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平成 30年度行政監査 監査結果報告書 

 

 

 

第１ 監査の種類 

   地方自治法第 199条第２項の規定に基づく行政監査 

 

第２ 監査のテーマ 

   市民税課における賦課事務について 

 

第３ 監査の対象及び趣旨 

  １ 監査の対象 

    鎌倉市における市民税賦課事務 

 

  ２ 監査の趣旨 

    全国的に働き方改革が求められている中、鎌倉市においても超過勤務の削減は解決

すべき課題の一つである。そうした中で総務部市民税課では、独自の取組で大幅な超

過勤務の削減を達成した実績がある。 

そこで、このたびの行政監査では市民税課においてどのような取組により超過勤務

の削減を実現したのか、またそのことにより業務の適法性、正確性、経済性などにど

のような影響があったかを検証し、併せてこの検証をもって市民税課の取組が全庁的

な規範となるものがあるかについて考察することとした。 

 

第４ 監査の期間 

   平成 31年１月７日(月)から平成 31年３月 27日(水)まで 

 

第５ 監査を実施した委員 

   鎌倉市監査委員  八 木 隆太郎 

      同     高 野 洋 一 

 

第６ 監査の着眼点 

  １ 市民税の賦課事務は適切に行われているか 

  ２ 市民サービスは適切に行われているか 

  ３ 市民税課職員の超過勤務は適切な範囲といえるか 

  ４ マイナンバー制度への対応は適切に行われているか 
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第７ 監査の実施 

  １ 担当部課等 

    総務部市民税課 

 

  ２ 調査の実施 

   ⑴ 監査対象事務 

     監査の実施に当たっては、市民税課が所管する業務のうち、個人の市民税の賦課

事務が市民税課の事務量の多くを占めることから、当該事務を監査対象とした。ま

た、対象年度は、現システムの導入前後で超過勤務が大幅に減少したことから、超

過勤務の推移については平成 21 年度以降の状況を調査することとしたが、市民税

の賦課事務、市民サービス及びマイナンバー制度への対応が適切に行われているか

については、現状の事務の取組を調査した。 

   ⑵ 書類調査 

    ア 当初賦課事務・例月賦課事務にかかるマニュアル 

(ｱ) 新システムのプログラムや操作方法に関するもの 

(ｲ) 申告受付や各種作業など職員の実務に関するもの 

(ｳ) 業務のスケジュールや分担に関するもの 

(ｴ) その他（個別の指示事項、外部委託に係る仕様書、臨時的任用職員用マニュ

アルなど） 

    イ 市民税課の職員組織体制（変遷のわかるもの） 

    ウ 平成 21年度以降の超過勤務時間数実績表（個人別） 

    エ 平成 21年度以降の休暇（年次休暇）取得実績表（個人別） 

    オ その他賦課業務に関する書類全般 

   ⑶ 聴き取り調査 

     次のとおり、監査委員による聴き取り調査を実施した。 

    ア 日 時 

      平成 31年１月 28日（月） 午前９時 27分から 10時 31分まで 

    イ 場 所 

      議会 第二委員会室 

    ウ 聴き取り対象者 

      総務部市民税課長、市民税担当担当係長、主事、事務職員 

 

第８ 意見 

   本監査では市民税課が所管する業務を取り上げた。オーバーフローした仕事を効率的

に見直し、残業を著しく減らしたことは評価できる。定型業務の効率化を通じ、人材を

本来重点配備すべきところに配備できる下地を作り上げるといえるわけで、残業が一向

に減らない部署はこれを規範とされたい。一方で、人材の適切な配備が滞りなく進めら

れているとは認められない点は残念である。強い目的意識を以って、課題解決への取組

強化、市民サービスの向上に向けて、更なる改善が望まれる。 

   以下に個別の項目としての意見を記載した。 

   



 

- 3 - 

１ 適切な賦課事務と市民サービスについて 

    現システムは、他の自治体でも導入している汎用性のパッケージであり、検証作業

の手間を減らすことなどを念頭に導入したものである。そして、この現システムの十

分な活用を図るべく、職員の作業内容や工程を現システムに合わせるような体制に整

えた。 

    前システムを取り扱うためには、税知識やスキルを身につけてから業務に臨むとい

う形であったのが、現システムにおいては、既に税制に適合したシステムがまず存在

しているため、その扱いのみを職員が修得するという形に大きく変遷したといえる。 

    その結果として、超過勤務が大幅に削減したところであり、このシステムへの入れ

替えを決断し、これまで適切に運用してきたことは大いに評価するものである。 

    しかしながら、だれでも使いこなすことができても、前システムの時代のように検

証作業等を通じて自然と培われた税知識などは、現状、職員が能動的、意識的に職務

の中で精通することが求められる。税制度への理解が十分でなければ、市民対応など

にも不安が生じる。今後とも、税のスペシャリストであるとの自覚を持って仕事に向

き合っていくことを願うものである。 

 

