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指標の説明

業務棚卸表（事後評価表）
　 平成17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

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

H14実績
H15実績

 職員減に対応し、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、職員の過重労働に頼らざるを得ないのが実情
である。このような状況において適正な課税を行うため
には、必要な事務事業を着実に可能な限り実施してい
くことが重要である。さらに、喫緊の問題として、申告受
付事務の危機的な状況の緩和、賦課業務に大きく影
響するＧ-par賦課システムの適切な構築とともに、税
源移譲等による大規模な税制改正に対応していく。

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１７年度実績
 適正な市民税等の課税を行うため、必要となる各種
事務事業を着実に実施してきた。その一環として、任
務指標、行革項目に掲げた事項について、次のとおり
実施した。
　課税客体を的確に把握するため、所得を把握してい
ない者1,607人を抽出して呼び出し調査を行い、さら
に、呼び出しに応じない者836人に対して電話・個別
訪問調査を行った結果、合わせて７７９件の申告を得
た。なお、当年度の実績が目標値、前年度実績値を
下回ったのは、所得が一定額以下の者については申
告義務がないなど、申告には不確定要素があることに
よる。
　外国籍市民の納税意識の高揚を図るため、市税共
生プランに基づき、前年度からの継続項目のほか、納
税通知書・申告書の封筒に４カ国語の注釈文併記等
を実施した。

　 　
　

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
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Ｂ表

年度

指標 年度 実績／目標

1 Ｈ１４実績 448件
Ｈ１５実績 868件
Ｈ１６実績 841件
Ｈ１７実績 779件
Ｈ１7目標 900件
Ｈ１８見込 900件

Ｈ１６決算 Ｈ17予算 Ｈ１７決算

○

○

○

○

○

○

○

指標 年度 実績／目標

2 Ｈ１４実績 －
Ｈ１５実績 19件
Ｈ１６実績 28件
Ｈ１７実績 32件
Ｈ１7目標 30件
Ｈ１８見込 30件

Ｈ１６決算 Ｈ17予算 Ｈ１７決算

○

○

○

0

☆☆☆

正確な所得把握の強化

税務署との連携による法定資料に基づく課税の強化

扶養控除誤りの是正措置の強化

外国籍市民のための市税共生プランの実施

達成度

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

税務署、県税事務所との協調による課税客体の把握

0

0

0

業務棚卸表（事後評価表）
平成17年度

納税者の意識改革の推進

平成１８年度見通し
　引き続き、未申告法人調査を実施し、申告指導
を行う予定。

目的達成に必要な手段

　税の公平性と適正課税のため、未申告法人に対
する調査は今後とも不可欠な業務であるので、三
税協力して推進する｡

0

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

 職員減に対応し、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、職員の過重労働に頼らざるを
得ないのが実情である。このような状況において
適正な課税を行うためには、必要な事務事業を着
実に可能な限り実施していくことが重要である。さ
らに、喫緊の問題として、申告受付事務の危機的
な状況の緩和、賦課業務に大きく影響するＧ-par
賦課システムの適切な構築とともに、税源移譲等
による大規模な税制改正に対応していく。

0

決算差引

0

　三税（税務署、県税事務所、市）の協力による登
記簿調査を実施し、届出のない未申告法人（32
社）を申告指導しました｡

平成１７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

法人市民税課税客体の的確な把握

未申告法人のうち、申告指導した件数

0

目的達成に必要な手段

正確な賦課資料による適正な課税

課税資料の収集、登録の強化

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

 課税客体を的確に把握し、適正な課税を行うため
には、それに必要な各種事務事業を着実に実施
していくことが最も重要である。また、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、
賦課業務に大きく影響するＧ-par賦課システムの
適切な構築を図るとともに、税源移譲等による大
規模な税制改正に対応していく必要がある。

基本的な手段に対する評価

平成１７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

☆☆

達成度

 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３３万件を収集・
登録して、査定処理を行い、139,615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（約２万件の更正処理等）を行い、
適正な課税に努めた。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1,607人
を抽出して呼び出し調査を行い、さらに、呼び出し
に応じない者に対して電話・個別訪問調査を行っ
た結果、合わせて７７９件の申告を得た。

平成１８年度見通し
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Ｂ表
年度

指標 年度 実績／目標

Ｈ１４実績 -
Ｈ１５実績 99.7%
Ｈ１６実績 99.8%
Ｈ１７実績 98.1%
Ｈ１7目標 99.7%
Ｈ１８見込 99.7%

Ｈ１６決算 Ｈ17予算 Ｈ１７決算
○

○

○

指標 年度 実績／目標

4 Ｈ１４実績 -
Ｈ１５実績 -
Ｈ１６実績 98.4%
Ｈ１７実績 98.5%
Ｈ１7目標 98.6%
Ｈ１８見込 98.6%

Ｈ１６決算 Ｈ17予算 Ｈ１７決算
○

○
○

0

目的達成に必要な手段 達成度

臨時運行許可証回収率

軽自動車税の課税客体
の的確な把握

居所不明の納税義務者に対す
る調査の強化

正確な賦課資料による適正
な課税

未登録車輌にかかる登録指導
の強化

軽自動車課税客体捕捉率

軽自動車
税の納税
義務者の
居所捕捉
率

　業務に占める仕事量は少なく法人市民
税と軽自動車税の業務の中で取り扱って
いるが、総合窓口への移行や外部委託
等検討してゆく｡

0
適正使用の指導強化 0
未返納者に対する回収の強化 0

0

許可証及び標識の発行と手数
料の徴収

平成１８年度見通し
　回収率はほぼ横ばいで推移するものと
予想する。

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

基本的な手段に対する評価

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
の回収率 ☆☆☆

平成１７年度実績
　許可証の発行は1,723件、うち外国人の
申請が20件、市外からの申請が117件
（千葉県、神戸市、春日井市、奈良県、
名古屋市）と約８％を占めている｡5日以
内の返却という規制の中で、回収に時間
を裂くことが多かったが、再三の督促によ
り回収率は良好に維持できたと評価する｡

0 　未登録車輌にかかる販売店への登録
指導強化、居所不明者の調査の強化な
ど、今後とも推進していくことは重要な課
題であり、公平性の維持と適正課税に向
けて努力する。

0
0

平成１８年度見通し
　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極力目標達
成に努力する｡

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

☆☆☆

平成１７年度実績
　軽自動車税納付書が居所不明で戻っ
てきた者のうち、住所照会等により、居所
の判明した者の率で、今年度は98.1％の
捕捉率でした｡

業務棚卸表（事後評価表）
平成17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

3

95%
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97%
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100%
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