
14 税務 分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

82.80% 82.90% 88.70% 88.80% 90.00% 90.00%

97.40% 97.40% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%

91.00% 90.40% 91.20% 91.50% 92.00% 93.00%

34.70% 36.80% 51.00% 53.00% 55.00% 60.00%

成果指標と目
標値

現状と課題

税源委譲に伴う住民税の税率フラット化により、課税額や対象者が増加し、新規の滞納者
が発生する恐れがある。

制度改正や事業計画に基づいた滞納整理などに柔軟に対応できないため、税単独のシステ
ム導入が必要である。

正確でわかりやすく公平な税

分野目標

(1)区民が進んで税の申告を行い、公平で正確な課税が行われている。

(2)納税者の状況に応じた納付の機会や手続きが確保され、区民が着実に税を納めてい
る。

(3)適切な広報や相談・説明により税の理解が深まっている。

成果指標

税の賦課･徴収は、景気変動に大きな影響を受ける。また、人口流動が大きく税に対する
関心が希薄になりやすい地域性がある。税の仕組みや使われ方、制度改正の内容など、適
時にわかりやすくお知らせし理解してもらう必要がある。

軽自動車税（現年課税分）の収入率

住民税の仕組みや意義を理解してい
る区民の割合

住民税（現年課税分）の収入率

住民税申告率（当初課税時に、自ら税の申
告を行う区民の割合）



16年度

925,622

2,996区民一人あたりコスト(円)

１９年度に重
点的に行う取
り組み

特に連携する
必要のある事
項と分野

・口座振替加入のＰＲを強化するとともに、
夜間・休日窓口を開設し、納付の機会を拡大
する。
・期限内に納付のない納税者に対して、電
話・文書・臨戸などにより、催告を行う。

税制度を理解してもらうための広報 税の仕組み、税の役割、使われ方などを理
解してもらうことは、税の自主申告や納税
意識の向上につながる。

区報、ＨＰ、ケーブルテレビなどによる
税に関するお知らせの他、お客様の声を
お聞きし何を広報すべきかを確認しなが
ら、納税者の視点に立った内容の説明を
行う。

3,193

17年度

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

983,312 -

-

-

-

新規滞納者発生の防止

申告書作成指導会等を開催し、区民が申告し
やすい環境をつくり、期限内申告を推進す
る。

公平で適正な課税

取り組み

未申告者をなくし、適正な課税を行うこと
により、税行政の公平性が守られる。

納付機会の拡大と未納案件への早期着手に
より、新たな滞納者の発生を防止し、滞納
繰越額を減少させることにつながる。



様式３

課税

1401

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

82.8% 82.9% 88.8%  

26.7% 29.9% 27.4% 27.60%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 161,460 160,547 171,973

事業概要

事業名

実績 8,958 9,909 9071

事業概要

公平で正確な住民税

施策目標

(1)住民税申告を区民自ら申告期間内に行っている。

(2)申告期間内に申告されない区民に対し、職員が区民宅を訪問するなど申告を促すことに
より、未申告者が減少している。

成果指標
と目標値

住民税申告率（当初課税
時）

未申告者の減少率

現状と
課題

　区民（納税義務者）に対し、税の仕組み、税の役割、使われ方をホームページへの掲載
と冊子の発行、また、７月と９月に申告をされていない方に申告書を送付するとともに、
職員が申告をされていない区民宅を訪問し、申告書の提出を促すことにより未申告者が減
少しているが、さらに、区報、ホームページ、ケーブルテレビで申告を呼びかけるととも
に、三税（税務署、都税事務所、区）で共同作成したチラシの町会内回覧の依頼、地域セ
ンターへの申告書の設置、三税共同申告書指導会など、申告しやすい環境づくりを行い、
区民に税のしくみや申告することの意義について理解を得て、期限内申告を推進する必要
がある。

＜主な取組み＞

課税

申告者数（自ら進んで申告書を提出された区民）

区報、ホームページ、ケーブルテレビで申告を呼びかけるとともに、三税（税務署、都税
事務所、区）とで共同作成したパンフレットの町会内回覧の依頼、地域センターへの申告
書の設置、三税共同申告書指導会など、申告しやすい環境づくりを行う。また、申告漏れ
所得がないかを調査し公平な課税を目指す。

