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事前分析表［実績目標（小）１－１］ 

 

 

実績目標の内容及び

目標設定の考え方 

申告納税制度の下において、税務行政を円滑に推進するためには、国民各層・納税

者の方々の理解と信頼を得ることが基本となります。 

適正・公平な課税の実現を図るため、経済社会の高度化、複雑化に対応し、関係法

令を適正に適用するとともに、事務を迅速に処理するほか、守秘義務（用語集参照）

を遵守するなどにより、税務行政を適正に執行します。 
 

上記の「実績目標 (小)」を達成するための「施策」 

 

実1-1-1：関係法令の適正な適用と迅速な処理 

実1-1-2：税務行政の透明性の確保及び個人情報の適切な取扱い等 

実1-1-3：守秘義務の遵守 

実1-1-4：職員研修の充実 

実1-1-5：行政サービスのデジタル化の推進 

実1-1-6：社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の普及・定着に向けた取組 
 

関連する内閣の基本方針等 

○ 「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画の変

更について」（令和２年７月17日閣議決定） 

○ 「デジタル・ガバメント実行計画」（令和元年12月20日閣議決定） 

○ 「公文書管理の適正の確保のための取組について」（平成30年７月20日

行政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議決定） 
 

施策 実 1-1-1：関係法令の適正な適用と迅速な処理 

取組内容 

１．更正の請求の適正かつ迅速な処理 

税額を過大に申告した場合等における納税者の救済手段である更正の請求（用語集参照）

の処理に当たっては、事実関係を確認の上、関係法令を適正に適用し、迅速に処理します。 

また、更正の請求に必要となる書類について、引き続き周知等を図ります。 

２．所得税還付金の適正かつ迅速な処理 

所得税還付金の支払に当たっては、国税総合管理（ＫＳＫ）システム（用語集参照）等を

活用した還付申告書のチェックのほか、職員による厳正な審査や確実な監査を実施した上

で、的確な進行管理を行い、迅速に処理します。 

また、還付申告書への添付書類や還付金支払先の記載に当たっての留意点について、引き

続き周知を図ります。 
３．納税証明書の適正かつ迅速な処理 

納税証明書（用語集参照）の発行に当たっては、円滑かつ適正な運用を図るために必要な

研修を職員に対して行うとともに、納税証明書の確実な監査を実施するなど、正確性を確保

しつつ、迅速に処理します。 

４．酒類の製造及び販売業免許の適正かつ迅速な処理  

酒税の的確な確保を図るため、酒類の製造及び販売業には免許制度が設けられており、酒

類の製造及び販売業を行うためには、免許を受ける必要があります。 

免許の申請等については、親切かつ丁寧に対応するとともに、その処理に当たっては、透

明性や公平性にも配意しつつ、酒税法及び法令解釈通達に定める要件・手続に則して適正か

つ迅速に処理します。 

また、酒類業者の的確な実態把握を行い、長期休業場等については免許の取消処分を行う

など、厳正かつ適切な免許管理を行います。 

 

 

○ 実績目標(小)１－１：税務行政の適正な執行 
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定量的な測定指標 

 

[主要] 
実1-1-1-A-1：「更正の

請求」の３か月以内
の処理件数割合 

     （単位：％）                                           

事務年度 平成28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度目標値 

目標値 95 95 95 95 95 

実績値 98.6 98.1 97.7 N.A.  

（出所）課税部消費税室、個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課調 

（注１）「更正の請求」がなされた場合、税務署長は提出された納税申告書に記載された課税標準又は税額等の計算が 

   法律の規定に従っているか調査し、更正することとされています。 

（注２）令和元事務年度の実績値は集計中のため、令和元事務年度実績評価書に掲載予定です。 

 

（目標値の設定の根拠） 

更正の請求に係る処理が迅速に行われているかを測定するため、その３か月以内の処理件数割合を

指標として設定しています。目標値は、適正な事務処理水準を維持する観点及び過去の実績値を踏ま

え、令和元事務年度の目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標１「『更正の請求』の処理件数」 

[主要] 
実1-1-1-A-2：所得税還

付金の６週間以内の
処理件数割合 

（単位：％） 

事務年度 平成28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度目標値 

目標値 95 95 95 95 95 

実績値 95.9 95.2 95.0 N.A.  

