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達成度 ☆☆

　

　

　

指標の説明

個人市民税の未申告者のうち、調査により申告させた件数

　 　

9   行政機能が高くなる

745件
900件以上

841件
663件
577件

個人市民税の未申告者のうち、調査により申告させた件数

H18実績

個人市民税の未申告者のうち、調査（電話・催告書・
個別訪問）により申告させた件数を掲げた

○　任務目的に対する評価

H16実績
H17実績

H19実績
H19目標

平成20年度見通し

　公平かつ適正な市民税の課税という観点から、市民
税の未申告者対策として、１，４７９件を抽出して呼び
出し調査を行い、また、呼び出しに応じない者に訪問
調査を実施した。それらの結果、申告させた件数は７
４５件であり、その内、追徴課税となったのは277件
（10,045千円）であった。９００件以上という目標には及
ばなかったが、人員減という厳しい状況のなか、一定
の成果が得られた。

 課税客体の的確な把握に努め、市民税等の公平か
つ適正な課税を行うとともに、引き続き未申告者対策
として呼び出しや訪問調査等を実施し、申告漏れの
防止を図っていく。また、課税資料登録にかかる経費
節減や納税者の利便性向上を目指した電子申告制
度eLTAX導入について、より前向きな対応を検討して
いく。
　公的年金からの特別徴収の開始などの税情報につ
いては、システムの適切な構築を図るとともに、広報
「よっかいち」や「市のホームページ」、地区広報、「CT
Ｙ」等を通じて、納税者への周知と理解に努める。

これからの課題、施策等展開の方向性

これまでの取組と成果、手段の妥当性
平成19年度実績

　課税客体を的確に把握し、適正な課税を行うには、
それに必要な様々な事務事業の着実な実施が肝要
である。喫緊の問題としては、人員減による申告受付
体制の危機的な状況の緩和策として、全庁的な応援
の検討も含めた部全体の応援体制の確立と賦課業務
に大きな影響を及ぼすＧーｐａｒ賦課システムの安定化
を見極める必要がある。
　また、税制改正による平成21年10月からの公的年金
からの特別徴収開始に向けたシステムの適切な改修
を行い円滑な対応を図る。

業務棚卸表（事後評価表）
　 平成19年度

任務目的の成果・活動指標の推移

９－３　行政活動の財政基盤を強化する

任務目的

（所管課名　税務理財部市民税課）行動目標

適正な市民税等の課税を行い、税財源を確保する

基本目的
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Ｂ表
年度

指標 年度 実績／目標

1 Ｈ16実績 841件
Ｈ17実績 663件
Ｈ18実績 577件
Ｈ19実績 745件
Ｈ19目標 900件

　　 個人市民税未申告者のうち、調査により申告させた件数

Ｈ18決算 Ｈ19予算 Ｈ19決算

指標 年度 実績／目標

2 Ｈ16実績 28件
Ｈ17実績 32件
Ｈ18実績 15件
Ｈ19実績 16件
Ｈ19目標 20件

　

Ｈ18決算 Ｈ19予算 Ｈ19決算

○税務署、県税事務所との協調による課税客体の
把握

○正確な賦課資料による適正な課税

○未申告法人に対する申告指導

平成20年度見通し

業務棚卸表（事後評価表）
平成19年度

平成20年度見通し
　未申告法人調査を引き続き実施し、申告指導を行う。

  課税客体を的確に把握し、適正な課税を行うには、
それに必要な様々な事務事業の着実な実施が肝要で
ある。喫緊の問題としては、申告受付事務の危機的な
状況の緩和策として全庁的な応援の検討も含めた部
全体の応援体制の確立と賦課業務に大きな影響を及
ぼすGーpar賦課システムの安定化を見極める必要が
ある。
　また、税制改正による平成21年10月からの公的年金
からの特別徴収開始に向けたシステムの適切な改修を
行い、円滑な対応を図る。

目的達成に必要な手段

○外国籍市民のための市税共生プランの実施

　公平かつ適正な課税のため、未申告法人に対する
調査は不可欠な業務なので、三税協力して推進してい
く。

基本的な手段に対する評価

　事業名 これからの課題、事業展開の方向性

　職員減のなか、適正な課税を確保するため、事務の
見直し、短期臨時職員・業務委託の大幅投入、部内応
援体制の強化、納税者の意識改革に取り組んできた
が、職員の過重労働に依存せざるを得ないのが実状
である。　さらに、喫緊の問題として、危機的な申告受
付事務状況の緩和、賦課業務に大きく影響するGー
par賦課システムの安定化と税制改正に伴うシステム改
修が大きな課題である。

決算差引

○扶養控除誤りの是正措置の強化

　登記簿調査を実施したり、法人設立情報誌、求人広
告情報等を活用して、未届けの未申告法人（51社）を
申告指導した。景気によって設立法人数が左右され、
目標設定が難しい。

