特定個人情報保護評価書（重点項目評価書）

評価書番号
9

評価書名
市税及び国民健康保険税の収納に関する事務 重点項
目評価書

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言
昭島市は、市税及び国民健康保険税の収納に関する事務における特定個
人情報ファイルの取扱いに当たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人
のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個
人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切
な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んで
いることを宣言する。
特記事項

評価実施機関名
昭島市長
公表日
平成27年9月24日

[平成26年４月 様式３]

項目一覧
Ⅰ 基本情報
Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
Ⅲ リスク対策
Ⅳ 開示請求、問合せ
Ⅴ 評価実施手続
（別添２） 変更箇所

Ⅰ 基本情報
１．特定個人情報ファイルを取り扱う事務
①事務の名称

市税及び国民健康保険税の収納に関する事務
昭島市（以下「市」という。）は、市税及び国民健康保険税（以下「市税等」という。）の収納に関する事務
のうち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（平成25年法律第27
号。以下「番号法」という。）の規定に従い、特定個人情報を地方税法（昭和25年法律第226号）その他の
地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査
（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって主務省令で定める以下の事務で取り扱う。

②事務の内容

１．督促又は地方税の徴収及び地方税の徴収に係る調査に関する事務
市税等の未納者等について、督促状の発布、滞納処分執行に関する調査及び滞納処分に係る事務を
行う。また、納税義務の承継対象者及び第二次納税義務者等に対しては、納税義務の承継等のための
調査、税額決定、更正、賦課決定通知の送達及び納税の告知に係る事務を行う。
２．市税等の債権管理事務
市税等の過誤納金の還付及び充当並びに納税証明書の発行事務を行う。

③対象人数

[

10万人以上30万人未満

]

＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム
システム1
①システムの名称

収納システム

②システムの機能

１．市税等の債権管理・帳票発行機能
（１） 市税等の収納状況の管理（還付、充当事務を含む。）を行う。
（２） 納付書、還付通知書、督促状等の帳票の発行等を行う。
２．市税等の滞納処分状況管理・帳票発行機能
（１） 行政処分、分納誓約等の管理、誓約書、調書の発行を行う。
３．納税証明書の発行機能
（１） 納税証明書の発行を行う。
４．書類の送付先管理、公示送達等に係る書類の送達管理機能
（１） 書類の送付先管理、返戻及び公示送達の入力及び管理を行う。
５．事案の経過記録機能
（１） 折衝内容及び調査事項について記録をする。
６．賦課情報等の移転データの参照機能
（１） 賦課基本情報等の移転データの閲覧を行う。

③他のシステムとの接続

[

] 情報提供ネットワークシステム

[ ○ ] 庁内連携システム

[

] 住民基本台帳ネットワークシステム

[

[ ○ ] 宛名システム等
[

] その他

] 既存住民基本台帳システム

[ ○ ] 税務システム

（

)

システム2
①システムの名称

団体内統合宛名システム（以下「統合宛名システム」という。）

②システムの機能

１．宛名番号付番機能
団体内統合宛名番号（以下「統合宛名番号」という。）が未登録の個人について、新規に統合宛名番号
を付番する。各事務システムからの統合宛名番号要求に対し、統合宛名番号を付番し、各事務システム
及び中間サーバーに対し返却する。
２．宛名情報等管理機能
統合宛名システムにおいて宛名情報を統合宛名番号、個人番号とひも付けて保存し、管理する。
３．中間サーバー連携機能
中間サーバー又は中間サーバー端末からの要求に基づき、統合宛名番号にひも付く宛名情報等を通
知する。
４．各事務システム連携機能
各事務システムからの要求に基づき、個人番号又は統合宛名番号にひも付く宛名情報を通知する。

③他のシステムとの接続

[

] 情報提供ネットワークシステム

[ ○ ] 庁内連携システム

[

] 住民基本台帳ネットワークシステム

[ ○ ] 既存住民基本台帳システム

[ ○ ] 宛名システム等
[ ○ ] その他

（ 中間サーバー

[ ○ ] 税務システム
)

システム3
①システムの名称

②システムの機能

中間サーバー
１．符号管理機能
情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定するため に
利用する「統合宛名番号」とをひも付け、その情報を保管、管理する。
２．情報照会機能
情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会及び情報提供受領（照会
した情報の受領）を行う。
３．情報提供機能
情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報（連携対象）の提
供を行う。
４．各事務システム接続機能
中間サーバーと各事務システム、統合宛名システム及び既存住基システムとの間で情報照会内容、情
報提供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連携する。
５．情報提供等記録管理機能
特定個人情報（連携対象）の照会又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する。
６．情報提供データベース管理機能
特定個人情報（連携対象）を副本として，保持、管理する。
７．データ送受信機能
中間サーバーと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情報照会、情報提
供、符号取得のための情報等について連携する。
８．セキュリティ管理機能
セキュリティを管理する。
９．職員認証・権限管理機能
中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報
（連携対象）へのアクセス制御を行う。
10．システム管理機能
バッチ処理の状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管切れ情報の削除を行う。

③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

[

] 庁内連携システム

[

[

] 既存住民基本台帳システム

] 住民基本台帳ネットワークシステム

[ ○ ] 宛名システム等
[

] その他

[ ○ ] 税務システム

（

)

３．特定個人情報ファイル名
収滞納管理ファイル

４．個人番号の利用 ※
法令上の根拠

番号法第９条第１項及び別表第１の16の項
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別表第１の主務省令で定
める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）第16条

５．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※
①実施の有無

[

未定

②法令上の根拠

６．評価実施機関における担当部署
①部署

市民部納税課

②所属長

納税課長 川尻 卓也

７．他の評価実施機関
なし

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
１．特定個人情報ファイル名
収滞納管理ファイル

２．基本情報
①ファイルの種類 ※

[

システム用ファイル

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
②対象となる本人の数
[ 10万人以上100万人未満 ]
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上
区域内の住民（住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第５条に基づき住民基本台帳に記録された住
民をいう。）及び住民基本台帳に記録されていた者で転出等の理由により消除となった者又は区域内の
③対象となる本人の範囲 ※
住民以外の者のうち市税等に関する債権若しくは債務を保有する者又は過去５年間に賦課されていた
者
１．市税等債権管理業務のため、過去５年間の賦課対象者及び市税等の未納者又は市税等に係る還付
請求権を有する者の情報を保有する必要がある。
その必要性
２．適正な市税等滞納整理業務のため、市税等の未納者及び市税等の未納者と相当の関係があるとみ
られる者の情報を保有する必要がある。
＜選択肢＞
1） 10項目未満
2） 10項目以上50項目未満
④記録される項目
[
100項目以上
]
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上
・識別情報
[

] 個人番号

[

] 個人番号対応符号

[ ○ ] その他識別情報（内部番号）

・連絡先等情報
[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）

[ ○ ] 連絡先（電話番号等）

[ ○ ] その他住民票関係情報
・業務関係情報
主な記録項目 ※

[ ○ ] 国税関係情報

[ ○ ] 地方税関係情報

[

] 健康・医療関係情報

[ ○ ] 医療保険関係情報

[

[

] 障害者福祉関係情報

] 児童福祉・子育て関係情報

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報
[

] 雇用・労働関係情報

[

] 災害関係情報

[

] その他

（

[

[ ○ ] 介護・高齢者福祉関係情報

] 年金関係情報

[

] 学校・教育関係情報

）

その妥当性

１．番号法第９条（利用範囲）に基づき市税等収納事務の実施に当たり、事務処理において保有する特
定個人情報ファイルにおいて、個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番
号を使用する。
２．地方税法第20条の1（書類の送達）に基づき、書類等を適切に送達する必要があるため、市税等の未
納者及び市税等の未納者と相当の関係があると認められる者の、識別情報、連絡先等情報を記録する
必要がある。
３．地方税法第20条の10（納税証明書の交付）及び地方税法施行令第６条の21（納税証明事項）の規定
に基づき納税証明を交付するため、市税等を完納した者についても、法定納期限が、納税証明書の交
付請求する日の３年前の日の属する会計年度までに賦課された税の収納情報を保有する必要がある。
４．地方税法第17条の５第４項（更正、決定等の期間制限）に基づき、地方税の課税標準又は税額を減
少させる賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して５年を経過する日まですることができることから、
還付金等が発生し、還付事務の必要性が生じるため、過去５年間において賦課されていた税の収納情
報を保有する必要がある。
５．国税徴収法第76条第１項第４号（給与の差押禁止）、第141条（質問及び検査）、第142条（捜索の権
限及び方法）、地方税法第９条第１項（相続による納税義務の継承）、第２項（相続人からの徴収手続
き）、第10条（連帯納税義務）、第11条（第二次納税義務）、第15条の１（徴収猶予の要件等）、第15条の７
（滞納処分の停止の要件等）等により、公正な滞納整理業務を行うために、市税等の未納者及び市税等
の未納者と相当の関係があるとみられる者についての必要な範囲の情報を把握する必要があるため、
識別情報、連絡先情報及び各業務関係情報について記録する必要がある。

全ての記録項目

別添１を参照。

⑤保有開始日

平成28年1月1日

⑥事務担当部署

市民部納税課

３．特定個人情報の入手・使用
[ ○ ] 本人又は本人の代理人

①入手元 ※

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

（ 市民課、課税課、保険年金課

）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等

（ 国税局、日本年金機構

）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人
[ ○ ] 民間事業者
[

②入手方法

③使用目的 ※

] その他

（

（ 他自治体

）

給与支払者、公的年金支払者、その他の企業

）

（

）

[○ ]紙

[

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[

] 電子メール

[

] 専用線

[

] 情報提供ネットワークシステム

[

] その他

[

] フラッシュメモリ

[ ○ ] 庁内連携システム

（

）

市税等収納事務の実施
使用部署

市民部納税課

④使用の主体
使用者数

⑤使用方法

情報の突合
⑥使用開始日

[

10人以上50人未満

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満
5） 500人以上1,000人未満

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上

１．督促又は地方税の徴収及び地方税の徴収に係る調査に関する事務
市税等の未納者等について、督促状の発布、滞納処分執行に関する調査及び滞納処分に係る事務を
行うため、また、納税義務の承継対象者及び第２次納税義務者等に対しては、納税義務の承継等のた
めの調査、税額決定、更正、賦課決定通知の送達及び納税の告知に係る事務を行うため、各記録項目
を使用し、調査し、及び記録する。
２．市税等の債権管理事務
市税等の過誤納金の還付及び充当並びに納税証明書の発行事務を行うため、識別情報、連絡先等情
報を使用し、調査し、及び記録する。
１．各情報を収滞納情報と突合し、滞納処分執行、納税義務の承継等の判断及び書類の送達を行う。
２．識別情報及び連絡先等情報と収滞納情報を突合し、過誤納金の算出、納税証明書の発行、それに
係る書類の送達を行う。
平成28年1月1日

４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託
委託の有無 ※

[

委託する
（

＜選択肢＞
1） 委託する

]

委託事項1

システムの保守管理、法制度改正に伴う改修業務

①委託内容

システムの保守管理、改修

②委託先における取扱者数
③委託先名
④再委託の有無 ※
再
委
託

⑤再委託の許諾方法
⑥再委託事項

[

2） 委託しない

1） 件

10人以上50人未満

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満
5） 500人以上1,000人未満

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上

株式会社 アイネス
[

再委託しない

]

＜選択肢＞
1） 再委託する

2） 再委託しない

５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無

[

] 提供を行っている

[

] 行っていない

（

）件

[ ○ ] 移転を行っている

（

移転先1

保健福祉部 保険年金課

①法令上の根拠

番号法第９条第１項、別表第１の16の項及び30の項
国民健康保険法第９条各項及び第63条各項、国民健康保険法施行規則第９条第２項

②移転先における用途

国民健康保険被保険者からの照会の対応に係る事務
保険給付等において保険税収納状況の情報を必要とする事務
短期証及び資格証発行の判定に関する事務
国民健康保険税に係る通知発送等に係る事務

③移転する情報

国民健康保険税の納付状況・口座振替納付に係る国民健康保険税の口座登録情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

[

1万人以上10万人未満

]

3）件

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

⑤移転する情報の対象となる
国民健康保険税の賦課履歴がある者
本人の範囲
[ ○ ] 庁内連携システム

[

] 専用線

[

] 電子メール

[

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[

] フラッシュメモリ

[

]紙

[

] その他

⑥移転方法
（

）

⑦時期・頻度

照会のあった都度

移転先2

市民部 国民健康保険税収納担当

①法令上の根拠

番号法第９条第１項、別表第１の16の項及び30の項
地方税法第20条の11及び第707条各項

②移転先における用途

国民健康保険資格の適正化

③移転する情報

国民健康保険税の納付状況

④移転する情報の対象となる
本人の数

[

1万人未満

]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

⑤移転する情報の対象となる
国民健康保険加入者かつ国民健康保険税未納者のうち、社会保険加入の可能性のある者
本人の範囲
[ ○ ] 庁内連携システム

[

] 専用線

[

] 電子メール

[

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[

] フラッシュメモリ

[○ ]紙

[

] その他

⑥移転方法

⑦時期・頻度

照会のあった都度

（

）

移転先3

市民部 課税課

①法令上の根拠

番号法第９条第１項、別表第１の16の項

②移転先における用途

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は
地方税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって主務省令で定めるもの

③移転する情報

課税対象者のうち口座振替登録をしている者

④移転する情報の対象となる
本人の数

[

1万人以上10万人未満

]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

⑤移転する情報の対象となる
市税等の課税対象者のうち、口座振替納付登録をしている者
本人の範囲
[ ○ ] 庁内連携システム

[

] 専用線

[

] 電子メール

[

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[

] フラッシュメモリ

[

]紙

[

] その他

⑥移転方法

⑦時期・頻度

（

）

照会のあった都度

６．特定個人情報の保管・消去

保管場所 ※

７．備考

１．市における措置
（１）サーバ室への入退出は、生体情報による認証が必要であり、入退出管理に対する厳重なセキュリ
ティ、システムやファイルに対する厳しいアクセス権限を設定した運用が徹底されている。
（２）サーバへのアクセスはＩＤ/パスワードによる認証が必要となる。
（３）執務室では鍵付キャビネットによる施錠保管を行っている。
２．中間サーバー・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及び
サーバ室への入出を厳重に管理する。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された中間サーバーのデータベース内に保管され、バックアッ
プもデータベース上に保存される。

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XXＯＣＲデータ 合計27件
(1)納付書シーケンス (2)税目コード (3)課税根拠年度 (4)開始事業年度 (5)調定発生年度 (6)通知書番
号 (7)期別 (8)枝番 (9)納付区分 (10)個別項目 (11)分割納付回数 (12)納付額１ (13)納付額２ (14)納付延滞金 (15)納付督促手数
料 (16)納付前納報奨金 (17)納付退職所得額 (18)納付賦課加算金 (19)会計年度 (20)収入日 (21)領収日 (22)整理番号 (23)更新担
当者コード (24)マスタ更新日 (25)アンマッチフラグ (26)金額不一致フラグ (27)タイムスタンプ
XXOCRデータ_収入明細用 合計31件
(1)納付書シーケンス (2)税目コード (3)課税根拠年度 (4)開始事業年度 (5)調定発生年度
(6)通知書番号 (7)期別 (8)枝番 (9)納付区分 (10)個別項目 (11)分割納付回数 (12)納付額１ (13)納付額２ (14)納付延滞金 (15)納
付督促手数料 (16)納付前納報奨金 (17)納付退職所得額 (18)納付賦課加算金 (19)会計年度 (20)収入日 (21)領収日 (22)整理番号
(23)更新担当者コード (24)マスタ更新日 (25)アンマッチフラグ (26)金額不一致フラグ (27)タイムスタンプ (28)取込種類 (29)汎用項目
1 (30)汎用項目2 (31)汎用項目3
XXかな変換 合計2件
(1)カナ１ (2)かな２
XXコード管理 合計9件
(1)顧客コード (2)コード名称 (3)コード番号 (4)修正可否 (5)コメント (6)更新担当者コード (7)マスタ新規作
成日 (8)マスタ更正日 (9)タイムスタンプ
XXコード詳細 合計12件
(1)顧客コード (2)コード番号 (3)明細キー (4)名称 (5)略名称 (6)並び順 (7)コンスタント名称 (8)コメント
(9)更新担当者コード (10)マスタ新規作成日 (11)マスタ更正日 (12)タイムスタンプ
XXコンビニ確報エラーリスト 合計8件
バーコード情報 (8)備考

(1)税目コード (2)調定発生年度 (3)課税根拠年度 (4)通知書番号 (5)期別 (6)納付額 (7)

XXコンビニ確報データ 合計26件
(1)税目コード (2)課税根拠年度 (3)開始事業年度 (4)調定発生年度 (5)通知書番号 (6)期別 (7)
枝番 (8)納付区分 (9)個別項目 (10)分割納付回数 (11)納付額１ (12)納付額２ (13)納付延滞金 (14)納付督促手数料 (15)納付前納
報奨金 (16)納付退職所得額 (17)会計年度 (18)収入日 (19)領収日 (20)整理番号 (21)削除フラグ (22)照合キー (23)更新担当者
コード (24)マスタ更新日 (25)タイムスタンプ (26)分納アンマッチ
XXコンビニ確報延滞金確認リスト 合計13件
(1)税目コード (2)調定発生年度 (3)課税根拠年度 (4)通知書番号 (5)期別 (6)調定額
(7)未納額 (8)本税納付額 (9)延滞金納付額 (10)領収日 (11)収入日 (12)整理番号 (13)個別項目
XXコンビニ確報累積データ 合計31件
(1)処理日 (2)REC区分 (3)データ種別 (4)収納日_年 (5)収納日_月 (6)収納日_日 (7)収納日_
時 (8)収納日_分 (9)AI (10)メーカーコード (11)指定コード (12)納付区分 (13)税目コード (14)年度 (15)相当年度 (16)期別 (17)通知
書番号 (18)本税延滞区分 (19)再発行区分 (20)支払期限日 (21)印紙フラグ (22)支払金額 (23)CD (24)受付店コード (25)支払予定
日_年 (26)支払予定日_月 (27)支払予定日_日
XXコンビニ速報データ 合計25件
(1)税目コード (2)課税根拠年度 (3)開始事業年度 (4)調定発生年度 (5)通知書番号 (6)期別 (7)
枝番 (8)納付区分 (9)個別項目 (10)分割納付回数 (11)納付額１ (12)納付額２ (13)納付延滞金 (14)納付督促手数料 (15)納付前納
報奨金 (16)納付退職所得額 (17)会計年度 (18)収入日 (19)領収日 (20)整理番号 (21)削除フラグ (22)照合キー (23)更新担当者
コード (24)マスタ更新日 (25)タイムスタンプ
XXコンビニ速報累積データ 合計41件
(1)処理日 (2)KEY_税目コード (3)KEY_課税根拠年度 (4)KEY_開始事業年度 (5)KEY_調定発
生年度 (6)KEY_通知書番号 (7)KEY_期別 (8)KEY_枝番 (9)KEY_分割納付回数 (10)照合キー (11)作成日 (12)REC区分 (13)データ種
別 (14)収納日_年 (15)収納日_月 (16)収納日_日 (17)収納日_時 (18)収納日_分 (19)AI (20)メーカーコード (21)指定コード (22)納付区
分 (23)税目コード (24)年度 (25)相当年度 (26)期別 (27)通知書番号 (28)本税延滞区分 (29)再発行区分 (30)支払期限日 (31)印紙
フラグ (32)支払金額 (33)CD (34)受付店コード (35)支払予定日_年 (36)支払予定日_月 (37)支払予定日_日 (38)経理処理日１ (39)経
理処理日２ (40)余白 (41)CVSコード
XXその他調査 合計8件
XX按分率 合計4件
XX医療区分 合計2件

(1)その他調査コード (2)名称 (3)名称２ (4)郵便番号 (5)住所 (6)電話番号 (7)市内外区分 (8)備考

(1)処理ＩＤ (2)税目コード (3)年度 (4)按分率
(1)区分 (2)種類

XX延滞金減免除 合計25件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)申請日 (4)ファイルＮＯ (5)減免除日 (6)減免除区分 (7)減免除開始日
(8)減免除終了日 (9)減免除理由 (10)延滞金起算日 (11)延滞金種別 (12)解除日 (13)解除理由 (14)棄却日 (15)棄却理由 (16)実態
(17)備考 (18)状態表示 (19)初回登録日 (20)初回登録担当者コード (21)初回解除日 (22)初回解除担当者コード (23)更新担当者コー
ド (24)マスター新規作成日 (25)マスター更新日
XX延滞金減免除税目 合計35件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)減免除日 (5)税目コード (6)課税根拠年度 (7)開始
事業年度 (8)調定発生年度 (9)XX換価猶予 合計38件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)決定日 (5)解除日 (6)解除
理由 (7)調査記事 (8)猶予理由 (9)猶予期間開始 (10)猶予期間終了 (11)取消理由 (12)取消日 (13)延長決定日 (14)延長期間開始
(15)延長期間終了 (16)担保提供有無 (17)納税計画 (18)設定者郵便番号親 (19)設定者郵便番号子 (20)設定者住所 (21)設定者氏
名 (22)他税目有無 (23)延滞金表示区分 (24)延長理由 (25)登記所名称 (26)登記所申請日 (27)登記所抹消申請日 (28)登記所受付
日 (29)登記所受付番号 (30)弁明区分 (31)備考 (32)初回登録日 (33)初回登録担当者コード (34)初回解除日 (35)初回解除担当者
コード (36)更新担当者コード (37)マスター新規作成日 (38)マスター更新日
通知書番号 (10)期別 (11)枝番 (12)連番 (13)納期限 (14)減免除区分 (15)延滞金種別 (16)減免除開始日 (17)減免除終了日 (18)
解除日 (19)棄却日 (20)税額１ (21)税額２ (22)延滞金 (23)督促手数料 (24)賦課加算金 (25)法定納期限等 (26)納税者区分 (27)確
定延滞金額 (28)減免後金額 (29)減免金額 (30)当日計算延滞金額 (31)終了日計算金額 (32)状態表示 (33)更新担当者コード (34)
マスター新規作成日 (35)マスター更新日

