
高専・本部管理課 項目別業務時間推移 グラフ（支払業務）

給与支払 関係

納付書払 関係

自動引落払 関係

振込（ＦＢ）払関係（一元化後）

振込（ＦＢ）払関係（一元化前）

一元化後

給与支払 関係 5 910 61時間

一元化後, 納付書払 関係,  2,043.82時間

一元化後, 自動引落払 関係,  4,163.01時間

一元化前

給与支払 関係,  15,015.29時間
一元化前, 納付書払 関係,  3,715.98時間

一元化前, 自動引落払 関係,  3,852.89時間

一元化後

振込（ＦＢ）払関係（一元化後）,  28,626.57時間

一元化前

振込（ＦＢ）払関係（一元化前）,  35,007.40時間

各高専追加事項

計算証明付随業務

所得税 関係

総勘定元帳の確認 関係

科学研究費補助金 関係

資金繰表作成 関係

収入・支出見込作成 関係

振込不能時の処理 関係

給与支払 関係

一元化後, 各高専追加事項,  1,206.40時間

一元化後, 計算証明付随業務,  3,367.44時間

一元化後, 所得税 関係,  779.46時間

一元化後

総勘定元帳の確認 関係,  2,186.20時間

一元化後

科学研究費補助金 関係,  1,147.55時間

一元化後, 資金繰表作成 関係,  2,354.69時間

一元化後

収入・支出見込作成 関係,  523.98時間

一元化後, 振込不能時の処理 関係,  467.88時間

給与支払 関係,    5,910.61時間

一元化前, 各高専追加事項,  1,078.00時間

一元化前, 計算証明付随業務,  3,451.50時間

一元化前, 所得税 関係,  1,379.96時間

一元化前

総勘定元帳の確認 関係,  1,004.97時間

一元化前

科学研究費補助金 関係,  1,182.07時間

一元化前, 資金繰表作成 関係,  446.39時間

一元化前

収入・支出見込作成 関係, 7,077.18時間

一元化前, 振込不能時の処理 関係,  651.18時間

資金繰表作成 関係

収入・支出見込作成 関係

振込不能時の処理 関係

給与支払 関係

納付書払 関係

自動引落払 関係

振込（ＦＢ）払 関係

各高専追加事項

一元化後, 「高専」における削減時間,  1,085.20 

一元化後 資金繰表作成 関係 48 00時間

一元化後

振込不能時の処理 関係,  134.00時間

一元化後, 給与支払 関係,  750.00時間

一元化後, 納付書払 関係,  495.00時間

一元化後, 自動引落払 関係,  737.00時間

一元化後, 振込（ＦＢ）払 関係,  590.00時間

前, 各高専追 事項, , 時間

全高専（一元化前）

全高専（一元化後）

本部管理課（一元化後）
※一元化前は業務なし

「全高専」における業務削減時間

「全高専」における削減時間

機構本部業務（照会対応等）

計算証明付随業務

所得税 関係

総勘定元帳の確認 関係

科学研究費補助金 関係

一元化後の 「法人」としての

削減時間,  16,669.20時間

一元化後, 計算証明付随業務,  96.00時間

一元化後, 所得税 関係,  312.00時間

一元化後, 総勘定元帳の確認 関係,  252.00時間

一元化後

科学研究費補助金 関係,  414.00時間

元化後, 資金繰表作成 関係,  48.00時間

一元化後

機構本部業務（照会対応等）, 588.00時間
一元化後の「全高専」における

削減時間,  21,085.20時間

グラフの最大値を越えるため、

- 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 

「法人」としての削減時間

単位：時

一元化後

振込（ＦＢ）払　関係 振込（ＦＢ）払　関係

自動引落払　関係 自動引落払　関係

納付書払　関係 納付書払　関係

給与支払　関係 給与支払　関係

振込不能時の処理　関係 振込不能時の処理　関係

収入・支出見込作成　関係 収入・支出見込作成　関係

資金繰表作成　関係 資金繰表作成　関係

科学研究費補助金　関係 科学研究費補助金　関係

総勘定元帳の確認　関係 総勘定元帳の確認　関係

所得税　関係 所得税　関係

計算証明付随業務 計算証明付随業務

各高専追加事項 機構本部業務（照会対応　等）

時間（単位：時） 時間（単位：時）

                                134.00

                              3,367.44

                              5,910.61

                                467.88

一元化前
項　　目

（大項目のみ）
一元化前

全　高　専

                           35,007.40

                                737.00

                              2,043.82

                              2,186.20

                                779.46

                                495.00

                             3,852.89

                             1,182.07

                                 48.00

                             3,715.98

一元化後

時間（単位：時）時間（単位：時）

                                590.00                            28,626.57

項　　目
（大項目のみ）

本部管理課

                              4,163.01

                                312.00

                             1,078.00

                             3,451.50

                             7,077.18

                               446.39

                             1,379.96

                                750.00

                              2,354.69

                              1,147.55

                                523.98

                                414.00

                                252.00

高

専

機
構
本
部

                             4,416.00

                             1,004.97

                                 96.00

                           15,015.29

総　計                             52,777.61 総　計

                              1,206.40

                               651.18

                           73,862.81

                                588.00

「時間」については

小数点第三位を、

「比率」（パーセント）

については、小数点

第二位を四捨五入

した数値で表示して

います。

時間（単位：時） 比率（１）

○　比率（２）は一元化前の総業務時間数を１００とした場合に　一元化後に　「「法人」における業務削減時間」　が、占める割合を示します。

　　　（　「全高専」における業務削減時間　＝　「一元化前の総業務時間」－「一元化後の「全高専」における総業務時間」　）

一元化後の「法人」における
業務削減時間  △　16,669.20

○　比率（１）は一元化前の総業務時間数を１００とした場合に　一元化後に　「「全高専」における業務削減時間」　が、占める割合を示します。

一元化後の「全高専」における
業務削減時間

時間（単位：時） 比率（２）

　　　（　「法人」における業務削減時間　＝　「一元化前の総業務時間」－（「一元化後の「全高専」における総業務時間」＋「機構本部管理課における総業務時間」）　）

△　28.5% △　22.6%△　21,085.20


