
資料を様々な手段を講じて収集し、個人住民税の適
施策目的・

(2)目的 市税以外の収入についても、公金徴収一元化の取り組みやふるさと納税制度の活用を促進するなど、歳入の 事業目的 正な賦課を行い、自主財源を確保する。
展開方向

確保に努めます。また、あらゆる機会を通して国・地方間の税財源の配分の適正化を国に働きかけていくと
○住民税の当初賦課事務 ・特別徴収義務者への給与支払報告書総括表の送付、住民税申告・確定申告者への申告書の送付（12月～１
給与支払報告書、年金支払報告書、住民税申告書、確定申告書等の提出を広く促し、収集した課税資料の精 月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
査、入力、合算、演算、賦課決定を行い、特別徴収税額決定通知書、納税通知書（年金特徴分含む）の発送 当該年度 ・給与支払報告書等の収受、住民税申告・確定申告の受付、税務署での確定申告書の閲覧（１月～３月）　
を行う。　　 執行計画 ・収集した課税資料の精査、入力、合算、演算、賦課決定（１～６月）　　　　　　　　　　　　　　　　

(3)事業内容 内　　容 ○住民税の例月賦課・更正、異動事務 ・特別徴収税額決定・変更通知書、普通徴収分の納税通知書（年金特徴分含む）、課税決定・変更通知書の
国税関係書類の閲覧、本人の修正申告、特別徴収義務者からの異動届、日本年金機構からの再裁定等に伴う 発送、年金特徴取消通知処理（毎月１回）　
年金支払金額の変更などに基づいて住民税の例月賦課・更正、異動事務を行う。 納税義務者数 想定値 66,900当該年度

単位 件
活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 市民の所得の捕捉に努め、住民税の適正な賦課を行い、自主財源を確保する。 直接 課税客体に対して適性に課税した割合 ％ 100 100

令和 2年度 市民の所得の捕捉に努め、住民税の適正な賦課を行い、自主財源を確保する。 直接 課税客体に対して適性に課税した割合 ％ 100

令和 3年度 市民の所得の捕捉に努め、住民税の適正な賦課を行い、自主財源を確保する。 直接 課税客体に対して適性に課税した割合 ％ 100

法改正に伴い個人住民税の新たな徴収方法である年金特別徴収制度が導入され、さらには生命保険や扶養親族に係る所得控除の
(7)事業実施上の課題と対応 制度改正が続くなど、課税業務全体が大きく変化し益々複雑になっていく現況がある。これに伴い、市民からの問い合わせや苦 代替案検討 ○有 ●無

情等も年々増加し、その対応にも苦慮している。このため、職員一人ひとりの更なる知識向上や窓口対応のスキルアップを図っ

平成30年度 平成31年度 令和 2年度 令和 3年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

事務補佐員賃金、共済費 9,303 事務補佐員賃金、共済費 8,628 事務補佐員賃金、共済費 8,628 事務補佐員賃金、共済費 8,628
旅費 8 31年度当初課税（4,5月）事務補佐員10 32年度当初課税（4,5月）事務補佐員10 33年度当初課税（4,5月）事務補佐員10
消耗品費、燃料費 571 32年度当初課税（1～3月）事務補佐員10 33年度当初課税（1～3月）事務補佐員10 34年度当初課税（1～3月）事務補佐員10
印刷製本費 2,873 確定申告端末事務補佐員14人 確定申告端末事務補佐員14人 確定申告端末事務補佐員14人
通信運搬費 9,403 給与所得者特別徴収推進に伴う事務補佐 給与所得者特別徴収推進に伴う事務補佐 給与所得者特別徴収推進に伴う事務補佐
委託料 287 旅費 6 旅費 6 旅費 6
事務機器賃借料、施設使用料 908 消耗品費 383 消耗品費 383 消耗品費 383

実施内容 ＡＳＰサービス利用料 700 印刷製本費 2,669 印刷製本費 2,669 印刷製本費 2,669
会費及び負担金 2,604 通信運搬費 8,980 通信運搬費 8,980 通信運搬費 8,980

(8)施行事項
費　　用 嘱託職員報酬、費用弁償、共済費、雇用 2,672 委託料、電算委託料 1,612 委託料、電算委託料 1,612 委託料、電算委託料 1,612

事務機器賃借料、施設使用料 1,119 事務機器賃借料、施設使用料 1,119 事務機器賃借料、施設使用料 1,119
会費及び負担金 2,754 会費及び負担金 2,754 会費及び負担金 2,754
嘱託職員報酬、費用弁償、共済費、雇用 2,714 嘱託職員報酬、費用弁償、共済費、雇用 2,654 嘱託職員報酬、費用弁償、共済費、雇用 2,654
賦課事務を行う2号嘱託職員1人 賦課事務を行う2号嘱託職員1人 賦課事務を行う2号嘱託職員1人

予算(決算)額 合　　計 29,329 合　　計 28,865 合　　計 28,805 合　　計 28,805
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 29,329 28,865 28,805 28,805