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX延滞金減免除中間 合計15件
(1)サーバNO (2)セッションID (3)住民コード (4)税目種別 (5)ファイルＮＯ (6)税目コード (7)課税
根拠年度 (8)開始事業年度 (9)調定発生年度 (10)通知書番号 (11)期別 (12)枝番 (13)減免除区分 (14)減免除開始日 (15)減免除
終了日
XX換価猶予税目 合計21件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)税目コード (5)課税根拠年度 (6)開始事業年度 (7)調
定発生年度 (8)通知書番号 (9)期別 (10)枝番 (11)連番 (12)税額１ (13)税額２ (14)延滞金 (15)督促手数料 (16)賦課加算金 (17)
法定納期限等 (18)納税者区分 (19)更新担当者コード (20)マスター新規作成日 (21)マスター更新日
XX管理票 合計180件
(1)管理年度 (2)納税義務者住民コード (3)税目種別 (4)異動年月日 (5)世帯名寄コード (6)管理区分 (7)
現住区分 (8)住所コード (9)自治体コード (10)班コード (11)担当者コード (12)担当者設定日 (13)自動変更不可 (14)旧担当者コード
1 (15)旧担当者変更日1 (16)旧担当者コード2 (17)旧担当者変更日2 (18)旧担当者コード3 (19)旧担当者変更日3 (20)旧担当者コー
ド4 (21)旧担当者変更日4 (22)旧担当者コード5 (23)旧担当者変更日5 (24)初回作成区分 (25)初回作成日 (26)休止区分 (27)休止
年月日 (28)再作成区分 (29)再作成日 (30)更新区分 (31)更新日 (32)集計_当月末_滞繰税額 (33)集計_当月末_滞繰件数 (34)集計_
当月末_滞繰加算金 (35)集計_当月末_滞繰加算金件数 (36)集計_当月末_滞繰確定延滞金額 (37)集計_当月末_滞繰確定延滞金件数
(38)集計_当月末_現年引継税額 (39)集計_当月末_現年引継件数 (40)集計_当月末_現年引継加算金 (41)集計_当月末_現年引継加算
金件数 (42)集計_当月末_現年確定延滞金額 (43)集計_当月末_現年確定延滞金件数 (44)集計_当月末_現年未引継税額 (45)集計_当
月末_現年未引継件数 (46)集計_当月末_現年未引継加算金 (47)集計_当月末_現年未引継加算金件数 (48)集計_当月末_未到来税額
(49)集計_当月末_未到来件数 (50)集計_当月末_未到来加算金 (51)集計_当月末_未到来加算金件数 (52)集計_滞納年度 (53)最新催
告１年月日 (54)最新催告１区分 (55)最新催告２年月日 (56)最新催告２区分 (57)最新催告３年月日 (58)最新催告３区分 (65)最新
催告７年月日 (66)最新催告７区分 (67)最新催告８年月日 (68)最新催告８区分 (69)最新催告９年月日 (70)最新催告９区分 (71)最
新催告１０年月日 (72)最新催告１０区分 (73)最新納付年月日 (74)最新納付区分 (76)分納約束登録回数 (77)分納約束解除回数
(78)最新分納約束年月日 (79)分納誓約登録回数 (80)分納誓約解除回数 (81)最新分納誓約年月日 (82)納付受託登録回数 (83)納
付受託解除回数 (84)最新納付受託年月日 (85)徴収猶予登録回数 (86)徴収猶予解除回数 (87)最新徴収猶予年月日 (88)換価猶予
登録回数 (89)換価猶予解除回数 (90)最新換価猶予年月日 (91)延滞金減免登録回数 (92)延滞金減免解除回数 (93)最新延滞金減
免年月日 (94)延滞金期間減免登録回数 (95)延滞金期間減免解除回数 (96)最新延滞金期間減免年月日 (97)繰上徴収登録回数
(98)繰上徴収解除回数 (99)最新繰上徴収年月日 (100)差押登録回数 (101)差押解除回数 (102)最新電話差押年月日 (103)最新不
動産差押年月日 (104)最新預貯金差押年月日 (105)最新債権差押年月日 (106)最新給与差押年月日 (107)最新還付金差押年月日
(108)最新生命保険差押年月日 (109)最新出資金差押年月日 (110)最新その他差押年月日 (111)最新差押名称１ (112)最新差押年
月日１ (113)最新差押名称２ (114)最新差押年月日２ (115)最新差押名称３ (116)最新差押年月日３ (117)最新差押名称４ (118)最
新差押年月日４ (119)最新差押名称５ (120)最新差押年月日５ (121)参加差押登録回数 (122)参加差押解除回数 (123)最新電話参
加差押年月日 (124)最新不動産参加差押年月日 (125)最新その他参加差押年月日 (126)最新参加差押名称１ (127)最新参加差押
年月日１ (128)最新参加差押名称２ (129)最新参加差押年月日２ (130)最新参加差押名称３ (131)最新参加差押年月日３ (132)最新
参加差押名称４ (133)最新参加差押年月日４ (134)最新参加差押名称５ (135)最新参加差押年月日５ (136)交付要求登録回数
(137)交付要求解除回数 (138)最新電話交付要求年月日 (139)最新不動産交付要求年月日 (140)最新預貯金交付要求年月日 (141)
最新債権交付要求年月日 (142)最新給与交付要求年月日 (143)最新還付金交付要求年月日 (144)最新生命保険交付要求年月日
(145)最新出資金交付要求年月日 (146)最新その他交付要求年月日 (147)最新交付要求名称１ (148)最新交付要求年月日１ (149)
最新交付要求名称２ (150)最新交付要求年月日２ (151)最新交付要求名称３ (152)最新交付要求年月日３ (153)最新交付要求名称
４ (154)最新交付要求年月日４ (155)最新交付要求名称５ (156)最新交付要求年月日５ (163)納期特例登録回数 (164)納期特例解
除回数 (165)最新納期特例年月日 (166)調査回数 (167)最新調査種類 (168)最新調査年月日 (169)直近時効予定日 (170)欠損登
録回数 (171)最新不納欠損日 (172)最新不納欠損理由 (174)督催告停止有無 (175)証明書停止有無 (176)次回約束区分 (177)次
回約束日 (178)更新担当者コード (179)マスタ新規作成日 (180)マスタ更新日
XX還付者一覧 合計8件
(8)処理日

(1)税目コード (2)課税根拠年度 (3)開始事業年度 (4)調定発生年度 (5)通知書番号 (6)期別 (7)枝番

XX還付通知書 合計50件
(1)還付シーケンス (2)税目コード (3)課税根拠年度 (4)開始事業年度 (5)調定発生年度 (6)通知書番号
(7)還付年度 (8)還付番号 (9)還付通知日 (10)支出決定日 (11)還付請求日 (12)還付支払日 (13)還付時効日 (14)還付照合日 (15)
還付再発行日 (16)状態区分 (17)支出区分 (18)誤納区分 (19)過納区分 (20)連携税目コード (21)発行回数 (22)賦課決定通知日
(23)還付額合計 (24)充当額合計 (25)還付加算金計 (26)住民コード (27)税目種別 (28)現金振込区分 (29)振込銀行名称 (30)振込
支店名称 (31)振込銀行コード (32)振込支店コード (33)振込口座種別 (34)振込口座番号 (35)振込先名義人カナ (36)振込先名義人
漢字 (37)送付先個人住民コード (38)送付先個人氏名カナ (39)送付先個人氏名 (40)送付先個人税目種別 (41)送付先個人郵便番
号1 (42)送付先個人郵便番号2 (43)送付先個人住所 (44)備考 (45)汎用項目 (46)初回登録還付年度 (47)初回登録支出区分 (48)
更新担当者コード (49)マスタ新規作成日 (50)マスタ更正日
XX還付明細 合計54件
(1)還付シーケンス (2)還付連番 (3)税目コード (4)課税根拠年度 (5)開始事業年度 (6)調定発生年度 (7)
通知書番号 (8)更正年度 (9)更正日 (10)期別 (11)枝番 (12)終了事業年度 (13)税額１ (14)税額２ (15)納付額１ (16)納付額２ (17)
既還付額１ (18)既還付額２ (19)還付額１ (20)還付額２ (21)還付国保一般 (22)還付国保退職 (23)還付介護一般 (24)還付介護退
職 (25)督促手数料調定額 (26)督促手数料納付額 (27)既還付督促手数料 (28)督促手数料還付額 (29)延滞金調定額 (30)延滞金
納付額 (31)既還付延滞金 (32)延滞金還付額 (33)退職所得税額 (34)退職所得納付額 (35)既還付退職所得額 (36)退職所得還付
額 (37)賦課加算金調定額 (38)賦課加算金納付額 (39)既還付賦課加算金 (40)賦課加算金還付額 (41)賦課加算金区分 (42)収納
日 (43)領収日 (44)会計年度 (45)還付加算金 (46)還付加算日数 (47)還付加算金起算日 (48)還付加算金終了日 (49)過誤納区分
(50)納付額年度 (51)納付額期別 (52)納付額枝番 (53)汎用項目 (54)マスタ新規作成日
XX関連付け 合計7件
(1)住民コード (2)関連付け先住民コード (3)関連付け区分 (4)関連区分 (5)更新担当者コード (6)マスター
新規作成日 (7)マスター更新日

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX義務者別担当者 合計6件

(1)義務者コード (2)税目種別 (3)連番 (4)自動変更不可 (5)担当者コード (6)更新年月日

XX繰上徴収 合計17件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)繰上徴収日 (5)変更後納期限 (6)変更理由 (7)納付場所
(8)取消年月日 (9)取消理由 (10)備考 (11)初回登録日 (12)初回登録担当者コード (13)初回解除日 (14)初回解除担当者コード (15)
更新担当者コード (16)マスター新規作成日 (17)マスター更新日
XX繰上徴収税目 合計21件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)税目コード (5)課税根拠年度 (6)開始事業年度 (7)調定
発生年度 (8)通知書番号 (9)期別 (10)枝番 (11)連番 (12)税額１ (13)税額２ (14)延滞金 (15)督促手数料 (16)賦課加算金 (17)法定
納期限等 (18)納税者区分 (19)更新担当者コード (20)マスター新規作成日 (21)マスター更新日
XX携帯調査 合計8件

(1)登録コード (2)名称 (3)名称２ (4)郵便番号 (5)住所 (6)電話番号 (7)市内外区分 (8)備考

XX減免後延滞金税目 合計17件
(1)シーケンスＮＯ (2)住民コード (3)税目種別 (4)税目コード (5)課税根拠年度 (6)開始事業年度
(7)調定発生年度 (8)通知書番号 (9)期別 (10)枝番 (11)連番 (12)減免除区分 (13)減免除開始日 (14)減免除終了日 (15)更新担当
者コード (16)マスター新規作成日 (17)マスター更新日
XX個人情報 合計26件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)担当者コード (4)電話区分1 (5)電話番号1 (6)電話区分2 (7)電話番号2 (8)
電話区分3 (9)電話番号3 (10)職業コード (11)職業任意入力 (12)勤務先コード (13)勤務先名称 (14)勤務先住所1 (15)勤務先住所2
(16)勤務先電話番号 (17)住居コード (18)地図番号 (19)その他 (20)個人滞納理由1 (21)個人滞納理由2 (22)個人滞納理由3 (23)更
新担当者コード (24)マスタ新規作成日 (25)マスタ更新日 (26)タイムスタンプ
XX個人別発送履歴 合計13件
(1)納税者コード (2)所有者コード (3)税目種別 (4)発送物区分 (5)発送日 (6)指定納期限 (7)公示日
(8)返戻日 (9)備考 (10)更新担当者コード (11)マスター新規作成日 (12)マスター更新日 (13)タイムスタンプ
XX交付要求 合計54件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)ファイルＮＯ (5)財産種類 (6)交付要求区分 (7)交付要求
日 (8)差押日 (9)差押管理番号 (10)終了日 (11)事件番号 (12)延滞金表示区分 (13)延滞金起算日 (14)備考 (15)他税目有無 (16)
交付要求に関わる財産 (17)所有者郵便番号親 (18)所有者郵便番号子 (19)所有者住所 (20)所有者名称 (21)所有者外部機関区分
(22)所有者外部機関コード１ (23)所有者外部機関コード２ (24)執行機関郵便番号親 (25)執行機関郵便番号子 (26)執行機関住所
(27)執行機関名称 (28)交付要求先郵便番号親 (29)交付要求先郵便番号子 (30)交付要求先住所 (31)交付要求先名称 (32)交付要求
先電話番号 (33)充当日 (34)充当ファイルＮＯ (35)公示送達日 (36)解除ＮＯ (37)解除日 (38)解除理由 (39)配当日 (40)配当金額
(41)充当金額 (42)税目並び順 (43)本差側差押日 (44)本差側解除日 (45)状態表示 (46)セットアップ情報 (47)初回登録日 (48)初回
登録担当者コード (49)初回解除日 (50)初回解除担当者コード (51)更新担当者コード (52)マスター新規作成日 (53)マスター更新日
(54)破産手続開始日
XX交付要求その他財産 合計10件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)財産種類 (5)財産情報 (6)詳細情報 (7)調査
取得管理番号 (8)更新担当者コード (9)マスター新規作成日 (10)マスター更新日
XX交付要求マンション変更履歴 合計35件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスＮＯ (6)連
番 (7)不動産区分 (8)一棟建物所在 (9)一棟建物番号 (10)一棟建物構造 (11)一棟建物構造任意入力 (12)一棟建物階表示 (13)専
有家屋番号 (14)専有建物番号 (15)専有種類 (16)専有種類任意入力 (17)専有構造 (18)専有構造任意入力 (19)専有階表示 (20)仮
換地予定地番 (21)共有持分分子 (22)共有持分分母 (23)解除ＮＯ (24)解除日 (25)解除理由 (26)解除ファイルＮＯ (27)敷地権種類
(28)敷地権割合分子 (29)敷地権割合分母 (30)備考 (31)調査取得管理番号 (32)調査取得シーケンスＮＯ (33)更新担当者コード (34)
マスター新規作成日 (35)マスター更新日
XX交付要求家屋 合計39件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)連番 (5)不動産区分 (6)物件番号 (7)家屋番号地番
(8)家屋番号枝番 (9)家屋所在 (10)家屋種類 (11)家屋種類任意入力 (12)家屋構造 (13)家屋構造任意入力 (14)家屋構造階表示
(15)一棟建物所在 (16)一棟建物番号 (17)一棟建物構造 (18)一棟建物構造任意入力 (19)一棟建物階表示 (20)専有家屋番号 (21)
専有建物番号 (22)専有種類 (23)専有種類任意入力 (24)専有構造 (25)専有構造任意入力 (26)専有階表示 (27)仮換地予定地番
(28)共有持分分子 (29)共有持分分母 (30)解除ＮＯ (31)解除日 (32)解除理由 (33)解除ファイルＮＯ (34)備考 (35)調査取得管理番号
(36)調査取得シーケンスＮＯ (37)更新担当者コード (38)マスター新規作成日 (39)マスター更新日
XX交付要求家屋階表示 合計12件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)連番 (5)不動産区分 (6)建物区分 (7)地上地
下フラグ (8)階表示 (9)床面積 (10)更新担当者コード (11)マスター新規作成日 (12)マスター更新日
XX交付要求家屋階表示変更履歴 合計14件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスＮＯ (6)
連番 (7)不動産区分 (8)建物区分 (9)地上地下フラグ (10)階表示 (11)床面積 (12)更新担当者コード (13)マスター新規作成日 (14)マ
スター更新日
XX交付要求家屋変更履歴 合計41件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスＮＯ (6)連番
(7)不動産区分 (8)物件番号 (9)家屋番号地番 (10)家屋番号枝番 (11)家屋所在 (12)家屋種類 (13)家屋種類任意入力 (14)家屋構造
(15)家屋構造任意入力 (16)家屋構造階表示 (17)一棟建物所在 (18)一棟建物番号 (19)一棟建物構造 (20)一棟建物構造任意入力
(21)一棟建物階表示 (22)専有家屋番号 (23)専有建物番号 (24)専有種類 (25)専有種類任意入力 (26)専有構造 (27)専有構造任意
入力 (28)専有階表示 (29)仮換地予定地番 (30)共有持分分子 (31)共有持分分母 (32)解除ＮＯ (33)解除日 (34)解除理由 (35)解除
ファイルＮＯ (36)備考 (37)調査取得管理番号 (38)調査取得シーケンスＮＯ (39)更新担当者コード (40)マスター新規作成日 (41)マス
ター更新日
XX交付要求権利者 合計18件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)連番 (5)権利者郵便番号親 (6)権利者郵便番号子
(7)権利者住所 (8)権利者氏名 (9)権利者備考 (10)権利種類 (11)権利者登記順位 (12)権利者日付 (13)権利者外部機関区分 (14)権
利者外部機関コード１ (15)権利者外部機関コード２ (16)更新担当者コード (17)マスター新規作成日 (18)マスター更新日

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX交付要求権利者変更履歴 合計20件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスＮＯ (6)連番
(7)権利者郵便番号親 (8)権利者郵便番号子 (9)権利者住所 (10)権利者氏名 (11)権利者備考 (12)権利種類 (13)権利者登記順位
(14)権利者日付 (15)権利者外部機関区分 (16)権利者外部機関コード１ (17)権利者外部機関コード２ (18)更新担当者コード (19)マス
ター新規作成日 (20)マスター更新日
XX交付要求執行機関 合計6件

(1)登録コード (2)執行機関名 (3)郵便番号 (4)住所 (5)電話番号 (6)備考

XX交付要求税目 合計23件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)税目コード (5)課税根拠年度 (6)開始事業年度 (7)
調定発生年度 (8)通知書番号 (9)期別 (10)枝番 (11)連番 (12)税額１ (13)税額２ (14)延滞金 (15)督促手数料 (16)賦課加算金 (17)
法定納期限等 (18)納税者区分 (19)該当住民コード (20)該当税目種別 (21)更新担当者コード (22)マスター新規作成日 (23)マスター
更新日
XX交付要求税目変更履歴 合計25件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスＮＯ (6)税目
コード (7)課税根拠年度 (8)開始事業年度 (9)調定発生年度 (10)通知書番号 (11)期別 (12)枝番 (13)連番 (14)税額１ (15)税額２
(16)延滞金 (17)督促手数料 (18)賦課加算金 (19)法定納期限等 (20)納税者区分 (21)該当住民コード (22)該当税目種別 (23)更新担
当者コード (24)マスター新規作成日 (25)マスター更新日
XX交付要求土地 合計21件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)物件番号 (5)所在 (6)地番 (7)枝番 (8)地目 (9)地
積 (10)共有持分分子 (11)共有持分分母 (12)解除ファイルＮＯ (13)解除理由 (14)解除日 (15)解除ＮＯ (16)備考 (17)調査取得管理
番号 (18)調査取得物件番号 (19)更新担当者コード (20)マスター新規作成日 (21)マスター更新日
XX交付要求土地変更履歴 合計23件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスＮＯ (6)物件番
号 (7)所在 (8)地番 (9)枝番 (10)地目 (11)地積 (12)共有持分分子 (13)共有持分分母 (14)解除ファイルＮＯ (15)解除理由 (16)解除
日 (17)解除ＮＯ (18)備考 (19)調査取得管理番号 (20)調査取得物件番号 (21)更新担当者コード (22)マスター新規作成日 (23)マス
ター更新日
XX交付要求付属屋 合計20件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)連番 (5)不動産区分 (6)符号 (7)種類 (8)種類任
意入力 (9)構造 (10)構造任意入力 (11)階表示 (12)階部分１ (13)床面積１ (14)階部分２ (15)床面積２ (16)階部分３ (17)床面積３
(18)更新担当者コード (19)マスター新規作成日 (20)マスター更新日
XX交付要求付属屋変更履歴 合計22件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスＮＯ (6)連番
(7)不動産区分 (8)符号 (9)種類 (10)種類任意入力 (11)構造 (12)構造任意入力 (13)階表示 (14)階部分１ (15)床面積１ (16)階部分
２ (17)床面積２ (18)階部分３ (19)床面積３ (20)更新担当者コード (21)マスター新規作成日 (22)マスター更新日
XX交付要求敷地権 合計15件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)連番 (5)不動産区分 (6)土地符号 (7)所在地番
(8)地目 (9)地積 (10)敷地権種類 (11)敷地権割合分子 (12)敷地権割合分母 (13)更新担当者コード (14)マスター新規作成日 (15)マ
スター更新日
XX交付要求敷地権変更履歴 合計17件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスＮＯ (6)連番
(7)不動産区分 (8)土地符号 (9)所在地番 (10)地目 (11)地積 (12)敷地権種類 (13)敷地権割合分子 (14)敷地権割合分母 (15)更新
担当者コード (16)マスター新規作成日 (17)マスター更新日
XX交付要求変更履歴 合計56件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスＮＯ (6)ファイルＮＯ
(7)財産種類 (8)交付要求区分 (9)交付要求日 (10)差押日 (11)差押管理番号 (12)終了日 (13)事件番号 (14)延滞金表示区分 (15)
延滞金起算日 (16)備考 (17)他税目有無 (18)交付要求に関わる財産 (19)所有者郵便番号親 (20)所有者郵便番号子 (21)所有者住
所 (22)所有者名称 (23)所有者外部機関区分 (24)所有者外部機関コード１ (25)所有者外部機関コード２ (26)執行機関郵便番号親
(27)執行機関郵便番号子 (28)執行機関住所 (29)執行機関名称 (30)交付要求先郵便番号親 (31)交付要求先郵便番号子 (32)交付要
求先住所 (33)交付要求先名称 (34)交付要求先電話番号 (35)充当日 (36)充当ファイルＮＯ (37)公示送達日 (38)解除ＮＯ (39)解除
日 (40)解除理由 (41)配当日 (42)配当金額 (43)充当金額 (44)税目並び順 (45)本差側差押日 (46)本差側解除日 (47)セットアップ情
報 (48)処理区分 (49)初回登録日 (50)初回登録担当者コード (51)初回解除日 (52)初回解除担当者コード (53)更新担当者コード
(54)マスター新規作成日 (55)マスター更新日 (56)破産手続開始日
XX交付要求弁護士 合計7件

