（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
１ 特定個人情報ファイル名【固定資産税課税台帳】
②システム（家屋評価業務支援システム（ＨＯＵＳＡＳ））
＜物件管理情報＞
・一棟コード ・同棟コード ・新増区分 ・現況構造 ・現況用途 ・評価用途 ・義務者コード
・義務者名 ・所在地 ・担当地区 ・担当者名 ・建築年 ・調査日 ・施工業者 ・Acro連携
・現況種類 ・現況屋根 ・延床面積 ・再建築費 ・㎡再建築費 ・評価額 ・階数 ・賦課年
・経過年数 ・開始年 ・終了年 ・軽減コード ・軽減床面積 ・戸数 ・軽減（％） ・集計 ・作図

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
１ 特定個人情報ファイル名【固定資産税課税台帳】
③システム（地図情報システム（ＧＩＳシステム））
＜土地一般情報＞
・UserID ・一筆コード ・所有者コード ・所有者カナ氏名 ・所有者漢字氏名 ・所有者住所
・大字名称 ・小字名称 ・表示地番 ・台帳地目 ・台帳地目名称 ・課税地目 ・課税地目名称
・登記地積 ・課税地積 ・評価地積 ・大字 ・大字附番 ・小字 ・小字附番 ・本番 ・本番附番
・枝番 ・枝番附番 ・子番 ・子番附番 ・孫番 ・孫番附番 ・曾番 ・曾番附番 ・玄番 ・玄番附番
・多地目 ・多評価 ・代表大字 ・代表大字附番 ・代表小字 ・代表小字附番 ・代表本番
・代表本番附番 ・代表枝番 ・代表枝番附番 ・代表子番 ・代表子番附番 ・代表孫番 ・代表孫番附番
・代表曾番 ・代表曾番附番 ・代表玄番 ・代表玄番附番 ・代表多地目 ・代表多評価 ・課税細目
・用途地域 ・造成費 ・都市市街区分 ・課税非課税区分 ・評価方法 ・新状況類似番号 ・比準割合
・角地区分 ・正面路線番号 ・正面間口（ｍ） ・正面奥行（ｍ） ・正面補正１種類 ・正面補正1率
・正面補正2種類 ・正面補正2率 ・正面補正3種類 ・正面補正3率 ・正面補正4種類
・正面補正4率 ・正面補正5種類 ・正面補正5率 ・側方1路線番号 ・側方1間口（ｍ）
・側方1奥行（ｍ） ・側方1角地区分 ・側方2路線番号 ・側方2間口（ｍ） ・側方2奥行（ｍ）
・側方2角地区分 ・二方1路線番号 ・二方1間口（ｍ） ・二方1奥行（ｍ） ・二方1角地区分
・二方2路線番号 ・二方2間口（ｍ） ・二方2奥行（ｍ） ・二方2角地区分 ・全体補正１種類
・全体補正１率 ・全体補正2種類 ・全体補正2率 ・全体補正3種類 ・全体補正3率
・全体補正4種類 ・全体補正4率 ・全体補正5種類 ・全体補正5率 ・全体補正率合計
・正面不整形補正区分 ・想定整形地間口 ・想定整形地奥行 ・想定整形地地積 ・不整形補正率
・想定整形地画地面積 ・蔭地割合 ・前単価 ・今単価 ・正面奥行価格補正率 ・正面間口狭小
・正面奥行長大 ・側方1奥行価格補正率 ・側方1加算率 ・側方2奥行価格補正率 ・側方2加算率
・二方1奥行価格補正率 ・二方1加算率 ・二方2奥行価格補正率 ・二方2加算率 ・角地補正率
・規模格差補正率 ・正面路線価評点数 ・側方１路線価評点数 ・側方2路線価評点数
・二方１路線価評点数 ・二方2路線価評点数 ・全体路線価評点数 ・形状1 ・形状2 ・図面番号
・異動事由 ・登記受付日 ・登記原因日 ・評価額 ・名義人コード ・名義人カナ氏名
・名義人漢字氏名 ・名義人住所 ・農業用施設用地区分 ・砂防調査地目 ・砂防調査地籍 ・軽減区分
・軽減開始年 ・軽減終了年 ・軽減地積 ・減免区分 ・減免開始年 ・減免終了年 ・減免地積
・住宅用占有率 ・合計住宅用地積 ・合計住宅用住宅数 ・合計小規模住宅用地積 ・合計一般住宅用地積
・合計非住宅用地積 ・延床面積 ・居住床面積 ・軽減後課税標準額固定 ・軽減後課税標準額都市
・計算上の奥行 ・無道路地長さ ・無道路地の補正率 ・近い奥行 ・通路開設補正率 ・補正率無道路地
・漢字地番 ・図面地番 ・画地番号 ・図形大字
＜家屋マスター＞
・RecID ・UserID ・一棟コード ・同棟コード ・義務者コード ・義務者カナ氏名 ・義務者漢字氏名
・義務者住所 ・大字名称 ・小字名称 ・表示地番 ・現況一階床面積 ・現況一階以外床面積
・現況合計床面積 ・現況構造 ・現況構造名称 ・現況屋根 ・現況屋根名称 ・現況種類 ・現況種類名称
・現況用途 ・現況用途名称 ・大字 ・大字附番 ・小字 ・小字附番 ・本番 ・本番附番 ・枝番
・枝番附番 ・子番 ・子番附番 ・孫番 ・孫番附番 ・曾番 ・曾番附番 ・玄番 ・玄番附番
・所在地地番 ・家屋番号1 ・家屋番号1附番 ・家屋番号2 ・家屋番号2附番 ・家屋番号3
・家屋番号3附番 ・家屋番号4 ・家屋番号4附番 ・家屋番号5 ・家屋番号5附番 ・家屋番号6
・家屋番号6附番 ・家屋番号 ・調査番号 ・登記用途1 ・登記用途1名称 ・登記用途2
・登記用途2名称 ・登記用途3 ・登記用途3名称 ・登記構造 ・登記構造名称 ・登記屋根 ・登記階層
・登記一階床面積 ・登記二階床面積 ・登記合計床面積 ・登記居住床面積 ・現況階層地上
・現況階層地下 ・現況居住床面積 ・課税非課税区分 ・都市計画区分 ・建築年月日 ・新増築判定
・異動年月日 ・異動事由 ・主たる用途 ・主たる床面積 ・その他用途1 ・その他床面積1
・その他用途2 ・その他床面積2 ・その他用途3 ・その他床面積3 ・登記受付日 ・登記原因日
・所有者コード ・所有者カナ氏名 ・所有者漢字氏名 ・所有者住所 ・整理番号1 ・整理番号2
・整理番号3 ・都市市街区分 ・評価額 ・特例後課税標準額固定 ・特例後課税標準額都市
・所有区分 ・マンション漢字名称 ・入居世帯数 ・新築軽減適用1戸数 ・漢字地番 ・図面地番
・図面整理番号 ・判読名称 ・形状の有無

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
１ 特定個人情報ファイル名【固定資産税課税台帳】
①システム（Acrocity固定資産税）
＜土地基本＞
・削除フラグ ・利用団体コード ・合併前利用団体コード ・一筆コード ・賦課年度 ・年度ＳＥＱ ・有効年度 ・有効年度ＳＥＱ
・義務者コード ・異動事由 ・異動日 ・登記受付日 ・登記原因日 ・登記名義人有無 ・大字 ・大字附番 ・小字（丁目）
・小字附番 ・本番 ・本番附番 ・枝番 ・枝番附番 ・子番 ・子番附番 ・孫番 ・孫番附番 ・曾番 ・曾番附番 ・玄番
・玄番附番 ・多地目 ・多評価 ・他地番有無 ・台帳地目 ・現況地目 ・課税地目 ・国調地目 ・台帳地積 ・現況地積
・課税地積 ・国調地積 ・図面番号１ ・図面番号２ ・図面番号３ ・図面番号４ ・証明発行 ・評価基準 ・宅地比準区分
・課標計算方法 ・計算チェック ・他市町村境界 ・軍用地 ・固定税率区分 ・都市税率区分 ・農業用施設用地区分
・用途地域 ・メモ有無 ・市街化 ・都市計画税 ・課税非課税 ・非課税地積 ・課税保留 ・特例１ ・特例１先 ・特例１分子
・特例１分母 ・特例１地積 ・特例１開始年 ・特例１終了年 ・特例２ ・特例２先 ・特例２分子 ・特例２分母 ・特例２地積
・特例２開始年 ・特例２終了年 ・減免１ ・減免１先 ・減免１分子 ・減免１分母 ・減免１地積 ・減免１開始年 ・減免１終了年
・減免２ ・減免２先 ・減免２分子 ・減免２分母 ・減免２地積 ・減免２開始年 ・減免２終了年 ・免除 ・免除分子 ・免除分母
・免除地積 ・免除開始年 ・免除終了年 ・オプション１ ・オプション２ ・オプション３ ・法務局連携 ・画像名称 ・農地法転用届出日
・農地法転用許可日 ・農地法区分 ・代表大字 ・代表大字附番 ・代表小字（丁目） ・代表小字附番 ・代表本番 ・代表本番附番
・代表枝番 ・代表枝番附番 ・代表子番 ・代表子番附番 ・代表孫番 ・代表孫番附番 ・代表曾番 ・代表曾番附番 ・代表玄番
・代表玄番附番 ・代表多地目 ・代表多評価 ・画地状況１ ・建物床面積１ ・延床面積１ ・居住床面積１ ・棟数１ ・住居数１
・住宅割合１ ・画地状況２ ・建物床面積２ ・延床面積２ ・居住床面積２ ・棟数２ ・住居数２ ・住宅割合２ ・画地状況３
・建物床面積３ ・延床面積３ ・居住床面積３ ・棟数３ ・住居数３ ・住宅割合３ ・画地総地積 ・画地総筆数 ・画地小規模地積
・画地一般地積 ・画地非住宅地積 ・小規模地積 ・一般地積 ・非住宅地積 ・個人非住宅地積 ・法人非住宅地積 ・個人法人
・前所有者 ・更新職員番号 ・更新年月日 ・更新時刻
＜近傍地・到達率＞
・削除フラグ ・利用団体コード ・合併前利用団体コード ・一筆コード ・賦課年度 ・年度ＳＥＱ ・有効年度 ・有効年度ＳＥＱ ・異動事由
・異動日 ・近傍台帳地目 ・近傍現況地目 ・近傍課税地目 ・近傍大字 ・近傍大字附番 ・近傍小字（丁目） ・近傍小字附番 ・近傍本番
・近傍本番附番 ・近傍枝番 ・近傍枝番附番 ・近傍子番 ・近傍子番附番 ・近傍孫番 ・近傍孫番附番 ・近傍曾番 ・近傍曾番附番
・近傍玄番 ・近傍玄番附番 ・近傍多地目 ・近傍多評価 ・近傍一筆コード ・下落率 ・小規模下落率 ・一般下落率 ・非住宅下落率
・個人非住宅下落率 ・法人非住宅下落率 ・固定負担水準 ・固定小規模負担水準 ・固定一般負担水準 ・固定非住宅負担水準
・固定個人非住宅負担水準 ・固定法人非住宅負担水準 ・都市負担水準 ・都市小規模負担水準 ・都市一般負担水準
・都市非住宅負担水準 ・都市個人非住宅負担水準 ・都市法人非住宅負担水準 ・更新職員番号 ・更新年月日 ・更新時刻
＜土地到達率管理＞
・削除フラグ ・利用団体コード ・合併前利用団体コード ・一筆コード ・賦課年度 ・年度ＳＥＱ ・有効年度 ・有効年度ＳＥＱ ・異動事由
・異動日 ・近傍台帳地目 ・近傍現況地目 ・近傍課税地目 ・近傍大字 ・近傍大字附番 ・近傍小字（丁目） ・近傍小字附番 ・近傍本番
・近傍本番附番 ・近傍枝番 ・近傍枝番附番 ・近傍子番 ・近傍子番附番 ・近傍孫番 ・近傍孫番附番 ・近傍曾番 ・近傍曾番附番
・近傍玄番 ・近傍玄番附番 ・近傍多地目 ・近傍多評価 ・近傍一筆コード ・近傍賦課年度 ・近傍年度ＳＥＱ ・下落率 ・小規模下落率
・一般下落率 ・非住宅下落率 ・個人非住宅下落率 ・法人非住宅下落率 ・固定負担水準 ・固定小規模負担水準 ・固定一般負担水準
・固定非住宅負担水準 ・固定個人非住宅負担水準 ・固定法人非住宅負担水準 ・都市負担水準 ・都市小規模負担水準
・都市一般負担水準 ・都市非住宅負担水準 ・都市個人非住宅負担水準 ・都市法人非住宅負担水準 ・更新職員番号
・更新年月日 ・更新時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
１ 特定個人情報ファイル名【固定資産税課税台帳】
①システム（Acrocity固定資産税）
＜土地課税＞
・削除フラグ ・利用団体コード ・合併前利用団体コード ・一筆コード ・賦課年度 ・年度ＳＥＱ ・有効年度 ・有効年度ＳＥＱ
・義務者コード ・異動事由 ・異動日 ・登記受付日 ・登記原因日 ・登記名義人有無 ・大字 ・大字附番 ・小字（丁目） ・小字附番
・本番 ・本番附番 ・枝番 ・枝番附番 ・子番 ・子番附番 ・孫番 ・孫番附番 ・曾番 ・曾番附番 ・玄番 ・玄番附番 ・多地目 ・多評価
・他地番有無 ・登記地目 ・現況地目 ・課税地目 ・国調地目 ・登記地積 ・現況地積 ・課税地積 ・国調地積 ・図面番号１ ・図面番号２
・図面番号３ ・図面番号４ ・証明発行 ・評価基準 ・宅地比準区分 ・課標計算方法 ・計算チェック ・他市町村境界 ・軍用地
・固定税率区分 ・都市税率区分 ・農業用施設用地区分 ・用途地域 ・メモ有無 ・市街化 ・都市計画税 ・課税非課税 ・非課税地積
・課税保留 ・特例１ ・特例１先 ・特例１分子 ・特例１分母 ・特例１地積 ・特例１開始年 ・特例１終了年 ・特例２ ・特例２先 ・特例２分子
・特例２分母 ・特例２地積 ・特例２開始年 ・特例２終了年 ・減免１ ・減免１先 ・減免１分子 ・減免１分母 ・減免１地積 ・減免１開始年
・減免１終了年 ・減免２ ・減免２先 ・減免２分子 ・減免２分母 ・減免２地積 ・減免２開始年 ・減免２終了年 ・免除 ・免除分子
・免除分母 ・免除地積 ・免除開始年 ・免除終了年 ・オプション１ ・オプション２ ・オプション３ ・法務局連携 ・画像名称
・農地法転用届出日 ・農地法転用許可日 ・農地法区分 ・代表大字 ・代表大字附番 ・代表小字（丁目） ・代表小字附番 ・代表本番
・代表本番附番 ・代表枝番 ・代表枝番附番・代表子番 ・代表子番附番 ・代表孫番 ・代表孫番附番 ・代表曾番 ・代表曾番附番
・代表玄番 ・代表玄番附番 ・代表多地目 ・代表多評価 ・画地状況１ ・建物床面積１ ・延床面積１ ・居住床面積１ ・棟数１ ・住居数１
・住宅割合１ ・画地状況２ ・建物床面積２ ・延床面積２ ・居住床面積２ ・棟数２ ・住居数２ ・住宅割合２ ・画地状況３ ・建物床面積３
・延床面積３ ・居住床面積３ ・棟数３ ・住居数３ ・住宅割合３ ・画地総地積 ・画地総筆数 ・画地小規模地積 ・画地一般地積
・画地非住宅地積 ・小規模地積 ・一般地積 ・非住宅地積 ・個人非住宅地積 ・法人非住宅地積 ・個人法人 ・前所有者 ・評価額
・下落率 ・小規模下落率 ・一般下落率 ・非住宅下落率 ・個人非住宅下落率 ・法人非住宅下落率 ・小規模評価額 ・一般評価額
・非住宅評価額 ・個人非住宅評価額 ・法人非住宅評価額 ・固定負担水準 ・固定負担調整率 ・固定前年課税標準額
・固定課税標準額 ・固定特例後課税標準額 ・固定減免課税標準額 ・固定減免税額 ・固定免除課税標準額 ・固定免除税額
・固定小規模負担水準 ・固定小規模負担調整率 ・固定前年小規模課税標準額 ・固定小規模課税標準額
・固定特例後小規模課税標準額 ・固定一般負担水準 ・固定一般負担調整率 ・固定前年一般課税標準額 ・固定一般課税標準額
・固定特例後一般課税標準額 ・固定非住宅負担水準 ・固定非住宅負担調整率 ・固定前年非住宅課税標準額
・固定非住宅課税標準額 ・固定特例後非住宅課税標準額 ・固定個人非住宅負担水準 ・固定個人非住宅負担調整率
・固定前年個人非住宅課税標準額 ・固定個人非住宅課税標準額 ・固定特例後個人非住宅課税標準額 ・固定法人非住宅負担水準
・固定法人非住宅負担調整率 ・固定前年法人非住宅課税標準額 ・固定法人非住宅課税標準額 ・固定特例後法人非住宅課税標準額
・都市負担水準 ・都市負担調整率 ・都市前年読替後課税標準額 ・都市前年課税標準額 ・都市読替後課税標準額
・都市読替後特例後課税標準額 ・都市課税標準額 ・都市減額課税標準額 ・都市減額税額 ・都市特例後課税標準額
・都市減免課税標準額 ・都市減免税額 ・都市免除課税標準額 ・都市免除税額 ・都市小規模負担水準 ・都市小規模負担調整率
・都市前年読替後小規模課税標準額 ・都市前年小規模課税標準額 ・都市読替後小規模課税標準額 ・都市小規模課税標準額
・都市読替後特例後小規模課税標準額 ・都市特例後小規模課税標準額 ・都市一般負担水準 ・都市一般負担調整率
・都市前年読替後一般課税標準額 ・都市前年一般課税標準額 ・都市読替後一般課税標準額 ・都市一般課税標準額
・都市読替後特例後一般課税標準額 ・都市特例後一般課税標準額 ・都市非住宅負担水準 ・都市非住宅負担調整率
・都市前年読替後非住宅課税標準額 ・都市前年非住宅課税標準額 ・都市読替後非住宅課税標準額 ・都市非住宅課税標準額
・都市読替後特例後非住宅課税標準額 ・都市特例後非住宅課税標準額 ・都市個人非住宅負担水準 ・都市個人非住宅負担調整率
・都市前年読替後個人非住宅課税標準額 ・都市前年個人非住宅課税標準額 ・都市読替後個人非住宅課税標準額
・都市個人非住宅課税標準額 ・都市読替後特例後個人非住宅課税標準額 ・都市特例後個人非住宅課税標準額
・都市法人非住宅負担水準 ・都市法人非住宅負担調整率 ・都市前年読替後法人非住宅課税標準額
・都市前年法人非住宅課税標準額 ・都市読替後法人非住宅課税標準額 ・都市法人非住宅課税標準額
・都市読替後特例後法人非住宅課税標準額 ・都市特例後法人非住宅課税標準額 ・更新職員番号 ・更新年月日 ・更新時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
１ 特定個人情報ファイル名【固定資産税課税台帳】
①システム（Acrocity固定資産税）
＜土地評価＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・一筆コード・賦課年度・年度ＳＥＱ・評価年・大字・大字附番・小字（丁目）・小字附
番・本番・本番附番・枝番・枝番附番・子番・子番附番・孫番・孫番附番・曾番・曾番附番・玄番・玄番附番・現況地目・現況地積・小規模
地積・一般地積・非住宅地積・個人非住宅地積・法人非住宅地積・砂防補正・砂防調査地目・砂防調査地積・砂防対象地積・砂防対象
率・砂防開始・砂防終了・比準大字・比準大字附番・比準小字（丁目）・比準小字附番・比準本番・比準本番附番・比準枝番・比準枝番附
番・比準子番・比準子番附番・比準孫番・比準孫番附番・比準曾番・比準曾番附番・比準玄番・比準玄番附番・用途地域・造成費・形状・
評価方法・宅地比準判定・標準地番号・標準地補正率・標準地価格・標準地比準率・比準率設定判定・補正先１・補正種類１・補正率１・
補正先２・補正種類２・補正率２・補正先３・補正種類３・補正率３・補正先４・補正種類４・補正率４・補正先５・補正種類５・補正率５・補正
先６・補正種類６・補正率６・補正先７・補正種類７・補正率７・補正先８・補正種類８・補正率８・補正先９・補正種類９・補正率９・補正先１
０・補正種類１０・補正率１０・補正先１１・補正種類１１・補正率１１・補正先１２・補正種類１２・補正率１２・補正先１３・補正種類１３・補正
率１３・補正先１４・補正種類１４・補正率１４・補正先１５・補正種類１５・補正率１５・補正先１６・補正種類１６・補正率１６・補正先１７・補
正種類１７・補正率１７・補正先１８・補正種類１８・補正率１８・補正先１９・補正種類１９・補正率１９・補正先２０・補正種類２０・補正率２
０・無道路近奥行・無道路遠奥行・無道路通路補正・無道路奥行補正・無道路補正率・無道路適用率・三角地最小角区分・三角地最小
角・三角地角度補正率・三角地面積最小角・三角地面積補正率・三角地補正適用率・がけ（崖)地間口・がけ（崖)地奥行・がけ（崖）地
積・がけ（崖）割合・がけ（崖）補正率・日照の状況・日照比準率・田面の乾湿・田面比準率・農地の傾斜・傾斜比準率・保水・排水・保水
排水比準率・面積・面積比準率・耕うんの難易・耕うん農道・耕うん形状・耕うん障害物・耕うん土性・耕うん礫・耕うん乾湿・耕うん比準
率・災害・災害比準率・宅地状況・宅地間口・宅地奥行・宅地奥行比準率・宅地形状・宅地形状比準率１・宅地形状比準率２・宅地形状
比準率３・宅地その他比準種１・宅地その他比準率１・宅地その他比準種２・宅地その他比準率２・宅地その他比準種３・宅地その他比
準率３・宅地その他比準種４・宅地その他比準率４・宅地その他比準種５・宅地その他比準率５・補正率他１・補正率他２・補正率３・標準
地格差・道路幅員・支線道路距離・支線標準地格差・支線距離補正率・幹線道路距離・幹線標準地格差・幹線距離補正率・不毛地割
合・不毛地補正率・土層深さ・土層補正率・平地林距離・平地林距離補正率・平地林道路・平地林道路補正率・正面路線用途地域・正面
路線番号・正面路線補正率・正面路線間口・正面路線奥行・正面路線 間口狭小補正率・正面路線 奥行逓減 （補正)率・正面路線 奥行
長大補正率・正面路線 奥行短小補正率・正面路線価格・側方路線１ 用途地域・側方路線１番号・側方路線１補正率・側方路線１間口・
側方路線１奥行・側方路線１ 奥行逓減 （補正)率・側方路線１角地・側方路線１加算率・側方路線１価格・側方路線２ 用途地域・側方路
線２番号・側方路線２補正率・側方路線２間口・側方路線２奥行・側方路線２ 奥行逓減 （補正)率・側方路線２角地・側方路線２加算率・
側方路線２価格・二方路線１ 用途地域・二方路線１番号・二方路線１補正率・二方路線１間口・二方路線１奥行・二方路線１ 奥行逓減
（補正)率・二方路線１角地・二方路線１加算率・二方路線１価格・二方路線２・ 用途地域・二方路線２番号・二方路線２補正率・二方路線
２間口・二方路線２奥行・二方路線２ 奥行逓減 （補正)率・二方路線２角地・二方路線２加算率・二方路線２価格・正面不整形補正区分・
正面想定間口・正面想定奥行・正面想定地積・正面蔭地割合・正面不整形補正率・側方１不整形補正区分・側方１想定間口・側方１想
定奥行・側方１想定地積・側方１蔭地割合・側方１ 不整形補正率・側方２不整形補正区分・側方２想定間口・側方２想定奥行・側方２想
定地積・側方２蔭地割合・側方２ 不整形補正率・二方１不整形補正区分・二方１想定間口・二方１想定奥行・二方１想定地積・二方１蔭
地割合・二方１ 不整形補正率・二方２不整形補正区分・二方２想定間口・二方２想定奥行・二方２想定地積・二方２蔭地割合・二方２ 不
整形補正率・不整形補正率 採用判定・不整形補正率・強制入力区分・㎡価格１・評価額１・㎡価格２・評価額２・㎡価格３・評価額３・更
新職員番号・更新年月日・更新時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
１ 特定個人情報ファイル名【固定資産税課税台帳】
①システム（Acrocity固定資産税）
＜土地沿革管理＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・前一筆コード・前賦課年度・前年度ＳＥＱ・前異動事由・後一筆コード・後賦課年
度・後年度ＳＥＱ・後異動事由・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜土地沿革履歴＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・一筆コード・賦課年度・年度ＳＥＱ・義務者コード・沿革事由・沿革備考文・異動日・
登記受付日・登記原因日・登記名義人有無・大字・大字附番・小字（丁目）・小字附番・本番・本番附番・枝番・枝番附番・子番・子番附
番・孫番・孫番附番・曾番・曾番附番・玄番・玄番附番・登記地目・現況地目・課税地目・国調地目・登記地積・現況地積・課税地積・国調
地積・小規模地積・一般地積・非住宅地積・個人非住宅地積・法人非住宅地積・個人法人・前所有者・更新職員番号・更新年月日・更新
時刻
＜土地異動累積＞
・削除フラグ・利用団体コード・連番・合併前利用団体コード・一筆コード・賦課年度・年度ＳＥＱ・異動事由・異動日・異動前・異動後・更新
職員番号・更新年月日・更新時刻
＜土地オプション＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・一筆コード・賦課年度・年度ＳＥＱ・有効年度・有効年度ＳＥＱ・義務者コード・市街
化課税標準額・数値項目１・数値項目２・数値項目３・数値項目４・数値項目５・数値項目６・数値項目７・数値項目８・数値項目９・数値項
目１０・文字項目１・文字項目２・文字項目３・文字項目４・文字項目５・文字項目６・文字項目７・文字項目８・文字項目９・文字項目１０・
率項目１・率項目２・率項目３・率項目４・率項目５・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜所在地管理＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・物件区分・物件コード・賦課年度・所在地区分・連番・大字・大字附番・小字（丁
目）・小字附番・本番・本番附番・枝番・枝番附番・子番・子番附番・孫番・孫番附番・曾番・曾番附番・玄番・玄番附番・更新職員番号・更
新年月日・更新時刻
＜家屋基本＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・一棟コード・賦課年度・年度ＳＥＱ・有効年度・有効年度ＳＥＱ・義務者コード・異動
事由・異動日・登記受付日・登記原因日・登記名義人有無・大字・大字附番・小字（丁目）・小字附番・本番・本番附番・枝番・枝番附番・
子番・子番附番・孫番・孫番附番・曾番・曾番附番・玄番・玄番附番・他地番有無・家屋番号１・家屋番号１附番・家屋番号２・家屋番号２
附番・家屋番号３・家屋番号３附番・家屋番号４・家屋番号４附番・家屋番号５・家屋番号５附番・家屋番号６・家屋番号６附番・同棟コー
ド・主棟コード・新増築判定・建築日・改築日・現況構造・現況屋根・現況用途・現況種類・現況地上階・現況地下階・現況高床・評価用
途・現況一階床面積・現況一階以外 床面積・現況合計床面積・現況居住床面積・現況住居数・登記構造・登記屋根・登記用途・登記地
上階・登記地下階・登記高床・登記種類・登記一階床面積・登記一階以外 床面積・登記合計床面積・登記居住床面積・登記住居数・図
面番号１・図面番号２・図面番号３・図面番号４・棟数除外判定・証明発行・マンションコード・固定税率区分・都市税率区分・メモ有無・市
街化・都市計画税・課税非課税・非課税面積・課税保留・特例１・特例１先・特例１分子・特例１分母・特例１地積・特例１開始年・特例１終
了年・特例２・特例２先・特例２分子・特例２分母・特例２地積・特例２開始年・特例２終了年・減免１・減免１先・減免１分子・減免１分母・
減免１地積・減免１開始年・減免１終了年・減免２・減免２先・減免２分子・減免２分母・減免２地積・減免２開始年・減免２終了年・免除・
免除分子・免除分母・免除面積・免除開始年・免除終了年・オプション１・オプション２・オプション３・法務局連携・画像名称・代表大字・代
表大字附番・代表小字（丁目）・代表小字附番・代表本番・代表本番附番・代表枝番・代表枝番附番・代表子番・代表子番附番・代表孫
番・代表孫番附番・代表曾番・代表曾番附番・代表玄番・代表玄番附番・代表多地目・代表多評価・新築軽減適用１・新築軽減適用１ 面
積・新築軽減適用１ 戸数・新築軽減適用１ 終了年・新築軽減適用２・新築軽減適用２ 面積・新築軽減適用２ 戸数・新築軽減適用２ 終
了年・新築軽減適用３・新築軽減適用３ 面積・新築軽減適用３ 戸数・新築軽減適用３ 終了年・新築軽減適用４・新築軽減適用４ 面積・
新築軽減適用４ 戸数・新築軽減適用４ 終了年・新築軽減適用５・新築軽減適用５ 面積・新築軽減適用５ 戸数・新築軽減適用５ 終了
年・新築軽減不適用１・新築軽減不適用１ 戸数・新築軽減不適用２・新築軽減不適用２ 戸数・新築軽減不適用３・新築軽減不適用３ 戸
数・個人法人・前所有者・多用途主用途・多用途主一階 床面積・多用途主一階外 床面積・多用途主合計 床面積・多用途主評価額・多