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 10.5 10.1 10.5 10.5
正職員人件費 92,400 88,880 92,400 92,400

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 2,672 2,673 2,673 2,673
臨時職員賃金額 9,303 8,651 8,651 8,651

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 121,729 117,745 121,205 121,205
(11)単位費用

1.85千円／件 1.76千円／件
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

地方税法・我孫子市税条例で規定された事務である。 ○①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 117,745 3,984
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

3.27

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.08

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成31年度）

事業コード 123 課コード 0204 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 企画財政部・課税課

個別事業 個人住民税賦課 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 12 人 (換算人数 10.1 人）
(1)事業概要

(当　初) 117,745 千円 (うち人件費 88,880 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 83303 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

徴収体制の強化や徴収手法の見直しなどにより、歳入の根幹をなす市税のより一層の確保を図るとともに、 個人住民税（市民税・県民税）を賦課するために必要な



財源の確保に努める。
施策目的・

(2)目的 市税以外の収入についても、公金徴収一元化の取り組みやふるさと納税制度の活用を促進するなど、歳入の 事業目的
展開方向

確保に努めます。また、あらゆる機会を通して国・地方間の税財源の配分の適正化を国に働きかけていくと
・申告書の発送 ・10月末迄に申告書の印刷物の業者選定及び契約　　　　　　　　　　　　　 
・データ入力（委託及び直接入力） ・12月中旬に申告書発送
・窓口、電話対応 当該年度 ・1月～2月にデータ入力（委託及び直接入力及びeLTAXによる申告データの取り込み）
・研修会への参加 執行計画 ・2月末迄に課税台帳のチェック

(3)事業内容 内　　容 ・県調査事務（交付税、概要調書） ・3月上旬に当該年度の賦課が確定される

事業所 想定値 2,000当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 市内で所有されている全償却資産を評価する 直接 償却資産の評価率 % 100 100

令和 2年度 市内で所有されている全償却資産を評価する 直接 償却資産の評価率 % 100

令和 3年度 市内で所有されている全償却資産を評価する 直接 償却資産の評価率 % 100

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成30年度 平成31年度 令和 2年度 令和 3年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

印刷製本費 96 印刷製本費 86 印刷製本費 96 印刷製本費 96

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 96 合　　計 86 合　　計 96 合　　計 96
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 96 86 96 96

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.8 0.8 0.8 0.8
正職員人件費 7,040 7,040 7,040 7,040

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 7,136 7,126 7,136 7,136
(11)単位費用

3.57千円／件 3.56千円／件
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

地方税法349条の2に定められた償却資産に対して固定資産税の評価を適正に行う必要がある。 ○①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 7,126 10
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

0.14

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 1.4

% 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成31年度）

事業コード 124 課コード 0204 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 企画財政部・課税課

個別事業 償却資産評価 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 0.8 人）
(1)事業概要

(当　初) 7,126 千円 (うち人件費 7,040 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 83303 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

徴収体制の強化や徴収手法の見直しなどにより、歳入の根幹をなす市税のより一層の確保を図るとともに、 申告により所有資産を正確に把握し、免税点以上の所有者に課税し、



規則に基づいて適格に課税を行う。
施策目的・

(2)目的 市税以外の収入についても、公金徴収一元化の取り組みやふるさと納税制度の活用を促進するなど、歳入の 事業目的
展開方向

確保に努めます。また、あらゆる機会を通して国・地方間の税財源の配分の適正化を国に働きかけていくと
毎年1月1日を基準日として、市内にある土地・家屋/償却資産について、その所有者を納税義務者とし、評 ○納税義務者管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
価された価格を課税標準とし法令に基づき税を賦課する。 7月～2月・・・法務局からの登記情報通知による課税台帳への整理を行う。また、宛名・住所変更や相続人

当該年度 調査等は随時処理する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
執行計画 ○課税更正処理・・・課税したものに変更が生じた場合、４・７・１２・２月の4期に分けて更正処理を行

(3)事業内容 内　　容 う。(時によっては3月にもある。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○納税通知書の発送・・・3月から課税台帳に基づく賦課処理を行い、4月1日に納税通知書等を発送する。
納税義務者数 想定値 51,000当該年度

単位 人
活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 免税及び非課税を除いた全ての固定資産を適格に課税する。 直接 固定資産税・都市計画税の賦課割合 ％ 100 100

令和 2年度 免税及び非課税を除いた全ての固定資産を適格に課税する。 直接 固定資産・都市計画税の賦課割合 ％ 100

令和 3年度 免税及び非課税を除いた全ての固定資産を適格に課税する。 直接 固定資産・都市計画税の賦課割合 ％ 100

所有者及び納税義務者の特定と適切な管理に傾注する。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成30年度 平成31年度 令和 2年度 令和 3年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

