
 

郡山市税等の口座振替事務取扱要綱 

平成 ９年 ４月１日制定 

平成 11年 ４月１日一部改正 

平成 12年 ４月１日一部改正 

平成 14年 ４月１日一部改正 

平成 14年 10月１日一部改正 

平成 15年 ４月１日一部改正 

平成 18年 ４月１日一部改正 

平成 20年 ４月１日一部改正 

平成 21年 １月５日一部改正 

平成 22年 ４月１日一部改正 

平成 23年 ４月１日一部改正 

平成 25年 12月２日一部改正 

平成 29年 ４月１日一部改正 

平成 30年 ４月１日最終改正 

[税務部収納課] 
（目的） 

第１条  この要綱は、税及び税外収入（以下「市税等」という。）の口座振替又は自動払

込み(以下「口座振替」という。）により、市税等の納入手続を簡素化し、納期内の自主

的な納入の推進及び市民の利便を図ることを目的とする。 

 （対象となる市税等） 

第２条 口座振替により納入できる市税等は、次に掲げるとおりとする。 

 (１) 個人の市県民税（特別徴収分を除く。） 

 (２) 固定資産税（都市計画税を含む。） 

 (３) 軽自動車税 

 (４) 国民健康保険税（特別徴収分を除く。） 

 (５) 後期高齢者医療保険料（特別徴収分を除く。） 

 (６) 介護保険料（特別徴収分を除く。） 

 (７) 保育料 

 (８) 市営住宅使用料 

 (９) 市営住宅駐車場使用料 

 (10) 湖南簡易水道料金及び湖南特定環境保全公共下水道使用料（湖南水道料金等） 

 （取扱金融機関等） 

第３条 口座振替を行う取扱金融機関等は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 235

条第２項の規定により市が指定した指定金融機関及び収納代理金融機関の本支店（市

外の金融機関にあっては、指定金融機関又は収納代理金融機関において当該市外の金

融機関が行う口座振替業務の取りまとめができるものに限る。）とする。 

 （指定預貯金口座） 

第４条 口座振替をする預貯金口座に指定できる口座（以下「指定預貯金口座」という。）

は、市税等の納入義務者（以下「納入者」という。）が取扱金融機関等に有する本人名



 

義の普通預金口座（総合口座）、普通貯金口座、当座預金口座又は納税準備預金口座と

する。ただし、納入者は、取扱金融機関等にこれらの預貯金口座を有する他の者の承

諾を得て、これを当該納入者の指定預貯金口座とすることができる。 

（申込手続） 

第５条 口座振替による納入をしようとする納入者は、「郡山市税等預金口座振替依頼書

（自動払込利用申込書）」（第１号様式。以下「振替依頼書」という。）を取扱金融機関

等に提出しなければならない。 

２ 取扱金融機関等は、前項の規定により、振替依頼書の提出があったときは、記載事項

を確認のうえ、振替依頼書のうち「郡山市保管用」を市長に送付し、「依頼者控」を依

頼者に返付するものとする。 

 （口座振替開始通知書等の送付） 

第６条 市長は、前条第２項の規定により振替依頼書の送付を受けたときは、市税等の各

納期に応じ、次の手続を執るものとする。 

(1) 口座振替開始通知書（第２号様式）を納入者に送付する。 

(2) 口座振替請求書（第３号様式）及び納付書兼領収済通知書（第４号様式）（記録媒

体取扱金融機関等については、これらに代えて記録媒体）に、納付書送付書兼口座振

替済通知書（第５号様式）その他必要な書類を添えて、納期限５営業日前までに各取

扱金融機関等に送付する。 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、市長は、取扱金融機関のうち本支店の数が２以上で