  ２ 効果的な人材配置と適切な情報管理について 

    超過勤務の削減の要因として、システム導入のほかに、臨時的任用職員の効果的活

用を図ったという点がある。従前から、繁忙期における職員を補助する点にその活用

の有効性が認められていたところであるが、市民税課の職員と臨時的任用職員の作業

分担を適切に行ったことが、事務効率の上昇につながっている。 

    しかしながら、システムの操作及び閲覧の範囲は、職員の区分ごとに鎌倉市セキュ

リティポリシーにより限定されているため、臨時的任用職員が扱える範囲が限られて

いるのが現状である。事故を未然に防ぐためにも決められたルールは厳守し、個人情報保護

の厳格な運用を確保することを常に念頭におきつつも、必要最低限の範囲に限りアクセス権限

を付与する等の対応策を IT 政策課と調整を図るなど、必要な見直しを検討するよう努められ

たい。 

 

  ３ 未申告調査について 

    この調査対象となったものには申告書用紙を送付するものの、その後に反応がない

者等について自宅を訪問するなどの更なる調査は実施していなかった。また、調査に

より申告に至った件数や賦課額などは現システムで集計することは可能であるものの、

平成 27 年度以降において集計結果のとりまとめは行っていなかった。市民税課の認

識では、この調査集計の義務づけはないとのことであるが、当該調査は業務の一つで

あり、その目的や効果を測るうえでも、調査の集計、結果のとりまとめを行うことは

意味があると思われる。 

    未申告調査の結果をとりまとめ、このことにより現地訪問など次善の手段を講ずる

こともでき、ひいては適正かつ公平な税務事務にも資するものと考える。 
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第９ 監査の結果 

  １ 市民税の賦課事務は適切に行われているか 

   ⑴ 市民税課における個人市民税の賦課事務について 

     個人市民税の賦課事務には大きく２つの事務があり、一つは当初賦課事務、もう

一つは例月賦課事務といわれるものである。当初賦課事務とは、毎年１月から６月

の期間に行われる事務で、新年度の課税に向けて課税資料の収集から最初の納税通

知書の発送までに要する一連の事務を指す。他の期間と比べ事務量が多くなること

から、この時期の市民税課職員の超過勤務も増える傾向にある。これに対し、最初

の納税通知書を発送した以後に行われる賦課事務を、当初賦課事務に対し、例月賦

課事務という。 

     当初賦課事務と例月賦課事務の詳細は、以下のとおりである。 

    ア 当初賦課事務 

      １月に給与所得者に係る前年分の給与支払報告書が勤務先である給与支払者か

ら給与所得者の住所地（当該年度の賦課期日（１月１日）現在の住所地。以下同

じ。）の市町村に提出される。また、２月から３月にかけては、所得税の確定申

告が行われ、その申告書（eLTAX（エルタックス）1及び e-TAX（イータックス）2

によるデータ）が住所地の市町村に送られる。更に、同じ時期に給与支払報告書

の提出がなかったり、確定申告をしない人が主に対象となる市県民税の申告を受

け付けている。また、年金等支払報告書などの課税資料（eLTAX によるデータを

含む。）も支払者から住所地の市町村に提出される。 

      これら様々な課税資料の内容を現システムに取り込み、現システム内で納税者

ごとに名寄せが行われ、登録された資料をもとに課税データを確定し、税額を計

算して当初賦課額が決定される。 

      その後、当初賦課額については、５月に主に給与所得者は特別徴収義務者であ

る勤務先に、６月に普通徴収及び年金特別徴収の納税義務者は納税者本人宛に納

税通知書を送付する。当初賦課における納税通知書は、平成 30 年６月実績では

特別徴収にあっては 20,327 件、普通徴収及び年金特別徴収にあっては、38,397

件にのぼっている。 

      当初賦課事務の全体的な流れについては、システム環境が変わる前の平成 21

年度と現在の事務作業の比較図を５ページに掲載した。なお、当初賦課事務にお

ける各作業について、以下に記載する。 

  