固定しおり、住所変更届出返信用封筒 321 固定しおり、住所変更届出返信用封筒 214 固定しおり、住所変更届出返信用封筒 214 固定しおり、住所変更届出返信用封筒 214
固定納税通知書年間郵送料 3,446 固定納税通知書年間郵送料 3,423 固定納税通知書年間郵送料 3,423 固定納税通知書年間郵送料 3,423
消耗品費 42 消耗品費 43 消耗品費 43 消耗品費 43
コピー機使用料 27 コピー機使用料 27 コピー機使用料 27 コピー機使用料 27
コピー機再リース料 2 コピー機リース料 12 コピー機リース料 12 コピー機リース料 12
評価システム研究センター会員負担金 90 評価システム研究センター会員負担金 90 評価システム研究センター会員負担金 90 評価システム研究センター会員負担金 90
県都市税務協議会負担金 11 県都市税務協議会負担金 11 県都市税務協議会負担金 11 県都市税務協議会負担金 11

実施内容 嘱託職員報酬 424 嘱託職員報酬 ２号嘱託職員０．２人 嘱託職員報酬 ２号嘱託職員０．２人 嘱託職員報酬 ２号嘱託職員０．２人
嘱託職員共済費 67 ２，２２８千円×０．２人 445 ２，２２８千円×０．２人 445 ２，２２８千円×０．２人 445

(8)施行事項
費　　用 臨時職員賃金 ０．２人 嘱託職員共済費 69 嘱託職員共済費 69

１，７５８千円×０．２人 352
嘱託職員共済費 69
臨時職員共済費 55

予算(決算)額 合　　計 4,430 合　　計 4,741 合　　計 4,334 合　　計 4,334
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 4,430 4,741 4,334 4,334

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 2 1.8 2 2
正職員人件費 17,600 15,840 17,600 17,600

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 491 515 515 515
臨時職員賃金額 0 407 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 22,030 20,581 21,934 21,934
(11)単位費用

0.43千円／人 0.4千円／人
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

地方税法第342条第1項(固定資産所在市町村にて課税）で定められた固定資産に対して適正な賦課を行う。 ○①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 20,581 1,449
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

6.58

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.49

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成31年度）

事業コード 125 課コード 0204 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 企画財政部・課税課

個別事業 固定資産税・都市計画税賦課事業 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 6 人 (換算人数 1.8 人）
(1)事業概要

(当　初) 20,581 千円 (うち人件費 15,840 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 83303 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

徴収体制の強化や徴収手法の見直しなどにより、歳入の根幹をなす市税のより一層の確保を図るとともに、 固定資産評価額により、地方税法及び条例・



評価基礎資料作成）の構築や分筆、合筆等の登記
施策目的・

(2)目的 市税以外の収入についても、公金徴収一元化の取り組みやふるさと納税制度の活用を促進するなど、歳入の 事業目的 情報を基に現地調査を行う。
展開方向

確保に努めます。また、あらゆる機会を通して国・地方間の税財源の配分の適正化を国に働きかけていくと
土地の固定資産について、公正かつ均衡のとれた評価を行う。 土地の適正かつ均衡のとれた評価を行う。
（１）325箇所の標準宅地の選定、用途地域、状況類似地域等の見直しを行い、不動産鑑定評価に基づき、 （１）分筆・合筆・地目変更等の登記情報により、以下の評価見直しを行う。（通年）
新路線価格を決定する。（3年毎の評価替） 当該年度 ①新たな路線の設置②画地の見直し③所有権の移転④土地利用の変更
（２）登記情報（分筆、合筆等）により、新たな路線の設置・画地の見直し・所有者の決定等を行う。 執行計画 （２）地番図システムの更新（4～6月）

(3)事業内容 内　　容 （３）常に異動のある登記情報や土地利用の変更に対して、適正な土地評価となるよう現況調査を行う。 （３）価格形成要因の現況調査や不動産鑑定（時点修正）を行い、地価動向を反映した適正な路線価を決定
（４）土地固定資産税等の統計情報資料を作成する。 する。（7月～9月）

土地の利用変更（分合筆約1300筆）や所有権移転のあった土地の適正 想定値 1,300当該年度
評価率 単位 箇所

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 地価の動向や路線価を決定する地域要因等を調査し、その年度の土地評価を適正に行う。 直接 土地の利用変更（分合筆約1300筆）や所有権移転のあった土地の適正 % 100 100
評価率

令和 2年度 地価の動向や路線価を決定する地域要因等を調査し、その年度の土地評価を適正に行う。 直接 評価替えによる新路線価(約10,500本)の更新及び所有権移転(約5,000 % 100
筆)や評価異動のあった土地の適正評価率

令和 3年度 地価の動向や路線価を決定する地域要因等を調査し、その年度の土地評価を適正に行う。 直接 土地の利用変更（分合筆約1300筆）や所有権移転のあった土地の適正 % 100
評価率

・柏市や印西市との市境付近の価格バランス調整を行う。
(7)事業実施上の課題と対応 ・住宅用地の特例の認定にあたり、家屋調査担当と連携を図る。 代替案検討 ○有 ●無