用途従１用途・多用途従１ 一階床面積・多用途従１ 一階外床面積・多用途従１ 合計床面積・多用途従１評価額・多用途従２用途・多用
途従２ 一階床面積・多用途従２ 一階外床面積・多用途従２ 合計床面積・多用途従２評価額・多用途従３用途・多用途従３ 一階床面
積・多用途従３ 一階外床面積・多用途従３ 合計床面積・多用途従３評価額・更新職員番号・更新年月日・更新時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
１ 特定個人情報ファイル名【固定資産税課税台帳】
①システム（Acrocity固定資産税）
＜家屋課税＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・一棟コード・賦課年度・年度ＳＥＱ・有効年度・有効年度ＳＥＱ・義務者コード・異動
事由・異動日・登記受付日・登記原因日・登記名義人有無・大字・大字附番・小字（丁目）・小字附番・本番・本番附番・枝番・枝番附番・
子番・子番附番・孫番・孫番附番・曾番・曾番附番・玄番・玄番附番・他地番有無・家屋番号１・家屋番号１附番・家屋番号２・家屋番号２
附番・家屋番号３・家屋番号３附番・家屋番号４・家屋番号４附番・家屋番号５・家屋番号５附番・家屋番号６・家屋番号６附番・同棟コー
ド・主棟コード・新増築判定・建築日・改築日・現況構造・現況屋根・現況用途・現況種類・現況地上階・現況地下階・現況高床・評価用
途・現況一階床面積・現況一階以外 床面積・現況合計床面積・現況居住床面積・現況住居数・登記構造・登記屋根・登記用途・登記地
上階・登記地下階・登記高床・登記種類・登記一階床面積・登記一階以外 床面積・登記合計床面積・登記居住床面積・登記住居数・図
面番号１・図面番号２・図面番号３・図面番号４・棟数除外判定・証明発行・マンションコード・固定税率区分・都市税率区分・メモ有無・市
街化・都市計画税・課税非課税・非課税面積・課税保留・特例１・特例１先・特例１分子・特例１分母・特例１地積・特例１開始年・特例１終
了年・特例２・特例２先・特例２分子・特例２分母・特例２地積・特例２開始年・特例２終了年・減免１・減免１先・減免１分子・減免１分母・
減免１地積・減免１開始年・減免１終了年・減免２・減免２先・減免２分子・減免２分母・減免２地積・減免２開始年・減免２終了年・免除・
免除分子・免除分母・免除面積・免除開始年・免除終了年・オプション１・オプション２・オプション３・法務局連携・画像名称・代表大字・代
表大字附番・代表小字（丁目）・代表小字附番・代表本番・代表本番附番・代表枝番・代表枝番附番・代表子番・代表子番附番・代表孫
番・代表孫番附番・代表曾番・代表曾番附番・代表玄番・代表玄番附番・代表多地目・代表多評価・新築軽減適用１・新築軽減適用１ 面
積・新築軽減適用１ 戸数・新築軽減適用１ 終了年・新築軽減適用２・新築軽減適用２ 面積・新築軽減適用２ 戸数・新築軽減適用２ 終
了年・新築軽減適用３・新築軽減適用３ 面積・新築軽減適用３ 戸数・新築軽減適用３ 終了年・新築軽減適用４・新築軽減適用４ 面積・
新築軽減適用４ 戸数・新築軽減適用終４ 終了年・新築軽減適用５・新築軽減適用５ 面積・新築軽減適用５ 戸数・新築軽減適用５ 終了
年・新築軽減不適用１・新築軽減不適用１ 戸数・新築軽減不適用２・新築軽減不適用２ 戸数・新築軽減不適用３・新築軽減不適用３ 戸
数・個人法人・前所有者・多用途主用途・多用途主 一階床面積・多用途主 一階外床面積・多用途主 合計床面積・多用途主評価額・多
用途従１用途・多用途従１ 一階床面積・多用途従１ 一階外床面積・多用途従１ 合計床面積・多用途従１ 評価額・多用途従２用途・多
用途従２ 一階床面積・多用途従２ 一階外床面積・多用途従２ 合計床面積・多用途従２ 評価額・多用途従３用途・多用途従３ 一階床面
積・多用途従３ 一階外床面積・多用途従３ 合計床面積・多用途従３評価額・評価額・固定課税標準額・固定特例後 課税標準額・固定
減免 課税標準額・固定減免税額・固定免除 課税標準額・固定免除税額・固定新築軽減 課税標準額・固定新築軽減税額・都市課税標
準額・都市特例後 課税標準額・都市減免 課税標準額・都市減免税額・都市免除 課税標準額・都市免除税額・更新職員番号・更新年
月日・更新時刻
＜家屋評価＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・一棟コード・賦課年度・年度ＳＥＱ・評価年・大字・大字附番・小字（丁目）・小字附
番・本番・本番附番・枝番・枝番附番・子番・子番附番・孫番・孫番附番・曾番・曾番附番・玄番・玄番附番・建築日・構造・用途・評価一階
床面積・評価一階以外 床面積・評価合計床面積・一点単価・損耗率・地域率・利用率・その他補正率１・その他補正率２・当初㎡評点
数・当初再建築費 評点数・前回㎡評点数・前回再建築費 評点数・前回 経年減点補正率・前回理論評価額・前回評価額・今回㎡評点
数・今回再建築費 評点数・今回 経年減点補正率・今回理論評価額・今回評価額・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜家屋沿革履歴＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・一棟コード・賦課年度・年度ＳＥＱ・義務者コード・沿革事由・沿革備考文・異動日・
登記受付日・登記原因日・登記名義人有無・大字・大字附番・小字（丁目）・小字附番・本番・本番附番・枝番・枝番附番・子番・子番附
番・孫番・孫番附番・曾番・曾番附番・玄番・玄番附番・登記構造・登記屋根・登記用途・登記地上階・登記地下階・登記高床・登記種類・
登記一階床面積・登記一階以外 床面積・登記合計床面積・登記居住床面積・登記住居数・更新職員番号・更新年月日・更新時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
１ 特定個人情報ファイル名【固定資産税課税台帳】
①システム（Acrocity固定資産税）
＜家屋異動累積＞
・削除フラグ・利用団体コード・連番・合併前利用団体コード・一棟コード・賦課年度・年度ＳＥＱ・異動事由・異動日・異動前・異動後・更新
職員番号・更新年月日・更新時刻
＜償却一品＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・一品コード・資産コード・賦課年度・義務者コード・処理区分・異動日・申告日・種
類・取得年月・賦課開始年・数量・耐用年数１・耐用年数１ 前年中 減価残存率・耐用年数１ 前年前 減価残存率・耐用年数１ 有効年度・
耐用年数２・耐用年数２ 前年中 減価残存率・耐用年数２ 前年前 減価残存率・耐用年数２ 有効年度・耐用年数３・耐用年数３ 前年中
減価残存率・耐用年数３ 前年前 減価残存率・耐用年数３ 有効年度・耐用年数４・耐用年数４ 前年中 減価残存率・耐用年数４ 前年前
減価残存率・耐用年数４ 有効年度・耐用年数５・耐用年数５ 前年中 減価残存率・耐用年数５ 前年前 減価残存率・耐用年数５ 有効年
度・資産名称・取得価格・減少価格・非課税・特例・特例分子・特例分母・特例開始年・特例終了年・減免・減免分子・減免分母・減免開
始年・減免終了年・免除・免除分子・免除分母・免除開始年・免除終了年・増加償却判定・増加償却期間・増加償却割合・取替法判定・
評価額・評価の最低限度・評価額課税標準額・評価額減免課税標準額・評価額減免税額・評価額免除課税標準額・評価額免除税額・
帳簿額・帳簿の最低限度・帳簿額課税標準額・帳簿額減免課税標準額・帳簿額減免税額・帳簿額免除課税標準額・帳簿額免除税額・
更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜償却申告書＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・賦課年度・義務者コード・決定判定・課税保留・固定税率区分・異動年月日・廃止
年月日・構築物 前年前取得価格・構築物 前年中減少価格・構築物 前年中取得価格・構築物 非課税資産 取得価格・構築物 差引取
得額 合計価格・構築物 資産数・構築物 帳簿価格・構築物 評価価格・構築物 決定価格・構築物 課税標準額・構築物 特例後 課税標
準額・構築物 減免課税標準額・構築物 減免税額・構築物 免除課税標準額・構築物 免除税額・機械 前年前取得価格・機械 前年中減
少価格・機械 前年中取得価格・機械 非課税資産 取得価格・機械 差引取得額 合計価格・機械 資産数・機械 帳簿価格・機械 評価価
格・機械 決定価格・機械 課税標準額・機械 特例後 課税標準額・機械 減免課税標準額・機械 減免税額・機械 免除課税標準額・機械
免除税額・船舶 前年前取得価格・船舶 前年中減少価格・船舶 前年中取得価格・船舶 非課税資産 取得価格・船舶 差引取得額 合計
価格・船舶 資産数・船舶 帳簿価格・船舶 評価価格・船舶 決定価格・船舶 課税標準額・船舶 特例後 課税標準額・船舶 減免課税標準
額・船舶 減免税額・船舶 免除課税標準額・船舶 免除税額・航空機 前年前取得価格・航空機 前年中減少価格・航空機 前年中取得価
格・航空機 非課税資産 取得価格・航空機 差引取得額 合計価格・航空機 資産数・航空機 帳簿価格・航空機 評価価格・航空機 決定
価格・航空機 課税標準額・航空機 特例後 課税標準額・航空機 減免課税標準額・航空機 減免税額・航空機 免除課税標準額・航空機
免除税額・運搬具 前年前取得価格・運搬具 前年中減少価格・運搬具 前年中取得価格・運搬具 非課税資産 取得価格・運搬具 差引
取得額 合計価格・運搬具 資産数・運搬具 帳簿価格・運搬具 評価価格・運搬具 決定価格・運搬具 課税標準額・運搬具 特例後 課税
標準額・運搬具 減免課税標準額・運搬具 減免税額・運搬具 免除課税標準額・運搬具 免除税額・工具 前年前取得価格・工具 前年中
減少価格・工具 前年中取得価格・工具 非課税資産 取得価格・工具 差引取得額 合計価格・工具 資産数・工具 帳簿価格・工具 評価
価格・工具 決定価格・工具 課税標準額・工具 特例後 課税標準額・工具 減免課税標準額・工具 減免税額・工具 免除課税標準額・工
具 免除税額・資産計 前年前取得価格・資産計 前年中減少価格・資産計 前年中取得価格・資産計 非課税資産 取得価格・資産計 差
引取得額 合計価格・資産計 資産数・資産計 帳簿価格・資産計 評価価格・資産計 決定価格・資産計 課税標準額・資産計 特例後 課
税標準額・資産計 減免課税標準額・資産計 減免税額・資産計 免除課税標準額・資産計 免除税額・大臣 決定価格・大臣 特例後 課税
標準額・大臣 減免課税標準額・大臣 減免税額・大臣 課税標準額・知事３８９ 決定価格・知事３８９ 特例後 課税標準額・知事３８９ 減免
課税標準額・知事３８９ 減免税額・知事３８９ 課税標準額・知事７４３ 決定価格・知事７４３ 特例後 課税標準額・知事７４３ 減免課税標
準額・知事７４３ 減免税額・知事７４３ 課税標準額・合計 決定価格・合計 課税標準額・合計 特例後 課税標準額・合計 減免課税標準
額・合計 減免税額・合計 免除課税標準額・合計 免除税額・前年 決定価格・前年 課税標準額・前年 特例後 課税標準額・前年 減免課
税標準額・前年 減免税額・申告書区分・更新職員番号・更新年月日・更新時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
１ 特定個人情報ファイル名【固定資産税課税台帳】
①システム（Acrocity固定資産税）
＜償却申告書履歴＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・賦課年度・義務者コード・決定判定・課税保留・固定税率区分・異動年月日・廃止
年月日・構築物 前年前取得価格・構築物 前年中減少価格・構築物 前年中取得価格・構築物 非課税資産 取得価格・構築物 差引取
得額 合計価格・構築物 資産数・構築物 帳簿価格・構築物 評価価格・構築物 決定価格・構築物 課税標準額・構築物 特例後 課税標
準額・構築物 減免課税標準額・構築物 減免税額・構築物 免除課税標準額・構築物 免除税額・機械 前年前取得価格・機械 前年中減
少価格・機械 前年中取得価格・機械 非課税資産 取得価格・機械 差引取得額 合計価格・機械 資産数・機械 帳簿価格・機械 評価価
格・機械 決定価格・機械 課税標準額・機械 特例後 課税標準額・機械 減免課税標準額・機械 減免税額・機械 免除課税標準額・機械
免除税額・船舶 前年前取得価格・船舶 前年中減少価格・船舶 前年中取得価格・船舶 非課税資産 取得価格・船舶 差引取得額 合計
価格・船舶 資産数・船舶 帳簿価格・船舶 評価価格・船舶 決定価格・船舶 課税標準額・船舶 特例後 課税標準額・船舶 減免課税標準
額・船舶 減免税額・船舶 免除課税標準額・船舶 免除税額・航空機 前年前取得価格・航空機 前年中減少価格・航空機 前年中取得価
格・航空機 非課税資産 取得価格・航空機 差引取得額 合計価格・航空機 資産数・航空機 帳簿価格・航空機 評価価格・航空機 決定
価格・航空機 課税標準額・航空機 特例後 課税標準額・航空機 減免課税標準額・航空機 減免税額・航空機 免除課税標準額・航空機
免除税額・運搬具 前年前取得価格・運搬具 前年中減少価格・運搬具 前年中取得価格・運搬具 非課税資産 取得価格・運搬具 差引
取得額 合計価格・運搬具 資産数・運搬具 帳簿価格・運搬具 評価価格・運搬具 決定価格・運搬具 課税標準額・運搬具 特例後 課税
標準額・運搬具 減免課税標準額・運搬具 減免税額・運搬具 免除課税標準額・運搬具 免除税額・工具 前年前取得価格・工具 前年中
減少価格・工具 前年中取得価格・工具 非課税資産 取得価格・工具 差引取得額 合計価格・工具 資産数・工具 帳簿価格・工具 評価
価格・工具 決定価格・工具 課税標準額・工具 特例後 課税標準額・工具 減免課税標準額・工具 減免税額・工具 免除課税標準額・工
具 免除税額・資産計 前年前取得価格・資産計 前年中減少価格・資産計 前年中取得価格・資産計 非課税資産 取得価格・資産計 差
引取得額 合計価格・資産計 資産数・資産計 帳簿価格・資産計 評価価格・資産計 決定価格・資産計 課税標準額・資産計 特例後 課
税標準額・資産計 減免課税標準額・資産計 減免税額・資産計 免除課税標準額・資産計 免除税額・大臣 決定価格・大臣 特例後 課税
標準額・大臣 減免課税標準額・大臣 減免税額・大臣 課税標準額・知事３８９ 決定価格・知事３８９ 特例後 課税標準額・知事３８９ 減免
課税標準額・知事３８９ 減免税額・知事３８９ 課税標準額・知事７４３ 決定価格・知事７４３ 特例後 課税標準額・知事７４３ 減免課税標
準額・知事７４３ 減免税額・知事７４３ 課税標準額・合計 決定価格・合計 課税標準額・合計 特例後 課税標準額・合計 減免課税標準
額・合計 減免税額・合計 免除課税標準額・合計 免除税額・前年 決定価格・前年 課税標準額・前年 特例後 課税標準額・前年 減免課
税標準額・前年 減免税額・申告書区分・更新職員番号・更新年月日・更新時刻・年度ＳＥＱ
＜償却申告内訳＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・賦課年度・義務者コード・決定判定・課税保留・固定税率区分・異動年月日・廃止
年月日・構築物 前年前取得価格・構築物 前年中減少価格・構築物 前年中取得価格・構築物 非課税資産 取得価格・構築物 差引取
得額 合計価格・構築物 資産数・構築物 帳簿価格・構築物 評価価格・構築物 決定価格・構築物 課税標準額・構築物 特例後 課税標
準額・構築物 減免課税標準額・構築物 減免税額・構築物 免除課税標準額・構築物 免除税額・機械 前年前取得価格・機械 前年中減
少価格・機械 前年中取得価格・機械 非課税資産 取得価格・機械 差引取得額 合計価格・機械 資産数・機械 帳簿価格・機械 評価価
格・機械 決定価格・機械 課税標準額・機械 特例後 課税標準額・機械 減免課税標準額・機械 減免税額・機械 免除課税標準額・機械
免除税額・船舶 前年前取得価格・船舶 前年中減少価格・船舶 前年中取得価格・船舶 非課税資産 取得価格・船舶 差引取得額 合計
価格・船舶 資産数・船舶 帳簿価格・船舶 評価価格・船舶 決定価格・船舶 課税標準額・船舶 特例後 課税標準額・船舶 減免課税標準
額・船舶 減免税額・船舶 免除課税標準額・船舶 免除税額・航空機 前年前取得価格・航空機 前年中減少価格・航空機 前年中取得価
格・航空機 非課税資産 取得価格・航空機 差引取得額 合計価格・航空機 資産数・航空機 帳簿価格・航空機 評価価格・航空機 決定
価格・航空機 課税標準額・航空機 特例後 課税標準額・航空機 減免課税標準額・航空機 減免税額・航空機 免除課税標準額・航空機
免除税額・運搬具 前年前取得価格・運搬具 前年中減少価格・運搬具 前年中取得価格・運搬具 非課税資産 取得価格・運搬具 差引
取得額 合計価格・運搬具 資産数・運搬具 帳簿価格・運搬具 評価価格・運搬具 決定価格・運搬具 課税標準額・運搬具 特例後 課税
標準額・運搬具 減免課税標準額・運搬具 減免税額・運搬具 免除課税標準額・運搬具 免除税額・工具 前年前取得価格・工具 前年中
減少価格・工具 前年中取得価格・工具 非課税資産 取得価格・工具 差引取得額 合計価格・工具 資産数・工具 帳簿価格・工具 評価
価格・工具 決定価格・工具 課税標準額・工具 特例後 課税標準額・工具 減免課税標準額・工具 減免税額・工具 免除課税標準額・工
具 免除税額・資産計 前年前取得価格・資産計 前年中減少価格・資産計 前年中取得価格・資産計 非課税資産 取得価格・資産計 差
引取得額 合計価格・資産計 資産数・資産計 帳簿価格・資産計 評価価格・資産計 決定価格・資産計 課税標準額・資産計 特例後 課
税標準額・資産計 減免課税標準額・資産計 減免税額・資産計 免除課税標準額・資産計 免除税額・大臣 決定価格・大臣 特例後 課税
標準額・大臣 減免課税標準額・大臣 減免税額・大臣 課税標準額・知事３８９ 決定価格・知事３８９ 特例後 課税標準額・知事３８９ 減免
課税標準額・知事３８９ 減免税額・知事３８９ 課税標準額・知事７４３ 決定価格・知事７４３ 特例後 課税標準額・知事７４３ 減免課税標
準額・知事７４３ 減免税額・知事７４３ 課税標準額・合計 決定価格・合計 課税標準額・合計 特例後 課税標準額・合計 減免課税標準
額・合計 減免税額・合計 免除課税標準額・合計 免除税額・前年 決定価格・前年 課税標準額・前年 特例後 課税標準額・前年 減免課
税標準額・前年 減免税額・申告書区分・更新職員番号・更新年月日・更新時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
１ 特定個人情報ファイル名【固定資産税課税台帳】
①システム（Acrocity固定資産税）
＜償却付加＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・賦課年度・義務者コード・代表者氏名・屋号・事業種目・資本金額・事業開始年
月・応答者所属・応答者氏名・応答者電話番号・税理士氏名・税理士番号・税理士電話番号・短縮耐用年数・増加償却資産・非課税該
当資産・課税標準額の 特例・特別償却又は 圧縮記帳・税務会計上の 償却方法・青色申告・資産の所在地１・資産の所在地２・資産の
所在地３・借用資産・事業所用家屋の 所有区分・備考１・備考２・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜償却異動累積＞
・削除フラグ・利用団体コード・連番・合併前利用団体コード・賦課年度・義務者コード・異動事由・異動日・異動前・異動後・更新職員番
号・更新年月日・更新時刻
＜調定課税＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・課税者コード・行政基本コード・構成員コード・賦課年度・共有区分・按分区分・部
屋番号・履歴番号・合算区分・課税区分・更正日・更正番号・更正期別・更正事由・更正理由・名寄帳ページ数・名寄帳順１・名寄帳順２・
田資産数・田地積・田評価額・田固定課標・田固定特例後課標・田固定減免課標・田固定減免税額・田固定免除課標・田固定免除税
額・田都市課標・田都市特例後課標・田都市減免課標・田都市減免税額・田都市減額課標・田都市減額税額・田都市免除課標・田都市
免除税額・畑資産数・畑地積・畑評価額・畑固定課標・畑固定特例後課標・畑固定減免課標・畑固定減免税額・畑固定免除課標・畑固
定免除税額・畑都市課標・畑都市特例後課標・畑都市減免課標・畑都市減免税額・畑都市減額課標・畑都市減額税額・畑都市免除課
標・畑都市免除税額・宅地資産数・宅地地積・宅地評価額・宅地固定課標・宅地固定特例後課標・宅地固定減免課標・宅地固定減免税
額・宅地固定免除課標・宅地固定免除税額・宅地都市課標・宅地都市特例後課標・宅地都市減免課標・宅地都市減免税額・宅地都市
減額課標・宅地都市減額税額・宅地都市免除課標・宅地都市免除税額・山林資産数・山林地積・山林評価額・山林固定課標・山林固定
特例後課標・山林固定減免課標・山林固定減免税額・山林固定免除課標・山林固定免除税額・山林都市課標・山林都市 特例後課標・
山林都市減免課標・山林都市減免税額・山林都市減額課標・山林都市減額税額・山林都市免除課標・山林都市免除税額・その他１資
産数・その他１地積・その他１評価額・その他１固定課標・その他１固定 特例後 課税標準額・その他１固定 減免課標・その他１固定 減
免税額・その他１ 固定免除課標・その他1 固定免除税額・その他１都市 課税標準額・その他１都市 特例後課標・その他１都市 減免課
標・その他１都市 減免税額・その他１都市 減額課標・その他１都市 減額税額・その他1都市 免除課標・その他1都市 免除税額・その他
２資産数・その他２地積・その他２評価額・その他２固定課標・その他２固定 特例後課標・その他２固定 減免課標・その他２固定 減免税
額・その他２ 固定免除課標・その他２ 固定免除税額・その他２都市課標・その他２都市 特例後課標・その他２都市 減免課標・その他２
都市 減免税額・その他２都市 減額課標・その他２都市 減額税額・その他２都市 免除課標・その他２都市 免除税額・その他３資産数・
その他３地積・その他３評価額・その他３固定課標・その他３固定 特例後課標・その他３固定 減免課標・その他３固定 減免税額・その
他３固定 免除課標・その他３固定 免除税額・その他３都市課標・その他３都市 特例後課標・その他３都市 減免課標・その他３都市 減
免税額・その他３都市 減額課標・その他３都市 減額税額・その他３都市 免除課標・その他３都市 免除税額・土地非課税資産数・土地
非課税地積・土地非課税評価額・土地合計資産数・土地合計地積・土地合計評価額・土地合計固定課標・土地合計固定 特例後課標・
土地合計固定 減免課標・土地合計固定 減免税額・土地合計固定 免除課標・土地合計固定 免除税額・土地合計都市課標・土地合計
都市 特例後課標・土地合計都市 減免課標・土地合計都市 減免税額・土地合計都市 減額課標・土地合計都市 減額税額・土地合計都
市 免除課標・土地合計都市 免除税額・木造資産数・木造床面積・木造評価額・木造固定課標・木造固定 特例後課標・木造新築軽減
課標・木造新築軽減税額・木造固定減免課標・木造固定減免税額・木造固定免除課標・木造固定免除税額・木造都市課標・木造都市
特例後課標・木造都市減免課標・木造都市減免税額・木造都市免除課標・木造都市免除税額・非木造資産数・非木造床面積・非木造
評価額・非木造固定課標・非木造固定 特例後課標・非木造新築軽減 課税標準額・非木造新築軽減 税額・非木造固定減免 課税標準
額・非木造固定減免 税額・非木造固定 免除課標・非木造固定 免除税額・非木造都市課標・非木造都市 特例後課標・非木造都市 減
免課標・非木造都市 減免税額・非木造都市 免除課標・非木造都市 免除税額・家屋非課税資産数・家屋非課税床面積・家屋非課税評
価額・家屋合計資産数・家屋合計床面積・家屋合計評価額・家屋合計固定課標・家屋合計固定 特例後課標・家屋合計新築軽減 課税
標準額・家屋合計新築軽減 税額・家屋合計固定 減免課標・家屋合計固定 減免税額・家屋合計固定 免除課標・家屋合計固定 免除税
額・家屋合計都市課標・家屋合計都市 特例後課標・家屋合計都市 減免課標・家屋合計都市 減免税額・家屋合計都市 免除課標・家屋
合計都市 免除税額・償却資産数・償却評価額・償却帳簿価格・償却課税標準額・償却特例後課標・償却減免課標・償却減免税額・償
却免除課標・償却免除税額・償却大臣課標・償却知事課標・償却合計課標・土地免税点・家屋免税点・償却免税点・固定資産税課標・
固定資産税率・固定算出税額・固定人的減免税額・固定減免開始日・固定減免開始期・固定減免終了日・固定減免終了期・固定合計
減免税額・固定免除開始日・固定免除終了日・固定合計免除税額・固定新築軽減税額・固定区分按分税額・固定共有按分税額・固定
確定税額・都市計画税 課税標準額・都市計画税率・都市算出税額・都市人的減免税額・都市減免開始日・都市減免開始期・都市減免
終了日・都市減免終了期・都市合計減免税額・都市免除開始日・都市免除終了日・都市合計免除税額・都市区分按分税額・都市共有
按分税額・都市確定税額・年税額・期割税額１・期割税額２・期割税額３・期割税額４・期割税額５・期割税額６・期割税額７・期割税額８・
期割税額９・期割税額１０・期割税額１１・期割税額１２・期割税額１３・期割税額１４・期割税額１５・更新職員番号・更新年月日・更新時
刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
１ 特定個人情報ファイル名【固定資産税課税台帳】
①システム（Acrocity固定資産税）
＜調定課税不均一＞＜調定課税内訳＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・課税者コード・行政基本コード・構成員コード・賦課年度・共有区分・按分区分・部
屋番号・履歴番号・合算区分・課税区分・更正日・更正番号・更正期別・更正事由・更正理由・名寄帳ページ数・名寄帳順１・名寄帳順２・
田資産数・田地積・田評価額・田固定課標・田固定特例後課標・田固定減免課標・田固定減免税額・田固定免除課標・田固定免除税
額・田都市課標・田都市特例後課標・田都市減免課標・田都市減免税額・田都市減額課標・田都市減額税額・田都市免除課標・田都市
免除税額・畑資産数・畑地積・畑評価額・畑固定課標・畑固定特例後課標・畑固定減免課標・畑固定減免税額・畑固定免除課標・畑固
定免除税額・畑都市課標・畑都市特例後課標・畑都市減免課標・畑都市減免税額・畑都市減額課標・畑都市減額税額・畑都市免除課
