
 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

≪１　課税台帳ファイル≫

１．当初資料ファイル

【給与支払報告書】

・宛名番号 ・年度分 ・算定団体コード

・バッチ連番 ・処理コード ・資料番号

・合算区分 ・申告区分 ・徴収区分

・指定番号 ・整理番号 ・受給者番号

・パンチ氏名カナ ・パンチ生年月日 ・専給区分

・給与収入一般 ・給与収入専従 ・給与特定控除

・給与所得 ・所得控除合計 ・源泉徴収税額

・源泉徴収税額内未納 ・源泉徴収税額計算値 ・控除対象配偶者あり

・控除対象配偶者あり（老人） ・配偶者特別控除 ・扶養＿特定

・扶養＿同居老親 ・扶養＿老人合計 ・扶養＿一般

・扶養＿障害（特別同居） ・扶養＿障害（特別合計） ・扶養＿障害（その他）

・控除＿小規模企業共済等掛金 ・控除＿社会保険料 ・控除＿生命保険料

・控除＿損害保険料 ・控除＿住宅取得特別 ・定率控除額

・前職分給与 ・配偶者所得 ・生命保険＿個人年金支払額

・損害保険＿長期支払額 ・本人＿夫あり ・本人＿未成年

・乙欄区分 ・本人＿特別障害 ・本人＿その他障害

・本人＿老年者 ・本人＿寡婦 ・本人＿寡夫

・本人＿勤労学生 ・死亡退職 ・災害者

・外国人 ・就退職区分 ・就退職年月日

・算入強制区分 ・強制親区分 ・警告エラー無視サイン

・併徴先判定区分 ・エラー区分 ・エラー内容

・作成日 ・更新日 ・更新時間

・更新職員宛名番号 ・更新端末番号 ・国民年金保険料等

・転送区分 ・転送先コード ・転送日

・年調区分 ・住宅取得等特別控除可能額 ・住宅居住開始年月日１

・住宅居住開始年月日２ ・住宅借入金等年末残高１ ・住宅借入金等年末残高２

・住宅借入区分１ ・住宅借入区分２ ・住宅借入区分３

・エラー詳細コード ・年少扶養人数 ・生命保険＿支払額

・新生命保険＿支払額 ・新生命保険＿個人年金支払額 ・生命保険＿介護医療支払額

・租税条約区分 ・国外居住区分 ・摘要欄

・特定取得区分１ ・特定取得区分２ ・住宅借入金等特別控除適用数

・非居住者である親族の数 ・控除対象扶養親族の欄外記載有無 ・16歳未満扶養親族の欄外記載有無

・パンチイメージ番号

【年金支払報告書】

・宛名番号 ・年度分 ・算定団体コード

・バッチ連番 ・処理コード ・資料番号

・合算区分 ・入力区分 ・徴収区分

・指定番号 ・パンチ生年月日 ・パンチ氏名カナ

・年金収入 ・年金所得 ・源泉徴収税額

・源泉徴収税額内未納 ・源泉徴収税額計算値 ・定率控除額

・配偶者所得 ・配偶者特別控除 ・控除対象配偶者あり

・控除対象配偶者あり（老人） ・本人＿特別障害 ・本人＿その他障害

・本人＿老年者 ・本人＿寡婦 ・本人＿寡夫

・本人＿勤労学生 ・扶養＿特定 ・扶養＿同居老親

・扶養＿老人合計 ・扶養＿一般 ・扶養＿障害（特別同居）

・扶養＿障害（特別合計） ・扶養＿障害（その他） ・控除＿社会保険料

・算入強制区分 ・強制親区分 ・本人＿夫あり

・警告エラー無視サイン ・エラー区分 ・エラー内容

・作成日 ・更新日 ・更新時間

・更新職員宛名番号 ・更新端末番号 ・転送区分

・転送先コード ・転送日 ・年調区分

・エラー詳細コード ・年少扶養人数 ・非居住者である親族の数

・パンチイメージ番号



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

≪１　課税台帳ファイル≫

１．当初資料ファイル

【確定申告書、住民税申告書】

・宛名番号 ・年度分 ・算定団体コード

・バッチ連番 ・処理コード ・資料番号

・合算区分 ・申告区分 ・徴収区分

・指定番号 ・整理番号 ・受給者番号

・パンチ生年月日 ・パンチ氏名カナ ・納税者番号

・務署連絡区分 ・警告エラー無視サイン ・強制課税区分

・手入力区分 ・所得＿営業等 ・所得＿営業（営業等内訳）

・所得＿他事（営業等内訳） ・所得＿漁業（営業等内訳） ・所得＿農業

・所得＿肉用牛（免税・免外計） ・所得＿肉用牛（免外売却価格） ・所得＿不動産

・所得＿利子 ・所得＿配当（配当控除適用分） ・所得＿配当（配当控除適用無分）

・所得＿配当（少額） ・所得＿給与 ・所得＿公的年金

・所得＿雑 ・所得＿譲渡一時 ・所得＿一時（２分の１前）

・所得＿総合短期 ・所得＿総合譲渡長期（２分の１前） ・所得＿退職

・所得＿分離山林 ・所得＿分離事業雑 ・所得＿分離短期

・所得＿分離短期軽減 ・所得＿分離長期（一般） ・所得＿分離長期（優良）

・所得＿分離長期（居住） ・所得＿分離上場株式 ・所得＿分離未公開株式

