
【様式２】

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

・平成31年度当初予算においては、引き続き行財政改革を推進することとして、区長・局長マネジメントのもとでの歳出・歳入両面における更なる自
律的な改革など、一層の選択と集中を関係所属と連携しながら全市的に進めたほか、これまでの市債発行額の縮減等により、通常収支不足は平
成30年度予算と比較して縮小することとなった。
・今後の財政収支概算（粗い試算）平成31年２月版（試算期間：2019年度～2028年度）においては、期間半ばに通常収支不足が一旦解消する見込
みであるものの、万博関連経費の増に加え、高齢化の進展等に伴う扶助費の増や、投資的事業の財源として発行する起債償還の増等により、期
間後半からは再び収支が悪化する見込みであることから、引き続き市民等の理解を得ながら、関係所属と連携して通常収支不足の解消を目指して
いく必要がある。

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題１ 【市民の安全・安心を支える安定した財政基盤の構築】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

・将来世代に負担を先送りしないよう、補てん財源に依存することなく収入の範囲内で予算を組むなど、安定的に財政運営が行われている状態

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

・健全化判断比率について、総務省が定める早期健全化基準を下回っている。

・通常収支不足については、人件費や投資的・臨時的経費の抑制を図ってきているものの、最も税収の多かった平成８年度決算と比較すると、税収
が約２割も低い水準で推移する一方で、扶助費や市債の償還のための公債費などは２倍を超えるなど、義務的な経費が高水準に留まっていること
が主な要因と考えられる。

・このうち公債費については、他の政令市と比較すると、市債残高が大きく、公債費が多くなっており、通常収支不足が見込まれる一因となっている
と考えられる。

  ・公債費の状況（一般会計、29年度予算）
　  　　　　　　　    公債費　　　　　　     歳出規模   　　公債費/歳出規模
　  大阪市        2,868億円           1兆7,626億円           16.3％
　  横浜市        1,850億円           1兆6,459億円           11.2％
　  名古屋市     1,293億円           1兆1,712億円           11.0％
　  京都市           848億円                7,669億円           11.1％
　  神戸市           916億円                7,812億円           11.7％

  ・市債残高の状況（一般会計、28年度末）
　   大阪市　3兆4,319億円　　横浜市　2兆5,328億円　　名古屋市　1兆6,953億円　　京都市　1兆2,789億円　　神戸市　1兆581億円
　
  ・市債残高の推移（一般会計）
     平成28年度末　　　　        3兆4,319億円
     平成29年度末見込          3兆3,929億円
     平成30年度末見込          2兆8,823億円
　※28年度の数値は、実質的な比較を行うため、交通事業の民営化による自動車運送事業会計及び高速鉄道事業会計の廃止にあわせて計数
      整理した数値である（以下同じ。なお、28年度決算時点の残高は2兆9,411億円）。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・現時点での財政の健全性は一定、保たれているが、今後も通常収支不足が見込まれており、さらに未織込みの経費や多くの不確定要素など収支
悪化の要因が未反映であることなどを考慮すると、依然として厳しい財政状況が続くことから、引き続き財政情報を発信することにより市民等の理
解を得ながら、更なる収支改善に取り組み、財政の健全化を進めていく必要がある。

・健全化判断比率（平成28年度）
　実質公債費比率　7.9％（前年度  　9.2％）
　　※　早期健全化基準　  25.0％
　将来負担比率　　95.2％（前年度117.1％）
　　※　早期健全化基準　400.0％
　実質赤字比率・連結実質赤字比率は生じていない。

・今後の財政収支概算では、平成30年度当初予算の水準で税等一般財源が推移すると仮定すると、平成30年代半ばに通常収支不足は一旦解消
する見込みとなるものの、高齢化の進展等に伴う扶助費の増や、投資的事業の本格化に伴う公債費の増などにより、平成30年度後半には再び収
支が悪化することが見込まれる。
　（今後の財政収支概算（粗い試算）平成30年２月版）
　なお、財政収支概算では2025日本万国博覧会やＩＲなど大阪の成長戦略のための事業やその他今後想定される新規事業等は、その影響が不明
確なことから織り込んでおらず、また、その他にもこの試算には多くの不確定要素がある。

※通常収支不足とは、基金など補てん財源を活用しない場合の収支不足のことである。
　　（通常収支不足：基金などの補てん財源を除く一般会計歳入予算額－一般会計歳出予算額）
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【様式２】

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

実質市債残高倍率

A

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

ａ：順調
ｂ：順調でない

　26年度末：2.80倍→31年度末見込：1.86倍

具体的取組１－１－１ 【予算編成を通じた取組】★

28決算額 － 百万円 29予算額 － 百万円 30予算額 － 百万円

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
（平成31年度予算編成）
・予算編成の基本的な考え方を示したうえ、行財政改革の取組を反映す
るとともに、区長・局長マネジメントのもとでの一層の選択と集中を進める
ため所属裁量経費にマイナスシーリングの設定を検討する。

・市債発行（臨時財政対策債を含む）については、公債費が当面高水準
で推移することから、将来世代の負担を十分勘案して、必要最小限とす
るため厳しく精査し、市債残高を抑制する。

・財政運営の透明性や財政規律を一層確保する観点から、予算編成過
程を公表するとともに、市長ヒアリングを公開の場で実施するほか、今後
の財政収支概算を改訂する。

・地方交付税等の確保に向け、本市の財政需要等を適切に反映するよう
国等への要望を展開（継続）する（平成30年度中に４回）。

・政策的な市税の軽減措置の見える化を図るとともに、関係局・区等にお
ける法定外税などの課税自主権の活用等について、政策目的実現に資
するよう提案・助言などを行う。

・通常収支を着実に改善させるため、実質市債残高倍率を縮小させる。
・地方交付税等を確保する。

前年度までの実績
【28年度までの取組実績】
・補てん財源に依存することなく収入の範囲内で予算を組むことを原則と
するなど、将来世代に負担を先送りすることのないよう、財政健全化に着
実かつ積極的に取り組んだ。

・全事業の予算要求状況を公表（平成29年1月）するとともに、市長ヒアリ
ング（市長査定）を公開の場で実施（平成29年1月）したほか、今後の財政
収支概算を改訂した（平成29年2月）。

・普通交付税における生活保護費や臨時財政対策債の算定方法の見直
し等について、要望・意見を提出し（平成28年度４回）、このうち、生活保
護費の算定方法の見直しに関する意見提出について、国より「一部採用
する」との回答を得た（平成28年７月）。

【29年度（30年度予算）の取組実績】
・財源配分に際して、市政運営の基本的な考え方（平成30年度）に基づ
き、区長・局長マメジメントのもとでの一層の選択と集中を進めるためマイ
ナスシーリング（※）を設定したほか、人件費では、人員マネジメントに基
づく職員数の削減など人件費削減の取組を反映した（平成29年9月）。
　　　※マイナスシーリングは所属裁量経費の配分規模に応じて
　　　　▲５％又は▲３％で設定：効果額▲51億円
・市債発行額についても財源配分と同様のマイナスシーリングを設定す
ることなどによって精査し、市債残高を抑制。

《通常収支不足》
　平成24年度予算      ▲454億円（※7月補正後）
　平成25年度予算      ▲346億円
　平成26年度予算      ▲177億円（※5月補正後）
　平成27年度予算      ▲267億円
　平成28年度予算      ▲153億円
　平成29年度予算      ▲198億円
　平成30年度予算      ▲190億円
《市債残高（一般会計）》
   平成28年度末見込    3兆4,319億円
   平成29年度末見込    3兆3,929億円
   平成30年度末見込    2兆8,823億円

・全事業の予算編成過程を公表するとともに、市長ヒアリングを公開の場
で実施するほか、今後の財政収支概算を改訂した（平成30年2月）。

【撤退基準】―

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・今後計画されている大規模公共事業の状況等も見据え、引き続き市債
残高の抑制を図る必要がある。

30年度末
見込

1.97倍
A

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・平成29年度決算における他の政令市の状況をふまえ、今後、当面の
間、実質市債残高倍率1.79倍をめざす。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 a

めざす成果及び戦略　１－１ 【将来世代に負担を先送りしない予算の編成】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
・予算編成を通じて、通常収支不足を解消することをめざす。 ・今後の財政収支概算に大きな影響を与える可能性がある諸課題につい

ての全市的な議論を踏まえつつ、予算編成を通じて区長･局長マネジメン
トのもとでの歳出・歳入両面にわたっての更なる自律的な改革など一層
の選択と集中を関係所属と連携しながら進めるとともに、今後の公債費
を縮減することなどとあわせ、全市的に取り組む行財政改革を反映する
ことにより、通常収支不足の解消をめざす。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
※重点目標
通常収支不足の一つの要因である公債費を縮減するため、一般財源に
対する実質市債残高（※）の割合（実質市債残高倍率）を段階的に縮小さ
せる（32年度予算編成時の32年度末残高で1.8倍以内をめざす）
《参考》平成28年度決算：2.43倍
　（平成28年度までは32年度予算編成時2.0倍以内が目標）
※実質市債残高
　　臨時財政対策債のほか、償還財源（住宅使用料）が今後も確実に確
　　保できる公営住宅建設事業債を除く市債残高
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【様式２】