標・畑都市免除税額・宅地資産数・宅地地積・宅地評価額・宅地固定課標・宅地固定特例後課標・宅地固定減免課標・宅地固定減免税
額・宅地固定免除課標・宅地固定免除税額・宅地都市課標・宅地都市特例後課標・宅地都市減免課標・宅地都市減免税額・宅地都市
減額課標・宅地都市減額税額・宅地都市免除課標・宅地都市免除税額・山林資産数・山林地積・山林評価額・山林固定課標・山林固定
特例後課標・山林固定減免課標・山林固定減免税額・山林固定免除課標・山林固定免除税額・山林都市課標・山林都市 特例後課標・
山林都市減免課標・山林都市減免税額・山林都市減額課標・山林都市減額税額・山林都市免除課標・山林都市免除税額・その他１資
産数・その他１地積・その他１評価額・その他１固定課標・その他１固定 特例後 課税標準額・その他１固定 減免課標・その他１固定 減
免税額・その他１ 固定免除課標・その他1 固定免除税額・その他１都市 課税標準額・その他１都市 特例後課標・その他１都市 減免課
標・その他１都市 減免税額・その他１都市 減額課標・その他１都市 減額税額・その他1都市 免除課標・その他1都市 免除税額・その他
２資産数・その他２地積・その他２評価額・その他２固定課標・その他２固定 特例後課標・その他２固定 減免課標・その他２固定 減免税
額・その他２ 固定免除課標・その他２ 固定免除税額・その他２都市課標・その他２都市 特例後課標・その他２都市 減免課標・その他２
都市 減免税額・その他２都市 減額課標・その他２都市 減額税額・その他２都市 免除課標・その他２都市 免除税額・その他３資産数・
その他３地積・その他３評価額・その他３固定課標・その他３固定 特例後課標・その他３固定 減免課標・その他３固定 減免税額・その
他３固定 免除課標・その他３固定 免除税額・その他３都市課標・その他３都市 特例後課標・その他３都市 減免課標・その他３都市 減
免税額・その他３都市 減額課標・その他３都市 減額税額・その他３都市 免除課標・その他３都市 免除税額・土地非課税資産数・土地
非課税地積・土地非課税評価額・土地合計資産数・土地合計地積・土地合計評価額・土地合計固定課標・土地合計固定 特例後課標・
土地合計固定 減免課標・土地合計固定 減免税額・土地合計固定 免除課標・土地合計固定 免除税額・土地合計都市課標・土地合計
都市 特例後課標・土地合計都市 減免課標・土地合計都市 減免税額・土地合計都市 減額課標・土地合計都市 減額税額・土地合計都
市 免除課標・土地合計都市 免除税額・木造資産数・木造床面積・木造評価額・木造固定課標・木造固定 特例後課標・木造新築軽減
課標・木造新築軽減税額・木造固定減免課標・木造固定減免税額・木造固定免除課標・木造固定免除税額・木造都市課標・木造都市
特例後課標・木造都市減免課標・木造都市減免税額・木造都市免除課標・木造都市免除税額・非木造資産数・非木造床面積・非木造
評価額・非木造固定課標・非木造固定 特例後課標・非木造新築軽減 課税標準額・非木造新築軽減 税額・非木造固定減免 課税標準
額・非木造固定減免 税額・非木造固定 免除課標・非木造固定 免除税額・非木造都市課標・非木造都市 特例後課標・非木造都市 減
免課標・非木造都市 減免税額・非木造都市 免除課標・非木造都市 免除税額・家屋非課税資産数・家屋非課税床面積・家屋非課税評
価額・家屋合計資産数・家屋合計床面積・家屋合計評価額・家屋合計固定課標・家屋合計固定 特例後課標・家屋合計新築軽減 課税
標準額・家屋合計新築軽減 税額・家屋合計固定 減免課標・家屋合計固定 減免税額・家屋合計固定 免除課標・家屋合計固定 免除税
額・家屋合計都市課標・家屋合計都市 特例後課標・家屋合計都市 減免課標・家屋合計都市 減免税額・家屋合計都市 免除課標・家屋
合計都市 免除税額・償却資産数・償却評価額・償却帳簿価格・償却課税標準額・償却特例後課標・償却減免課標・償却減免税額・償
却免除課標・償却免除税額・償却大臣課標・償却知事課標・償却合計課標・土地免税点・家屋免税点・償却免税点・固定資産税課標・
固定資産税率・固定算出税額・固定人的減免税額・固定減免開始日・固定減免開始期・固定減免終了日・固定減免終了期・固定合計
減免税額・固定免除開始日・固定免除終了日・固定合計免除税額・固定新築軽減税額・固定区分按分税額・固定共有按分税額・固定
確定税額・都市計画税 課税標準額・都市計画税率・都市算出税額・都市人的減免税額・都市減免開始日・都市減免開始期・都市減免
終了日・都市減免終了期・都市合計減免税額・都市免除開始日・都市免除終了日・都市合計免除税額・都市区分按分税額・都市共有
按分税額・都市確定税額・年税額・期割税額１・期割税額２・期割税額３・期割税額４・期割税額５・期割税額６・期割税額７・期割税額８・
期割税額９・期割税額１０・期割税額１１・期割税額１２・期割税額１３・期割税額１４・期割税額１５・更新職員番号・更新年月日・更新時
刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
１ 特定個人情報ファイル名【固定資産税課税台帳】
①システム（Acrocity固定資産税）
＜共有課税＞＜共有課税内訳＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・義務者コード・行政基本コード・構成員コード・賦課年度・共有区分・按分区分・部
屋番号・履歴番号・合算区分・課税区分・共有持分分子・共有持分分母・構成員数・更正日・更正番号・更正期別・更正事由・更正理由・
名寄帳ページ数・名寄帳順１・名寄帳順２・田資産数・田地積・田評価額・田固定課標・田固定特例後課標・田固定減免課標・田固定減
免税額・田固定免除課標・田固定免除税額・田都市課標・田都市特例後課標・田都市減免課標・田都市減免税額・田都市減額課標・田
都市減額税額・田都市免除課標・田都市免除税額・畑資産数・畑地積・畑評価額・畑固定課標・畑固定特例後課標・畑固定減免課標・
畑固定減免税額・畑固定免除課標・畑固定免除税額・畑都市課標・畑都市特例後課標・畑都市減免課標・畑都市減免税額・畑都市減
額課標・畑都市減額税額・畑都市免除課標・畑都市免除税額・宅地資産数・宅地地積・宅地評価額・宅地固定課標・宅地固定特例後課
標・宅地固定減免課標・宅地固定減免税額・宅地固定免除課標・宅地固定免除税額・宅地都市課標・宅地都市特例後課標・宅地都市
減免課標・宅地都市減免税額・宅地都市減額課標・宅地都市減額税額・宅地都市免除課標・宅地都市免除税額・山林資産数・山林地
積・山林評価額・山林固定課標・山林固定 特例後課標・山林固定減免課標・山林固定減免税額・山林固定免除課標・山林固定免除税
額・山林都市課標・山林都市 特例後課標・山林都市減免課標・山林都市減免税額・山林都市減額課標・山林都市減額税額・山林都市
免除課標・山林都市免除税額・その他１資産数・その他１地積・その他１評価額・その他１固定課標・その他１固定 特例後 課税標準額・
その他１固定 減免課標・その他１固定 減免税額・その他１ 固定免除課標・その他1 固定免除税額・その他１都市 課税標準額・その他
１都市 特例後課標・その他１都市 減免課標・その他１都市 減免税額・その他１都市 減額課標・その他１都市 減額税額・その他1都市
免除課標・その他1都市 免除税額・その他２資産数・その他２地積・その他２評価額・その他２固定課標・その他２固定 特例後課標・そ
の他２固定 減免課標・その他２固定 減免税額・その他２ 固定免除課標・その他２ 固定免除税額・その他２都市課標・その他２都市 特
例後課標・その他２都市 減免課標・その他２都市 減免税額・その他２都市 減額課標・その他２都市 減額税額・その他２都市 免除課
標・その他２都市 免除税額・その他３資産数・その他３地積・その他３評価額・その他３固定課標・その他３固定 特例後課標・その他３
固定 減免課標・その他３固定 減免税額・その他３固定 免除課標・その他３固定 免除税額・その他３都市課標・その他３都市 特例後課
標・その他３都市 減免課標・その他３都市 減免税額・その他３都市 減額課標・その他３都市 減額税額・その他３都市 免除課標・その
他３都市 免除税額・土地非課税資産数・土地非課税地積・土地非課税評価額・土地合計資産数・土地合計地積・土地合計評価額・土
地合計固定課標・土地合計固定 特例後課標・土地合計固定 減免課標・土地合計固定 減免税額・土地合計固定 免除課標・土地合計
固定 免除税額・土地合計都市課標・土地合計都市 特例後課標・土地合計都市 減免課標・土地合計都市 減免税額・土地合計都市 減
額課標・土地合計都市 減額税額・土地合計都市 免除課標・土地合計都市 免除税額・木造資産数・木造床面積・木造評価額・木造固
定課標・木造固定 特例後課標・木造新築軽減課標・木造新築軽減税額・木造固定減免課標・木造固定減免税額・木造固定免除課標・
木造固定免除税額・木造都市課標・木造都市 特例後課標・木造都市減免課標・木造都市減免税額・木造都市免除課標・木造都市免
除税額・非木造資産数・非木造床面積・非木造評価額・非木造固定課標・非木造固定 特例後課標・非木造新築軽減 課税標準額・非木
造新築軽減 税額・非木造固定減免 課税標準額・非木造固定減免 税額・非木造固定 免除課標・非木造固定 免除税額・非木造都市課
標・非木造都市 特例後課標・非木造都市 減免課標・非木造都市 減免税額・非木造都市 免除課標・非木造都市 免除税額・家屋非課
税資産数・家屋非課税床面積・家屋非課税評価額・家屋合計資産数・家屋合計床面積・家屋合計評価額・家屋合計固定課標・家屋合
計固定 特例後課標・家屋合計新築軽減 課税標準額・家屋合計新築軽減 税額・家屋合計固定 減免課標・家屋合計固定 減免税額・家
屋合計固定 免除課標・家屋合計固定 免除税額・家屋合計都市課標・家屋合計都市 特例後課標・家屋合計都市 減免課標・家屋合計
都市 減免税額・家屋合計都市 免除課標・家屋合計都市 免除税額・償却資産数・償却評価額・償却帳簿価格・償却課税標準額・償却
特例後課標・償却減免課標・償却減免税額・償却免除課標・償却免除税額・償却大臣課標・償却知事課標・償却合計課標・土地免税
点・家屋免税点・償却免税点・固定資産税課標・固定資産税率・固定算出税額・固定人的減免税額・固定減免開始日・固定減免開始
期・固定減免終了日・固定減免終了期・固定合計減免税額・固定免除開始日・固定免除終了日・固定合計免除税額・固定新築軽減税
額・固定区分按分税額・固定共有按分税額・固定確定税額・都市計画税 課税標準額・都市計画税率・都市算出税額・都市人的減免税
額・都市減免開始日・都市減免開始期・都市減免終了日・都市減免終了期・都市合計減免税額・都市免除開始日・都市免除終了日・都
市合計免除税額・都市区分按分税額・都市共有按分税額・都市確定税額・年税額・期割税額１・期割税額２・期割税額３・期割税額４・期
割税額５・期割税額６・期割税額７・期割税額８・期割税額９・期割税額１０・期割税額１１・期割税額１２・期割税額１３・期割税額１４・期割
税額１５・更新職員番号・更新年月日・更新時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
１ 特定個人情報ファイル名【固定資産税課税台帳】
①システム（Acrocity固定資産税）
＜区分課税＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・義務者コード・行政基本コード・構成員コード・賦課年度・共有区分・按分区分・部
屋番号・履歴番号・合算区分・課税区分・敷地件割合分子・敷地件割合分母・構成員数・更正日・更正番号・更正期別・更正事由・更正
理由・名寄帳ページ数・名寄帳順１・名寄帳順２・田資産数・田地積・田評価額・田固定課標・田固定特例後課標・田固定減免課標・田固
定減免税額・田固定免除課標・田固定免除税額・田都市課標・田都市特例後課標・田都市減免課標・田都市減免税額・田都市減額課
標・田都市減額税額・田都市免除課標・田都市免除税額・畑資産数・畑地積・畑評価額・畑固定課標・畑固定特例後課標・畑固定減免
課標・畑固定減免税額・畑固定免除課標・畑固定免除税額・畑都市課標・畑都市特例後課標・畑都市減免課標・畑都市減免税額・畑都
市減額課標・畑都市減額税額・畑都市免除課標・畑都市免除税額・宅地資産数・宅地地積・宅地評価額・宅地固定課標・宅地固定特例
後課標・宅地固定減免課標・宅地固定減免税額・宅地固定免除課標・宅地固定免除税額・宅地都市課標・宅地都市特例後課標・宅地
都市減免課標・宅地都市減免税額・宅地都市減額課標・宅地都市減額税額・宅地都市免除課標・宅地都市免除税額・山林資産数・山
林地積・山林評価額・山林固定課標・山林固定 特例後課標・山林固定減免課標・山林固定減免税額・山林固定免除課標・山林固定免
除税額・山林都市課標・山林都市 特例後課標・山林都市減免課標・山林都市減免税額・山林都市減額課標・山林都市減額税額・山林
都市免除課標・山林都市免除税額・その他１資産数・その他１地積・その他１評価額・その他１固定課標・その他１固定 特例後 課税標
準額・その他１固定 減免課標・その他１固定 減免税額・その他１ 固定免除課標・その他1 固定免除税額・その他１都市 課税標準額・そ
の他１都市 特例後課標・その他１都市 減免課標・その他１都市 減免税額・その他１都市 減額課標・その他１都市 減額税額・その他1
都市 免除課標・その他1都市 免除税額・その他２資産数・その他２地積・その他２評価額・その他２固定課標・その他２固定 特例後課
標・その他２固定 減免課標・その他２固定 減免税額・その他２ 固定免除課標・その他２ 固定免除税額・その他２都市課標・その他２都
市 特例後課標・その他２都市 減免課標・その他２都市 減免税額・その他２都市 減額課標・その他２都市 減額税額・その他２都市 免
除課標・その他２都市 免除税額・その他３資産数・その他３地積・その他３評価額・その他３固定課標・その他３固定 特例後課標・その
他３固定 減免課標・その他３固定 減免税額・その他３固定 免除課標・その他３固定 免除税額・その他３都市課標・その他３都市 特例
後課標・その他３都市 減免課標・その他３都市 減免税額・その他３都市 減額課標・その他３都市 減額税額・その他３都市 免除課標・
その他３都市 免除税額・土地非課税資産数・土地非課税地積・土地非課税評価額・土地合計資産数・土地合計地積・土地合計評価
額・土地合計固定課標・土地合計固定 特例後課標・土地合計固定 減免課標・土地合計固定 減免税額・土地合計固定 免除課標・土地
合計固定 免除税額・土地合計都市課標・土地合計都市 特例後課標・土地合計都市 減免課標・土地合計都市 減免税額・土地合計都
市 減額課標・土地合計都市 減額税額・土地合計都市 免除課標・土地合計都市 免除税額・木造資産数・木造床面積・木造評価額・木
造固定課標・木造固定 特例後課標・木造新築軽減課標・木造新築軽減税額・木造固定減免課標・木造固定減免税額・木造固定免除
課標・木造固定免除税額・木造都市課標・木造都市 特例後課標・木造都市減免課標・木造都市減免税額・木造都市免除課標・木造都
市免除税額・非木造資産数・非木造床面積・非木造評価額・非木造固定課標・非木造固定 特例後課標・非木造新築軽減 課税標準額・
非木造新築軽減 税額・非木造固定減免 課税標準額・非木造固定減免 税額・非木造固定 免除課標・非木造固定 免除税額・非木造都
市課標・非木造都市 特例後課標・非木造都市 減免課標・非木造都市 減免税額・非木造都市 免除課標・非木造都市 免除税額・家屋
非課税資産数・家屋非課税床面積・家屋非課税評価額・家屋合計資産数・家屋合計床面積・家屋合計評価額・家屋合計固定課標・家
屋合計固定 特例後課標・家屋合計新築軽減 課税標準額・家屋合計新築軽減 税額・家屋合計固定 減免課標・家屋合計固定 減免税
額・家屋合計固定 免除課標・家屋合計固定 免除税額・家屋合計都市課標・家屋合計都市 特例後課標・家屋合計都市 減免課標・家屋
合計都市 減免税額・家屋合計都市 免除課標・家屋合計都市 免除税額・償却資産数・償却評価額・償却帳簿価格・償却課税標準額・
償却特例後課標・償却減免課標・償却減免税額・償却免除課標・償却免除税額・償却大臣課標・償却知事課標・償却合計課標・土地免
税点・家屋免税点・償却免税点・固定資産税課標・固定資産税率・固定算出税額・固定人的減免税額・固定減免開始日・固定減免開始
期・固定減免終了日・固定減免終了期・固定合計減免税額・固定免除開始日・固定免除終了日・固定合計免除税額・固定新築軽減税
額・固定区分按分税額・固定共有按分税額・固定確定税額・都市計画税 課税標準額・都市計画税率・都市算出税額・都市人的減免税
額・都市減免開始日・都市減免開始期・都市減免終了日・都市減免終了期・都市合計減免税額・都市免除開始日・都市免除終了日・都
市合計免除税額・都市区分按分税額・都市共有按分税額・都市確定税額・年税額・期割税額１・期割税額２・期割税額３・期割税額４・期
割税額５・期割税額６・期割税額７・期割税額８・期割税額９・期割税額１０・期割税額１１・期割税額１２・期割税額１３・期割税額１４・期割
税額１５・更新職員番号・更新年月日・更新時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
１ 特定個人情報ファイル名【固定資産税課税台帳】
①システム（Acrocity固定資産税）
＜固定基本＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・義務者コード・行政基本コード・課税者コード・構成員代表者コード・マンションコー
ド・部屋番号・から有効日・まで有効日・所有区分・構成員数・異動事由・異動日・登記受付日・登記原因日・課税方法・証明発行判定・
非課税・固定資産税率・都市計画税率・減免・減免分子・減免分母・減免開始日・減免開始期・減免終了日・減免終了期・免除・免除分
子・免除分母・免除開始日・免除終了日・共有分母・敷地権分母・敷地権分子・按分方法・通知方法・個人法人・法人持分・一棟コード・
更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜共有構成員＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・共有代表者コード・構成員コード・連番・から有効日・まで有効日・所有区分・異動
事由・異動日・登記受付日・登記原因日・課税方法・証明発行判定・非課税・固定資産税率・都市計画税率・減免・減免分子・減免分母・
減免開始日・減免開始期・減免終了日・減免終了期・免除・免除分子・免除分母・免除開始日・免除終了日・共有持分分子・共有持分分
母・按分補正率・一棟コード・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜登記氏名住所管理＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・物件区分・物件コード・賦課年度・年度ＳＥＱ・有効年度・有効年度ＳＥＱ・連番・登記名義人・
氏名住所番号・大字・大字附番・小字（丁目）・小字附番・本番・本番附番・枝番・枝番附番・子番・子番附番・孫番・孫番附番・曾番・曾番
附番・玄番・玄番附番・多地目・多評価・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜登記氏名住所＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・登記名義人・氏名住所番号・氏名・住所・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜マンション管理＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・マンションコード・から有効日・まで有効日・敷地権種類・分母・マンション名カナ・
マンション名漢字・マンション住所・全体床面積・全体専有面積・構成員数・部屋数・異動事由・異動日・登記受付日・登記原因日・課税
方法・証明発行判定・非課税・減免・減免分子・減免分母・減免開始日・減免開始期・減免終了日・減免終了期・免除・免除分子・免除分
母・免除開始日・免除終了日・按分方法・個人法人・法人持分・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜業務定数＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・賦課年度・定数大区分・定数中区分・定数小区分・定数名称・内容区分・文字定数・数値定
数・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜項目チェック判定パラメータ＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・画面名称・チェックコード・チェック内容・エラーレベル・チェック有効区分・メッセージ内容１・
メッセージ内容２・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜大字・小字＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・整列内容１・整列内容２・大字・小字・大字カナ・大字漢字・小字カナ・小字漢字・更新職員番
号・更新年月日・更新時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
１ 特定個人情報ファイル名【固定資産税課税台帳】
①システム（Acrocity固定資産税）
＜路線単価＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・評価年度・路線番号・用途地域・価格・標準路線番号・街路要因１・街路要因１状況・街路要
因１比準率・街路要因２・街路要因２状況・街路要因２比準率・街路要因３・街路要因３状況・街路要因３比準率・街路要因４・街路要因４
状況・街路要因４比準率・街路要因５・街路要因５状況・街路要因５比準率・街路要因６・街路要因６状況・街路要因６比準率・街路要因
７・街路要因７状況・街路要因７比準率・街路要因８・街路要因８状況・街路要因８比準率・街路要因９・街路要因９状況・街路要因９比準
率・街路要因10・街路要因10状況・街路要因10比準率・利便要因１・利便要因１施設・利便要因１距離・利便要因１比準率・利便要因２・
利便要因２施設・利便要因２距離・利便要因２比準率・利便要因３・利便要因３施設・利便要因３距離・利便要因３比準率・利便要因４・
利便要因４施設・利便要因４距離・利便要因４比準率・利便要因５・利便要因５施設・利便要因５距離・利便要因５比準率・利便要因６・
利便要因６施設・利便要因６距離・利便要因６比準率・利便要因７・利便要因７施設・利便要因７距離・利便要因７比準率・利便要因８・
利便要因８施設・利便要因８距離・利便要因８比準率・利便要因９・利便要因９施設・利便要因９距離・利便要因９比準率・利便要因10・
利便要因10施設・利便要因10距離・利便要因10比準率・接近要因１・接近要因１距離・接近要因１比準率・接近要因２・接近要因２距
離・接近要因２比準率・接近要因３・接近要因３距離・接近要因３比準率・接近要因４・接近要因４距離・接近要因４比準率・接近要因５・
接近要因５距離・接近要因５比準率・接近要因６・接近要因６距離・接近要因６比準率・接近要因７・接近要因７距離・接近要因７比準
率・接近要因８・接近要因８距離・接近要因８比準率・接近要因９・接近要因９距離・接近要因９比準率・接近要因10・接近要因10距離・
接近要因10比準率・比準率・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜状況類似単価＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・評価年度・状況類似番号・用途地域・価格・標準地番号・比準率・標準地一筆コード・標準地
現況地目・標準地大字・標準地大字附番・標準地小字（丁目）・標準地小字附番・標準地本番・標準地本番附番・標準地枝番・標準地枝
番附番・標準地子番・標準地子番附番・標準地孫番・標準地孫番附番・標準地曾番・標準地曾番附番・標準地玄番・標準地玄番附番・
日照の状況・田面の乾湿・農地の傾斜・保水・排水・面積・耕うんの難易・耕うん農道・耕うん形状・耕うん障害物・耕うん土性・耕うん礫・
耕うん乾湿・災害・宅地状況・宅地間口・宅地奥行・宅地形状・中央地標高・拠出地標高・標高差・支線道路距離・支線標準地格差・幹線
道路距離・不毛地割合・土層深さ・平地林距離・平地林道路・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜負担調整率＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・年度・区分・連番・上限・下限・負担調整率・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜経年補正率＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・評価年度・構造・用途・評点数区分・下限・上限・経過年数・率・更新職員番号・更新年月日・
更新時刻
＜伸び率＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・評価年度・構造・種類・評点数区分・上限・下限・経過年数・率・更新職員番号・更新年月日・
更新時刻
＜減価残存率＞
・耐用年数・適用まで年度・前年中取得率・前年前取得率・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜評価（替）年度＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・業務区分・賦課年度・評価替年度・単価年度・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜加重平均＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・賦課年度・地区コード・地目区分・加重平均・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜メモ＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・対象区分・対象コード・種類・削除区分・行番号・メモ内容・有効日・更新職員番号・更新年月
日・更新時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
１ 特定個人情報ファイル名【固定資産税課税台帳】