・所得＿分離先物取引 ・合計所得金額 ・総所得金額

・総所得金額等 ・純損失の金額 ・雑損失の金額

・先物取引繰越控除 ・専従者控除＿配偶者 ・専従者控除＿その他

・平均課税（前々年変動所得） ・平均課税（前年の変動所得） ・平均課税（変動所得）

・平均課税（臨時所得） ・特別控除＿一時 ・特別控除＿総合譲渡

・特別控除＿短期 ・特別控除＿短期軽減 ・特別控除＿長期（一般）

・特別控除＿長期（優良） ・特別控除＿長期（居住） ・特別控除＿山林

・特別控除＿上場株式 ・特別控除＿未公開株式 ・給与収入（一般）

・給与収入（専従） ・給与（特定控除） ・公的年金収入

・本人＿特別障害 ・本人＿その他障害 ・本人＿老年者

・本人＿寡婦 ・本人＿寡夫 ・本人＿勤労学生

・本人＿未成年 ・本人＿夫あり ・控除対象配偶者あり

・控除対象配偶者あり（老人） ・配偶者所得 ・扶養＿一般

・扶養＿特定 ・扶養＿老人同居 ・扶養＿老人合計

・扶養＿障害（特別同居） ・扶養＿障害（特別合計） ・扶養＿障害（その他）

・青色申告区分 ・専従者＿配偶者 ・専従者＿その他

・非課税所得区分１ ・非課税所得金額１ ・控除＿雑損

・控除＿医療費 ・控除＿社会保険料 ・控除＿小規模企業共済等掛金

・控除＿生命保険料 ・控除＿損害保険料 ・控除＿寄附金

・控除＿配偶者特別 ・控除＿配偶者 ・控除＿本人

・控除＿扶養 ・控除＿障害（扶養控除内数） ・控除＿基礎

・生命保険＿支払額 ・生命保険＿個人年金支払額 ・損害保険＿地震支払額

・損害保険＿長期支払額 ・所得控除＿合計 ・退職＿退職収入（現年課税分）

・退職＿所得税用退職所得 ・退職＿勤続年数 ・退職＿障害区分

・所得税＿控除＿損害保険料 ・所得税＿控除＿生命保険料 ・所得税＿控除＿配偶者特別

・所得税＿控除＿寄附金 ・所得税＿合計所得 ・所得税＿所得控除計

・所得税＿その他税額控除 ・所得税＿所得税額 ・計算値＿合計所得金額

・計算値＿控除額合計 ・計算値＿配当控除 ・計算値＿特別減税額

・計算値＿所得税額 ・収入＿営業等 ・収入＿営業（営業等内数）

・収入＿漁業（営業等内数） ・収入＿他事（営業等内数） ・収入＿農業

・収入＿肉用牛 ・収入＿不動産 ・収入＿利子

・収入＿配当（配当控除適用分） ・収入＿配当（配当控除適用無分） ・収入＿配当（少額配当分）

・収入＿雑 ・収入＿一時 ・収入＿総合譲渡短期

・収入＿総合譲渡長期 ・収入＿分離事業 ・雑

・収入＿分離短期 ・収入＿分離短期軽減 ・収入＿分離長期（一般）

・収入＿分離長期（優良） ・収入＿分離長期（居住） ・収入＿分離山林

・収入＿分離上場株式 ・収入＿分離未公開株式 ・収入＿分離先物取引

・特例摘要条文長期 ・特例摘要条文短期 ・特例摘要条文予備

・エラー区分 ・エラー内容 ・作成日

・更新日 ・更新時間 ・更新職員宛名番号

・更新端末番号 ・配当割額 ・株式譲渡繰越損失

・併徴先判定区分 ・転送区分 ・転送先コード

・転送日 ・所得＿長期（居住特例） ・長期（居住特例）の繰越損失

・収入＿配当（私募証券） ・収入＿配当（一般外貨建） ・所得＿配当（私募証券）

・所得＿配当（一般外貨建等証券） ・所得税＿外国税額控除 ・所得税＿住宅ローン控除

・住宅取得等特別控除 ・翌年申告作成区分 ・住宅取得等特別控除計算値

・住宅取得等特別控除可能額 ・税源移譲減額計算値 ・発送区分

・調査コード ・金額予備８ ・金額予備９

・金額予備１０ ・譲渡割額 ・寄附金（ふるさと納税）



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

≪１　課税台帳ファイル≫

１．当初資料ファイル

【確定申告書、住民税申告書】

・寄附金（共同募金・日赤支部） ・寄附金（市条例指定） ・寄附金（都道府県条例指定）

・所得＿分離上場配当 ・収入＿分離上場配当 ・住宅取得等可能額（Ｈ２１～)

・算入強制区分 ・強制親区分 ・国税連携区分

・還付申告区分 ・エラー詳細コード ・扶養＿年少
・特定寄附金 ・震災関連寄附金(限度額80％の分) ・特定震災指定寄附金(税額控除適用)

・認定NPO寄附金(税額控除適用分) ・寄附金控除(税額控除) ・退職＿特定役員区分
・金額予備項目12 ・金額予備項目13 ・金額予備項目14
・金額予備項目15 ・申告日時 ・新生命保険＿支払額
・新生命保険＿個人年金支払額 ・生命保険＿介護医療支払額 ・寄附金（ワンストップ特例）
・医療費支払額 ・医療費補てん額 ・計算値＿医療費控除
・医療費控除の特例区分 ・特定投資株式の繰越損失 ・金額予備項目18
・金額予備項目19 ・金額予備項目20