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題（地方交付税等の確保）】
・地方交付税の算定方法について生活保護費等本市の実態が未だ十分
には反映されていないことや臨時財政対策債の算定方法について財政
力の高い指定都市は普通交付税から臨時財政対策債への振替割合が
特に高くなるように設定されていることから、要望・意見を提出する必要
がある。
【改善策（地方交付税等の確保）】
・生活保護費の地方負担分を普通交付税で全額措置することや普通交
付税から臨時財政対策債への振替方法等算定方法の見直しについて意
見提出する。
・臨時財政対策債の振替割合の高さは地方交付税制度の根幹に関わる
ものであることから、さらなる法定率の引上げを含めた交付税制度の抜
本的改正を要望・意見提出する。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・財源配分に際して、市政運営の基本的な考え方（平成31年度）に基づ
き、区長・局長マメジメントのもとでの一層の選択と集中を進めるためマイ
ナスシーリング（※）を設定したほか、人件費では、人員マネジメントに基
づく職員数の削減など人件費削減の取組を反映した（平成30年9月）。
　　　※マイナスシーリングは所属裁量経費の配分規模に応じて
　　　　▲２％又は▲１％で設定：効果額▲17億円
・市債発行額についても財源配分と同様のマイナスシーリングを設定す
ることなどによって精査し、市債残高を抑制。

《通常収支不足》
　平成24年度予算      ▲454億円（※7月補正後）
　平成25年度予算      ▲346億円
　平成26年度予算      ▲177億円（※5月補正後）
　平成27年度予算      ▲267億円
　平成28年度予算      ▲153億円
　平成29年度予算      ▲198億円
　平成30年度予算      ▲190億円
　平成31年度予算      ▲105億円
《実質市債残高倍率》
  平成26年度決算：2.80倍　　　平成27年度決算：2.51倍
  平成28年度決算：2.43倍　　　平成29年度決算：2.14倍

・全事業の予算編成過程を公表するとともに、市長ヒアリングを公開の場
で実施するほか、今後の財政収支概算を改訂した。

・地方交付税等の確保に向け、本市の財政需要等を適切に反映するよ
う、国への要望を４回行った。
＜国への要望内容＞
・生活保護費の地方負担分を普通交付税で全額措置することや普通交
付税から臨時財政対策債への振替割合の変更等、算定方法の見直しに
ついて要望（平成30年６月）
・生活保護費の地方負担分を普通交付税で全額措置することや普通交
付税から臨時財政対策債への振替割合の変更、交付税法定率の引上げ
を含めた交付税制度の抜本的改正等について意見提出（平成30年９月）
・大阪府北部を震源とする地震にかかる緊急対策や平成30年台風21号
にかかる被害対応に要する経費など本市の特殊財政需要について特別
交付税で措置するよう要望（平成31年１月）
・普通交付税及び臨時財政対策債の次年度予算について要望（平成31
年１月）
＜国からの回答＞
・生活保護費の算定方法の見直しに関する意見提出について国より「一
部採用する」との回答（平成30年７月）

・市税の軽減措置状況を公表（平成31年２月）。
・市税の軽減措置のうち、適用期限が到来するものについて、関係所属
と連携して支援の継続の必要性を検証した内容を公表（平成31年２月）。
・政策目的実現のために、関係局において検討されている制度の具体化
に向け、税制度の観点から協議及び課題の指摘を行った。

・地方交付税の算定方法について、生活保護費等本市の実態が未だ十
分には反映されていないことや臨時財政対策債の算定方法について財
政力の高い指定都市は普通交付税から臨時財政対策債への振替割合
が特に高くなるように設定されていることから、要望・意見を提出する必
要がある。

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ)

計
画

・生活保護費及び道府県費負担教職員制度の権限移譲に係る地方負担
分を普通交付税で全額措置することや普通交付税から臨時財政対策債
への振替割合の変更等算定方法の見直しと本市の特殊財政需要につい
て特別交付税で措置するよう、前回の意見に対する国の回答内容を踏ま
えながら、要望・意見を提出した（平成29年度４回）。

・生活保護費の算定方法の見直しに関する意見提出について、国より
「一部採用する」との回答を得た（平成29年７月）。

・道府県費負担教職員制度の権限移譲に係る算定方法に関する意見提
出について国より「採用する」との回答を得た（平成29年７月）

・市税の軽減措置状況を公表（平成30年２月）。

・市税の軽減措置のうち、適用期限が到来するものについて、関係所属
と連携して支援の継続の必要性を検証した内容を公表（平成30年２月）。

・政策目的実現のために、関係局において検討されている制度の具体化
に向け、税制度の観点から協議及び課題の指摘を行った。
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【様式２】

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・生活保護費の地方負担分を普通交付税で全額措置することや、臨時財
政対策債の振替割合の高さが地方交付税制度の根幹に関わるものであ
ることから、普通交付税から臨時財政対策債への振替割合の変更、さら
なる法定率の引上げを含めた交付税制度の抜本的改正等を要望・意見
提出する。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

・財源配分に際して、市政運営の基本的な考え方（平成31年度）に基づ
き、区長・局長マメジメントのもとでの一層の選択と集中を進めるためマイ
ナスシーリング（※）を設定したほか、人件費では、人員マネジメントに基
づく職員数の削減など人件費削減の取組を反映した（平成30年9月）。
　　　※マイナスシーリングは所属裁量経費の配分規模に応じて
　　　　▲２％又は▲１％で設定：効果額▲17億円
・市債発行額についても財源配分と同様のマイナスシーリングを設定す
ることなどによって精査し、市債残高を抑制。

《通常収支不足》
　平成24年度予算      ▲454億円（※7月補正後）
　平成25年度予算      ▲346億円
　平成26年度予算      ▲177億円（※5月補正後）
　平成27年度予算      ▲267億円
　平成28年度予算      ▲153億円
　平成29年度予算      ▲198億円
　平成30年度予算      ▲190億円
　平成31年度予算      ▲105億円
《実質市債残高倍率》
  平成26年度決算：2.80倍　　　平成27年度決算：2.51倍
  平成28年度決算：2.43倍　　　平成29年度決算：2.14倍

・全事業の予算編成過程を公表するとともに、市長ヒアリングを公開の場
で実施するほか、今後の財政収支概算を改訂した。

・地方交付税等の確保に向け、本市の財政需要等を適切に反映するよ
う、国への要望を４回行った。
＜国への要望内容＞
・生活保護費の地方負担分を普通交付税で全額措置することや普通交
付税から臨時財政対策債への振替割合の変更等、算定方法の見直しに
ついて要望（平成30年６月）
・生活保護費の地方負担分を普通交付税で全額措置することや普通交
付税から臨時財政対策債への振替割合の変更、交付税法定率の引上げ
を含めた交付税制度の抜本的改正等について意見提出（平成30年９月）
・大阪府北部を震源とする地震にかかる緊急対策や平成30年台風21号
にかかる被害対応に要する経費など本市の特殊財政需要について特別
交付税で措置するよう要望（平成31年１月）
・普通交付税及び臨時財政対策債の次年度予算について要望（平成31
年１月）
＜国からの回答＞
・生活保護費の算定方法の見直しに関する意見提出について国より「一
部採用する」との回答（平成30年７月）

・市税の軽減措置状況を公表（平成31年２月）。
・市税の軽減措置のうち、適用期限が到来するものについて、関係所属
と連携して支援の継続の必要性を検証した内容を公表（平成31年２月）。
・政策目的実現のために、関係局において検討されている制度の具体化
に向け、税制度の観点から協議及び課題の指摘を行った。

・地方交付税の算定方法について、生活保護費等本市の実態が未だ十
分には反映されていないことや臨時財政対策債の算定方法について財
政力の高い指定都市は普通交付税から臨時財政対策債への振替割合
が特に高くなるように設定されていることから、要望・意見を提出する必
要がある。

業績目標の達成状況
・上記取組実績の通り
・本年度の算定で、地方交付税及び臨時財政対策債を含む一般
財源総額について、当初予算額を確保することができた。

①
（ⅰ）
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【様式２】

―
アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

ａ：順調
ｂ：順調でない

A
今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 a

大阪市債と千葉県債の国債とのスプレッド
（平成31年３月29日現在）
　　　　　　　　　流通市場　新たな起債（１月債）
大阪市債　　　　16.6bp　　　　13.0bp
千葉県債　　　　16.9bp　　　　13.0bp
差し引き   　　△ 0.3bp　　　 　 0.0bp

平成30年3月末
（流通市場）

大阪市15.3bp
千葉県15.6bp
差し引き

△0.3bp

A

―

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
・大阪市債について、市場からの評価向上や投資家層の拡大を図ること
で、国債からの金利上乗せ幅（以下、「国債とのスプレッド（※１）」とい
う。）が他の地方公共団体以内で安定的に推移し、低利かつ円滑な資金
調達ができている。
（※1）スプレッド＝金利差

・大阪市の財政状況や市政改革等の取り組みへの投資家の理解が必要
なことから、外部専門家等の意見も取り入れながら、より効果的で多様な
ＩＲ（投資家説明）活動に取り組んでいく。

・投資家層を拡大するため、投資家のニーズを的確に把握し、機動的に
多様な年限の市債を発行する。アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

・流通市場（起債後、投資家間で売買する市場）及び新たに発行する大
阪市債の国債とのスプレッドが、全国トップレベルの水準（千葉県債など）
以内で安定的に推移する。
（参考）・平成29年12月の国債からの利回り上乗せ幅（10年債：12月29日時点）
　　　　　　　　流通市場（※２）　新たな起債（平成29年11月債）
　　大阪市債　　　　　　 　16.1bp（※３） 　   16.0bp
　　千葉県債（※４）　　　 16.0bp　　　　    　16.0bp
  （※２）日本証券業協会公表の「公社債店頭売買参考統計値」の12月29日現在値を参照
  （※３）bp（ベーシスポイント）＝0.01％
　（※４）大阪市債と発行時期が近いため比較対象とした

めざす成果及び戦略　１－２ 【市債による円滑な資金調達】
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【様式２】

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

（平成31年３月末現在）
・個別訪問・間接的ＩＲ　99件
　投資家95件、証券会社流通部門３件、マスコミ１件
・会場型説明会　９件
　合同ＩＲ１件（東京）、単独ＩＲ８件（東京、岡山、京都、新潟、愛知、広島、
　大阪）
・インターネットを活用したＩＲ　２件
・メールマガジン　６回
・超長期債を年４回発行
　（４月20年債100億円、５月20年定時償還債200億円、
　８月30年定時償還債150億円、１月30年債100億円）