①システム（Acrocity固定資産税）
＜項目属性＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・テーブル名称・項目番号・項目名・項目名称・項目属性・項目整数部桁数・項目小数部桁数
＜更正物件情報＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・賦課年度・更正番号・連番・義務者コード・更正物件区分・物件コード・異動後情
報・異動前情報・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜期割判断＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・義務者コード・賦課年度・期割数・更新年月日・更新時刻
＜異動ワークＤＢ＞
・端末名・対象ＤＢ名・連番・異動ＤＢデータ・利用団体コード・合併前利用団体コード
＜画地構成土地異動管理＞
・削除フラグ・賦課年度・代表大字・代表大字附番・代表小字（丁目）・代表小字附番・代表本番・代表本番附番・代表枝番・代表枝番附
番・代表子番・代表子番附番・代表孫番・代表孫番附番・代表曾番・代表曾番附番・代表玄番・代表玄番附番・代表多地目・代表多評
価・利用団体コード・合併前利用団体コード・一筆コード（異動分）・更新職員番号・更新年月日・更新時刻
＜換地管理＞
・削除フラグ・利用団体コード・合併前利用団体コード・換地管理番号１・換地管理番号２・仮換地一筆コード・従前地一筆コード・換地状
態区分・数値項目１・数値項目２・数値項目３・文字項目１・文字項目２・文字項目３・率項目１・率項目２・率項目３・更新職員番号・更新
年月日・更新時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
２ 特定個人情報ファイル名【軽自動車税課税台帳】
①システム（Acrocity軽自動車税）
＜一車＞
・利用団体コード・一車コード・賦課年度・賦課年度ＳＥＱ・義務者コード・所有者コード・使用者コード・異動事由コード・異動日・届出日・
標識記号・標識分類・標識符号・標識ＳＥＱ・車台番号・車名・年式・型式・車種・排気量・馬力・原動機の型式・用途区分・車両区分・証
明区分・軍区分・定置場所・取得受付番号・取得日・取得理由・廃車受付番号・廃車日・廃車理由・プレート回収区分・通常税額・課税区
分・非課税区分・特例区分・特例率分子・特例率分母・特例控除額・特例終了年度・減免区分・減免率分子・減免率分母・減免控除額・
減免終了年度・加算区分・調定区分・画像ファイル名・オプション1・オプション2・オプション3・オプション4・オプション5・オプション6・合併
前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜課税＞
・利用団体コード・一車コード・賦課年度・賦課年度ＳＥＱ・無効区分・義務者コード・所有者コード・使用者コード・異動日・車種・課税区
分・通常税額・特例控除額・減免控除額・加算金額・課税額・当初税額・現年度随期税額・過年度随期税額・更正理由コード・更正理由・
備考文・調定区分・オプション1・オプション2・オプション3・オプション4・オプション5・オプション6・合併前利用団体コード・更新職員番号・
更新処理年月日・更新処理時刻
＜メモ＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・対象区分・対象コード・異動ＳＥＱ・メモ内容・登録日・更新日・有効期限・更新職員番号・更新
処理年月日・更新処理時刻
＜業務定数＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・賦課年度・定数大区分・定数中区分・定数小区分・定数名称・内容区分・文字定数・数値定
数・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜標識＞
・利用団体コード・標識記号・標識分類・標識符号・標識ＳＥＱ・標識使用区分・オプション１・オプション２・オプション３・オプション４・オプ
ション５・オプション６・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
②システム（住民税課税支援システム（税務LAN））
・年度 ・個人番号 ・世帯番号 ・カナ氏名 ・氏名 ・行政区 ・管理番号１ ・管理番号２ ・保存履歴番号 ・年齢(1/1)
・特徴番号 ・個人整理番号 ・受給者番号 ・優先給報事業所番号 ・死亡転出(住基) ・保存フラグ ・青申区分 ・徴収区分
・均免 ・控対配 ・老配 ・夫有 ・未成年 ・乙欄(未返却) ・本人普障 ・本人特障 ・老年者 ・寡婦一般 ・寡婦特別 ・寡夫
・勤労学生 ・扶養一般 ・扶養特定 ・扶養老人 ・扶養老親 ・普通障害 ・特別障害 ・同居特障 ・年少扶養 ・死亡退職
・災害者 ・外国人 ・就職 ・就職年月日 ・退職 ・退職年月日 ・営業収入 ・営業所得 ・農業収入 ・農業所得 ・不動産収入
・不動産所得 ・利子収入 ・利子所得 ・配当収入 ・配当所得 ・利益配当(内) ・一外証券投信(内) ・私募証券投信(内)
・特外証券投信(内) ・少額配当 ・利益配当(少額内) ・一外証券投信(少額内) ・私募証券投信(少額内)
・特外証券投信(少額内) ・給与収入 ・給与所得 ・専給収入(内) ・特定支出 ・雑収入(年金+その他) ・雑収入(年金)
・雑所得(年金+その他) ・雑所得(その他) ・非課税所得 ・総合短期収入 ・総合短期差引 ・総合短期特控 ・総合短期所得
・総合長期収入 ・総合長期差引 ・総合長期特控 ・総合長期所得1/2前 ・一時収入 ・一時差引 ・一時特控 ・一時所得1/2前
・純損繰越(総合) ・純損繰越(土地超短期) ・純損繰越(土地短期) ・純損繰越(分離短期一般) ・純損繰越(分離長期一般)
・純損繰越(山林) ・繰越損失(雑) ・株式等繰越損失 ・上場株配当繰越損失 ・先物取引繰越損失 ・特定居住用財産繰越損失
・株式等繰り越される損失 ・先物取引繰り越される損失 ・分離短期一般収入 ・分離短期一般差引 ・分離短期一般特控
・分離短期一般所得 ・分離短期軽減収入 ・分離短期軽減差引 ・分離短期軽減特控 ・分離短期軽減所得 ・分離長期一般収入
・分離長期一般差引 ・分離長期一般特控 ・分離長期一般所得 ・分離長期特定収入 ・分離長期特定差引 ・分離長期特定特控
・分離長期特定所得 ・分離長期軽課収入 ・分離長期軽課差引 ・分離長期軽課特控 ・分離長期軽課所得 ・未公開株式収入
・未公開株式所得 ・上場株式収入 ・上場株式所得 ・上場株配当収入 ・上場株配当所得 ・先物取引収入 ・先物取引所得
・山林収入 ・山林差引 ・山林所得 ・山林特控 ・退職収入 ・退職1/2前 ・退職所得 ・免税収入 ・免税所得 ・牛100万超収入
・牛100万超所得 ・雑損控除 ・雑損差引損失 ・雑損関連支出 ・医療費控除 ・医療費差引 ・社会保険料控除 ・小規模企業控除
・生保控除 ・新生保支払額 ・旧生保支払額 ・新個人年金支払額 ・旧個人年金支払額 ・介護保険支払額 ・地震保険控除
・地震保険支払額 ・旧損保長期支払額 ・寄附金控除 ・寄附金(日赤分) ・寄附金(政党) ・寄附金（市区町村） ・寄附金（都道府県）
・寄附金（ふるさと） ・認定外ＮＰＯ（市区町村） ・認定外ＮＰＯ（都道府県） ・配偶者控除 ・配偶者特別控除 ・配偶者合計所得
・扶養控除 ・所得控除合計(国税) ・青申控除 ・配当控除 ・リース控除 ・住宅取得控除 ・政党等寄附金等控除
・住宅耐震改修控除 ・予備 ・災害減免 ・外国税額控除 ・源泉税額 ・専従者控除額 ・配専人数 ・他専人数 ・臨時所得
・変動所得(現年) ・変動所得(前年) ・変動所得(前々年) ・合計所得 ・総所得 ・総合課税 ・短期一般課税 ・短期軽減課税
・長期一般課税 ・長期特定課税 ・長期軽課課税 ・上場株式課税 ・非公開株式課税 ・上場株配当課税 ・先物取引課税
・山林課税 ・退職課税 ・配当割控除 ・株式譲渡所得割控除 ・居住用損失借入金残高 ・居住用買替譲渡損失限度額
・再差引税額 ・復興所得税 ・申告納税額 ・納める税額 ・住借控除可能額 ・住借控除見込額 ・住借申告済
・市町村寄附金税額控除 ・都道府県寄附金税額控除 ・Ori01（申告区分） ・Ori02（資料せん区分） ・Ori03（均等割課税区分）
・Ori04（家屋敷課税区分） ・Ori05（事業所区分） ・Ori06（前職記載区分） ・Ori07 ・Ori08 ・Ori09 ・Ori10 ・Ori11 ・Ori12 ・Ori13
・Ori14 ・Ori15 ・Ori16 ・Ori17 ・Ori18 ・Ori19 ・Ori20

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜個人課税＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・履歴番号・資料区分・資料番号（冊番号）・資料番号（番号）・資料番号（枝番）・無効区分・世帯
コード・台帳番号・事業所コード・整理番号・受給者番号・国税通知書番号・異動年月日・処理区分・更正理由区分・課税区分・営業所得
等・農業所得・その他事業所得・漁業所得（内数）・不動産所得・利子（所得税）・利子所得・配当（所得税）・配当所得（控除あり）・配当所
得（控除なし）・特定配当（内数）・一般外貨（内数）・外貨以外（内数）・給与収入・専従者給与収入（内数）・前職分給与収入（内数）・給与
特定支出控除・給与所得・給与収入（一部特徴）・給与所得（一部特徴）・年金区分・年金収入・年金所得・雑所得（その他）・総合譲渡短
期所得・総合譲渡短期控除・総合譲渡長期所得・総合譲渡長期控除・総合譲渡一時所得・総合譲渡一時控除・土地等事業雑・超短期
所得・分離譲渡短期一般所得・分離譲渡短期一般控除・分離譲渡短期特定所得・分離譲渡短期特定控除・分離譲渡長期一般所得・分
離譲渡長期一般控除・分離譲渡長期優良所得・分離譲渡長期優良控除・分離譲渡長期特定所得・分離譲渡長期特定控除・分離譲渡
長期居住所得・分離譲渡長期居住控除・株式譲渡所得（非公開）・株式譲渡所得（上場分）・株式譲渡控除・商品先物取引・山林所得・
山林控除・退職所得（所得税）・退職所得・変動所得前２年分・変動所得当年分・臨時所得・繰越控除純損失総所得・繰越控除純損失超
短期・繰越控除純損失土地・繰越控除純損失短期・繰越控除純損失長期・繰越控除純損失長期居住・繰越控除純損失株式譲渡・繰越
控除純損失先物取引・繰越控除純損失山林・繰越控除雑損失・肉用牛免税所得・肉用牛免税以外・肉用牛売却価格・非課税所得・配
当割控除額・株式譲渡割控除額・拡張−所得１・拡張−所得２・拡張−所得３・拡張−所得４・拡張−所得５・拡張−所得６・拡張−所得
７・拡張−所得８・拡張−所得９・拡張−所得１０・拡張−所得１１・拡張−所得１２・拡張−所得１３・拡張−所得１４・拡張−所得１５・拡
張−所得１６・拡張−所得１７・拡張−所得１８・拡張−所得１９・拡張−所得２０・雑損控除・医療費控除・社会保険控除・小規模共済・
生命保険区分・生命保険料・個人年金・本人専従者・青白区分・専従配偶者・専従者その他・金額（専給控除）・本人障害者・本人夫有
り・未成年・本人老年者・本人寡婦・寡夫・特寡・本人勤労学生・配偶者控除区分・配特控除区分・配偶者所得・扶養その他・扶養特定・
扶養老人・扶養同居老親・扶養普通障害・扶養特別障害・扶養同居特別障害・扶養人数年少・平均課税計算区分・生活保護区分・生活
保護開始・生活保護終了・拡張−扶養１・拡張−扶養２・拡張−扶養３・拡張−扶養４・拡張−扶養５・徴収区分・徴収区分２・特徴開始
月・特徴終了月・普徴開始期・普徴終了期・年金特徴開始月・年金特徴終了月・特徴仮算フラグ・年金保険者用整理番号１・特別徴収義
務者コード・年金コード・通知コード・処理結果・非課税所得区分・減免区分・均等割区分・課非区分・通知書発行区分・通知書発行日・
法定納期限等・他給与区分・給報乙欄・給報就退職区分・給報就退職年月日・損害保険区分・損害保険料・長期損害保険料・分離短期
一般特例条文・分離短期特定特例条文・分離長期一般特例条文・分離長期優良特例条文・分離長期特定特例条文・分離長期居住特
例条文・拡張−特例条文・配偶者特別控除・生命保険控除・個人年金控除・基礎控除・老年者控除・寡婦・寡夫・特寡控除・勤労学生控
除・本人障害控除・本人特別障害控除・配偶者一般控除・配偶者老人控除・配偶者特別障害控除・扶養一般控除・扶養老人控除・扶養
同居老人控除・扶養障害控除・扶養特別障害控除・扶養同居特別障害控除・扶養特定控除・控除合計・寄付金控除額・扶養加算金・損
害保険控除額・寄付金控除（所得税）・控除額合計（所得税）・住宅取得控除・外国税額控除（所得税）・減免（所得税）・政党等寄付金・
配当控除（所得税）・電子証明書等特別控除（所得税）・所得税の課税所得金額・寄附金額１・寄附金額２・寄附金額３・寄附金額４・寄附
金額５・所得税額（税額控除前）・所得税額（定率減税前）・所得税額（定率減税後）・源泉税額・外国税額限度額・拡張−所得控除１・拡
張−所得控除２・拡張−所得控除３・拡張−所得控除４・拡張−所得控除５・拡張−所得控除６・拡張−所得控除７・拡張−所得控除８・
拡張−所得控除９・拡張−所得控除１０・拡張−所得控除１１・拡張−所得控除１２・拡張−所得控除１３・拡張−所得控除１４・拡張−
所得控除１５・拡張−所得控除１６・拡張−所得控除１７・拡張−所得控除１８・拡張−所得控除１９・拡張−所得控除２０・総所得課税標
準・総所得市町所得割・総所得県所得割・土地課税標準・土地市町所得割・土地県所得割・超短期課税標準・超短期市町所得割・超短
期県所得割・短期一般課税標準・短期一般市町所得割・短期一般県所得割・短期特定課税標準・短期特定市町所得割・短期特定県所
得割・長期一般課税標準・長期一般市町所得割・長期一般県所得割・長期優良課税標準・長期優良市町所得割・長期優良県所得割・
長期特定課税標準・長期特定市町所得割・長期特定県所得割・長期居住課税標準・長期居住市町所得割・長期居住県所得割・株式譲
渡（非公開）課税標準・株式譲渡（非公開）市町所得割・株式譲渡（非公開）県所得割・株式譲渡（上場分）課税標準・株式譲渡（上場分）
市町所得割・株式譲渡（上場分）県所得割・商品先物取引課税標準・商品先物取引市町所得割・商品先物取引県所得割・山林課税標
準・山林市町所得割・山林県所得割・退職課税標準・退職市町所得割・退職県所得割・拡張−課税標準１・拡張−市町所得割１・拡張
−県所得割１・拡張−課税標準２・拡張−市町所得割２・拡張−県所得割２・拡張−課税標準３・拡張−市町所得割３・拡張−県所得割
３・拡張−課税標準４・拡張−市町所得割４・拡張−県所得割４・拡張−課税標準５・拡張−市町所得割５・拡張−県所得割５・拡張−課
税標準６・拡張−市町所得割６・拡張−県所得割６・拡張−課税標準７・拡張−市町所得割７・拡張−県所得割７・拡張−課税標準８・拡
張−市町所得割８・拡張−県所得割８・拡張−課税標準９・拡張−市町所得割９・拡張−県所得割９・拡張−課税標準１０・拡張−市町
所得割１０・拡張−県所得割１０・合計所得金額・総所得金額等・総所得金額・算出調定市町所得割・算出調定県所得割・特別所得市町
所得割・特別所得県所得割・税控除市町所得割・税控除県所得割・外国税控除市町所得割・外国税控除県所得割

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜個人課税＞
・寄附金基本控除額市町村・寄附金基本控除額県・寄附金特例控除額市町村・寄附金特例控除額県・寄附金控除額市町村・寄附金控
除額県・算出合計税市町均等割・算出合計税県均等割・算出合計税市町所得割・算出合計税県所得割・税額調整市町所得割・税額調
整県所得割・市町所得割減額１・県所得割減額１・市町税額減額１・県税額減額１・市町所得割減額２・県所得割減額２・市町税額減額
２・県税額減額２・市町配当割控除額・県配当割控除額・未控除分配当割控除額市・未控除分配当割控除額県・未控除分配当割控除
額・市町株式譲渡割控除額・県株式譲渡割控除額・未控除分株式譲渡割控除額市・未控除分株式譲渡割控除額県・未控除分株式譲
渡割控除額・配株不足額市税・配株不足額県税・配株不足額合計・配株充当額合計・配株還付額合計・市町差引前所得割・県差引前
所得割・市町差引均等割・県差引均等割・市町差引所得割・県差引所得割・年税額・端数市町・端数県・併徴市町所得割・併徴県所得
割・併微市町均等割・併徴県均等割・併徴合計・併徴課税標準・併徴配株充当合計・併徴年特市所得割・併徴年特県所得割・併徴年特
市均等割・併徴年特県均等割・併徴年特合計・併徴年特配株充当合計・市町過年度増分所得割・県過年度増分所得割・市町過年度増
分均等割・県過年度増分均等割・強制変更フラグ・所得税金額控除前・拡張−金額１・拡張−金額２・拡張−金額３・拡張−金額４・拡張
−金額５・拡張−金額６・拡張−金額７・拡張−金額８・拡張−金額９・拡張−金額１０・拡張−金額１１・拡張−金額１２・拡張−金額１
３・拡張−金額１４・拡張−金額１５・拡張−金額１６・拡張−金額１７・拡張−金額１８・拡張−金額１９・拡張−金額２０・拡張−コード１・
拡張−コード２・拡張−コード３・拡張−コード４・拡張−コード５・拡張−コード６・拡張−コード７・拡張−コード８・拡張−コード９・拡張−
コード１０・拡張−コード１１・拡張−コード１２・拡張−コード１３・拡張−コード１４・拡張−コード１５・拡張−コード１６・拡張−コード１７・
拡張−コード１８・拡張−コード１９・拡張−コード２０・普徴１期・普徴２期・普徴３期・普徴４期・普徴５期・普徴６期・普徴７期・普徴８期・
普徴９期・普徴１０期・普徴１１期・普徴１２期・特徴６月・特徴７月・特徴８月・特徴９月・特徴１０月・特徴１１月・特徴１２月・特徴１月・特徴
２月・特徴３月・特徴４月・特徴５月・特徴事業所コード６月・特徴事業所コード７月・特徴事業所コード８月・特徴事業所コード９月・特徴
事業所コード１０月・特徴事業所コード１１月・特徴事業所コード１２月・特徴事業所コード１月・特徴事業所コード２月・特徴事業所コード
３月・特徴事業所コード４月・特徴事業所コード５月・年金特徴４月・年金特徴６月・年金特徴８月・年金特徴１０月・年金特徴１２月・年金
特徴２月・特別徴収義務者コード４月・特別徴収義務者コード６月・特別徴収義務者コード８月・特別徴収義務者コード１０月・特別徴収
義務者コード１２月・特別徴収義務者コード２月・普徴１期充当額・普徴２期充当額・普徴３期充当額・普徴４期充当額・普徴５期充当額・
普徴６期充当額・普徴７期充当額・普徴８期充当額・普徴９期充当額・普徴１０期充当額・普徴１１期充当額・普徴１２期充当額・特徴６月
充当額・特徴７月充当額・特徴８月充当額・特徴９月充当額・特徴１０月充当額・特徴１１月充当額・特徴１２月充当額・特徴１月充当額・
特徴２月充当額・特徴３月充当額・特徴４月充当額・特徴５月充当額・年金特徴４月充当額・年金特徴６月充当額・年金特徴８月充当額・
年金特徴１０月充当額・年金特徴１２月充当額・年金特徴２月充当額・オプション１・オプション２・オプション３・オプション４・オプション５・
オプション６・オプション７・オプション８・オプション９・オプション１０・オプション１１・オプション１２・オプション１３・オプション１４・オプション
１５・オプション１６・オプション１７・オプション１８・オプション１９・オプション２０・オプション２１・オプション２２・オプション２３・オプション２
４・オプション２５・オプション２６・オプション２７・オプション２８・オプション２９・オプション３０・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新
処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜事業所調定＞
・利用団体コード・賦課年度・事業所コード・履歴番号・通知書発行日・納期特例区分・月割税額6月・月割税額7月・月割税額8月・月割
税額9月・月割税額10月・月割税額11月・月割税額12月・月割税額１月・月割税額2月・月割税額3月・月割税額4月・月割税額5月・月割
合計税額・月別人員6月・月別人員7月・月別人員8月・月別人員9月・月別人員10月・月別人員11月・月別人員12月・月別人員1月・月別
人員2月・月別人員3月・月別人員4月・月別人員5月・異動年月日(西暦) ・整理番号・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理
年月日・更新処理時刻
＜事業所従業員管理＞
・利用団体コード・賦課年度・事業所コード・住民コード・履歴番号・異動年月日・処理区分・更正理由区分・月割税額6月・月割税額7月・
月割税額8月・月割税額9月・月割税額10月・月割税額11月・月割税額12月・月割税額１月・月割税額2月・月割税額3月・月割税額4月・
月割税額5月・合計税額・処理日・異動前月割税額6月・異動前月割税額７月・異動前月割税額８月・異動前月割税額９月・異動前月割
税額１０月・異動前月割税額１１月・異動前月割税額１２月・異動前月割税額１月・異動前月割税額２月・異動前月割税額３月・異動前月
割税額４月・異動前月割税額５月・異動前合計税額・異動前処理日・異動前事業所コード・整理番号・合併前利用団体コード・更新職員
番号・更新処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜資料＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・履歴番号・資料区分・資料番号（冊番号）・資料番号（番号）・資料番号（枝番）・イメージ番号・
無効区分・世帯コード・台帳番号・事業所コード・整理番号・受給者番号・国税通知書番号・異動年月日・処理区分・更正理由区分・課税
区分・営業所得等・農業所得・その他事業所得・漁業所得（内数）・不動産所得・利子（所得税）・利子所得・配当株式（所得税）・配当所
得（控除あり）・配当所得（控除なし）・特定配当（内数）・一般外貨（内数）・外貨以外（内数）・給与収入・専従者給与収入（内数）・前職分
給与収入（内数）・給与特定支出控除・給与所得・給与収入（一部特徴）・給与所得（一部特徴）・年金区分・年金収入・年金所得・雑所得
（その他）・総合譲渡短期所得・総合譲渡短期控除・総合譲渡長期所得・総合譲渡長期控除・総合譲渡一時所得・総合譲渡一時控除・
土地等事業雑・超短期所得・分離譲渡短期一般所得・分離譲渡短期一般控除・分離譲渡短期特定所得・分離譲渡短期特定控除・分離
譲渡長期一般所得・分離譲渡長期一般控除・分離譲渡長期優良所得・分離譲渡長期優良控除・分離譲渡長期特定所得・分離譲渡長
期特定控除・分離譲渡長期居住所得・分離譲渡長期居住控除・株式譲渡所得（非公開）・株式譲渡所得（上場分）・株式譲渡控除・商品
先物取引・山林所得・山林控除・退職所得（所得税）・退職所得・変動所得前２年分・変動所得当年分・臨時所得・繰越控除純損失総所
得・繰越控除純損失超短期・繰越控除純損失土地・繰越控除純損失短期・繰越控除純損失長期・繰越控除純損失長期居住・繰越控除
純損失株式譲渡・繰越控除純損失先物取引・繰越控除純損失山林・繰越控除雑損失・肉用牛免税所得・肉用牛免税以外・肉用牛売却
価格・非課税所得・配当割控除額・株式譲渡割控除額・拡張＿所得１・拡張＿所得２・拡張＿所得３・拡張＿所得４・拡張＿所得５・拡張
＿所得６・拡張＿所得７・拡張＿所得８・拡張＿所得９・拡張＿所得１０・拡張＿所得１１・拡張＿所得１２・拡張＿所得１３・拡張＿所得１
４・拡張＿所得１５・拡張＿所得１６・拡張＿所得１７・拡張＿所得１８・拡張＿所得１９・拡張＿所得２０・雑損控除・医療費控除・社会保
険控除・小規模共済・生命保険区分・生命保険料・個人年金・本人専従者・青白区分・専従配偶者・専従者その他・金額（専給控除）・本
人障害者・本人夫有り・未成年・本人老年者・本人寡婦・寡夫・特寡・本人勤労学生・配偶者控除区分・配特控除区分・配偶者所得・扶養
その他・扶養特定・扶養老人・扶養同居老親・扶養普通障害・扶養特別障害・扶養同居特別障害・扶養人数年少・平均課税計算区分・
生活保護区分・生活保護開始・生活保護終了・拡張＿扶養１・拡張＿扶養２・拡張＿扶養３・拡張＿扶養４・拡張＿扶養５・徴収区分・徴
収区分２・特徴開始月・特徴終了月・普徴開始期・普徴終了期・年金特徴開始月・年金特徴終了月・特徴仮算フラグ・年金保険者用整理
番号１・特別徴収義務者コード・年金コード・通知コード・処理結果・非課税所得区分・減免区分・均等割区分・課非区分・通知書発行区
分・通知書発行日・法定納期限等・他給与区分・給報乙欄・給報就退職区分・給報就退職年月日・損害保険区分・損害保険料・長期損
害保険料・分離短期一般特例条文・分離短期特定特例条文・分離長期一般特例条文・分離長期優良特例条文・分離長期特定特例条
文・分離長期居住特例条文・株式譲渡特例条文・配偶者特別控除・生命保険控除・個人年金控除・基礎控除・老年者控除・寡婦・寡夫・
特寡控除・勤労学生控除・本人障害控除・本人特別障害控除・配偶者一般控除・配偶者老人控除・配偶者特別障害控除・扶養一般控
除・扶養老人控除・扶養同居老人控除・扶養障害控除・扶養特別障害控除・扶養同居特別障害控除・扶養特定控除・控除合計・寄付金
控除額・扶養加算金・損害保険控除額・寄付金控除（所得税）・控除額合計（所得税）・住宅取得控除・外国税額控除（所得税）・減免（所
得税）・政党等寄付金・配当控除（所得税）・電子証明書等特別控除（所得税）・所得税の課税所得金額・寄附金額１・寄附金額２・寄附
金額３・寄附金額４・寄附金額５・所得税額（税額控除前）・所得税額（定率減税前）・所得税額（定率減税後）・源泉税額・外国税額限度
額・拡張＿所得控除１・拡張＿所得控除２・拡張＿所得控除３・拡張＿所得控除４・拡張＿所得控除５・拡張−所得控除６・拡張−所得
控除７・拡張−所得控除８・拡張−所得控除９・拡張−所得控除１０・拡張−所得控除１１・拡張−所得控除１２・拡張−所得控除１３・拡
張−所得控除１４・拡張−所得控除１５・拡張−所得控除１６・拡張−所得控除１７・拡張−所得控除１８・拡張−所得控除１９・拡張−所
得控除２０・合計所得金額・総所得金額等・総所得金額・強制変更フラグ・所得税金額控除前・拡張＿金額１・拡張＿金額２・拡張＿金額
３・拡張＿金額４・拡張＿金額５・拡張＿金額６・拡張＿金額７・拡張＿金額８・拡張＿金額９・拡張＿金額１０・拡張＿金額１１・拡張＿金
額１２・拡張＿金額１３・拡張＿金額１４・拡張＿金額１５・拡張＿金額１６・拡張＿金額１７・拡張＿金額１８・拡張＿金額１９・拡張＿金額
２０・拡張＿コード１・拡張＿コード２・拡張＿コード３・拡張＿コード４・拡張＿コード５・拡張＿コード６・拡張＿コード７・拡張＿コード８・拡