【扶養関係】

・宛名番号 ・年度分 ・扶養者宛名番号

・扶養関係コード ・履歴連番 ・作成日

・更新日 ・更新時間 ・更新職員宛名番号

・更新端末番号 ・照会区分

【申告特例通知書】

・宛名番号 ・年度分 ・算定団体コード

・バッチ連番 ・処理コード ・資料番号

・寄附先コード ・パンチ氏名かな ・パンチ生年月日

・パンチ性別 ・合計寄附金額 ・入力日

・算入強制区分 ・作成日 ・更新日

・更新時間 ・更新職員宛名番号 ・更新端末番号

【記載番号情報】

・宛名番号 ・年度分 ・バッチ連番

・処理コード ・合算区分 ・対象区分

・記載順 ・記載個人番号 ・作成日

・更新日 ・更新時間 ・更新職員宛名番号

・更新端末番号

２．障害者ファイル

【賦課期日情報】

・宛名番号 ・年度 ・算定団体コード

・履歴連番 ・氏名カナ ・氏名漢字

・生年月日 ・性別 ・町名

・番地 ・方書 ・地区コード

・行政区コード ・班コード ・世帯番号

・世帯主かな ・世帯主氏名漢字 ・記載順位

・続柄名 ・続柄区分 ・続柄コード１

・続柄コード２ ・続柄コード３ ・続柄コード４

・現存区分 ・人格区分 ・住民となる判定日

・住民となる事由 ・住民でなくなる日 ・住民でなくなる事由

・転出確定区分 ・配偶者宛名番号 ・生活保護区分

・障害者区分１ ・障害者区分２ ・障害者区分３

・国保資格 ・介護保険資格 ・国民年金資格

・国民年金記号 ・国民年金番号 ・後期高齢資格

・各種情報２ ・各種情報３ ・各種情報４

・申告書作成区分 ・前年申告区分 ・前年徴収区分

・本人＿老年者 ・本人＿未成年 ・作成日

・更新日 ・更新時間 ・更新職員宛名番号

・更新端末番号 ・郵便番号 ・郵便番号ＢＣ

・住登外課税区分 ・市町村コード ・申告発送日

・生保開始日 ・生保終了日 ・職業コード

・地域コード ・申告書詳細区分 ・国税納税者番号



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

≪１　課税台帳ファイル≫

３．生活保護ファイル

【賦課期日情報】

・宛名番号 ・年度 ・算定団体コード

・履歴連番 ・氏名カナ ・氏名漢字

・生年月日 ・性別 ・町名

・番地 ・方書 ・地区コード

・行政区コード ・班コード ・世帯番号

・世帯主かな ・世帯主氏名漢字 ・記載順位

・続柄名 ・続柄区分 ・続柄コード１

・続柄コード２ ・続柄コード３ ・続柄コード４

・現存区分 ・人格区分 ・住民となる判定日

・住民となる事由 ・住民でなくなる日 ・住民でなくなる事由

・転出確定区分 ・配偶者宛名番号 ・生活保護区分

・障害者区分１ ・障害者区分２ ・障害者区分３

・国保資格 ・介護保険資格 ・国民年金資格

・国民年金記号 ・国民年金番号 ・後期高齢資格

・各種情報２ ・各種情報３ ・各種情報４

・申告書作成区分 ・前年申告区分 ・前年徴収区分

・本人＿老年者 ・本人＿未成年 ・作成日

・更新日 ・更新時間 ・更新職員宛名番号
・更新端末番号 ・郵便番号 ・郵便番号ＢＣ
・住登外課税区分 ・市町村コード ・申告発送日

・生保開始日 ・生保終了日 ・職業コード

・地域コード ・申告書詳細区分 ・国税納税者番号

４．年金特徴ファイル

【年金特徴対象者情報】

・捕捉年度 ・宛名番号 ・データ区分

・履歴番号 ・レコード区分 ・市町村コード

・特別徴収義務者コード ・通知内容コード ・予備1

・特別徴収制度コード ・作成年月日 ・年金保険者用整理番号1

・年金コード ・予備2 ・生年月日

・性別 ・氏名カナ ・氏名漢字

・郵便番号 ・住所カナ ・住所漢字

・各種区分コード ・処理結果コード ・予備3

・各種年月日 ・各種金額１ ・各種金額２

・各種金額３ ・予備4 ・年金保険者用整理番号2

・特徴開始月 ・特徴開始期別 ・特徴依頼日

・突合結果コード ・突合区分 ・特徴状態

・レコード番号 ・システム作成日 ・更新日

・更新時間 ・更新職員宛名番号 ・更新端末番号

・各種金額４ ・各種金額５ ・各種金額６

・各種金額７ ・各種金額８ ・停止年月

・個人番号

【年金特徴受理情報（天引結果、中止結果）】

・捕捉年度 ・依頼周期 ・依頼年月日

・ファイル名 ・レコード区分 ・市町村コード

・特別徴収義務者コード ・通知内容コード ・予備1

・特別徴収制度コード ・作成年月日 ・年金保険者用整理番号1

・年金コード ・予備2 ・生年月日

・性別 ・氏名カナ ・氏名漢字

・郵便番号 ・住所（カナ） ・住所（漢字）

・各種区分コード ・処理結果コード ・予備3

・各種年月日 ・各種金額欄（金額１） ・各種金額欄（金額２）

・各種金額欄（金額３） ・予備4 ・年金保険者用整理番号2

・レコード番号 ・システム作成日 ・更新日

・更新時間 ・職員宛名番号 ・端末番号

・各種金額４ ・各種金額５ ・各種金額６

・各種金額７ ・各種金額８ ・停止年月

・個人番号



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

≪１　課税台帳ファイル≫

５．課税台帳ファイル

【課税情報】

・宛名番号 ・年度分 ・算定団体コード

・履歴連番 ・処理日 ・異動日

・異動事由 ・異動事由補足 ・申告区分

・徴収区分 ・指定番号 ・整理番号

・受給者番号 ・納税者番号 ・税務署連絡区分

・警告エラー無視サイン ・強制課税区分 ・手入力区分

・前住地課税区分 ・賦課所在地コード ・所得＿営業等

・所得＿営業（営業等内訳） ・所得＿他事（営業等内訳） ・所得＿漁業（営業等内訳）

・所得＿農業 ・所得＿肉用牛 ・肉用牛売却価格

・所得＿不動産 ・所得＿利子 ・所得＿株式配当

・所得＿配当控除無分 ・所得＿配当（少額） ・所得＿給与

・所得＿公的年金 ・所得＿雑 ・所得＿譲渡一時

・所得＿一時（２分の１前） ・所得＿総合短期 ・所得＿総合譲渡長期

・所得＿分離山林 ・所得＿退職 ・所得＿分離事業雑

・所得＿分離短期 ・所得＿分離短期軽減 ・所得＿分離長期一般

・所得＿分離長期優良 ・所得＿分離長期居住 ・所得＿分離上場株式

・所得＿分離未公開株式 ・所得＿分離先物取引 ・所得＿特控後＿山林

・所得＿特控後＿短期 ・所得＿特控後＿短期軽減 ・所得＿特控後＿長期一般

・所得＿特控後＿長期優良 ・所得＿特控後＿長期居住 ・所得＿特控後＿上場株式

・所得＿特控後＿未公開株式 ・合計所得金額 ・総所得金額

・総所得金額等 ・純損失 ・雑損失

・先物取引繰越控除 ・専従者控除＿配偶者 ・専従者控除＿その他

・前々年の変動所得 ・前年の変動所得 ・変動所得

・臨時所得 ・特別控除＿一時 ・前々年の変動所得

・特別控除＿総合譲渡 ・特別控除＿短期 ・特別控除＿短期軽減

・特別控除＿長期一般 ・特別控除＿長期優良 ・特別控除＿長期居住

・特別控除＿山林 ・特別控除＿上場株式 ・特別控除＿未公開株式

・給与収入（一般） ・給与（特定控除） ・公的年金収入

・本人＿特別障害 ・本人＿他障害 ・本人＿老年者

・本人＿寡婦 ・本人＿寡夫 ・本人＿勤労学生

・本人＿未成年 ・本人＿夫あり ・控対配あり

・控対配老人 ・配偶者所得 ・扶養＿一般

・扶養＿特定 ・扶養＿老人同居 ・扶養＿老人合計

・扶養＿障害（特別同居） ・扶養＿障害（特別合計） ・扶養＿障害（その他）