―

業績目標の達成状況
・取組実績のとおり

①(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

－ 百万円

具体的取組１－２－１ 【投資家層の拡大】★

28決算額 － 百万円 29予算額 － 百万円 30予算額

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・多様なＩＲを効果的・効率的に実施する。
　＜手法＞
　・個別訪問ＩＲ
　　…投資家等を直接訪問し、対面で説明
　・間接的ＩＲ
　　…証券会社の営業部門等を通じ、直接訪問できない投資家に説明す
るほか、広く地方の投資家等へ向けた効果的なＩＲを実施するため、メ
ディア等を活用して説明
　・会場型説明会
　　…投資家等が多く集まるセミナー等の場で説明会を開催
　・投資家に対するタイムリーかつ効率的な情報発信
　＜時期＞
　　・大阪市債発行前に集中的に実施
　＜ターゲット＞
　　・発行時に購入する投資家等
　　・新たに流通市場で購入する投資家等

・多様な年限・償還方法の市債を発行する。
　ＩＲ活動を通じて投資家のニーズを把握し、基幹的な年限の５年債・10年
債だけではなく、投資家の需要の強い年限・償還方法の起債を発行する
ことで、新たな投資家を取り込む。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

・個別訪問・間接的ＩＲ（約100件）
　投資家（地方債市場に影響力のある投資家を中心に）
　証券会社のセールス（営業部門）及び流通市場部門とのミーティング
　金融アナリスト、マスコミとのミーティング
　会場型説明会（他団体との合同ＩＲなど）  など

・メールマガジン等を利用した情報発信を実施（年５回以上）

・市場動向を見極めたうえで、投資家需要の強い年限・償還年限の市場
公募債を機動的に発行

【撤退基準】
・大阪市債と千葉県債の流通市場での国債とのスプレッドを比較し、
5.6bp（主幹事方式導入前の平成23年度平均）を上回った場合、手法を再
構築する。

前年度までの実績
（平成28年度）
・個別訪問・間接的ＩＲ　146件
　　投資家129件、金融アナリスト１件、証券会社セールス５件、
　　証券会社流通部門５件、マスコミ６件
・会場型説明会
　　合同ＩＲ　１件（東京）、単独ＩＲ　１件（東京）
（平成29年度（12月末現在）)
・個別訪問・間接的ＩＲ　109件
　　投資家95件　金融アナリスト３件
　　証券会社セールス３件　証券会社流通部門４件　マスコミ４件
・会場型説明会
　　合同ＩＲ　１件（東京）、単独ＩＲ　２件（東京）
　
（平成28年度）
・超長期債を発行
　　５月　　　　　　20年債　200億円（発行予定額100億円）
　 10月　　　　  　20年債　100億円（定時償還方式による市場公募債）
　　　　　　　　　　 30年債　150億円（発行予定額100億円）
（平成29年度（12月末現在））
・超長期債を発行
　　４月　　　　　　20年債　200億円（発行予定額100億円）
　  ９月　　　　  　20年債　150億円（定時償還方式、発行予定額100億円）
　 10月　　　　  　20年債　150億円（発行予定額100億円）
　　　　　　　　　　 30年債　150億円（発行予定額100億円）

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

【広告事業の拡充】

28決算額 － 百万円 29予算額 － 百万円 30予算額

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・「ネーミングライツパートナー一斉募集事業」や「協力広告代理店制度」
について検証を行い、必要に応じて制度改善する。

・広告掲載にかかる規制業種について、各所属の意見も踏まえ、規制緩
和に向け検討する。

・本市各所属や他団体における先進事例や民間提案など、有益な最新
情報を積極的に収集し、各所属に提供する。

・局所管財産を活用して区が実施する広告事業の推進に向け、局におい
て取組が進んでいない財産の情報を各区に提供する。（本市で先行事例
があるものなど、区において取り組みやすいものを抽出し、具体的な実
施事例とともに情報を提供）

・広告事業推進プロジェクトチーム幹事会の開催や実施状況の調査によ
り、取組の進捗管理を全庁的に行う。（実施状況調査：年５回）

・メールマガジンによる募集情報等の配信や相談窓口の対応など、各所
属の取組に対する支援を行う。（毎週、メールマガジンを配信し、本市
ホームページも最新の募集情報に更新）

・広告事業効果額590百万円の達成
【撤退基準】
上記目標額を下回ると見込まれた場合には、広告事業推進プロジェクト
チーム会議等を開催し、目標達成に向けた全庁的な取組を再構築する。

前年度までの実績
（平成23～28年度）
「大阪市広告事業推進プロジェクトチーム」を設置し、媒体別に目標額を
設定のうえ全庁的に取組を推進した結果、広告事業効果額は５億円を超
え、政令指定都市の中でもトップクラスの水準となった。

（平成29年度）
・「ネーミングライツパートナー一斉募集事業」について、広告代理店との
意見交換を行い、制度改善を行ったうえで再実施した。
・広告代理店の参入を促進するため「協力広告代理店制度」を導入した。
・広告掲載にかかる規制業種について、他団体等における規制状況等の
調査を行い、規制緩和に向けた検討を行った。

[平成28年度]
　目標額：510百万円　　実績額：599百万円
　・実績額内訳　　（ ）は政令市平均
　　　ホームページバナー：17百万円　（７百万円）
　　　印刷物等：109百万円　（41百万円）
　　　施設活用：251百万円　（55百万円）
　　　ネーミングライツ：159百万円　（79百万円）
　　　その他の媒体：63百万円　（13百万円）
[平成29年度]
　目標額：560百万円　10月末契約済額：595百万円

－ 百万円

具体的取組１－３－１

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

ａ：順調
ｂ：順調でない

A
今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

―
Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 a

平成30年度決算見込：693百万円（平成31年3月
末時点）

651百万円 A

―
アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

めざす成果及び戦略　１－３ 【広告事業による財源の確保】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
・厳しい財政状況下においても、広告事業による税外収入の確保等に努
め、必要な市民サービスの維持・向上につなげる。

・全庁的な取組を一層推進していくため、「大阪市広告事業行動指針」に
基づく、媒体別の取組を進めるとともに、広告主獲得に向け構築した新た
な制度の活用を図るなど、戦略的に広告事業を展開する。
・引き続き全庁的な執行管理を行うとともに、メールマガジンの配信や相
談窓口の対応等を通じて実施所属を支援することにより、目標達成をめ
ざす。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・「市政改革プラン2.0」の取組期間（平成28～31年度）を通じて、広告事業
効果額を毎年度５億円程度を確保する
　※広告事業効果額:「広告料収入」＋「歳出削減額」
　※「歳出削減額」とは、広告事業を実施し、広告料収入を得るこ
       とで、本市の委託料等の歳出が削減された影響額をいう。
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【様式２】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・ネーミングライツパートナー一斉募集にかかる周知方法を検討するとと
もに、一斉募集に向けて対象施設等を各所属へ照会（７月）
・市民ロビーでの映像放映等周知方法を拡充したうえで一斉募集を実施
し、59施設１事業でパートナーを募集（２施設１事業で優先交渉権者決
定）
・広告掲載にかかる規制業種についての規制緩和案を、広告事業推進プ
ロジェクトチーム幹事会にて検討（６月）
・区で活用可能な局所管財産を調査（７月）
・広告事業推進プロジェクトチーム幹事会を開催（６月、９月）
・実施状況調査（５月末、７月末、10月末、１月末）
・メールマガジン配信（３月末時点：51回）
・広告事業のご案内（募集ホームページ）の更新（３月末時点：51回）
・相談対応（３月末時点：54件）

業績目標は達成しているものの、広告主が獲得できている大規模施設に
おける改修工事の影響により今後減収が予測されることから、市政改革
期間を通じて５億円程度の効果額を確保していくためには、新たな広告
主の獲得に引き続き取り組む必要がある。

・ネーミングライツパートナー一斉募集事業については若干応募件数が
増加しているものの、更なる工夫が必要である。

業績目標の達成状況
平成30年度決算見込：693百万円（平成31年3月末時点）

①(ⅰ)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・ネーミングライツパートナー一斉募集事業の認知度向上に向けた手法
を検討する。①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった

②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

442億円
（うち、現
年度分

138億円、
過年度分
304億円)

A A

―

アウトカムの達成状況

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

平成30年度未収金残高状況（３月末現在）266億
円（過年度分）

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
・未収金残高を減少させる。 ・歳入の確保はもとより、市民負担の公平性・公正性確保のため、「新た

な未収金を極力発生させない」「既存未収金の解消」の２本柱で全市的な
未収金対策に取り組む。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
※重点目標
・全市的な目標額
　平成29年度末未収金残高　435億円
　平成30年度末未収金残高　428億円
　平成31年度末未収金残高　413億円
　　　        （平成29年度決算　442億円）
　

前年度 個別 全体

ａ：順調
ｂ：順調でない

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

―
Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ａ

めざす成果及び戦略　１－４ 【未収金対策の強化】

（単位：億円）

288 304 288 282

147
138 140 131

435 442 428 413

29年度目標

（30年5月末）

29年度決算

（30年5月末）

30年度目標

（31年5月末）

31年度目標

（32年5月末）

【未収金の状況】

過年

度分

現年

度分
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【様式２】

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・平成29年度の未収金残高が目標に対して、７億円達成できていないこと
も踏まえ、第23回大阪市債権回収対策会議（平成30年２月９日）で設定し
た平成30年度末未収金残高目標を達成するために、大阪市債権回収対
策会議の開催等を通じて、進捗管理の強化を行っていく。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

