
局名 部名

総務局 財政部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

　
Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　県税収入の確保に向けた取組み（数字で表せるもの） 

　　個人住民税（県民税と市町村民税があります。以下同じです。）の徴収対策をはじめとする取
　組みにより、県税徴収率の向上と収入未済額の圧縮に努めています。

　【県税収入未済額の状況】

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退
　　職手当相当額が含まれています。
（注２）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注３）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合がありま
　　す。

業務運営進行表

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）
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所属のホームページ

徴収対策課

室・課（出先は所属）名

第１号様式 

所属進行表 

 徴収対策課長の小泉です。                  

 徴収対策課では、主に次の仕事をしています。 

○ 県税の徴収事務について、出先機関である県税事務所及び自動車税管理 

 事務所への指導などを行っています。 

○ 県と市町村とが協力して地方税の納付率の向上を図ることなどを目的と 

 する「神奈川県地方税収対策推進協議会」の事務局として、その総会の運  

 営や、市町村に県職員を短期間派遣する事業などを行っています。 

 

 

個人住民税の

特別徴収を推

進しています！ 

第１・四半期末 第２・四半期末 第３・四半期末 第４・四半期末

前年度比で減 181,012,969 313,282,249 189,121,053 91,087,202

183,429,162 313,782,070 191,034,451 94,942,427

　備考　千円未満は切捨てとしています。

(参考：前年度実績） 28,522,244

項　　目 年間目標
実　　　績　　　　　　　　　（単位：千円）　

年度末

収入未済額 25,482,082

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 年度計

14市町(延24人)

前年度 20市町(延38人)

90,688 221,510 309,928 460,422 460,422

の額（千円） 前年度 99,261 329,719 485,753 764,191 764,191
　備考　平成26年度は、給与所得者の個人住民税について特別徴収の推進に取り組むなど、市町村との連携を強
　　　化しながら個人住民税の徴収対策を着実に進めていくため、短期派遣制度については、これまでの事業効
　　　果を踏まえて市町村への派遣を行うこととしています。　　　　

収入化した個人住民税参
考

項　　目
実　　　績

短期派遣の実績

10市町(19人) 10市町(19人)

７市町(12人) ７市町（12人)

（累計）

（累計）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

年間計画額

0

0

2 2

0 0 0 2 0 0 2

項目 (再)配当額

事業費 114,101 3,560 67,481 19,465 5,861 15,001 111,369

維持管理費 0

計 114,101 3,560 67,481 19,465 5,861 15,001 111,369

62,597 43,984 63,052 44,066 213,699

66,157 111,465 82,517 49,927 15,001 325,068

△ 66,157 △ 111,465 △ 82,515 △ 49,927 △ 15,001 △ 325,065

収
入

収入科目 収入済額

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 23 23 23 23

上記以外の職員

計（人） 23 23 23 23

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0118/


　　〈県税収入未済額の推移〉

　　○　短期派遣制度（平成19年度に創設）の実施状況
　　　　当課の県職員を４～５か月間、市町村に派遣して派遣先の職員として個人住民税の滞納整
　　　理などを行っています。

２　業務実績（数字で表せないもの） 

　①　個人住民税の特別徴収推進の取組み

　　　給与所得者の方の個人住民税は、所得税の源泉徴収義務のある事業者の方が、毎月、特別徴収
　　の方法で給与から税金を差し引いて市町村に納付することとされていますので、神奈川県内で特
　　別徴収を行っていない事業者の方を対象に、平成28年度までに特別徴収義務者に指定する取組み
　　を県内全市町村と協同して進めています。

第１四半期

第２四半期

第３四半期
第４四半期

　②　納税者利便確保の取組み
　　　マルチペイメントネットワーク（ペイジー）を利用した県税の電子納税を平成27年度から開始

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　
〈これ

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

総合評価

　　するため、その準備を進めています。

　備考　対象となる税目は、法人県民税及び法人事業税(エルタックスを利用して申告納付をするものに限ります。)、
      個人事業税、不動産取得税並びに自動車税です。

項　　　　目 実績・進捗状況

 マルチペイメント
 ネットワークによ
 る県税収納開始準
 備の状況

利用開始後の事務について、関係金融機関及び庁内関係課と調整を進めました。

ペイジー収納用納付書などの関係書式について、内容の検討を進めました。

関係金融機関及び庁内関係課と、利用開始に向けた具体的取扱い等について調整
を行いました。

ペイジー収納の運用開始に向けた広報等の準備を行いました。

　個人住民税の
　特別徴収推進
　の取組み

実績・進捗状況
26年３月に決定した県実施計画に基づき、県内全市町村と取組みの内容について
調整を進めました。

県及び県内全市町村で、28年度までに特別徴収義務者となるべき事業者に対して
特別徴収義務者の指定を行うとした「オール神奈川宣言」を採択しました。

特別徴収の推進について、九都県市で共同アピールを実施しました。

28年度の特別徴収完全実施に向け、周知用ポスターを作成・配付しました。

収入未済額が前年度比減となるなど、計画に沿った成果が上がっている。

収入未済額が前年度比で30.4億の減となり、収入未済額の圧縮に向けた取組みは
十分な成果を上げた。また、個人住民税の特別徴収推進について、28年度の特別
徴収の完全実施に向けて各種の取組みを進めたほか、納税者利便確保の取組みに
ついてもペイジー収納を予定どおりに開始するなど、計画どおりの成果を上げ
た。

収入未済額が前年度比減となるなど、計画に沿った成果が上がっている。

項　　　　目

徴収対策課納税グループ（045-210-2332）連絡先（電話番号）

所属長評価

収入未済額が前年度比減となるなど、計画に沿った成果が上がっている。

収入未済額が前年度比減となるなど、計画に沿った成果が上がっている。

[これまでの納税者利便向上の取組み] 

 ① 自動車税及び個人事業税の口座振替制度制度 

 ② コンビニエンスストア収納（自動車税：Ｈ16.9～、個人事業税及び不動産取得税：Ｈ26.4～） 

  ③ 自動車税のクレジット収納（Ｈ26.5～） 

275 261 243 211 188 

計363億円 
344 318 

285 254 

平成22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

個人県民税 

その他県税 

第１・四半期末 第２・四半期末 第３・四半期末 第４・四半期末

前年度比で減 181,012,969 313,282,249 189,121,053 91,087,202

183,429,162 313,782,070 191,034,451 94,942,427

　備考　千円未満は切捨てとしています。

(参考：前年度実績） 28,522,244

項　　目 年間目標
実　　　績　　　　　　　　　（単位：千円）　

年度末

収入未済額 25,482,082

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 年度計

14市町(延24人)

前年度 20市町(延38人)

90,688 221,510 309,928 460,422 460,422

の額（千円） 前年度 99,261 329,719 485,753 764,191 764,191
　備考　平成26年度は、給与所得者の個人住民税について特別徴収の推進に取り組むなど、市町村との連携を強
　　　化しながら個人住民税の徴収対策を着実に進めていくため、短期派遣制度については、これまでの事業効
　　　果を踏まえて市町村への派遣を行うこととしています。　　　　

収入化した個人住民税参
考

項　　目
実　　　績

短期派遣の実績

10市町(19人) 10市町(19人)

７市町(12人) ７市町（12人)

（累計）

（累計）