・青色申告区分 ・専従者＿配偶者 ・専従者＿その他

・非課税所得区分１ ・非課税所得金額１ ・控除＿雑損

・控除＿医療費 ・控除＿社会保険料 ・控除＿小規模

・控除＿生保 ・控除＿損保 ・控除＿寄付金

・控除＿配偶者特別 ・控除＿配偶者 ・控除＿本人

・控除＿扶養 ・控除＿扶養障害 ・控除＿基礎

・生命保険＿支払額 ・生命保険＿個人年金 ・損害保険＿地震

・損害保険＿旧長期 ・所得控除＿合計 ・退職＿退職収入

・退職＿所得税用退職 ・退職＿勤続年数 ・退職＿障害区分

・所得税＿控除＿損保 ・所得税＿控除＿生保 ・所得税＿控除＿配偶者特別

・所得税＿控除＿寄付金 ・所得税＿合計所得 ・所得税＿所得控除計

・所得税＿その他税額控除 ・所得税＿所得税額 ・計算値＿合計所得金額

・計算値＿控除額合計 ・計算値＿配当控除 ・計算値＿特別減税額

・計算値＿所得税額 ・保育用所得税額 ・課標＿総合

・課標＿総合（実計） ・課標＿肉用牛 ・課標＿山林

・課標＿退職 ・課標＿事業雑 ・課標＿短期

・課標＿短期軽減 ・課標＿長期優良 ・課標＿長期居住

・課標＿上場株式 ・課標＿未公開株式 ・課標＿先物取引

・課標＿合計 ・市＿総合 ・市＿肉用牛

・市＿山林 ・市＿退職 ・市＿事業雑

・市＿短期 ・市＿短期軽減 ・市＿長期一般

・市＿長期優良 ・市＿長期居住 ・市＿上場株式

・市＿未公開株式 ・市＿先物取引 ・市＿合計

・市＿配当控除 ・市＿外国税額控除 ・市＿調整額

・市＿定率控除額 ・市＿端数 ・市＿所得割

・市＿減免額（所得割） ・市＿均等割 ・市＿減免額（均等割）



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

≪１　課税台帳ファイル≫

５．課税台帳ファイル

【課税情報】

・県＿総合 ・県＿肉用牛 ・県＿山林

・県＿退職 ・県＿事業雑 ・県＿短期

・県＿期軽減 ・県＿長期一般 ・県＿長期優良

・県＿長期居住 ・県＿上場株式 ・県＿未公開株式

・県＿先物取引 ・県＿合計 ・県＿配当控除

・県＿外国税額控除 ・県＿調整額 ・県＿定率控除額

・県＿端数 ・県＿所得割 ・県＿減免額（所得割）

・県＿均等割 ・県＿減免額（均等割） ・差引年税額

・収入＿営業等 ・収入＿営業（営業等内数） ・収入＿漁業（営業等内数）

・収入＿他事（営業等内数） ・収入＿農業 ・収入＿肉用牛

・収入＿不動産 ・収入＿利子 ・収入＿株式配当

・収入＿配当（控除無分） ・収入＿配当（少額配当分） ・収入＿雑

・収入＿一時 ・収入＿総合譲渡短期 ・収入＿総合譲渡長期

・収入＿分離事業雑 ・収入＿分離短期 ・収入＿分離短期軽減

・収入＿分離長期一般 ・収入＿分離長期優良 ・収入＿分離長期居住

・収入＿分離山林 ・収入＿分離上場株式 ・収入＿分離未公開株式

・収入＿先物取引 ・損益＿経常所得 ・損益＿分離短期

・損益＿分離短期軽減 ・損益＿総合譲渡短期 ・損益＿分離長期一般

・損益＿分離長期優良 ・損益＿分離長期居住 ・損益＿譲渡一時

・損益＿分離山林 ・損益＿退職 ・国保＿推定所得

・国保＿繰越損失 ・国保＿繰越損失軽減用 ・特例適用条文長期

・特例適用条文短期 ・特例適用条文予備 ・配当割額

・配当譲渡割の控除額(市町村) ・配当譲渡割の控除額(県) ・決裁区分

・併徴元区分 ・転送区分 ・株式譲渡繰越損失

・強制親区分 ・システム作成日 ・更新日

・更新時間 ・更新職員宛名番号 ・更新端末番号

・市＿老年者経過 ・県＿老年者経過 ・市＿配当譲渡割控除不足額

・県＿配当譲渡割控除不足額 ・市＿調整控除額 ・県＿調整控除額

・所得＿分離長期居住特例 ・長期居住特例繰越損失 ・収入＿配当（私募）

・収入＿配当（一般外貨） ・所得＿配当（私募） ・所得＿配当（一般外貨）

・強制発送区分 ・所得税＿外国税額控除 ・所得税＿住宅ローン控除

・資料番号 ・住宅取得等控除＿入力値 ・市＿税源移譲＿入力値

・市＿住宅取得控除 ・県＿住宅取得控除 ・市＿税源移税税額控除

・県＿税源移譲税額控除 ・翌年申告作成区分 ・住宅取得等特別控除＿計算値

・住宅取得等可能額 ・県＿税源移譲＿入力値 ・発送区分

・調査コード ・上場配当繰越損失 ・住宅用課税標準額

・住宅用所得税額 ・譲渡割額 ・寄附金（ふるさと納税）

・寄附金（共同募金・日赤支部） ・寄附金（市区町村条例指定） ・寄附金（都道府県条例指定）

・市＿寄附金 ・県＿寄附金 ・所得＿分離上場配当

・収入＿分離上場配当課標＿上場配当 ・市＿上場配当 ・県＿上場配当

・住宅借入金等可能額（H21～） ・還付申告区分 ・翌年度用給与支払額

・翌年度用社保 ・還付加算起算日 ・減免区分

・普徴減免開始月 ・特徴減免開始月 ・減免率

・国外所得総額 ・外国所得税額 ・扶養＿年少

・特定寄附金 ・震災関連寄附金 ・特定震災指定寄附金

・認定NPO寄附金 ・寄附金税額控除 ・金額予備項目11

・金額予備項目12 ・金額予備項目13 ・金額予備項目14

・金額予備項目15 ・新生命保険＿支払額 ・新生命保険＿個人年金

・生命保険＿介護医療 ・寄附金（ワンストップ特例）

・市民税　申告特例控除額（税額控除） ・県民税　申告特例控除額（税額控除）

・医療費支払額 ・医療費補てん額 ・計算値＿医療費控除

・医療費控除の特例区分 ・特定投資株式の繰越損失

・金額予備項目18 ・金額予備項目19 ・金額予備項目20



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

≪１　課税台帳ファイル≫

６．事業所情報ファイル

【事業所情報】

・科目コード ・科目詳細コード ・宛名番号

・大分類コード ・中分類コード ・小分類コード

・納付書出力区分 ・事業所ソート区分 ・連絡先

・作成日 ・更新日 ・更新時間

・更新職員宛名番号 ・更新端末番号 ・共済区分

・公務員区分 ・納期特例区分 ・総括はがき作成区分

・郵振作成区分 ・国番 ・事業所予備１

・事業所予備２ ・事業所予備３ ・早期発送区分

・特徴課税区分 ・事業所種別 ・履歴連番

・変更理由 ・事業所予備４ ・事業所予備５

・事業所予備６ ・事業所予備７ ・事業所予備８

・事業所予備９ ・事業所予備１０ ・個人事業主－個人番号

・受取区分 ・メールアドレス ・提出区分



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

≪１　課税台帳ファイル≫

７．宛名ファイル

【住民異動】

・宛名番号      ・続柄区分      ・本籍地連番            ・本名かな

・住民票コード  ・続柄名        ・転出予定日            ・本名漢字

・世帯番号      ・実続柄名      ・転出予定届出日        ・世帯主氏名かな

・準世帯区分    ・生年月日      ・転出予定届出区分      ・世帯主氏名漢字

・最大住所連番  ・和暦生年月日  ・転出予定地連番        ・備考

・現存区分      ・表示用生年月日 ・転出確定日            ・改製連番

・人格区分      ・性別          ・転出確定通知日        ・改製日

・世帯主区分    ・記載順位      ・転出確定届出区分      ・旧氏名かな