（出所）課税部個人課税課、徴収部管理運営課調 

（注１）令和元事務年度の実績値は集計中のため、令和元事務年度実績評価書に掲載予定です。 

（注２）令和２事務年度におけるサンプル調査の概要は、P.65に記載しています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

所得税の還付金処理が迅速に行われているかを測定するため、その６週間以内の処理件数割合を指

標として設定しています。目標値は、適正な事務処理水準を維持する観点及び過去の実績値を踏ま

え、令和元事務年度の目標値を引き続き設定しました。 

○参考指標２「所得税還付申告書提出件数」 

[主要] 
実1-1-1-A-3：納税証明

書の15分以内の発行
割合 

（単位：％） 

会計年度 平成28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度目標値 

目標値 90 90 90 90 90 

実績値 92.3 92.5 92.6 91.1  

（出所）徴収部管理運営課調 

（注）令和２事務年度におけるサンプル調査の概要は、P.65に記載しています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

納税証明書の発行に係る処理が迅速に行われているかを測定するため、納税者からの請求に対する

15分以内の発行割合を指標として設定しています。目標値は、適正な事務処理水準を維持する観点及

び過去の実績値を踏まえ、令和元事務年度の目標値を引き続き設定しました。 
 
○参考指標３「納税証明書の請求件数」［新］ 

[主要] 
実1-1-1-A-4：酒類の製

造及び販売業免許の標
準処理期間内の処理件
数割合 

（単位：％） 

形態 会計年度 平成28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度目標値 

製造免許 
目標値 - - - 100 100 

実績値 100 100 100 N.A.  

販売業免許 
目標値 - - - 100 100 

実績値 100 100 99.9 N.A.  
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（出所）課税部酒税課調 

（注１）標準処理期間は、免許の種類及び申請等の内容により異なりますが、税務署長限りで処理するものについて

は、原則として、申請書類が提出された日の翌日から起算して２か月以内です。 

（注２）実績値は、申請者の都合によって標準処理期間内に処理を行わなかったものを除いて算出しています。 

（注３）令和元年度の実績値は集計中のため、令和元事務年度実績評価書に掲載予定です。 

 

（目標値の設定の根拠） 

酒類の製造免許の申請が増加傾向にあるなど免許事務が増大する中、適正な免許処理を行う観点か

ら、酒類の製造及び販売業免許に係る処理が迅速に行われているかを測定するため、標準処理期間内

の処理割合を指標として設定しています。目標値は、適正な事務処理水準を維持する観点から、100％

に設定しました。 

 
○参考指標４「酒類の製造及び販売業免許場数の推移」 
○参考指標５「酒類の製造及び販売業免許の処理件数等」 

 
 

施策 実 1-1-2：税務行政の透明性の確保及び個人情報の適切な取扱い等 

取組内容 

１．情報公開法に基づく開示請求等への適切な対応 

国民各層・納税者の方々に開かれた透明性のある税務行政の実現に向け、「国税庁行政文

書管理規則」等に基づき行政文書を適切に管理し、行政機関の保有する情報の公開に関する

法律（情報公開法）に基づき、開示請求等に対して適切に対応します。 

２．行政機関個人情報保護法及び番号法に基づく個人情報（マイナンバー(個人番号)を含む。）

の適切な管理及び開示請求等への適切な対応 

  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（行政機関個人情報保護法）や行政手続

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（番号法）等の趣旨を踏ま

え、個人の権利利益を保護するため、個人情報を適切に取り扱います。 
特に、マイナンバー（個人番号）を含む個人情報については、一層厳格な取扱いが求めら

れていることから、全職員を対象とした研修及び管理状況の点検等を通じ、職員にその重要

性を周知徹底することで意識の向上を図るとともに、厳正に管理します。 
また、行政機関個人情報保護法に基づく開示請求等に対しても、適切に対応します。 

定性的な測定指標 

 

 

[主要] 実1-1-2-B-1：情報公開法に基づく開示請求等への適切な対応 

（令和２事務年度目標） 

情報公開法に基づく開示請求等に対して適切に対応します。 

（目標設定の根拠） 

情報公開法に基づく開示請求等に適切に対応することが、税務行政の透明性を確保するために重要

であることから、目標として設定しています。 

○参考指標１「情報公開法に基づく開示請求件数等」 

[主要] 実1-1-2-B-2：行政機関個人情報保護法及び番号法に基づく個人情報（マイナンバー（個人番

号）を含む。）の適切な管理及び開示請求等への適切な対応 
（令和２事務年度目標） 

行政機関個人情報保護法及び番号法に基づき個人情報（マイナンバー（個人番号）を含む。）を適

切に管理します。 
また、開示請求等に対して適切に対応します。 
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（目標設定の根拠） 