20 百万円

具体的取組１－４－１ 【市債権回収対策室における未収金対策の取組】★

28決算額 26 百万円 29予算額 21 百万円 30予算額

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・各所属が定めた各債権の目標数値の達成状況について、ヒアリング等
を実施し、PDCAサイクルの観点に立った進捗管理を行うとともに、適正
な債権管理及び早期の滞納整理等についての総括的な指導を実施す
る。
　・大阪市債権回収対策会議の開催（８月及び随時開催）
　・年度後半の取組強化及び進捗管理のために、実務責任者で構成
　される大阪市債権回収対策推進会議等を随時開催する他、大阪市
　債権回収対策会議を必要に応じて開催
　・平成30年度の各債権の未収金残高目標及び具体処理策の
　取りまとめ及び公表
　・未収金の状況の公表（年４回）

・各所属の徴収事務担当者等を対象とした、徴収ノウハウ向上のための
取組を行う。
　・強制徴収公債権徴収担当者を対象とした「ＯＪＴによる徴収事務
　担当者の育成～市債権回収対策室と各所属の徴収ノウハウの
　共有化～」を実施
　・債権管理・回収業務支援弁護士を設置し、私債権等に関する事案
　相談を実施するとともに、本市の実情を踏まえたうえで、実務に即し
　かつ実践的な「債権管理・回収に係る研修会」を開催

・各所属で対応困難となっている高額事案や重複滞納事案等に対して、
市税の徴収ノウハウを活かした、より効果的・効率的な徴収及び滞納整
理を実施し、既存未収金の圧縮に努める。

・全市的な目標額
　平成30年度末未収金残高
　 428億円（現年度分140億円、過年度分288億円）

・研修内容及び事案相談の内容が役に立つと回答した受講者等の割合
が85％以上

・市債権回収対策室における、未収金等の徴収目標額（平成30年度）
　1,308百万円

【撤退基準】
・全市的な目標が達成できないと見込まれた場合は、早急に全市的な会
議を開催し対策を講じるなど目標達成に向け、取組を再構築する。

前年度までの実績
・大阪市債権回収対策会議の開催（平成20年度～　計23回）
・福祉局やこども青少年局にそれぞれ設置していた未収金回収担当を財
政局に集約化し、市債権回収対策室を設置（平成24年８月）。
・債権別行動計画を改訂（平成27年度）。

・ＯＪＴによる徴収事務担当者の育成の実施（平成27年度～）。
　　・平成29年度参加人数　８所属　８名
・研修会の実施（平成20年度～）。
　　・平成29年度実施
　　　【基本編】（５月～９月）
　　　日程：5回連続講座×２クール　　参加者：延べ320名
　　　講師：弁護士
　　　【発展編】（11月～２月）
　　　日程：５回　　参加者：延べ112名
　　　講師：弁護士
　　　研修の内容が役に立つと回答した受講者等の割合：98.4％
・弁護士による事案相談の実施（平成27年度～）。
　　・平成29年度相談件数：192件

・市債権回収対策室における、各所属で対応困難となっている高額事案
や重複滞納事案等に対する徴収及び滞納整理。
　・平成29年度実績　1,147百万円
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【様式２】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・大阪市債権回収対策会議の開催（８月）
・大阪市債権回収対策推進会議の開催（４月、７月、２月）
・消滅時効期間を経過する債権に対する適切な事務処理の徹底につい
て各債権所管に依頼（６月）
・消滅時効期間を経過する債権に対する適切な事務処理の徹底につい
て各債権所管に依頼した内容の対応状況確認及び進捗管理（９月、１
月、３月）
・各債権所管へのヒアリング等により進捗管理を実施（６月～７月）
・平成29年度決算見込未収金の状況の公表（８月）
・平成30年度の各債権の未収金残高目標及び具体処理策の取りまとめ
及び公表（８月）
・平成30年度未収金状況の公表（９月、１月、３月）

・「ＯＪＴによる徴収事務担当者の育成～市債権回収対策室と各所属の徴
収ノウハウの共有化～」の実施
　　・研修（前期）を実施（７月～10月）　６所属　６名
　　・研修（後期）を実施（11月～３月）　６所属　６名
・「債権管理・回収に係る研修会」の実施
　　・【基本編】（５月～８月）　日程：5回連続講座×２クール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者：延べ320名
　　・【発展編】（10月～２月）　日程：５回　参加者：延べ12１名
・債権管理・回収業務支援弁護士による事案相談を実施（４月～３月）
　  ・相談受付件数　186件（３月末現在）
　　　※参考（前年度同時期の状況）　192件
・市債権回収対策室における、市税の徴収ノウハウを活かした、より効果
的・効率的な徴収及び滞納整理を実施
　　・事案引継ぎ金額　574百万円
　　・財産調査対象金額　15,774百万円

・未だ、多額の未収金残高が存在するため、平成31年度について、設定
した目標を必ず達成させるべく、全市的な未収金対策に取り組み、進捗
管理及び総括的な指導を実施する必要がある。

・消滅時効期間を経過する債権に対する適切な事務処理を今後、より一
層徹底させるべく、平成31年度以降も取組を継続する必要がある。

・「OJTによる徴収事務担当者の育成」等の徴収ノウハウの向上のための
取組の効果として、OJT研修に参加した受講生の所属においては、債権
差押えの事務フローの作成や過去に実施したことのない債権への差押え
を行うなど研修の成果はあるものの、依然として、所属によりノウハウの
差が見られるため、平成31年度以降も、取組を継続する必要がある。

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・未収金残高の状況を把握しながら、適宜、ヒアリング等を実施し、総括
的な指導を行う。

・消滅時効期間を経過する債権に対する適切な事務処理を今後、より一
層徹底させるべく、平成31年度以降も取組を引き続き行う。

・「OJTによる徴収事務担当者の育成」等の、各所属徴収事務担当者を
対象とした、徴収ノウハウ向上のための取組を引き続き行う。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

・平成30年度未収金残高状況（３月末現在）266億円（過年度分）
　（平成30年度当初未収金残高　442億円（過年度分））
　（平成30年度末未収金残高目標　288億円（過年度分））
  進捗率114.3％（△176億円/△154億円）
※参考（前年度同時期の状況）
平成29年度未収金残高状況（３月末現在）304億円（過年度分）
 (平成29年度当初未収金残高　478億円（過年度分）)
 （平成29年度末未収金残高目標　288億円（過年度分））
   進捗率91.6％（△174億円/△190億円）

・「ＯＪＴによる徴収事務担当者の育成」における研修内容が役に
立つと回答した受講者の割合　100％（12名受講）
・「債権管理・回収に係る研修会」の内容が役に立つと回答した受
講者の割合【基本編・発展編計】　99.1％
・事案相談の内容が役に立つと回答した相談者の割合（３月末現
在）　100％

・市債権回収対策室における未収金等の徴収実績（３月末現在）
1,174百万円
進捗率89.8％（1,174百万円/1,308百万円）
※参考（前年度同時期の状況）
進捗率68.9％（1,088百万円/1,579百万円）

①
（ⅰ）
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【様式２】

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題２ 【適正・公平な税務行政の推進】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

次の３点を実施している状態。
・適正・公平な税務行政
・信頼される税務行政
・効率的な税務行政

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

・税務事務の執行にあたっては、地方税法、大阪市市税条例などの関係法令に基づき、適正・公平な賦課・徴収の実施を執行している状況。
・日頃から関係法令等の専門的知識の習得、課税客体の的確な捕捉、滞納処分の厳正な執行に努めるなど、適正・公平な事務執行に努めなけれ
ばならず、新規採用者や他局からの転入者が確実に知識を習得できるように初任者向けの研修や中級者・上級者向けにさらなる知識向上を図る
ための実務に関する研修を行っている。
　
　○税務新任者研修参加者数
　　　　　　28年度　 111人
　　　　　　29年度　 105人
　　　　　　30年度　 115人

　○課税客体捕捉及び申告内容調査結果（法人市民税、事業所税、固定資産税（償却資産））
　　　　　　27年度調査実績　　　調査件数　　47,500件　　　調定件数　　4,100件
　　　　　　28年度調査実績　　　調査件数　　51,800件　　　調定件数　　4,800件
　　　　　　29年度調査実績　　　調査件数　　53,400件　　　調定件数　　6,100件
　
　○収納率及び未収金の推移
　　　　　　27年度決算　収納率　97.6％　未収金　140億円
　　　　　　28年度決算　収納率　97.9％　未収金　119億円
　　　　　　29年度決算　収納率　98.2％　未収金　101億円

　　　　　　　　　　　　収納率（市税総計）と未収金残額　（単位：億円）　　                               市税収納率の推移　（単位：％）
 

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

・調査の結果、毎年度新たな課税客体の捕捉や申告誤りが判明している。
・金額は減少しているものの、依然として多額の未収金が存在している。
・人事異動により、多数の税務新任者が生じているため、適正・公平な事務執行を担える人材の育成が必要である。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

次の３点について、適切に取り組む必要がある。
・適正・公平な課税となるよう効率的・効果的な課税客体の捕捉及び申告内容の調査
・適正・公平な徴収となるよう収納率の向上、未収金の圧縮
・適正・公平な事務執行が行えるよう計画的・統一的な人材育成