                         
1 地方税ポータルシステム。地方税における手続き、インターネットを利用して電子的に行うシステム。地方税の申告、申請、納税などの

手続きは、それぞれの地方団体で行う必要があったが、地方団体が共同でシステムを運営することにより、電子的な一つの窓口からそれ

ぞれの地方団体に手続きできるようになった。 
2 国税電子申告・納税システム。日本の国税に関する国営オンラインサービスシステム。これにより、パソコンからインターネットを介し

て、確定申告を行うことができる。 
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     (ｱ) 給与支払報告書について 

       約半数は従来と同じ紙媒体により提出されるが、郵送されてきた給与支払報

告書の封筒を開封し、総括表の記載内容と個人票（マイナンバーの記載あり）

との件数チェックなどは主に臨時的任用職員が行っている作業である。その後、

給与支払報告書は外部のパンチ業者に送られ、補筆(課税資料に記載されてい

ないが必要な情報を職員が加筆すること)とパンチ(課税資料やチェックリスト

など紙媒体のアナログデータをデジタル化してシステムに取り込む入力行為)

が行われてデータ化され、現システムに取り込まれることになる。また、残り

の約半数は eLTAX を通して電子データで提出され、現システムに直接取り込ま

れる。これらが資料登録がされると、例えば賦課期日に住民登録がなく対象者

が特定できないなど、正確な資料登録ができないものがエラーとして抽出され、

これらは職員が端末画面を見てエラーの処理を行い、正しく資料登録される。 

     (ｲ) 年金支払報告書について 

       全体の約 95パーセント超が、eLTAXによって電子データで提出され、現シス

テムに直接取り込まれる。残りの一部が書面で提出され、外部委託によるパン

チによりデータ化し、現システムに取り込み、給与支払報告書と同様に、職員

のエラーチェックを経て正しく資料登録される。 

     (ｳ) 確定申告書について 

       前システムの時代では、一部職員が当初賦課事務の時期には税務署に常駐す

るなどし、複写式となっていた確定申告書の２枚目（市町村に回送される住民

税課税用となるページ。以下  という。）を取得し、添付資料等から必要な

情報を  に転記して持ち帰るという作業を行っていた。その後、課税資料と

して必要なデータを正しくパンチできるような形に職員が  に補筆し、パン

チ業者に送っていた。 

       現システムでは紙で提出された確定申告書については、eLTAX により申告書

データ及び画像（確定申告書第二表については PDF 画像のみ）が市に送信され

る。確定申告書第二表の PDF 画像はパンチ業者を経て現システムに取り込み、

職員のエラーチェックを経て正しく資料登録される。 

       e-TAX による申告分については申告書データ（確定申告書第二表も含む。）

を現システムに取り込み、同様に職員のエラーチェックを経て正しく資料登録

される。 

     (ｴ) 市民税・県民税申告書について 

       職員が申告を受け付けるものであり、従来と変わらず紙の課税資料である。

職員が必要な補筆を行ってから、パンチ業者に送りデータ化し、現システムに

取り込み、同様に職員のエラーチェックを経て正しく資料登録される。 

     (ｵ) エラーの処理について 

       前システムでは、課税資料が前システムに取り込まれると紙のエラーリスト

が出力され、紙の資料で確認しながら訂正内容を記入し職員相互の交換点検を

経て起票後、外部業者ではなく、庁外にある電算センターへ運び、そこでパン

チ作業が行われ、データをホストコンピュータに反映させての繰り返し(バッ

チ処理)であった。 

住 

住 

住 
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       現システムでは紙のチェックリストに代わり、現システム上のデータを職員