未申告者の調査課税

調査課税者数

申告されていない方には、7月と9月の2回、申告書を送付する。また、10月から11月に未
申告者宅を訪問し申告書の提出を促し、未申告者を減少する。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

施策のコスト（千円）

16年度 17年度 18年度 19年度

450,386 389,865 ー ー

区民一人あたりコスト（円） 1,458 1,266 － ー

区の計画との関係

(1)10か年計画
　領域　Ⅳ－2　「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち
　　主な取組み　税財源の確保



様式３

納税

1402

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

69.1% 70.4% 71.7%  

97.4% 97.4% 98.00% 98.00%

23.4億円 21.6億円 21.0億円 22.4億円

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 23.4億円 21.6億円 21.0億円

事業概要

事業名

実績 22,249 23,801 21,000

事業概要

理解して着実に納める住民税

施策目標

(1)納税者は自ら納期内に住民税を納めている。

(2)住民税（現年課税分）の収入率（年間税額に対して納められた割合）が向上している。

(3)住民税滞納繰越調定額が減少している。

成果指標
と目標値

住民税滞納繰越調定額

住民税（現年課税分）
の収入率

納期内納税者率（普通
徴収分）

現状と
課題

住民税を納期内に納付しない者に対する督促や催告などに余分な経費や労力がかかってい
る。

新規の滞納を翌年度に繰り越さないためには、現年課税分の住民税は当該年度中に納付し
てもらう必要があるが、一部には年度内に納付しない者がいる。

住民税の滞納繰越調停額は年々減少しているが、住民税の公平な負担のためには、さらに
滞納整理を進めてこの額を減少させる必要がある。

＜主な取組み＞

徴収

住民税滞納繰越額（翌年度の当初調定額）

現年課税分の年度内での納税を図るために、電話催告などにより、未納案件への早期着手
を行う。また、夜間・休日窓口の開設など、納税や相談の機会を拡充する。

滞納整理

滞納者数（翌年度当初）

三位一体改革による税源移譲に対応するためにも、滞納繰越分を 小限にとどめる必要が
ある。滞納者の納税資力を見極めたうえで納付を促し、差押や執行停止など、方針に基づ
き計画的な滞納整理を行う。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 2,827 4,041 4,500

事業概要

事業名

実績

事業概要

口座振替

口座振替加入者増数（３月31日現在）

納め忘れを防止し、納期内納税に有効な口座振替について、勧奨通知や街頭キャンペー
ン、ＰＲの強化などにより、利用者を拡大する。

施策のコスト（千円）

16年度 17年度 18年度 19年度

434,591 395,419 ー ー

ー

区の計画との関係

(1)10か年計画
　領域　Ⅳ－2　「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち
　　主な取組み　税財源の確保

区民一人あたりコスト（円） 1,538 1,591 －



様式３

諸税

1403

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

90.9% 90.6% 91.50%  

17.0百万円 18.9百万円 20.0百万円 22.0百万円

71.2% 70.8% 73.80% 74.00%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 32982 33,498 33,643 33,700

事業概要

事業名

実績 7483 7,437 7400

事業概要

適正に管理する軽自動車税・たばこ税

施策目標

　軽自動車税および特別区たばこ税の適正な管理がなされ、公平で適正な課税と、納税者
による着実な納税が行われている。

コンビニエンスストア収納が定着し、納付の機会が拡充され、納税者が納期内に納付して
いる。

原動機付自転車の登録・廃車手続きが効率的に行われ、円滑な課税・納税に繋がっている。

成果指標
と目標値

軽自動車税（現年課税
分）の収入率

軽自動車税滞納繰越調
定額　（翌年度へ繰越
した額）

軽自動車税の納期内納
税率　（6月末 納税件
数）

現状と
課題

  現年度調定額の増額に伴い、滞納繰越調定額が増加傾向にあるため、現年分と滞納繰越分
を合わせた全体の収入率の向上を図る必要がある。

　平成18年度当初課税からコンビニエンスストア収納を実施し、あわせて夜間窓口（毎週
火曜日）休日窓口を開設するなど収入率の向上に取り組んでいる。
　これを機会に、軽自動車税の納税に関するＰＲを充実し、さらに納税者の納税意識を高
める必要がある。