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

＜適正・公平な課税となるよう効率的・効果的な課税客体の捕捉及び申告内容の調査＞
・法人市民税、事業所税及び固定資産税（償却資産）について、外部委託を活用した調査業務の機能向上や経常事務化に向けたマニュアル化に取り組み、効率的・効
果的な課税に繋がった。次年度についても新たな調査手法の検討など継続して取り組む。
・個人市・府民税の特別徴収について、府内全市町村による一斉指定対象事業者の全件指定に取り組んだことにより、目標指標以上の特別徴収義務者の指定を達成し
た。
・入湯税（平成30年10月導入）について、納税者への周知及び広報や鉱泉浴場経営者に対する説明会の開催などにより、円滑な導入を図り、対象全施設から申告書の
提出を得ることができた。
＜適正・公平な徴収となるよう収納率の向上、未収金の圧縮＞
・収納率の向上及び未収金の圧縮を目指し、現年課税分の早期収納、厳正な滞納処分の執行について各種目標数値を定めて取り組んだことにより、収納率（市税総
計）及び未収金残高に係る目標は達成できる見込みであり、適正・公平な徴収の推進に向けた戦略としては有効であると認識している。次年度も課題については改善策
を講じながら、収納率の向上、未収金の圧縮に向け、更に高い目標を掲げて取り組む。
・なお、新たな納税方法として、平成30年度には、平成30年12月に「LINE Pay 請求書支払い」、平成31年２月に「Apple Pay」、平成31年３月に「楽天銀行アプリ」を導入
し、市民サービスの向上及び納税促進を図った。次年度においては、これらの納税方法の推進に向けて、効果的な広報を行うとともに、さらに多様な納税方法を導入す
ることで、納期内納付率を向上させ、市税収入の早期確保に努めたい。
＜適正・公平な事務執行が行えるよう計画的・統一的な人材育成＞
・人事異動により多数の税務新任者が配置される中、適正・公平な税務事務を担う人材を育成するため、「平成30年度税務職員研修計画」に基づき、新任者研修をはじ
め、中級者・上級者向けの実務に関する研修を行い、業務知識の向上を図るとともに、管理職に対して業務管理上の視点も踏まえた研修を実施し、マネジメントスキル
の向上を図るなど、階層及び経験年数に応じた段階的な研修を実施することで、職員の業務水準の向上を図り、適正・公平な事務を確保することができた。
・また、 PDCAサイクルの観点に立った効果検証の結果を踏まえて「平成31年度税務職員研修計画」を策定し、引き続き、計画的・統一的な人材育成を行う。

年度 25 26 27 28 29

現年課税分 99.2 99.3 99.3 99.4 99.4

滞納繰越分 24.9 22.1 25.4 26.8 29.5

市税総計 96.8 97.2 97.6 97.9 98.2

184
163

140
119 101

96.8%
97.2%

97.6%
97.9%

98.2%

50

100

150

200

250

25年度

（決算）

26年度

（決算）

27年度

（決算）

28年度

（決算）

29年度

（決算）
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【様式２】

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
船場法人市税事務所調査担当を中心に、調査機能の
充実強化を図り、課税客体の捕捉等を行った。 53,400件 A

A4,643件

-

めざす成果及び戦略　2－１ 【適正・公平な課税の推進】 

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
・適正・公平な課税を行うため、より効率的・効果的な調査が実施されて
いる。
・個人住民税の特別徴収の推進により、法令の遵守、納税者の利便性向
上及び安定した税収の確保が図られている。
・平成30年10月から導入する入湯税が適正に課税されている。

・毎年、新たな課税客体が捕捉されるとともに、申告された内容に修正の
必要が生じている現状において、適正・公平な課税を推進するために
は、継続した未申告法人や申告内容の調査が必要であるため、公権力
の行使を伴わない簡易な調査事務について、外部委託を活用しながら、
調査業務の機能向上をめざす。
・平成30年度の府内全市町村による一斉指定に向け、府内全市町村と連
携し取組を実施することで、個人住民税の特別徴収実施率向上を図る。
・鉱泉浴場経営者等への十分な周知、広報及び説明を通して入湯税へ
の理解を深めることで、入湯税の円滑な導入を図る。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・より適正・公平な課税に資するため、課税客体の徹底した捕捉や適正な
申告を行う納税義務者を増加させることをめざす。
・個人住民税の特別徴収実施率85%を目途に、約２万件の新規特別徴収
義務者の指定をめざす。
・入湯税の申告義務がある鉱泉浴場経営者からの申告率100％をめざ
す。

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・法人市民税、事業所税及び固定資産税（償却資産）において、外部委
託を活用して効率的・効果的に課税客体の捕捉調査や申告内容の調査
を実施する。
・これまでに検討、マニュアル化した調査手法に基づいた調査を行う。
・効果的・効率的な新たな調査手法の考案に向けて更なる調査研究を行
う。

・調査想定件数　49,000件
・外部委託の活用により効率的な調査対象の抽出、文書発送等の事務を
実施する。
・新たに経常事務化した調査手法について、適正に実施する。
・効果的・効率的な新たな調査手法の考案。

【撤退基準】－
（本市に裁量なし）

前年度までの実績
・27年度調査実績　　　調査件数　47,500件　　調定件数　4,100件　　調定額　580百万円
・28年度調査実績　　　調査件数　51,800件　　調定件数　4,800件　　調定額　784百万円
・29年度調査実績　　  調査件数　53,400件　　調定件数　6,100件　　調定額　958百万円

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

―
Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 a
ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

目標指標である新規特別徴収義務者の指定を達成
（H28年度～H30年度新規特別徴収義務者指定数：
30,965件）

A

鉱泉浴場経営者等への周知及び説明会を開催するこ
とにより経営及び納入申告書が確実に提出された。 A

具体的取組２－１－１ 【適正・公平な課税の推進　　課税客体の捕捉等】

―

28決算額 15 百万円 29予算額 15 百万円 30予算額 15 百万円

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

―

業績目標の達成状況
取組実績のとおり達成済み ①(ⅰ) 改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

船場法人市税事務所において、
・法人市民税・事業所税・固定資産税（償却資産）に係る調査事務計画を策定し、同
事務所調査担当による進捗管理のもと、目標件数である49,000件を超える調査を実
施した。
（平成31年3月末：調査着手件数：54,704件（うち調査完了：54,026件、調定件数：
5,805件、調定額：1,210百万円（平成31年3月末））
・大量反復業務（調査対象の抽出、申告しょうよう文書の発送等）については外部委
託を活用することにより、円滑かつ効率的な調査が実施できている。
・効果的・効率的な新たな調査手法としては、固定資産税（償却資産）の『減価償却
資産の的確な捕捉による未申告者調査』において、他税目のシステムで保有する情
報を活用した調査手法について、マニュアルの整備等を行うことにより、当該調査の
経常事務化を図り、経常事務として適正な運用が行えるよう調整を行った。
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【様式２】

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・個人市・府民税の特別徴収の推進
　平成30年度の府内全市町村による一斉指定の実施にあたり、これまで
行ってきた広報や周知活動を踏まえ、従来特別徴収を実施してこなかっ
た事業者を特別徴収義務者に指定する。

・特別徴収の推進
　府内全市町村による一斉指定の対象となる事業者を特別徴収義務者
に全件指定する。

【撤退基準】－
（本市に裁量なし）

前年度までの実績
・ 特別徴収実施率
　（平成27年度）
　　特別徴収実施率　77.2％
　（平成28年度）
　　特別徴収実施率　80.2％　　新規特別徴収義務者指定数　（9,135件）
　（平成29年度）
　　特別徴収実施率　80.7％　　新規特別徴収義務者指定数　（4,643件）
　※特別徴収実施率＝特別徴収納税義務者数/給与所得者数
　　（課税状況調7月1日現在）
　※新規特別徴収義務者指定数（4月末時点）

具体的取組２－１－２ 【適正・公平な課税の推進　　特別徴収の推進】

28決算額

具体的取組２－１－３ 【適正・公平な課税の推進　　入湯税の導入】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・府内全市町村により一斉指定の対象となる事業者について、特別徴収義務者とし
て全件指定した。
・平成30年11月1日及び平成31年２月（書面開催）の大阪府個人住民税特別徴収推
進会議幹事会において、府内全市町村の特徴推進について、一定の成果をあげた
ことを確認した。（平成31年3月末を以て推進会議を閉会）

本市の実績
・平成30年度特別徴収実施率　83.9%
・平成30年度新規特別徴収義務者指定数（17,187件）

28決算額

- 百万円 29予算額 - 百万円 30予算額 - 百万円

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

―

業績目標の達成状況
取組実績のとおり達成済み

①(ⅰ)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

- 百万円 29予算額 - 百万円 30予算額 37 百万円

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
＜入湯税の円滑な導入への取組み＞
・納税義務者への周知、広報を十分に行い、入湯税の円滑な導入を図
る。
・入湯税の申告義務を有する鉱泉浴場経営者へ事前に十分な説明を行
い、入湯税の適正な申告の実現を図る。

・入湯税の申告義務を有する鉱泉浴場経営者からの申告率100%

【撤退基準】
平成30年10月の導入までの間の取組みのため、撤退基準は設けない。
なお、周知、広報及び説明方法については、より効果的なものとなるよう
適宜見直しを行う。

前年度までの実績
なし
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【様式２】

・継続した調査の実施にあたり、今年度に実施した調査を踏まえ、さらな
る調査手法の充実を図る。

業績目標の達成状況
取組実績のとおり達成済み

①(ⅰ)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・平成30年4月から経営申告書の送付、受付開始（平成30年7月末現在、市内の全
鉱泉浴場経営者から経営申告書受付済み）
・船場法人市税事務所と共同して「入湯税特別徴収の手引き」を作成
・平成30年6月に鉱泉浴場施設経営者向け入湯税説明会を開催
・入湯税課税開始の市民向けの周知として、市ホームページの更新、区広報誌「お
おさか掲示板」（9月号）等への掲載及び本庁1階エレベーター前並びに各市税事務
所設置映像機器における広報資料を作成
・平成30年9月に「市税事務所受付窓口の手引き」の改訂を行い、各市税事務所へ
通知
・平成30年9月に入湯税納入申告書に係る事務連絡を行い、また、平成31年2月に
取扱通知等を集約した事務処理要領を作成し、船場法人市税事務所へ通知
・平成31年2月に船場法人市税事務所による申告義務を有する鉱泉浴場への実地
調査の実施（宿泊施設、日帰り施設の各1施設）
・4月から3月末の間、経営申告書については、対象全50施設、11月から3月に提出
された納入申告書については、対象全19施設から申告有
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【様式２】

