
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

62231 ふるさと納税推進事業 理財部 納税課 シートA 2

62231 債権管理適正化事業 理財部 納税課 シートB 3

62232 市税の徴収事業 理財部 納税課 シートA 5

62232 市県民税特別徴収事業 理財部 納税課 シートA 6

62232 市税の還付事業 理財部 納税課 シートA 7

62232 市税差押物件公売事業 理財部 納税課 シートA 8

62232 証明書発行事業 理財部 納税課 シートA 9

62232 税関係外部団体連絡調整事業 理財部 納税課 シートA 10

62232 固定資産評価審査委員会事務局事務事業 理財部 納税課 シートA 11

62232 税システム運用事業 理財部 納税課 シートA 12

62232 納税推進プログラム 理財部 納税課 シートB 13

62232 愛媛地方税滞納整理共同処理事業 理財部 納税課 シートA 15

事務事業一覧表
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62231 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 20 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

↑

3 3

-

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

-

-

-総合戦略

-

取組み

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
理財部 納税課 担当グループ名 税制担当 948-6265

黒川　泰雅 中野　洋一 中島　敏喜 高田　路

中野　洋一 植田　卓 高田　路

事務事業名
（施策コード）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

令和元年度
理財部 納税課 担当グループ名 税制担当 948-6265

松本　善雄

ふるさと納税推進事業

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等

主な取り組み 健全な財政運営

市長公約

-

取り組みの柱 持続可能な財政運営の維持 -

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

　全国から寄附を集めることにより、本市の重要施策を財源面で支える。
　ふるさと納税を推進することで本市のＰＲになり、観光や産業の振興に繋がる。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として、平成20年度に創設された。

松山市に寄附をしようとする者
・寄附金の収納管理
・お礼状、ふるさと便り等の発送
・松山市のＰＲ
・市外の寄附者への「ふるさと産品」の送付　外

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

決算額 (B)　（単位：千円） 100,604

一般会計 総務費 徴税費 税務総務費 R元予算措置時期

R元年度 R2年度

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

当初目標である寄附金額1.8億円を上回る約2.3億円の寄附があったため。

主な取組み内容

100,604 94,864

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -21,638

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

ふるさと産品等消耗品費：87,770千円
管理・決済手数料：8,214千円
お礼状等郵送料：2,038千円

ふるさと産品等消耗品費：64,800千円
管理・決済手数料：24,997千円
お礼状等郵送料：2,899千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0

県支出金 0

その他

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 ふるさと納税を推進することで、松山市のPRを行いながら、新規財源としての寄附金を確保することができたため。

R2年度の目標

寄附金額2.0億円（歳入予算額）

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・寄附金の収納管理
・お礼状、ふるさと便り等の発送
・松山市のＰＲ
・市外の寄附者への「ふるさと産品」の送付
外

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

庁内ワーキンググループで松山ならではの返
礼品の掘り起こしを行い、魅力的な産品を取り
そろえる。

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

事業の公共性 必要性 公益性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

・寄附金の収納管理
・お礼状、ふるさと便り等の発送
・松山市のＰＲ
・市外の寄附者への「ふるさと産品」の送付　外

新型コロナウイルス感染症の拡大による影響（宿泊券の寄付額減少など）

0

0

0

0

58,941

1,616

H30年度

60,557

58,941

0

市債 0 0

0 0

一般財源

現計予算額 (A)　（単位：千円） 78,966 94,864
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62231 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 30 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

↑

3 3

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

（１）強制徴収公債権の一体徴収
・複数債権の滞納整理を一括管理できるシステムの導入にあわせて、一体徴収を実施する債権の件数を大幅に拡大するため、進行管理と事務処理等のミスを起こさないこと。
（２）自力執行権のない債権回収
・個々の債権を適正に管理するため、進捗状況や情報交換等し、各課に適切な指導や助言を行うこと。

R2年度の目標

・法令の定めるところに従い、適正な管理を徹
底する。
・回収すべき債権は回収し、放棄すべき債権
は適切に放棄する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

（１） 松山市債権管理条例・マニュルアに基づ
く適正管理
（２） 債権回収に係る職員教育の実施
（３） 強制徴収公債権の一体徴収の拡充
（４） 滞納整理に特化した共通システムの運用
開始
（５） 自力執行権のない債権回収のための外
部委託
（６） 債権管理対策会議及び担当者会議の運
営
（７） 各部局における自立的な債権管理の実
施

