
静岡市上下水道局収納金口座振替事務取扱要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、水道料金及び下水道使用料（以下これらを「対象収納金」という。)の納

付手続の合理化並びに納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を図るため、静岡市水道事

業及び下水道事業会計規程（平成15年静岡市企業局管理規程第26号。以下「会計規程」とい

う。）第41条第４項の規定に基づき、対象収納金の口座振替（株式会社ゆうちょ銀行にあって

は自動払込みをいう。以下同じ。）事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （対象者） 

第２条 口座振替の対象者は、対象収納金の納人で、静岡市公営企業管理者（以下「管理者」

という。）が指定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関（以下「公金取扱金融機関」と

いう。）に預金口座を有する者とする。 

（指定金融機関） 

第３条 口座振替を取り扱う金融機関は、公金取扱金融機関のうち納人が指定した金融機関（以

下「指定金融機関」という。）とする。 

 （指定預金口座） 

第４条 口座振替をすることができる預金口座は、指定金融機関の普通預金口座又は当座預金

口座のうち、納人の指定したいずれか１口座とする。 

 （申込手続等） 

第５条 納人は、口座振替の申出をしようとするときは、口座振替約定に定める事項を確認の

上、静岡市水道料金及び下水道使用料口座振替依頼書兼廃止依頼書・自動払込利用申込書兼

廃止届出書（様式第１号）若しくは指定金融機関が定める口座振替依頼書（以下これらを「依

頼書」という。）を指定金融機関に提出し、又は管理者が指定する専用のネットワークを介し

て行う電子的な手続をとるものとする。ただし、納人が依頼書を提出し、又は管理者が指定

する専用のネットワークを介して行う電子的な手続をとることができないときは、管理者が

交付する静岡市水道料金及び下水道使用料口座振替依頼書・自動払込利用申込書（収・加）

（様式第２号。以下「依頼はがき」という。）に必要事項を記入して管理者に郵送する方法に

よることができる。 

２ 前項本文の規定により依頼書の提出を受けた指定金融機関は、記載事項及び当該納人の預

金口座を確認の上、直ちに、取扱店日付印を押印したお客様控を納人に交付するとともに、

上下水道局控を管理者に送付し、金融機関控を保管するものとする。 

３ 管理者は、第１項ただし書の規定により依頼はがきの送付を受けたときは、その記載事項



を確認し、不備があるときは納人に補正を求め、当該処理に係る口座情報の登録を行った上

で、依頼はがきを指定金融機関に送付するものとする。 

 （振替日等） 

第６条 口座振替日は、検針日の属する月の翌月の16日（その日が指定金融機関の休業日に当

たるときは、翌営業日。以下「定例振替日」という。）とする。 

２ 定例振替日に振替ができなかった対象収納金のうち、口座の残額不足を理由とするものは、

検針日の属する月の翌月の末日（その日が指定金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日。

以下「再振替日」という。）に再度振替を行うものとする。 

３ 管理者は、次に掲げる場合において定例振替日又は再振替日を変更するときは、指定金融

機関に、会計規程様式第６号その１による納入通知書に水道料金及び下水道使用料随時口座

振替依頼内訳書（様式第３号）、送付書（様式第４号）並びに納入済通知書（様式第５号）を

添付して振替処理を依頼しなければならない。 

（１）転居等により対象収納金の精算を行う場合 

（２）対象収納金の更正により振替金額が変更される場合 

（３）前２号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める場合 

 （納入通知書の送付） 

第７条 管理者は、納入通知書その他必要書類を指定金融機関ごとに取りまとめ、定例振替日

の６営業日前までに公金取扱金融機関に送付するものとする。 

（振替納付手続） 

第８条 指定金融機関は、振替日に納人が指定した預金口座から納入通知書に記載された金額

を上下水道局が指定する口座に払い込むものとする。 

 （納入済通知書の送付） 

第９条 指定金融機関は、口座振替の処理が終了した後、会計規程様式第６号その３（乙）に

よる水道料金・下水道使用料納入済通知書、同規定様式第６号その４（乙）による水道料金・

下水道使用料納入済通知書又は納入済通知書（様式第５号）（以下これらを「収納済証拠書類

送付書」という。）を添付して、振替日から２営業日以内に出納取扱金融機関を経由して企業

出納員に送付するものとする。 

（振替不能の取扱い） 

第10条 指定金融機関は、前条の規定により収納済証拠書類送付書を送付する場合において、

振替不能のものがあったときは、振替不能理由を記入した書類とともに、振替不能件数及び

振替不能金額を納入通知書に記した上、当該収納済証拠書類送付書に添付して企業出納員に



送付するものとする。 

（口座振替の廃止） 

第11条 納人は、口座振替を廃止しようとするときは、依頼書を指定金融機関に提出するもの

とする。 

２ 前項の規定により依頼書の提出を受けた指定金融機関は、記載事項及び当該納人の預金口

座を確認の上、直ちに取扱店日付印を押印したお客様控えを納人に交付するとともに、上下

水道局控えを管理者に送付し、金融機関控を保管するものとする。 

３ 管理者は、前項の規定により指定金融機関から上下水道局控の送付があったときは、指定

金融機関が依頼書の受付をした日以後の納期限に係る納入通知書（口座振替済みの月分を除

く。）を納人に送付するものとする。 

 （雑則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、口座振替事務の取扱に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成18年３月31日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成22年１月20日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成25年６月１日から施行する。 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成26年10月10日から施行する。ただし、第６条第２項の改正規定は、平

成26年１月１日以降の検針にかかる対象収納金について運用する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市上下水道局収納金口座振替事務取扱要綱の様