平成30年度 平成31年度 令和 2年度 令和 3年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

土地評価システム委託料 6,771 土地評価システム委託料 5,763 土地評価システム委託料 6,206 土地評価システム委託料 6,206
地番図修正委託料 3,774 地番図修正委託料 3,550 地番図修正委託料 3,550 地番図修正委託料 3,550
不動産鑑定（時点修正）手数料 3,861 不動産鑑定（時点修正）手数料 3,861 不動産鑑定（時点修正）手数料 3,861 不動産鑑定（時点修正）手数料 3,861
消耗品 39 不動産鑑定（評価替本鑑定）手数料 20,476 航空写真撮影業務委託 6,718 消耗品 23
2号嘱託職員報酬 1,909 消耗品 23 消耗品 23 2号嘱託職員報酬1,935千円×1人 1,935
2号嘱託社会保険料 273 2号嘱託職員報酬1,935千円×1人 1,935 2号嘱託職員報酬1,935千円×1人 1,935 2号嘱託社会保険料291千円×1人 291
2号嘱託雇用保険料 18 2号嘱託社会保険料291千円×1人 291 2号嘱託社会保険料291千円×1人 291 2号嘱託雇用保険料18千円×1人 18

実施内容 地番図検索システム改修業務委託料 871 2号嘱託雇用保険料18千円×1人 18 2号嘱託雇用保険料18千円×1人 18
地番図検索用パソコン購入費 213 地番図検索システム改修 306

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 17,729 合　　計 36,223 合　　計 22,602 合　　計 15,884
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 17,729 36,223 22,602 15,884

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 2.88 2.96 2.88 2.88
正職員人件費 25,344 26,048 25,344 25,344

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 2,200 2,244 2,244 2,244
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 43,073 62,271 47,946 41,228
(11)単位費用

33.13千円／箇所 47.9千円／箇所
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

土地の評価を適正に行うためには、社会情勢の変化による地価動向を把握しつつ、現況調査を行い土地の利用状況に応じ ○①事前確認での想定どおり
た適正かつ公正な固定資産評価を行う必要があるため。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 62,271 △19,198
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

△44.57

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.16

% 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成31年度）

事業コード 128 課コード 0204 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 企画財政部・課税課

個別事業 土地の調査・評価 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 2.96 人）
(1)事業概要

(当　初) 62,271 千円 (うち人件費 26,048 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 83303 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

徴収体制の強化や徴収手法の見直しなどにより、歳入の根幹をなす市税のより一層の確保を図るとともに、 土地評価を公正かつ公平に行うため、評価システム（土地



確保に努めます。
施策目的・

(2)目的 市税以外の収入についても、公金徴収一元化の取り組みやふるさと納税制度の活用を促進するなど、歳入の 事業目的 ・たばこ税の適正な課税を行い、自主財源の確保に努めます。
展開方向

確保に努めます。また、あらゆる機会を通して国・地方間の税財源の配分の適正化を国に働きかけていくと
○法人市民税申告書の発送　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○法人市民税申告書の発送（毎月中旬以降）、法人市民税申告書入力（通年）、法人市民税 設立届・異動
○法人市民税申告書の入力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 届処理（通年）、法人市民税申告指導（随時）、法人市民税の賦課・調定（通年）、県税事務所　法人税額
○法人設立・異動処理　 当該年度 等通知書処理（通年）、○４月 ・５月　NPO法人の減免事務、○５月・１２月　法人市民税の県報告
○法人市民税申告指導（NPO法人の減免等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 執行計画 ○たばこ税の申告書受付・調定（毎月）

(3)事業内容 内　　容 ○法人市民税の賦課・調定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○法人市民税の県報告
○たばこ税の賦課・調定  適正課税件数／申告件数 想定値 100当該年度

単位 　％
活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 法人市民税及びたばこ税の適正な課税による財源の確保に努める。 直接 法人市民税の適正課税割合 　％ 100 100

令和 2年度 法人市民税及びたばこ税の適正な課税による財源の確保に努める。 直接 法人市民税の適正な課税割合    % 100

令和 3年度 法人市民税及びたばこ税の適正な課税による財源の確保に努める。 直接 法人市民税の適正課税割合    % 100

・我孫子市は超過税率を採用しているため、申告書の税率誤りの修正・チェックを必要とする。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成30年度 平成31年度 令和 2年度 令和 3年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

通信運搬費 324 通信運搬費 324 通信運搬費 324 通信運搬費 324
印刷製本費 47

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 324 合　　計 371 合　　計 324 合　　計 324
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 324 371 324 324

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.6 0.6 1 1
正職員人件費 5,280 5,280 8,800 8,800

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 5,604 5,651 9,124 9,124
(11)単位費用

56.04千円／　％ 56.51千円／　％
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

地方税法・我孫子市税条例で規定された事務である。 ○①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(　％) 目標値(b)(　％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(　％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 5,651 △47
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

△0.84

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 1.77

　％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成31年度）

事業コード 131 課コード 0204 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 企画財政部・課税課