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

「債権管理に関する基本方針（第２次活動目
標：令和元年-3年度）」に基づく事業推進を、
計画的かつ着実に実施する。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 債権の管理・回収に取り組むことで、公平な市民負担と健全な財政運営に貢献している。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

（１）各部局における自立的な債権管理の実施
（２）債権回収に係る職員教育の実施（基礎研修、実務研修）
（３）強制徴収公債権の一体徴収の拡充（対象債権の追加）
（４）強制徴収公債権の移管事務の体制づくり（職員配置、システム構築）
（５）自力執行権のない債権回収のための専門家配置や外部委託等の導入準備

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

　強制徴収公債権の一体徴収（市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、
下水道受益者負担金、下水道使用料）の徴収実績（R2年3月末時点）が当初目標（徴収金額28,000千
円、徴収率50%）を上回った。【徴収金額（本税・本料）30,000千円、徴収率（本税・本料）54％】

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 352 13,967

一般財源 296 28,785 20,511

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

①債権回収に係る職員研修費用183千円
②強制徴収公債権の一体徴収事務費用153千円
③滞納整理システム構築費用28,072千円

①債権回収に係る職員研修費用342千円
②強制徴収公債権の一体徴収事務費用10,495千円
③自力執行権のない債権回収外部委託9,674千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 648 42,752 20,511

決算額 (B)　（単位：千円） 296 28,785

一般会計 総務費 徴収費 税務総務費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

全庁的な債権管理の適正化を推進することにより、公平な市民負担の確保と未収債権の縮減を図り、円滑な行財政運営の実現を目指す。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

急速な少子高齢化の進展等により歳出が大幅に増加し、市税及び地方交付税等の基幹的な歳入の増加が見込めないといった厳しい財政状況の中、歳出の見直しとあわせて自主財源の確
保のため未収債権のより一層の縮減に取り組まなければならない。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

本市が保有する債権（強制徴収公債権、非強制徴収公債権、私債権）

全庁的な債権管理の方向性を示す「債権管理に関する基本方針（第２次活動目標：平成３１年４月１日～令和４年３月３１日）」に基づき、全庁的な債権管理の適正化を推進することにより、公
平な市民負担の確保と未収債権の縮減を図り、円滑な行財政運営の実現を目指す。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 地方自治法、地方自治法施行令、民事訴訟法、民事執行法などの関係法令、松山市債権管理条例、債権管理に関する基本方針

主な取り組み 健全な財政運営

市長公約

-

取り組みの柱 持続可能な財政運営の維持 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

中野　洋一 田中　利明　 中島　敏喜 平井　晴久

事務事業名
（施策コード） 債権管理適正化事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

田中　利明　 平井　晴久

令和元年度
理財部 納税課 担当グループ名 特別滞納整理担当 948-6316

松本　善雄

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
理財部 納税課 担当グループ名 債権管理担当 948-6316

黒川　泰雅 中野　洋一
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 -

実績値 達成年度 -

％ 達成度

目標値 目標値 7

実績値 達成年度 元年度

％ 達成度

目標値 目標値 3

実績値 達成年度 -

％ 達成度

目標値 目標値 -

実績値 達成年度 -

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標
体制面・運用面の制約がある中で、強制徴収公債権のうち市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料に加え、保育料、下水道使用料、下水道受
益者負担金に拡充し、移管滞納者数も増加（100名→123名）させるなど一体徴収を行った。

成果指標 体制面・運用面の制約がある中で、目標（徴収率50％で設定）を上回る徴収金を達成できた。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

強制徴収公債権の一体徴収をさらに拡充するべく、複数債権を一括管理でき滞納整理に特化した機能を有する共通システムを構築した。
また、自力執行権のない債権回収を進めるべく、外部委託実施を予算化できた。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