平成19年度実績

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

未申告
法人現
地調査
件数

法人市民税の課税客体の的確な把握

☆☆

未申告法人現地調査件数

達成度

○税務署との連携による法定資料に基づく課税の強化

○正確な賦課資料による適正な課税

○納税者の意識改革の推進

○課税資料の収集、登録の強化

○正確な所得把握の強化

目的達成に必要な手段 基本的な手段に対する評価
平成19年度実績個人市民税の課税客体の的確な把握 未申告者

調査件数

☆☆
課税客体を的確に把握し、適正な課税を行うため、当
初賦課において課税資料約34万件を収集・登録し、査
定処理を行い152,659人の賦課を行った。当初賦課後
も被扶養者の確認、正確な所得の把握等（18,993件の
更正処理等〉を行った。また、課税客体の的確な把握
の一環として所得を把握していない者1,479人を抽出し
て呼び出し調査を行い、呼び出しに応じない者には個
別訪問調査等を行った結果、745件の申告を得た。う
ち、277件（10,045千円）の追徴課税を行った。

達成度
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Ｂ表
年度

指標 年度 実績／目標

3 Ｈ16実績 99.8%
Ｈ17実績 98.1%
Ｈ18実績 96.0%
Ｈ19実績 99.6%
Ｈ19目標 96.0%

軽自動車税の納税義務者の居所捕捉率

Ｈ18決算 Ｈ19予算 Ｈ19決算

○未登録車輌にかかる登録
　指導の強化
○居所不明の納税義務者に
　対する調査の強化

指標 年度 実績／目標

4 Ｈ16実績 98.4%
Ｈ17実績 98.5%
Ｈ18実績 99.2%
Ｈ19実績 100.0%
Ｈ19目標 98.5%

Ｈ18決算 Ｈ19予算 Ｈ19決算
○許可証及び標識の発行と
　手数料の徴収

○未返納者に対する回収の

　強化

業務に占める仕事量は少なく、法人市民税と軽自動車
の業務のなかで取り扱っているが、外部委託や総合窓
口への移行ができないか検討をしていく。

基本的な手段に対する評価
平成19年度実績軽自動車税の課税客体

の的確な把握
軽自動車
税の納税
義務者の
居所捕捉
率

☆☆☆
 軽自動車税納付書が居所不明で戻ってきた者のう
ち、居所照会等により、居所が判明した者の率で、今
年度は９９．６％の捕捉率であった。

達成度目的達成に必要な手段

　許可証の発行は1,356件のうち外国人の申請が51
件、市外からの申請が69件（鈴鹿市等県内、愛知県、
関西、関東、九州）と8.8％を占めている。5日以内に返
却という規制の中で、回収に多くの時間を要したが、再
三の督促により回収率は目標を上回る100%の実績で
あった。

平成19年度実績
達成度 基本的な手段に対する評価

　事業名 これからの課題、事業展開の方向性
　販売店への未登録車輌の登録指導強化、居所不明
者の調査の強化などを継続して推進していくことは重
要な課題であり、公平かつ適正な課税に向けて努力す
る。

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

臨時運
行許可
標識の
回収率

自動車臨時運行許可制
度の適正な運用

☆☆☆

臨時運行許可標識回収率

決算差引

○適正使用の指導強化

平成20年度見通し

業務棚卸表（事後評価表）
平成19年度

平成20年度見通し
　居所不明者の調査には限界があり、回収率の低下も
懸念されるが、今後も回収率は、ほぼ横ばいで推移す
るものと予想する。

　居所不明者の調査には限界があり、捕捉率の低下も
懸念されるが、目標達成に努力をする。

目的達成に必要な手段

○正確な賦課資料による適正

　　課税

97.5%

98.0%

98.5%

99.0%

99.5%

100.0%

100.5%

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ19目標

90.0%

91.0%

92.0%

93.0%

94.0%

95.0%

96.0%

97.0%

98.0%

99.0%

100.0%

Ｈ16実績 Ｈ17実績 Ｈ18実績 Ｈ19実績 Ｈ19目標



Ｂ表
年度

指標 年度 実績／目標

5 Ｈ16実績 8
Ｈ17実績 8
Ｈ18実績 8
Ｈ19実績 8
Ｈ19目標 8

媒体数

Ｈ18決算 Ｈ19予算 Ｈ19決算

○

○
○

市広報，FＭよっかいち、CTY
によるPR
税を考える週間における啓発

税特集号の発行　

○ホームページによる税情報の
発信

税情報の発信とあわせて、平成22年度から導入される
事業所税に対する理解が得られるように事業所をはじ
めとした関係者へのＰＲ活動や、年々、増加している
外国籍市民への啓発活動などが課題である。今後も
様々なメディアを通じての周知・啓発活動の充実を図
る。

　　　

平成20年度見通し
税に関する情報発信やPR活動とあわせて、公的年金
からの特別徴収が平成21年10月から開始されるなど
の税制改正に対する市民の理解が得られるように、
様々なメディアを通じて周知・啓発を着実に実施す
る。

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

市税等に関するPRを行う 媒体数

☆☆☆

平成19年度実績
広報よっかいち及び特集号、地区センターだより、納
税通知書同封のチラシ、ポスター・リーフレットの銀行・
地区センター等へ配布、市県民税の手引きの作成、
ホームページの内容更新、出前講座などにより税制
改正等の周知を着実に行った。

業務棚卸表（事後評価表）
平成19年度

目的達成に必要な手段 達成度 基本的な手段に対する評価
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Ｈ16実績 Ｈ17実績 Ｈ18実績 Ｈ19実績 Ｈ19目標