張＿コード９・拡張＿コード１０・拡張＿コード１１・拡張＿コード１２・拡張＿コード１３・拡張＿コード１４・拡張＿コード１５・拡張＿コード１
６・拡張＿コード１７・拡張＿コード１８・拡張＿コード１９・拡張＿コード２０・付設区分・パンチカナ氏名・パンチ生年月日元号・パンチ生年
月日・パンチ性別・パンチ給与所得・パンチ配偶者特別控除額・パンチ控除額合計（所得税）・パンチ年金収入１・パンチ年金収入２・パ
ンチ年金収入３・パンチ源泉税額１・パンチ源泉税額２・パンチ源泉税額３・オプション１・オプション２・オプション３・オプション４・オプショ
ン５・オプション６・オプション７・オプション８・オプション９・オプション１０・オプション１１・オプション１２・オプション１３・オプション１４・オプ
ション１５・オプション１６・オプション１７・オプション１８・オプション１９・オプション２０・オプション２１・オプション２２・オプション２３・オプショ
ン２４・オプション２５・オプション２６・オプション２７・オプション２８・オプション２９・オプション３０・合併前利用団体コード・更新職員番号・
更新処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜資料付加情報＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・履歴番号・資料区分・資料番号（冊番号）・資料番号（番号）・資料番号（枝番）・給報摘要欄・金
額１・金額２・金額３・金額４・金額５・金額６・金額７・金額８・金額９・金額１０・コード１・コード２・コード３・コード４・コード５・コード６・コード
７・コード８・コード９・コード１０・その他１・その他２・その他３・その他４・その他５・その他６・その他７・その他８・その他９・その他１０・合
併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜扶養・専従者＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・被扶養者住民コード・番号・否認区分・異動年月日・氏名・生年月日元号・生年月日・年齢・性
別・続柄・配偶者控除区分・配偶者特別控除区分・扶養控除区分・障害者区分・専従者区分・専従給与収入額・合併前利用団体コード・
更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜家屋敷課税管理＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・家屋敷区分・賦課地課税区分・継続区分・非課税事由・返信区分・拡張−コード１・拡張−コー
ド２・拡張−コード３・拡張−コード４・拡張−コード５・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜世帯調査票＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・世帯コード・世帯主コード・続柄・カナ氏名・氏名・住所・方書・賦課地・生年月日元号・生年月
日・性別・住民区分・住民増減異動日・住民となった異動日・台帳番号・調査1・調査2・調査3・申告調査区分・申告書出力区分・証明発
行区分・別世帯区分・郵便番号・自治会コード・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜メモ＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・SEQ・メモコード・メモ内容・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理
時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜個人課税（履歴）＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・履歴番号・資料区分・資料番号（冊番号）・資料番号（番号）・資料番号（枝番）・無効区分・世帯
コード・台帳番号・事業所コード・整理番号・受給者番号・国税通知書番号・異動年月日・処理区分・更正理由区分・課税区分・営業所得
等・農業所得・その他事業所得・漁業所得（内数）・不動産所得・利子（所得税）・利子所得・配当（所得税）・配当所得（控除あり）・配当所
得（控除なし）・特定配当（内数）・一般外貨（内数）・外貨以外（内数）・給与収入・専従者給与収入（内数）・前職分給与収入（内数）・給与
特定支出控除・給与所得・給与収入（一部特徴）・給与所得（一部特徴）・年金区分・年金収入・年金所得・雑所得（その他）・総合譲渡短
期所得・総合譲渡短期控除・総合譲渡長期所得・総合譲渡長期控除・総合譲渡一時所得・総合譲渡一時控除・土地等事業雑・超短期
所得・分離譲渡短期一般所得・分離譲渡短期一般控除・分離譲渡短期特定所得・分離譲渡短期特定控除・分離譲渡長期一般所得・分
離譲渡長期一般控除・分離譲渡長期優良所得・分離譲渡長期優良控除・分離譲渡長期特定所得・分離譲渡長期特定控除・分離譲渡
長期居住所得・分離譲渡長期居住控除・株式譲渡所得（非公開）・株式譲渡所得（上場分）・株式譲渡控除・商品先物取引・山林所得・
山林控除・退職所得（所得税）・退職所得・変動所得前２年分・変動所得当年分・臨時所得・繰越控除純損失総所得・繰越控除純損失超
短期・繰越控除純損失土地・繰越控除純損失短期・繰越控除純損失長期・繰越控除純損失長期居住・繰越控除純損失株式譲渡・繰越
控除純損失先物取引・繰越控除純損失山林・繰越控除雑損失・肉用牛免税所得・肉用牛免税以外・肉用牛売却価格・非課税所得・配
当割控除額・株式譲渡割控除額・拡張−所得１・拡張−所得２・拡張−所得３・拡張−所得４・拡張−所得５・拡張−所得６・拡張−所得
７・拡張−所得８・拡張−所得９・拡張−所得１０・拡張−所得１１・拡張−所得１２・拡張−所得１３・拡張−所得１４・拡張−所得１５・拡
張−所得１６・拡張−所得１７・拡張−所得１８・拡張−所得１９・拡張−所得２０・雑損控除・医療費控除・社会保険控除・小規模共済・
生命保険区分・生命保険料・個人年金・本人専従者・青白区分・専従配偶者・専従者その他・金額（専給控除）・本人障害者・本人夫有
り・未成年・本人老年者・本人寡婦・寡夫・特寡・本人勤労学生・配偶者控除区分・配特控除区分・配偶者所得・扶養その他・扶養特定・
扶養老人・扶養同居老親・扶養普通障害・扶養特別障害・扶養同居特別障害・扶養人数年少・平均課税計算区分・生活保護区分・生活
保護開始・生活保護終了・拡張−扶養１・拡張−扶養２・拡張−扶養３・拡張−扶養４・拡張−扶養５・徴収区分・徴収区分２・特徴開始
月・特徴終了月・普徴開始期・普徴終了期・年金特徴開始月・年金特徴終了月・特徴仮算フラグ・年金保険者用整理番号１・特別徴収義
務者コード・年金コード・通知コード・処理結果・非課税所得区分・減免区分・均等割区分・課非区分・通知書発行区分・通知書発行日・
法定納期限等・他給与区分・給報乙欄・給報就退職区分・給報就退職年月日・損害保険区分・損害保険料・長期損害保険料・分離短期
一般特例条文・分離短期特定特例条文・分離長期一般特例条文・分離長期優良特例条文・分離長期特定特例条文・分離長期居住特
例条文・拡張−特例条文・配偶者特別控除・生命保険控除・個人年金控除・基礎控除・老年者控除・寡婦・寡夫・特寡控除・勤労学生控
除・本人障害控除・本人特別障害控除・配偶者一般控除・配偶者老人控除・配偶者特別障害控除・扶養一般控除・扶養老人控除・扶養
同居老人控除・扶養障害控除・扶養特別障害控除・扶養同居特別障害控除・扶養特定控除・控除合計・寄付金控除額・扶養加算金・損
害保険控除額・寄付金控除（所得税）・控除額合計（所得税）・住宅取得控除・外国税額控除（所得税）・減免（所得税）・政党等寄付金・
配当控除（所得税）・電子証明書等特別控除（所得税）・所得税の課税所得金額・寄附金額１・寄附金額２・寄附金額３・寄附金額４・寄附
金額５・所得税額（税額控除前）・所得税額（定率減税前）・所得税額（定率減税後）・源泉税額・外国税額限度額・拡張−所得控除１・拡
張−所得控除２・拡張−所得控除３・拡張−所得控除４・拡張−所得控除５・拡張−所得控除６・拡張−所得控除７・拡張−所得控除８・
拡張−所得控除９・拡張−所得控除１０・拡張−所得控除１１・拡張−所得控除１２・拡張−所得控除１３・拡張−所得控除１４・拡張−
所得控除１５・拡張−所得控除１６・拡張−所得控除１７・拡張−所得控除１８・拡張−所得控除１９・拡張−所得控除２０・総所得課税標
準・総所得市町所得割・総所得県所得割・土地課税標準・土地市町所得割・土地県所得割・超短期課税標準・超短期市町所得割・超短
期県所得割・短期一般課税標準・短期一般市町所得割・短期一般県所得割・短期特定課税標準・短期特定市町所得割・短期特定県所
得割・長期一般課税標準・長期一般市町所得割・長期一般県所得割・長期優良課税標準・長期優良市町所得割・長期優良県所得割・
長期特定課税標準・長期特定市町所得割・長期特定県所得割・長期居住課税標準・長期居住市町所得割・長期居住県所得割・株式譲
渡（非公開）課税標準・株式譲渡（非公開）市町所得割・株式譲渡（非公開）県所得割・株式譲渡（上場分）課税標準・株式譲渡（上場分）
市町所得割・株式譲渡（上場分）県所得割・商品先物取引課税標準・商品先物取引市町所得割・商品先物取引県所得割・山林課税標
準・山林市町所得割・山林県所得割・退職課税標準・退職市町所得割・退職県所得割・拡張−課税標準１・拡張−市町所得割１・拡張
−県所得割１・拡張−課税標準２・拡張−市町所得割２・拡張−県所得割２・拡張−課税標準３・拡張−市町所得割３・拡張−県所得割
３・拡張−課税標準４・拡張−市町所得割４・拡張−県所得割４・拡張−課税標準５・拡張−市町所得割５

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜個人課税（履歴）＞
・拡張−県所得割５・拡張−課税標準６・拡張−市町所得割６・拡張−県所得割６・拡張−課税標準７・拡張−市町所得割７・拡張−県
所得割７・拡張−課税標準８・拡張−市町所得割８・拡張−県所得割８・拡張−課税標準９・拡張−市町所得割９・拡張−県所得割９・拡
張−課税標準１０・拡張−市町所得割１０・拡張−県所得割１０・合計所得金額・総所得金額等・総所得金額・算出調定市町所得割・算
出調定県所得割・特別所得市町所得割・特別所得県所得割・税控除市町所得割・税控除県所得割・外国税控除市町所得割・外国税控
除県所得割・寄附金基本控除額市町村・寄附金基本控除額県・寄附金特例控除額市町村・寄附金特例控除額県・寄附金控除額市町
村・寄附金控除額県・算出合計税市町均等割・算出合計税県均等割・算出合計税市町所得割・算出合計税県所得割・税額調整市町所
得割・税額調整県所得割・市町所得割減額１・県所得割減額１・市町税額減額１・県税額減額１・市町所得割減額２・県所得割減額２・市
町税額減額２・県税額減額２・市町配当割控除額・県配当割控除額・未控除分配当割控除額市・未控除分配当割控除額県・未控除分
配当割控除額・市町株式譲渡割控除額・県株式譲渡割控除額・未控除分株式譲渡割控除額市・未控除分株式譲渡割控除額県・未控
除分株式譲渡割控除額・配株不足額市税・配株不足額県税・配株不足額合計・配株充当額合計・配株還付額合計・市町差引前所得
割・県差引前所得割・市町差引均等割・県差引均等割・市町差引所得割・県差引所得割・年税額・端数市町・端数県・併徴市町所得割・
併徴県所得割・併微市町均等割・併徴県均等割・併徴合計・併徴課税標準・併徴配株充当合計・併徴年特市所得割・併徴年特県所得
割・併徴年特市均等割・併徴年特県均等割・併徴年特合計・併徴年特配株充当合計・市町過年度増分所得割・県過年度増分所得割・
市町過年度増分均等割・県過年度増分均等割・強制変更フラグ・所得税金額控除前・拡張−金額１・拡張−金額２・拡張−金額３・拡張
−金額４・拡張−金額５・拡張−金額６・拡張−金額７・拡張−金額８・拡張−金額９・拡張−金額１０・拡張−金額１１・拡張−金額１２・
拡張−金額１３・拡張−金額１４・拡張−金額１５・拡張−金額１６・拡張−金額１７・拡張−金額１８・拡張−金額１９・拡張−金額２０・拡
張−コード１・拡張−コード２・拡張−コード３・拡張−コード４・拡張−コード５・拡張−コード６・拡張−コード７・拡張−コード８・拡張−
コード９・拡張−コード１０・拡張−コード１１・拡張−コード１２・拡張−コード１３・拡張−コード１４・拡張−コード１５・拡張−コード１６・拡
張−コード１７・拡張−コード１８・拡張−コード１９・拡張−コード２０・普徴１期・普徴２期・普徴３期・普徴４期・普徴５期・普徴６期・普徴７
期・普徴８期・普徴９期・普徴１０期・普徴１１期・普徴１２期・特徴６月・特徴７月・特徴８月・特徴９月・特徴１０月・特徴１１月・特徴１２月・
特徴１月・特徴２月・特徴３月・特徴４月・特徴５月・特徴事業所コード６月・特徴事業所コード７月・特徴事業所コード８月・特徴事業所
コード９月・特徴事業所コード１０月・特徴事業所コード１１月・特徴事業所コード１２月・特徴事業所コード１月・特徴事業所コード２月・特
徴事業所コード３月・特徴事業所コード４月・特徴事業所コード５月・年金特徴４月・年金特徴６月・年金特徴８月・年金特徴１０月・年金
特徴１２月・年金特徴２月・特別徴収義務者コード４月・特別徴収義務者コード６月・特別徴収義務者コード８月・特別徴収義務者コード１
０月・特別徴収義務者コード１２月・特別徴収義務者コード２月・普徴１期充当額・普徴２期充当額・普徴３期充当額・普徴４期充当額・普
徴５期充当額・普徴６期充当額・普徴７期充当額・普徴８期充当額・普徴９期充当額・普徴１０期充当額・普徴１１期充当額・普徴１２期充
当額・特徴６月充当額・特徴７月充当額・特徴８月充当額・特徴９月充当額・特徴１０月充当額・特徴１１月充当額・特徴１２月充当額・特
徴１月充当額・特徴２月充当額・特徴３月充当額・特徴４月充当額・特徴５月充当額・年金特徴４月充当額・年金特徴６月充当額・年金特
徴８月充当額・年金特徴１０月充当額・年金特徴１２月充当額・年金特徴２月充当額・オプション１・オプション２・オプション３・オプション
４・オプション５・オプション６・オプション７・オプション８・オプション９・オプション１０・オプション１１・オプション１２・オプション１３・オプショ
ン１４・オプション１５・オプション１６・オプション１７・オプション１８・オプション１９・オプション２０・オプション２１・オプション２２・オプション２
３・オプション２４・オプション２５・オプション２６・オプション２７・オプション２８・オプション２９・オプション３０・合併前利用団体コード・更新
職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜事業所管理＞
・利用団体コード・賦課年度・事業所コード・提出年月日・事業所区分・総人員・在職人員・退職人員・その他人員・計人員・特徴人員・普
徴人員・総括表発送区分・納付書発行区分・納期特例区分・オプション１・オプション２・オプション３・オプション４・オプション５・オプション
６・オプション７・オプション８・オプション９・オプション１０・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜更正理由管理＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・履歴番号・無効区分・事由区分・理由区分・事由内容・理由内容・オプション１・オプション２・オ
プション３・オプション４・オプション５・オプション６・オプション７・オプション８・オプション９・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処
理年月日・更新処理時刻
＜資料エラー＞
・利用団体コード・賦課年度・エラー番号・住民コード・履歴番号・資料区分・資料番号（冊番号）・資料番号（番号）・資料番号（枝番）・イ
メージ番号・無効区分・世帯コード・台帳番号・事業所コード・整理番号・受給者番号・国税通知書番号・異動年月日・処理区分・更正理
由区分・課税区分・営業所得等・農業所得・その他事業所得・漁業所得（内数）・不動産所得・利子（所得税）・利子所得・配当株式（所得
税）・配当所得（控除あり）・配当所得（控除なし）・特定配当（内数）・一般外貨（内数）・外貨以外（内数）・給与収入・専従者給与収入（内
数）・前職分給与収入（内数）・給与特定支出控除・給与所得・給与収入（一部特徴）・給与所得（一部特徴）・年金区分・年金収入・年金
所得・雑所得（その他）・総合譲渡短期所得・総合譲渡短期控除・総合譲渡長期所得・総合譲渡長期控除・総合譲渡一時所得・総合譲
渡一時控除・土地等事業雑・超短期所得・分離譲渡短期一般所得・分離譲渡短期一般控除・分離譲渡短期特定所得・分離譲渡短期特
定控除・分離譲渡長期一般所得・分離譲渡長期一般控除・分離譲渡長期優良所得・分離譲渡長期優良控除・分離譲渡長期特定所得・
分離譲渡長期特定控除・分離譲渡長期居住所得・分離譲渡長期居住控除・株式譲渡所得（非公開）・株式譲渡所得（上場分）・株式譲
渡控除・商品先物取引・山林所得・山林控除・退職所得（所得税）・退職所得・変動所得前２年分・変動所得当年分・臨時所得・繰越控除
純損失総所得・繰越控除純損失超短期・繰越控除純損失土地・繰越控除純損失短期・繰越控除純損失長期・繰越控除純損失長期居
住・繰越控除純損失株式譲渡・繰越控除純損失先物取引・繰越控除純損失山林・繰越控除雑損失・肉用牛免税所得・肉用牛免税以
外・肉用牛売却価格・非課税所得・配当割控除額・株式譲渡割控除額・拡張＿所得１・拡張＿所得２・拡張＿所得３・拡張＿所得４・拡張
＿所得５・拡張＿所得６・拡張＿所得７・拡張＿所得８・拡張＿所得９・拡張＿所得１０・拡張＿所得１１・拡張＿所得１２・拡張＿所得１
３・拡張＿所得１４・拡張＿所得１５・拡張＿所得１６・拡張＿所得１７・拡張＿所得１８・拡張＿所得１９・拡張＿所得２０・雑損控除・医療
費控除・社会保険控除・小規模共済・生命保険区分・生命保険料・個人年金・本人専従者・青白区分・専従配偶者・専従者その他・金額
（専給控除）・本人障害者・本人夫有り・未成年・本人老年者・本人寡婦・寡夫・特寡・本人勤労学生・配偶者控除区分・配特控除区分・配
偶者所得・扶養その他・扶養特定・扶養老人・扶養同居老親・扶養普通障害・扶養特別障害・扶養同居特別障害・扶養人数年少・平均
課税計算区分・生活保護区分・生活保護開始・生活保護終了・拡張＿扶養１・拡張＿扶養２・拡張＿扶養３・拡張＿扶養４・拡張＿扶養
５・徴収区分・徴収区分２・特徴開始月・特徴終了月・普徴開始期・普徴終了期・年金特徴開始月・年金特徴終了月・特徴仮算フラグ・年
金保険者用整理番号１・特別徴収義務者コード・年金コード・通知コード・処理結果・非課税所得区分・減免区分・均等割区分・課非区
分・通知書発行区分・通知書発行日・法定納期限等・他給与区分・給報乙欄・給報就退職区分・給報就退職年月日・損害保険区分・損
害保険料・長期損害保険料・分離短期一般特例条文・分離短期特定特例条文・分離長期一般特例条文・分離長期優良特例条文・分離
長期特定特例条文・分離長期居住特例条文・株式譲渡特例条文・配偶者特別控除・生命保険控除・個人年金控除・基礎控除・老年者
控除・寡婦・寡夫・特寡控除・勤労学生控除・本人障害控除・本人特別障害控除・配偶者一般控除・配偶者老人控除・配偶者特別障害
控除・扶養一般控除・扶養老人控除・扶養同居老人控除・扶養障害控除・扶養特別障害控除・扶養同居特別障害控除・扶養特定控除・
控除合計・寄付金控除額・扶養加算金・損害保険控除額・寄付金控除（所得税）・控除額合計（所得税）・住宅取得控除・外国税額控除
（所得税）・減免（所得税）・政党等寄付金・配当控除（所得税）・電子証明書等特別控除（所得税）・所得税の課税所得金額・寄附金額１・
寄附金額２・寄附金額３・寄附金額４・寄附金額５・所得税額（税額控除前）・所得税額（定率減税前）・所得税額（定率減税後）・源泉税
額・外国税額限度額・拡張＿所得控除１・拡張＿所得控除２・拡張＿所得控除３・拡張＿所得控除４・拡張＿所得控除５・拡張−所得控
除６・拡張−所得控除７・拡張−所得控除８・拡張−所得控除９・拡張−所得控除１０・拡張−所得控除１１・拡張−所得控除１２・拡張
−所得控除１３・拡張−所得控除１４・拡張−所得控除１５・拡張−所得控除１６・拡張−所得控除１７・拡張−所得控除１８・拡張−所得
控除１９・拡張−所得控除２０・合計所得金額・総所得金額等・総所得金額・強制変更フラグ・所得税金額控除前・拡張＿金額１・拡張＿
金額２・拡張＿金額３・拡張＿金額４・拡張＿金額５・拡張＿金額６・拡張＿金額７・拡張＿金額８・拡張＿金額９・拡張＿金額１０・拡張
＿金額１１・拡張＿金額１２・拡張＿金額１３・拡張＿金額１４・拡張＿金額１５・拡張＿金額１６・拡張＿金額１７・拡張＿金額１８・拡張＿
金額１９・拡張＿金額２０・拡張＿コード１・拡張＿コード２・拡張＿コード３・拡張＿コード４・拡張＿コード５・拡張＿コード６・拡張＿コード
７・拡張＿コード８・拡張＿コード９・拡張＿コード１０・拡張＿コード１１・拡張＿コード１２・拡張＿コード１３・拡張＿コード１４・拡張＿コー
ド１５・拡張＿コード１６・拡張＿コード１７・拡張＿コード１８・拡張＿コード１９・拡張＿コード２０・付設区分・パンチカナ氏名・パンチ生年
月日元号・パンチ生年月日・パンチ性別・パンチ給与所得・パンチ配偶者特別控除額・パンチ控除額合計（所得税）・パンチ年金収入１・
パンチ年金収入２・パンチ年金収入３・パンチ源泉税額１・パンチ源泉税額２・パンチ源泉税額３・オプション１・オプション２・オプション３・
オプション４・オプション５・オプション６・オプション７・オプション８・オプション９・オプション１０・オプション１１・オプション１２・オプション１
３・オプション１４・オプション１５・オプション１６・オプション１７・オプション１８・オプション１９・オプション２０・オプション２１・オプション２２・
オプション２３・オプション２４・オプション２５・オプション２６・オプション２７・オプション２８・オプション２９・オプション３０・合併前利用団体

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜資料付加情報エラー＞
・利用団体コード・賦課年度・エラー番号・住民コード・履歴番号・資料区分・資料番号（冊番号）・資料番号（番号）・資料番号（枝番）・給
報摘要欄・金額１・金額２・金額３・金額４・金額５・金額６・金額７・金額８・金額９・金額１０・コード１・コード２・コード３・コード４・コード５・
コード６・コード７・コード８・コード９・コード１０・その他１・その他２・その他３・その他４・その他５・その他６・その他７・その他８・その他９・
その他１０・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜世帯調査票オプション＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・第２９４条３項該当区分・住民票登録地住所・住民票登録地方書・郵便番号・徴収区分・事業所
コード・備考・オプション１・オプション２・オプション３・オプション４・オプション５・オプション６・オプション７・オプション８・オプション９・合併
前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜個人課税（併徴）＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・履歴番号・資料区分・資料番号（冊番号）・資料番号（番号）・資料番号（枝番）・無効区分・世帯
コード・台帳番号・事業所コード・整理番号・受給者番号・国税通知書番号・異動年月日・処理区分・更正理由区分・課税区分・営業所得
等・農業所得・その他事業所得・漁業所得（内数）・不動産所得・利子（所得税）・利子所得・配当（所得税）・配当所得（控除あり）・配当所
得（控除なし）・特定配当（内数）・一般外貨（内数）・外貨以外（内数）・給与収入・専従者給与収入（内数）・前職分給与収入（内数）・給与
特定支出控除・給与所得・給与収入（一部特徴）・給与所得（一部特徴）・年金区分・年金収入・年金所得・雑所得（その他）・総合譲渡短
期所得・総合譲渡短期控除・総合譲渡長期所得・総合譲渡長期控除・総合譲渡一時所得・総合譲渡一時控除・土地等事業雑・超短期
所得・分離譲渡短期一般所得・分離譲渡短期一般控除・分離譲渡短期特定所得・分離譲渡短期特定控除・分離譲渡長期一般所得・分
離譲渡長期一般控除・分離譲渡長期優良所得・分離譲渡長期優良控除・分離譲渡長期特定所得・分離譲渡長期特定控除・分離譲渡
長期居住所得・分離譲渡長期居住控除・株式譲渡所得（非公開）・株式譲渡所得（上場分）・株式譲渡控除・商品先物取引・山林所得・
山林控除・退職所得（所得税）・退職所得・変動所得前２年分・変動所得当年分・臨時所得・繰越控除純損失総所得・繰越控除純損失超
短期・繰越控除純損失土地・繰越控除純損失短期・繰越控除純損失長期・繰越控除純損失長期居住・繰越控除純損失株式譲渡・繰越
控除純損失先物取引・繰越控除純損失山林・繰越控除雑損失・肉用牛免税所得・肉用牛免税以外・肉用牛売却価格・非課税所得・配
当割控除額・株式譲渡割控除額・拡張−所得１・拡張−所得２・拡張−所得３・拡張−所得４・拡張−所得５・拡張−所得６・拡張−所得
７・拡張−所得８・拡張−所得９・拡張−所得１０・拡張−所得１１・拡張−所得１２・拡張−所得１３・拡張−所得１４・拡張−所得１５・拡
張−所得１６・拡張−所得１７・拡張−所得１８・拡張−所得１９・拡張−所得２０・雑損控除・医療費控除・社会保険控除・小規模共済・
生命保険区分・生命保険料・個人年金・本人専従者・青白区分・専従配偶者・専従者その他・金額（専給控除）・本人障害者・本人夫有
り・未成年・本人老年者・本人寡婦・寡夫・特寡・本人勤労学生・配偶者控除区分・配特控除区分・配偶者所得・扶養その他・扶養特定・
扶養老人・扶養同居老親・扶養普通障害・扶養特別障害・扶養同居特別障害・扶養人数年少・平均課税計算区分・生活保護区分・生活
保護開始・生活保護終了・拡張−扶養１・拡張−扶養２・拡張−扶養３・拡張−扶養４・拡張−扶養５・徴収区分・徴収区分２・特徴開始
月・特徴終了月・普徴開始期・普徴終了期・年金特徴開始月・年金特徴終了月・特徴仮算フラグ・年金保険者用整理番号１・特別徴収義
務者コード・年金コード・通知コード・処理結果・非課税所得区分・減免区分・均等割区分・課非区分・通知書発行区分・通知書発行日・
法定納期限等・他給与区分・給報乙欄・給報就退職区分・給報就退職年月日・損害保険区分・損害保険料・長期損害保険料・分離短期
一般特例条文・分離短期特定特例条文・分離長期一般特例条文・分離長期優良特例条文・分離長期特定特例条文・分離長期居住特