一体徴収の対象所管課の滞納状況などによって、徴収引受金額は増
減するため、最終目標については設定できない。

本指標の設定理由
強制徴収公債権の一体徴収による成果を示す指標として設定

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

12,000 12,000

1,453 3,001 3,171

成果指標

（3つまで設定可）

強制徴収公債権の一
体徴収における徴収
金額

万円
1,000 2,500 2,500

145% 120% 127%

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

人事異動等の理由から、職員研修は継続して実施する必要があるた
め、達成年度については設定できない。

本指標の設定理由
職員教育の拡充にむけた活動量を示す指標として設定

3

3 3 3
債権回収に係る職員
研修の講座数

講座
3 3 3 3

100 100 100

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

一体徴収の対象所管課の滞納状況などによって、実施人数は増減す
るため、最終目標については設定できない。

本指標の設定理由
強制徴収公債権の一体徴収の活動量を示す指標として設定

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

強制徴収公債権の一体徴収の活動量を示す指標として設定

100 100 100

債権
4 4 7

930 930

56 100 123

活動指標

（3つまで設定可）

強制徴収公債権の一
体徴収の実施人数

人
50 100 100

112 100 123

強制徴収公債権の一
体徴収の対象債権

4 4 7

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

4



令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62232 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

↑

3 3

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
理財部 納税課 担当グループ名 徴収支援担当 948-6277

黒川　泰雅 中野　洋一

中野　洋一 小西　潔 渡部　寿 上田　勝洋

事務事業名
（施策コード） 市税の徴収事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

小西　潔 小坂　功 上田　勝洋

令和元年度
理財部 納税課 担当グループ名 徴収支援担当 948-6277

松本　善雄

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

主な取り組み 健全な財政運営

市長公約

-

取り組みの柱 市税の適正・公平な課税及び徴収推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市税の納税義務者
・市税の銀行、郵便局からの口座振替（自動払込）及びコンビニ窓口での収納
・主に市外の納税義務者を対象とした、郵便振替による市税の収納
・滞納者に対する督促状、催告書の発送及び滞納処分（差押）の実施
・市外の滞納者への出張徴収及び滞納処分（差押）の実施

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 地方税法、松山市税賦課徴収条例

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

税財源の充実確保及び税の公平性の確保を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

税財源の確保のために市税の収納を行うとともに、法令等により、納期限内に納付されない市税については、納税義務者に対して滞納処分を行うことが義務付けられている。

一般会計 総務費 徴税費 市税徴税費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 83,875 86,653 86,304

決算額 (B)　（単位：千円） 74,382 76,329

一般財源 62,998 66,079 83,130

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

督促状等各種通知に要する郵送料：33,179千円
口座振替等の収納に要する手数料：21,464千円
通知書等作成封入封緘業務等委託料：16,754千円

督促状等各種通知に要する郵送料：37,107千円
口座振替等の収納に要する手数料：23,814千円
通知書等作成封入封緘業務等委託料：19,293千円

0 0 0

その他 11,384 10,250 3,174

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

・市税の口座振替やコンビニ窓口等での収納
・主に市外の納税義務者を対象とした、郵便振替による市税の収納
・督促状、催告書の発送及び滞納処分（差押）の実施
・市外の滞納者への出張徴収及び滞納処分（差押）の実施

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

前年度を上回る徴収率を達成した。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 9,493 10,324

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

新型コロナウイルス感染症の拡大による影響

R2年度の目標

前年度を上回る市税の徴収率を達成する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・口座振替やコンビニ窓口、キャッシュレス決
済等での収納
・主に市外の納税義務者を対象とした、郵便
振替による収納
・滞納者に対する督促状、催告書の発送及び
滞納処分（差押）の実施
・市外の滞納者への出張徴収及び滞納処分
（差押）の実施

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

納税猶予等の制度について周知を図り、状況
に応じて適正に対応する。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 本市の財政運営に大きく貢献している。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62232 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
理財部 納税課 担当グループ名 特別徴収・証明担当 ９４８－６２６６

黒川　泰雅 中野　洋一

中野　洋一 関家　論 濱田　憲一

事務事業名
（施策コード） 市県民税特別徴収事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

濱田　憲一 中川　貴彰

令和元年度
理財部 納税課 担当グループ名 特別徴収・証明担当 ９４８－６２６６

松本　善雄

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

主な取り組み 健全な財政運営

市長公約

-

取り組みの柱 市税の適正・公平な課税及び徴収推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市に個人住民税の納税義務を有する事業所（特別徴収義務者）
・各事業所から提出される異動届（当初納税通知後に「退職」「転勤」等が発生した場合）の記載内容の確認及び変更処理
・税額変更が生じたものを合わせて、各事業所へ変更通知書を発送
・収納税額の過不足の確認及び調整
・税額に増減額が生じるものについては、還付・充当処理