(1)登録コード (2)名称１ (3)名称２ (4)郵便番号 (5)住所 (6)電話番号 (7)備考

XX公売その他財産 合計12件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)世代 (5)売却区分 (6)公売予告日 (7)公売公告日
(8)公売日 (9)公売終了日 (10)公売終了理由 (11)公売中止日 (12)公売中止理由
XX公売その他財産変更履歴 合計14件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)世代
(7)売却区分 (8)公売予告日 (9)公売公告日 (10)公売日 (11)公売終了日 (12)公売終了理由 (13)公売中止日 (14)公売中止理由
XX公売マンション 合計14件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)連番 (5)不動産区分 (6)世代 (7)売却区分 (8)公売
予告日 (9)公売公告日 (10)公売日 (11)公売終了日 (12)公売終了理由 (13)公売中止日 (14)公売中止理由

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX公売家屋変更履歴 合計16件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)連番 (7)不動
産区分 (8)世代 (9)売却区分 (10)公売予告日 (11)公売公告日 (12)公売日 (13)公売終了日 (14)公売終了理由 (15)公売中止日
(16)公売中止理由
XX公売マンション変更履歴 合計16件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)連番
(7)不動産区分 (8)世代 (9)売却区分 (10)公売予告日 (11)公売公告日 (12)公売日 (13)公売終了日 (14)公売終了理由 (15)公売中
止日 (16)公売中止理由
XX公売家屋 合計14件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)連番 (5)不動産区分 (6)世代 (7)売却区分 (8)公売予告
日 (9)公売公告日 (10)公売日 (11)公売終了日 (12)公売終了理由 (13)公売中止日 (14)公売中止理由
XX公売電話 合計13件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)連番 (5)世代 (6)売却区分 (7)公売予告日 (8)公売公告
日 (9)公売日 (10)公売終了日 (11)公売終了理由 (12)公売中止日 (13)公売中止理由
XX公売電話変更履歴 合計15件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)連番 (7)世代
(8)売却区分 (9)公売予告日 (10)公売公告日 (11)公売日 (12)公売終了日 (13)公売終了理由 (14)公売中止日 (15)公売中止理由
XX公売土地 合計13件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)物件番号 (5)世代 (6)売却区分 (7)公売予告日 (8)公売
公告日 (9)公売日 (10)公売終了日 (11)公売終了理由 (12)公売中止日 (13)公売中止理由
XX公売土地変更履歴 合計15件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)物件番号 (7)
世代 (8)売却区分 (9)公売予告日 (10)公売公告日 (11)公売日 (12)公売終了日 (13)公売終了理由 (14)公売中止日 (15)公売中止理
由
XX更正課税確認 合計109件
(1)処理年月日 (2)税目コード (3)課税根拠年度 (4)開始事業年度 (5)調定発生年度 (6)通知書番号
(7)期別 (8)枝番 (9)更正年度 (10)更正日 (11)更正理由コード (12)決定日 (13)旧自治体コード (14)連携税目コード (15)納税者住民
コード (16)代表相続人コード (17)所有者住民コード (18)連動コード (19)税目種別 (20)開始日 (21)終了日 (22)軽自動車標識番号
(23)国保記号番号 (24)法定納期限 (25)前納報奨金 (26)課税独自項目 (27)税額１ (28)税額２ (29)納期限 (30)退職所得税額 (31)国
保一般税額 (32)国保退職税額 (33)国保介護一般税額 (34)国保介護退職税額 (35)延滞金調定区分 (36)延滞金調定額 (37)督促手
数料調定額 (38)賦課加算金区分 (39)賦課加算金調定額 (40)減免区分 (41)納付額１ (42)納付額２ (43)還付額１ (44)還付額２ (45)
退職所得納付額 (46)退職所得還付額 (47)延滞金納付額 (48)延滞金還付額 (49)督促手数料納付額 (50)督促手数料還付額 (51)賦
課加算金納付額 (52)賦課加算金還付額 (53)収納日 (54)領収日 (55)完納区分 (56)納付回数 (57)還付回数 (58)連携期別 (65)更後
_納税者住民コード (66)更後_代表相続人コード (67)更後_所有者住民コード (68)更後_連動コード (69)更後_税目種別 (70)更後_開始日
(71)更後_終了日 (72)更後_軽自動車標識番号 (73)更後_国保記号番号 (74)更後_法定納期限 (76)更後_課税独自項目 (77)更後_税額
１ (78)更後_税額２ (79)更後_納期限 (80)更後_退職所得税額 (81)更後_国保一般税額 (82)更後_国保退職税額 (83)更後_国保介護一
般税額 (84)更後_国保介護退職税額 (85)更後_延滞金調定区分 (86)更後_延滞金調定額 (87)更後_督促手数料調定額 (88)更後_賦課
加算金区分 (89)更後_賦課加算金調定額 (90)更後_減免区分 (91)更後_納付額１ (92)更後_納付額２ (93)更後_還付額１ (94)更後_還
付額２ (95)更後_退職所得納付額 (96)更後_退職所得還付額 (97)更後_延滞金納付額 (98)更後_延滞金還付額 (99)更後_督促手数料
納付額 (100)更後_督促手数料還付額 (101)更後_賦課加算金納付額 (102)更後_賦課加算金還付額 (103)更後_収納日 (104)更後_領
収日 (105)更後_完納区分 (106)更後_納付回数 (107)更後_還付回数 (108)更後_連携期別 (109)還付フラグ
XX国保所得控除資料発行履歴 合計15件
(1)管理番号 (2)住民コード (3)税目種別 (4)シーケンスNO (5)発行年月日 (6)発行住所
(7)発行氏名 (8)所得税確定申告年度 (9)市県民税申告年度 (10)納付済額 (11)納付予定額 (12)合計控除額 (13)備考 (14)指定領収
日始 (15)指定領収日終
XX差押その他 合計47件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)差押種類 (5)権利者郵便番号親 (6)権利者郵便番号子
(7)権利者住所 (8)権利者氏名 (9)権利種類 (10)権利者外部機関区分 (11)権利者外部機関コード１ (12)権利者外部機関コード２ (13)
第三債務者郵便番号親 (14)第三債務者郵便番号子 (15)第三債務者住所 (16)第三債務者氏名 (17)第三債務者外部機関区分 (18)
第三債務者外部機関コード１ (19)第三債務者外部機関コード２ (20)履行期限区分 (21)履行期限任意入力 (22)執行機関郵便番号親
(23)執行機関郵便番号子 (24)執行機関住所 (25)執行機関名称 (26)執行機関差押日 (27)執行機関解除日 (28)執行機関管理番号
(29)執行機関２郵便番号親 (30)執行機関２郵便番号子 (31)執行機関２住所 (32)執行機関２名称 (33)執行機関２差押日 (34)執行機
関２事件番号 (35)執行機関２事件名 (36)執行機関２解除日 (37)執行機関２仮差押日 (38)執行機関２仮差押区分 (39)執行機関２続
行決定日 (40)差押先郵便番号親 (41)差押先郵便番号子 (42)差押先住所 (43)差押先名称 (44)差押先電話番号 (45)更新担当者
コード (46)マスター新規作成日 (47)マスター更新日
XX差押その他財産 合計42件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)財産種類 (5)登記所申請日 (6)登記所受付日 (7)
登記所受付番号 (8)登記所抹消申請日 (9)登記先郵便番号親 (10)登記先郵便番号子 (11)登記先住所 (12)登記先名称 (13)財産情
報 (14)詳細情報 (15)捜索日自 (16)捜索日至 (17)捜索場所 (18)占有者郵便番号親 (19)占有者郵便番号子 (20)占有者住所 (21)占
有者名称 (22)占有者外部機関区分 (23)占有者外部機関コード１ (24)占有者外部機関コード２ (25)売却日 (26)売却金額 (27)配当日
(28)配当金額 (29)充当日 (30)充当金額 (31)売却区分 (32)公売予告日 (33)公売公告日 (34)公売日 (35)公売終了日 (36)公売終了
理由 (37)公売中止日 (38)公売中止理由 (39)調査取得管理番号 (40)更新担当者コード (41)マスター新規作成日 (42)マスター更新
日

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX差押その他変更履歴 合計49件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)差押種類
(7)権利者郵便番号親 (8)権利者郵便番号子 (9)権利者住所 (10)権利者氏名 (11)権利種類 (12)権利者外部機関区分 (13)権利者
外部機関コード１ (14)権利者外部機関コード２ (15)第三債務者郵便番号親 (16)第三債務者郵便番号子 (17)第三債務者住所 (18)
第三債務者氏名 (19)第三債務者外部機関区分 (20)第三債務者外部機関コード１ (21)第三債務者外部機関コード２ (22)履行期限区
分 (23)履行期限任意入力 (24)執行機関郵便番号親 (25)執行機関郵便番号子 (26)執行機関住所 (27)執行機関名称 (28)執行機
関差押日 (29)執行機関解除日 (30)執行機関管理番号 (31)執行機関２郵便番号親 (32)執行機関２郵便番号子 (33)執行機関２住所
(34)執行機関２名称 (35)執行機関２差押日 (36)執行機関２事件番号 (37)執行機関２事件名 (38)執行機関２解除日 (39)執行機関２
仮差押日 (40)執行機関２仮差押区分 (41)執行機関２続行決定日 (42)差押先郵便番号親 (43)差押先郵便番号子 (44)差押先住所
(45)差押先名称 (46)差押先電話番号 (47)更新担当者コード (48)マスター新規作成日 (49)マスター更新日
XX差押マンション 合計47件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)連番 (5)不動産区分 (6)一棟建物所在 (7)一棟建
物番号 (8)一棟建物構造 (9)一棟建物構造任意入力 (10)一棟建物階表示 (11)専有家屋番号 (12)専有建物番号 (13)専有種類
(14)専有種類任意入力 (15)専有構造 (16)専有構造任意入力 (17)専有階表示 (18)仮換地予定地番 (19)共有持分分子 (20)共有持
分分母 (21)解除ＮＯ (22)解除日 (23)解除理由 (24)解除ファイルＮＯ (25)売却日 (26)敷地権種類 (27)敷地権割合分子 (28)敷地
権割合分母 (29)売却金額 (30)配当日 (31)配当金額 (32)充当日 (33)充当金額 (34)売却区分 (35)公売予告日 (36)公売公告日
(37)公売日 (38)公売終了日 (39)公売終了理由 (40)公売中止日 (41)公売中止理由 (42)備考 (43)調査取得管理番号 (44)調査取得
シーケンスNO (45)更新担当者コード (46)マスター新規作成日 (47)マスター更新日
XX差押マンション階表示 合計12件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)連番 (5)不動産区分 (6)建物区分 (7)地上
地下フラグ (8)階表示 (9)床面積 (10)更新担当者コード (11)マスター新規作成日 (12)マスター更新日
XX差押マンション階表示変更履歴 合計14件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスＮＯ
(6)連番 (7)不動産区分 (8)建物区分 (9)地上地下フラグ (10)階表示 (11)床面積 (12)更新担当者コード (13)マスター新規作成日
(14)マスター更新日
XX差押マンション変更履歴 合計49件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスＮＯ (6)連番
(7)不動産区分 (8)一棟建物所在 (9)一棟建物番号 (10)一棟建物構造 (11)一棟建物構造任意入力 (12)一棟建物階表示 (13)専有
家屋番号 (14)専有建物番号 (15)専有種類 (16)専有種類任意入力 (17)専有構造 (18)専有構造任意入力 (19)専有階表示 (20)仮
換地予定地番 (21)共有持分分子 (22)共有持分分母 (23)解除ＮＯ (24)解除日 (25)解除理由 (26)解除ファイルＮＯ (27)売却日
(28)敷地権種類 (29)敷地権割合分子 (30)敷地権割合分母 (31)売却金額 (32)配当日 (33)配当金額 (34)充当日 (35)充当金額
(36)売却区分 (37)公売予告日 (38)公売公告日 (39)公売日 (40)公売終了日 (41)公売終了理由 (42)公売中止日 (43)公売中止理由
(44)備考 (45)調査取得管理番号 (46)調査取得シーケンスNO (47)更新担当者コード (48)マスター新規作成日 (49)マスター更新日
XX差押家屋 合計53件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)連番 (5)不動産区分 (6)物件番号 (7)家屋番号地番 (8)
家屋番号枝番 (9)家屋所在 (10)家屋種類 (11)家屋種類任意入力 (12)家屋構造 (13)家屋構造任意入力 (14)家屋構造階表示 (15)
一棟建物所在 (16)一棟建物番号 (17)一棟建物構造 (18)一棟建物構造任意入力 (19)一棟建物階表示 (20)専有家屋番号 (21)専
有建物番号 (22)専有種類 (23)専有種類任意入力 (24)専有構造 (25)専有構造任意入力 (26)専有階表示 (27)仮換地予定地番
(28)共有持分分子 (29)共有持分分母 (30)解除ＮＯ (31)解除日 (32)解除理由 (33)解除ファイルＮＯ (34)売却日 (35)売却金額 (36)
配当日 (37)配当金額 (38)充当日 (39)充当金額 (40)売却区分 (41)公売予告日 (42)公売公告日 (43)公売日 (44)公売終了日 (45)
公売終了理由 (46)公売中止日 (47)公売中止理由 (48)備考 (49)調査取得管理番号 (50)調査取得シーケンスNO (51)更新担当者
コード (52)マスター新規作成日 (53)マスター更新日
XX差押家屋階表示 合計12件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)連番 (5)不動産区分 (6)建物区分 (7)地上地下
フラグ (8)階表示 (9)床面積 (10)更新担当者コード (11)マスター新規作成日 (12)マスター更新日
XX差押家屋階表示変更履歴 合計14件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスＮＯ (6)連
番 (7)不動産区分 (8)建物区分 (9)地上地下フラグ (10)階表示 (11)床面積 (12)更新担当者コード (13)マスター新規作成日 (14)マ
スター更新日
XX差押家屋変更履歴 合計55件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)連番 (7)不
動産区分 (8)物件番号 (9)家屋番号地番 (10)家屋番号枝番 (11)家屋所在 (12)家屋種類 (13)家屋種類任意入力 (14)家屋構造
(15)家屋構造任意入力 (16)家屋構造階表示 (17)一棟建物所在 (18)一棟建物番号 (19)一棟建物構造 (20)一棟建物構造任意入力
(21)一棟建物階表示 (22)専有家屋番号 (23)専有建物番号 (24)専有種類 (25)専有種類任意入力 (26)専有構造 (27)専有構造任意
入力 (28)専有階表示 (29)仮換地予定地番 (30)共有持分分子 (31)共有持分分母 (32)解除ＮＯ (33)解除日 (34)解除理由 (35)解
除ファイルＮＯ (36)売却日 (37)売却金額 (38)配当日 (39)配当金額 (40)充当日 (41)充当金額 (42)売却区分 (43)公売予告日 (44)
公売公告日 (45)公売日 (46)公売終了日 (47)公売終了理由 (48)公売中止日 (49)公売中止理由 (50)備考 (51)調査取得管理番号
(52)調査取得シーケンスNO (53)更新担当者コード (54)マスター新規作成日 (55)マスター更新日
XX差押還付金 合計25件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)還付年度 (5)還付金種類 (6)申告日 (7)還付金額 (8)
解除ＮＯ (9)解除日 (10)解除理由 (11)解除ファイルＮＯ (12)配当日 (13)還付加算金 (14)事件番号 (15)取立日 (16)取立金額 (17)
配当金額 (18)充当日 (19)充当金額 (20)調査取得管理番号 (21)調査取得還付年度 (22)調査取得還付金種類 (23)更新担当者コー
ド (24)マスター新規作成日 (25)マスター更新日

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX差押還付金変更履歴 合計27件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)還付年度
(7)還付金種類 (8)申告日 (9)還付金額 (10)解除ＮＯ (11)解除日 (12)解除理由 (13)解除ファイルＮＯ (14)配当日 (15)還付加算金
(16)事件番号 (17)取立日 (18)取立金額 (19)配当金額 (20)充当日 (21)充当金額 (22)調査取得管理番号 (23)調査取得還付年度
(24)調査取得還付金種類 (25)更新担当者コード (26)マスター新規作成日 (27)マスター更新日
XX差押給与 合計24件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)給与支払日 (5)給与区分 (6)給与差押額 (7)給与差押
可能額 (8)備考 (9)解除ＮＯ (10)解除日 (11)解除理由 (12)解除ファイルＮＯ (13)取立日 (14)取立金額 (15)配当日 (16)配当金額
(17)充当日 (18)充当金額 (19)調査取得管理番号 (20)調査取得給与支払日 (21)調査取得給与区分 (22)更新担当者コード (23)マ
スター新規作成日 (24)マスター更新日
XX差押給与変更履歴 合計26件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)給与支払日
(7)給与区分 (8)給与差押額 (9)給与差押可能額 (10)備考 (11)解除ＮＯ (12)解除日 (13)解除理由 (14)解除ファイルＮＯ (15)取立
日 (16)取立金額 (17)配当日 (18)配当金額 (19)充当日 (20)充当金額 (21)調査取得管理番号 (22)調査取得給与支払日 (23)調査
取得給与区分 (24)更新担当者コード (25)マスター新規作成日 (26)マスター更新日
XX差押共通 合計38件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)ファイルＮＯ (5)差押種類 (6)差押区分 (7)仮登録日 (8)
差押日 (9)受付番号 (10)差押税額１ (11)差押税額２ (12)差押延滞金 (13)差押督促手数料 (14)差押賦課加算金 (15)延滞金起算
日 (16)延滞金表示区分 (17)解除ＮＯ (18)解除日 (19)解除理由 (20)終了日 (21)状態表示 (22)備考 (23)他税目有無 (24)公示送
達日 (25)共有区分 (26)連動コード (27)税目並び順 (28)公売記録 (29)セットアップ情報 (30)差押財産内容 (31)交付要求日 (32)初
回登録日 (33)初回登録担当者コード (34)初回解除日 (35)初回解除担当者コード (36)更新担当者コード (37)マスター新規作成日
(38)マスター更新日
XX差押共通変更履歴 合計40件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)ファイルＮＯ
(7)差押種類 (8)差押区分 (9)仮登録日 (10)差押日 (11)受付番号 (12)差押税額１ (13)差押税額２ (14)差押延滞金 (15)差押督促
手数料 (16)差押賦課加算金 (17)延滞金起算日 (18)延滞金表示区分 (19)解除ＮＯ (20)解除日 (21)解除理由 (22)終了日 (23)備
考 (24)他税目有無 (25)公示送達日 (26)共有区分 (27)連動コード (28)税目並び順 (29)公売記録 (30)セットアップ情報 (31)差押財
産内容 (32)交付要求日 (33)処理区分 (34)初回登録日 (35)初回登録担当者コード (36)初回解除日 (37)初回解除担当者コード
(38)更新担当者コード (39)マスター新規作成日 (40)マスター更新日
XX差押権利者 合計19件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)差押種類 (5)連番 (6)権利者郵便番号親 (7)権利者
郵便番号子 (8)権利者住所 (9)権利者氏名 (10)権利者備考 (11)権利種類 (12)権利者登記順位 (13)権利者日付 (14)権利者外部
機関区分 (15)権利者外部機関コード１ (16)権利者外部機関コード２ (17)更新担当者コード (18)マスター新規作成日 (19)マスター更
新日
XX差押権利者変更履歴 合計21件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)差押種類
(7)連番 (8)権利者郵便番号親 (9)権利者郵便番号子 (10)権利者住所 (11)権利者氏名 (12)権利者備考 (13)権利種類 (14)権利者
登記順位 (15)権利者日付 (16)権利者外部機関区分 (17)権利者外部機関コード１ (18)権利者外部機関コード２ (19)更新担当者コー
ド (20)マスター新規作成日 (21)マスター更新日
XX差押債権等 合計21件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)備考 (5)種類区分 (6)財産情報 (7)詳細情報 (8)解除
ＮＯ (9)解除日 (10)解除理由 (11)解除ファイルＮＯ (12)配当日 (13)配当金額 (14)充当日 (15)充当金額 (16)取立日 (17)取立金額
(18)調査取得管理番号 (19)更新担当者コード (20)マスター新規作成日 (21)マスター更新日
XX差押債権等変更履歴 合計23件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスＮＯ (6)備考 (7)
種類区分 (8)財産情報 (9)詳細情報 (10)解除ＮＯ (11)解除日 (12)解除理由 (13)解除ファイルＮＯ (14)配当日 (15)配当金額 (16)
充当日 (17)充当金額 (18)取立日 (19)取立金額 (20)調査取得管理番号 (21)更新担当者コード (22)マスター新規作成日 (23)マス
ター更新日
XX差押持分出資金 合計17件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)備考 (5)解除ＮＯ (6)解除日 (7)解除理由 (8)解
除ファイルＮＯ (9)配当日 (10)配当金額 (11)出資口数 (12)出資金額 (13)払戻請求予告日 (14)更新担当者コード (15)マスター新規
作成日 (16)マスター更新日 (17)タイムスタンプ
XX差押生命保険 合計28件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)証券番号 (5)請求区分 (6)契約者氏名 (7)保険金
受取人 (8)被保険者氏名 (9)満期日 (10)保険金額 (11)契約内容 (12)保険契約日 (13)解除ＮＯ (14)解除日 (15)解除理由 (16)解
除ファイルＮＯ (17)取立日 (18)取立金額 (19)配当日 (20)配当金額 (21)充当日 (22)充当金額 (23)備考 (24)調査取得管理番号
(25)調査取得証券番号 (26)更新担当者コード (27)マスター新規作成日 (28)マスター更新日
XX差押税目変更履歴 合計26件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)差押種類
(7)税目コード (8)課税根拠年度 (9)開始事業年度 (10)調定発生年度 (11)通知書番号 (12)期別 (13)枝番 (14)連番 (15)税額１
(16)税額２ (17)延滞金 (18)督促手数料 (19)賦課加算金 (20)法定納期限等 (21)納税者区分 (22)該当住民コード (23)該当税目種
別 (24)更新担当者コード (25)マスター新規作成日 (26)マスター更新日