・支所コード    ・異動日        ・転出確定地連番        ・旧氏名漢字

・地区コード    ・異動事由      ・住民となる日          ・広域個人番号

・行政区コード  ・異動届出日    ・住民となる事由        ・番号制度個人番号

・班コード      ・異動届出区分  ・住民となる届出日  

・小学校区コード ・住定日        ・住民となる届出区分  

・中学校区コード ・住定事由      ・住民でなくなる日  

・投票区コード  ・住定届出日    ・住民でなくなる事由  

・算定団体コード ・住定届出区分  ・住民でなくなる届出日  

・続柄コード１  ・現住所連番    ・住民でなくなる届出区分

・続柄コード２  ・前住所連番    ・死亡日不詳区分  

・続柄コード３  ・転入前住所連番 ・氏名かな  

・続柄コード４  ・転入未届地連番 ・氏名漢字

【宛名履歴】

・宛名番号      ・続柄区分      ・本籍地連番            ・本名かな

・履歴連番      ・続柄名        ・転出予定日            ・本名漢字

・適用日        ・実続柄名      ・転出予定届出日        ・世帯主氏名かな

・登録業務      ・生年月日      ・転出予定届出区分      ・世帯主氏名漢字

・世帯番号      ・和暦生年月日  ・転出予定地連番        ・備考

・現存区分      ・表示用生年月日 ・転出確定日            ・改製連番

・準世帯区分    ・性別          ・転出確定通知日        ・改製日

・人格区分      ・記載順位      ・転出確定届出区分      ・旧氏名かな

・国籍コード    ・異動日        ・転出確定地連番        ・旧氏名漢字

・支所コード    ・異動事由      ・住民となる日          ・広域個人番号

・地区コード    ・異動届出日    ・住民となる事由        ・番号制度個人番号

・行政区コード  ・異動届出区分  ・住民となる届出日  

・班コード      ・住定日        ・住民となる届出区分  

・小学校区コード ・住定事由      ・住民でなくなる日  

・中学校区コード ・住定届出日    ・住民でなくなる事由  

・投票区コード  ・住定届出区分  ・住民でなくなる届出日  

・算定団体コード ・現住所連番    ・住民でなくなる届出区分

・生年月日 　　 ・前住所連番    ・死亡日不詳区分  

・和暦生年月日  ・転入前住所連番 ・氏名かな  

・表示用生年月日 ・転入未届地連番 ・氏名漢字

・性別          

・市町村コード  

・大字コード    

・本番          

・枝番１        

・枝番２        



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

※令和３年度追加

《１　課税台帳ファイル》
１．当初資料ファイル

　【給与支払報告書】
　　・概要欄

　　・給与＿所得金額調整控除額
　　・控除＿基礎
　　・本人＿ひとり親

　【確定申告書、住民税申告書】

　　・給与＿所得金額調整控除適用区分
　　・給与＿所得金額調整控除額
　　・本人＿ひとり親

　　・内）収入＿その他雑
　　・内）収入＿業務雑

　　・内）所得＿その他雑
　　・内）所得＿業務雑

５．課税台帳ファイル
　【課税情報】

　　・給与＿所得金額調整控除適用区分
　　・給与＿所得金額調整控除額
　　・本人＿ひとり親

　　・内）収入＿その他雑
　　・内）収入＿業務雑

　　・内）所得＿その他雑
　　・内）所得＿業務雑



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

≪２　収納管理情報ファイル≫

１．収納情報

・科目コード ・科目詳細コード ・期割団体コード

・調定年度 ・年度分 ・通知書番号

・論理期別 ・表示用期別 ・表示用期別漢字

・収納日 ・冊号 ・入力連番

・入力連番内連番 ・領収日 ・納付方法

・収納区分 ・収納額 ・督促手数料

・延滞金 ・前納報奨金 ・還付加算金

・会計年度 ・会計年度督促手数料 ・会計年度延滞金

・決算区分 ・OCRID ・支所コード

・納付金融機関コード ・納付支店コード ・発行連番

・口座登録連番 ・充当還付連番 ・歳出還付区分

・還付取消区分 ・還付取消日 ・充当科目コード

・充当科目詳細コード ・充当期割団体コード ・充当調定年度

・充当年度分 ・充当通知書番号 ・充当論理期別

・収納額から収納額 ・収納額から督促料 ・収納額から延滞金

・督促料から収納額 ・督促料から督促料 ・督促料から延滞金

・延滞金から収納額 ・延滞金から督促料 ・延滞金から延滞金

・速確区分 ・優先区分 ・払込日

・払込時刻 ・コンビニコード ・店舗コード

・送金予定日 ・滞納管理共通１ ・滞納管理共通２

・延滞金計算基準日 ・事業年度自 ・事業年度至

・申告区分 ・修正回数 ・収納額（法人税割）

・収納額（均等割）

２．滞納処分情報

・科目コード ・科目詳細コード ・期割団体コード

・調定年度 ・年度分 ・通知書番号

・論理期別 ・処分日 ・処分コード

・処分理由 ・処分取消日 ・処分取消区分

・処分取消理由 ・滞納区分 ・滞納管理１

・滞納管理２ ・処分調定 ・処分督促

・処分延滞 ・事業年度自 ・事業年度至

・申告区分 ・修正回数

３．口座情報

・宛名番号 ・科目コード ・科目詳細コード

・振替振込区分 ・申請自治体 ・申請日

・適用開始日 ・適用終了日 ・金融機関コード

・支店コード ・支店枝番 ・口座種別

・口座番号 ・表示用口座番号 ・口座名義人番号

・口座名義人カナ ・口座名義人漢字 ・口座終了理由

・通知書区分 ・指定口座区分 ・口座登録連番

・振替済通知書 ・業務管理番号 ・前納区分

・新規コード ・申請番号



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

≪３　軽自動車税情報ファイル≫

1. 車両台帳

・算定団体コード ・車両番号 ・履歴連番

・車種コード ・標識区分 ・標識かな

・標識番号 ・所有者宛名番号 ・使用者宛名番号

・納税義務者区分 ・課税区分 ・特例区分

・減免区分 ・リース区分 ・米軍区分

・取得年月日 ・取得事由 ・廃車年月日

・廃車事由 ・プレート回収区分 ・異動年月日

・事由種別 ・異動事由 ・車名

・型式 ・年式 ・車台番号

・排気量 ・単位区分 ・型式認定番号

・原動機型式 ・動力区分 ・定置場所

・名義異動通知出力区分 ・作成日 ・更新日

・更新時間 ・更新職員番号 ・更新端末番号

・備考

2. 課税台帳

・算定団体コード ・車両番号 ・調定年度

・年度分 ・履歴連番 ・車両マスタ履歴連番

・通知書番号 ・義務者宛名番号 ・科目コード

・科目詳細コード ・車種コード ・統計コード

・ソート区分 ・税額 ・更正日

・更正事由 ・作成日 ・更新日

・更新時間 ・更新職員番号 ・更新端末番号



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

