
倉吉市下水道受益者負担金システム 基本仕様書 
 
 
前提条件 

「倉吉市公共下水道事業受益者負担に関する条例」および「倉吉市公共下水道事業受益

者負担に関する条例施行規則」による倉吉市公共下水道受益者負担金の受益者への賦課

から収納までの一連の作業を実現可能なシステムとする。 
 
１．導入機器の要件 
 
No. 仕様内容 備考 

1  製造メーカー名は問わないが、機器については国内メーカー

でかつ、現地にて保守可能なもの。 
 

2  

サーバ機は、セキュリティ対策やネットワーク管理を含め運

用が容易であり、システムの安定稼働が可能なこと。トラブ

ル時のシステムダウンの回避のための周辺機器の導入する

こと。 

 

3  障害発生時に迅速に復旧できること。  

4  サーバは本システムを安定稼働させるために必要な性能、機

能を有すること。 
 

5  バックアップについてはスムーズな復旧が可能な構成と容

量を確保すること 
 

6  ディスク容量は、導入後 5 年分のデータを保管しても支障が

ない十分な容量を確保すること。 
 

7  導入後 5 年間の動作保証をすること。  
 
 
２．システム全般 

 

 
 
 
 

No. 仕様内容 備考 

1  クライアントは水道料金システムと共用することを前提とし、

その環境で安定動作をすること。 
２台 

2  データ保護及びセキュリティ対策として、個人 ID 及びパスワ

ードによりログイン制限ができること。 
 

3  システムの操作については、操作員がパスワード等で特定でき

ること。 
 

4  業務担当者毎に作業権限が設定できること。 照会・異動・強制修正 
5  処理内容のログが残ること。（最低限データ更新時の内容） いつ、誰が、何をしたか。 

6  
システム運用時の障害発生時に速やかに対応できるように随時

データのバックアップが可能なこと。また、バックアップデー

タからの復旧ができること。 

サーバとは別の媒体で保存 

7  処理毎の運用マニュアルがあること。  
8  住民記録外字への対応が可能であること。 外字データは市が提供 

9  既存システムの過去データ（賦課データ）が取り込み可能なこ

と。 
 

10  

首長名や、条例・規則の改正（納期限、報奨金率、負担区単価

の変更など）が発生した場合は、ソフトウエアの変更をせずに

対応ができるようシステム的な考慮がされていること。 

電子公印の印字、変更（職

務代理者となった場合）に

も対応できること。 

12 



 
 
３．データ管理項目など 

 

No. 仕様内容 備考 

1 受益者負担金の徴収に関わる事務を一括処理で行えるよう省力

化が図られていること。 
 

2 市町村合併に伴う旧自治体ごとの区分ができること。 旧倉吉市・旧関金町・ 
新倉吉市 

3 受益者の種類(個人・法人・官公庁・その他)が管理できること。 報奨金等の扱いが異なる 
4 受益者・代納者・送付先の設定・管理が可能なこと。  
5 各項目で住所、電話番号が管理できること。 受益者・代納者・送付先 
6 
 

固定資産税システムから関連する情報の取り込みが可能なこ

と。 
固定資産税データは市が

作成。 
6-1  筆情報から賦課地の抽出・設定が可能なこと。 固定資産税情報より 
6-2  筆情報から賦課地の地積が取り込み可能なこと。 固定資産税情報より 
6-3  所有者情報から賦課地への受益者情報の取り込み可能なこと。 固定資産税情報より 
6-4  受益地（賦課地）の住所が管理・表示できること。 固定資産税情報より 
6-5  受益地（賦課地）の台帳地目が管理・表示できること。 固定資産税情報より 
6-6  受益地（賦課地）の評価地目が管理・表示できること。 固定資産税情報より 

7 負担区ごとに複数の単価が設定できること。 賦課計算基礎 
8 賦課年度毎での単価の変更が担当者にて容易に行えること。  
9 徴収猶予の設定・管理ができること。 種類・期間など 

