから

力に心底感謝しています」

けでなく日々の業務での金融機関の多大な協

ルート、事務手順等を変える必要があったた

金融機関の
口座

海外主要国の中央銀行でも、何らかのかた
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■国庫金に関する業務の主な流れ