≪情報連携基盤システムファイル≫※中間サーバ連携情報

1 課税年度 49 分離長期譲渡一般所得額 97 16歳未満扶養親族

2 更正年月日 50 分離長期一般特別控除額 98 専従者控除額

3 非課税区分 51 分離長期譲渡特定所得額 99 配専区分

4 未申告区分 52 分離長期特定特別控除額 100 他専人数

5 総所得金額等 53 分離長期譲渡軽課所得額 101 青白区分

6 合計所得金額 54 分離長期軽課特別控除額 102 専従主都道府県市町村コード

7 総所得金額 55 株式等譲渡所得額（申告分離） 103 扶養者都道府県市町村コード

8 給与所得額 56 未公開株式等譲渡所得額 104 所得控除合計額

9 給与収入額 57 上場株式等譲渡所得額 105 課税所得額（課税標準額）

10 給与専従者収入額 58 上場株式等配当所得額（申告分離） 106 総合課標

11 給与所得額 59 株式譲渡所得割額 107 土地等課標

12 特定支出控除額 60 条約適用利子等所得額 108 分離短期一般課標

13 雑所得額（総合課税） 61 条約適用配当等所得額 109 分離短期軽減課標

14 公的年金等所得額 62 先物取引雑所得額 110 分離長期一般課標

15 公的年金等収入額 63 繰越控除額 111 分離長期特定課標

16 公的年金等以外雑所得額（総合課税） 64 純損失繰越控除額 112 分離長期軽課課標

17 事業所得額 65 居住用財産譲渡損失繰越控除額 113 未公開株式課標

18 営業所得額 66 特定居住用財産譲渡損失繰越控除額 114 上場株式譲渡課標

19 農業所得額 67 上場株式等譲渡損失繰越控除額 115 上場株式配当課標

20 特例肉用牛売却価格 68 特例株式等譲渡損失繰越控除額 116 先物取引課標

21 特例肉用牛所得額 69 先物取引差金等決済損失繰越額 117 山林課標

22 免税対象肉用牛所得額 70 雑損失繰越控除額 118 退職課標

23 不動産所得額 71 居住用損失額 119 特例肉用牛課標

24 利子所得額（総合課税） 72 雑損控除額 120 市町村民税_住宅貸入金等特別控除額

25 配当所得額（総合課税） 73 医療費控除額 121 市町村民税_寄付金控除

26 株式配当所得額 74 小規模共済等掛金控除額 122 市町村民税_外国税控除額

27 外貨建配当所得額 75 社会保険料控除額 123 市町村民税_配当控除額

28 証券投資配当所得額 76 生命保険料控除額 124 市町村民税_人的控除軽減額

29 少額配当所得額 77 地震保険料控除額 125 市町村民税_所得割調整額

30 その他配当所得額 78 配偶者特別控除額 126 市町村民税所得割額

31 配当所得計 79 基礎控除額 127 市町村民税均等割額

32 配当割額 80 配偶者控除等 128 市町村民税所得割額（減免前）

33 譲渡所得額（総合課税） 81 扶養控除 129 市町村民税均等割額（減免前）

34 長期譲渡所得額 82 一般 130 都道府県民税_住宅貸入金等特別控除額

35 特別控除額（長期譲渡所得） 83 特定 131 都道府県民税_寄付金控除

36 短期譲渡所得額 84 老人 132 都道府県民税_外国税控除額

37 特別控除額（短期譲渡所得） 85 同老 133 都道府県民税_配当控除額

38 一時所得額（総合課税） 86 16歳未満扶養者数 134 都道府県民税_人的控除軽減額

39 一時所得額 87 障害者控除 135 都道府県民税_所得割調整額

40 一時所得特別控除額 88 普障 136 都道府県民税_所得割額

41 山林所得額 89 特障 137 都道府県民税均等割額

42 退職所得額（総合課税） 90 同特 138 都道府県民税_所得割額（減免前）

43 譲渡所得額（分離課税） 91 本人該当区分 139 都道府県民税均等割額（減免前）

44 分離短期土地等事業・雑所得額 92 控除対象配偶者 140 減免税額

45 分離短期譲渡一般所得額 93 控除対象障害者 141 所得税確定申告書の提出の有無

46 分離短期一般特別控除額 94 控除対象寡婦 142 住民税申告書の提出の有無

47 分離短期譲渡軽減所得額 95 控除対象勤労学生

48 分離短期軽減特別控除額 96 扶養控除対象



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

≪４　滞納整理情報ファイル≫　全９０３項目

≪個人情報≫　５６項目
　宛名番号、世帯番号、氏名、氏名カタカナ、通称名、通称名カナ、郵便番号、現住所、現住所方書、電話番号、電話番号２、
　戸籍本籍、戸籍筆頭者、生年月日、続柄１、続柄２、続柄３、性別、個人種別コード、代表者名、地区コード、担当者コード、
　担当者コード２、住所コード、送付先区分、送付先郵便番号、送付先住所、送付先住所方書、送付先氏名、
　送付先郵便番号2、送付先住所2、送付先住所方書2、送付先氏名2、送付先郵便番号3、送付先住所3、送付先住所方書3、
　送付先氏名3、送付先郵便番号4、送付先住所4、送付先住所方書4、送付先氏名4、故人フラグ、携帯フラグ、催告フラグ、
　介護保険資格フラグ、自治体コード、課税者フラグ、滞納金額、同一人コード、共有FLG、担当変更不可、
　送付先住所コード、本籍地住所コード、現住所区分、ＤＶフラグ、個人番号

≪個人異動履歴≫　８項目
　宛名番号、処理日、履歴番号、氏名、郵便番号、住所、住所方書、故人フラグ

≪賦課情報≫　６３項目
　期別明細KEY、年度、賦課年度、税目、期別、宛名番号、通知書番号、調定日、申告区分、税額、督促手数料、延滞金、
　確定延滞金FLG、確定延滞金、納期限、納期変更フラグ、公示フラグ、処分１、処分年月日、交付年月日、停止年月日、
　猶予申請日、猶予開始日、猶予終了日、猶予取消日、猶予許可不許可区分、督促日、督促公示フラグ、督促公示日、
　法定納期限等、繰上日、起算日、確定申告日、更正申告日、修正申告日、事業開始、事業終了、延長期限、申告日、
　納税管理人、車輌、保険証、介護フラグ、会計年度、収納額、収納督促手数料、収納延滞金、最終収納日、完納フラグ、
　未納本税、未納督促、未納延滞金、未納金額、年度区分、管轄CD、未納ワーク更新FLG、加算金区分、所得割、
　付加価値割、資本割、収入割、当初課税額、重加算金対象税額

≪収納情報≫　２９項目
　期別明細KEY、収納回数、還付フラグ、年度、賦課年度、税目、期別、宛名番号、通知書番号、調定日、申告区分、
　収納本税、督促手数料、収納延滞金、収納日、日計日、収納区分、仮消区分、納付事由、収納取込日、年度区分、
　管轄CD、未納ワーク更新FLG、加算金区分、所得割、付加価値割、資本割、収入割、当初課税額

≪分納情報≫　４６項目　
　処分宛名番号、枝番、分納願年月日、分納誓約日、誓約期間自、誓約期間至、誓約月数、支払方法区分、分納担当者、
　分納理由、延滞金計算区分、延滞金率区分、端数区分、分納月区分、分納支払日、分納金額、納付優先区分、
　延滞金納付区分、分納承認日、取消年月日、取消担当者、取消理由、納付誓約額合計、納付誓約額本税、
　納付誓約額督促手数料、納付誓約額延滞金、賞与額1、賞与額2、賞与額3、賞与額4、賞与額5、賞与額6、賞与額7、
　賞与額8、賞与額9、賞与額10、賞与額11、賞与額12、相殺FLG、口座名義人、口座名義人カナ、口座番号、口座種別、
　債務者、延滞金計算日、納付誓約額加算金