　平成１８年度に、軽自動車税及び原動機付自転車の登録・廃車関係の出力帳票類を見直
し、標識交付証明書への電子公印の刷込み・用紙サイズの統一等を行ったが、今後は税総
合システムの導入によりさらに事務の簡素化・効率化を図る。

＜主な取組み＞

課税・納税

軽自動車税の賦課件数

  区への原動機付自転車申請書及び東京都軽自動車協会からの軽自動車税申告書をもとに適
正な課税を行う。
  また、コンビニエンスストアでの収納など納付窓口を拡大し、納付の機会や場所を増やす
ことで納期内納付を高める。

原動機付自転車の登録・廃車

125㏄以下の原動機付自転車の登録・廃車件数

原動機付自転車の登録（標識の交付）・廃車（標識の返納）事務を適正かつ効率的に行
う。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

施策のコスト（千円）

16年度 17年度 18年度 19年度

課税施策 52,605 ー ー

ー

区の計画との関係

（１）１０か年計画
領域Ⅳ－２　「小さな区役所」で質の高い行政を実現するまち
主な取組み
公会計の改革と確実な予算編成（税財源の確保）

区民一人あたりコスト（円） 171 －



様式３

税制

1404

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

事業計画決定 システム構築 システム構築  

34.70% 36.80% 51.00% 53.00% 55.00%

－ 23.3円 16.9円 16.8円

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 事業計画決定 システム構築 システム構築

事業概要

事業名

実績 適正な制度運営と制度改正への対応 － － － － －

事業概要

効率的でわかりやすい税制度の運用

施策目標

(1)税総合システムが運用され、税務事務の効率化・高度化により、区民サービスの向上が
図られている。

(2)区民が住民税の仕組みや意義を理解している。

成果指標
と目標値

税総合システムの導入

住民税の仕組みや意義
を理解している人の割
合

徴税コスト（税収千円
にかかる経費）

現状と
課題

税源委譲に伴う、住民税フラット化により、住民税への負担感が大きくなると考えられ
る。税の仕組みを理解してもらい、納税の意識を高める必要がある。

景気動向と中野区の所得状況とが一致しない面がある。税制改正による影響と合わせて、
正確な税収見込みを算定するのが難しい。

現行システムでは、制度改正や事業計画に基づいた滞納整理などに柔軟に対応できないた
め、税単独のシステム導入が必要である。

＜主な取組み＞

電算システムの運用・改善

電算システムを活用した課税・納税業務の効率的執行

事業計画に基づいて運用が可能になる、ホストコンピュータから独立した分散型（税単
独）システムを、平成20年度当初課税からの稼動を目途に導入する。

制度改正

制度改正に的確に対応し、納税者へのＰＲや関係部門への情報提供を行う。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 93 96 100 100

事業概要

事業名

実績 29495百万円 29320百万円 30603百万円 予算決定時

事業概要

広報活動

区報・ホームページ等掲載項目

区報、ホームページ、シティテレビ中野により、税に関するお知らせを掲載する他、アン
ケート実施により税務窓口利用のお客様の声を聞く。また、税について説明した冊子等に
ついて納税者の視点に立った内容になっているかを見直し、税について誰にでも理解され
る情報とする。

調査・統計

区税収入額（目標は予算額）

安定した財政運営の基盤としての税収見込みについて、制度改正を踏まえ適正に算出す
る。また、徴税にかかる経費を管理する。

施策のコスト（千円）

16年度 17年度 18年度 19年度

課税施策 50,750 ー ー

ー

区の計画との関係

（1）10か年計画
領域　Ⅳ－2　「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち
主な取組み　　税財源の確保

区民一人あたりコスト（円） 165 －
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