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX差押生命保険変更履歴 合計30件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)証券番
号 (7)請求区分 (8)契約者氏名 (9)保険金受取人 (10)被保険者氏名 (11)満期日 (12)保険金額 (13)契約内容 (14)保険契約日
(15)解除ＮＯ (16)解除日 (17)解除理由 (18)解除ファイルＮＯ (19)取立日 (20)取立金額 (21)配当日 (22)配当金額 (23)充当日 (24)
充当金額 (25)備考 (26)調査取得管理番号 (27)調査取得証券番号 (28)更新担当者コード (29)マスター新規作成日 (30)マスター更
新日
XX差押税目 合計24件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)差押種類 (5)税目コード (6)課税根拠年度 (7)開始事業
年度 (8)調定発生年度 (9)通知書番号 (10)期別 (11)枝番 (12)連番 (13)税額１ (14)税額２ (15)延滞金 (16)督促手数料 (17)賦課
加算金 (18)法定納期限等 (19)納税者区分 (20)該当住民コード (21)該当税目種別 (22)更新担当者コード (23)マスター新規作成日
(24)マスター更新日
XX差押電話 合計34件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)差押番号 (5)ＮＴＴ郵便番号親 (6)ＮＴＴ郵便番号子 (7)Ｎ
ＴＴ名称 (8)ＮＴＴ住所 (9)執行機関郵便番号親 (10)執行機関郵便番号子 (11)執行機関住所 (12)執行機関名称 (13)執行機関差押
日 (14)執行機関解除日 (15)執行機関管理番号 (16)執行機関２郵便番号親 (17)執行機関２郵便番号子 (18)執行機関２住所 (19)
執行機関２名称 (20)執行機関２差押日 (21)執行機関２事件番号 (22)執行機関２事件名 (23)執行機関２解除日 (24)執行機関２仮差
押日 (25)執行機関２仮差押区分 (26)執行機関２続行決定日 (27)差押先郵便番号親 (28)差押先郵便番号子 (29)差押先住所 (30)
差押先名称 (31)差押先電話番号 (32)更新担当者コード (33)マスター新規作成日 (34)マスター更新日
XX差押電話変更履歴 合計36件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)差押番号
(7)ＮＴＴ郵便番号親 (8)ＮＴＴ郵便番号子 (9)ＮＴＴ名称 (10)ＮＴＴ住所 (11)執行機関郵便番号親 (12)執行機関郵便番号子 (13)執行
機関住所 (14)執行機関名称 (15)執行機関差押日 (16)執行機関解除日 (17)執行機関管理番号 (18)執行機関２郵便番号親 (19)執
行機関２郵便番号子 (20)執行機関２住所 (21)執行機関２名称 (22)執行機関２差押日 (23)執行機関２事件番号 (24)執行機関２事件
名 (25)執行機関２解除日 (26)執行機関２仮差押日 (27)執行機関２仮差押区分 (28)執行機関２続行決定日 (29)差押先郵便番号親
(30)差押先郵便番号子 (31)差押先住所 (32)差押先名称 (33)差押先電話番号 (34)更新担当者コード (35)マスター新規作成日 (36)
マスター更新日
XX差押電話明細 合計35件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)連番 (5)電話番号 (6)休止番号 (7)設置場所 (8)名
義人氏名 (9)備考 (10)電話局受付日 (11)電話局受付番号 (12)加入権区分 (13)解除ＮＯ (14)解除日 (15)解除理由 (16)解除ファ
イルＮＯ (17)売却日 (18)売却金額 (19)配当日 (20)配当金額 (21)充当日 (22)充当金額 (23)売却区分 (24)公売予告日 (25)公売
公告日 (26)公売日 (27)公売終了日 (28)公売終了理由 (29)公売中止日 (30)公売中止理由 (31)調査取得管理番号 (32)調査取得
シーケンスNO (33)更新担当者コード (34)マスター新規作成日 (35)マスター更新日
XX差押電話明細変更履歴 合計37件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)連番
(7)電話番号 (8)休止番号 (9)設置場所 (10)名義人氏名 (11)備考 (12)電話局受付日 (13)電話局受付番号 (14)加入権区分 (15)解
除ＮＯ (16)解除日 (17)解除理由 (18)解除ファイルＮＯ (19)売却日 (20)売却金額 (21)配当日 (22)配当金額 (23)充当日 (24)充当
金額 (25)売却区分 (26)公売予告日 (27)公売公告日 (28)公売日 (29)公売終了日 (30)公売終了理由 (31)公売中止日 (32)公売中
止理由 (33)調査取得管理番号 (34)調査取得シーケンスNO (35)更新担当者コード (36)マスター新規作成日 (37)マスター更新日
XX差押不動産変更履歴 合計49件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)差押番号
(7)執行機関郵便番号親 (8)執行機関郵便番号子 (9)執行機関住所 (10)執行機関名称 (11)執行機関差押日 (12)執行機関解除日
(13)執行機関管理番号 (14)執行機関２郵便番号親 (15)執行機関２郵便番号子 (16)執行機関２住所 (17)執行機関２名称 (18)執行
機関２差押日 (19)執行機関２事件番号 (20)執行機関２事件名 (21)執行機関２解除日 (22)執行機関２仮差押日 (23)執行機関２仮差
押区分 (24)執行機関２続行決定日 (25)差押先郵便番号親 (26)差押先郵便番号子 (27)差押先住所 (28)差押先名称 (29)差押先電
話番号 (30)登記所郵便番号親 (31)登記所郵便番号子 (32)登記所住所 (33)登記所名称 (34)登記所受付日 (35)登記所受付番号
(36)登記申請日 (37)登記抹消申請日 (38)所有者郵便番号親 (39)所有者郵便番号子 (40)所有者住所 (41)所有者名称 (42)猶予許
可日 (43)抵当権設定日 (44)所有者外部機関区分 (45)所有者外部機関コード１ (46)所有者外部機関コード２ (47)更新担当者コード
(48)マスター新規作成日 (49)マスター更新日
XX差押土地 合計35件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)物件番号 (5)所在 (6)地番 (7)枝番 (8)地目 (9)地積
(10)共有持分分子 (11)共有持分分母 (12)解除ＮＯ (13)解除日 (14)解除理由 (15)解除ファイルＮＯ (16)売却日 (17)売却金額 (18)
配当日 (19)配当金額 (20)充当日 (21)充当金額 (22)売却区分 (23)公売予告日 (24)公売公告日 (25)公売日 (26)公売終了日 (27)
公売終了理由 (28)公売中止日 (29)公売中止理由 (30)備考 (31)調査取得管理番号 (32)調査取得物件番号 (33)更新担当者コード
(34)マスター新規作成日 (35)マスター更新日
XX差押土地変更履歴 合計37件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)物件番号
(7)所在 (8)地番 (9)枝番 (10)地目 (11)地積 (12)共有持分分子 (13)共有持分分母 (14)解除ＮＯ (15)解除日 (16)解除理由 (17)解
除ファイルＮＯ (18)売却日 (19)売却金額 (20)配当日 (21)配当金額 (22)充当日 (23)充当金額 (24)売却区分 (25)公売予告日 (26)
公売公告日 (27)公売日 (28)公売終了日 (29)公売終了理由 (30)公売中止日 (31)公売中止理由 (32)備考 (33)調査取得管理番号
(34)調査取得物件番号 (35)更新担当者コード (36)マスター新規作成日 (37)マスター更新日

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX差押不動産 合計47件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)差押番号 (5)執行機関郵便番号親 (6)執行機関郵便
番号子 (7)執行機関住所 (8)執行機関名称 (9)執行機関差押日 (10)執行機関解除日 (11)執行機関管理番号 (12)執行機関２郵便
番号親 (13)執行機関２郵便番号子 (14)執行機関２住所 (15)執行機関２名称 (16)執行機関２差押日 (17)執行機関２事件番号 (18)
執行機関２事件名 (19)執行機関２解除日 (20)執行機関２仮差押日 (21)執行機関２仮差押区分 (22)執行機関２続行決定日 (23)差
押先郵便番号親 (24)差押先郵便番号子 (25)差押先住所 (26)差押先名称 (27)差押先電話番号 (28)登記所郵便番号親 (29)登記
所郵便番号子 (30)登記所住所 (31)登記所名称 (32)登記所受付日 (33)登記所受付番号 (34)登記申請日 (35)登記抹消申請日
(36)所有者郵便番号親 (37)所有者郵便番号子 (38)所有者住所 (39)所有者名称 (40)猶予許可日 (41)抵当権設定日 (42)所有者外
部機関区分 (43)所有者外部機関コード１ (44)所有者外部機関コード２ (45)更新担当者コード (46)マスター新規作成日 (47)マスター
更新日
XX差押付属屋 合計20件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)連番 (5)不動産区分 (6)符号 (7)種類 (8)種類任意入
力 (9)構造 (10)構造任意入力 (11)階表示 (12)階部分１ (13)床面積１ (14)階部分２ (15)床面積２ (16)階部分３ (17)床面積３ (18)
更新担当者コード (19)マスター新規作成日 (20)マスター更新日
XX差押付属屋変更履歴 合計22件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスＮＯ (6)連番 (7)
不動産区分 (8)符号 (9)種類 (10)種類任意入力 (11)構造 (12)構造任意入力 (13)階表示 (14)階部分１ (15)床面積１ (16)階部分２
(17)床面積２ (18)階部分３ (19)床面積３ (20)更新担当者コード (21)マスター新規作成日 (22)マスター更新日
XX差押敷地権 合計15件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)連番 (5)不動産区分 (6)土地符号 (7)所在地番 (8)地
目 (9)地積 (10)敷地権種類 (11)敷地権割合分子 (12)敷地権割合分母 (13)更新担当者コード (14)マスター新規作成日 (15)マス
ター更新日
XX差押敷地権変更履歴 合計17件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスＮＯ (6)連番 (7)
不動産区分 (8)土地符号 (9)所在地番 (10)地目 (11)地積 (12)敷地権種類 (13)敷地権割合分子 (14)敷地権割合分母 (15)更新担
当者コード (16)マスター新規作成日 (17)マスター更新日
XX差押預貯金 合計35件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)連番 (5)金融機関コード (6)店舗コード (7)銀行名 (8)
店舗名 (9)金融機関名 (10)外部機関区分 (11)預金科目 (12)預金科目任意入力 (13)口座番号 (14)口座名義人 (15)預貯金額
(16)満期日 (17)備考 (18)解除ＮＯ (19)解除日 (20)解除理由 (21)解除ファイルＮＯ (22)取立日 (23)取立金額 (24)配当日 (25)配当
金額 (26)充当日 (27)充当金額 (28)調査取得管理番号 (29)調査取得金融機関コード (30)調査取得店舗コード (31)調査取得預金
科目 (32)調査取得口座番号 (33)更新担当者コード (34)マスター新規作成日 (35)マスター更新日
XX差押預貯金変更履歴 合計37件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)連番 (7)
金融機関コード (8)店舗コード (9)銀行名 (10)店舗名 (11)金融機関名 (12)外部機関区分 (13)預金科目 (14)預金科目任意入力
(15)口座番号 (16)口座名義人 (17)預貯金額 (18)満期日 (19)備考 (20)解除ＮＯ (21)解除日 (22)解除理由 (23)解除ファイルＮＯ
(24)取立日 (25)取立金額 (26)配当日 (27)配当金額 (28)充当日 (29)充当金額 (30)調査取得管理番号 (31)調査取得金融機関コー
ド (32)調査取得店舗コード (33)調査取得預金科目 (34)調査取得口座番号 (35)更新担当者コード (36)マスター新規作成日 (37)マ
スター更新日
XX事象 合計29件
(1)税目コード (2)調定発生年度 (3)開始事業年度 (4)課税根拠年度 (5)通知書番号 (6)通知書公示送達 (7)
課税保留 (8)減免 (9)督促状公示送達 (10)繰上徴収 (11)差押予告 (12)差押え (13)交付要求 (14)換価猶予 (15)執行停止 (16)徴
収嘱託 (17)延滞金減免 (18)約手先付預り (19)徴収猶予 (20)其の他 (21)予備１ (22)予備２ (23)督促停止 (24)催告停止 (25)更正
区分 (26)切替年度 (27)更新担当者コード (28)マスタ新規作成日 (29)マスタ更新日
XX時効中断停止 合計14件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)中断停止区分 (5)決定日 (6)停止開始日 (7)停止終
了日 (8)中断停止理由 (9)取消日 (10)取消理由 (11)更新担当者コード (12)マスター新規作成日 (13)マスター更新日 (14)タイムス
タンプ
XX時効中断停止税目 合計17件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)税目コード (5)課税根拠年度 (6)開始事業年度
(7)調定発生年度 (8)通知書番号 (9)期別 (10)枝番 (11)税額１ (12)税額２ (13)賦課加算金 (14)更新担当者コード (15)マスター新
規作成日 (16)マスター更新日 (17)タイムスタンプ
XX時効予定日入力 合計9件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)完成予定日 (5)備考 (6)更新担当者コード (7)マス
ター新規作成日 (8)マスター更新日 (9)タイムスタンプ
XX時効予定日入力税目 合計17件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルNO (4)税目コード (5)課税根拠年度 (6)開始事業年度
(7)調定発生年度 (8)通知書番号 (9)期別 (10)枝番 (11)税額１ (12)税額２ (13)賦課加算金 (14)更新担当者コード (15)マスター新
規作成日 (16)マスター更新日 (17)タイムスタンプ
XX執行停止 合計19件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルNO (4)執行停止理由 (5)停止日 (6)取消日 (7)見直日 (8)調査記
事 (9)取消記事 (10)備考 (11)他税目有無 (12)状態表示 (13)初回登録日 (14)初回登録担当者コード (15)初回解除日 (16)初回解
除担当者コード (17)更新担当者コード (18)マスター新規作成日 (19)マスター更新日
XX執行停止税目 合計21件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルNO (4)税目コード (5)課税根拠年度 (6)開始事業年度 (7)調
定発生年度 (8)通知書番号 (9)期別 (10)枝番 (11)連番 (12)税額１ (13)税額２ (14)延滞金 (15)督促手数料 (16)賦課加算金 (17)
法定納期限等 (18)納税者区分 (19)更新担当者コード (20)マスター新規作成日 (21)マスター更新日

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX取込中間テーブル 合計24件
(1)フォーマット区分 (2)ＣＤ１ (3)加入者口座番号 (4)払込金額 (5)払込料負担区分 (6)機関ＩＤ
(7)印紙税区分 (8)税目 (9)地公体任意１ (10)地公体任意２ (11)ＣＤ２ (12)納付番号 (13)確認番号 (14)分割フラグ (15)申告区分
(16)地公体任意３ (17)手書き延滞金欄 (18)手書き合計欄 (19)読取番号 (20)本税納付額 (21)延滞金 (22)収入日 (23)領収日 (24)
余白
XX取込中間テーブル_MPN 合計26件
(1)データ区分 (2)通知コード (3)納付番号 (4)収納機関コード (5)税目 (6)申告区分 (7)確
認番号 (8)余白１ (9)請求本体金額 (10)請求固定延滞金額 (11)余白２ (12)地公体任意項目１ (13)余白３ (14)今回支払金額合計
(15)支払納付額 (16)支払延滞金 (17)余白４ (18)チャネル区分 (19)入力区分 (20)余白５ (21)入金年月日 (22)収納年月日 (23)ＭＰ
Ｎ処理年月日 (24)余白６ (25)金融機関コード (26)余白７
XX充当明細 合計40件
(1)還付シーケンス (2)充当連番 (3)充当税目コード (4)充当課税根拠年度 (5)充当開始事業年度 (6)充当
調定発生年度 (7)充当通知書番号 (8)充当更正年度 (9)充当更正日 (10)充当適状日 (11)充当処理日 (12)充当年度 (13)充当元期
別 (14)充当期別 (15)充当枝番 (16)充当未納額１ (17)充当未納額２ (18)充当未納督促手数料 (19)充当未納延滞金 (20)充当未納
退職所得額 (21)充当未納賦課加算金 (22)充当額１ (23)充当額２ (24)充当国保一般 (25)充当国保退職 (26)充当介護一般 (27)充
当介護退職 (28)充当督促手数料 (29)充当延滞金 (30)充当退職所得額 (31)充当賦課加算金 (32)充当後未納額１ (33)充当後未納
額２ (34)充当後未納督促手数料 (35)充当後未納延滞金 (36)充当後未納退職所得額 (37)充当後未納賦課加算金 (38)同一申告フ
ラグ (39)汎用項目 (40)マスタ新規作成日
XX処理てん末 合計92件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)処理日 (4)担当者コード (5)折衝方法 (6)折衝相手 (7)折衝相手内容
(8)折衝結果 (9)約束区分 (10)約束日 (11)約束内容 (12)備考 (13)徴収区分 (14)徴収金額_現年普徴本税 (15)徴収金額_現年普徴
延滞 (16)徴収金額_現年普徴督手 (17)徴収金額_現年普徴賦課加算金 (18)徴収金額_現年普徴件数 (19)徴収金額_滞繰普徴本税
(20)徴収金額_滞繰普徴延滞 (21)徴収金額_滞繰普徴督手 (22)徴収金額_滞繰普徴賦課加算金 (23)徴収金額_滞繰普徴件数 (24)徴
収金額_現年固定本税 (25)徴収金額_現年固定延滞 (26)徴収金額_現年固定督手 (27)徴収金額_現年固定賦課加算金 (28)徴収金額
_現年固定件数 (29)徴収金額_滞繰固定本税 (30)徴収金額_滞繰固定延滞 (31)徴収金額_滞繰固定督手 (32)徴収金額_滞繰固定賦
課加算金 (33)徴収金額_滞繰固定件数 (34)徴収金額_現年軽自本税 (35)徴収金額_現年軽自延滞 (36)徴収金額_現年軽自督手
(37)徴収金額_現年軽自賦課加算金 (38)徴収金額_現年軽自件数 (39)徴収金額_滞繰軽自本税 (40)徴収金額_滞繰軽自延滞 (41)徴
収金額_滞繰軽自督手 (42)徴収金額_滞繰軽自賦課加算金 (43)徴収金額_滞繰軽自件数 (44)徴収金額_現年国保本税 (45)徴収金額
_現年国保延滞 (46)徴収金額_現年国保督手 (47)徴収金額_現年国保賦課加算金 (48)徴収金額_現年国保件数 (49)徴収金額_滞繰
国保本税 (50)徴収金額_滞繰国保延滞 (51)徴収金額_滞繰国保督手 (52)徴収金額_滞繰国保賦課加算金 (53)徴収金額_滞繰国保件
数 (54)徴収金額_現年特徴本税 (55)徴収金額_現年特徴延滞 (56)徴収金額_現年特徴督手 (57)徴収金額_現年特徴賦課加算金
(58)徴収金額_現年特徴件数 (65)徴収金額_現年法人延滞 (66)徴収金額_現年法人督手 (67)徴収金額_現年法人賦課加算金 (68)徴
収金額_現年法人件数 (69)徴収金額_滞繰法人本税 (70)徴収金額_滞繰法人延滞 (71)徴収金額_滞繰法人督手 (72)徴収金額_滞繰
法人賦課加算金 (73)徴収金額_滞繰法人件数 (74)徴収金額_現年その他本税 (76)徴収金額_現年その他督手 (77)徴収金額_現年そ
の他賦課加算金 (78)徴収金額_現年その他件数 (79)徴収金額_滞繰その他本税 (80)徴収金額_滞繰その他延滞 (81)徴収金額_滞繰
その他督手 (82)徴収金額_滞繰その他賦課加算金 (83)徴収金額_滞繰その他件数 (84)口座振替申込区分 (85)約束金額 (86)滞納
理由1 (87)滞納理由2 (88)滞納理由3 (89)更新担当者コード (90)マスター新規作成日 (91)マスター更新日 (92)タイムスタンプ
XX承認 合計18件
(1)管理番号 (2)住民コード (3)税目種別 (4)処分日付 (5)承認１日付 (6)承認１担当者コード (7)承認２日付
(8)承認２担当者コード (9)解除日付 (10)解除承認１日付 (11)解除承認１担当者コード (12)解除承認２日付 (13)解除承認２担当者
コード (14)処分内容 (15)状態表示 (16)更新担当者コード (17)マスター新規作成日 (18)マスター更新日
XX消込結果 合計13件
(1)税目コード (2)日計登録消込対象件数 (3)再消込納付対象件数 (4)再消込還付対象件数 (5)納付アン
マッチ件数 (6)還付アンマッチ件数 (7)期別不一致不足件数 (8)期別不一致過納件数 (9)期別完納件数 (10)期別納付結果件数 (11)
更新担当者コード (12)マスタ更新日 (13)タイムスタンプ
XX証明書停止 合計13件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)停止日 (5)停止理由 (6)該当区分 (7)停止解除日 (8)
解除理由 (9)備考 (10)更新担当者コード (11)マスター新規作成日 (12)マスター更新日 (13)タイムスタンプ
XX生保調査 合計8件