10 減免措置（受益者・筆）の設定・管理ができること。 種類・率など 
11 賦課済の土地に関しても、システムで管理が行えること。 削除しないこと 

12 賦課済の受益地データの地番、土地所有者等土地情報の異動変

更ができること。 
 

13 台帳上でメモ情報等の管理が可能なこと。  
14 台帳異動、賦課異動、収納情報の履歴管理が可能なこと。  

15 各種集計結果（年度別、負担区別 賦課面積、賦課状況、収納

状況、人数、筆数など）がエクセルなどでも扱えること。 
各種データの CSV 出力 

16 新規賦課データの作成が随時に行えること。  
 

４．賦課計算 

 

No. 仕様内容 備考 
1 市町村合併における不均一料金に対応可能なこと。  

2 筆情報の地積により、賦課額の計算が自動で行えること。 
受益者の期割は、筆の期割累積で行えること。 

負担区単価×地積 

3 
4期割×5年間の 20期割等の複数パターンの期割に対応できる

こと。（関金：合併前に賦課されたものは 10 期×6 年＝60 期だ

が、合併後猶予取消分は倉吉の期数とする。） 

倉吉  4 期×5 年=20 期 
関金 10 期×6 年=60 期 

4 期割賦課額算定時に端数金額の調整が自動で行えること。 
（例：期数で割ったあまりを１期に足し込む） 

 

5 徴収猶予に対応し、賦課期の調整及び自動計算が可能なこと。 
（申請された条件により猶予期間を決定する。） 

 

6 減免措置に対応し、率に応じた金額の自動計算が可能なこと。 
（受益地の地目や受益者の状況により率が異なる。） 

 

7 受益者単位に報奨金を自動計算する・しないの設定ができるこ

と。 
 

8 報奨金に対応し、率に応じた金額の自動計算が可能なこと。 
（官公庁なし等、受益者の種類、納付期数によって異なる） 

 



9 報奨金についても不均一計算に対応できること。  
10 土地の売買などによる受益者の承継ができること。  
11 土地分割による増減に対し、残りの金額を再計算できること。  

12 基礎となる土地データの訂正や削除を行うことにより、負担金

額や分割納付する場合の納付金額が自動的に計算されること。 
 

13 その他、地積の訂正などの異動により賦課額に影響が生じる場

合には金額を再計算できること。 
強制修正を除く全ての異動 

14 受益者の異動では、異動では異動対象となる土地を指定するこ

とで異動元と異動先の調定額が自動的に計算されること。 
 

15 賦課異動が即時で行えること。また強制修正が可能なこと。 受益者の筆異動も含む 
 
 
５．収納管理 

 

No. 仕様内容 備考 

1  収納システムから日計データを受け取ることにより収入の消し

込みが可能なこと。 
日計データは市が作成 

2  全期入金が行えること。  

3  一括納付や前納納付がされた場合は、条例に則した計算方法で

報奨金が自動計算及び訂正ができること。 
 

4  収納状況については、期別に収納履歴が時系列で照会できるこ

と。 
 

5  「収納日報」を納付日、期間を指定してできること。 
また、その収納の詳細（該当の年度期別）を表示できること。 

 

6  一部入金に対応し、収納履歴の照会が可能であること。 
（例：期割額に関係なく 5,000 円、20,000 円などの入金） 

 

7  一部まとめ払いに対応し、収納履歴の照会が可能であること。 
（例：期割額ごとに、3 期分、10 期分などの入金） 

収納額に合わせた調定異動

が行われること 
8  画面より収納額の更正・充当・不納欠損が可能であること。  
9  納付書の再発行が即時で行えること。 一部入金・まとめ払い対応 
10  未納者データは随時データ出力ができること。  
11  督促状、催告書の印刷、延滞金計算ができること。  
12  訪問面談などの滞納折衝履歴が一覧で確認できること。  

 
６．帳票作成 

 