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 地方税法、松山市市税賦課徴収条例

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

特別徴収の方法により納入した個人住民税について、税額変更が生じた場合には、事業所（特別徴収義務者）に対して変更通知書を送付するほか、還付・充当を行うなど、適切な収納管理
を行う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

法令等により、従業員の所得税を源泉徴収している事業主は、原則として個人住民税についても給与から特別徴収（天引き）することが義務付けられている。

一般会計 総務費 徴税費 市税徴収費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 3,006 2,990 3,071

決算額 (B)　（単位：千円） 2,679 2,744

一般財源 2,679 2,744 3,071

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

税額変更通知書郵送料：2,744千円 税額変更通知書郵送料：3,071千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

・各事業所から提出される異動届の記載内容の確認及び変更処理。
・税額変更が生じたものを合わせて、各事業所へ変更通知書を発送。
・収納税額の過不足の確認及び調整。
・税額に増減額が生じるものについては、還付・充当処理。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

各事業所からの異動届や税額変更等に適切に対応し、特別徴収による個人住民税について、適正な収
納管理を行った。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 327 246

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

令和元年１０月から全自治体で共通納税システムの運用が開始された。

R2年度の目標

引き続き、特別徴収による個人住民税につい
て、適正な収納管理を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・各事業所から提出される異動届の記載内容
の確認及び変更処理。
・税額変更が生じたものも合わせて、各事業所
へ変更通知書を発送。
・収納税額の過不足の確認及び調整。
・税額に増減が生じるものについては、還付、
充当処理。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 特別徴収による個人住民税について、適正な収納管理を行うことにより、市税収入を確保しているため。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主任 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主任 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62232 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
理財部 納税課 担当グループ名 市税収納管理担当 948-6835

黒川 泰雅 中野　洋一

中野　洋一 高橋　秀忠 松本　広直 石丸　浩太郎

事務事業名
（施策コード） 市税の還付事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

梶原　優 石丸　浩太郎 濱谷 真紀

令和元年度
理財部 納税課 担当グループ名 市税収納管理担当 948-6835

松本　善雄

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

主な取り組み 健全な財政運営

市長公約

-

取り組みの柱 市税の適正・公平な課税及び徴収推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市税の個人・法人の納税義務者のうち、市税に過誤納が生じた者
・市税の過誤納が発生（判明）した場合に還付口座振替依頼書を作成し、還付口座の照会を行い、市税の還付を行っている。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 地方税法、松山市市税賦課徴収条例

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

修正申告や誤納による市税の過誤納金を還付することにより、適正な納税額にし、公正な市税の収納管理を行うことを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

法令等により、収納された市税に過誤納が生じている場合には、還付することが義務付けられている。

一般会計 総務費 徴税費 市税徴収費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 300,000 300,000 300,000

決算額 (B)　（単位：千円） 274,191 273,005

一般財源 274,191 273,005 300,000

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

還付及び還付加算金：273,005千円 還付及び還付加算金：300,000千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

市税の過誤納が発生した場合に還付口座振替依頼書を作成し、還付口座の照会を行い、市税の還付を行った。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

過誤納金を還付することにより、適正な納税額にし、公正な市税の収納管理が行えた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 25,809 26,995

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし。

R2年度の目標

修正申告や誤納による市税の過誤納金を還
付することにより、適正な納税額にし、公正な
市税の収納管理を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

市税の過誤納が発生した場合に還付口座振
替依頼書を作成し、還付口座の照会を行い、
市税の還付を行う。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 誤納金を還付することにより、適正な納税額にするとともに、公正な市税の収納管理が行えたため。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62232 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし。

R2年度の目標

適正な差押処分及び公売処分の実施。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

捜索等による動産の差押処分の実施及び差
押物件の公売処分の実施。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 差押処分や公売処分は、税種の確保及び納期内納税者との公平性を確保するために必要な事業であるため。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

・差押えした滞納者に対し、自主納税を促すことで、最終的に公売処分に至る前に解決を図った。
・差押物件をインターネットを通じて公売する。
・売却できない可能性のある差押物件から、より換価価値の高い債権等への差押替えを行った。

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

・差押後に滞納者へ納税指導を行なうことで完納につながり、最終的に公売せずに解決できたこと。
・差押物件は、インターネットを通じて公売に付したが落札されなかった。
・差押時には、差押対象物件の換価価値の判断が現場職員では難しい。
・公売時には、差押物件の社会的需要の把握や適正価格の設定が職員では難しい。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 77 205