例条文・拡張−特例条文・配偶者特別控除・生命保険控除・個人年金控除・基礎控除・老年者控除・寡婦・寡夫・特寡控除・勤労学生控
除・本人障害控除・本人特別障害控除・配偶者一般控除・配偶者老人控除・配偶者特別障害控除・扶養一般控除・扶養老人控除・扶養
同居老人控除・扶養障害控除・扶養特別障害控除・扶養同居特別障害控除・扶養特定控除・控除合計・寄付金控除額・扶養加算金・損
害保険控除額・寄付金控除（所得税）・控除額合計（所得税）・住宅取得控除・外国税額控除（所得税）・減免（所得税）・政党等寄付金・
配当控除（所得税）・電子証明書等特別控除（所得税）・所得税の課税所得金額・寄附金額１・寄附金額２・寄附金額３・寄附金額４・寄附
金額５・所得税額（税額控除前）・所得税額（定率減税前）・所得税額（定率減税後）・源泉税額・外国税額限度額・拡張−所得控除１・拡
張−所得控除２・拡張−所得控除３・拡張−所得控除４・拡張−所得控除５・拡張−所得控除６・拡張−所得控除７・拡張−所得控除８・
拡張−所得控除９・拡張−所得控除１０・拡張−所得控除１１・拡張−所得控除１２・拡張−所得控除１３・拡張−所得控除１４・拡張−
所得控除１５・拡張−所得控除１６・拡張−所得控除１７・拡張−所得控除１８・拡張−所得控除１９・拡張−所得控除２０・総所得課税標
準・総所得市町所得割・総所得県所得割・土地課税標準・土地市町所得割・土地県所得割・超短期課税標準・超短期市町所得割・超短
期県所得割・短期一般課税標準・短期一般市町所得割・短期一般県所得割・短期特定課税標準・短期特定市町所得割・短期特定県所
得割・長期一般課税標準・長期一般市町所得割・長期一般県所得割・長期優良課税標準・長期優良市町所得割・長期優良県所得割・
長期特定課税標準・長期特定市町所得割・長期特定県所得割・長期居住課税標準・長期居住市町所得割・長期居住県所得割・株式譲
渡（非公開）課税標準・株式譲渡（非公開）市町所得割・株式譲渡（非公開）県所得割・株式譲渡（上場分）課税標準・株式譲渡（上場分）
市町所得割・株式譲渡（上場分）県所得割・商品先物取引課税標準・商品先物取引市町所得割・商品先物取引県所得割・山林課税標
準・山林市町所得割・山林県所得割・退職課税標準・退職市町所得割・退職県所得割・拡張−課税標準１・拡張−市町所得割１・拡張
−県所得割１・拡張−課税標準２・拡張−市町所得割２・拡張−県所得割２・拡張−課税標準３・拡張−市町所得割３・拡張−県所得割
３・拡張−課税標準４・拡張−市町所得割４・拡張−県所得割４・拡張−課税標準５・拡張−市町所得割５

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜個人課税（併徴）＞
・拡張−県所得割５・拡張−課税標準６・拡張−市町所得割６・拡張−県所得割６・拡張−課税標準７・拡張−市町所得割７・拡張−県
所得割７・拡張−課税標準８・拡張−市町所得割８・拡張−県所得割８・拡張−課税標準９・拡張−市町所得割９・拡張−県所得割９・拡
張−課税標準１０・拡張−市町所得割１０・拡張−県所得割１０・合計所得金額・総所得金額等・総所得金額・算出調定市町所得割・算
出調定県所得割・特別所得市町所得割・特別所得県所得割・税控除市町所得割・税控除県所得割・外国税控除市町所得割・外国税控
除県所得割・寄附金基本控除額市町村・寄附金基本控除額県・寄附金特例控除額市町村・寄附金特例控除額県・寄附金控除額市町
村・寄附金控除額県・算出合計税市町均等割・算出合計税県均等割・算出合計税市町所得割・算出合計税県所得割・税額調整市町所
得割・税額調整県所得割・市町所得割減額１・県所得割減額１・市町税額減額１・県税額減額１・市町所得割減額２・県所得割減額２・市
町税額減額２・県税額減額２・市町配当割控除額・県配当割控除額・未控除分配当割控除額市・未控除分配当割控除額県・未控除分
配当割控除額・市町株式譲渡割控除額・県株式譲渡割控除額・未控除分株式譲渡割控除額市・未控除分株式譲渡割控除額県・未控
除分株式譲渡割控除額・配株不足額市税・配株不足額県税・配株不足額合計・配株充当額合計・配株還付額合計・市町差引前所得
割・県差引前所得割・市町差引均等割・県差引均等割・市町差引所得割・県差引所得割・年税額・端数市町・端数県・併徴市町所得割・
併徴県所得割・併微市町均等割・併徴県均等割・併徴合計・併徴課税標準・併徴配株充当合計・併徴年特市所得割・併徴年特県所得
割・併徴年特市均等割・併徴年特県均等割・併徴年特合計・併徴年特配株充当合計・市町過年度増分所得割・県過年度増分所得割・
市町過年度増分均等割・県過年度増分均等割・強制変更フラグ・所得税金額控除前・拡張−金額１・拡張−金額２・拡張−金額３・拡張
−金額４・拡張−金額５・拡張−金額６・拡張−金額７・拡張−金額８・拡張−金額９・拡張−金額１０・拡張−金額１１・拡張−金額１２・
拡張−金額１３・拡張−金額１４・拡張−金額１５・拡張−金額１６・拡張−金額１７・拡張−金額１８・拡張−金額１９・拡張−金額２０・拡
張−コード１・拡張−コード２・拡張−コード３・拡張−コード４・拡張−コード５・拡張−コード６・拡張−コード７・拡張−コード８・拡張−
コード９・拡張−コード１０・拡張−コード１１・拡張−コード１２・拡張−コード１３・拡張−コード１４・拡張−コード１５・拡張−コード１６・拡
張−コード１７・拡張−コード１８・拡張−コード１９・拡張−コード２０・普徴１期・普徴２期・普徴３期・普徴４期・普徴５期・普徴６期・普徴７
期・普徴８期・普徴９期・普徴１０期・普徴１１期・普徴１２期・特徴６月・特徴７月・特徴８月・特徴９月・特徴１０月・特徴１１月・特徴１２月・
特徴１月・特徴２月・特徴３月・特徴４月・特徴５月・特徴事業所コード６月・特徴事業所コード７月・特徴事業所コード８月・特徴事業所
コード９月・特徴事業所コード１０月・特徴事業所コード１１月・特徴事業所コード１２月・特徴事業所コード１月・特徴事業所コード２月・特
徴事業所コード３月・特徴事業所コード４月・特徴事業所コード５月・年金特徴４月・年金特徴６月・年金特徴８月・年金特徴１０月・年金
特徴１２月・年金特徴２月・特別徴収義務者コード４月・特別徴収義務者コード６月・特別徴収義務者コード８月・特別徴収義務者コード１
０月・特別徴収義務者コード１２月・特別徴収義務者コード２月・普徴１期充当額・普徴２期充当額・普徴３期充当額・普徴４期充当額・普
徴５期充当額・普徴６期充当額・普徴７期充当額・普徴８期充当額・普徴９期充当額・普徴１０期充当額・普徴１１期充当額・普徴１２期充
当額・特徴６月充当額・特徴７月充当額・特徴８月充当額・特徴９月充当額・特徴１０月充当額・特徴１１月充当額・特徴１２月充当額・特
徴１月充当額・特徴２月充当額・特徴３月充当額・特徴４月充当額・特徴５月充当額・年金特徴４月充当額・年金特徴６月充当額・年金特
徴８月充当額・年金特徴１０月充当額・年金特徴１２月充当額・年金特徴２月充当額・オプション１・オプション２・オプション３・オプション
４・オプション５・オプション６・オプション７・オプション８・オプション９・オプション１０・オプション１１・オプション１２・オプション１３・オプショ
ン１４・オプション１５・オプション１６・オプション１７・オプション１８・オプション１９・オプション２０・オプション２１・オプション２２・オプション２
３・オプション２４・オプション２５・オプション２６・オプション２７・オプション２８・オプション２９・オプション３０・合併前利用団体コード・更新
職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜個人課税確定前＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・履歴番号・資料区分・資料番号（冊番号）・資料番号（番号）・資料番号（枝番）・無効区分・世帯
コード・台帳番号・事業所コード・整理番号・受給者番号・国税通知書番号・異動年月日・処理区分・更正理由区分・課税区分・営業所得
等・農業所得・その他事業所得・漁業所得（内数）・不動産所得・利子（所得税）・利子所得・配当（所得税）・配当所得（控除あり）・配当所
得（控除なし）・特定配当（内数）・一般外貨（内数）・外貨以外（内数）・給与収入・専従者給与収入（内数）・前職分給与収入（内数）・給与
特定支出控除・給与所得・給与収入（一部特徴）・給与所得（一部特徴）・年金区分・年金収入・年金所得・雑所得（その他）・総合譲渡短
期所得・総合譲渡短期控除・総合譲渡長期所得・総合譲渡長期控除・総合譲渡一時所得・総合譲渡一時控除・土地等事業雑・超短期
所得・分離譲渡短期一般所得・分離譲渡短期一般控除・分離譲渡短期特定所得・分離譲渡短期特定控除・分離譲渡長期一般所得・分
離譲渡長期一般控除・分離譲渡長期優良所得・分離譲渡長期優良控除・分離譲渡長期特定所得・分離譲渡長期特定控除・分離譲渡
長期居住所得・分離譲渡長期居住控除・株式譲渡所得（非公開）・株式譲渡所得（上場分）・株式譲渡控除・商品先物取引・山林所得・
山林控除・退職所得（所得税）・退職所得・変動所得前２年分・変動所得当年分・臨時所得・繰越控除純損失総所得・繰越控除純損失超
短期・繰越控除純損失土地・繰越控除純損失短期・繰越控除純損失長期・繰越控除純損失長期居住・繰越控除純損失株式譲渡・繰越
控除純損失先物取引・繰越控除純損失山林・繰越控除雑損失・肉用牛免税所得・肉用牛免税以外・肉用牛売却価格・非課税所得・配
当割控除額・株式譲渡割控除額・拡張−所得１・拡張−所得２・拡張−所得３・拡張−所得４・拡張−所得５・拡張−所得６・拡張−所得
７・拡張−所得８・拡張−所得９・拡張−所得１０・拡張−所得１１・拡張−所得１２・拡張−所得１３・拡張−所得１４・拡張−所得１５・拡
張−所得１６・拡張−所得１７・拡張−所得１８・拡張−所得１９・拡張−所得２０・雑損控除・医療費控除・社会保険控除・小規模共済・
生命保険区分・生命保険料・個人年金・本人専従者・青白区分・専従配偶者・専従者その他・金額（専給控除）・本人障害者・本人夫有
り・未成年・本人老年者・本人寡婦・寡夫・特寡・本人勤労学生・配偶者控除区分・配特控除区分・配偶者所得・扶養その他・扶養特定・
扶養老人・扶養同居老親・扶養普通障害・扶養特別障害・扶養同居特別障害・扶養人数年少・平均課税計算区分・生活保護区分・生活
保護開始・生活保護終了・拡張−扶養１・拡張−扶養２・拡張−扶養３・拡張−扶養４・拡張−扶養５・徴収区分・徴収区分２・特徴開始
月・特徴終了月・普徴開始期・普徴終了期・年金特徴開始月・年金特徴終了月・特徴仮算フラグ・年金保険者用整理番号１・特別徴収義
務者コード・年金コード・通知コード・処理結果・非課税所得区分・減免区分・均等割区分・課非区分・通知書発行区分・通知書発行日・
法定納期限等・他給与区分・給報乙欄・給報就退職区分・給報就退職年月日・損害保険区分・損害保険料・長期損害保険料・分離短期
一般特例条文・分離短期特定特例条文・分離長期一般特例条文・分離長期優良特例条文・分離長期特定特例条文・分離長期居住特
例条文・株式譲渡特例条文・配偶者特別控除・生命保険控除・個人年金控除・基礎控除・老年者控除・寡婦・寡夫・特寡控除・勤労学生
控除・本人障害控除・本人特別障害控除・配偶者一般控除・配偶者老人控除・配偶者特別障害控除・扶養一般控除・扶養老人控除・扶
養同居老人控除・扶養障害控除・扶養特別障害控除・扶養同居特別障害控除・扶養特定控除・控除合計・寄付金控除額・扶養加算金・
損害保険控除額・寄付金控除（所得税）・控除額合計（所得税）・住宅取得控除・外国税額控除（所得税）・減免（所得税）・政党等寄付
金・配当控除（所得税）・電子証明書等特別控除（所得税）・所得税の課税所得金額・寄附金額１・寄附金額２・寄附金額３・寄附金額４・
寄附金額５・所得税額（税額控除前）・所得税額（定率減税前）・所得税額（定率減税後）・源泉税額・外国税額限度額・拡張−所得控除
１・拡張−所得控除２・拡張−所得控除３・拡張−所得控除４・拡張−所得控除５・拡張−所得控除６・拡張−所得控除７・拡張−所得控
除８・拡張−所得控除９・拡張−所得控除１０・拡張−所得控除１１・拡張−所得控除１２・拡張−所得控除１３・拡張−所得控除１４・拡
張−所得控除１５・拡張−所得控除１６・拡張−所得控除１７・拡張−所得控除１８・拡張−所得控除１９・拡張−所得控除２０・総所得課
税標準・総所得市町所得割・総所得県所得割・土地課税標準・土地市町所得割・土地県所得割・超短期課税標準・超短期市町所得割・
超短期県所得割・短期一般課税標準・短期一般市町所得割・短期一般県所得割・短期特定課税標準・短期特定市町所得割・短期特定
県所得割・長期一般課税標準・長期一般市町所得割・長期一般県所得割・長期優良課税標準・長期優良市町所得割・長期優良県所得
割・長期特定課税標準・長期特定市町所得割・長期特定県所得割・長期居住課税標準・長期居住市町所得割・長期居住県所得割・株
式譲渡（非公開）課税標準・株式譲渡（非公開）市町所得割・株式譲渡（非公開）県所得割・株式譲渡（上場分）課税標準・株式譲渡（上
場分）市町所得割・株式譲渡（上場分）県所得割・商品先物取引課税標準・商品先物取引市町所得割・商品先物取引県所得割・山林課
税標準・山林市町所得割・山林県所得割・退職課税標準・退職市町所得割・退職県所得割・拡張−課税標準１・拡張−市町所得割１・
拡張−県所得割１・拡張−課税標準２・拡張−市町所得割２・拡張−県所得割２・拡張−課税標準３・拡張−市町所得割３・拡張−県所
得割３・拡張−課税標準４・拡張−市町所得割４・拡張−県所得割４・拡張−課税標準５・拡張−市町所得割５

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜個人課税確定前＞
・拡張−県所得割５・拡張−課税標準６・拡張−市町所得割６・拡張−県所得割６・拡張−課税標準７・拡張−市町所得割７・拡張−県
所得割７・拡張−課税標準８・拡張−市町所得割８・拡張−県所得割８・拡張−課税標準９・拡張−市町所得割９・拡張−県所得割９・拡
張−課税標準１０・拡張−市町所得割１０・拡張−県所得割１０・合計所得金額・総所得金額等・総所得金額・算出調定市町所得割・算
出調定県所得割・特別所得市町所得割・特別所得県所得割・税控除市町所得割・税控除県所得割・外国税控除市町所得割・外国税控
除県所得割・寄附金基本控除額市町村・寄附金基本控除額県・寄附金特例控除額市町村・寄附金特例控除額県・寄附金控除額市町
村・寄附金控除額県・算出合計税市町均等割・算出合計税県均等割・算出合計税市町所得割・算出合計税県所得割・税額調整市町所
得割・税額調整県所得割・市町所得割減額１・県所得割減額１・市町税額減額１・県税額減額１・市町所得割減額２・県所得割減額２・市
町税額減額２・県税額減額２・市町配当割控除額・県配当割控除額・未控除分配当割控除額市・未控除分配当割控除額県・未控除分
配当割控除額・市町株式譲渡割控除額・県株式譲渡割控除額・未控除分株式譲渡割控除額市・未控除分株式譲渡割控除額県・未控
除分株式譲渡割控除額・配株不足額市税・配株不足額県税・配株不足額合計・配株充当額合計・配株還付額合計・市町差引前所得
割・県差引前所得割・市町差引均等割・県差引均等割・市町差引所得割・県差引所得割・年税額・端数市町・端数県・併徴市町所得割・
併徴県所得割・併微市町均等割・併徴県均等割・併徴合計・併徴課税標準・併徴配株充当合計・併徴年特市所得割・併徴年特県所得
割・併徴年特市均等割・併徴年特県均等割・併徴年特合計・併徴年特配株充当合計・市町過年度増分所得割・県過年度増分所得割・
市町過年度増分均等割・県過年度増分均等割・強制変更フラグ・所得税金額控除前・拡張−金額１・拡張−金額２・拡張−金額３・拡張
−金額４・拡張−金額５・拡張−金額６・拡張−金額７・拡張−金額８・拡張−金額９・拡張−金額１０・拡張−金額１１・拡張−金額１２・
拡張−金額１３・拡張−金額１４・拡張−金額１５・拡張−金額１６・拡張−金額１７・拡張−金額１８・拡張−金額１９・拡張−金額２０・拡
張−コード１・拡張−コード２・拡張−コード３・拡張−コード４・拡張−コード５・拡張−コード６・拡張−コード７・拡張−コード８・拡張−
コード９・拡張−コード１０・拡張−コード１１・拡張−コード１２・拡張−コード１３・拡張−コード１４・拡張−コード１５・拡張−コード１６・拡
張−コード１７・拡張−コード１８・拡張−コード１９・拡張−コード２０・普徴１期・普徴２期・普徴３期・普徴４期・普徴５期・普徴６期・普徴７
期・普徴８期・普徴９期・普徴１０期・普徴１１期・普徴１２期・特徴６月・特徴７月・特徴８月・特徴９月・特徴１０月・特徴１１月・特徴１２月・
特徴１月・特徴２月・特徴３月・特徴４月・特徴５月・特徴事業所コード６月・特徴事業所コード７月・特徴事業所コード８月・特徴事業所
コード９月・特徴事業所コード１０月・特徴事業所コード１１月・特徴事業所コード１２月・特徴事業所コード１月・特徴事業所コード２月・特
徴事業所コード３月・特徴事業所コード４月・特徴事業所コード５月・年金特徴４月・年金特徴６月・年金特徴８月・年金特徴１０月・年金
特徴１２月・年金特徴２月・特別徴収義務者コード４月・特別徴収義務者コード６月・特別徴収義務者コード８月・特別徴収義務者コード１
０月・特別徴収義務者コード１２月・特別徴収義務者コード２月・普徴１期充当額・普徴２期充当額・普徴３期充当額・普徴４期充当額・普
徴５期充当額・普徴６期充当額・普徴７期充当額・普徴８期充当額・普徴９期充当額・普徴１０期充当額・普徴１１期充当額・普徴１２期充
当額・特徴６月充当額・特徴７月充当額・特徴８月充当額・特徴９月充当額・特徴１０月充当額・特徴１１月充当額・特徴１２月充当額・特
徴１月充当額・特徴２月充当額・特徴３月充当額・特徴４月充当額・特徴５月充当額・年金特徴４月充当額・年金特徴６月充当額・年金特
徴８月充当額・年金特徴１０月充当額・年金特徴１２月充当額・年金特徴２月充当額・オプション１・オプション２・オプション３・オプション
４・オプション５・オプション６・オプション７・オプション８・オプション９・オプション１０・オプション１１・オプション１２・オプション１３・オプショ
ン１４・オプション１５・オプション１６・オプション１７・オプション１８・オプション１９・オプション２０・オプション２１・オプション２２・オプション２
３・オプション２４・オプション２５・オプション２６・オプション２７・オプション２８・オプション２９・オプション３０・合併前利用団体コード・更新
職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜事業所調定確定前＞
・利用団体コード・賦課年度・事業所コード・履歴番号・通知書発行日・納期特例区分・月割税額6月・月割税額7月・月割税額8月・月割
税額9月・月割税額10月・月割税額11月・月割税額12月・月割税額１月・月割税額2月・月割税額3月・月割税額4月・月割税額5月・月割
合計税額・月別人員6月・月別人員7月・月別人員8月・月別人員9月・月別人員10月・月別人員11月・月別人員12月・月別人員1月・月別
人員2月・月別人員3月・月別人員4月・月別人員5月・異動年月日(西暦) ・整理番号・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理
年月日・更新処理時刻
＜事業所異動者確定前＞
・利用団体コード・賦課年度・事業所コード・住民コード・履歴番号・異動年月日・処理区分・更正理由区分・月割税額6月・月割税額7月・
月割税額8月・月割税額9月・月割税額10月・月割税額11月・月割税額12月・月割税額１月・月割税額2月・月割税額3月・月割税額4月・
月割税額5月・合計税額・処理日・異動前月割税額6月・異動前月割税額７月・異動前月割税額８月・異動前月割税額９月・異動前月割
税額１０月・異動前月割税額１１月・異動前月割税額１２月・異動前月割税額１月・異動前月割税額２月・異動前月割税額３月・異動前月
割税額４月・異動前月割税額５月・異動前合計税額・異動前処理日・異動前事業所コード・整理番号・合併前利用団体コード・更新職員
番号・更新処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜個人課税確定前（履歴）＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・履歴番号・資料区分・資料番号（冊番号）・資料番号（番号）・資料番号（枝番）・無効区分・世帯
コード・台帳番号・事業所コード・整理番号・受給者番号・国税通知書番号・異動年月日・処理区分・更正理由区分・課税区分・営業所得
等・農業所得・その他事業所得・漁業所得（内数）・不動産所得・利子（所得税）・利子所得・配当（所得税）・配当所得（控除あり）・配当所
得（控除なし）・特定配当（内数）・一般外貨（内数）・外貨以外（内数）・給与収入・専従者給与収入（内数）・前職分給与収入（内数）・給与
特定支出控除・給与所得・給与収入（一部特徴）・給与所得（一部特徴）・年金区分・年金収入・年金所得・雑所得（その他）・総合譲渡短
期所得・総合譲渡短期控除・総合譲渡長期所得・総合譲渡長期控除・総合譲渡一時所得・総合譲渡一時控除・土地等事業雑・超短期
所得・分離譲渡短期一般所得・分離譲渡短期一般控除・分離譲渡短期特定所得・分離譲渡短期特定控除・分離譲渡長期一般所得・分
離譲渡長期一般控除・分離譲渡長期優良所得・分離譲渡長期優良控除・分離譲渡長期特定所得・分離譲渡長期特定控除・分離譲渡
長期居住所得・分離譲渡長期居住控除・株式譲渡所得（非公開）・株式譲渡所得（上場分）・株式譲渡控除・商品先物取引・山林所得・
山林控除・退職所得（所得税）・退職所得・変動所得前２年分・変動所得当年分・臨時所得・繰越控除純損失総所得・繰越控除純損失超
短期・繰越控除純損失土地・繰越控除純損失短期・繰越控除純損失長期・繰越控除純損失長期居住・繰越控除純損失株式譲渡・繰越
控除純損失先物取引・繰越控除純損失山林・繰越控除雑損失・肉用牛免税所得・肉用牛免税以外・肉用牛売却価格・非課税所得・配
当割控除額・株式譲渡割控除額・拡張−所得１・拡張−所得２・拡張−所得３・拡張−所得４・拡張−所得５・拡張−所得６・拡張−所得
７・拡張−所得８・拡張−所得９・拡張−所得１０・拡張−所得１１・拡張−所得１２・拡張−所得１３・拡張−所得１４・拡張−所得１５・拡
張−所得１６・拡張−所得１７・拡張−所得１８・拡張−所得１９・拡張−所得２０・雑損控除・医療費控除・社会保険控除・小規模共済・
生命保険区分・生命保険料・個人年金・本人専従者・青白区分・専従配偶者・専従者その他・金額（専給控除）・本人障害者・本人夫有
り・未成年・本人老年者・本人寡婦・寡夫・特寡・本人勤労学生・配偶者控除区分・配特控除区分・配偶者所得・扶養その他・扶養特定・
扶養老人・扶養同居老親・扶養普通障害・扶養特別障害・扶養同居特別障害・扶養人数年少・平均課税計算区分・生活保護区分・生活
保護開始・生活保護終了・拡張−扶養１・拡張−扶養２・拡張−扶養３・拡張−扶養４・拡張−扶養５・徴収区分・徴収区分２・特徴開始
月・特徴終了月・普徴開始期・普徴終了期・年金特徴開始月・年金特徴終了月・特徴仮算フラグ・年金保険者用整理番号１・特別徴収義
務者コード・年金コード・通知コード・処理結果・非課税所得区分・減免区分・均等割区分・課非区分・通知書発行区分・通知書発行日・
法定納期限等・他給与区分・給報乙欄・給報就退職区分・給報就退職年月日・損害保険区分・損害保険料・長期損害保険料・分離短期
一般特例条文・分離短期特定特例条文・分離長期一般特例条文・分離長期優良特例条文・分離長期特定特例条文・分離長期居住特
例条文・株式譲渡特例条文・配偶者特別控除・生命保険控除・個人年金控除・基礎控除・老年者控除・寡婦・寡夫・特寡控除・勤労学生
控除・本人障害控除・本人特別障害控除・配偶者一般控除・配偶者老人控除・配偶者特別障害控除・扶養一般控除・扶養老人控除・扶
養同居老人控除・扶養障害控除・扶養特別障害控除・扶養同居特別障害控除・扶養特定控除・控除合計・寄付金控除額・扶養加算金・
損害保険控除額・寄付金控除（所得税）・控除額合計（所得税）・住宅取得控除・外国税額控除（所得税）・減免（所得税）・政党等寄付
金・配当控除（所得税）・電子証明書等特別控除（所得税）・所得税の課税所得金額・寄附金額１・寄附金額２・寄附金額３・寄附金額４・
寄附金額５・所得税額（税額控除前）・所得税額（定率減税前）・所得税額（定率減税後）・源泉税額・外国税額限度額・拡張−所得控除
１・拡張−所得控除２・拡張−所得控除３・拡張−所得控除４・拡張−所得控除５・拡張−所得控除６・拡張−所得控除７・拡張−所得控
除８・拡張−所得控除９・拡張−所得控除１０・拡張−所得控除１１・拡張−所得控除１２・拡張−所得控除１３・拡張−所得控除１４・拡
張−所得控除１５・拡張−所得控除１６・拡張−所得控除１７・拡張−所得控除１８・拡張−所得控除１９・拡張−所得控除２０・総所得課
税標準・総所得市町所得割・総所得県所得割・土地課税標準・土地市町所得割・土地県所得割・超短期課税標準・超短期市町所得割・
超短期県所得割・短期一般課税標準・短期一般市町所得割・短期一般県所得割・短期特定課税標準・短期特定市町所得割・短期特定
県所得割・長期一般課税標準・長期一般市町所得割・長期一般県所得割・長期優良課税標準・長期優良市町所得割・長期優良県所得
割・長期特定課税標準・長期特定市町所得割・長期特定県所得割・長期居住課税標準・長期居住市町所得割・長期居住県所得割・株
式譲渡（非公開）課税標準・株式譲渡（非公開）市町所得割・株式譲渡（非公開）県所得割・株式譲渡（上場分）課税標準・株式譲渡（上
場分）市町所得割・株式譲渡（上場分）県所得割・商品先物取引課税標準・商品先物取引市町所得割・商品先物取引県所得割・山林課
税標準・山林市町所得割・山林県所得割・退職課税標準・退職市町所得割・退職県所得割・拡張−課税標準１・拡張−市町所得割１・
拡張−県所得割１・拡張−課税標準２・拡張−市町所得割２・拡張−県所得割２・拡張−課税標準３・拡張−市町所得割３・拡張−県所
得割３・拡張−課税標準４・拡張−市町所得割４・拡張−県所得割４・拡張−課税標準５・拡張−市町所得割５

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜個人課税確定前（履歴）＞
・拡張−県所得割５・拡張−課税標準６・拡張−市町所得割６・拡張−県所得割６・拡張−課税標準７・拡張−市町所得割７・拡張−県
所得割７・拡張−課税標準８・拡張−市町所得割８・拡張−県所得割８・拡張−課税標準９・拡張−市町所得割９・拡張−県所得割９・拡
張−課税標準１０・拡張−市町所得割１０・拡張−県所得割１０・合計所得金額・総所得金額等・総所得金額・算出調定市町所得割・算
出調定県所得割・特別所得市町所得割・特別所得県所得割・税控除市町所得割・税控除県所得割・外国税控除市町所得割・外国税控
除県所得割・寄附金基本控除額市町村・寄附金基本控除額県・寄附金特例控除額市町村・寄附金特例控除額県・寄附金控除額市町