(1)保険コード (2)名称 (3)名称２ (4)郵便番号 (5)住所 (6)電話番号 (7)市内外区分 (8)備考

XX税額期別 合計52件
(1)税目コード (2)課税根拠年度 (3)開始事業年度 (4)調定発生年度 (5)通知書番号 (6)更正年度 (7)更
正日 (8)期別 (9)枝番 (10)納期限 (11)税額１ (12)税額２ (13)納付額１ (14)納付額２ (15)還付額１ (16)還付額２ (17)退職所得税
額 (18)退職所得納付額 (19)退職所得還付額 (20)国保一般税額 (21)国保退職税額 (22)国保介護一般税額 (23)国保介護退職税
額 (24)国保支援金一般税額 (25)国保支援金退職税額 (26)延滞金調定区分 (27)延滞金調定額 (28)延滞金納付額 (29)延滞金還
付額 (30)督促手数料調定額 (31)督促手数料納付額 (32)督促手数料還付額 (33)賦課加算金区分 (34)賦課加算金調定額 (35)賦
課加算金納付額 (36)賦課加算金還付額 (37)還付加算金起算日 (38)督促停止フラグ (39)督促停止理由 (40)納税通知書公示送達
日 (41)納税通知書返戻日 (42)収納日 (43)領収日 (44)完納表示 (45)最新表示 (46)減免区分 (47)連携期別 (48)時効予定日 (49)
更新担当者コード (50)マスタ新規作成日 (51)マスタ更新日 (52)タイムスタンプ

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX税額期別_仮徴収 合計74件
(1)税目コード (2)課税根拠年度 (3)開始事業年度 (4)調定発生年度 (5)通知書番号 (6)更正年度
(7)更正日 (8)期別 (9)枝番 (10)納期限 (11)法定納期限 (12)調定年月 (13)終了事業年度 (14)申告日 (15)税額１ (16)税額２ (17)
納付額１ (18)納付額２ (19)還付額１ (20)還付額２ (21)退職所得税額 (22)退職所得納付額 (23)退職所得還付額 (24)国保一般税
額 (25)国保退職税額 (26)国保介護一般税額 (27)国保介護退職税額 (28)国保支援金一般税額 (29)国保支援金退職税額 (30)延
滞金調定区分 (31)延滞金調定額 (32)延滞金納付額 (33)延滞金還付額 (34)督促手数料調定額 (35)督促手数料納付額 (36)督促
手数料還付額 (37)賦課加算金区分 (38)賦課加算金調定額 (39)賦課加算金納付額 (40)賦課加算金還付額 (41)収納日 (42)領収
日 (43)完納表示 (44)最新表示 (45)減免区分 (46)連携期別 (47)時効予定日 (48)時効予定事由 (49)欠損日 (50)欠損事由 (51)引
継日 (52)引継事由 (53)事象_分納誓約 (54)事象_納付受託 (55)事象_差押 (56)事象_参加差押 (57)事象_二重差押 (58)事象_交付
要求 (65)事象_督催告停止 (66)事象_換価猶予 (67)事象_納期特例 (68)事象_証明停止 (69)事象_引継ぎ (70)仮消込表示 (71)納付
書更新区分 (72)更新担当者コード (73)マスタ新規作成日 (74)マスタ更新日
XX税額通知書 合計32件
(1)税目コード (2)課税根拠年度 (3)開始事業年度 (4)調定発生年度 (5)通知書番号 (6)更正年度 (7)
更正日 (8)旧自治体コード (9)連携税目コード (10)賦課決定通知日 (11)更正理由コード (12)納税者住民コード (13)代表相続人コー
ド (14)所有者住民コード (15)連携コード (16)税目種別 (17)納管人区分 (18)開始日 (19)終了日 (20)軽自動車標識番号 (21)国保
記号番号 (22)終了事業日 (23)法定納期限 (24)前納報奨金 (25)人員 (26)税務署更正日 (27)課税独自項目 (28)最新表示 (29)更
新担当者コード (30)マスタ新規作成日 (31)マスタ更新日 (32)タイムスタンプ
XX税額通知書_仮徴収 合計36件
(1)税目コード (2)課税根拠年度 (3)開始事業年度 (4)調定発生年度 (5)通知書番号 (6)更正年
度 (7)更正日 (8)旧自治体コード (9)連携税目コード (10)賦課決定通知日 (11)更正理由コード (12)課税者住民コード (13)課税者税
目種別 (14)代相人住民コード (15)代相人税目種別 (16)納管人住民コード (17)納管人税目種別 (18)義務者住民コード (19)税目種
別 (20)統合者住民コード (21)統合者税目種別 (22)連動コード (23)開始日 (24)終了日 (25)車種コード (26)標識番号１ (27)標識番
号２ (28)標識番号３ (29)国保記号番号 (30)保有税起算日 (31)前納報奨金 (32)課税独自項目 (33)最新表示 (34)更新担当者コー
ド (35)マスタ新規作成日 (36)マスタ更新日
XX前回確報取込結果 合計11件
(1)税目コード (2)歳入日 (3)件数 (4)納付額 (5)延滞金 (6)督促手数料 (7)納付退職所得額 (8)
納付額計 (9)更新担当者コード (10)マスタ更新日 (11)タイムスタンプ
XX前回速報データ取込結果 合計12件
(1)データ種別 (2)税目コード (3)領収日 (4)件数 (5)納付額 (6)延滞金 (7)督促手数料
(8)納付退職所得額 (9)納付額計 (10)更新担当者コード (11)マスタ更新日 (12)タイムスタンプ
XX前回納付書取込結果 合計12件
(1)税目コード (2)歳入日 (3)件数 (4)納付額 (5)延滞金 (6)督促手数料 (7)納付退職所得額
(8)納付賦課加算金額 (9)納付額計 (10)更新担当者コード (11)マスタ更新日 (12)タイムスタンプ
XX前回納付書取込結果_年特 合計13件
(1)税目コード (2)歳入日 (3)特別徴収義務者コード (4)件数 (5)納付額 (6)延滞金 (7)督
促手数料 (8)納付退職所得額 (9)納付賦課加算金額 (10)納付額計 (11)更新担当者コード (12)マスタ更新日 (13)タイムスタンプ
XX前処理コンビニ確報データ 合計26件
(1)データ種別 (2)税目コード (3)課税根拠年度 (4)開始事業年度 (5)調定発生年度 (6)
通知書番号 (7)期別 (8)枝番 (9)納付区分 (10)個別項目 (11)分割納付回数 (12)納付額１ (13)納付額２ (14)納付延滞金 (15)納付
督促手数料 (16)納付前納報奨金 (17)納付退職所得額 (18)会計年度 (19)収入日 (20)領収日 (21)整理番号 (22)累積データ (23)
更新担当者コード (24)マスタ更新日 (25)タイムスタンプ (26)分納アンマッチ
XX全納チェック中間テーブル 合計28件
(1)税目コード (2)税目名称 (3)課税根拠年度 (4)開始事業年度 (5)調定発生年度 (6)通
知書番号 (7)期別 (8)枝番 (9)住民コード (10)納付区分 (11)個別項目 (12)分割納付回数 (13)納付額１ (14)納付額２ (15)納付延
滞金 (16)納付督促手数料 (17)納付前納報奨金 (18)納付退職所得額 (19)納付賦課加算金 (20)会計年度 (21)収入日 (22)領収日
(23)整理番号 (24)更新担当者コード (25)マスタ更新日 (26)アンマッチフラグ (27)金額不一致フラグ (28)タイムスタンプ
XX他業務電話 合計3件

(1)住民コード (2)税目種別 (3)電話番号

XX担保その他 合計9件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)区分 (5)担保種別 (6)担保内容 (7)更新担当者コード (8)
マスター新規作成日 (9)マスター更新日
XX担保マンション 合計29件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)区分 (5)連番 (6)不動産区分 (7)一棟建物所在 (8)一
棟建物番号 (9)一棟建物構造 (10)一棟建物構造任意入力 (11)一棟建物階表示 (12)専有家屋番号 (13)専有建物番号 (14)専有種
類 (15)専有種類任意入力 (16)専有構造 (17)専有構造任意入力 (18)専有階表示 (19)仮換地予定地番 (20)共有持分分子 (21)共
有持分分母 (22)登記日 (23)登記番号 (24)敷地権種類 (25)敷地権割合分子 (26)敷地権割合分母 (27)更新担当者コード (28)マス
ター新規作成日 (29)マスター更新日
XX担保マンション階表示 合計13件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)区分 (5)連番 (6)不動産区分 (7)建物区分 (8)
地上地下フラグ (9)階表示 (10)床面積 (11)更新担当者コード (12)マスター新規作成日 (13)マスター更新日
XX担保家屋 合計34件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)区分 (5)連番 (6)不動産区分 (7)家屋番号地番 (8)家屋番
号枝番 (9)家屋所在 (10)家屋種類 (11)家屋種類任意入力 (12)家屋構造 (13)家屋構造任意入力 (14)家屋構造階表示 (15)一棟建
物所在 (16)一棟建物番号 (17)一棟建物構造 (18)一棟建物構造任意入力 (19)一棟建物階表示 (20)専有家屋番号 (21)専有建物
番号 (22)専有種類 (23)専有種類任意入力 (24)専有構造 (25)専有構造任意入力 (26)専有階表示 (27)仮換地予定地番 (28)共有
持分分子 (29)共有持分分母 (30)登記日 (31)登記番号 (32)更新担当者コード (33)マスター新規作成日 (34)マスター更新日

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX税額変更履歴 合計410件
(1)シーケンスNO (2)税目コード (3)課税根拠年度 (4)開始事業年度 (5)調定発生年度 (6)通知書番
号 (7)更正年度 (8)更正日 (9)旧自治体コード (10)連携税目コード (11)賦課決定通知日 (12)更正理由コード (13)納税者住民コード
(14)代表相続人コード (15)所有者住民コード (16)連動コード (17)税目種別 (18)開始日 (19)終了日 (20)軽自動車標識番号 (21)国保
記号番号 (22)法定納期限 (23)前納報奨金 (24)課税独自項目 (25)期別_01 (26)納期限_01 (27)税額１_01 (28)税額２_01 (29)退職所
得税額_01 (30)国保一般税額_01 (31)国保退職税額_01 (32)国保介護一般税額_01 (33)国保介護退職税額_01 (34)国保支援金一般
税額_01 (35)国保支援金退職税額_01 (36)延滞金調定区分_01 (37)延滞金調定額_01 (38)督促手数料調定額_01 (39)賦課加算金区
分_01 (40)賦課加算金調定額_01 (41)期別_02 (42)納期限_02 (43)税額１_02 (44)税額２_02 (45)退職所得税額_02 (46)国保一般税額
_02 (47)国保退職税額_02 (48)国保介護一般税額_02 (49)国保介護退職税額_02 (50)国保支援金一般税額_02 (51)国保支援金退職
税額_02 (52)延滞金調定区分_02 (53)延滞金調定額_02 (54)督促手数料調定額_02 (55)賦課加算金区分_02 (56)賦課加算金調定額
_02 (57)期別_03 (58)納期限_03 (65)国保介護退職税額_03 (66)国保支援金一般税額_03 (67)国保支援金退職税額_03 (68)延滞金調
定区分_03 (69)延滞金調定額_03 (70)督促手数料調定額_03 (71)賦課加算金区分_03 (72)賦課加算金調定額_03 (73)期別_04 (74)納
期限_04 (76)税額２_04 (77)退職所得税額_04 (78)国保一般税額_04 (79)国保退職税額_04 (80)国保介護一般税額_04 (81)国保介護
退職税額_04 (82)国保支援金一般税額_04 (83)国保支援金退職税額_04 (84)延滞金調定区分_04 (85)延滞金調定額_04 (86)督促手
数料調定額_04 (87)賦課加算金区分_04 (88)賦課加算金調定額_04 (89)期別_05 (90)納期限_05 (91)税額１_05 (92)税額２_05 (93)退
職所得税額_05 (94)国保一般税額_05 (95)国保退職税額_05 (96)国保介護一般税額_05 (97)国保介護退職税額_05 (98)国保支援金
一般税額_05 (99)国保支援金退職税額_05 (100)延滞金調定区分_05 (101)延滞金調定額_05 (102)督促手数料調定額_05 (103)賦課
加算金区分_05 (104)賦課加算金調定額_05 (105)期別_06 (106)納期限_06 (107)税額１_06 (108)税額２_06 (109)退職所得税額_06
(110)国保一般税額_06 (111)国保退職税額_06 (112)国保介護一般税額_06 (113)国保介護退職税額_06 (114)国保支援金一般税額_06
(115)国保支援金退職税額_06 (116)延滞金調定区分_06 (117)延滞金調定額_06 (118)督促手数料調定額_06 (119)賦課加算金区分_06
(120)賦課加算金調定額_06 (121)期別_07 (122)納期限_07 (123)税額１_07 (124)税額２_07 (125)退職所得税額_07 (126)国保一般税
額_07 (127)国保退職税額_07 (128)国保介護一般税額_07 (129)国保介護退職税額_07 (130)国保支援金一般税額_07 (131)国保支援
金退職税額_07 (132)延滞金調定区分_07 (133)延滞金調定額_07 (134)督促手数料調定額_07 (135)賦課加算金区分_07 (136)賦課加
算金調定額_07 (137)期別_08 (138)納期限_08 (139)税額１_08 (140)税額２_08 (141)退職所得税額_08 (142)国保一般税額_08 (143)
国保退職税額_08 (144)国保介護一般税額_08 (145)国保介護退職税額_08 (146)国保支援金一般税額_08 (147)国保支援金退職税額
_08 (148)延滞金調定区分_08 (149)延滞金調定額_08 (150)督促手数料調定額_08 (151)賦課加算金区分_08 (152)賦課加算金調定額
_08 (153)期別_09 (154)納期限_09 (155)税額１_09 (156)税額２_09 (163)国保支援金退職税額_09 (164)延滞金調定区分_09 (165)延
滞金調定額_09 (166)督促手数料調定額_09 (167)賦課加算金区分_09 (168)賦課加算金調定額_09 (169)期別_10 (170)納期限_10
(171)税額１_10 (172)税額２_10 (174)国保一般税額_10 (175)国保退職税額_10 (176)国保介護一般税額_10 (177)国保介護退職税額
_10 (178)国保支援金一般税額_10 (179)国保支援金退職税額_10 (180)延滞金調定区分_10 (181)延滞金調定額_10 (182)督促手数料
調定額_10 (183)賦課加算金区分_10 (184)賦課加算金調定額_10 (185)期別_11 (186)納期限_11 (187)税額１_11 (188)税額２_11
(189)退職所得税額_11 (190)国保一般税額_11 (191)国保退職税額_11 (192)国保介護一般税額_11 (193)国保介護退職税額_11 (194)
国保支援金一般税額_11 (195)国保支援金退職税額_11 (196)延滞金調定区分_11 (197)延滞金調定額_11 (198)督促手数料調定額_11
(199)賦課加算金区分_11 (200)賦課加算金調定額_11 (201)期別_12 (202)納期限_12 (203)税額１_12 (204)税額２_12 (205)退職所得
税額_12 (206)国保一般税額_12 (207)国保退職税額_12 (208)国保介護一般税額_12 (209)国保介護退職税額_12 (210)国保支援金一
般税額_12 (211)国保支援金退職税額_12 (212)延滞金調定区分_12 (213)延滞金調定額_12 (214)督促手数料調定額_12 (215)賦課加
算金区分_12 (216)賦課加算金調定額_12 (217)期別_21 (218)納期限_21 (219)税額１_21 (220)税額２_21 (221)退職所得税額_21
(222)国保一般税額_21 (223)国保退職税額_21 (224)国保介護一般税額_21 (225)国保介護退職税額_21 (226)国保支援金一般税額_21
(227)国保支援金退職税額_21 (228)延滞金調定区分_21 (229)延滞金調定額_21 (230)督促手数料調定額_21 (231)賦課加算金区分_21
(232)賦課加算金調定額_21 (233)期別_22 (234)納期限_22 (235)税額１_22 (236)税額２_22 (237)退職所得税額_22 (238)国保一般税
額_22 (239)国保退職税額_22 (240)国保介護一般税額_22 (241)国保介護退職税額_22 (242)国保支援金一般税額_22 (243)国保支援
金退職税額_22 (244)延滞金調定区分_22 (245)延滞金調定額_22 (246)督促手数料調定額_22 (247)賦課加算金区分_22 (248)賦課加
算金調定額_22 (249)期別_23 (250)納期限_23 (251)税額１_23 (252)税額２_23 (253)退職所得税額_23 (254)国保一般税額_23 (261)
延滞金調定額_23 (262)督促手数料調定額_23 (263)賦課加算金区分_23 (264)賦課加算金調定額_23 (265)期別_24 (266)納期限_24
(267)税額１_24 (268)税額２_24 (269)退職所得税額_24 (270)国保一般税額_24 (272)国保介護一般税額_24 (273)国保介護退職税額
_24 (274)国保支援金一般税額_24 (275)国保支援金退職税額_24 (276)延滞金調定区分_24 (277)延滞金調定額_24 (278)督促手数料
調定額_24 (279)賦課加算金区分_24 (280)賦課加算金調定額_24 (281)期別_25 (282)納期限_25 (283)税額１_25 (284)税額２_25
(285)退職所得税額_25 (286)国保一般税額_25 (287)国保退職税額_25 (288)国保介護一般税額_25 (289)国保介護退職税額_25 (290)
国保支援金一般税額_25 (291)国保支援金退職税額_25 (292)延滞金調定区分_25 (293)延滞金調定額_25 (294)督促手数料調定額_25
(295)賦課加算金区分_25 (296)賦課加算金調定額_25 (297)期別_26 (298)納期限_26 (299)税額１_26 (300)税額２_26 (301)退職所得
税額_26 (302)国保一般税額_26 (303)国保退職税額_26 (304)国保介護一般税額_26 (305)国保介護退職税額_26 (306)国保支援金一
般税額_26 (307)国保支援金退職税額_26 (308)延滞金調定区分_26 (309)延滞金調定額_26 (310)督促手数料調定額_26 (311)賦課加
算金区分_26 (312)賦課加算金調定額_26 (313)期別_27 (314)納期限_27 (315)税額１_27 (316)税額２_27 (317)退職所得税額_27
(318)国保一般税額_27 (319)国保退職税額_27 (320)国保介護一般税額_27 (321)国保介護退職税額_27 (322)国保支援金一般税額_27
(323)国保支援金退職税額_27 (324)延滞金調定区分_27 (325)延滞金調定額_27 (326)督促手数料調定額_27 (327)賦課加算金区分_27
(328)賦課加算金調定額_27 (329)期別_28 (330)納期限_28 (331)税額１_28 (332)税額２_28 (333)退職所得税額_28 (334)国保一般税
額_28 (335)国保退職税額_28 (336)国保介護一般税額_28 (337)国保介護退職税額_28 (338)国保支援金一般税額_28 (339)国保支援
金退職税額_28 (340)延滞金調定区分_28 (341)延滞金調定額_28 (342)督促手数料調定額_28 (343)賦課加算金区分_28 (344)賦課加
算金調定額_28 (345)期別_29 (346)納期限_29 (347)税額１_29 (348)税額２_29 (349)退職所得税額_29 (350)国保一般税額_29 (351)
国保退職税額_29 (352)国保介護一般税額_29 (359)賦課加算金区分_29 (360)賦課加算金調定額_29 (361)期別_30 (362)納期限_30
(363)税額１_30 (364)税額２_30 (365)退職所得税額_30 (366)国保一般税額_30 (367)国保退職税額_30 (368)国保介護一般税額_30
(370)国保支援金一般税額_30 (371)国保支援金退職税額_30 (372)延滞金調定区分_30 (373)延滞金調定額_30 (374)督促手数料調定
額_30 (375)賦課加算金区分_30 (376)賦課加算金調定額_30 (377)期別_31 (378)納期限_31 (379)税額１_31 (380)税額２_31 (381)退
職所得税額_31 (382)国保一般税額_31 (383)国保退職税額_31 (384)国保介護一般税額_31 (385)国保介護退職税額_31 (386)国保支
援金一般税額_31 (387)国保支援金退職税額_31 (388)延滞金調定区分_31 (389)延滞金調定額_31 (390)督促手数料調定額_31 (391)
賦課加算金区分_31 (392)賦課加算金調定額_31 (393)期別_32 (394)納期限_32 (395)税額１_32 (396)税額２_32 (397)退職所得税額
_32 (398)国保一般税額_32 (399)国保退職税額_32 (400)国保介護一般税額_32 (401)国保介護退職税額_32 (402)国保支援金一般税
額_32 (403)国保支援金退職税額_32 (404)延滞金調定区分_32 (405)延滞金調定額_32 (406)督促手数料調定額_32 (407)賦課加算金
区分_32 (408)賦課加算金調定額_32 (409)更新担当者コード (410)マスタ更新日