一般財源 128 0 205

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

差押物件の搬出に係る費用：0円
公売手数料：0円

差押物件の搬出等に係る費用：175千円
公売手数料：30千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 205 205 205

決算額 (B)　（単位：千円） 128 0

一般会計 総務費 徴税費 市税徴収費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

税財源の充実確保及び税負担の公平性確保を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

法令等により、納期限までに納付されない市税の納税義務者対しては、滞納処分することが義務付けられている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市税に滞納がある納税義務者のうち、公売に付することのできる財産を有する者
・松山市税を滞納している者のうち、公売に付することのできる財産（動産）の差押を実施した者に対し、その差押財産をインターネット公売により公売し、売却代金を滞納市税に充当する。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 地方税法、松山市市税賦課徴収条例

主な取り組み 健全な財政運営

市長公約

-

取り組みの柱 市税の適正・公平な課税及び徴収推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

中野 洋一 田中 利明 門屋　伊知朗

事務事業名
（施策コード） 市税差押物件公売事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

渡部 寿 岩口　康弘

令和元年度
理財部 納税課 担当グループ名 特別滞納整理班 948-6906

松本 善雄

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
理財部 納税課 担当グループ名 特別滞納整理班 948-6906

黒川　泰雅 中野 洋一
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62232 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
理財部 納税課 担当グループ名 証明担当 948-6299

黒川　泰雅 中野洋一

中野洋一 関家　諭 新谷　江里子

事務事業名
（施策コード） 証明書発行事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

冨加見　毅 新谷　江里子

令和元年度
理財部 納税課 担当グループ名 特別徴収・証明担当 948-6299

松本善雄

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

主な取り組み 健全な財政運営

市長公約

-

取り組みの柱 市税の適正・公平な課税及び徴収推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

税に関する証明書を必要とする者で、法令等及び事務要領等による交付要件を満たす個人及び法人
・申請書を受け付け、税に関する証明書を交付する。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 地方税法第20条の10　同法第382条の3　外

受益者負担の状況 負担の有無 1:有り
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

証明書１通につき３００円　外

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

法令等に基づき、税に関する証明書を発行することを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

法令等により、「納税証明書」及び「固定資産課税台帳記載事項証明書」については、請求があった場合に交付することが義務付けられている。
それ以外の税に関する証明については、公益上の観点から、市の公共事務として交付している。

一般会計 総務費 徴税費 市税徴収費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 731 974 847

決算額 (B)　（単位：千円） 465 405

一般財源 465 405 847

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

申請書・改ざん防止用紙等印刷製本費：282千円 申請書・改ざん防止用紙等印刷製本費：540千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

税に関する証明書の発行

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

個人情報の保護に配慮しながら、適切に証明書を発行した。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 266 569

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし。

R2年度の目標

引き続き、個人情報の保護に配慮しながら、適
切に証明書を発行する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

税に関する証明書を発行する。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
「効率的な行財政運営の推進」に直接的に寄与するものではないが、法令等で義務付けられている面があり、税部門でなければ対応できない
業務であることから必要性は高い。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62232 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし。

R2年度の目標

引き続き、税に関する様々な情報を収集し、本
市の税務行政に活用するとともに、児童・生徒
への租税教育を通じた税の啓発を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・各種協議会への運営負担金の支出
・各種協議会への出席
・中学生の「税の作文」応募者への松山市長
賞の提供

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
各種協議会に参加することにより、税に関する情報の収集を行い、本市の税務行政に活用するとともに、将来の納税者となる児童・生徒への
租税教育に取り組めた。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

・各種協議会への運営負担金の支出
・各種協議会への出席
・中学生の「税の作文」応募者への松山市長賞の提供

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

各種協議会に参加することにより、税に関する情報の収集を行い、本市の税務行政に活用するとともに、
将来の納税者となる児童・生徒への租税教育に取り組めた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 45 161

一般財源 378 205 275

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

各種協議会への負担金等109千円
各種協議会への出席旅費：87千円

各種協議会への負担金等：99千円
各種協議会への出席旅費：176千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 423 366 275

決算額 (B)　（単位：千円） 378 205

一般会計 総務費 徴税費 市税徴収費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

国や税関係団体からの情報収集、税等に関する国への要望及び租税教育の推進

背景
（どのような経緯で開始した

か）

税に関する情報収集、国への要望等の機会を得ることや各自治体の税務に関する課題等について協議を行う場を持つことは、税務行政の運営上不可欠である。
また、関係団体と連携して租税教育等に取り組むことは、将来の税環境を整える上でも重要である。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

