
No.4
滞納整理適正化事業 （既存・維持） 納税促進課

No.2
市民税・固定資産税の課税適正化事業 （既存・維持） 税務課

No.3
自主納付推進事業 （既存・維持） 納税促進課

優先順位 事業名 区分 所属名

No.1
財政健全化推進事務 （既存・維持） 財政課

部局長名 仲　哲司 

令和 3 年度 部局目標シート

部局名 総務部財務局



R 3

3 4 5 6

R 3

合計（自動計算） 0

年度

節

区分 金額

内容
積算

款 項 目

予算科目

その他

一般財源

歳出    事業費（自動計算） 0 0 0 0

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 0 0

国県支出金

地方債

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

財政指標の改善により、安定的で質の高い行政サービスの提供
＜財政指標＞
・市債残高･･･303億円（R3末）【目指すべき方向性：減少させる】
・実質公債費比率･･･12.8％（R3決算）【目指すべき方向性：県内市町村平均値を目指す】
・財政調整基金残高･･･15.8億円（R3末）【目指すべき方向性：標準財政規模の10％程度以上を確保する】

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

◎現状：本市の財政状況は、住宅開発等による人口増加に伴う都市基盤整備や教育施設等の建設により、実質公債費比率は全国平均を大きく
上回っている。
◎課題：確実に財政の健全化を図っていくためには、実効性の高い財政計画に沿った財政運営は必要不可欠である。

年度実施内容 ・客観的かつ正確な資料や数値を基に、中長期的な視点から実効性のある財政計画（中期財政見通し）を策定（9月）
・策定した財政計画をベースに予算編成を行い、財政指標の改善を推進

事業分類 自治事務 根拠法令 ―

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

― ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 財政計画策定事務 101-103 ページ

事務事業の概要 各施策や事業を効率的・効果的に実施するため、財源の確保や将来の財政見通しを立てることにより、健全で持続可能な財政運営を推進します。

施策 30 行財政運営の最適化 07300401

主な取り組み 04 財政運営の健全化 第５次総合計画前期基本計画

所属名 財政課

◆事業の位置付け

政策 07 スマートでスリムな行政運営の確立のために。（行政経営） 体系コード

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 1

事業名 財政健全化推進事務 （既存・維持）
部局名 総務部財務局



R 3

3 4 5 6

R 3

合計（自動計算） 165,000

役務費 165,000

年度

賦課徴収費

節

区分 金額

内容
積算

通信運搬費（郵送料）　165,000

款 総務費 項 徴税費 目

予算科目

その他

一般財源 165,000

歳出    事業費（自動計算） 165,000 0 0 0

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 0 0

国県支出金

地方債

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

市税の適正な課税を推進することにより、市民の信頼及び自主財源の確保を図る。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

・調査及び申告勧奨を行っているが、納税義務者からの回答が得られない等、課税客体の捕捉が困難が事案がある。　　　　　　　        　　　・未申告
者及び課税客体を的確に捕捉することにより、公平かつ適正な課税を実現する。

年度実施内容

・個人（法人）市民税・固定資産税（償却資産）未申告者の捕捉及び申告勧奨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・未申告者に
かかる税務署調査
・国税申告の内容との突合
・申告内容の継続調査
・未評価家屋の解消

事業分類 自治事務 根拠法令 地方税法　香芝市税条例

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

― ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 03 市民税・固定資産税の課税適正化事業 104-105 ページ

事務事業の概要 申告催告、実地調査及び関係官署等への照会などを通じて、賦課の公平化・適正化に継続的に取り組みます。

施策 31 歳入の確保と財源の創出 07310103

主な取り組み 01 適正課税の推進および収納（徴収）率の向上 第５次総合計画前期基本計画

所属名 税務課

◆事業の位置付け

政策 07 スマートでスリムな行政運営の確立のために。（行政経営） 体系コード

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 2

事業名 市民税・固定資産税の課税適正化事業 （既存・維持）
部局名 総務部財務局



R 3

3 4 5 6

R 3

委託料 13,600,000

使用料及び賃借料 1,198,000

合計（自動計算） 23,784,000

旅費 10,000

年度 需用費 826,000

賦課徴収費

節

区分 金額

内容
積算

・旅費 　：10千円
・需用費 ：コピー代　事務用消耗品費等　201千円　　印刷製本費　625千円
・役務費 ：郵便料･ｺｰﾙｾﾝﾀｰ通話料 2,335千円 コンビニ収納手数料等 5,815千円
・委託料 ：窓口業務　13,600千円
・使用料 ：駐車場使用料　10千円　共通納税ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ利用料　1,188千円