村・寄附金控除額県・算出合計税市町均等割・算出合計税県均等割・算出合計税市町所得割・算出合計税県所得割・税額調整市町所
得割・税額調整県所得割・市町所得割減額１・県所得割減額１・市町税額減額１・県税額減額１・市町所得割減額２・県所得割減額２・市
町税額減額２・県税額減額２・市町配当割控除額・県配当割控除額・未控除分配当割控除額市・未控除分配当割控除額県・未控除分
配当割控除額・市町株式譲渡割控除額・県株式譲渡割控除額・未控除分株式譲渡割控除額市・未控除分株式譲渡割控除額県・未控
除分株式譲渡割控除額・配株不足額市税・配株不足額県税・配株不足額合計・配株充当額合計・配株還付額合計・市町差引前所得
割・県差引前所得割・市町差引均等割・県差引均等割・市町差引所得割・県差引所得割・年税額・端数市町・端数県・併徴市町所得割・
併徴県所得割・併微市町均等割・併徴県均等割・併徴合計・併徴課税標準・併徴配株充当合計・併徴年特市所得割・併徴年特県所得
割・併徴年特市均等割・併徴年特県均等割・併徴年特合計・併徴年特配株充当合計・市町過年度増分所得割・県過年度増分所得割・
市町過年度増分均等割・県過年度増分均等割・強制変更フラグ・所得税金額控除前・拡張−金額１・拡張−金額２・拡張−金額３・拡張
−金額４・拡張−金額５・拡張−金額６・拡張−金額７・拡張−金額８・拡張−金額９・拡張−金額１０・拡張−金額１１・拡張−金額１２・
拡張−金額１３・拡張−金額１４・拡張−金額１５・拡張−金額１６・拡張−金額１７・拡張−金額１８・拡張−金額１９・拡張−金額２０・拡
張−コード１・拡張−コード２・拡張−コード３・拡張−コード４・拡張−コード５・拡張−コード６・拡張−コード７・拡張−コード８・拡張−
コード９・拡張−コード１０・拡張−コード１１・拡張−コード１２・拡張−コード１３・拡張−コード１４・拡張−コード１５・拡張−コード１６・拡
張−コード１７・拡張−コード１８・拡張−コード１９・拡張−コード２０・普徴１期・普徴２期・普徴３期・普徴４期・普徴５期・普徴６期・普徴７
期・普徴８期・普徴９期・普徴１０期・普徴１１期・普徴１２期・特徴６月・特徴７月・特徴８月・特徴９月・特徴１０月・特徴１１月・特徴１２月・
特徴１月・特徴２月・特徴３月・特徴４月・特徴５月・特徴事業所コード６月・特徴事業所コード７月・特徴事業所コード８月・特徴事業所
コード９月・特徴事業所コード１０月・特徴事業所コード１１月・特徴事業所コード１２月・特徴事業所コード１月・特徴事業所コード２月・特
徴事業所コード３月・特徴事業所コード４月・特徴事業所コード５月・年金特徴４月・年金特徴６月・年金特徴８月・年金特徴１０月・年金
特徴１２月・年金特徴２月・特別徴収義務者コード４月・特別徴収義務者コード６月・特別徴収義務者コード８月・特別徴収義務者コード１
０月・特別徴収義務者コード１２月・特別徴収義務者コード２月・普徴１期充当額・普徴２期充当額・普徴３期充当額・普徴４期充当額・普
徴５期充当額・普徴６期充当額・普徴７期充当額・普徴８期充当額・普徴９期充当額・普徴１０期充当額・普徴１１期充当額・普徴１２期充
当額・特徴６月充当額・特徴７月充当額・特徴８月充当額・特徴９月充当額・特徴１０月充当額・特徴１１月充当額・特徴１２月充当額・特
徴１月充当額・特徴２月充当額・特徴３月充当額・特徴４月充当額・特徴５月充当額・年金特徴４月充当額・年金特徴６月充当額・年金特
徴８月充当額・年金特徴１０月充当額・年金特徴１２月充当額・年金特徴２月充当額・オプション１・オプション２・オプション３・オプション
４・オプション５・オプション６・オプション７・オプション８・オプション９・オプション１０・オプション１１・オプション１２・オプション１３・オプショ
ン１４・オプション１５・オプション１６・オプション１７・オプション１８・オプション１９・オプション２０・オプション２１・オプション２２・オプション２
３・オプション２４・オプション２５・オプション２６・オプション２７・オプション２８・オプション２９・オプション３０・合併前利用団体コード・更新
職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜個人課税確定前（併徴）＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・履歴番号・資料区分・資料番号（冊番号）・資料番号（番号）・資料番号（枝番）・無効区分・世帯
コード・台帳番号・事業所コード・整理番号・受給者番号・国税通知書番号・異動年月日・処理区分・更正理由区分・課税区分・営業所得
等・農業所得・その他事業所得・漁業所得（内数）・不動産所得・利子（所得税）・利子所得・配当（所得税）・配当所得（控除あり）・配当所
得（控除なし）・特定配当（内数）・一般外貨（内数）・外貨以外（内数）・給与収入・専従者給与収入（内数）・前職分給与収入（内数）・給与
特定支出控除・給与所得・給与収入（一部特徴）・給与所得（一部特徴）・年金区分・年金収入・年金所得・雑所得（その他）・総合譲渡短
期所得・総合譲渡短期控除・総合譲渡長期所得・総合譲渡長期控除・総合譲渡一時所得・総合譲渡一時控除・土地等事業雑・超短期
所得・分離譲渡短期一般所得・分離譲渡短期一般控除・分離譲渡短期特定所得・分離譲渡短期特定控除・分離譲渡長期一般所得・分
離譲渡長期一般控除・分離譲渡長期優良所得・分離譲渡長期優良控除・分離譲渡長期特定所得・分離譲渡長期特定控除・分離譲渡
長期居住所得・分離譲渡長期居住控除・株式譲渡所得（非公開）・株式譲渡所得（上場分）・株式譲渡控除・商品先物取引・山林所得・
山林控除・退職所得（所得税）・退職所得・変動所得前２年分・変動所得当年分・臨時所得・繰越控除純損失総所得・繰越控除純損失超
短期・繰越控除純損失土地・繰越控除純損失短期・繰越控除純損失長期・繰越控除純損失長期居住・繰越控除純損失株式譲渡・繰越
控除純損失先物取引・繰越控除純損失山林・繰越控除雑損失・肉用牛免税所得・肉用牛免税以外・肉用牛売却価格・非課税所得・配
当割控除額・株式譲渡割控除額・拡張−所得１・拡張−所得２・拡張−所得３・拡張−所得４・拡張−所得５・拡張−所得６・拡張−所得
７・拡張−所得８・拡張−所得９・拡張−所得１０・拡張−所得１１・拡張−所得１２・拡張−所得１３・拡張−所得１４・拡張−所得１５・拡
張−所得１６・拡張−所得１７・拡張−所得１８・拡張−所得１９・拡張−所得２０・雑損控除・医療費控除・社会保険控除・小規模共済・
生命保険区分・生命保険料・個人年金・本人専従者・青白区分・専従配偶者・専従者その他・金額（専給控除）・本人障害者・本人夫有
り・未成年・本人老年者・本人寡婦・寡夫・特寡・本人勤労学生・配偶者控除区分・配特控除区分・配偶者所得・扶養その他・扶養特定・
扶養老人・扶養同居老親・扶養普通障害・扶養特別障害・扶養同居特別障害・扶養人数年少・平均課税計算区分・生活保護区分・生活
保護開始・生活保護終了・拡張−扶養１・拡張−扶養２・拡張−扶養３・拡張−扶養４・拡張−扶養５・徴収区分・徴収区分２・特徴開始
月・特徴終了月・普徴開始期・普徴終了期・年金特徴開始月・年金特徴終了月・特徴仮算フラグ・年金保険者用整理番号１・特別徴収義
務者コード・年金コード・通知コード・処理結果・非課税所得区分・減免区分・均等割区分・課非区分・通知書発行区分・通知書発行日・
法定納期限等・他給与区分・給報乙欄・給報就退職区分・給報就退職年月日・損害保険区分・損害保険料・長期損害保険料・分離短期
一般特例条文・分離短期特定特例条文・分離長期一般特例条文・分離長期優良特例条文・分離長期特定特例条文・分離長期居住特
例条文・株式譲渡特例条文・配偶者特別控除・生命保険控除・個人年金控除・基礎控除・老年者控除・寡婦・寡夫・特寡控除・勤労学生
控除・本人障害控除・本人特別障害控除・配偶者一般控除・配偶者老人控除・配偶者特別障害控除・扶養一般控除・扶養老人控除・扶
養同居老人控除・扶養障害控除・扶養特別障害控除・扶養同居特別障害控除・扶養特定控除・控除合計・寄付金控除額・扶養加算金・
損害保険控除額・寄付金控除（所得税）・控除額合計（所得税）・住宅取得控除・外国税額控除（所得税）・減免（所得税）・政党等寄付
金・配当控除（所得税）・電子証明書等特別控除（所得税）・所得税の課税所得金額・寄附金額１・寄附金額２・寄附金額３・寄附金額４・
寄附金額５・所得税額（税額控除前）・所得税額（定率減税前）・所得税額（定率減税後）・源泉税額・外国税額限度額・拡張−所得控除
１・拡張−所得控除２・拡張−所得控除３・拡張−所得控除４・拡張−所得控除５・拡張−所得控除６・拡張−所得控除７・拡張−所得控
除８・拡張−所得控除９・拡張−所得控除１０・拡張−所得控除１１・拡張−所得控除１２・拡張−所得控除１３・拡張−所得控除１４・拡
張−所得控除１５・拡張−所得控除１６・拡張−所得控除１７・拡張−所得控除１８・拡張−所得控除１９・拡張−所得控除２０・総所得課
税標準・総所得市町所得割・総所得県所得割・土地課税標準・土地市町所得割・土地県所得割・超短期課税標準・超短期市町所得割・
超短期県所得割・短期一般課税標準・短期一般市町所得割・短期一般県所得割・短期特定課税標準・短期特定市町所得割・短期特定
県所得割・長期一般課税標準・長期一般市町所得割・長期一般県所得割・長期優良課税標準・長期優良市町所得割・長期優良県所得
割・長期特定課税標準・長期特定市町所得割・長期特定県所得割・長期居住課税標準・長期居住市町所得割・長期居住県所得割・株
式譲渡（非公開）課税標準・株式譲渡（非公開）市町所得割・株式譲渡（非公開）県所得割・株式譲渡（上場分）課税標準・株式譲渡（上
場分）市町所得割・株式譲渡（上場分）県所得割・商品先物取引課税標準・商品先物取引市町所得割・商品先物取引県所得割・山林課
税標準・山林市町所得割・山林県所得割・退職課税標準・退職市町所得割・退職県所得割・拡張−課税標準１・拡張−市町所得割１・
拡張−県所得割１・拡張−課税標準２・拡張−市町所得割２・拡張−県所得割２・拡張−課税標準３・拡張−市町所得割３・拡張−県所
得割３・拡張−課税標準４・拡張−市町所得割４・拡張−県所得割４・拡張−課税標準５・拡張−市町所得割５

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜個人課税確定前（併徴）＞
・拡張−県所得割５・拡張−課税標準６・拡張−市町所得割６・拡張−県所得割６・拡張−課税標準７・拡張−市町所得割７・拡張−県
所得割７・拡張−課税標準８・拡張−市町所得割８・拡張−県所得割８・拡張−課税標準９・拡張−市町所得割９・拡張−県所得割９・拡
張−課税標準１０・拡張−市町所得割１０・拡張−県所得割１０・合計所得金額・総所得金額等・総所得金額・算出調定市町所得割・算
出調定県所得割・特別所得市町所得割・特別所得県所得割・税控除市町所得割・税控除県所得割・外国税控除市町所得割・外国税控
除県所得割・寄附金基本控除額市町村・寄附金基本控除額県・寄附金特例控除額市町村・寄附金特例控除額県・寄附金控除額市町
村・寄附金控除額県・算出合計税市町均等割・算出合計税県均等割・算出合計税市町所得割・算出合計税県所得割・税額調整市町所
得割・税額調整県所得割・市町所得割減額１・県所得割減額１・市町税額減額１・県税額減額１・市町所得割減額２・県所得割減額２・市
町税額減額２・県税額減額２・市町配当割控除額・県配当割控除額・未控除分配当割控除額市・未控除分配当割控除額県・未控除分
配当割控除額・市町株式譲渡割控除額・県株式譲渡割控除額・未控除分株式譲渡割控除額市・未控除分株式譲渡割控除額県・未控
除分株式譲渡割控除額・配株不足額市税・配株不足額県税・配株不足額合計・配株充当額合計・配株還付額合計・市町差引前所得
割・県差引前所得割・市町差引均等割・県差引均等割・市町差引所得割・県差引所得割・年税額・端数市町・端数県・併徴市町所得割・
併徴県所得割・併微市町均等割・併徴県均等割・併徴合計・併徴課税標準・併徴配株充当合計・併徴年特市所得割・併徴年特県所得
割・併徴年特市均等割・併徴年特県均等割・併徴年特合計・併徴年特配株充当合計・市町過年度増分所得割・県過年度増分所得割・
市町過年度増分均等割・県過年度増分均等割・強制変更フラグ・所得税金額控除前・拡張−金額１・拡張−金額２・拡張−金額３・拡張
−金額４・拡張−金額５・拡張−金額６・拡張−金額７・拡張−金額８・拡張−金額９・拡張−金額１０・拡張−金額１１・拡張−金額１２・
拡張−金額１３・拡張−金額１４・拡張−金額１５・拡張−金額１６・拡張−金額１７・拡張−金額１８・拡張−金額１９・拡張−金額２０・拡
張−コード１・拡張−コード２・拡張−コード３・拡張−コード４・拡張−コード５・拡張−コード６・拡張−コード７・拡張−コード８・拡張−
コード９・拡張−コード１０・拡張−コード１１・拡張−コード１２・拡張−コード１３・拡張−コード１４・拡張−コード１５・拡張−コード１６・拡
張−コード１７・拡張−コード１８・拡張−コード１９・拡張−コード２０・普徴１期・普徴２期・普徴３期・普徴４期・普徴５期・普徴６期・普徴７
期・普徴８期・普徴９期・普徴１０期・普徴１１期・普徴１２期・特徴６月・特徴７月・特徴８月・特徴９月・特徴１０月・特徴１１月・特徴１２月・
特徴１月・特徴２月・特徴３月・特徴４月・特徴５月・特徴事業所コード６月・特徴事業所コード７月・特徴事業所コード８月・特徴事業所
コード９月・特徴事業所コード１０月・特徴事業所コード１１月・特徴事業所コード１２月・特徴事業所コード１月・特徴事業所コード２月・特
徴事業所コード３月・特徴事業所コード４月・特徴事業所コード５月・年金特徴４月・年金特徴６月・年金特徴８月・年金特徴１０月・年金
特徴１２月・年金特徴２月・特別徴収義務者コード４月・特別徴収義務者コード６月・特別徴収義務者コード８月・特別徴収義務者コード１
０月・特別徴収義務者コード１２月・特別徴収義務者コード２月・普徴１期充当額・普徴２期充当額・普徴３期充当額・普徴４期充当額・普
徴５期充当額・普徴６期充当額・普徴７期充当額・普徴８期充当額・普徴９期充当額・普徴１０期充当額・普徴１１期充当額・普徴１２期充
当額・特徴６月充当額・特徴７月充当額・特徴８月充当額・特徴９月充当額・特徴１０月充当額・特徴１１月充当額・特徴１２月充当額・特
徴１月充当額・特徴２月充当額・特徴３月充当額・特徴４月充当額・特徴５月充当額・年金特徴４月充当額・年金特徴６月充当額・年金特
徴８月充当額・年金特徴１０月充当額・年金特徴１２月充当額・年金特徴２月充当額・オプション１・オプション２・オプション３・オプション
４・オプション５・オプション６・オプション７・オプション８・オプション９・オプション１０・オプション１１・オプション１２・オプション１３・オプショ
ン１４・オプション１５・オプション１６・オプション１７・オプション１８・オプション１９・オプション２０・オプション２１・オプション２２・オプション２
３・オプション２４・オプション２５・オプション２６・オプション２７・オプション２８・オプション２９・オプション３０・合併前利用団体コード・更新
職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜個人課税バッチ＞
・バッチ履歴番号・利用団体コード・賦課年度・住民コード・履歴番号・資料区分・資料番号（冊番号）・資料番号（番号）・資料番号（枝
番）・無効区分・世帯コード・台帳番号・事業所コード・整理番号・受給者番号・国税通知書番号・異動年月日・処理区分・更正理由区分・
課税区分・営業所得等・農業所得・その他事業所得・漁業所得（内数）・不動産所得・利子（所得税）・利子所得・配当（所得税）・配当所
得（控除あり）・配当所得（控除なし）・特定配当（内数）・一般外貨（内数）・外貨以外（内数）・給与収入・専従者給与収入（内数）・前職分
給与収入（内数）・給与特定支出控除・給与所得・給与収入（一部特徴）・給与所得（一部特徴）・年金区分・年金収入・年金所得・雑所得
（その他）・総合譲渡短期所得・総合譲渡短期控除・総合譲渡長期所得・総合譲渡長期控除・総合譲渡一時所得・総合譲渡一時控除・
土地等事業雑・超短期所得・分離譲渡短期一般所得・分離譲渡短期一般控除・分離譲渡短期特定所得・分離譲渡短期特定控除・分離
譲渡長期一般所得・分離譲渡長期一般控除・分離譲渡長期優良所得・分離譲渡長期優良控除・分離譲渡長期特定所得・分離譲渡長
期特定控除・分離譲渡長期居住所得・分離譲渡長期居住控除・株式譲渡所得（非公開）・株式譲渡所得（上場分）・株式譲渡控除・商品
先物取引・山林所得・山林控除・退職所得（所得税）・退職所得・変動所得前２年分・変動所得当年分・臨時所得・繰越控除純損失総所
得・繰越控除純損失超短期・繰越控除純損失土地・繰越控除純損失短期・繰越控除純損失長期・繰越控除純損失長期居住・繰越控除
純損失株式譲渡・繰越控除純損失先物取引・繰越控除純損失山林・繰越控除雑損失・肉用牛免税所得・肉用牛免税以外・肉用牛売却
価格・非課税所得・配当割控除額・株式譲渡割控除額・拡張−所得１・拡張−所得２・拡張−所得３・拡張−所得４・拡張−所得５・拡張
−所得６・拡張−所得７・拡張−所得８・拡張−所得９・拡張−所得１０・拡張−所得１１・拡張−所得１２・拡張−所得１３・拡張−所得１
４・拡張−所得１５・拡張−所得１６・拡張−所得１７・拡張−所得１８・拡張−所得１９・拡張−所得２０・雑損控除・医療費控除・社会保
険控除・小規模共済・生命保険区分・生命保険料・個人年金・本人専従者・青白区分・専従配偶者・専従者その他・金額（専給控除）・本
人障害者・本人夫有り・未成年・本人老年者・本人寡婦・寡夫・特寡・本人勤労学生・配偶者控除区分・配特控除区分・配偶者所得・扶養
その他・扶養特定・扶養老人・扶養同居老親・扶養普通障害・扶養特別障害・扶養同居特別障害・扶養人数年少・平均課税計算区分・
生活保護区分・生活保護開始・生活保護終了・拡張−扶養１・拡張−扶養２・拡張−扶養３・拡張−扶養４・拡張−扶養５・徴収区分・徴
収区分２・特徴開始月・特徴終了月・普徴開始期・普徴終了期・年金特徴開始月・年金特徴終了月・特徴仮算フラグ・年金保険者用整理
番号１・特別徴収義務者コード・年金コード・通知コード・処理結果・非課税所得区分・減免区分・均等割区分・課非区分・通知書発行区
分・通知書発行日・法定納期限等・他給与区分・給報乙欄・給報就退職区分・給報就退職年月日・損害保険区分・損害保険料・長期損
害保険料・分離短期一般特例条文・分離短期特定特例条文・分離長期一般特例条文・分離長期優良特例条文・分離長期特定特例条
文・分離長期居住特例条文・株式譲渡特例条文・配偶者特別控除・生命保険控除・個人年金控除・基礎控除・老年者控除・寡婦・寡夫・
特寡控除・勤労学生控除・本人障害控除・本人特別障害控除・配偶者一般控除・配偶者老人控除・配偶者特別障害控除・扶養一般控
除・扶養老人控除・扶養同居老人控除・扶養障害控除・扶養特別障害控除・扶養同居特別障害控除・扶養特定控除・控除合計・寄付金
控除額・扶養加算金・損害保険控除額・寄付金控除（所得税）・控除額合計（所得税）・住宅取得控除・外国税額控除（所得税）・減免（所
得税）・政党等寄付金・配当控除（所得税）・電子証明書等特別控除（所得税）・所得税の課税所得金額・寄附金額１・寄附金額２・寄附
金額３・寄附金額４・寄附金額５・所得税額（税額控除前）・所得税額（定率減税前）・所得税額（定率減税後）・源泉税額・外国税額限度
額・拡張−所得控除１・拡張−所得控除２・拡張−所得控除３・拡張−所得控除４・拡張−所得控除５・拡張−所得控除６・拡張−所得
控除７・拡張−所得控除８・拡張−所得控除９・拡張−所得控除１０・拡張−所得控除１１・拡張−所得控除１２・拡張−所得控除１３・拡
張−所得控除１４・拡張−所得控除１５・拡張−所得控除１６・拡張−所得控除１７・拡張−所得控除１８・拡張−所得控除１９・拡張−所
得控除２０・総所得課税標準・総所得市町所得割・総所得県所得割・土地課税標準・土地市町所得割・土地県所得割・超短期課税標
準・超短期市町所得割・超短期県所得割・短期一般課税標準・短期一般市町所得割・短期一般県所得割・短期特定課税標準・短期特
定市町所得割・短期特定県所得割・長期一般課税標準・長期一般市町所得割・長期一般県所得割・長期優良課税標準・長期優良市町
所得割・長期優良県所得割・長期特定課税標準・長期特定市町所得割・長期特定県所得割・長期居住課税標準・長期居住市町所得
割・長期居住県所得割・株式譲渡（非公開）課税標準・株式譲渡（非公開）市町所得割・株式譲渡（非公開）県所得割・株式譲渡（上場
分）課税標準・株式譲渡（上場分）市町所得割・株式譲渡（上場分）県所得割・商品先物取引課税標準・商品先物取引市町所得割・商品
先物取引県所得割・山林課税標準・山林市町所得割・山林県所得割・退職課税標準・退職市町所得割・退職県所得割・拡張−課税標
準１・拡張−市町所得割１・拡張−県所得割１・拡張−課税標準２・拡張−市町所得割２・拡張−県所得割２・拡張−課税標準３・拡張−
市町所得割３・拡張−県所得割３・拡張−課税標準４・拡張−市町所得割４・拡張−県所得割４・拡張−課税標準５

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜個人課税バッチ＞
・拡張−市町所得割５・拡張−県所得割５・拡張−課税標準６・拡張−市町所得割６・拡張−県所得割６・拡張−課税標準７・拡張−市
町所得割７・拡張−県所得割７・拡張−課税標準８・拡張−市町所得割８・拡張−県所得割８・拡張−課税標準９・拡張−市町所得割９・
拡張−県所得割９・拡張−課税標準１０・拡張−市町所得割１０・拡張−県所得割１０・合計所得金額・総所得金額等・総所得金額・算出
調定市町所得割・算出調定県所得割・特別所得市町所得割・特別所得県所得割・税控除市町所得割・税控除県所得割・外国税控除市
町所得割・外国税控除県所得割・寄附金基本控除額市町村・寄附金基本控除額県・寄附金特例控除額市町村・寄附金特例控除額県・
寄附金控除額市町村・寄附金控除額県・算出合計税市町均等割・算出合計税県均等割・算出合計税市町所得割・算出合計税県所得
割・税額調整市町所得割・税額調整県所得割・市町所得割減額１・県所得割減額１・市町税額減額１・県税額減額１・市町所得割減額
２・県所得割減額２・市町税額減額２・県税額減額２・市町配当割控除額・県配当割控除額・未控除分配当割控除額市・未控除分配当割
控除額県・未控除分配当割控除額・市町株式譲渡割控除額・県株式譲渡割控除額・未控除分株式譲渡割控除額市・未控除分株式譲
渡割控除額県・未控除分株式譲渡割控除額・配株不足額市税・配株不足額県税・配株不足額合計・配株充当額合計・配株還付額合
計・市町差引前所得割・県差引前所得割・市町差引均等割・県差引均等割・市町差引所得割・県差引所得割・年税額・端数市町・端数
県・併徴市町所得割・併徴県所得割・併微市町均等割・併徴県均等割・併徴合計・併徴課税標準・併徴配株充当合計・併徴年特市所得
割・併徴年特県所得割・併徴年特市均等割・併徴年特県均等割・併徴年特合計・併徴年特配株充当合計・市町過年度増分所得割・県
過年度増分所得割・市町過年度増分均等割・県過年度増分均等割・強制変更フラグ・所得税金額控除前・拡張−金額１・拡張−金額
２・拡張−金額３・拡張−金額４・拡張−金額５・拡張−金額６・拡張−金額７・拡張−金額８・拡張−金額９・拡張−金額１０・拡張−金
額１１・拡張−金額１２・拡張−金額１３・拡張−金額１４・拡張−金額１５・拡張−金額１６・拡張−金額１７・拡張−金額１８・拡張−金額
１９・拡張−金額２０・拡張−コード１・拡張−コード２・拡張−コード３・拡張−コード４・拡張−コード５・拡張−コード６・拡張−コード７・拡
張−コード８・拡張−コード９・拡張−コード１０・拡張−コード１１・拡張−コード１２・拡張−コード１３・拡張−コード１４・拡張−コード１５・
拡張−コード１６・拡張−コード１７・拡張−コード１８・拡張−コード１９・拡張−コード２０・普徴１期・普徴２期・普徴３期・普徴４期・普徴５
期・普徴６期・普徴７期・普徴８期・普徴９期・普徴１０期・普徴１１期・普徴１２期・特徴６月・特徴７月・特徴８月・特徴９月・特徴１０月・特
徴１１月・特徴１２月・特徴１月・特徴２月・特徴３月・特徴４月・特徴５月・特徴事業所コード６月・特徴事業所コード７月・特徴事業所コー
ド８月・特徴事業所コード９月・特徴事業所コード１０月・特徴事業所コード１１月・特徴事業所コード１２月・特徴事業所コード１月・特徴事
業所コード２月・特徴事業所コード３月・特徴事業所コード４月・特徴事業所コード５月・年金特徴４月・年金特徴６月・年金特徴８月・年金
特徴１０月・年金特徴１２月・年金特徴２月・特別徴収義務者コード４月・特別徴収義務者コード６月・特別徴収義務者コード８月・特別徴
収義務者コード１０月・特別徴収義務者コード１２月・特別徴収義務者コード２月・普徴１期充当額・普徴２期充当額・普徴３期充当額・普
徴４期充当額・普徴５期充当額・普徴６期充当額・普徴７期充当額・普徴８期充当額・普徴９期充当額・普徴１０期充当額・普徴１１期充
当額・普徴１２期充当額・特徴６月充当額・特徴７月充当額・特徴８月充当額・特徴９月充当額・特徴１０月充当額・特徴１１月充当額・特
徴１２月充当額・特徴１月充当額・特徴２月充当額・特徴３月充当額・特徴４月充当額・特徴５月充当額・年金特徴４月充当額・年金特徴
６月充当額・年金特徴８月充当額・年金特徴１０月充当額・年金特徴１２月充当額・年金特徴２月充当額・オプション１・オプション２・オプ
ション３・オプション４・オプション５・オプション６・オプション７・オプション８・オプション９・オプション１０・オプション１１・オプション１２・オプ
ション１３・オプション１４・オプション１５・オプション１６・オプション１７・オプション１８・オプション１９・オプション２０・オプション２１・オプショ
ン２２・オプション２３・オプション２４・オプション２５・オプション２６・オプション２７・オプション２８・オプション２９・オプション３０・合併前利用
団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜事業所調定バッチ＞
・バッチ履歴番号・利用団体コード・賦課年度・事業所コード・履歴番号・通知書発行日・納期特例区分・月割税額6月・月割税額7月・月
割税額8月・月割税額9月・月割税額10月・月割税額11月・月割税額12月・月割税額１月・月割税額2月・月割税額3月・月割税額4月・月
割税額5月・月割合計税額・月別人員6月・月別人員7月・月別人員8月・月別人員9月・月別人員10月・月別人員11月・月別人員12月・月
別人員1月・月別人員2月・月別人員3月・月別人員4月・月別人員5月・異動年月日(西暦) ・整理番号・合併前利用団体コード・更新職員
番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜個人課税（併徴）バッチ＞