県内の税務関係団体　全国規模の税に関する協議会　外
・松山地区租税教育推進協議会、全国基地協議会、防衛施設周辺整備全国協議会、温泉所在都市協議会へ負担金を支出する。
・税関係の各種団体の会議・研修会に出席することにより、税に関する情報の収集や意見の交換を行う。
・関係団体と連携して、小学生を対象とする租税教室へ職員を講師として派遣したり、中学生への税の作文応募者への松山市長賞の提供を行うなど、租税教育にも取り組んでいる。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等

主な取り組み 健全な財政運営

市長公約

-

取り組みの柱 市税の適正・公平な課税及び徴収推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

中野　洋一 植田　卓 余吾　雄一

事務事業名
（施策コード） 税関係外部団体連絡調整事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

5:補助金・負担金

中島　敏喜 余吾　雄一

令和元年度
理財部 納税課 担当グループ名 税制担当 948-6265

松本　善雄

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
理財部 納税課 担当グループ名 税制担当 948-6850

黒川　泰雅 中野　洋一
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62232 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし。

R2年度の目標

引き続き、納税者からの申出に適切に対応す
る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

松山市固定資産評価審査委員会事務局の運
営
・申出の受付
・審査委員会の開催
・決定書の送付
・外部研修の受講（委員・事務局職員）

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 納税者からの申出に適切に対応したことにより、納税者の権利保護と固定資産税の適正課税を図れたため。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

松山市固定資産評価審査委員会事務局の運営
・申出（5件）への対応
・研修への出席

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

納税者からの申出に適切に対応したため。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 349 -28

一般財源 221 484 460

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委員報酬：364千円
研修会等旅費：113千円

委員報酬：343千円
研修会等旅費：117千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 570 456 460

決算額 (B)　（単位：千円） 221 484

一般会計 総務費 徴税費 市税徴収費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

納税者の権利保護及び固定資産税の適正課税

背景
（どのような経緯で開始した

か）

固定資産の価格は、納税者の税負担に直接重大な影響を及ぼすことから、法令等により、市町村長から独立した合議制の固定資産評価審査委員会を設置することが義務付けられている。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

固定資産税の納税者で、その納付すべき当該年度の固定資産税について、固定資産税課税台帳に登録された価格に不服がある者
（松山市固定資産評価審査委員会事務局の運営）
・申出の受付
・審査委員会の開催
・決定書の送付
・外部研修の受講（委員、事務局職員）

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 地方自治法第180条の5、地方税法第423条、松山市固定資産評価審査委員会条例　外

主な取り組み 健全な財政運営

市長公約

-

取り組みの柱 市税の適正・公平な課税及び徴収推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

中野　洋一 植田　卓 山口　哲也

事務事業名
（施策コード） 固定資産評価審査委員会事務局事務事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

中島　敏喜 山口　哲也

令和元年度
理財部 納税課 担当グループ名 税制担当 948-6267

松本　善雄

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
理財部 納税課 担当グループ名 税制担当 948-6267

黒川　泰雅 中野　洋一
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主査 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62232 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
理財部 納税課 担当グループ名 市税収納管理担当 948-6271

黒川 泰雅 中野　洋一

中野　洋一 高橋　秀忠 関家　諭 梶原　優

事務事業名
（施策コード） 税システム運用事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

梶原　優 大野　倫和 門田　剛一

令和元年度
理財部 納税課 担当グループ名 市税収納管理担当 948-6835

松本　善雄

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

主な取り組み 健全な財政運営

市長公約

-

取り組みの柱 市税の適正・公平な課税及び徴収推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

富士通株式会社松山支店へ委託料を支出
（委託内容）
・税総合情報システム運用支援業務委託
・改元に伴う税総合情報システム改修対応業務委託
・税総合情報システム地方税共通納税対応に伴う技術支援業務委託

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 地方税法、松山市市税賦課徴収条例

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

適正な税業務の推進及び税業務の効率化を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

市税の件数及び金額は膨大であることから、税業務のシステムによる管理は不可欠である。

一般会計 総務費 徴税費 市税徴収費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 69,331 20,653 10,935