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX税額変更履歴_仮徴収 合計440件
(1)シーケンスNO (2)税目コード (3)課税根拠年度 (4)開始事業年度 (5)調定発生年度 (6)
通知書番号 (7)更正年度 (8)更正日 (9)旧自治体コード (10)連携税目コード (11)賦課決定通知日 (12)更正理由コード (13)課税者
住民コード (14)課税者税目種別 (15)代相人住民コード (16)代相人税目種別 (17)納管人住民コード (18)納管人税目種別 (19)義務
者住民コード (20)税目種別 (21)統合者住民コード (22)統合者税目種別 (23)車種コード (24)標識番号１ (25)標識番号２ (26)標識
番号３ (27)国保記号番号 (28)法定納期限 (29)前納報奨金 (30)課税独自項目 (31)期別_01 (32)納期限_01 (33)申告日_01 (34)税
額１_01 (35)税額２_01 (36)退職所得税額_01 (37)国保一般税額_01 (38)国保退職税額_01 (39)国保介護一般税額_01 (40)国保介護
退職税額_01 (41)国保支援金一般税額_01 (42)国保支援金退職税額_01 (43)延滞金調定区分_01 (44)延滞金調定額_01 (45)督促手
数料調定額_01 (46)賦課加算金区分_01 (47)賦課加算金調定額_01 (48)期別_02 (49)納期限_02 (50)申告日_02 (51)税額１_02 (52)
税額２_02 (53)退職所得税額_02 (54)国保一般税額_02 (55)国保退職税額_02 (56)国保介護一般税額_02 (57)国保介護退職税額_02
(58)国保支援金一般税額_02 (65)期別_03 (66)納期限_03 (67)申告日_03 (68)税額１_03 (69)税額２_03 (70)退職所得税額_03 (71)国
保一般税額_03 (72)国保退職税額_03 (73)国保介護一般税額_03 (74)国保介護退職税額_03 (76)国保支援金退職税額_03 (77)延滞
金調定区分_03 (78)延滞金調定額_03 (79)督促手数料調定額_03 (80)賦課加算金区分_03 (81)賦課加算金調定額_03 (82)期別_04
(83)納期限_04 (84)申告日_04 (85)税額１_04 (86)税額２_04 (87)退職所得税額_04 (88)国保一般税額_04 (89)国保退職税額_04 (90)
国保介護一般税額_04 (91)国保介護退職税額_04 (92)国保支援金一般税額_04 (93)国保支援金退職税額_04 (94)延滞金調定区分
_04 (95)延滞金調定額_04 (96)督促手数料調定額_04 (97)賦課加算金区分_04 (98)賦課加算金調定額_04 (99)期別_05 (100)納期限
_05 (101)申告日_05 (102)税額１_05 (103)税額２_05 (104)退職所得税額_05 (105)国保一般税額_05 (106)国保退職税額_05 (107)国
保介護一般税額_05 (108)国保介護退職税額_05 (109)国保支援金一般税額_05 (110)国保支援金退職税額_05 (111)延滞金調定区分
_05 (112)延滞金調定額_05 (113)督促手数料調定額_05 (114)賦課加算金区分_05 (115)賦課加算金調定額_05 (116)期別_06 (117)
納期限_06 (118)申告日_06 (119)税額１_06 (120)税額２_06 (121)退職所得税額_06 (122)国保一般税額_06 (123)国保退職税額_06
(124)国保介護一般税額_06 (125)国保介護退職税額_06 (126)国保支援金一般税額_06 (127)国保支援金退職税額_06 (128)延滞金
調定区分_06 (129)延滞金調定額_06 (130)督促手数料調定額_06 (131)賦課加算金区分_06 (132)賦課加算金調定額_06 (133)期別
_07 (134)納期限_07 (135)申告日_07 (136)税額１_07 (137)税額２_07 (138)退職所得税額_07 (139)国保一般税額_07 (140)国保退職
税額_07 (141)国保介護一般税額_07 (142)国保介護退職税額_07 (143)国保支援金一般税額_07 (144)国保支援金退職税額_07 (145)
延滞金調定区分_07 (146)延滞金調定額_07 (147)督促手数料調定額_07 (148)賦課加算金区分_07 (149)賦課加算金調定額_07 (150)
期別_08 (151)納期限_08 (152)申告日_08 (153)税額１_08 (154)税額２_08 (155)退職所得税額_08 (156)国保一般税額_08 (163)延滞
金調定額_08 (164)督促手数料調定額_08 (165)賦課加算金区分_08 (166)賦課加算金調定額_08 (167)期別_09 (168)納期限_09
(169)申告日_09 (170)税額１_09 (171)税額２_09 (172)退職所得税額_09 (174)国保退職税額_09 (175)国保介護一般税額_09 (176)国
保介護退職税額_09 (177)国保支援金一般税額_09 (178)国保支援金退職税額_09 (179)延滞金調定区分_09 (180)延滞金調定額_09
(181)督促手数料調定額_09 (182)賦課加算金区分_09 (183)賦課加算金調定額_09 (184)期別_10 (185)納期限_10 (186)申告日_10
(187)税額１_10 (188)税額２_10 (189)退職所得税額_10 (190)国保一般税額_10 (191)国保退職税額_10 (192)国保介護一般税額_10
(193)国保介護退職税額_10 (194)国保支援金一般税額_10 (195)国保支援金退職税額_10 (196)延滞金調定区分_10 (197)延滞金調
定額_10 (198)督促手数料調定額_10 (199)賦課加算金区分_10 (200)賦課加算金調定額_10 (201)期別_11 (202)納期限_11 (203)申
告日_11 (204)税額１_11 (205)税額２_11 (206)退職所得税額_11 (207)国保一般税額_11 (208)国保退職税額_11 (209)国保介護一般
税額_11 (210)国保介護退職税額_11 (211)国保支援金一般税額_11 (212)国保支援金退職税額_11 (213)延滞金調定区分_11 (214)延
滞金調定額_11 (215)督促手数料調定額_11 (216)賦課加算金区分_11 (217)賦課加算金調定額_11 (218)期別_12 (219)納期限_12
(220)申告日_12 (221)税額１_12 (222)税額２_12 (223)退職所得税額_12 (224)国保一般税額_12 (225)国保退職税額_12 (226)国保介
護一般税額_12 (227)国保介護退職税額_12 (228)国保支援金一般税額_12 (229)国保支援金退職税額_12 (230)延滞金調定区分_12
(231)延滞金調定額_12 (232)督促手数料調定額_12 (233)賦課加算金区分_12 (234)賦課加算金調定額_12 (235)期別_21 (236)納期
限_21 (237)申告日_21 (238)税額１_21 (239)税額２_21 (240)退職所得税額_21 (241)国保一般税額_21 (242)国保退職税額_21 (243)
国保介護一般税額_21 (244)国保介護退職税額_21 (245)国保支援金一般税額_21 (246)国保支援金退職税額_21 (247)延滞金調定区
分_21 (248)延滞金調定額_21 (249)督促手数料調定額_21 (250)賦課加算金区分_21 (251)賦課加算金調定額_21 (252)期別_22
(253)納期限_22 (254)申告日_22 (261)国保介護退職税額_22 (262)国保支援金一般税額_22 (263)国保支援金退職税額_22 (264)延
滞金調定区分_22 (265)延滞金調定額_22 (266)督促手数料調定額_22 (267)賦課加算金区分_22 (268)賦課加算金調定額_22 (269)期
別_23 (270)納期限_23 (272)税額１_23 (273)税額２_23 (274)退職所得税額_23 (275)国保一般税額_23 (276)国保退職税額_23 (277)
国保介護一般税額_23 (278)国保介護退職税額_23 (279)国保支援金一般税額_23 (280)国保支援金退職税額_23 (281)延滞金調定区
分_23 (282)延滞金調定額_23 (283)督促手数料調定額_23 (284)賦課加算金区分_23 (285)賦課加算金調定額_23 (286)期別_24
(287)納期限_24 (288)申告日_24 (289)税額１_24 (290)税額２_24 (291)退職所得税額_24 (292)国保一般税額_24 (293)国保退職税額
_24 (294)国保介護一般税額_24 (295)国保介護退職税額_24 (296)国保支援金一般税額_24 (297)国保支援金退職税額_24 (298)延滞
金調定区分_24 (299)延滞金調定額_24 (300)督促手数料調定額_24 (301)賦課加算金区分_24 (302)賦課加算金調定額_24 (303)期別
_25 (304)納期限_25 (305)申告日_25 (306)税額１_25 (307)税額２_25 (308)退職所得税額_25 (309)国保一般税額_25 (310)国保退職
税額_25 (311)国保介護一般税額_25 (312)国保介護退職税額_25 (313)国保支援金一般税額_25 (314)国保支援金退職税額_25 (315)
延滞金調定区分_25 (316)延滞金調定額_25 (317)督促手数料調定額_25 (318)賦課加算金区分_25 (319)賦課加算金調定額_25 (320)
期別_26 (321)納期限_26 (322)申告日_26 (323)税額１_26 (324)税額２_26 (325)退職所得税額_26 (326)国保一般税額_26 (327)国保
退職税額_26 (328)国保介護一般税額_26 (329)国保介護退職税額_26 (330)国保支援金一般税額_26 (331)国保支援金退職税額_26
(332)延滞金調定区分_26 (333)延滞金調定額_26 (334)督促手数料調定額_26 (335)賦課加算金区分_26 (336)賦課加算金調定額_26
(337)期別_27 (338)納期限_27 (339)申告日_27 (340)税額１_27 (341)税額２_27 (342)退職所得税額_27 (343)国保一般税額_27 (344)
国保退職税額_27 (345)国保介護一般税額_27 (346)国保介護退職税額_27 (347)国保支援金一般税額_27 (348)国保支援金退職税額
_27 (349)延滞金調定区分_27 (350)延滞金調定額_27 (351)督促手数料調定額_27 (352)賦課加算金区分_27 (359)退職所得税額_28
(360)国保一般税額_28 (361)国保退職税額_28 (362)国保介護一般税額_28 (363)国保介護退職税額_28 (364)国保支援金一般税額
_28 (365)国保支援金退職税額_28 (366)延滞金調定区分_28 (367)延滞金調定額_28 (368)督促手数料調定額_28 (370)賦課加算金調
定額_28 (371)期別_29 (372)納期限_29 (373)申告日_29 (374)税額１_29 (375)税額２_29 (376)退職所得税額_29 (377)国保一般税額
_29 (378)国保退職税額_29 (379)国保介護一般税額_29 (380)国保介護退職税額_29 (381)国保支援金一般税額_29 (382)国保支援金
退職税額_29 (383)延滞金調定区分_29 (384)延滞金調定額_29 (385)督促手数料調定額_29 (386)賦課加算金区分_29 (387)賦課加算
金調定額_29 (388)期別_30 (389)納期限_30 (390)申告日_30 (391)税額１_30 (392)税額２_30 (393)退職所得税額_30 (394)国保一般
税額_30 (395)国保退職税額_30 (396)国保介護一般税額_30 (397)国保介護退職税額_30 (398)国保支援金一般税額_30 (399)国保支
援金退職税額_30 (400)延滞金調定区分_30 (401)延滞金調定額_30 (402)督促手数料調定額_30 (403)賦課加算金区分_30

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
(404)賦課加算金調定額_30 (405)期別_31 (406)納期限_31 (407)申告日_31 (408)税額１_31 (409)税額２_31 (410)退職所得税額_31
(411)国保一般税額_31 (412)国保退職税額_31 (413)国保介護一般税額_31 (414)国保介護退職税額_31 (415)国保支援金一般税額
_31 (416)国保支援金退職税額_31 (417)延滞金調定区分_31 (418)延滞金調定額_31 (419)督促手数料調定額_31 (420)賦課加算金区
分_31 (421)賦課加算金調定額_31 (422)期別_32 (423)納期限_32 (424)申告日_32 (425)税額１_32 (426)税額２_32 (427)退職所得税
額_32 (428)国保一般税額_32 (429)国保退職税額_32 (430)国保介護一般税額_32 (431)国保介護退職税額_32 (432)国保支援金一般
税額_32 (433)国保支援金退職税額_32 (434)延滞金調定区分_32 (435)延滞金調定額_32 (436)督促手数料調定額_32 (437)賦課加算
金区分_32 (438)賦課加算金調定額_32 (439)更新担当者コード (440)マスタ更新日
XX担保家屋階表示 合計13件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)区分 (5)連番 (6)不動産区分 (7)建物区分 (8)地上
地下フラグ (9)階表示 (10)床面積 (11)更新担当者コード (12)マスター新規作成日 (13)マスター更新日
XX担保土地 合計17件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)区分 (5)物件番号 (6)所在 (7)地番 (8)枝番 (9)地目 (10)
地積 (11)共有持分分子 (12)共有持分分母 (13)登記日 (14)登記番号 (15)更新担当者コード (16)マスター新規作成日 (17)マスター
更新日
XX担保付属屋 合計21件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルNO (4)区分 (5)連番 (6)不動産区分 (7)符号 (8)種類 (9)種類
任意入力 (10)構造 (11)構造任意入力 (12)階表示 (13)階部分１ (14)床面積１ (15)階部分２ (16)床面積２ (17)階部分３ (18)床面
積３ (19)更新担当者コード (20)マスター新規作成日 (21)マスター更新日
XX担保敷地権 合計16件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)区分 (5)連番 (6)不動産区分 (7)土地符号 (8)所在地番
(9)地目 (10)地積 (11)敷地権種類 (12)敷地権割合分子 (13)敷地権割合分母 (14)更新担当者コード (15)マスター新規作成日 (16)
マスター更新日
XX貯金調査 合計8件
(8)備考

(1)郵便局 (2)事務センターコード (3)事務センター名 (4)郵便番号 (5)所在 (6)電話番号 (7)市内外区分

XX徴収猶予 合計40件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)申請日 (5)決定日 (6)解除日 (7)解除理由 (8)調査記事
(9)猶予理由 (10)猶予期間開始 (11)猶予期間終了 (12)取消理由 (13)取消日 (14)延長申請日 (15)延長決定日 (16)延長期間開始
(17)延長期間終了 (18)担保提供有無 (19)納税計画 (20)設定者郵便番号親 (21)設定者郵便番号子 (22)設定者住所 (23)設定者氏
名 (24)他税目有無 (25)延滞金表示区分 (26)延長理由 (27)登記所名称 (28)登記所申請日 (29)登記所抹消申請日 (30)登記所受
付日 (31)登記所受付番号 (32)弁明区分 (33)備考 (34)初回登録日 (35)初回登録担当者コード (36)初回解除日 (37)初回解除担当
者コード (38)更新担当者コード (39)マスター新規作成日 (40)マスター更新日
XX徴収猶予税目 合計21件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)税目コード (5)課税根拠年度 (6)開始事業年度 (7)調
定発生年度 (8)通知書番号 (9)期別 (10)枝番 (11)連番 (12)税額１ (13)税額２ (14)延滞金 (15)督促手数料 (16)賦課加算金 (17)
法定納期限等 (18)納税者区分 (19)更新担当者コード (20)マスター新規作成日 (21)マスター更新日
XX調査マンション 合計36件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)照会日 (4)照会番号 (5)シーケンスＮＯ (6)不動産区分 (7)一棟建物
所在 (8)一棟建物番号 (9)一棟建物構造 (10)一棟建物構造任意入力 (11)一棟建物階表示 (12)専有家屋番号 (13)専有建物番号
(14)専有種類 (15)専有種類任意入力 (16)専有構造 (17)専有構造任意入力 (18)専有階表示 (19)仮換地予定地番 (20)建物名称
(21)名義人氏名 (22)登記日 (23)抵当権有無 (24)差押区分 (25)差押日 (26)執行機関 (27)共有持分分子 (28)共有持分分母 (29)
敷地権種類 (30)敷地権割合分子 (31)敷地権割合分母 (32)備考 (33)更新担当者コード (34)マスター新規作成日 (35)マスター更新
日 (36)タイムスタンプ
XX調査マンション階表示 合計14件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)照会日 (4)照会番号 (5)シーケンスＮＯ (6)不動産区分 (7)建
物区分 (8)地上地下フラグ (9)階表示 (10)床面積 (11)更新担当者コード (12)マスター新規作成日 (13)マスター更新日 (14)タイムス
タンプ
XX調査家屋 合計41件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)照会日 (4)照会番号 (5)シーケンスＮＯ (6)不動産区分 (7)物件番号 (8)家
屋番号地番 (9)家屋番号枝番 (10)家屋所在 (11)家屋種類 (12)家屋種類任意入力 (13)家屋構造 (14)家屋構造任意入力 (15)家屋
構造階表示 (16)一棟建物所在 (17)一棟建物番号 (18)一棟建物構造 (19)一棟建物構造任意入力 (20)一棟建物階表示 (21)専有
家屋番号 (22)専有建物番号 (23)専有種類 (24)専有種類任意入力 (25)専有構造 (26)専有構造任意入力 (27)専有階表示 (28)仮
換地予定地番 (29)共有持分分子 (30)共有持分分母 (31)名義人氏名 (32)登記日 (33)抵当権有無 (34)差押区分 (35)差押日 (36)
執行機関 (37)備考 (38)更新担当者コード (39)マスター新規作成日 (40)マスター更新日 (41)タイムスタンプ
XX調査家屋階表示 合計14件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)照会日 (4)照会番号 (5)シーケンスＮＯ (6)不動産区分 (7)建物区
分 (8)地上地下フラグ (9)階表示 (10)床面積 (11)更新担当者コード (12)マスター新規作成日 (13)マスター更新日 (14)タイムスタン
プ
XX調査還付 合計16件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)照会日 (4)照会番号 (5)還付年度 (6)還付金種類 (7)還付金額 (8)申告日
(9)税務署名称 (10)差押日 (11)執行機関 (12)備考 (13)更新担当者コード (14)マスター新規作成日 (15)マスター更新日 (16)タイム
スタンプ
XX調査給料 合計19件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)照会日 (4)照会番号 (5)給与支払日 (6)給与支払方法 (7)給与区分 (8)支
給額 (9)所得税額 (10)住民税額 (11)社会保険料 (12)差押可能額 (13)扶養人数 (14)差押日 (15)執行機関 (16)更新担当者コード
(17)マスター新規作成日 (18)マスター更新日 (19)タイムスタンプ