個別事業 法人市民税・たばこ税の賦課・調定 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 0.6 人）
(1)事業概要

(当　初) 5,651 千円 (うち人件費 5,280 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 83303 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

徴収体制の強化や徴収手法の見直しなどにより、歳入の根幹をなす市税のより一層の確保を図るとともに、 ・法人市民税の適正な課税を行い、自主財源の



となる税法改正内容を正確に市税条例
施策目的・

(2)目的 市税以外の収入についても、公金徴収一元化の取り組みやふるさと納税制度の活用を促進するなど、歳入の 事業目的 に反映させる。
展開方向

確保に努めます。また、あらゆる機会を通して国・地方間の税財源の配分の適正化を国に働きかけていくと
・県及び政策法務室との連絡調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・地方税法等の改正内容要旨を確認(課税標準額の特例、非課税措置、軽減税額の変更等）し、各担当に説
・法改正の情報収集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明する。　・千葉県による税制担当者会議への出席（市条例改正内容の説明）　・市税条例及び都市計画税
・改正条文に係る説明資料の作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 当該年度 条例の改正条文・説明資料を作成し、議会に上程する。可決後に公布する。

執行計画
(3)事業内容 内　　容

納税義務者 想定値 51,000当該年度
単位 人

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 期限内に改正内容をもれなく市税条例に反映させる。 直接 改正すべき事項の改正割合 % 100 100

令和 2年度 期限内に改正内容をもれなく市税条例に反映させる。 直接 改正すべき事項の改正割合 % 100

令和 3年度 期限内に改正内容をもれなく市税条例に反映させる。 直接 改正すべき事項の改正割合 % 100

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成30年度 平成31年度 令和 2年度 令和 3年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

国の税制改正に伴う市税条例の改正作業 0 国の税制改正に伴う市税条例の改正作業 0 国の税制改正に伴う市税条例の改正作業 0 国の税制改正に伴う市税条例の改正作業 0
法令追録等 1,122 法令追録等 1,201 法令追録等 1,201 法令追録等 1,201
コピー機使用料 4 コピー機使用料 4 コピー機使用料 4 コピー機使用料 4
コピー機再リース料 1 コピー機リース料 3 コピー機リース料 3 コピー機リース料 3
消耗品費 4 消耗品 3 消耗品 3 消耗品 3

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 1,131 合　　計 1,211 合　　計 1,211 合　　計 1,211
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 1,131 1,211 1,211 1,211

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.4 0.4 0.4 0.4
正職員人件費 3,520 3,520 3,520 3,520

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 4,651 4,731 4,731 4,731
(11)単位費用

0.09千円／人 0.09千円／人
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

市税に対する市民の信頼性向上のためには、税関係法規の改正等を正確に市税条例に反映させる必要がある。 ○①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 4,731 △80
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

△1.72

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 2.11

% 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成31年度）

事業コード 132 課コード 0204 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 企画財政部・課税課

個別事業 税制改正事業 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 2 人 (換算人数 0.4 人）
(1)事業概要

(当　初) 4,731 千円 (うち人件費 3,520 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 83303 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

徴収体制の強化や徴収手法の見直しなどにより、歳入の根幹をなす市税のより一層の確保を図るとともに、 ○市民・法人・軽自動車・たばこ・固定資産・都市計画税の賦課根拠



保護に配慮しつつ適格・迅速に発行する。
施策目的・

(2)目的 市税以外の収入についても、公金徴収一元化の取り組みやふるさと納税制度の活用を促進するなど、歳入の 事業目的
展開方向

確保に努めます。また、あらゆる機会を通して国・地方間の税財源の配分の適正化を国に働きかけていくと
市税に関する台帳等に基づき、オンラインにより本庁受付カウンターや各行政サービスセンターを含めて諸 祝・休日以外の通年
証明を発行する。また、郵送による証明書の発行及び手数料の集計・調定事務処理等を行う。

当該年度
執行計画

(3)事業内容 内　　容

証明書等発行件数 想定値 28,000当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 既存データで可能な限り証明する。 直接 証明請求者に対する証明書発行割合 % 100 100

令和 2年度 既存データで可能な限り証明する。 直接 証明請求者に対する証明書発行割合 % 100

令和 3年度 既存データで可能な限り証明する。 直接 証明請求者に対する証明書発行割合 % 100

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成30年度 平成31年度 令和 2年度 令和 3年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

偽造防止用紙、住宅用家屋証明印刷 68 偽造防止用紙、住宅用家屋証明印刷 77 偽造防止用紙、住宅用家屋証明印刷 77 偽造防止用紙、住宅用家屋証明印刷 77
消耗品費 132 消耗品費 44 消耗品費 44 消耗品費 44
税証明郵送申請おつり用小為替手数料 5 税証明郵送申請おつり用小為替手数料 3 税証明郵送申請おつり用小為替手数料 3 税証明郵送申請おつり用小為替手数料 3
コピー機使用料 28 コピー機使用料 30 コピー機使用料 30 コピー機使用料 30
コピー機再リース料 2 コピー機リース料 15 コピー機リース料 15 コピー機リース料 15
嘱託職員報酬 1,276 嘱託職員報酬　２号嘱託職員０．６人 託職員報酬　２号嘱託職員０．６人 託職員報酬　２号嘱託職員０．６人
嘱託職員共済費 205 ２，２２８千円×０．６人 1,337 ２，２２８千円×０．６人 1,337 ２，２２８千円×０．６人 1,337