が端末から訂正することができるようになった。資料原本の PDF も現システム

上に登録されることから、画面上で確認しながら訂正内容を職員の端末から直

接入力することが可能となり、入力した職員以外の職員によるダブルチェック

を経て資料登録が完了する。 

       エラー処理については前システムでは職員全員が処理しており、マニュアル

も毎年見直しをして課職員全員に配付されていたが、現システムでは、毎日ロ

ーテーションをしながら４名程度職員がエラー処理を担当する小グループを形

成してエラーの処理を行うことで、フレキシブルな事務処理ができるようにな

った。手順や注意事項の確認は毎年行うものの、マニュアルを常備することで

大人数が同じレベルの処理を遂行するという形はとっていない。 

       提出を受ける資料データについても電子データが増加したが、資料自体が電

子により作成されているため、従来の紙資料と比べ、申告書等の作成段階にお

けるミスが減るなど資料そのものの正確性は格段に上がっており、これにより

資料登録におけるエラーが減少し業務量の省力化につながったと考えられる。 

       前システムでは確定申告書の同一所得の細かい内訳までデータとして前シス

テム内に登録していたが、現システムでは所得の内訳までは登録しなくなり、

確定申告書と給与支払報告書等の各課税資料との突合項目の簡素化がエラー数

の減少の一因と考えられる。このように現システムに取り込む情報要素を減ら

したことは、情報要素間の齟齬があるからエラーが出力されるというケースが

なくなることにつながり、ひいてはエラーの処理に係る事務量の減少につなが

ったと考えられる。  

    イ 例月賦課事務 

      当初賦課事務の通知発送後、課税資料の提出や税務調査等により、税額更正

（変更）を含む賦課決定を行う事務である。例月賦課事務で発行される納税通知

書は、当初賦課事務で発行されるものと比較すると大幅に件数は少ない。 

 

     平成 30年度における例月賦課通知発送件数（当初納税通知書発送後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ウ 事務所、事業所及び家屋敷の課税について 

      市県民税は、均等割と所得割から構成されているが、市内に事務所、事業所又

は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市内に住民登録

のない者については、応益性の見地から均等割のみの納税義務を負うとされてい

る。しかしながら、前年中の合計所得金額・扶養人数等が市県民税が課税される

処理月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 計 

(3/5時点) 発送日 ６/４ ７/３ ８/３ ９/４ 10/４ 11/１ 12/４ １/４ ２/４ ３/５ 

発 

送 

件 

数 
(件) 

給与所得者 

特別徴収分 
1,572 1,461 987 729 575 653 510 435 614 443 7,979 

普通徴収及び 

年金特別徴収分 
436 1,706 1,080 1,123 641 696 538 472 589 398 7,679 

合 計 2,008 3,167 2,067 1,852 1,216 1,349 1,048 907 1,203 841 15,658 
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基準を満たしていなければ、均等割は課税されない。 

      鎌倉市では、事務所、事業所課税の件数は平成 31 年２月 26 日時点で 119 件で

ある。課税対象の把握方法としては確定申告書を資料登録した際、賦課期日現在

鎌倉市に住民登録がなくエラーとなったもので、申告書に事業所又は事務所の記

載があり、賦課期日住所に他市住所の記載があるとき、営業等所得に記載があれ

ば事務所、事業所課税を賦課している。ただし、申告書の内容から判断して均等

割非課税に該当すれば賦課しない。 

      法人による事業か個人による事業かの確認等は行っていない。また、その他の

方法による積極的な課税対象者の把握及びホームページ等での周知は行っていな

い。 

      家屋敷課税の件数は平成 31 年２月 26 日時点で 165 件である。課税対象の把握

の方法としては、未申告調査によって扶養家族が市内に住んでいることが判明し

た市外在住の扶養主に対して、申告を促している。また、前年実績のあるものに

ついては翌年市民税・県民税申告書を送付している。 

      家屋敷は常に居住し得る状態にあるものであれば足り、現実に居住しているこ

とを要しない。したがって、別荘、別邸等のようなものも含まれるが、課税対象

の把握が難しい。 

    エ 未申告調査について 

      給与支払報告書や申告書の提出がないため税額決定が行われていない者（未申

告者）について、申告を促すため、対象者に市民税・県民税申告書を送付してい

る。 

      平成 30 年度の対象者は賦課期日（平成 30 年１月 1 日）時点で住民登録のある

者のうち賦課期日時点で 16 歳以上、市内在住の親族等の扶養親族とされていな

い、他市や海外に居住しているという連絡が来ていない、平成 30 年８月 23 日

（データ抽出の基準日）時点で死亡の届出がされていない及び平成 30 年８月 23

日時点で課税資料が提出されていないというすべての条件に該当するものとして

いる。受付場所は市民税課窓口他、４支所に申告書受付箱を設置し対応している。 

      未申告調査は毎年度実施されており、次の表は、申告書の発送件数（調査対象

者数）、調査対象者のうち申告書の提出を受けた件数及び調査により賦課した額

の合計を集計結果として市民税課においてとりまとめたものである。 

 

     未申告調査発送・受付件数及び賦課額 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

調査 

年度 
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

発送件数 

(件) 
3,179 3,245 3,363 2,983 2,873 3,799 3,336 3,239 2,806 2,837 

受付件数 

(件) 
475 581 545 541 326 777 ― ― ― ― 

申告率 14.9％ 17.9％ 16.2％ 18.1％ 11.3％ 20.5％ ― ― ― ― 

賦課額 

(円) 
5,964,100 5,544,700 5,530,700 3,076,800 2,918,800 7,481,400 ― ― ― ― 
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      未申告調査では、申告の受付期間（平成 30 年度にあっては、８月 31 日から９