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・新規採用者や他局からの転入者が税務に関する業務知識を確実に習
得できるように初任者向けの研修を実施する。
・管理者向けの研修や中級者・上級者向けの実務に関する研修を実施す
る。
・各市税事務所における業務OJTや税務部が企画するアドバイザー制度
による新任職員の指導・育成を実施するとともに、OJT指導者及びアドバ
イザー等、後輩職員を指導する職員向けの研修を実施する。
・人材育成に係る研修やその検証等、能力開発に関連する研修等を実
施する。
・平成30年度の研修実績をふまえ、平成31年度の研修計画を策定する。

・税務に関する研修においてアンケートを実施し、理解できた職員の割合
　→　90％以上（平成29年度目標86％）

【撤退基準】
次の数値を下回った場合、取組の再構築を行う。
・税務に関する研修においてアンケートを実施し、理解できた職員の割合
　→　75％

前年度までの実績
・税務職員研修計画の策定及び研修を実施した（平成19年度～）。
・アドバイザー制度の実施（平成21年度～）
・税務に関する研修においてアンケートを実施し、理解できた職員の割合
が92.2％（平成29年度実績）

具体的取組２－１－４ 【適正・公平な税務行政の推進　　人材育成】

28決算額 2 百万円 29予算額 2 百万円 30予算額 2 百万円

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

―

業績目標の達成状況
各研修におけるアンケート等結果による職員の理解度は95.0%で、
達成できている。

①(ⅰ)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・平成30年度税務職員研修計画に基づき税務職員新任者研修、各業務
所管による各税務新任者研修を実施。
・管理者向けの研修や中級者・上級者向けの実務に関する研修を実施。
・アドバイザー制度の実施及び業務ＯＪＴを全事務所で実施したほか、新
たに職員の能力開発に関連する人材育成研修として「文章作成研修」を
実施。
・財政局人材育成行動計画における「めざす職員像」、「めざす職場像」
実現のための取組として、税務部・市税事務所が主催する合同研修・勉
強会を実施。
・各研修後、アセスメントシートを活用した効果検証を行い、その結果を踏
まえて「平成31年度税務職員研修計画」を策定。
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【様式２】

戦略＜中期的な取組の方向性＞
・収納率の向上
・未収金の圧縮

・現年課税分について、新たな滞納を発生させないよう取り組むとともに、
納期内に納付されない場合には、早期の滞納整理に着手する。

・滞納繰越分について、厳正な滞納整理を推進する。
アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
※重点目標
・収納率目標値　市税総計（金額ベース）
　平成30年度98.3％をめざす。
・未収金残高目標額
　平成30年度までに102億円をめざす。

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

―
Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 a

―

めざす成果及び戦略　２－２ 【適正・公平な徴収の推進】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

7 百万円

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・現年課税分について、早期収納を実現するため次の取組を実施する。

(1)　納期内納付率の向上
　Web口座振替受付サービス及びクレジット収納の利用勧奨を行ない利
用を促進することで納期内納付率向上を図る。

(2)　財産調査の推進
　納期内に納付されない場合には、電話による納税督励に合わせて、早
期に財産調査に着手する。

(1)
・利用件数
　　・Web口座振替受付サービス
　　　個人市･府民税(普通徴収)　2,000件
　　　固定資産税　　　　　　　　　　3,000件
　　・クレジット収納　　　　　　　　75,000件　  　　　　　　　　【改定履歴あり】
・ 納期内納付率（件数ベース）
　　　個人市・府民税（普徴）・固定資産税・軽自動車税　82％
　　　（平成29年度目標　81％）

(2) 財産調査の件数
　　12万件以上(滞納者数の約８割）

【撤退基準】
目標が達成できないと見込まれた場合は、早急に、現年課税分早期徴収
に向けた、他の対策を検討し、目標達成に向け、取組を再構築する。

前年度までの実績
(1)
・利用件数
　（平成28年度）
　　・Web口座振替受付サービス
　　　個人市･府民税(普通徴収)   2,335件
　　　固定資産税                       2,705件
　　・クレジット収納                     5,123件（平成28年12月から開始）
　（平成29年度）
　　・Web口座振替受付サービス
　　　個人市･府民税(普通徴収)     1,843件
　　　固定資産税                       　2,143件
　　・クレジット収納                     70,589件
・納期内納付率（件数ベース）
　（平成28年度）
    個人市・府民税（普徴）・固定資産税・軽自動車税　81％
　（平成29年度）
    個人市・府民税（普徴）・固定資産税・軽自動車税　82％

(2)　財産調査実施件数
　（平成28年度）
　　・財産調査文書の送付件数　約16万件
　（平成29年度）
　　・財産調査文書の送付件数  約17万件

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

4月末納期経過分収納率：98.4％ Ａ
Ａ

4月末未収金残高：122億円（不納欠損を除く） Ａ

具体的取組２－２－１ 【現年課税分の早期収納の取組】

28決算額 9 百万円 29予算額 5 百万円 30予算額

98.1%

131億円
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【様式２】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

(1)・Web口座振替受付サービス利用件数（平成31年３月末実績）
　　　個人市・府民税（普通徴収）：1,560件（進捗率約78％）
　　　（昨年度同期実績　1,843件（進捗率約92％））
　　　固定資産税：3,285件（進捗率約110％）
　　　（昨年度同期実績　2,143件（進捗率約71％））
　 ・クレジット収納利用件数（平成31年３月末実績）
　　　81,350件（進捗率約108％）
　　　（昨年度同期実績　70,589件（進捗率約118％））
　 ・納期内納付率（平成31年４月末実績）
　　　個人市・府民税（普通徴収）・固定資産税：82.3％
　　　（昨年度同期実績比＋0.5ポイント）

(2）財産調査実施件数（平成31年３月末実績）
　 ・財産調査文書の送付件数　177,509件（進捗率約148％）
　 （昨年度同期実績　168,861件（進捗率約135％））

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
(1)Web口座振替受付サービス及びクレジットカード収納の利用件数の増
加に向け、多様な周知方法を検討し、実施する必要がある。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

(1)コンビニ収納のほか、クレジット収納やLINE Payなどの電子マネーによ
る納付方法を追加するなど、多様な納税方法を導入したことから納期内
納付率は向上している。しかしながら、口座振替による納付はここ数年横
ばいとなっており、さらなる納期内納付率の向上のため、Web口座振替受
付サービスをはじめとした様々な納税方法の更なる周知方法の検討が必
要である。

業績目標の達成状況
・取組実績のとおり ②(ⅰ) 改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

(1)本市ＨＰや広報紙での周知を行うとともに、固定資産税及び市・府民税の納税通
知書、督促状、納税注意書等にWeb口座振替受付サービス、クレジット収納等の勧
奨ビラを同封するほか、平成30年９月からは、納付書の裏面にこれらの内容を掲載
し、納税時にも確認してもらえるようにするなど、さらに積極的な利用を呼びかけた。
なお、固定資産税の納税通知書に同封する利用勧奨ビラについては、これまで不
動産の新規取得者を対象とした取組であったが、今年度から口座振替対象者以外
の全納税義務者に送付することとし充実させた。また、このほか、新築分譲マンショ
ン入居者に対して勧奨ビラのポスティングを実施した。これらの取組については来
年度も継続して実施する。なお、クレジットカード収納については、本市の取組に加
え、今年度に引き続き、カード会社からカード会員向けにメールの送信やキャンペー
ンについてのチラシ配布等を行うことにより、民間企業の情報発信力を活用した勧
奨も合わせて実施する。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

具体的取組２－2－２ 【厳正な滞納処分の執行】★

28決算額 － 百万円

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・滞納繰越分について、次の取組を実施し、厳正な滞納整理を行う。

(1)　差押等の取組強化の推進
　各市税事務所における差押件数の目標数値や公売実施回数の目標数
値を設定し、着実に達成を図る。

(2)　長期滞納事案の厳正な滞納整理の促進
　長期間滞納が継続している平成27年度課税事案について、状況を確認
し、滞納処分、停止等、厳正な滞納整理を促進する。

(3)　収納対策特別チームによる取組強化の推進
　各市税事務所において処理困難と思われる事案を選定し、収税課収納
対策特別チームに引き継ぎのうえ、集中的な滞納整理を実施する。

(1)
・差押決議の目標件数　14,000件(調査件数の約１割）
　　６月～11月　7,000件
　　12月～５月　7,000件
・公売の目標実施回数
　　インターネット公売　４回
　　合同公売　３回

(2)　平成27年度課税の滞納事案（一定金額以上）件数の60％以上を
整理(徴収・処分・停止等)。

(3)　引継滞納金額の50％以上を処理（徴収・停止）。

【撤退基準】
目標が達成できないと見込まれた場合は、早急に、滞納繰越分の厳正な
滞納整理の実現に向けた、他の対策を検討し、目標達成に向け、取組を
再構築する。

前年度までの実績
(1)
・差押決議件数
　（平成28年度）
　　差押決議　19,049件
　（平成29年度）
　　差押決議　21,399件
・公売実施回数
　（平成28年度）
　　インターネット公売　７回
　　合同公売　３回
　（平成29年度）
　　インターネット公売　５回
　　合同公売　３回

(2)　滞納事案整理率
　（平成28年度）※平成24・25年度課税事案が対象
　　76.2％
　（平成29年度）※平成26年度課税事案が対象
　　75.9％

(3)　チーム事案引継件数等
　（平成28年度）
　　事案引継件数    418件
　　引継滞納金額　　954,868千円
　　処理金額           508,996千円（53.3％）
　（平成29年度）
　　事案引継件数    408件
　　引継滞納金額    735,300千円
　　処理金額      　   370,612千円（50.4％）