実施内容 臨時職員賃金　０．６人 嘱託職員共済費 208 嘱託職員共済費 208
１，７５８千円×０．６人 1,054

(8)施行事項
費　　用 嘱託職員共済費 208

臨時職員共済費 165

予算(決算)額 合　　計 1,716 合　　計 2,933 合　　計 1,714 合　　計 1,714
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 △5,784 △5,332 △6,551 △6,551

その他の財源 □特会 ■受益 □基金 □その他 7,500 □特会 ■受益 □基金 □その他 8,265 □特会 ■受益 □基金 □その他 8,265 □特会 ■受益 □基金 □その他 8,265
換算人数(人) 2.2 1.9 2.2 2.2
正職員人件費 19,360 16,720 19,360 19,360

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 1,481 1,546 1,481 1,481
臨時職員賃金額 0 1,219 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 21,076 19,653 21,074 21,074
(11)単位費用

0.75千円／件 0.7千円／件
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

・固定資産税関係の証明については、地方税法第３８２条の３により交付。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○①事前確認での想定どおり
・納税証明書は、全ての市税について地方税法第２０条の１０により交付｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ・所得関係の証明、地図及び固定資産課税台帳等については、根拠を明示した法令の規定はないが、納税義務者から市長 ○要
   背景は？(事業の必要性) 名による発行が要求される。 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 19,653 1,423
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

6.75

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.51

% 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成31年度）

事業コード 133 課コード 0204 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 企画財政部・課税課

個別事業 税証明発行業務事業 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 7 人 (換算人数 1.9 人）
(1)事業概要

(当　初) 19,653 千円 (うち人件費 16,720 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 83303 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

徴収体制の強化や徴収手法の見直しなどにより、歳入の根幹をなす市税のより一層の確保を図るとともに、 請求者の必要とする証明書及び公簿等の写しを個人情報の



外の収入についても、公金徴収一元化の取り組みやふるさと納税制度の活用を促進するなど、歳入の 事業目的
展開方向

確保に努めます。また、あらゆる機会を通して国・地方間の税財源の配分の適正化を国に働きかけていくと
○軽自動車の登録・廃車・変更の受付及び課税台帳の入力処理 ○４月～５月　軽自動車税納税通知書（年度当初課税分）発送事務
○軽自動車課税台帳の整備 ○４月～３月　軽自動車の登録・廃車・変更等の受付及び課税台帳の入力処理（通年）
○軽自動車税納税通知書の発送（５月当初及び例月処理分） 当該年度 ○４月～３月　課税台帳の更新・賦課・収納マスターの整備・調定及び調定額の変更（毎月）

執行計画 ○４月～３月　軽自動車の経年重課に関わるデータ入力処理　
(3)事業内容 内　　容

異動処理件数 想定値 10,000当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 軽自動車税の課税台帳管理・賦課・調定を適正に行い、自主財源（税収）の確保努める。 直接 課税客体に対して適性に課税した割合 ％ 100 100

令和 2年度 軽自動車税の課税台帳管理・賦課・調定を適正に行い、自主財源（税収）の確保努める。 直接 課税客体に対して適性に課税した割合 ％ 100

令和 3年度 軽自動車税の課税台帳管理・賦課・調定を適正に行い、自主財源（税収）の確保努める。 直接 課税客体に対して適性に課税した割合 ％ 100

軽四輪自動車の取得の増加に伴い登録、名義変更及び廃車などの異動処理件数も増加している。これへの対応として、嘱託職員
(7)事業実施上の課題と対応 を活用し課税の適正化を図っている。　平成２８年度から軽自動車の経年重課及び環境性能による軽課を行なうため、膨大なデ 代替案検討 ○有 ●無

ータ入力処理が必要となる。これへの対応として、嘱託職員（再任用職員）を増員し、対応する。

平成30年度 平成31年度 令和 2年度 令和 3年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

軽自動車税しおり印刷 133 軽自動車税しおり印刷 262 軽自動車税しおり印刷 133 軽自動車税しおり印刷 133
軽自動車税申告事務委託費負担金 301 軽自動車税申告事務委託費負担金 306 軽自動車税申告事務委託費負担金 306 軽自動車税申告事務委託費負担金 306
軽自動車税納税通知書郵送料ほか 1,219 軽自動車税納税通知書郵送料ほか 1,261 軽自動車税納税通知書郵送料ほか 1,261 軽自動車税納税通知書郵送料ほか 1,261
コピー機再リース料 2 コピー機リース料 13 コピー機リース料 13 コピー機リース料 13
コピー機使用料 28 コピー機使用料 26 コピー機使用料 26 コピー機使用料 26
消耗品 42 消耗品 41 消耗品 41 消耗品 41
嘱託職員報酬 424 ナンバープレート作成委託料 314 申告電子データ負担金 190 申告電子データ負担金 196