≪徴収猶予情報≫　５５項目
　処分宛名番号、枝番、猶予申請日、延長申請日、担保有無、猶予期間自、猶予期間至、猶予月数、支払方法区分、
　猶予担当者、猶予理由、猶予備考、延滞金計算区分、延滞金率区分、端数区分、分納月区分、分納支払日、延長月区分、
　延長支払日、分納金額、納付優先区分、延滞金納付区分、許可不許可区分、許可不許可日、延長区分、延長期間自、
　延長期間至、延長月数、延長備考、取消年月日、取消担当者、延長担当者、取消理由、取消備考、徴収猶予合計、
　徴収猶予本税、徴収猶予督促手数料、徴収猶予延滞金、状態、時効起算日、賞与額1、賞与額2、賞与額3、賞与額4、
　賞与額5、賞与額6、賞与額7、賞与額8、賞与額9、賞与額10、賞与額11、賞与額12、相殺FLG、延滞金計算日、
　徴収猶予加算金、

≪換価猶予情報≫　５４項目 
　処分宛名番号、枝番、換価猶予日、猶予延長日、担保有無、猶予期間自、猶予期間至、猶予月数、支払方法区分、
　猶予担当者、猶予理由、猶予備考、延滞金計算区分、延滞金率区分、端数区分、分納月区分、分納支払日、分納金額、
　延長月区分、延長支払日、納付優先区分、延滞金納付区分、猶予区分、延長区分、延長期間自、延長期間至、延長月数 
　延長備考、取消年月日、取消担当者、取消理由、延長担当者、取消備考、換価猶予合計、換価猶予本税、
　換価猶予督促手数料、換価猶予延滞金、状態、時効起算日、賞与額1、賞与額2、賞与額3、賞与額4、賞与額5、賞与額6、
　賞与額7、賞与額8、賞与額9、賞与額10、賞与額11、賞与額12、相殺FLG、延滞金計算日、換価猶予加算金



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

≪４　滞納整理情報ファイル≫

≪課税根拠情報≫　２３５項目
　宛名番号、年度、賦課年度、特徴番号、課非別、給与収入、給与所得、公的年金収入、公的年金所得、所得コード１、所得金額１、
　所得コード２、所得金額２、所得コード３、所得金額３、所得コード４、所得金額４、所得コード５、所得金額５、所得コード６、
　所得金額６、所得コード７、所得金額７、所得コード８、所得金額８、総所得合計、所得コード（分離）１、所得金額（分離）１、
　所得コード（分離）２、所得金額（分離）２、所得コード（分離）３、所得金額（分離）３、所得コード（分離）４、所得金額（分離）４、
　所得コード（分離）５、所得金額（分離）５、所得コード（分離）６、所得金額（分離）６、所得コード（分離）７、所得金額（分離）７、
　所得コード（分離）８、所得金額（分離）８、所得コード（分離）９、所得金額（分離）９、所得コード（分離）１０、所得金額（分離）１０、
　所得コード（分離）１１、所得金額（分離）１１、所得コード（分離）１２、所得金額（分離）１２、所得コード（分離）１３、所得金額（分離）１３、
　所得コード（分離）１４、所得金額（分離）１４、所得コード（分離）１５、所得金額（分離）１５、所得コード（分離）１６、所得金額（分離）１６、
　所得コード（分離）１７、所得金額（分離）１７、所得コード（分離）１８、所得金額（分離）１８、所得コード（分離）１９、所得金額（分離）１９、
　所得コード（分離）２０、所得金額（分離）２０、所得コード（分離）２１、所得金額（分離）２１、所得コード（分離）２２、所得金額（分離）２２、
　所得コード（分離）２３、所得金額（分離）２３、所得コード（分離）２４、所得金額（分離）２４、所得コード（分離）２５、所得金額（分離）２５、
　所得コード（分離）２６、所得金額（分離）２６、所得コード（分離）２７、所得金額（分離）２７、所得控除コード1、所得控除金額1、
　所得控除コード2、所得控除金額2、所得控除コード3、所得控除金額3、所得控除コード4、所得控除金額4、所得控除コード5、
　所得控除金額5、所得控除コード6、所得控除金額6、所得控除コード7、所得控除金額7、所得控除コード8、所得控除金額8、
　所得控除コード9、所得控除金額9、所得控除コード10、所得控除金額10、所得控除コード11、所得控除金額11、所得控除コード１２、
　所得控除金額１２、基礎控除、所得控除合計、総所得金額等、課税標準コード1、課税標準金額1、課税標準コード2、課税標準金額2、
　課税標準コード3、課税標準金額3、課税標準コード4、課税標準金額4、課税標準コード5、課税標準金額5、課税標準コード6、
　課税標準金額6、課税標準コード7、課税標準金額7、課税標準コード8、課税標準金額8、課税標準コード9、課税標準金額9、
　課税標準コード10、課税標準金額10、課税標準コード11、課税標準金額11、課税標準コード12、課税標準金額12、課税標準コード13、
　課税標準金額13、課税標準コード14、課税標準金額14、課税標準コード15、課税標準金額15、課税標準コード16、課税標準金額16、
　課税標準コード17、課税標準金額17、課税標準コード18、課税標準金額18、課税標準コード19、課税標準金額19、課税標準コード20、
　課税標準金額20、課税標準コード21、課税標準金額21、算出所得割額（区民税）１、算出所得割額（区民税）２、
　算出所得割額（区民税）３、算出所得割額（区民税）４、算出所得割額（区民税）５、算出所得割額（区民税）６、
　算出所得割額（区民税）７、算出所得割額（区民税）８、算出所得割額（区民税）９、算出所得割額（区民税）１０、
　算出所得割額（区民税）１１、算出所得割額（区民税）１２、算出所得割額（区民税）１３、算出所得割額（区民税）１４、
　算出所得割額（区民税）１５、算出所得割額（区民税）１６、算出所得割額（区民税）１７、税額控除（区民税）１、税額控除（区民税）２、
　税額控除（区民税）３、税額控除（区民税）４、税額控除（区民税）５、税額控除（区民税）６、税額控除（区民税）７、
　税額控除（区民税）８、所得割額（区民税）、均等割額（区民税）、算出所得割額（都民税）１、算出所得割額（都民税）２、
　算出所得割額（都民税）３、算出所得割額（都民税）４、算出所得割額（都民税）５、算出所得割額（都民税）６、
　算出所得割額（都民税）７、算出所得割額（都民税）８、算出所得割額（都民税）９、算出所得割額（都民税）１０、
　算出所得割額（都民税）１１、算出所得割額（都民税）１２、算出所得割額（都民税）１３、算出所得割額（都民税）１４、
　算出所得割額（都民税）１５、算出所得割額（都民税）１６、算出所得割額（都民税）１７、税額控除（都民税）１、税額控除（都民税）２、
　税額控除（都民税）３、税額控除（都民税）４、税額控除（都民税）５、税額控除（都民税）６、税額控除（都民税）７、
　税額控除（都民税）８、所得割額（都民税）、均等割額（都民税）、合計税額、減免額１、減免額２、差引税額、控除不足額、
　給与特徴額、年金特徴額、普徴税額１、普徴税額２、普徴税額３、控除配偶者、老人控除配偶者、配偶者特別控除、老人扶養人数、
　同居老親扶養人数、特定扶養人数、一般扶養人数、１６歳未満扶養人数、特障扶養人数、同居特障扶養人数、他障扶養人数、
　未成年者該当、特別障害者該当、その他障害者該当、老年者該当、寡婦該当、寡婦の特例該当、寡夫該当、勤労学生該当、
　特殊計算、通知年月日、データ作成日