－ 百万円 29予算額 － 百万円 30予算額

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

(1)・差押決議件数（平成30年６月～平成31年４月末実績）
　 　　差押決議　19,816件（進捗率　約142％）
　　　 （昨年度同期実績　20,120件（進捗率　約134％））
　　・公売実施回数（平成31年３月末実績）
　　　　インターネット公売　７回 （昨年度同期実績　５回）
　　　　合同公売　３回 （昨年度同期実績　３回）

(2)平成27年度課税の滞納事案に係る整理率（平成31年３月末実績）
　 整理率　72.7％　（昨年度同期実績　75.9％）

(3)チーム事案引継件数等（平成31年３月末実績）
　 事案引継件数　330件
　 引継滞納金額　612,373千円
　 処理金額　　　　276,512千円
　 処理率　　　　　 45.2％
 （昨年度同期実績）
　 事案引継件数　408件
　 引継滞納金額　735,300千円
　 処理金額　　　　370,612千円
　 処理率　　　　　 50.4％

(3)収納対策特別チームでは、高額事案や市税事務所では処理困難な事
案を市税事務所から引き受け、処理している。市税事務所における滞納
整理の進捗により、引継滞納金額が圧縮される中で、権利関係を整理す
るため法律相談が必要な事案や差し押さえた債権の債務者が納付せず
取立訴訟の提起が必要な事案等、処理に非常に時間を要する事案が相
対的に増えている状況にあり、目標としている処理率50％は困難な状況
である。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
(1)進捗率が昨年度に比べて下がっているため、進捗管理をさらに徹底
し、必要に応じて早期に強化策の検討を行う必要がある。

(2)整理率が昨年度に比べて下がっていることから、原因分析及び強化
策の検討を行うとともに、進捗管理をさらに徹底し、引き続き取組を行う
必要がある。

(3)処理率が昨年度に比べて上がっているものの、競売、破産等の処理
困難な民事係争事案が引継滞納金額の１割程度を占める状況であり、
引き続き早期に処理方針を見極め、滞納処分に取り組む必要がある。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

(1)・差押決議件数（平成30年６月～平成31年４月末実績）
　 　　差押決議　19,816件（進捗率　約142％）
　　　 （昨年度同期実績　20,120件（進捗率　約134％））
　　・公売実施回数（平成31年３月末実績）
　　　　インターネット公売　７回 （昨年度同期実績　５回）
　　　　合同公売　３回 （昨年度同期実績　３回）

(2)平成27年度課税の滞納事案に係る整理率（平成31年３月末実績）
　 整理率　72.7％　（昨年度同期実績　75.9％）

(3)チーム事案引継件数等（平成31年３月末実績）
　 事案引継件数　330件
　 引継滞納金額　612,373千円
　 処理金額　　　　276,512千円
　 処理率　　　　　 45.2％
 （昨年度同期実績）
　 事案引継件数　408件
　 引継滞納金額　735,300千円
　 処理金額　　　　370,612千円
　 処理率　　　　　 50.4％

(3)収納対策特別チームでは、高額事案や市税事務所では処理困難な事
案を市税事務所から引き受け、処理している。市税事務所における滞納
整理の進捗により、引継滞納金額が圧縮される中で、権利関係を整理す
るため法律相談が必要な事案や差し押さえた債権の債務者が納付せず
取立訴訟の提起が必要な事案等、処理に非常に時間を要する事案が相
対的に増えている状況にあり、目標としている処理率50％は困難な状況
である。

業績目標の達成状況
・取組実績のとおり

②(ⅰ)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

(3)市税事務所では処理困難な事案を引き受ける収納対策特別チームの
役割上、今後も、処理に時間を要する事案が増えることが想定される。
早期に事案の処理方針を見極め、進捗管理をさらに徹底するとともに、
平成31年１月から導入された換価執行決定制度（参加差押庁が差押庁
に代わって不動産を換価できる制度）も積極的に活用するなど、目標処
理率達成を目指す。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成
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【様式２】

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

・大都市の実態に応じた税財政制度の実現に向けて要望活動を進めた結果、平成31年度地方財政計画の地方一般財源総額及び地方交付税の
総額は平成30年度を上回る額が確保されるなど、一定の成果を得ることができた。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・国と地方の役割に見合った税源配分となるよう、また、大都市特有の財政需要に見合った税財政制度となるよう、国等に対して働きかける必要が
ある。

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題３ 【大都市にふさわしい税財政制度の実現】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

・税源移譲などにより、大都市の実態に見合った税財源が確保され、自立した財政運営が図られている。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

・国・地方における租税の配分状況
　　現状における国・地方間の「税の配分」は ６：４、
　　一方、地方交付税、国庫支出金等も含めた
　　「税の実質配分」は ３：７

・法人所得課税の配分割合（実効税率）
　　（平成29年４月時点）
　　国税 88.0％、道府県税 4.7％、市町村税 7.3％

・消費・流通課税の配分割合（平成29年度）
　　国税 74.3％、道府県税 22.1％、市町村税 3.6％

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

・国と地方の「税の配分」と「税の実質配分」に大きな乖離がある。

・都市税源である消費・流通課税や法人所得課税の配分割合が極めて低い。
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【様式２】

課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・他の指定都市や大阪府とともに、政府や国会議員に対して、都市的な
財政需要に見合った税財政制度の実現に係る要望活動（平成30年５月
～12月に30回）を実施した。
・指定都市の税制改正要望について、地方法人課税のあり方や固定資
産税に係る負担調整措置の見直しなど、本市の主張を反映させた上で、
要望活動を実施した（平成30年10月～12月）。

・「経済財政運営と改革の基本方針2018」において、2019年度～2021年
度を「基盤強化期間」と位置付け、経済成長と財政を持続可能にするた
めの基盤固めを行うとされている。地方財源についても、基盤強化期間
である2021年度までについては、「地方の歳出水準については、国の一
般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体をはじめ地方の安定的な
財政運営に必要となる一般財源の総額について、2018年度地方財政計
画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する。」とされている
が、必要な地方一般財源総額が確保されるよう、今後も国の動向を注視
し、適切な時期に要望活動を実施する必要がある。

業績目標の達成状況
・取組実績のとおり ①（ⅰ） 改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・2020年度の地方財政計画においても、必要な地方一般財源総額の確
保に向け、時期を逸することなく、指定都市をはじめとした他都市とも密
接に連携し、国等への要望活動を実施する。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ)

自
己
評
価

取組実績

前年度までの実績

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

・大都市の財政需要に見合った税財政制度の実現に向け、国会議員等
に対する要望活動を実施
　・大阪市国家予算要望（平成29年６月）
　・指定都市要望（平成29年７月～８月、11月～12月）
・指定都市の税制改正要望について、地方法人課税のあり方や固定資
産税に係る負担調整措置の見直しなど、本市の主張を反映させた上で、
要望活動を実施（平成29年11月～12月）。
・道府県費負担教職員制度の権限移譲に係る地方負担分について、普
通交付税で全額を措置するよう総務省へ要望した（平成29年６月）。
・道府県費負担教職員制度の権限移譲に伴い増加する臨時財政対策債
について、移譲前の道府県への配分額を超過することのないよう総務省
へ要望した（平成29年６月）。

百万円 30予算額 － 百万円

・他の指定都市等と連携して、効果的な内容・タイミングで要望活動を実
施する。

【撤退基準】―
　（本市に裁量なし）

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・大都市の役割や財政需要など、実態に見合った税財政制度の検討を
行ったうえで、大都市が自立した財政運営を行える税財政制度の実現に
向けた要望活動を実施する。
・国の税制改正等の検討状況を注視しつつ、そのあるべき方向性につい
て検討を行い、他の自治体と連携して要望活動を実施する。
・指定都市で要望する「国の施策及び予算に関する提案」（税財政関係）
については、平成30年度の幹事市として、他の指定都市の意見も踏まえ
効果的な要望内容となるようにとりまとめる。

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

―
Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 a

具体的取組３－１－１ 【大都市の実態に応じた税財政制度の実現に向けた取組】

28決算額 － 百万円 29予算額 －

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

※重点目標
※成果は制度改正の実現であり、数値化することにはなじまない。

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

A

ａ：順調
ｂ：順調でない

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

めざす成果及び戦略　３－１ 【大都市にふさわしい税財政制度の実現】

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

―

戦略＜中期的な取組の方向性＞
・大都市の役割や財政需要に見合った税財政制度の実現 ・大都市が自立した財政運営を行える税財政制度をめざし、税源移譲等

について国等への要望活動を展開する。
・国の税財政制度の見直しに関する検討に即応できる要望活動を展開
する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

関係所属との連携・調整を図りながら、様々な状
況を踏まえつつ、大都市の財政需要に見合った
税財政制度の実現に向け、引き続き検討を進め
ていく。

― A
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【様式２】

・取組は予定どおり実施し、概ね順調に進捗している。
・職員アンケート（平成30年度）の結果では、財政局が掲げるめざす職員像・めざす職場像について実現できていると評価する割合及び財政局人材
育成行動計画の認知度は昨年度に比べ上回った。
・めざす職員像・めざす職場像について、自ら及び自身の職場が最も意識して取り組んでいく必要があると回答したものとして、
　・業務内容・職責を正しく理解し、適正・公平な業務を遂行できる職員及び市民視点に立った丁寧な応対で、説明責任を果たせる職員をめざす割合
が大半を占めた。
　・部下や後輩を育てる職場風土を醸成し、職員一人ひとりが互いにスキルアップできる職場をめざす割合が高かった。
・財政局人材育成行動計画の認知度について、服務等の研修時に改めて周知したこと等により、昨年度に比べ上回った。
・職員アンケートの結果等をふまえ、各職場レベルの取組、改善活動発表会や職員表彰制度等の取組を局全体で共有することで、さらなる改善に向
けた気づきや改善意欲の向上を図り、これらの取組等を通じて「めざす職員像」「めざす職場像」の実現をめざす。