実施内容 嘱託職員共済費 67 申告電子データ負担金 190 嘱託職員報酬　２号嘱託職員０．２人 嘱託職員報酬　２号嘱託職員０．２人
申告電子データ負担金 188 嘱託職員報酬　２号嘱託職員０．２人 ２，２２８千円×０．２人 446 ２，２２８千円×０．２人 446

(8)施行事項
費　　用 ２，２２８千円×０．２人 446 嘱託職員共済費 69 嘱託職員共済費 69

臨時職員賃金　０．６人
１，７５８千円×０．２人 352
嘱託職員共済費 69
臨時職員共済費 55

予算(決算)額 合　　計 2,404 合　　計 3,335 合　　計 2,485 合　　計 2,491
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 2,404 3,335 2,485 2,491

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 1.9 1.5 1.9 1.9
正職員人件費 16,720 13,200 16,720 16,720

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 491 515 515 0
臨時職員賃金額 0 407 0 515

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 19,124 16,535 19,205 19,211
(11)単位費用

1.79千円／件 1.65千円／件
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

地方税法・我孫子市税条例で規定された事務である。 ○①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 16,535 2,589
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

13.54

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.6

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成31年度）

事業コード 134 課コード 0204 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 企画財政部・課税課

個別事業 軽自動車税の賦課・調定 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 6 人 (換算人数 1.5 人）
(1)事業概要

(当　初) 16,535 千円 (うち人件費 13,200 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 83303 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

徴収体制の強化や徴収手法の見直しなどにより、歳入の根幹をなす市税のより一層の確保を図るとともに、 軽自動車税の適正な課税
施策目的・

(2)目的 市税以



う。
施策目的・

(2)目的 市税以外の収入についても、公金徴収一元化の取り組みやふるさと納税制度の活用を促進するなど、歳入の 事業目的
展開方向

確保に努めます。また、あらゆる機会を通して国・地方間の税財源の配分の適正化を国に働きかけていくと
○適正な賦課(地方税法第３４９条) ○家屋調査率及び評価率100％
情報の管理(建築情報、登記情報)、家屋調査・評価 (新築・増築・滅失)、税務通知処理、窓口(来庁者等) 新築・増築・滅失の家屋の調査及び評価(通年)
、県税事務所との調整、家屋評価システム・家屋台帳履歴管理システム運用事務、県調査事務（交付税・概 当該年度 研修会(初級研修５月・県１１月・東葛管内８月)
要調書） 執行計画 家屋評価・家屋台帳履歴管理システム運用事務(通年)

(3)事業内容 内　　容 税務通知処理(通年)
県税事務所との調整(通年)
新・増築家屋評価(予定) 想定値 700当該年度

単位 件
活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 新築家屋の調査及び評価 直接 家屋の調査及び評価の進捗率 % 100 100

令和 2年度 新築家屋の調査及び評価 直接 家屋の調査及び評価の進捗率 % 100

令和 3年度 新築家屋の調査及び評価 直接 家屋の調査及び評価の進捗率 % 100

適正な賦課のため、課税客体把握及び評価のために必要として3年置きに実施している航空写真図の活用を図る。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成30年度 平成31年度 令和 2年度 令和 3年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

消耗品費 71 消耗品費 67 消耗品費 67 消耗品費 67
報酬 4,082 家屋調査業務を行う２号嘱託職員報酬〇 4,065 家屋調査業務を行う２号嘱託職員報酬〇 4,065 家屋調査業務を行う２号嘱託職員報酬〇 4,065
共済費 662 〃２号嘱託職員社会保険料〇346千円× 640 〃２号嘱託職員社会保険料〇346千円× 640 〃２号嘱託職員社会保険料〇346千円× 640
費用弁償 269 〃２号嘱託職員雇用保険料〇20千円×1 39 〃２号嘱託職員雇用保険料〇20千円×1 39 〃２号嘱託職員雇用保険料〇20千円×1 39
通信運搬費 402 〃２号嘱託職員通勤費〇134千円×1人・ 269 〃２号嘱託職員通勤費〇134千円×1人・ 269 〃２号嘱託職員通勤費〇134千円×1人・ 269
家屋評価ｼｽﾃﾑ・家屋台帳履歴管理ｼｽﾃﾑ賃 2,491 通信運搬費 402 通信運搬費 402 通信運搬費 402
家屋評価ｼｽﾃﾑ・家屋台帳履歴管理ｼｽﾃﾑ保 756 家屋評価ｼｽﾃﾑ・家屋台帳履歴管理ｼｽﾃﾑ賃 2,285 家屋評価ｼｽﾃﾑ・家屋台帳履歴管理ｼｽﾃﾑ賃 2,079 家屋評価ｼｽﾃﾑ・家屋台帳履歴管理ｼｽﾃﾑ賃 2,079