No. 仕様内容 備考 
1  各種一覧表（調定・収納・未納者等）の作成ができること。  

2  未納者一覧表にて未納者と代納者が表示されること。また、未

納者一覧表は納付状況の把握が可能な形式で出力できること。 
 

3  調定収納明細が倉吉分、関金分、合算分それぞれ個別で出力可

能であること。 
 

4  各種帳票は、整理番号・負担区等、事前に指定した区分により

出力する順番を設定できること。 
 

5  決定通知書が出力可能であること。  
6  督促状・催告書が印刷できること。  
7  督促状発送日情報が保存できること  

8  督促状・催告書が年度月・受益者指定で任意のタイミングで発

行できること。 
 

9  督促状・催告書対象者情報をＣＳＶ出力できること。  
10  還付・充当通知書が印刷できること。  
11  過誤納者等、収納額不一致者の一覧が印刷できること。  



12  猶予・減免一覧表が出力できること。一覧表の内容は、現行の

土地猶予一覧表に出力されている情報に準拠すること。 
 

13  歳入・歳出ともに過誤納一覧表が出力できること。 可能であれば、処理経過が 
確認できるとよい 

14  筆情報から新規賦課データの帳票作成が可能なこと。  

15  納付書については、市が指定する用紙にＯＣＲ用の印字ができ

ること。 
 

16  各種通知書には郵便用バーコードの出力が可能なこと。  
17  納付書の二重発行防止が施されていること。  

18  
受益者、受益地、調定、収納データは表計算ソフト（Microsoft 
excel）で利用できる形式で出力できこと。また、出力できる範

囲を指定できること。 

 

19  その他、現行出力しているものと同等の帳票が出力できること。  
 

７．検索・画面展開・プレビューなど 

 

No. 仕様内容 備考 
1  受益者、代納者、地番、整理番号などをキーに検索できること。 複合検索も行えること 
2  氏名カナ等であいまい検索が行えること。  

3  台帳情報、調定情報、収納情報については、検索から照会まで

を一連の動作で照会が可能なこと。 
各マスタの情報はコード及

び名称の両方を表示 

4  台帳照会として、受益者、土地、収納情報が一つの画面で確認

できること。 
 

5  調定情報、収納情報は複数年度分を１画面で確認できること。  
6  滞納者の検索が容易にできること。  
7  全ての出力帳票について、プレビュー機能を有すること  
8  画面のハードコピーが印刷可能であること  

 



 
倉吉市下水道受益者負担金出力帳票一覧 

 
№ 帳 票 名 備  考 

1 下水道事業受益地調書の送付と受益者申告書

の提出について（通知） 
可能であれば、申告書の書き方や提出

を促す通知が発行できれば良い。 

2 下水道事業受益者申告書 賦課対象地情報があらかじめ印字さ

れていること。 
3 賦課台帳  

4 負担金決定（更正）通知書 現行は決定・更正決定通知書の様式を

兼ねているが、別々でも良い。 
5 猶予決定（取消）通知書 現行は、猶予・減免決定通知書の様式

を兼ねているが、別々でもよい。 6 減免決定（取消）通知書 
7 納付書（全期一括用・年度一括用・各期分割用） 市指定ＯＣＲ用帳票への対応が必要。 
8 納付書発行一覧表  
9 督促状  
10 催告書  
11 還付通知書 現行は事務用ＰＣにて個別に作成。 
12 充当通知書 現行は事務用ＰＣにて個別に作成。 

13 土地猶予一覧表 地番・地目・受益者（管理者）・地積・

猶予額・猶予区分等確認できること。 

14 収納実績表（調定表） 

年間調定予定額、またそれに対しての 
収納・年間実績がわかること。 
現行では、収納実績表中にて調定額を

確認しているが別々でもよい。 
15 未納者一覧表 年度期別を指定できること。 

16 日計表 
納付日または期間を指定できること。 
滞納分についても年度期別がわかる

こと。 
17 過誤納一覧表  
18 各種異動一覧表 異動をかけたものの確認をしたい。 
19 受益者負担金集計表 負担区、年度、期別等ごとに集計。 

 
 