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX調査共通 合計35件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)調査種類 (4)照会日 (5)照会番号 (6)回答予定日 (7)担当者コード (8)照
会先コード (9)照会先名称 (10)回答日 (11)回答番号 (12)回答先担当者 (13)回答先電話番号 (14)回答催告日 (15)送付区分 (16)
旧住所1郵便番号1 (17)旧住所1郵便番号2 (18)旧住所1 (19)旧住所2郵便番号1 (20)旧住所2郵便番号2 (21)旧住所2 (22)旧住所3
郵便番号1 (23)旧住所3郵便番号2 (24)旧住所3 (25)備考 (26)本籍地 (27)筆頭者氏名 (28)税目並び順 (29)更新担当者コード
(30)マスター新規作成日 (31)マスター更新日 (32)タイムスタンプ (33)照会先郵便番号1 (34)照会先郵便番号2 (35)照会先住所
XX調査携帯 合計41件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)照会日 (4)照会番号 (5)誓約者氏名 (6)誓約者カナ氏名 (7)誓約者郵便番
号親 (8)誓約者郵便番号子 (9)誓約者生年月日 (10)誓約者住所名称 (11)誓約者電話番号 (12)契約有無 (13)電話番号 (14)携帯
種類 (15)利用開始日 (16)解除日 (17)勤務先名称 (18)勤務先郵便番号親 (19)勤務先郵便番号子 (20)勤務先住所名称 (21)勤務
先電話番号 (22)支払方法 (23)支払方法任意入力 (24)口座名義人 (25)金融機関コード (26)店舗コード (27)預金科目 (28)預金科
目任意入力 (29)口座番号 (30)通帳記号 (31)通帳番号 (32)クレジット会社名 (33)クレジット会員名 (34)クレジット会員番号 (35)差
押日 (36)執行機関 (37)備考 (38)更新担当者コード (39)マスター新規作成日 (40)マスタ更正日 (41)タイムスタンプ
XX調査生保 合計20件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)照会日 (4)照会番号 (5)証券番号 (6)契約者氏名 (7)保険金額 (8)保険金
受取人 (9)被保険者氏名 (10)満期日 (11)満期返戻金 (12)解約返戻金 (13)積立配当金 (14)契約内容 (15)差押日 (16)執行機関
(17)更新担当者コード (18)マスター新規作成日 (19)マスター更新日 (20)タイムスタンプ
XX調査電話 合計19件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)照会日 (4)照会番号 (5)電話番号 (6)設置場所 (7)名義人氏名 (8)質権有
無 (9)権利者氏名 (10)設定日 (11)差押区分 (12)差押日 (13)執行機関 (14)備考 (15)加入権区分 (16)更新担当者コード (17)マス
ター新規作成日 (18)マスター更新日 (19)タイムスタンプ
XX調査土地 合計23件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)照会日 (4)照会番号 (5)物件番号 (6)所在 (7)地番 (8)枝番 (9)地目 (10)
地積 (11)名義人氏名 (12)共有持分分子 (13)共有持分分母 (14)登録日 (15)抵当権有無 (16)差押区分 (17)差押日 (18)執行機関
(19)備考 (20)更新担当者コード (21)マスター新規作成日 (22)マスター更新日 (23)タイムスタンプ
XX調査付属屋 合計22件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)照会日 (4)照会番号 (5)シーケンスＮＯ (6)不動産区分 (7)符号 (8)種類
(9)種類任意入力 (10)構造 (11)構造任意入力 (12)階表示 (13)階部分１ (14)床面積１ (15)階部分２ (16)床面積２ (17)階部分３
(18)床面積３ (19)更新担当者コード (20)マスター新規作成日 (21)マスター更新日 (22)タイムスタンプ
XX調査敷地権 合計17件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)照会日 (4)照会番号 (5)シーケンスＮＯ (6)不動産区分 (7)土地符号 (8)
所在地番 (9)地目 (10)地積 (11)敷地権種類 (12)敷地権割合分子 (13)敷地権割合分母 (14)更新担当者コード (15)マスター新規作
成日 (16)マスター更新日 (17)タイムスタンプ
XX調査預貯金 合計24件
(1)口座番号 (2)照会番号 (3)照会日 (4)預金科目 (5)預金科目任意入力 (6)住民コード (7)税目種別
(8)金融機関コード (9)店舗コード (10)口座名義人 (11)預貯金額 (12)預貯金現在日 (13)満期日 (14)貸付金額 (15)貸付現在日
(16)貸付形式 (17)貸付担保内容 (18)差押日 (19)執行機関 (20)備考 (21)更新担当者コード (22)マスター新規作成日 (23)マスター
更新日 (24)タイムスタンプ
XX通番発送履歴 合計16件
(1)税目コード (2)課税根拠年度 (3)開始事業年度 (4)調定発生年度 (5)通知書番号 (6)期別 (7)枝
番 (8)発送物区分 (9)発送日 (10)公示日 (11)返戻日 (12)備考 (13)更新担当者コード (14)マスター新規作成日 (15)マスター更新
日 (16)タイムスタンプ
XX特記履歴 合計12件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)特記コード (4)入力日 (5)取消日 (6)備考 (7)特記内容 (8)記号番号 (9)
更新担当者コード (10)マスター新規作成日 (11)マスター更新日 (12)タイムスタンプ
XX特徴個人更正履歴 合計36件
(1)№ (2)異動処理日 (3)更正区分 (4)課税根拠年度 (5)調定発生年度 (6)通知書番号 (7)特徴
個人番号 (8)更正前住民コード (9)更正後住民コード (10)更正前税額6 (11)更正前税額7 (12)更正前税額8 (13)更正前税額9 (14)
更正前税額10 (15)更正前税額11 (16)更正前税額12 (17)更正前税額1 (18)更正前税額2 (19)更正前税額3 (20)更正前税額4 (21)
更正前税額5 (22)更正後税額6 (23)更正後税額7 (24)更正後税額8 (25)更正後税額9 (26)更正後税額10 (27)更正後税額11 (28)更
正後税額12 (29)更正後税額1 (30)更正後税額2 (31)更正後税額3 (32)更正後税額4 (33)更正後税額5 (34)更正年月日 (35)更正理
由 (36)申告等年月日
XX特徴個人税額 合計38件
(1)課税根拠年度 (2)調定発生年度 (3)通知書番号 (4)取りまとめ元指定番号 (5)個人番号 (6)住民
コード (7)税目種別 (8)税額6 (9)税額7 (10)税額8 (11)税額9 (12)税額10 (13)税額11 (14)税額12 (15)税額1 (16)税額2 (17)税額3
(18)税額4 (19)税額5 (20)退職所得税額6 (21)退職所得税額7 (22)退職所得税額8 (23)退職所得税額9 (24)退職所得税額10 (25)
退職所得税額11 (26)退職所得税額12 (27)退職所得税額1 (28)退職所得税額2 (29)退職所得税額3 (30)退職所得税額4 (31)退職
所得税額5 (32)異動事由 (33)異動年月日 (34)申告等年月日 (35)更新担当者コード (36)マスタ新規作成日 (37)マスタ更正日 (38)
タイムスタンプ
XX督催告停止 合計36件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルNO (4)停止理由 (5)停止区分 (6)停止日 (7)見直日 (8)解除日
(9)停止税目１ (10)停止税目２ (11)停止税目３ (12)停止税目４ (13)停止税目５ (14)停止税目６ (15)停止税目７ (16)停止税目８
(17)停止税目９ (18)停止税目１０ (19)停止税目１１ (20)停止税目１２ (21)停止税目１３ (22)停止税目１４ (23)停止税目１５ (24)停止
税目１６ (25)停止税目１７ (26)停止税目１８ (27)停止税目１９ (28)停止税目２０ (29)備考 (30)初回登録日 (31)初回登録担当者コー
ド (32)解除登録日 (33)解除登録担当者コード (34)更新担当者コード (35)マスター新規作成日 (36)マスター更新日

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX特徴個人更正履歴 合計36件
(1)№ (2)異動処理日 (3)更正区分 (4)課税根拠年度 (5)調定発生年度 (6)通知書番号 (7)特徴
個人番号 (8)更正前住民コード (9)更正後住民コード (10)更正前税額6 (11)更正前税額7 (12)更正前税額8 (13)更正前税額9 (14)
更正前税額10 (15)更正前税額11 (16)更正前税額12 (17)更正前税額1 (18)更正前税額2 (19)更正前税額3 (20)更正前税額4 (21)
更正前税額5 (22)更正後税額6 (23)更正後税額7 (24)更正後税額8 (25)更正後税額9 (26)更正後税額10 (27)更正後税額11 (28)更
正後税額12 (29)更正後税額1 (30)更正後税額2 (31)更正後税額3 (32)更正後税額4 (33)更正後税額5 (34)更正年月日 (35)更正理
由 (36)申告等年月日
XX特徴個人税額 合計38件
(1)課税根拠年度 (2)調定発生年度 (3)通知書番号 (4)取りまとめ元指定番号 (5)個人番号 (6)住民
コード (7)税目種別 (8)税額6 (9)税額7 (10)税額8 (11)税額9 (12)税額10 (13)税額11 (14)税額12 (15)税額1 (16)税額2 (17)税額3
(18)税額4 (19)税額5 (20)退職所得税額6 (21)退職所得税額7 (22)退職所得税額8 (23)退職所得税額9 (24)退職所得税額10 (25)
退職所得税額11 (26)退職所得税額12 (27)退職所得税額1 (28)退職所得税額2 (29)退職所得税額3 (30)退職所得税額4 (31)退職
所得税額5 (32)異動事由 (33)異動年月日 (34)申告等年月日 (35)更新担当者コード (36)マスタ新規作成日 (37)マスタ更正日 (38)
タイムスタンプ
XX督催告停止 合計36件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルNO (4)停止理由 (5)停止区分 (6)停止日 (7)見直日 (8)解除日
(9)停止税目１ (10)停止税目２ (11)停止税目３ (12)停止税目４ (13)停止税目５ (14)停止税目６ (15)停止税目７ (16)停止税目８
(17)停止税目９ (18)停止税目１０ (19)停止税目１１ (20)停止税目１２ (21)停止税目１３ (22)停止税目１４ (23)停止税目１５ (24)停止
税目１６ (25)停止税目１７ (26)停止税目１８ (27)停止税目１９ (28)停止税目２０ (29)備考 (30)初回登録日 (31)初回登録担当者コー
ド (32)解除登録日 (33)解除登録担当者コード (34)更新担当者コード (35)マスター新規作成日 (36)マスター更新日
XX督催告停止税目 合計21件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルNO (4)税目コード (5)課税根拠年度 (6)開始事業年度 (7)
調定発生年度 (8)通知書番号 (9)期別 (10)枝番 (11)連番 (12)税額１ (13)税額２ (14)延滞金 (15)督促手数料 (16)賦課加算金
(17)法定納期限等 (18)納税者区分 (19)更新担当者コード (20)マスター新規作成日 (21)マスター更新日
XX読取_アンマッチ 合計24件
(1)税目コード (2)税目名称 (3)処理年月日 (4)退職所得納付欄 (5)退職所得還付欄 (6)調定発生年
度 (7)開始事業年度 (8)課税根拠年度 (9)通知書番号 (10)期別 (11)期別名称 (12)納付区分 (13)納付区分名称 (14)収納年月日
(15)会計年度 (16)納付年月日 (17)納付額 (18)退職所得納付額 (19)延滞金納付額 (20)督促手数料納付額 (21)賦課加算金納付額
(22)整理番号 (23)消込表示 (24)備考
XX読取_延滞金のみ納付 合計29件
(1)税目コード (2)税目名称 (3)課税根拠年度 (4)開始事業年度 (5)調定発生年度 (6)通知書
番号 (7)期別 (8)枝番 (9)住民コード (10)納付区分 (11)納付区分名称 (12)個別項目 (13)分割納付回数 (14)納付額１ (15)納付額
２ (16)納付延滞金 (17)納付督促手数料 (18)納付前納報奨金 (19)納付退職所得額 (20)納付賦課加算金 (21)会計年度 (22)収入
日 (23)領収日 (24)整理番号 (25)更新担当者コード (26)マスタ更新日 (27)アンマッチフラグ (28)金額不一致フラグ (29)タイムスタン
プ
XX読取_金額不一致 合計16件
(1)税目コード (2)税目名称 (3)処理年月日 (4)調定発生年度 (5)開始事業年度 (6)課税根拠年度
(7)通知書番号 (8)住民コード (9)期別 (10)期別名称 (11)税額 (12)納付額 (13)未納額 (14)最終納付日 (15)整理番号 (16)備考
XX読取_特徴納入明細 合計26件
(1)税目コード (2)税目名称 (3)課税根拠年度 (4)開始事業年度 (5)調定発生年度 (6)通知書番
号 (7)期別 (8)枝番 (9)住民コード (10)納付区分 (11)個別項目 (12)分割納付回数 (13)納付額１ (14)納付額２ (15)納付延滞金
(16)納付督促手数料 (17)納付前納報奨金 (18)納付退職所得額 (19)納付賦課加算金 (20)会計年度 (21)収入日 (22)領収日 (23)納
期限 (24)整理番号 (25)納税者名 (26)納税者住所
XX読取_特徴納入明細 合計26件
(1)税目コード (2)税目名称 (3)課税根拠年度 (4)開始事業年度 (5)調定発生年度 (6)通知書番
号 (7)期別 (8)枝番 (9)住民コード (10)納付区分 (11)個別項目 (12)分割納付回数 (13)納付額１ (14)納付額２ (15)納付延滞金
(16)納付督促手数料 (17)納付前納報奨金 (18)納付退職所得額 (19)納付賦課加算金 (20)会計年度 (21)収入日 (22)領収日 (23)納
期限 (24)整理番号 (25)納税者名 (26)納税者住所
XX納付受託 合計33件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルNO (4)仮登録日 (5)受付日 (6)受付番号 (7)手形種類 (8)受託日
(9)解除日 (10)支払人氏名 (11)支払場所 (12)支払表示 (13)振出人氏名 (14)振出人住所 (15)支払枚数 (16)支払総額 (17)延滞金
計算区分 (18)確定延滞金フラグ (19)計算延滞金フラグ (20)納付優先順位 (21)延滞金起算日 (22)銀行コード (23)店舗コード (24)
銀行名称 (25)備考 (26)税目並び順 (27)初回登録日 (28)初回登録担当者コード (29)初回解除日 (30)初回解除担当者コード (31)
更新担当者コード (32)マスター新規作成日 (33)マスター更新日

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX読取_収入明細 合計176件
(1)連番 (2)税目コード (3)会計年度 (4)収入日 (5)現年度分件数 (6)現年度分納付額１ (7)現年度
分納付額２ (8)現年度分納付額件数 (9)現年度分延滞金 (10)現年度分延滞金件数 (11)現年度分督促手数料 (12)現年度分督促手
数料件数 (13)現年度分前納報奨金 (14)現年度分前納報奨金件数 (15)現年度分退職所得額 (16)現年度分退職所得額件数 (17)現
年度分賦課加算金 (18)現年度分賦課加算金件数 (19)滞繰分件数 (20)滞繰分納付額１ (21)滞繰分納付額２ (22)滞繰分納付額件
数 (23)滞繰分延滞金 (24)滞繰分延滞金件数 (25)滞繰分督促手数料 (26)滞繰分督促手数料件数 (27)滞繰分前納報奨金 (28)滞
繰分前納報奨金件数 (29)滞繰分退職所得額 (30)滞繰分退職所得額件数 (31)滞繰分賦課加算金 (32)滞繰分賦課加算金件数 (33)
滞繰_１年分件数 (34)滞繰_１年分納付額１ (35)滞繰_１年分納付額２ (36)滞繰_１年分納付額件数 (37)滞繰_１年分延滞金 (38)滞繰_
１年分延滞金件数 (39)滞繰_１年分督促手数料 (40)滞繰_１年分督促手数料件数 (41)滞繰_１年分前納報奨金 (42)滞繰_１年分前納
報奨金件数 (43)滞繰_１年分退職所得額 (44)滞繰_１年分退職所得額件数 (45)滞繰_１年分賦課加算金 (46)滞繰_１年分賦課加算金
件数 (47)滞繰_２年分件数 (48)滞繰_２年分納付額１ (49)滞繰_２年分納付額２ (50)滞繰_２年分納付額件数 (51)滞繰_２年分延滞金
(52)滞繰_２年分延滞金件数 (53)滞繰_２年分督促手数料 (54)滞繰_２年分督促手数料件数 (55)滞繰_２年分前納報奨金 (56)滞繰_２
年分前納報奨金件数 (57)滞繰_２年分退職所得額 (58)滞繰_２年分退職所得額件数 (65)滞繰_３年分延滞金 (66)滞繰_３年分延滞金
件数 (67)滞繰_３年分督促手数料 (68)滞繰_３年分督促手数料件数 (69)滞繰_３年分前納報奨金 (70)滞繰_３年分前納報奨金件数
(71)滞繰_３年分退職所得額 (72)滞繰_３年分退職所得額件数 (73)滞繰_３年分賦課加算金 (74)滞繰_３年分賦課加算金件数 (76)滞
繰_４年分納付額１ (77)滞繰_４年分納付額２ (78)滞繰_４年分納付額件数 (79)滞繰_４年分延滞金 (80)滞繰_４年分延滞金件数 (81)
滞繰_４年分督促手数料 (82)滞繰_４年分督促手数料件数 (83)滞繰_４年分前納報奨金 (84)滞繰_４年分前納報奨金件数 (85)滞繰_４
年分退職所得額 (86)滞繰_４年分退職所得額件数 (87)滞繰_４年分賦課加算金 (88)滞繰_４年分賦課加算金件数 (89)滞繰_５年分件
数 (90)滞繰_５年分納付額１ (91)滞繰_５年分納付額２ (92)滞繰_５年分納付額件数 (93)滞繰_５年分延滞金 (94)滞繰_５年分延滞金
件数 (95)滞繰_５年分督促手数料 (96)滞繰_５年分督促手数料件数 (97)滞繰_５年分前納報奨金 (98)滞繰_５年分前納報奨金件数
(99)滞繰_５年分退職所得額 (100)滞繰_５年分退職所得額件数 (101)滞繰_５年分賦課加算金 (102)滞繰_５年分賦課加算金件数
(103)滞繰_６年分件数 (104)滞繰_６年分納付額１ (105)滞繰_６年分納付額２ (106)滞繰_６年分納付額件数 (107)滞繰_６年分延滞金
(108)滞繰_６年分延滞金件数 (109)滞繰_６年分督促手数料 (110)滞繰_６年分督促手数料件数 (111)滞繰_６年分前納報奨金 (112)滞
繰_６年分前納報奨金件数 (113)滞繰_６年分退職所得額 (114)滞繰_６年分退職所得額件数 (115)滞繰_６年分賦課加算金 (116)滞繰_
６年分賦課加算金件数 (117)滞繰_７年分件数 (118)滞繰_７年分納付額１ (119)滞繰_７年分納付額２ (120)滞繰_７年分納付額件数
(121)滞繰_７年分延滞金 (122)滞繰_７年分延滞金件数 (123)滞繰_７年分督促手数料 (124)滞繰_７年分督促手数料件数 (125)滞繰_７
年分前納報奨金 (126)滞繰_７年分前納報奨金件数 (127)滞繰_７年分退職所得額 (128)滞繰_７年分退職所得額件数 (129)滞繰_７年
分賦課加算金 (130)滞繰_７年分賦課加算金件数 (131)滞繰_８年分件数 (132)滞繰_８年分納付額１ (133)滞繰_８年分納付額２ (134)
滞繰_８年分納付額件数 (135)滞繰_８年分延滞金 (136)滞繰_８年分延滞金件数 (137)滞繰_８年分督促手数料 (138)滞繰_８年分督促
手数料件数 (139)滞繰_８年分前納報奨金 (140)滞繰_８年分前納報奨金件数 (141)滞繰_８年分退職所得額 (142)滞繰_８年分退職所
得額件数 (143)滞繰_８年分賦課加算金 (144)滞繰_８年分賦課加算金件数 (145)滞繰_９年分件数 (146)滞繰_９年分納付額１ (147)
滞繰_９年分納付額２ (148)滞繰_９年分納付額件数 (149)滞繰_９年分延滞金 (150)滞繰_９年分延滞金件数 (151)滞繰_９年分督促手
数料 (152)滞繰_９年分督促手数料件数 (153)滞繰_９年分前納報奨金 (154)滞繰_９年分前納報奨金件数 (155)滞繰_９年分退職所得
額 (156)滞繰_９年分退職所得額件数 (163)滞繰_１０年以前分延滞金 (164)滞繰_１０年以前分延滞金件数 (165)滞繰_１０年以前分督
促手数料 (166)滞繰_１０年以前分督促手数料件数 (167)滞繰_１０年以前分前納報奨金 (168)滞繰_１０年以前分前納報奨金件数
(169)滞繰_１０年以前分退職所得額 (170)滞繰_１０年以前分退職所得額件数 (171)滞繰_１０年以前分賦課加算金 (172)滞繰_１０年以
前分賦課加算金件数 (174)マスタ更新日 (175)タイムスタンプ (176)取込種類
XX納付受託計画 合計31件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルNO (4)明細番号 (5)税目コード (6)課税根拠年度 (7)開始事
業年度 (8)調定発生年度 (9)通知書番号 (10)期別 (11)枝番 (12)手形番号 (13)回数 (14)支払日 (15)支払納付額１ (16)支払納付
額２ (17)支払延滞金 (18)支払督手 (19)支払賦課加算金 (20)収納日 (21)領収日 (22)領収書発送日 (23)延滞金確定区分 (24)対
象フラグ (25)支払方法 (26)履行区分 (27)該当住民コード (28)該当税目種別 (29)更新担当者コード (30)マスター新規作成日 (31)
マスター更新日
XX納付受託税目 合計23件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルNO (4)税目コード (5)課税根拠年度 (6)開始事業年度 (7)調
定発生年度 (8)通知書番号 (9)期別 (10)枝番 (11)並び順 (12)税額１ (13)税額２ (14)延滞金 (15)督促手数料 (16)賦課加算金
(17)法定納期限等 (18)納税者区分 (19)該当住民コード (20)該当税目種別 (21)更新担当者コード (22)マスター新規作成日 (23)マ
スター更新日
XX納付受託明細 合計17件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルNO (4)手形番号 (5)受託金額 (6)支払日 (7)振出日 (8)返却
理由 (9)返却日 (10)終了日 (11)受託番号 (12)支払方法 (13)履行区分 (14)備考 (15)更新担当者コード (16)マスター新規作成日
(17)マスター更新日
XX納付書更正履歴 合計29件
(1)納付書更正シーケンス (2)納付書シーケンス (3)更正区分 (4)税目コード (5)課税根拠年度 (6)
開始事業年度 (7)調定発生年度 (8)通知書番号 (9)期別 (10)枝番 (11)納付区分 (12)個別項目 (13)分割納付回数 (14)納付額１
(15)納付額２ (16)納付延滞金 (17)納付督促手数料 (18)納付前納報奨金 (19)納付退職所得額 (20)会計年度 (21)収入日 (22)領収
日 (23)消込対象表示 (24)アンマッチ表示 (25)整理番号 (26)更新担当者コード (27)マスタ新規作成日 (28)マスタ更新日 (29)タイム
スタンプ