実施内容 家屋評価ｼｽﾃﾑ・家屋台帳履歴管理ｼｽﾃﾑ保 698 家屋評価ｼｽﾃﾑ・家屋台帳履歴管理ｼｽﾃﾑ保 704 家屋評価ｼｽﾃﾑ・家屋台帳履歴管理ｼｽﾃﾑ保 704
家屋評価システムサーバ入替に係る作業 462 平成33年度評価替えに伴うシステム変更 495

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 8,733 合　　計 8,927 合　　計 8,760 合　　計 8,265
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 8,733 8,927 8,760 8,265

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 2.48 2.48 2.48 2.48
正職員人件費 21,824 21,824 21,824 21,824

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 5,013 5,029 5,029 5,029
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 30,557 30,751 30,584 30,089
(11)単位費用

43.65千円／件 43.93千円／件
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

地方税法第３４９条に定められた固定資産税の賦課を適正に行うための事業であり、市内全域に建てられた家屋の調査及 ○①事前確認での想定どおり
び評価を行う必要がある。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 30,751 △194
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

△0.63

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.33

% 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成31年度）

事業コード 135 課コード 0204 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 企画財政部・課税課

個別事業 家屋の調査・評価 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 2.48 人）
(1)事業概要

(当　初) 30,751 千円 (うち人件費 21,824 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 83303 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

徴収体制の強化や徴収手法の見直しなどにより、歳入の根幹をなす市税のより一層の確保を図るとともに、 家屋の調査及び評価をすることにより税の適正な賦課を行



う利用率の向上により行政における入力事務の自
施策目的・

(2)目的 ともに、電子サービスの利用の拡大や職員の情報通信技術の活用能力の向上などに取り組み、市民サービス 事業目的 動化・省力化、ペーパーレス化を図る。
展開方向

の向上や事務の効率化を図ります。また、サイバー攻撃や情報漏えいなどの脅威に対応するため、情報のセ
個人住民税（特別徴収）における給与支払報告書、特別徴収に係る給与所得者異動届、特別徴収への切替依 給与支払報告書及び法人市民税申告書、償却資産申告書の電子申告サービスを実施し、個人住民税、固定資
頼書や法人市民税における確定申告、中間申告及び修正申告等の地方税の申告等及び固定資産の償却資産の 産税の適正な賦課及び自主財源を確保するとともに、市民サービスの向上を図る。
申告をエルタックスを利用したデータ連携により行う。 当該年度

執行計画
(3)事業内容 内　　容

電子申告件数 想定値 12,400当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 給与支払報告書等の電子申告サービスを実施し、個人住民税及び固定資産税の適正な賦課及び自主財源を確保するとともに、市 直接 実施率 ％ 13 15
民サービスの向上を図る。

令和 2年度 給与支払報告書等の電子申告サービスを実施し、個人住民税及び固定資産税の適正な賦課及び自主財源を確保するとともに、市 直接 実施率 ％ 20
民サービスの向上を図る。

令和 3年度 給与支払報告書等の電子申告サービスを実施し、個人住民税及び固定資産税の適正な賦課及び自主財源を確保するとともに、市 直接 実施率 ％ 25
民サービスの向上を図る。

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成30年度 平成31年度 令和 2年度 令和 3年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

電子申告ASPサービス利用料 350 eLTAX利用業務委託料 415 eLTAX利用業務委託料 415 eLTAX利用業務委託料 415

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 350 合　　計 415 合　　計 415 合　　計 415
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 350 415 415 415

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.3 0.3 0.2 0.2
正職員人件費 2,640 2,640 1,760 1,760

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 2,990 3,055 2,175 2,175
(11)単位費用

0.27千円／件 0.25千円／件
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

　電子申告は全国全ての自治体に導入されており、年々電子申告による申告数が伸びている。更に平成30年度税政改正に ○①事前確認での想定どおり
より資本金等の額が1億円を超える大法人において法人市民税の申告を電子で申告することが義務化されたため、今後申 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 告件数が増加することが見込まれる。 ○要
   背景は？(事業の必要性) また、平成33年1月より給与支払報告書の電子による提出の義務化の対象が現在の前々年の給与支払報告書の提出枚数1,0 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

00枚から100枚に引き下げられるため、申告件数は大幅に増加することが見込めるため。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
13 15 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 3,055 △65
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

△2.17

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.49

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成31年度）

事業コード 1969 課コード 0204 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 企画財政部・課税課

個別事業 電子申告サービス事業 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 □全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 0.3 人）
(1)事業概要

(当　初) 3,055 千円 (うち人件費 2,640 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 83204 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

日々進歩している情報通信技術を活用しながら、システムや情報通信機器の計画的な導入や更新を進めると 納税義務者における利便性の向上と同サービスの普及に伴