行政機関個人情報保護法及び番号法に基づき、個人情報（マイナンバー（個人番号）を含む。）を

適切に管理すること及び行政機関個人情報保護法に基づき開示請求等に適切に対応することが、同法

が目的とする個人の権利利益の保護のために重要であることから、目標として設定しています。 

○参考指標２「行政機関個人情報保護法に基づく開示請求件数等」 
○【前掲：実（大）１：内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収】 

参考指標８「非行の予防講話等の実施回数（署職員１人当たり）」 
 
 

施策 実1-1-3：守秘義務の遵守 

取組内容 

国税庁は、個人の所得情報など、様々な情報を保有しています。これらの情報は厳格に管理

する必要があり、情報が漏れるようなことがあれば、納税者の協力は期待できなくなり、円滑

な調査・徴収等に支障が生じかねません。 

このため、税務行政の執行に当たっては、職務上知り得た納税者の秘密を漏らすことのない

よう、会議や研修等を通じて職員への周知徹底を図ることによって、守秘義務を確実に遵守し

ます。 

定性的な測定指標 

 

[主要] 実1-1-3-B-1：守秘義務遵守の周知徹底 

（令和２事務年度目標） 

税務行政の執行に当たり、職務上知り得た納税者の秘密を漏らすことのないよう、会議や研修等を

通じて職員への周知徹底を図ります。 

（目標設定の根拠） 

税務調査への協力の確保等、税務行政を円滑に執行するためには、納税者の理解と信頼が不可欠で

あり、守秘義務の遵守がその基本となります。会議や研修等を通じて職員への周知徹底及び意識の醸

成を図ることが、守秘義務の遵守のために重要であることから、目標として設定しています。  

○【前掲：実（大）１：内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収】 

参考指標８「非行の予防講話等の実施回数（署職員１人当たり）」 

 
 

施策 実 1-1-4：職員研修の充実 

取組内容 

経済取引の国際化や高度情報化の進展等、税務行政を取り巻く環境の変化に適切に対応し、

国民各層・納税者の方々の信頼と期待に応えるためには、職員が高度な専門的知識を習得する

など、職務遂行能力の向上を図る必要があります。 

このため、職務遂行に必要な専門的知識や技能を付与することで、職員の能力・資質の一層

の向上を図るほか、職場の研修ニーズに加えて、アンケート調査により把握した受講者の意見

等も踏まえながら、研修方法や研修内容の見直しを行い、職員研修の充実を図ります。 

定性的な測定指標 

 

 

[主要] 実1-1-4-B-1：アンケート調査による受講者の意見の把握等 

（令和２事務年度目標） 

職員研修の充実を図るため、職場の研修ニーズに加えて、アンケート調査により受講者の意見等を

把握し、研修内容等の見直しを行います。 
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（目標設定の根拠） 

職場の研修ニーズや受講者に対するアンケート調査により意見・要望等を把握し、必要に応じて研

修内容等に反映させるなど、的確な見直しを行っていくことが職員研修の充実を図るために重要であ

ることから、目標として設定しています。 

○参考指標１「税務大学校における研修の実施状況」 

○参考指標２「国際化・高度情報化関連研修の実施状況」 

 
 

施策 実 1-1-5：行政サービスのデジタル化の推進 

取組内容 

政府全体の取組として、国民が安全で安心して暮らせ、豊かさを実感できる社会を実現する

ことを目指し、デジタル技術の恩恵を誰もが享受できるインクルーシブな「デジタル社会」に

向けた重点計画を取りまとめた、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基

本計画」が令和元年６月に閣議決定（令和２年７月に変更決定）され、更に、デジタル技術を

活用した行政の推進についての取組を明記した「デジタル・ガバメント実行計画」が令和元年

12 月に閣議決定されました。  
令和２年３月には同計画を踏まえ、デジタル・ガバメントの実現に向けた財務省としての中

長期的な取組を記載した「財務省デジタル・ガバメント中長期計画」が改定されました。 
また、税務行政を取り巻く環境は、経済取引の複雑化・広域化や経済社会の国際化・高度情

報化の急速な進展に伴い、業務が複雑・困難化するなど、大きく変化しているところ、国税庁

においてはこれらの計画を踏まえ、行政サービスの 100％デジタル化を実現するため、手続の

オンライン化や添付書類の省略、情報システムの整備などの取組を推進してまいります。 

更に、国税関係システムは大量の納税者情報を取り扱うことから、不正利用や情報漏えいを

防止するための体制整備等はもとより、様々な手段を講じることで情報セキュリティの確保を

図ります。 
  

定性的な測定指標 

 

 