自
己
評
価

・財政局が掲げるめざす職員像・めざす職場について実現できていると評価する割合は昨年度に比べ上回った（平成28年度78.1%）
・めざす職員像・めざす職場について、自ら及び自身の職場が最も意識して取り組んでいく必要があると回答したものとして、
　・業務内容・職責を正しく理解し、市民視点に立った丁寧な応対で、説明責任を果たせる職員及び業務内容・職責を正しく理解し、適正・公平な業務
を遂行できる職員をめざす割合が大半を占める。
　・部下や後輩を育てる職場風土を醸成し、職員一人ひとりが互いにスキルアップできる職場をめざす割合が多い。
→各職場の課題にあわたせたきめ細かな取組を推進する必要があると推察される。
・財政局人材育成行動計画の認知度は昨年度を下回った（平成28年度92.0％）
→年度途中に採用される職員等に対して、きめ細かな周知が不足していると推察される。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・各職場レベルで職場実態に即したきめ細やかな取組を行う必要がある。
・その他、職場改善活動発表会や職員表彰制度等により、引き続き職員のやりがいや風通しの向上を図る必要がある。
・職場環境改善や職員表彰制度の取組や趣旨を局全体で共有・浸透させることにより、さらなる改善に向けた気づきや改善意欲の向上を図る必要
がある。
・財政局人材育成行動計画の周知方法を工夫することで、認知度を高める必要がある。

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題４ 【人材育成による組織力強化】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

・財政局人材育成行動計画に掲げるめざす職員像・めざす職場について実現できている。

　めざす職員像
　　・何をすべきか考え行動するとともに、どんな職員になりたいのかイメージすることができる職員【自律した職員】
    　〔職員に求められる『行動姿勢』〕
　　　　・市民視点に立った丁寧な応対で、説明責任を果たせる【市民志向】
　　　　・従来の慣行・先例にとらわれず、常に改革・改善の意識を持ち、問題提起や新たな提案などを積極的に行う【チャレンジ精神】
　　　　・業務内容・職責を正しく理解し、適正・公平な業務を遂行できる【プロ意識】
　
　めざす職場
　　・本市が発信する情報等が相手に正しく伝わり、相手の理解を得ることによって、仕事に対する達成感を得ることができる職場【達成感】
　　・互いに褒めあい・認めあい、仕事にやりがいを持つことができる職場【やりがい】
　　・業務を円滑かつ効率的に遂行するため、職場内で協力・連携をとり、コミュニケーションのとれた風通しのよい職場【風通し】
　　・部下や後輩を育てる職場風土を醸成し、職員一人ひとりが互いにスキルアップできる職場【スキルアップ】

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

財政局人材育成行動計画等に関する職員アンケート（平成29年11月）
　・財政局が掲げるめざす職員像・めざす職場について実現できている（どちらかというと実現できている）と評価する割合
　→　79.4％
　・めざす職員像・職場について、自ら及び自身の職場が最も意識して取り組んでいく必要があると思うものの割合

・財政局人材育成行動計画の認知度
　→　88.3％

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

めざす職員像

めざす職場

45.0%

14.7%

40.3%

17.1%

26.3%

25.5%

31.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

市民志向

チャレンジ精神

プロ意識

達成感

やりがい

風通し

スキルアップ
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【様式２】

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

―

－ 百万円

具体的取組４－１－１

・財務事務・税務事務にかかる専門的な知識習得のため、若手職員につ
いて財務部・税務部と市税事務所間の人事異動を推進する。

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・人材育成行動計画の具体的取組の推進
　（１）局全体の研修計画等を策定し、取組を推進する。
　（２）各職場において、職場アンケートの内容を十分に踏まえたうえで、
職場実態に即した取組を計画し、推進する。
　（３）各職場の取組を「見える化」することで、職場を超えた水平連携を図
る。

・職員アンケート(平成32年度）において、財政局が掲げるめざす職員像・
めざす職場について実現できている（どちらかというと実現できている）と
評価する割合
　→　85％以上
・職員アンケート(平成32年度）における財政局人材育成行動計画の認知
度
　→　100％

【撤退基準】
現在の数値を下回った場合、取組の再構築を行う。
・財政局が掲げるめざす職員像・めざす職場について実現できている（ど
ちらかというと実現できている）と評価する割合　79.4％(平成29年度）
・財政局人材育成行動計画の認知度　88.3％(平成29年度）

・人材育成行動計画における服務規律確保に向けた取組
　（１）局内における服務規律の確保、職員の非行・不祥事の根絶に向け
た具体的取組を推進するため、局服務規律確保推進委員会等を定例的
に開催する。
　（２）各職場において、勤怠管理等の実態に合わせた内容による服務自
主点検を毎月実施し、是正内容等について各部・事務所服務規律確保
推進委員会で情報共有及び検証のうえ、取組結果について局服務規律
確保推進委員会に報告し、局全体として服務自主点検の内容を共有す
る。
　（３）服務規律確保に資する管理監督者向け研修を年度当初に実施す
る。

前年度までの実績
・財政局人材育成行動計画を策定するとともに、同計画を具体化するた
め、局全体の研修計画等を策定した（平成29年４月）。
・人材育成行動計画概要版を作成し、局内の周知を図った（平成29年４
月）。
・各職場のミーティング等において同計画の浸透を図るとともに、職場実
態に即した取組を計画し、実施した（平成29年４月～）。
・各職場の取組を庁内ポータルサイトに掲載し、各職場を超えた水平連携
を図った（平成29年７月）。

・局服務規律確保推進委員会及び同幹事会の役割を明確化し、個人情報
漏えい等の事案の原因究明及び再発防止策の検討、局内対応について
委員会への諮問基準等の整理を行い、定例的に開催した（平成25年度
～）。
・服務査察（勤怠管理、公金管理、通勤定期の確認など）を定期的に実施
し、局服務規律確保推進委員会で報告・検証を行った（平成25年度～平
成28年度）。また、平成29年度より、服務査察に替えて、税務部及び市税
事務所において部長又は所長のマネジメントのもと、毎月自主点検を実施
し、局服務規律確保推進委員会において情報共有を行った。
・全市税事務所管理担当に服務を担当する係長を設置し、服務規律確保
の体制強化を図った（平成26年度～平成28年度）。
・服務規律確保に資する管理監督者向け研修の実施（平成28年11月・12
月及び平成29年４月実施）。
・税務職場の庶務担当係長を対象に労務管理等に関する研修の実施（平
成29年11月・12月実施）。

【人材育成及び職場改善】

28決算額 － 百万円 29予算額 － 百万円 30予算額

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

―
Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ａ
ａ：順調
ｂ：順調でない

A

・職員アンケート（平成30年度）における財政局
人材育成行動計画の認知度
→89.2％

A

・職員アンケート（平成30年度）において、財政
が掲げるめざす職員像・めざす職場像について
実現できている（どちらかというと実現できてい
る）と評価する割合が増加した
→80.5%

A

戦略＜中期的な取組の方向性＞
・財政局職員がめざす職員像・めざす職場を十分に認識したうえで、取組
を進めている。

・人材育成の年度毎の基本計画である人材育成行動計画を策定する。
・局全体で職場改善活動発表会を開催、職員表彰を実施する。
・各職場レベルで職場実態に即したきめ細やかな取組を行う。アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞

・職員アンケートにおいて、財政局が掲げるめざす職員像・めざす職場に
ついて実現できている（どちらかというと実現できている）と評価する割合
　→　29年度から３年間の取組後（平成32年度）に85％以上
・職員アンケートにおける財政局人材育成行動計画の認知度
　→　29年度から３年間の取組後（平成32年度）に100％

めざす成果及び戦略　４－１ 【人材育成による組織力強化】

前年度 個別 全体

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

アウトカムの達成状況

79.4%

88.3%
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【様式２】

自
己
評
価

取組実績

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・財政局人材育成行動計画を策定するとともに、同計画を具体化するた
め、局全体の研修計画等を策定した（平成30年４月）。
・人材育成行動計画概要版を作成し、局内の周知を図った（平成30年４
月）。
・各職場のミーティング等において同計画の浸透を図るとともに、職場実
態に即した取組を計画し、実施した（平成30年４月～）。
・各職場の取組を庁内ポータルサイトに掲載し、各職場を超えた水平連
携を図った（平成30年９月）。
・職員アンケートを実施した（平成30年12月）。

―

業績目標の達成状況
・職員アンケート（平成30年度）において、財政が掲げるめざす職
員像・めざす職場像について実現できている（どちらかというと実
現できている）と評価する割合が増加した
→80.5%
・職員アンケート（平成30年度）における財政局人材育成行動計画
の認知度
→89.2％

・人材育成行動計画における服務規律確保に向けた取組
　（１）局服務規律確保推進委員会（６回）及び部・事務所服務規律
確保推進委員会（概ね月１回）を開催。
　（２）各職場において勤怠管理等の実態を踏まえた服務自主点
検を毎月実施し、実施結果等について各部・事務所服務規律確保
推進委員会で情報共有及び検証のうえ、取組結果について局服
務規律確保推進委員会に報告し、局全体として服務自主点検の
内容を共有。
　（３）服務規律確保に資する管理監督者向け研修を次のとおり実
施。
　　・管理監督者研修（税務職場における新任課長・課長代理級対
象）
　　・eラーニング形式による管理監督者研修（全課長・課長代理級
対象）
    ・労務管理意識向上研修（係長級対象）

①
(ⅰ)

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ) 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―
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