月 28 日）を設けているが平成 27 年度以降受付件数及び賦課額の集計は行ってい

ない。集計をしていない理由は不明とのことである。現システムで賦課決定事由

及び入力期間を限定して抽出すれば集計自体は可能である。 

      また、受付期間を経過しても反応がない調査対象者に対して、現地を訪問する

などの更なる調査は行っていない。 

   ⑵ 国税連携システムの運用開始について 

     平成 23 年１月から eLTAX が開始し、国税と地方税の課税データが連携されてい

る。従来は市民税課職員が税務署に出向いて申告書から住民税用の部分を分離・複

写して情報を入手し、それを持ち帰ってデータを入力し、賦課決定するという課税

プロセスを経ていたが、eLTAXを通じて電子受信することが可能になった。 

     給与支払報告書の約半分、年金支払報告書の 95 パーセント超及び法定調書につ

いても eLTAXを通じてデータ受信をしている。 

     事務の効率化とともに、入力ミスによる課税誤り等リスクの解消及びパンチ入力

の減少などの効果がある。 

   ⑶ 現システムの導入について 

     平成 23 年度までは鎌倉市単独のホストシステムを使用していたが、平成 24 年度当初

賦課課税より複数のユーザーが使用する汎用ウェブシステム、パッケージの総合行政情

報システム「WebRings」の税総合系システムを導入した。WebRingsの税総合系シス

テムは神奈川県内では本市と横須賀市が使用している。事務内容をほぼ全て見直し

て、WebRingsの税総合系システムのパッケージ仕様に可能な限り事務を合わせて、

事務の簡素化を図った。 

     鎌倉市単独のホストシステムでは、システム改修は職員が仕様を考え、検証作業を行っ

た。WebRings は頻繁に行われる税制改正への対応も、基本的には現システムのパッケージ

変更だけで済み、帳票類もパッケージにあるものを使用する。税制改正への対応は

現システムのパッケージ変更だけで済むので、複数のユーザーが改修費用を共同で

負担する。 

     現システムを提供する事業者が納品前に関連する全項目でテストを実施しており、

職員による検証作業は、納品時の基本的な動作検証を実施することで現システムの

運用が可能になったため、職員のシステム検証に係る経費や時間が大きく減少し、

超過勤務の減少の一因となっていると考えられる。 

  

  ２ 市民サービスは適切に行われているか 

    適切な市民サービスを行うための職員の育成については、次のとおりであった。 

   ⑴ マニュアルの整備 

     現在使用している市民税課で使用しているマニュアルを求めたところ、市民税課

より提出があったものは以下のとおりである。 

    ア エラーコード別処理マニュアル（抜粋） 

    イ 確申エラー処理基本事項 

    ウ 個人査定マニュアル 

    エ Ｈ31当初賦課事務での確認事項 
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     実際にはマニュアルに頼るのではなく、実務に合わせた実習を重ねることで身に

着けており、技術の習得や向上に当たっている。 

   ⑵ 研修 

     電子化、国税連携、特定個人情報（e ラーニング）、確定申告受付研修に参加し、

市民税・県民税申告受付研修を課内で行った。また市民税課に配属になって１、２

年目の職員を対象に課内研修を適宜実施している。 

     新人職員に対しては特定の指導役を付け、誤りをチェックし訂正しながらマンツ

ーマンによる指導を行っている。窓口接遇研修は課内で必要に応じて実施しており、

課外で税知識研鑽のための研修は、経験年数の少ない職員を中心に積極的に受講し

ているとのことで、平成 30年度については２名が受講している。 

 

    以上から、窓口業務の対応についての苦情も少なく、市民サービスは適切に行われ

ていると思われる。 

 

  ３ 市民税課職員の超過勤務は適切な範囲といえるか 

    市民税課職員数 

 

 

※事務事業評価シート市民税賦課事務及び軽自動車税賦課事務人員配置数の計 

 

    市民税課においては、先に述べた国税連携システムの運用の開始及び現在の賦課シ

ステムの導入時期以降に超過勤務が大きく減少したことから、平成 22 年度から平成

24年度の前後及び現在に至る期間で、どのように超過勤務が推移しているかの比較を

行った。本監査では、平成 21 年以降における市民税課職員の超過勤務と休暇取得の

状況について調査したところ、次のとおりであった。 

   ⑴ 超過勤務の状況 

     平成 21 年度から平成 30 年度（平成 30 年度は４～12 月分）にかけて市民税課職

員全員の超過勤務時間数の合計の変移は、次のグラフ１のとおりである。 

 