[主要] 実1-1-5-B-1：行政サービスのデジタル化の推進 

（令和２事務年度目標） 

利用者中心の行政サービスの実現並びに行政運営の簡素化及び効率化のために、デジタル・ガバメ

ント実行計画等を踏まえ、行政サービスの100%デジタル化のための、手続オンライン化や添付書類

の省略等の取組を推進していきます。 
（目標設定の根拠） 

税務行政におけるデジタル化の推進に当たっては、デジタル・ガバメント実行計画等に基づき、計

画的に所要の取組を実施することが重要であることから、目標として設定しています。 
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施策 実 1-1-6：社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の普及・定着に向けた取組 

取組内容 

平成25年５月に公布された番号法などに基づき、平成27年10月からマイナンバー（個人番

号）及び法人番号が通知され、平成28年１月から順次、社会保障・税・災害対策分野で利用が

開始されています。 

国税分野においても、平成28年１月から、マイナンバー及び法人番号が記載された税務関係

書類が提出されるなど、番号の利用が開始されています。 

このマイナンバー制度は、より公平な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報化社

会のインフラとして導入されたものであり、国税庁は、①マイナンバー及び法人番号の利活用

機関であるとともに、②法人番号の付番機関にもなっています。 

マイナンバー及び法人番号の利活用機関としては、引き続き、税務関係書類への番号記載等

の周知など、国税分野でのマイナンバー制度の一層の定着が図られるよう、効果的な周知・広

報に取り組みます。また、政府全体の方針である「マイナンバーカードの普及とマイナンバー

の利活用の促進に関する方針」（令和元年６月４日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）に基

づき、マイナンバーカードの普及促進に積極的に取り組むとともに、納税者利便の向上施策と

して、マイナポータル連携機能（用語集参照）を活用した年末調整・確定申告手続の簡便化を

進めます。 

更に、法人番号の付番機関としては、法人番号の指定・公表・通知業務を的確に実施するほ

か、法人番号には、マイナンバーと異なり利用範囲に制限がないことから、社会的なインフラ

として幅広い分野で利活用されるよう内閣官房等の関係府省と連携を図りつつ、利活用促進に

向けた周知・広報に取り組むとともに、国税庁法人番号公表サイトの利便性向上に向けて必要

な整備を進めます。 

定性的な測定指標 

 

 

[主要] 実1-1-6-B-1：社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の普及・定着に向けた取組 

（令和２事務年度目標） 

マイナンバー制度の普及・定着に向け、効果的な周知・広報や納税者利便の向上施策及び番号の利

活用に向けた取組を進めます。 

（目標設定の根拠） 

マイナンバー制度において、国税庁は、法人番号の付番機関であるとともに、番号の利活用機関と

なっています。国税庁ホームページ等を活用した効果的な周知・広報を行うとともに、マイナンバー

カードの普及促進、納税者利便の向上施策や公表サイトの利便性向上を進めることが、制度の一層の

普及・定着を図るために重要であることから、目標として設定しています。 

○参考指標１「国税庁ホームページ『社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）特設ページ』への

アクセス件数」 
〇参考指標２「マイナポータル連携機能を活用した控除証明書等のデータ取得のためのリクエスト件

数」［新］ 
〇参考指標３「『国税庁法人番号公表サイト』へのアクセス件数」［新］ 
○参考指標４「Web－API機能を活用した法人の基本３情報のデータ取得のためのリクエスト件数」 
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今回廃止した測定指標とその理由 

 該当なし 

参考指標 参考指標は、施策ごとに関係する測定指標と併せて記載しています。 

 

実績目標に係る予算額 平成29年度 30年度 令和元年度 ２年度当初 
令和２年度行政 

事業レビュー番号 

 

税務大学校に必要な経費 2,048,514千円 2,011,592千円 2,124,407千円 2,020,504千円  

国税総合管理（KSK）システム 32,740,988千円 34,491,437千円 33,757,794千円 40,148,867千円 0007 

法人番号システム等 5,553,330千円 5,358,908千円 4,242,911千円 3,665,078千円 0009 

合 計 40,342,832千円 41,861,937千円 40,125,112千円 45,834,449千円  

（注）「実績目標に係る予算額」の表中には、実績目標(小)１－１に係る予算額を記載しています。 
 

 

担当部局名 

長官官房（総務課、情報公開・個人情報保

護室、公文書監理室、人事課、企画課、情

報技術室、法人番号管理室、参事官付、監

察官）、課税部（課税総括課、消費税室、

個人課税課、資産課税課、法人課税課、酒

税課、）、徴収部（管理運営課）、調査査

察部（調査課）、税務大学校 

実績評価実施予定時期 令和３年10月 

 
 