≪軽自動車税車両情報≫　２２項目
　宛名番号、年度、賦課年度、通知書番号、車名、車台番号、型式、車両種別、定置場、排気量、標識返納、代理人、登録年月日、
　登録処理年月日、登録事由、廃車年月日、廃車処理年月日、廃車事由、所有権留保、電話番号、自動車識別、データ作成日、
　初回車検年月

≪動産情報≫　３９項目
　処分宛名番号、動産種類、枝番、捜索場所、捜索年月日、捜索開始時間、捜索終了時間、差押財産、立会人住所、立会人氏名、
　状態区分、差押起案日、差押年月日、差押担当者、履行期限、解除起案日、解除年月日、解除担当者、解除理由、解除備考、
　完納年月日、終了年月日、終了担当者、公告番号、配当額、売却フラグ、差押区分、差押執行機関名、差押執行機関住所、
　差押執行機関郵便番号、先行差押年月日、初回執行日、最終執行日、次回予定日、猶予取消日、滞納処分費件数、
　滞納処分費額、差押氏名、差押住所

≪不動産情報≫　３０項目
　宛名番号、物件番号、物件種類、物件所在、物件所在地番、家屋番号、符号、種類、地目構造、地積床面積一階、地積床面積二階、
　地積床面積三階、地積床面積地階、敷地権の種類、敷地権の割合、一棟建物床面積、一棟の番号、一棟の構造、占有の番号、
　名義、抵当権有無、差押区分、登記年月日、受付番号、差押執行機関名、差押執行機関住所、差押執行機関郵便番号、売却フラグ、
　不動産番号、本人持分

≪不動産階層情報≫　７項目
　宛名番号、物件番号、階層番号、物件種類、階数コード、床面積、不動産番号



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

≪４　滞納整理情報ファイル≫

≪他債権情報≫　４０項目
　処分宛名番号、債権種類、枝番、調査内容、宛名番号、債務者、照会枝番、状態区分、差押区分、差押起案日、差押年月日、
　差押担当者、差押時間、履行期限、完納年月日、解除起案日、解除年月日、解除担当者、解除理由、解除備考、債務者名、
　債務者住所、送付先名、送付先住所、送付先方書、送付先郵便番号、差押額、終了年月日、終了担当者、配当額、初回執行日、
　最終執行日、次回予定日、猶予取消日、預金種類、口座番号、滞納処分費件数、滞納処分費額、差押氏名、差押住所

≪交付要求情報≫　３５項目
　処分宛名番号、事件番号、枝番、状態区分、交付要求起案日、交付要求年月日、交付要求担当者、事件年月日、区分、
　差押年月日、差押執行機関名、差押執行機関住所、差押執行機関郵便番号、完納年月日、解除起案日、解除年月日、
　解除担当者、解除理由、解除備考、終了年月日、終了担当者、公告番号、配当額、破産手続日、執行機関名A、
　執行機関住所A、執行機関郵便番号A、事件管轄機関名、事件種類、財産区分、財産情報、滞納処分費件数、滞納処分費額、
　差押氏名、差押住所

≪公売情報≫　５３項目
　処分宛名番号、財産種類、枝番、公告番号、公売日、宛名番号、動産種類、財産枝番、公売数量、公売保証金、公売見積価額、
　公売期間自、公売期間時間自、公売期間至、公売期間時間至、開札日、開札時間、公売場所、売却決定日、売却決定時間、
　売却決定場所、代金納付期限、代金納付時刻、公売中止日、公売中止事由、最高価額申込者名称、最高価額申込者住所、
　最高価額申込決定日、最高価額申込決時刻、最高価額売却決定日、最高価額売却決時刻、最高価額売却決場所、
　最高価額申込額、最高価額申込取消事由、次順位価額申込者名称、次順位価額申込者住所、次順位価額申込決定日、
　次順位価額申込決時刻、次順位価額売却決定日、次順位価額売却決時刻、次順位価額売却決場所、次順位価額申込額、
　次順位価額取消事由、差押氏名、差押住所、売却区分番号、公売方法、公売方法名称、参加申込期間自、
　参加申込期間時間自、参加申込期間至、参加申込期間時間至、公売場所_URL

≪配当情報≫　２４項目
　処分宛名番号、財産種類、枝番、宛名番号、動産種類、公売枝番、受入金額、金融区分、債務者、預金種類、口座番号、
　口座名義人、口座名義人カナ、残余金配当先名、残余金、交付年月日、交付時刻、交付場所、受入財産、差押氏名、差押住所、
　配当起案日、配当作成日、延滞金計算日

≪配当情報（交付要求）≫　２３項目
　宛名番号、財産種類、枝番、連番、受付年月日、交付要求機関名、交付要求機関郵便番号、交付要求機関住所、年度、
　賦課年度、税目、期別、通知書番号、調定日、申告区分、法定納期限等、税額、督促手数料、延滞金、加算金、配当順位、
　配当金額、備考

≪執行停止情報≫　１８項目
　処分宛名番号、枝番、調査年月日、調査担当者、特記事項、確認事項、状態区分、執行停止起案日、執行停止年月日、
　執行停止担当者、法令、執行停止理由、納税消滅予定年月日、解除起案日、解除年月日、解除担当者、解除理由、解除備考

≪欠損情報≫　１２項目
　処分宛名番号、枝番、調査年月日、調査担当者、特記事項、確認事項、状態区分、欠損起案日、欠損年月日、欠損担当者、
　法令、欠損理由

≪承継情報≫　１０項目
　処分宛名番号、枝番、裁判所、照会枝番、状態区分、承継起案日、承継年月日、承継担当者、財産評価額、滞納税額

≪勤務先情報≫　１２項目
　宛名番号、年度、枝番、勤務先郵便番号、勤務先名、勤務先住所、勤務先住所方書、勤務先電話番号、勤務先代表者名、
　事業種別、更新不可、優先順位

≪催告訪問記録情報≫　１７項目
　記録年月日、記録時間、行動記録分類、行動記録内容、行動記録備考、行動記録区分、結果記録分類、結果記録内容、
　結果記録年月日、結果記録時間、結果記録備考、結果記録区分、担当者、部署、調定額、収納額、計算有無

≪口座情報≫　１５項目
　宛名番号、税目、金融機関コード、金融機関名、口座番号、口座名義人、口座名義人カナ、口座種別、口座開始日、
　口座終了日、全納報奨金区分、開始年期_年度、開始年期_期別、申請日、データ作成日