次に、年度別に集計したグラフ１を、更に月別に分けて集計したものが、次の

グラフ２である。 

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

時間数 12,013 9,280 6,919 4,090 2,326 2,011 2,920 1,633 1,466 1,055

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000時
間
数

グラフ１ 各年度別超過勤務

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

職員数 19 20 20 20 20 19 19 19 19 19 
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     以上の結果から、年度ごとの集計では近年は超過勤務時間数は概ね適正といえる

が、月別の集計からは特定の月に集中しており、一年の中でかなりの差が見られ、

今後の課題と考えられる。 

   ⑵ 休暇取得の状況 

     休暇については、年次休暇（鎌倉市役所職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

第３条）について調査した。年次休暇は、１暦年について 20 日が付与され、未消

化分は翌年に繰り越される（繰越しの上限は 20 日）。平成 21 年から平成 30 年に

かけて、市民税課職員全員分の年次休暇取得日数の合計を所属職員数で除した、平

均取得日数の変移は、次のグラフ３のとおりである。 

 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

時
間
数

グラフ２ 各年度月別超過勤務

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
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     以上の結果より、１暦年について付与される 20 日のうち８割以上取得できてお

り、休暇の取得については適切に行われているものと考える。 

 

  ４ マイナンバー制度への対応は適切に行われているか 

    マイナンバー制度は、社会保障・税・災害対策の分野において平成 28年１月から 

開始され、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律」に定められた事務に限り、マイナンバーの利用が始まった。 

    取得したマイナンバーを含む特定個人情報については、法令に定められた範囲を超

えて利用され、又は漏えいすることがないよう適正に管理されなければならい。 

    市民税賦課業務においては、原則、平成 28 年１月１日以降に提出される申告書等

から、マイナンバーの記載が開始されている。マイナンバーにかかる事務処理として、

マイナンバーの取得は適正に行われているか、特定個人情報の利用及び提供の制限は

守られているか、取得した特定個人情報の取扱い（保管等）は適正に行われているか

について調査し、以下の事実を確認した。 

   ⑴ 課税データ補筆点検及び入力業務委託（給与支払報告書及び公的年金等支払報告 

書）、課税データ入力業務委託（市県民税申告書）、課税データ入力業務委託（確 

定申告書）については第三者への再委託について、明確に定めていなかった。 

   ⑵ 課税データ入力業務委託（市県民税申告書）については、特定個人情報を取り扱

う従事者の明確化がされていなかった 

 

  ５ その他 

   市民税課では郵送された給与支払報告書の特別徴収事業所番号（鎌倉市の宛名システムコ

ード）の有無の検索を現システムで行っているが、鎌倉市情報セキュリティポリシーでは

税・国保・住民記録システムについては臨時的任用職員の操作範囲を別表「アクセス

権限（職員の区分によるシステム操作範囲）」において不可となっている。 

    総務部納税課で定めた鎌倉市税基幹システム情報セキュリティ実施手順では、税基幹シス

２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年

日数 7.8 8.5 8.5 9.7 11.7 12.2 13.8 13.5 16.6 16.9

0
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グラフ３ 各年別年次休暇平均取得日数
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テムのデータ参照は可とし、臨時的任用職員は操作をさせることについて、税基幹システムの

操作内容とセキュリティ対策の状況を事前に情報推進課（現 IT 政策課）と調整のうえ、シス

テム管理者又はセキュリティ総括責任者が認めた範囲のみ可とするとしており、鎌倉市情報セ

キュリティポリシーの税・国保・住民記録システムへのアクセス権限を臨時的任用職員につい

ては不可としていることと矛盾しているため、納税課長と IT 政策課長で鎌倉市情報セキュリ

ティポリシーのアクセス権限範囲の拡大について協議中とのことであった。 
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資料１ 

 

 
出典【説明資料〔地方税務手続の電子化等について〕平成 29年 10月 16 日 総務省】 

 

  



 

- 15 - 

 

 

 

 
出典【説明資料〔地方税務手続の電子化等について〕平成 29年 10月 16 日 総務省】 

  



 

- 16 - 

資料２ 

 

 
 

出典【特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）の概要 

 平成 30年９月版 個人情報保護委員会事務局】 
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