決算額 (B)　（単位：千円） 62,074 12,595

一般財源 62,074 12,595 10,935

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

税システム運用支援業務委託など委託料：8,715千
円

税総合情報システム運用支援業務委託など委託料：
9,046千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

・税総合情報システム運用支援業務
・地方税共通納税システム開始に伴う税総合情報システム対応業務
・改元対応に伴う税総合情報システム改修業務

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

適切に税システムの安定稼働かつ改修を行うことができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

「税システム運用事業」へ名称変更。
流用による減あり。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 7,257 8,058

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

口座関係の業務にRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）を導入する。

R2年度の目標

税総合情報システムの安定稼働に取り組むと
ともにRPA業務の実現化に取り組む。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

税総合情報システム運用支援業務及びRPA
業務。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

RPA業務の実現のため運用テストや確認作業
に取り組む。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 税総合情報システムの運用や改修は、市税の管理や徴収などの業務に不可欠であるため。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 副主幹

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主査 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62232 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 17 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

↑

3 3

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

・令和元年9月末に市税催告センターの委託契約期間満了し、同年10月から新たな委託契約を締結。
・令和2年4月1日の改正地方公務員法の施行により、同日付で市税納付推進員が非常勤職員から会計年度任用職員に移行。

R2年度の目標

・前年度を上回る市税徴収率を達成する。
・市税徴収未済額を前年度より縮減する。
・納期内納付について前年度を上回る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・市税催告センターによる初期滞納者に対す
る電話催告の実施
・市税納付推進員による少額滞納案件への訪
問納税指導及び徴収
・税務職員の外部研修受講による能力向上
・各種の市税啓発

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
市税催告センターの架電による納付催告や、市税納付推進員の訪問納税指導等により、初期滞納者への効果的な対応が図られ、市税全体
では昨年度を上回る徴収率を達成する見込みである。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

・市税催告センターによる初期滞納者に対する納付催告
・市税納付推進員による少額滞納案件への訪問納税指導及び徴収
・税務職員の外部研修受講による能力向上
・各種の市税啓発

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

市税催告センターの架電による納付催告や、市税納付推進員の訪問納税指導等により、初期滞納者への
効果的な対応が図られ、市税全体では、昨年度を上回る徴収率を達成する見込みである。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による減あり。 市税納付推進員が非常勤職員から会計年度任用職
員に移行したことにより、市税納付推進員の報酬と社
会保険料分の予算が減額となっている。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 2,762 6,118

一般財源 36,507 35,465 23,760

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

納付推進員報酬：11,426千円
納付推進員社会保険料：1,736千円
市税催告センター業務等委託料：20,422千円

市税催告センター業務等委託料：21,612千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 39,269 41,583 23,760

決算額 (B)　（単位：千円） 36,507 35,465

一般会計 総務費 徴税費 市税徴収費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

税財源の充実確保及び税の公平性を目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

税財源の充実確保等に関する事業としては、既に「市税の徴収事業」「市税差押物件公売事業」等があったが、これら既存の事業に含まれないものについて、本事業により開始した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市市税催告センター（株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト四国支店カスタマーソリューション事業推進部へ委託料を支出）
→市税を滞納している納税義務者に対して、松山市市税催告センターが電話による納付催告を行う。
外部委託以外の事業として以下を実施
・市税を滞納している納税義務者（市内及び近隣4市町）に対し、市税納付推進員が訪問納税指導及び徴収を行う。
・税務職員の外部研修受講による能力向上
・各種の市税啓発（庁舎への納期宣伝横断幕の掲示、市内大学生へのチラシ配布、フリーペーパーへの広告掲載）

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 地方税法、松山市市税徴収賦課条例

主な取り組み 健全な財政運営

市長公約

-

取り組みの柱 市税の適正・公平な課税及び徴収推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

中野　洋一 上田　勝洋 中岡　紀彦

事務事業名
（施策コード） 納税推進プログラム

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

上田　勝洋 中岡　紀彦

令和元年度
理財部 納税課 担当グループ名 徴収担当 948-6277

松本　善雄

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
理財部 納税課 担当グループ名 徴収担当 948-6277

黒川　泰雅 中野　洋一
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 60,000

実績値 達成年度 令和3年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 99.47

実績値 達成年度 令和3年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標
架電件数については、業務の案内フロー見直し等により効果的な電話催告を行い、年間50,000件の目標値を大幅に上回ることができた。令和2年度は、直近実績値
を上回る年間60,000件を目標値として更なる業務改善を行い、より実績を伸ばせるように努めたい。