ある金融機関についてはそれらの取りまとめ店（市内の金融機関に限る。）に、ゆうち

ょ銀行については郡山市役所内郵便局に、同号に規定する文書等を一括して送付する

ことができるものとする。 

３ 市長は、第１項第２号の規定による手続の後、納入者の都合により振替の停止をする

場合には、引落し停止通知書（第６号様式）を当該取扱金融機関等に送付するものとす

る。 

 （振替日等） 

第７条 振替日は、納期の最終日とする。 

 （年度途中の受付） 

第８条 納入者が年度の中途において口座振替の申請をした場合においても、取扱金融

機関等は、これを受け付けるものとする。ただし、口座振替を実施する時期は、別表に

定めるとおりとする。 

 （口座振替の手続） 

第９条 取扱金融機関等は、納入者の指定預貯金口座から納付書兼領収済通知書又は記

録媒体に記載された金額を払い出し、市が指定する預金口座へ入金するものとする。 

 （領収証書の省略） 

第 10条 市長は、指定預貯金口座の預貯金通帳への記載をもって、口座振替した市税等

に係る領収証書を省略するものとする。ただし、納入者から、市県民税・所得税の申告

に伴う市税等の納付確認の申出があったときは、納付確認書（第７号様式）を発行する

ものとする。 

 （振替済通知） 



 

第 11条 取扱金融機関等は、振替処理後、納付書送付書兼口座振替済通知書（第５号様 

式）を納期限後３日以内に（第６条第２項の規定により文書等を一括して送付すること

となる取扱金融機関等がある場合は、これを経由して）市長に送付しなければならない。 

２ 前項の場合において、記録媒体取扱金融機関等にあっては、同項の規定によるほか、

記録媒体を添えて市長に送付しなければならない。この場合の手続は、同項の規定に準

ずるものとする。 

 （振替不能の取扱い） 

第 12条 取扱金融機関等は、納入者の指定預貯金口座の残高不足等により振替不能が生

じたときは、当該振替請求書にその理由を付し、これを口座振替済通知書に添付して市

長に返送する。ただし、記録媒体取扱金融機関等にあっては、その事由を記録媒体に入

力するとともに、口座振替不能一覧表（第８号様式）の例により作成した書類を口座振

替済通知書に添付して市長に返送するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により通知を受けたときは、督促状又は納付書の送付その他の必

要な措置をとるものとする。 

３ 市長は、５年以上にわたり継続して口座振替の実績がない等の理由により口座振替

による納入が適当でないと認めたときは、口座振替の取扱いを取り消すことができる。 

４ 市長は、前項の規定により取消しをしたときは、納入者及び取扱金融機関等に通知す

るものとする。 

 （口座振替の変更及び廃止） 

第 13条 口座振替の変更については第５条及び第６条の規定を、口座振替の廃止につい

ては第５条の規定を準用する。 

 （取扱継続期間） 

第 14条 口座振替の取扱いは、第１２条第３項の規定による取扱の取消しの場合を除き、

納入者又は指定預貯金口座の名義人が廃止の届出又は指定預貯金口座の解約をするま

では継続するものとする。 

 （委任） 

第 15条 この要綱に定めるもののほか、口座振替の事務に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

 （郡山市税等の口座振替事務取扱要綱の廃止） 

２ 郡山市税等の口座振替事務取扱要綱（昭和 53年 12月１日制定）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ 第２条第 10 号から第 12 号に掲げる税外収入の口座振替については、当分の間、こ

の要綱の規定は適用しない。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 11年４月１日から施行する。 



 

 （運用） 

２ 改正後の第２条第 10 号の農業集落排水施設使用料の口座振替は、平成 11 年３月以

降の月分として徴収する使用料（同年２月分及び３月分として徴収するものを除く。）

について適用する。 

３ 第２条第 10 号から第 12 号に掲げる税外収入の口座振替については、当分の間、こ

の要綱の規定は適用しない。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 12年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第２条第 11 号から第 12 号に掲げる税外収入の口座振替については、当分の間、こ

の要綱の規定は適用しない。 

 

附 則 

この要綱は、平成 14年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 14年 10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第２条第 13号に掲げる下水道受益者分担金の口座振替については、当分の間、この

要綱の規定は適用しない。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 15年 4月 1日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第 2条 14号に掲げる住宅駐車料の口座振替については、当分の間、この要綱の規定

は適用しない。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 18年 4月 1日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第２条第 13号に掲げる湖南水道料金等の口座振替については、当分の間、この要綱

の規定は適用しない。 

 

附 則 

 （施行期日） 



 

１ この要綱は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第２条第 14号に掲げる後期高齢保険料の口座振替については、当分の間、この要綱

の規定は適用しない。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成 21年 1月 5日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成 25年 12月 2日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成 30年 4月 1日から施行する。 