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX納付書変更履歴 合計59件
(1)納付書更正シーケンス (2)納付書シーケンス (3)更正区分 (4)振替区分 (5)税目コード (6)課税
根拠年度 (7)開始事業年度 (8)調定発生年度 (9)通知書番号 (10)期別 (11)枝番 (12)納付区分 (13)個別項目 (14)分割納付回数
(15)納付額１ (16)納付額２ (17)納付延滞金 (18)納付督促手数料 (19)納付前納報奨金 (20)納付退職所得額 (21)還付加算金 (22)
賦課加算金納付額 (23)会計年度 (24)収入日 (25)領収日 (26)消込対象表示 (27)アンマッチ表示 (28)整理番号 (29)更新担当者
コード (30)マスタ新規作成日 (31)マスタ更新日 (32)更正後納付書シーケンス (33)更正後税目コード (34)更正後課税根拠年度 (35)
更正後開始事業年度 (36)更正後調定発生年度 (37)更正後通知書番号 (38)更正後期別 (39)更正後枝番 (40)更正後納付区分
(41)更正後個別項目 (42)更正後分割納付回数 (43)更正後納付額１ (44)更正後納付額２ (45)更正後納付延滞金 (46)更正後納付督
促手数料 (47)更正後納付前納報奨金 (48)更正後納付退職所得額 (49)更正後還付加算金 (50)更正後賦課加算金納付額 (51)更正
後会計年度 (52)更正後収入日 (53)更正後領収日 (54)更正後消込対象表示 (55)更正後アンマッチ表示 (56)更正後整理番号 (57)
更正後更新担当者コード (58)更正後マスタ新規作成日
XX納付書履歴 合計30件
(1)納付書シーケンス (2)還付シーケンス (3)税目コード (4)課税根拠年度 (5)開始事業年度 (6)調定発
生年度 (7)通知書番号 (8)期別 (9)枝番 (10)納付区分 (11)個別項目 (12)分割納付回数 (13)納付額１ (14)納付額２ (15)納付延滞
金 (16)納付督促手数料 (17)納付前納報奨金 (18)納付退職所得額 (19)還付加算金 (20)賦課加算金納付額 (21)会計年度 (22)収
入日 (23)領収日 (24)消込対象表示 (25)アンマッチ表示 (26)整理番号 (27)更新担当者コード (28)マスタ新規作成日 (29)マスタ更
新日 (30)タイムスタンプ
XX配当 合計22件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスＮＯ (4)差押種類 (5)取立日 (6)取立金額 (7)配当日 (8)配当金額
(9)残余金 (10)代金交付日 (11)代金交付時 (12)代金交付分 (13)残余金交付先 (14)配当場所 (15)延滞金起算日 (16)充当日 (17)
充当金額 (18)充当ファイルＮＯ (19)換価財産の名称 (20)更新担当者コード (21)マスター新規作成日 (22)マスター更新日
XX配当割譲渡割異動データ 合計10件
(1)宛名コード (2)所得年度 (3)更正年度 (4)申告日 (5)配当割譲渡割区分 (6)課税資料
番号 (7)確申口座情報有無 (8)住民税異動有無 (9)賦課処理日 (10)控除不足額
XX配当割譲渡割還付データ取込履歴 合計18件
(1)取込日 (2)宛名コード (3)所得年度 (4)更正年度 (5)申告日 (6)配当割譲渡
割区分 (7)課税資料番号 (8)確申口座情報有無 (9)住民税異動有無 (10)賦課処理日 (11)還付額 (12)普徴通知書番号 (13)特徴指
定番号 (14)年税額 (15)調定年度 (16)徴収区分 (17)反映時未納有無 (18)反映時口座有無
XX配当割譲渡割還付明細 合計47件
(1)宛名コード (2)所得年度 (3)更正履歴シーケンス (4)配当割譲渡割区分 (5)更正年度 (6)
申告日 (7)課税資料番号 (8)確申口座情報有無 (9)住民税異動有無 (10)賦課処理日 (11)控除不足額 (12)賦課充当額 (13)還付戻
入区分 (14)還付年度 (15)還付番号 (16)還付額 (17)還付加算金 (18)充当年度 (19)充当処理日 (20)充当適状日 (21)充当額 (22)
充当延滞金 (23)支出決定日 (24)還付支払日 (25)状態区分 (26)支出区分 (27)支払区分 (28)反映時未納有無 (29)反映時口座有
無 (30)振込銀行名称 (31)振込支店名称 (32)振込銀行コード (33)振込支店コード (34)振込口座種別 (35)振込口座番号 (36)振込
先名義人カナ (37)振込先名義人漢字 (38)送付先住民コード (39)送付先氏名カナ (40)送付先氏名 (41)送付先税目種別 (42)送付
先郵便番号１ (43)送付先郵便番号２ (44)送付先個人住所 (45)更新担当者コード (46)マスタ新規作成日 (47)マスタ更正日
XX配当明細変更履歴 合計26件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)処分区分 (4)税目コード (5)課税根拠年度 (6)開始事業年
度 (7)調定発生年度 (8)通知書番号 (9)期別 (10)枝番 (11)充当ファイルＮＯ (12)税額１ (13)税額２ (14)延滞金 (15)督促手数料
(16)賦課加算金 (17)法定納期限等 (18)納税者区分 (19)充当日 (20)住民コード (21)税目種別 (22)充当元種別 (23)充当元ファイル
NO (24)更新担当者コード (25)マスター新規作成日 (26)マスター更新日
XX発行履歴 合計43件
(1)管理番号 (2)住民コード (3)税目種別 (4)シーケンスＮＯ (5)発行年月日 (6)住所 (7)住所2 (8)氏名1
(9)氏名2 (10)調定年度 (11)開始事業年度 (12)賦課年度 (13)税目コード (14)納付すべき額 (15)納付済額 (16)納期到来額 (17)未
納額 (18)納期未到来未納額 (19)標識番号 (20)法定納期限等 (21)納税済年月日 (22)有効期限 (23)備考 (24)納期特例 (25)資産
税_年度1 (26)資産税_課税額1 (27)資産税_納付額1 (28)資産税_区分1 (29)資産税_年度2 (30)資産税_課税額2 (31)資産税_納付額2
(32)資産税_区分2 (33)県市町村民税滞納額計 (34)現在滞納額 (35)猶予_延長額 (36)事業年度 (37)法人税割額 (38)均等割額
(39)期限後申告_年度1 (40)期限後申告_申告日1 (41)期限後申告_年度2 (42)期限後申告_申告日2 (43)使用目的
XX不納欠損 合計14件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)税目コード (4)課税根拠年度 (5)開始事業年度 (6)調定発生年度 (7)通知
書番号 (8)不納欠損日 (9)不納欠損理由 (10)法定納期限 (11)更新担当者コード (12)マスター新規作成日 (13)マスター更新日 (14)
タイムスタンプ
XX配当割譲渡割還付戻入履歴 合計11件
(1)宛名コード (2)所得年度 (3)更正履歴シーケンス (4)戻入シーケンス (5)収入日 (6)
領収日 (7)戻入額 (8)戻入還付加算金 (9)更新担当者コード (10)マスタ新規作成日 (11)マスタ更正
XX配当者 合計22件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)シーケンスNO (4)取立日 (5)連番 (6)配当順位 (7)配当者郵便番号親 (8)配
当者郵便番号子 (9)配当者住所 (10)配当者名称 (11)配当者債権額 (12)配当者債権額本税 (13)配当者債権額延滞金 (14)配当者
債権額督促手数料 (15)配当者債権額賦課加算金 (16)配当者滞納処分費 (17)配当者配当金額 (18)当市該当区分 (19)債権種類
(20)配当者登記順位 (21)配当者権利日付 (22)配当者備考
XX配当者変更履歴 合計24件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスNO (6)取立日 (7)連
番 (8)配当順位 (9)配当者郵便番号親 (10)配当者郵便番号子 (11)配当者住所 (12)配当者名称 (13)配当者債権額 (14)配当者債
権額本税 (15)配当者債権額延滞金 (16)配当者債権額督促手数料 (17)配当者債権額賦課加算金 (18)配当者滞納処分費 (19)配当
者配当金額 (20)当市該当区分 (21)債権種類 (22)配当者登記順位 (23)配当者権利日付 (24)配当者備考

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX配当変更履歴 合計24件
(1)履歴シーケンス (2)履歴更新日 (3)住民コード (4)税目種別 (5)シーケンスＮＯ (6)差押種類 (7)取
立日 (8)取立金額 (9)配当日 (10)配当金額 (11)残余金 (12)代金交付日 (13)代金交付時 (14)代金交付分 (15)残余金交付先 (16)
配当場所 (17)延滞金起算日 (18)充当日 (19)充当金額 (20)充当ファイルＮＯ (21)換価財産の名称 (22)更新担当者コード (23)マス
ター新規作成日 (24)マスター更新日
XX賦課収納連携履歴 合計52件
(1)履歴番号 (2)処理年月日 (3)処理区分 (4)税額変更履歴シーケンス (5)連番 (6)税目コード
(7)課税根拠年度 (8)開始事業年度 (9)調定発生年度 (10)通知書番号 (11)処理対象区 (12)連携番号 (13)賦課決定通知日 (14)更
正理由コード (15)課税者住民コード (16)課税者税目種別 (17)代相人住民コード (18)代相人税目種別 (19)納管人住民コード (20)納
管人税目種別 (21)義務者住民コード (22)税目種別 (23)車種コード (24)標識番号1 (25)標識番号2 (26)標識番号3 (27)国保記号番
号 (28)期別 (29)枝番 (30)納期限 (31)法定納期限 (32)調定年月 (33)終了事業年度 (34)申告日 (35)税額１ (36)税額２ (37)退職
所得税額 (38)国保一般税額 (39)国保退職税額 (40)国保介護一般税額 (41)国保介護退職税額 (42)国保支援金一般税額 (43)国
保支援金退職税額 (44)減免区分 (45)削除フラグ (46)更新フラグ (47)汎用項目１ (48)汎用項目２ (49)汎用項目３ (50)更新担当者
コード (51)マスタ新規作成日 (52)マスタ更新日
XX分納誓約 合計57件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)区分 (5)仮登録日 (6)分納誓約日 (7)分納開始年月 (8)納
付期限 (9)一回あたりの納付額 (10)分納回数 (11)延滞金計算区分 (12)確定延滞金フラグ (13)計算延滞金フラグ (14)納付優先順
位 (15)延滞金起算日 (16)発送日 (17)納付書発行区分 (18)分納理由 (19)支払方法 (20)振替金融機関コード (21)振替金融機関名
称 (22)振替口座種別 (23)振替口座番号 (24)振替口座名義人カナ (25)振替口座名義人漢字 (26)発送先名称 (27)発送先郵便番号
親 (28)発送先郵便番号子 (29)発送先住所 (30)停止日 (31)分納完了日 (32)見直し日 (33)電話番号 (34)勤務先名称 (35)勤務先
住所 (36)勤務先電話番号 (37)代理人氏名 (38)代理人住所 (39)代理人電話番号 (40)保証人氏名 (41)保証人住所 (42)保証人電
話番号 (43)申請理由 (44)変更月１ (45)変更納付額１ (46)変更月２ (47)変更納付額２ (48)担保提供有無 (49)備考 (50)税目並び
順 (51)更新担当者コード (52)初回登録日 (53)初回登録担当者コード (54)初回解除日 (55)初回解除担当者コード (56)マスター新
規作成日 (57)マスター更新日
XX分納誓約 合計57件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)区分 (5)仮登録日 (6)分納誓約日 (7)分納開始年月 (8)納
付期限 (9)一回あたりの納付額 (10)分納回数 (11)延滞金計算区分 (12)確定延滞金フラグ (13)計算延滞金フラグ (14)納付優先順
位 (15)延滞金起算日 (16)発送日 (17)納付書発行区分 (18)分納理由 (19)支払方法 (20)振替金融機関コード (21)振替金融機関名
称 (22)振替口座種別 (23)振替口座番号 (24)振替口座名義人カナ (25)振替口座名義人漢字 (26)発送先名称 (27)発送先郵便番号
親 (28)発送先郵便番号子 (29)発送先住所 (30)停止日 (31)分納完了日 (32)見直し日 (33)電話番号 (34)勤務先名称 (35)勤務先
住所 (36)勤務先電話番号 (37)代理人氏名 (38)代理人住所 (39)代理人電話番号 (40)保証人氏名 (41)保証人住所 (42)保証人電
話番号 (43)申請理由 (44)変更月１ (45)変更納付額１ (46)変更月２ (47)変更納付額２ (48)担保提供有無 (49)備考 (50)税目並び
順 (51)更新担当者コード (52)初回登録日 (53)初回登録担当者コード (54)初回解除日 (55)初回解除担当者コード (56)マスター新
規作成日 (57)マスター更新日
XX分納誓約計画 合計35件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)区分 (5)シーケンスＮＯ (6)課税根拠年度 (7)税目コー
ド (8)開始事業年度 (9)調定発生年度 (10)通知書番号 (11)期別 (12)枝番 (13)回数 (14)収納日 (15)領収日 (16)納入予定日 (17)
分割納付額１ (18)分割納付額２ (19)分割延滞金 (20)分割督促手数料 (21)分割賦課加算金 (22)消込納付額１ (23)消込納付額２
(24)消込延滞金 (25)消込督促手数料 (26)消込賦課加算金 (27)延滞金確定区分 (28)対象フラグ (29)支払方法 (30)履行区分 (31)
該当住民コード (32)該当税目種別 (33)更新担当者コード (34)マスター新規作成日 (35)マスター更新日
XX分納誓約税目 合計24件
(1)住民コード (2)税目種別 (3)ファイルＮＯ (4)区分 (5)税目コード (6)課税根拠年度 (7)開始事業年
度 (8)調定発生年度 (9)通知書番号 (10)期別 (11)枝番 (12)連番 (13)税額１ (14)税額２ (15)延滞金 (16)督促手数料 (17)賦課加
算金 (18)納税者区分 (19)法定納期限等 (20)該当住民コード (21)該当税目種別 (22)更新担当者コード (23)マスター新規作成日
(24)マスター更新日
XX変換前配当割譲渡割還付データ 合計16件
(1)宛名コード (2)所得年度 (3)配当割譲渡割区分 (4)更正年度 (5)申告日 (6)課
税資料番号 (7)確申口座情報有無 (8)住民税異動有無 (9)賦課処理日 (10)還付額 (11)普徴通知書番号 (12)特徴指定番号 (13)年
税額 (14)調定年度 (15)徴収区分 (16)余白
XX変換前編集後OCRデータ 合計24件
(1)税目コード (2)課税根拠年度 (3)開始事業年度 (4)調定発生年度 (5)通知書番号 (6)
期別 (7)枝番 (8)納付区分 (9)個別項目 (10)分割納付回数 (11)納付額１ (12)納付額２ (13)納付延滞金 (14)納付督促手数料 (15)
納付前納報奨金 (16)納付退職所得額 (17)納付賦課加算金 (18)会計年度 (19)収入日 (20)領収日 (21)OCRナンバリング (22)余白
(23)アンマッチフラグ (24)金額不一致フラグ
XX予定者 合計4件
XX預金調査 合計9件
備考

(1)区分 (2)住民コード (3)税目種別 (4)備考
(1)銀行コード (2)支店コード (3)銀行名 (4)支店名 (5)郵便番号 (6)住所 (7)電話番号 (8)市内外区分 (9)

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
XX累積不一致 合計26件
(1)税目コード (2)課税根拠年度 (3)開始事業年度 (4)調定発生年度 (5)通知書番号 (6)納税者住民
コード (7)所有者住民コード (8)税目種別 (9)期別 (10)枝番 (11)他期別有無 (12)区分 (13)区分名称 (14)税額 (15)納付額 (16)還
付額 (17)収納日 (18)領収日 (19)不一致区分 (20)状態区分 (21)個別項目 (22)OCRナンバリング (23)不一致発生日 (24)マスタ更
新日 (25)更新担当者コード (26)タイムスタンプ
XY口座振替対象者管理 合計30件
(1)税目コード (2)課税根拠年度 (3)開始事業年度 (4)調定発生年度 (5)通知書番号 (6)期別
(7)枝番 (8)口座引落日_初回 (9)口座引落日 (10)振替区分 (11)納税者コード (12)所有者コード (13)税目種別 (14)金融機関コード
(15)金融機関名称 (16)支店コード (17)支店名称 (18)預金種別 (19)口座番号 (20)預金者氏名カナ (21)預金者氏名漢字 (22)新規
コード (23)引落金額 (24)引落結果 (25)引落結果金額 (26)消込用納付書作成区分 (27)更新担当者コード (28)マスタ新規作成日
(29)マスタ更正日 (30)タイムスタンプ
※なお、特定個人情報ファイル記録項目名に「個人番号」という名称が含まれるが、収滞納管理ファイルの記録項目における個人番号
とは、番号法による「個人番号」とは異なり、その他識別情報（内部で使用する識別番号）であるため、収納システムでは番号法による
個人番号を保有しない。

Ⅲ リスク対策

※（７．②を除く。）

１．特定個人情報ファイル名
収滞納管理ファイル

２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）
リスク： 目的外の入手が行われるリスク
特定個人情報を入手する際、内容や本人確認書類（身分証明書等）の確認を厳格に行い、対象者以外
の情報の入手の防止に努める。
資料を複写、保管する際、必要な情報のみを複写することで、不要な特定個人情報入手の防止に努め
る。
＜選択肢＞
[
十分である
]
リスクへの対策は十分か
1） 特に力を入れている
2） 十分である
3） 課題が残されている
特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置
リスクに対する措置の内容

３．特定個人情報の使用
リスク１： 目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク
<収納システムにおける措置>
・個人番号を利用しない業務では、個人番号がひも付けされないようにシステム上で担保する。

リスクに対する措置の内容

＜収納システムから情報を提供・移転する際の措置＞
・収納システムからの個人番号の提供、移転は、統合宛名システム又は庁内連携システムを経由しない
と行われないようシステム上で担保する。
・統合宛名システムへの接続は、番号法第９条第１項別表第１に規定する事務で使用するシステム及び
中間サーバーのみとする。
・庁内連携システムへの接続は、原則として番号法第９条第１項別表第１に規定する事務で使用するシ
ステムのみとする。

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている
リスク２： 権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク
＜選択肢＞
ユーザ認証の管理
[
行っている
]
1） 行っている
リスクへの対策は十分か

具体的な管理方法

その他の措置の内容

[

十分である

]

2） 行っていない

・収納システムのアクセス権限は、職員ごとに生体認証よって制御を行い、人事異動ごとに認証情報の
追加及び削除を実施している。
システム操作ログの記録を実施

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている
特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置
リスクへの対策は十分か

2） 十分である

[

十分である

]

・スクリーンセーバーを利用して、収納情報が表示された画面を長時間表示させない。
・収納システム端末の画面を来庁者から見えない位置に置く。
・収納情報が表示された画面のハードコピーの取得は、事務処理に必要な範囲にとどめる。

2） 十分である

４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

[

] 委託しない

リスク： 委託先における不正な使用等のリスク
委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

規定の内容

再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
担保
具体的な方法

[

定めている

]

＜選択肢＞
1） 定めている

2） 定めていない

契約において特記仕様書に以下の事項を定めている。
・個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故防止を図るための適切な管理
・個人情報の秘密の保持
・第三者への提供の禁止
・再委託の原則禁止
・複写、複製の禁止
・使用目的終了時の個人情報記録の資料等の返還
・事故等の発生時における報告の義務
・職員による立入調査
・違反した場合の契約解除と損害賠償
[

再委託していない

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない
4） 再委託していない

定期的な打ち合わせ等において、委託先における個人情報の取扱い状況等について確認するするとと
もに注意喚起を行っている。

その他の措置の内容
＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている
特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置
リスクへの対策は十分か

[

十分である

]

2） 十分である

＜情報管理体制の確認＞
・委託業者選定時には、プライバシーマークの取得等及び実績を確認し、社会的信用、能力について確認をしている。
・昭島市電子計算組織の管理運営に関する規定（平成26年昭島市訓令第16号）及び昭島市電算機室入退室管理要綱（平成19年10月9
日実施）に基づき、原則、作業者及び作業内容について、あらかじめ許可を受けなければならないものとしている。

５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

[

] 提供・移転しない

リスク： 不正な提供・移転が行われるリスク
特定個人情報の提供・移転
に関するルール
ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法
その他の措置の内容

[

定めている

]

＜選択肢＞
1） 定めている

2） 定めていない

番号法の規定に基づき認められる特定個人情報の提供、移転について、本業務では具体的に誰に対し
何の目的で提供、移転できるかを整理し、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（平成26
年特定個人情報保護委員会告示第６号）に従い、特定個人情報の提供、移転を行う。
「サーバ室等への入室権限」及び「特定個人情報ファイルを扱うシステムへのアクセス権限」を有する者
を厳格に管理し、情報の持ち出しを制限する。

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
2） 十分である
3） 課題が残されている
特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置
リスクへの対策は十分か

[

十分である

]

６．情報提供ネットワークシステムとの接続

[ ○ ] 接続しない（入手）

[ ○ ] 接続しない（提供）

リスク１： 目的外の入手が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

[

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

リスク２： 不正な提供が行われるリスク

リスクに対する措置の内容
＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている
情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置
リスクへの対策は十分か

[

]

2） 十分である

７．特定個人情報の保管・消去
リスク： 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク
①事故発生時手順の策定・
周知

[

②過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[

十分に行っている

発生なし

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない
＜選択肢＞
1） 発生あり

]

2） 発生なし

その内容
再発防止策の内容
その他の措置の内容
＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている
特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置
リスクへの対策は十分か

[

十分である

]

2） 十分である

８．監査
実施の有無

[ ○ ] 自己点検

[

] 内部監査

[

] 外部監査

９．従業者に対する教育・啓発
従業者に対する教育・啓発

具体的な方法

１０．その他のリスク対策

[

十分に行っている

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

個人情報保護に必要な知識を習得するために、システムの操作権限がある職員（嘱託職員、臨時職
員、再任用職員等を含む。）に必要に応じて適時教育・研修を行う。

Ⅳ 開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求
①請求先

郵便番号196-8511 東京都昭島市田中町１丁目17番１号
東京都昭島市役所市民部納税課
電話番号042-544-5111

②請求方法

指定様式による書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。

③法令による特別の手続
④個人情報ファイル簿への不
記載等

２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ
①連絡先

郵便番号196-8511 東京都昭島市田中町１丁目17番１号
東京都昭島市役所市民部納税課
電話番号042-544-5111

②対応方法

・問い合わせの受付時及びその対応について記録を残す。
・情報漏えい等の重大な事案に関する問い合わせについて、規定に定められた担当部署に速やかに連
絡し、協議のうえ対応する。

Ⅴ 評価実施手続
１．基礎項目評価
①実施日

平成27年6月10日
[

②しきい値判断結果

基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞
1） 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる
2） 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に重点項目評価を実施）
3） 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に重点項目評価を実施）

２．国民・住民等からの意見の聴取 【任意】
①方法
②実施日・期間

③主な意見の内容

３．第三者点検 【任意】
①実施日
②方法

③結果

]

（別添２）変更箇所
変更日

項目

変更前の記載

変更後の記載

提出時期

提出時期に係る説明