款 総務費 項 徴税費 目

予算科目 役務費 8,150,000

その他 1,770,000 1,770,000 1,770,000 1,770,000

一般財源 8,303,000 8,303,000 8,303,000 8,303,000

歳出    事業費（自動計算） 23,784,000 23,784,000 23,784,000 23,784,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 15,481,000 15,481,000 15,481,000 15,481,000

国県支出金 13,711,000 13,711,000 13,711,000 13,711,000

地方債

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （R3年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

・現年課税分の納期内納付による安定した税収
・現年課税分の滞納繰越額の縮減

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

現状：金融機関窓口での納付の他に口座振替やコンビニ納付やスマホ決済による納付など納付環境の整備に努めているが未納となるものがあ
る。
課題：コロナ禍で事業等に相当の損失を受け、納税資力が低下している納税者の増加による税収への影響が考えられる。

年度実施内容

・ﾍﾟｲｼﾞｰｻｰﾋﾞｽを利用した口座振替の奨励
・ｽﾏﾎ決済ｻｰﾋﾞｽの啓発
・ｺｰﾙｾﾝﾀｰとの連携による納付催告の早期着手（4,900件）
・現年度課税分の差押等滞納処分の強化（100件）

事業分類 自治事務 根拠法令 地方税法329・330・371・372・457・458条

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

― ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 自主納付推進事業（税） 104-105 ページ

事務事業の概要
口座振替やコンビニ納付などの既存の納付方法に加え、キャッシュレス決済などの電子納付環境を整備することで、時間や場所に捉われない納
付方法を提供し、納付意欲の向上を図ります。

施策 31 歳入の確保と財源の創出 07310101

主な取り組み 01 適正課税の推進および収納（徴収）率の向上 第５次総合計画前期基本計画

所属名 納税促進課

◆事業の位置付け

政策 07 スマートでスリムな行政運営の確立のために。（行政経営） 体系コード

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 3

事業名 自主納付推進事業 （既存・維持）
部局名 総務部　財務局



R 3

3 4 5 6

R 3

使用料及び賃借料 42,000

合計（自動計算） 1,344,000

旅費 10,000

年度 需用費 283,000

賦課徴収費

節

区分 金額

内容
積算

・旅費 　：10千円
・需用費 ：コピー代　事務用消耗品費等　208千円　　印刷製本費　75千円
・役務費 ：郵便料　748千円 　預金調査手数料 　261千円
・使用料 ：車借上料（レッカー車）等　42千円

款 総務費 項 徴税費 目

予算科目 役務費 1,009,000

その他

一般財源 1,344,000 1,344,000 1,344,000 1,344,000

歳出    事業費（自動計算） 1,344,000 1,344,000 1,344,000 1,344,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 0 0

国県支出金

地方債

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （R3年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

・滞納繰越徴収率の向上
・滞納繰越額の縮減
・税負担の公平性の確保

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

現状：預貯金や生命保険など財産調査により差押え・換価を行っているが、滞納繰越徴収率が国の平均を下回っている。
課題：滞納額に比べて低額な分納や滞納額を満たす財産がない場合は完納まで期間を要する。

年度実施内容

・速やかな財産調査と適正な滞納処分の執行（45,000件・200件）
・分納者の確実な分納履行管理（1,200件）
・財産等の捜索の強化（2件）
・県の連携協働ﾒﾆｭｰにより培われた徴収ｽｷﾙの向上

事業分類 自治事務 根拠法令 国税徴収法第141条・地方税法331・373・459条

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

― ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 滞納整理適正化事業（税） 104-105 ページ

事務事業の概要 預貯金や生命保険などの換価可能な財産の調査および消滅時効の管理を行い、差押え・換価・執行停止などを適正に行います。

施策 31 歳入の確保と財源の創出 07310201

主な取り組み 02 財産調査の強化と適正な債権管理 第５次総合計画前期基本計画

所属名 納税促進課

◆事業の位置付け

政策 07 スマートでスリムな行政運営の確立のために。（行政経営） 体系コード

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 4

事業名 滞納整理適正化事業 （既存・維持）
部局名 総務部　財務局