成果指標
本事業の取り組みに加え、コンビニ収納やスマホ決済などの新たな収納機会の拡大に努めるとともに、現年滞納分の早期着手による対応強化など、徴収に関する他
の取り組み等との相乗効果により、いずれの指標についても目標を上回ることができた。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

順調に徴収率が向上しているものの、税制改革や感染症拡大の影響
等による徴収率の低下要因もあることから、直近実績値以上を目標と
した。本指標の設定理由

本事業は、市税のうちでも、特に現年課税分の徴収率向上を目的とし
ているため

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

99.46 99.47

99.39 99.48 99.45

成果指標

（3つまで設定可）

市税徴収率(現年課税
分)

％
98.50 99.30 99.30

101.0 101.0 101.0

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

架電業務の案内フロー見直し等により目標を大幅に上回ることができ
たが、現状の体制では年間60,000件程度が適正と考えており、現状維
持を下限目標として増を目指すこととしたい。本指標の設定理由

架電催告により、自主納付の推進が図られ、徴収率の向上につながる
ため

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

60,000 60,000

41,059 58,736 60,595

活動指標

（3つまで設定可）

催告センターからの架
電件数

件
40,000 40,000 50,000

102.6% 146.8% 121.2%

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

62232 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 18 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 3

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし。

R2年度の目標

本市移管事案の目標徴収率：40％
＊愛媛地方税滞納整理機構の設定による。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・愛媛地方税滞納整理機構への負担金の支
出
・本市での処理困難事案130件の移管事務
・本市職員2名の派遣

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特になし。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 市税の徴収率向上により本市の安定的な財政運営に寄与している。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

主な取組み内容

・愛媛地方税滞納整理機構への負担金の支出
・本市での処理困難事案130件の移管事務
・本市職員2名の派遣

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

目標を上回る徴収率を達成する見込みである。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

一般財源 14,000 14,000 14,000

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

愛媛地方税滞納整理機構への負担金：14,000千円 愛媛地方税滞納整理機構への負担金：14,000千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 14,000 14,000 14,000

決算額 (B)　（単位：千円） 14,000 14,000

一般会計 総務費 徴税費 市税徴収費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

愛媛県内20市町で構成する一部事務組合である「愛媛地方税滞納整理機構」に参画することにより、①「市町税及び個人県民税の滞納額縮減」②「市町の徴収能力の向上」③「税の公平性
の確保」④「愛媛県における納税環境の整備」を目的としている。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

愛媛県及び県内全市町が協働し、税収確保を推進するため平成16年度から具体的対策の協議を始める。
平成１６年１２月、茨城型の広域的滞納整理組織の設立を前提に「愛媛地方税整理回収機構（仮称）設立検討会議」を設置し、基本案を取りまとめる。
約１年間の具体的な設立準備期間を経て、平成１８年４月、県内全市町参加の一部事務組合「愛媛地方税滞納整理機構」が設立され、現在に至る。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市税等（個人県民税・督促手数料・延滞金を含む）に滞納があり、処理困難な事案（者）
・愛媛地方税滞納整理機構への負担金の支出
（機構での業務内容）
・市町から移管された事案に対して、徹底した財産調査に基づく滞納処分を実施し、滞納税の徴収を行う。（本市からは年間130件を移管）
・市町から派遣された職員が、滞納整理実務を通じてきめ細やかな実務研修を行い、市町の徴収事務能力の向上につなげる。（本市からは職員2名が出向）

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 地方自治法第284条　外

主な取り組み 健全な財政運営

市長公約

-

取り組みの柱 市税の適正・公平な課税及び徴収推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

基本目標 市民とつくる自立したまち【自治・行政】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地方分権社会を推進する 重点プロジェクト -

施策 効率的な行財政運営の推進 主な取り組み -

中野 洋一 田中 利明 門屋　伊知朗

事務事業名
（施策コード） 愛媛地方税滞納整理共同処理事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

5:補助金・負担金

渡部 寿 岩口　康弘

令和元年度
理財部 納税課 担当グループ名 特別滞納整理班 948-6906

松本 善雄

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
理財部 納税課 担当グループ名 特別滞納整理班 948-6906

黒川 泰雅 中野 洋一

15