式による用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。 

附 則 

この要綱は、平成29年９月１日から施行する。 

 

 

 



様式第１号（甲）（第５条関係） 

（金融機関控） 

 

静岡市水道料金及び下水道使用料 

口座振替依頼書兼廃止依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届出書 

依頼（申込・届出）日   年   月   日 

 

静岡市公金取扱金融機関 様 

 

 私（当社）は、静岡市上下水道局に納入する水道料金及び下水道使用料の口座振替（自動払込）

を開始（廃止）したいので、静岡市上下水道局収納金口座振替事務取扱要綱第５条第１項の規定

により約定を確認の上依頼（申込・届出）します。 
  新規  解約 

お客様番号         

使用場所  

使用者名  

電話番号  

口座名義人 

 通帳届出印 

 

ゆうちょ 

銀行以外の 

金融機関 

 

種別 口座番号 金融機関コード 

   

ゆうちょ 

銀行 

通帳記号 通帳番号 

  

種目 種別 払込先 
口座番号 

払込先 
加入者名 事業主番号 

   静岡市公営企業管

理者 
 

口座名義人 

住所 

 

振替日・払込

日（再振替

日・再払込日） 

上下水道局が指定する 

月及び日 

取扱店日付印 払込開始年月 

 



様式第１号（乙）（第５条関係） 

（上下水道局控） 

 

静岡市水道料金及び下水道使用料 

口座振替依頼書兼廃止依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届出書 

依頼（申込・届出）日    年   月   日 

 

（宛先）静岡市公営企業管理者 

 

私（当社）は、静岡市上下水道局に納入する水道料金及び下水道使用料の口座振替（自動払込）

を開始（廃止）したいので、静岡市上下水道局収納金口座振替事務取扱要綱第５条第１項の規定に

より約定を確認の上依頼（申込・届出）します。 

    新規  解約 

お客様番号          

使用場所   

使用者名   

電話番号   

口座名義人   

通帳届出印 

  

ゆうちょ 

銀行以外の 

金融機関 

  

種別 口座番号 金融機関コード 

     
  

ゆうちょ銀行 

通帳記号 通帳番号 

  
 

種目 種別 払込先口座番号 払込先加入者名 事業主番号 

   
静岡市公営企業管理者 

 
口座名義人住所   

振替日・払込日（再

振替日・再払込日） 

上下水道局が指定する 

月及び日 

取扱店日付印 払込開始年月 

当店に上記使用者の指定預金口座のあることを確認します。 

     年    月    日 

確認金融機関支店名                ㊞                               

※ゆうちょ銀行（郵便局）を除く 



様式第１号（丙）（第５条関係）  

（お客様控） 

 

静岡市水道料金及び下水道使用料 

口座振替依頼書兼廃止依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届出書 

依頼（申込・届出）日    年   月   日 

 

    新規   解約 

お客様番号          

使用場所   

使用者名   

電話番号   

口座名義人   

通帳届出印 

 

ゆうちょ銀行以外の

金融機関 

  

種別 口座番号 金融機関コード 

      

ゆうちょ銀行 

通帳記号 通帳番号 

    

種目 種別 払込先口座番号 払込先加入者名 事業主番号 

      静岡市公営企業管理者   

口座名義人住所   

振替日・払込日（再振

替日・再払込日） 
上下水道局が指定する月及び日 

取扱店日付印 払込開始年月 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５条関係） 

静岡市水道料金及び下水道使用料 

口座振替依頼書・自動払込利用申込書（収・加） 

 

 

依頼（申込）日   年  月  日 

静岡市公金取扱金融機関  様 

 

  

 

 

お客様番号          地区   

使用場所   

使用者名   

電話番号   

口座名義人住所    

口座名義人   

通帳届出印 

 

ゆうちょ銀行以外 

の 

金融機関 

  

種別 口座番号 金融機関コード  

      

ゆうちょ銀行 

通帳記号 通帳番号 

    

種目 種別 払込先口座番号 払込先加入者名 事業主番号 

      静岡市公営企業管理者  

振替日・払込日 

（再振替日・再払込

日） 

上下水道局が指定する月及び日 

取扱店日付印 払込開始年月 

 

 

 私（当社）は、静岡市上下水道局に納入する水道料金及び下水道使用料を口座振替（自

動払込）にしたいので、静岡市上下水道局収納金口座振替事務取扱要綱第５条第１項ただ

し書きの規定により約定を確認の上依頼（申込）します。 



様式第３号（第６条関係） 

 

水道料金及び下水道使用料随時口座振替依頼内訳書 

 

  年  月  日  

 

指定金融機関 様 

 

静岡市公営企業管理者 

 

 次の内訳により、口座振替手続を依頼します。振替処理完了後は、水道料金・下水道使用料納

入通知書上下水道局用に水道料金・下水道使用料納入通知書（請求書）兼領収証書を添えて、取

扱店舗（取りまとめ店）へ送付してください。 

N0 種別 
口座 

番号 
預金名義 

振替金額（円） 

使用者名 
(支払者名) 

お客様 

番 号 
月別 

不能 

理由 
水道 

料金 

下水道 

使用料 
合計 

           

           

           

           

           

           

           

           

合  計     

件  数    

 

 

 

 



様式第５号（第６条、第９条関係） 

 

納入済通知書 

 

  年  月  日  

 

（宛先）静岡市上下水道局企業出納員 

 

指定金融機関名 

 

 次のとおり収納（振替処理）したので通知します。 

 

年  月  日検針分 振替日  

送付数  依頼金額  

振 替 済 数  振替金額  

振替不能数  不能金額 
 

 

 

 