・バッチ履歴番号・利用団体コード・賦課年度・住民コード・履歴番号・資料区分・資料番号（冊番号）・資料番号（番号）・資料番号（枝
番）・無効区分・世帯コード・台帳番号・事業所コード・整理番号・受給者番号・国税通知書番号・異動年月日・処理区分・更正理由区分・
課税区分・営業所得等・農業所得・その他事業所得・漁業所得（内数）・不動産所得・利子（所得税）・利子所得・配当（所得税）・配当所
得（控除あり）・配当所得（控除なし）・特定配当（内数）・一般外貨（内数）・外貨以外（内数）・給与収入・専従者給与収入（内数）・前職分
給与収入（内数）・給与特定支出控除・給与所得・給与収入（一部特徴）・給与所得（一部特徴）・年金区分・年金収入・年金所得・雑所得
（その他）・総合譲渡短期所得・総合譲渡短期控除・総合譲渡長期所得・総合譲渡長期控除・総合譲渡一時所得・総合譲渡一時控除・
土地等事業雑・超短期所得・分離譲渡短期一般所得・分離譲渡短期一般控除・分離譲渡短期特定所得・分離譲渡短期特定控除・分離
譲渡長期一般所得・分離譲渡長期一般控除・分離譲渡長期優良所得・分離譲渡長期優良控除・分離譲渡長期特定所得・分離譲渡長
期特定控除・分離譲渡長期居住所得・分離譲渡長期居住控除・株式譲渡所得（非公開）・株式譲渡所得（上場分）・株式譲渡控除・商品
先物取引・山林所得・山林控除・退職所得（所得税）・退職所得・変動所得前２年分・変動所得当年分・臨時所得・繰越控除純損失総所
得・繰越控除純損失超短期・繰越控除純損失土地・繰越控除純損失短期・繰越控除純損失長期・繰越控除純損失長期居住・繰越控除
純損失株式譲渡・繰越控除純損失先物取引・繰越控除純損失山林・繰越控除雑損失・肉用牛免税所得・肉用牛免税以外・肉用牛売却
価格・非課税所得・配当割控除額・株式譲渡割控除額・拡張−所得１・拡張−所得２・拡張−所得３・拡張−所得４・拡張−所得５・拡張
−所得６・拡張−所得７・拡張−所得８・拡張−所得９・拡張−所得１０・拡張−所得１１・拡張−所得１２・拡張−所得１３・拡張−所得１
４・拡張−所得１５・拡張−所得１６・拡張−所得１７・拡張−所得１８・拡張−所得１９・拡張−所得２０・雑損控除・医療費控除・社会保
険控除・小規模共済・生命保険区分・生命保険料・個人年金・本人専従者・青白区分・専従配偶者・専従者その他・金額（専給控除）・本
人障害者・本人夫有り・未成年・本人老年者・本人寡婦・寡夫・特寡・本人勤労学生・配偶者控除区分・配特控除区分・配偶者所得・扶養
その他・扶養特定・扶養老人・扶養同居老親・扶養普通障害・扶養特別障害・扶養同居特別障害・扶養人数年少・平均課税計算区分・
生活保護区分・生活保護開始・生活保護終了・拡張−扶養１・拡張−扶養２・拡張−扶養３・拡張−扶養４・拡張−扶養５・徴収区分・徴
収区分２・特徴開始月・特徴終了月・普徴開始期・普徴終了期・年金特徴開始月・年金特徴終了月・特徴仮算フラグ・年金保険者用整理
番号１・特別徴収義務者コード・年金コード・通知コード・処理結果・非課税所得区分・減免区分・均等割区分・課非区分・通知書発行区
分・通知書発行日・法定納期限等・他給与区分・給報乙欄・給報就退職区分・給報就退職年月日・損害保険区分・損害保険料・長期損
害保険料・分離短期一般特例条文・分離短期特定特例条文・分離長期一般特例条文・分離長期優良特例条文・分離長期特定特例条
文・分離長期居住特例条文・株式譲渡特例条文・配偶者特別控除・生命保険控除・個人年金控除・基礎控除・老年者控除・寡婦・寡夫・
特寡控除・勤労学生控除・本人障害控除・本人特別障害控除・配偶者一般控除・配偶者老人控除・配偶者特別障害控除・扶養一般控
除・扶養老人控除・扶養同居老人控除・扶養障害控除・扶養特別障害控除・扶養同居特別障害控除・扶養特定控除・控除合計・寄付金
控除額・扶養加算金・損害保険控除額・寄付金控除（所得税）・控除額合計（所得税）・住宅取得控除・外国税額控除（所得税）・減免（所
得税）・政党等寄付金・配当控除（所得税）・電子証明書等特別控除（所得税）・所得税の課税所得金額・寄附金額１・寄附金額２・寄附
金額３・寄附金額４・寄附金額５・所得税額（税額控除前）・所得税額（定率減税前）・所得税額（定率減税後）・源泉税額・外国税額限度
額・拡張−所得控除１・拡張−所得控除２・拡張−所得控除３・拡張−所得控除４・拡張−所得控除５・拡張−所得控除６・拡張−所得
控除７・拡張−所得控除８・拡張−所得控除９・拡張−所得控除１０・拡張−所得控除１１・拡張−所得控除１２・拡張−所得控除１３・拡
張−所得控除１４・拡張−所得控除１５・拡張−所得控除１６・拡張−所得控除１７・拡張−所得控除１８・拡張−所得控除１９・拡張−所
得控除２０・総所得課税標準・総所得市町所得割・総所得県所得割・土地課税標準・土地市町所得割・土地県所得割・超短期課税標
準・超短期市町所得割・超短期県所得割・短期一般課税標準・短期一般市町所得割・短期一般県所得割・短期特定課税標準・短期特
定市町所得割・短期特定県所得割・長期一般課税標準・長期一般市町所得割・長期一般県所得割・長期優良課税標準・長期優良市町
所得割・長期優良県所得割・長期特定課税標準・長期特定市町所得割・長期特定県所得割・長期居住課税標準・長期居住市町所得
割・長期居住県所得割・株式譲渡（非公開）課税標準・株式譲渡（非公開）市町所得割・株式譲渡（非公開）県所得割・株式譲渡（上場
分）課税標準・株式譲渡（上場分）市町所得割・株式譲渡（上場分）県所得割・商品先物取引課税標準・商品先物取引市町所得割・商品
先物取引県所得割・山林課税標準・山林市町所得割・山林県所得割・退職課税標準・退職市町所得割・退職県所得割・拡張−課税標
準１・拡張−市町所得割１・拡張−県所得割１・拡張−課税標準２・拡張−市町所得割２・拡張−県所得割２・拡張−課税標準３・拡張−
市町所得割３・拡張−県所得割３・拡張−課税標準４・拡張−市町所得割４・拡張−県所得割４・拡張−課税標準５

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜個人課税（併徴）バッチ＞
・拡張−市町所得割５・拡張−県所得割５・拡張−課税標準６・拡張−市町所得割６・拡張−県所得割６・拡張−課税標準７・拡張−市
町所得割７・拡張−県所得割７・拡張−課税標準８・拡張−市町所得割８・拡張−県所得割８・拡張−課税標準９・拡張−市町所得割９・
拡張−県所得割９・拡張−課税標準１０・拡張−市町所得割１０・拡張−県所得割１０・合計所得金額・総所得金額等・総所得金額・算出
調定市町所得割・算出調定県所得割・特別所得市町所得割・特別所得県所得割・税控除市町所得割・税控除県所得割・外国税控除市
町所得割・外国税控除県所得割・寄附金基本控除額市町村・寄附金基本控除額県・寄附金特例控除額市町村・寄附金特例控除額県・
寄附金控除額市町村・寄附金控除額県・算出合計税市町均等割・算出合計税県均等割・算出合計税市町所得割・算出合計税県所得
割・税額調整市町所得割・税額調整県所得割・市町所得割減額１・県所得割減額１・市町税額減額１・県税額減額１・市町所得割減額
２・県所得割減額２・市町税額減額２・県税額減額２・市町配当割控除額・県配当割控除額・未控除分配当割控除額市・未控除分配当割
控除額県・未控除分配当割控除額・市町株式譲渡割控除額・県株式譲渡割控除額・未控除分株式譲渡割控除額市・未控除分株式譲
渡割控除額県・未控除分株式譲渡割控除額・配株不足額市税・配株不足額県税・配株不足額合計・配株充当額合計・配株還付額合
計・市町差引前所得割・県差引前所得割・市町差引均等割・県差引均等割・市町差引所得割・県差引所得割・年税額・端数市町・端数
県・併徴市町所得割・併徴県所得割・併微市町均等割・併徴県均等割・併徴合計・併徴課税標準・併徴配株充当合計・併徴年特市所得
割・併徴年特県所得割・併徴年特市均等割・併徴年特県均等割・併徴年特合計・併徴年特配株充当合計・市町過年度増分所得割・県
過年度増分所得割・市町過年度増分均等割・県過年度増分均等割・強制変更フラグ・所得税金額控除前・拡張−金額１・拡張−金額
２・拡張−金額３・拡張−金額４・拡張−金額５・拡張−金額６・拡張−金額７・拡張−金額８・拡張−金額９・拡張−金額１０・拡張−金
額１１・拡張−金額１２・拡張−金額１３・拡張−金額１４・拡張−金額１５・拡張−金額１６・拡張−金額１７・拡張−金額１８・拡張−金額
１９・拡張−金額２０・拡張−コード１・拡張−コード２・拡張−コード３・拡張−コード４・拡張−コード５・拡張−コード６・拡張−コード７・拡
張−コード８・拡張−コード９・拡張−コード１０・拡張−コード１１・拡張−コード１２・拡張−コード１３・拡張−コード１４・拡張−コード１５・
拡張−コード１６・拡張−コード１７・拡張−コード１８・拡張−コード１９・拡張−コード２０・普徴１期・普徴２期・普徴３期・普徴４期・普徴５
期・普徴６期・普徴７期・普徴８期・普徴９期・普徴１０期・普徴１１期・普徴１２期・特徴６月・特徴７月・特徴８月・特徴９月・特徴１０月・特
徴１１月・特徴１２月・特徴１月・特徴２月・特徴３月・特徴４月・特徴５月・特徴事業所コード６月・特徴事業所コード７月・特徴事業所コー
ド８月・特徴事業所コード９月・特徴事業所コード１０月・特徴事業所コード１１月・特徴事業所コード１２月・特徴事業所コード１月・特徴事
業所コード２月・特徴事業所コード３月・特徴事業所コード４月・特徴事業所コード５月・年金特徴４月・年金特徴６月・年金特徴８月・年金
特徴１０月・年金特徴１２月・年金特徴２月・特別徴収義務者コード４月・特別徴収義務者コード６月・特別徴収義務者コード８月・特別徴
収義務者コード１０月・特別徴収義務者コード１２月・特別徴収義務者コード２月・普徴１期充当額・普徴２期充当額・普徴３期充当額・普
徴４期充当額・普徴５期充当額・普徴６期充当額・普徴７期充当額・普徴８期充当額・普徴９期充当額・普徴１０期充当額・普徴１１期充
当額・普徴１２期充当額・特徴６月充当額・特徴７月充当額・特徴８月充当額・特徴９月充当額・特徴１０月充当額・特徴１１月充当額・特
徴１２月充当額・特徴１月充当額・特徴２月充当額・特徴３月充当額・特徴４月充当額・特徴５月充当額・年金特徴４月充当額・年金特徴
６月充当額・年金特徴８月充当額・年金特徴１０月充当額・年金特徴１２月充当額・年金特徴２月充当額・オプション１・オプション２・オプ
ション３・オプション４・オプション５・オプション６・オプション７・オプション８・オプション９・オプション１０・オプション１１・オプション１２・オプ
ション１３・オプション１４・オプション１５・オプション１６・オプション１７・オプション１８・オプション１９・オプション２０・オプション２１・オプショ
ン２２・オプション２３・オプション２４・オプション２５・オプション２６・オプション２７・オプション２８・オプション２９・オプション３０・合併前利用
団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜特別徴収対象者管理＞
・レコード区分・都道府県コード・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・シフトコード１・氏名漢字・シフトコード２・郵便番号・住所カナ・シフトコー
ド３・住所漢字・シフトコード４・各種区分・処理結果・予備３・各種年月日・金額１・金額２・金額３・利用団体コード・賦課年度・住民コード・
履歴番号・特別徴収区分・オプション区分・媒体コード・回付先区分・オプション年月・進捗区分・付設区分・予備４・年金保険者用整理番
号２・オプション番号・オプション日付１・オプション日付２・オプション項目・オプション予備・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新
処理年月日・更新処理時刻
＜特別徴収対象者履歴管理＞
・レコード区分・都道府県コード・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・シフトコード１・氏名漢字・シフトコード２・郵便番号・住所カナ・シフトコー
ド３・住所漢字・シフトコード４・各種区分・処理結果・予備３・各種年月日・金額１・金額２・金額３・利用団体コード・賦課年度・住民コード・
履歴番号・特別徴収区分・オプション区分・媒体コード・回付先区分・オプション年月・進捗区分・付設区分・予備４・年金保険者用整理番
号２・オプション番号・オプション日付１・オプション日付２・オプション項目・オプション予備・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新
処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜課税状況調マスタ＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・世帯コード・事業所コード・整理番号・受給者番号・年税額・異動年月日・処理区分・更正理由
区分・営業所得等・農業所得・その他事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・証券・給与収入・専従者給与収入（内数）・給与特定
支出控除・給与所得・年金区分・年金収入・年金所得・雑所得（その他）・総合譲渡短期所得・総合譲渡短期控除・総合譲渡長期所得・
総合譲渡長期控除・総合譲渡一時所得・総合譲渡一時控除・土地等事業雑・特定株式（内数）・分離譲渡短期一般所得・分離譲渡短期
一般控除・分離譲渡短期特定所得・分離譲渡短期特定控除・分離譲渡長期一般所得・分離譲渡長期一般控除・分離譲渡長期優良所
得・分離譲渡長期優良控除・分離譲渡長期特定所得・分離譲渡長期特定控除・分離譲渡長期居住所得・分離譲渡長期居住控除・山林
所得・山林控除・退職所得・変動所得前2年分・変動所得当年分・臨時所得・繰越控除純損失総所得・繰越控除純損失超短期・繰越控
除純損失土地・繰越控除純損失短期・繰越控除純損失長期・繰越控除純損失山林・繰越控除雑損失・肉用牛免税所得・肉用牛免税以
外・肉用牛売却価格・商品先物取引・みなし法人農業所得・みなし法人不動産所得・みなし法人その他事業所得・みなし法人医者報酬・
みなし法人事業主報酬・みなし法人過大報酬・みなし法人損失・みなし法人非課税所得・非課税所得・資産合算区分・資産合算主区分・
雑損控除・医療費控除・社会保険控除・小規模共済・生命保険区分・生命保険料・個人年金・専従者事業区分・青白区分・専従配偶者・
専従者その他・金額(専給控除)・所得税額(定率減税後)・外国税額限度額・本人障害者・本人夫有り・未成年・本人老年者・本人寡婦・
寡夫・特寡・本人勤労学生・配偶者控除区分・配特控除区分・配偶者給与所得・配偶者所得・扶養その他・扶養特定・扶養老人・扶養同
居老親・扶養普通障害・扶養特別障害・扶養同居特別障害・課税資料区分・資産合算計算区分・みなし法人計算区分・平均課税計算区
分・生活保護区分・生活保護開始・生活保護終了・徴収区分・徴収区分２・特徴開始月・特徴終了月・普徴開始期・普徴終了期・特別徴
収義務者コード・税額決定区分・非課税所得区分・減免区分・均等割区分・課非区分・通知書発行区分・給報乙欄・給報就退職区分・給
報就退職年月日・株式譲渡所得・損害保険区分・損害保険料・長期損害保険料・特例条文１・特例条文２・扶養人数年少・第30表集計
区分・配偶者特別控除・生命保険控除・個人年金控除・基礎控除・老年者控除・寡婦・寡夫・特寡控除・勤労学生控除・本人障害控除・
本人特別障害控除・配偶者一般控除・配偶者老人控除・配偶者特別障害控除・扶養一般控除・扶養老人控除・扶養同居老人控除・扶
養障害控除・扶養特別障害控除・扶養同居特別障害控除・扶養特定控除・控除合計・寄付金控除額・扶養加算金・損害保険控除額・寄
附金額１・寄附金額２・寄附金額３・寄附金額４・オプション６・株式課税標準・株式市町所得割・株式県所得割・上場株式等（配当）課税
標準・上場株式等（配当）市町村所得割・上場株式等（配当）県所得割・総所得課税標準・総所得市町所得割・総所得県所得割・土地課
税標準・土地市町所得割・土地県所得割・商品先物取引課税標準・商品先物取引市町所得割・商品先物取引県所得割・短期一般課税
標準・短期一般市町所得割・短期一般県所得割・短期特定課税標準・短期特定市町所得割・短期特定県所得割・長期一般課税標準・
長期一般市町所得割・長期一般県所得割・長期優良課税標準・長期優良市町所得割・長期優良県所得割・長期特定課税標準・長期特
定市町所得割・長期特定県所得割・長期居住課税標準・長期居住市町所得割・長期居住県所得割・山林課税標準・山林市町所得割・
山林県所得割・退職課税標準・退職市町所得割・退職県所得割・みなし法人課税標準・みなし法人市町所得割・みなし法人県所得割・
合計所得金額・総所得金額等・総所得金額・資産合算個人市町所得割・資産合算個人県所得割・算出調定市町所得割・算出調定県所
得割・特別所得市町所得割・特別所得県所得割・税控除市町所得割・税控除県所得割・外国税控除市町所得割・外国税控除県所得
割・寄附金控除額市町村・寄附金控除額県・算出合計税市町均等割・算出合計税県均等割・算出合計税市町所得割・算出合計税県所
得割・税額調整市町所得割・税額調整県所得割・減免オプション１・市町所得割減額１・県所得割減額１・市町税額減額１・県税額減額
１・減免オプション２・市町所得割減額２・県所得割減額２・市町税額減額２・県税額減額２・市町差引均等割・県差引均等割・市町差引所
得割・県差引所得割・普徴１期・普徴２期・普徴３期・普徴４期・普徴現年度随時期・普徴過年度随時期・特徴６月・特徴７月・特徴８月・特
徴９月・特徴１０月・特徴１１月・特徴１２月・特徴１月・特徴２月・特徴３月・特徴４月・特徴５月・端数市町・端数県・オプション３・特徴事業
所コード６月・特徴事業所コード７月・特徴事業所コード８月・特徴事業所コード９月・特徴事業所コード１０月・特徴事業所コード１１月・特
徴事業所コード１２月・特徴事業所コード１月・特徴事業所コード２月・特徴事業所コード３月・特徴事業所コード４月・特徴事業所コード５
月・年金特徴４月・年金特徴６月・年金特徴８月・年金特徴１０月・年金特徴１２月・年金特徴２月・併徴市町所得割・併徴県所得割・併微
市町均等割・併徴県均等割・併徴合計・併徴課税標準・併徴年特市所得割・併徴年特県所得割・併徴年特市均等割・併徴年特県均等
割・併徴年特合計・強制変更フラグ・生年月日・配当割控除・市町配当割控除額・県配当割控除額・未控除分配当割控除額・株式譲渡
割控除・市町株式譲渡割控除額・県株式譲渡割控除額・未控除分株式譲渡控除額・繰越控除純損失株式譲渡・繰越控除純損失上場
配当・繰越控除純損失長期居住・繰越控除純損失先物取引・市町村差引前所得割・県差引前所得割・オプション金額１・オプション金額
２・オプション金額３・オプション金額４・オプション金額５・オプション金額６・オプション金額７・オプション金額８・オプション金額９・オプショ
ン金額１０・オプション金額１１・オプション金額１２・オプション金額１３・オプション金額１４・オプション金額１５・オプション金額１６・オプ
ション金額１７・オプション項目・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜階層振分け＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・事業所コード・徴収区分・徴収区分２・特別徴収義務者コード・資格区分・２９４条区分・３１１条
区分・平均課税区分・４表区分・５表区分・２１表区分・２２表区分・３０表区分・３１表区分・合計所得金額・総所得金額等・総所得金額・
階層市01・階層県01・階層市02・階層県02・階層市03・階層県03・階層市04・階層県04・階層市05・階層県05・階層市06・階層県06・階層
市07・階層県07・階層市08・階層県08・階層市09・階層県09・階層市10・階層県10・階層市11・階層県11・階層市12・階層県12・階層市
13・階層県13・階層市14・階層県14・階層市15・階層県15・階層市16・階層県16・階層市17・階層県17・階層市18・階層県18・階層市19・
階層県19・階層市20・階層県20・階層市21・階層県21・階層市22・階層県22・階層市23・階層県23・階層市24・階層県24・階層市25・階層
県25・階層市26・階層県26・階層市27・階層県27・階層市28・階層県28・階層市29・階層県29・階層市30・階層県30・階層市31・階層県
31・階層市32・階層県32・階層市33・階層県33・階層市34・階層県34・階層市35・階層県35・階層市36・階層県36・階層市37・階層県37・
階層市38・階層県38・老年者経過フラグ・オプション１４・総所得金額・山林所得・退職所得・土地等事業雑・超短期・分離譲渡長期一般
所得・分離譲渡長期優良所得・分離譲渡長期特定所得・分離譲渡長期居住所得・分離譲渡短期一般所得・分離譲渡短期特定所得・株
式譲渡所得・給与収入・専従者給与収入（内数）・給与特定支出控除・給与所得・年金収入・年金控除・年金所得・配当所得・利子所得・
商品先物取引・株式譲渡所得（上場分）・上場株式等の配当所得・オプション７４・雑損控除・医療費控除・社会保険控除・小規模共済・
生命保険料・個人年金・損害保険料・長期損害保険料・寄付金控除額・本人障害控除・本人特別障害控除・老年者控除・寡婦控除・特
別寡婦控除・寡夫控除・勤労学生控除・配偶者一般控除・配偶者老人控除・配偶者特別控除（有）・配偶者特別控除（無）・扶養一般控
除・扶養特定控除・扶養老人控除・扶養同居老人控除・扶養加算金・基礎控除・控除合計・寄附金額１・寄附金額２・寄附金額３・寄附金
額４・オプション６５・配偶者控除区分・配特控除区分・扶養その他・扶養特定・扶養老人・扶養同居老親・扶養普通障害・扶養特別障害・
扶養同居特別障害・扶養人数計・扶養加算数・本人その他障害者・本人特別障害者・本人老年者・オプション７２・総所得課税標準・総
所得市町所得割・総所得県所得割・山林課税標準・山林市町所得割・山林県所得割・退職課税標準・退職市町所得割・退職県所得割・
土地課税標準・土地市町所得割・土地県所得割・商品先物課税標準・商品先物市町所得割・商品先物県所得割・長期一般課税標準・
長期一般市町所得割・長期一般県所得割・長期優良課税標準・長期優良市町所得割・長期優良県所得割・長期特定課税標準・長期特
定市町所得割・長期特定県所得割・長期居住課税標準・長期居住市町所得割・長期居住県所得割・短期一般課税標準・短期一般市町
所得割・短期一般県所得割・短期特定課税標準・短期特定市町所得割・短期特定県所得割・株式課税標準・株式市町所得割・株式県
所得割・上場株式等（配当）課税標準・上場株式等（配当）市町村所得割・上場株式等（配当）県所得割・みなし法人課税標準・みなし法
人市町所得割・みなし法人県所得割・オプション６６・算出合計市町所得割・算出合計県所得割・算出合計市町均等割・算出合計県均等
割・税控除市町所得割・税控除県所得割・外国税控除市町所得割・外国税控除県所得割・寄附金控除額市町村・寄附金控除額県・税
額調整市町所得割・税額調整県所得割・市町税額減額・県税額減額・市町所得割減額・県所得割減額・市町差引所得割・県差引所得
割・市町差引均等割・県差引均等割・特別減税市町・特別減税県・特別減税後市町所得割・特別減税後県所得割・併徴市町所得割・併
徴県所得割・併徴市町均等割・併徴県均等割・未使用・未使用・未使用・未使用・併徴年特市所得割・併徴年特県所得割・併徴年特市
均等割・併徴年特県均等割・併徴年特合計・市町差引前所得割・県差引前所得割・配当割控除・市町配当割控除額・県配当割控除額・
未控除分配当割控除額・株式譲渡割控除・市町株式譲渡割控除額・県株式譲渡割控除額・未控除分株式譲渡控除額・老年経過措置
控除市・老年経過措置控除県・調整控除市・調整控除県・年金特徴４月・年金特徴６月・年金特徴８月・年金特徴１０月・年金特徴１２月・
年金特徴２月・オプション４４・青白区分・専従配偶者・専従者その他・金額(専給控除)・みなし事業主報酬・みなし事業主報酬控除・みな
し事業主報酬所得・みなし課税標準・みなし市町所得割・みなし県所得割・みなし過大課税標準・みなし過大市町所得割・みなし過大県
所得割・オプション３５・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜課税状況調（集計）＞
・利用団体コード・合併前利用団体コード・賦課年度・端数処理区分・表番号・行番号・列番号・表データ・更新職員番号・更新処理年月
日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜他市町村個人課税＞
・利用団体コード・賦課年度・業務コード・住民コード・履歴番号・無効区分・開示区分・本人区分・優先区分・世帯コード・異動年月日・処
理区分・更正理由区分・課税区分・営業所得等・農業所得・その他事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得（控除あり）・配当所得
（控除なし）・給与収入・専従者給与収入（内数）・給与特定支出控除・給与所得・年金区分・年金収入・年金所得・雑所得（その他）・総合
譲渡短期所得・総合譲渡短期控除・総合譲渡長期所得・総合譲渡長期控除・総合譲渡一時所得・総合譲渡一時控除・土地等事業雑・
超短期所得・分離譲渡短期一般所得・分離譲渡短期一般控除・分離譲渡短期特定所得・分離譲渡短期特定控除・分離譲渡長期一般
所得・分離譲渡長期一般控除・分離譲渡長期優良所得・分離譲渡長期優良控除・分離譲渡長期特定所得・分離譲渡長期特定控除・分
離譲渡長期居住所得・分離譲渡長期居住控除・株式譲渡所得（非公開）・株式譲渡所得（上場分）・株式譲渡控除・商品先物取引・山林
所得・山林控除・退職所得・変動所得前２年分・変動所得当年分・臨時所得・繰越控除純損失総所得・繰越控除純損失超短期・繰越控
除純損失土地・繰越控除純損失短期・繰越控除純損失長期・繰越控除純損失長期居住・繰越控除純損失株式譲渡・繰越控除純損失
先物取引・繰越控除純損失山林・繰越控除雑損失・肉用牛免税所得・肉用牛免税以外・肉用牛売却価格・非課税所得・配当割控除額・
株式譲渡割控除額・拡張−所得１・拡張−所得２・拡張−所得３・拡張−所得４・拡張−所得５・拡張−所得６・拡張−所得７・拡張−所
得８・拡張−所得９・拡張−所得１０・拡張−所得１１・拡張−所得１２・拡張−所得１３・拡張−所得１４・拡張−所得１５・拡張−所得１
６・拡張−所得１７・拡張−所得１８・拡張−所得１９・拡張−所得２０・雑損控除・医療費控除・社会保険控除・小規模共済・本人専従者・
青白区分・専従配偶者・専従者その他・金額（専給控除）・本人障害者・本人夫有り・未成年・本人老年者・本人寡婦・寡夫・特寡・本人勤
労学生・配偶者控除区分・扶養その他・扶養特定・扶養老人・扶養同居老親・扶養普通障害・扶養特別障害・扶養同居特別障害・扶養
人数年少・生活保護区分・拡張−扶養１・拡張−扶養２・拡張−扶養３・拡張−扶養４・拡張−扶養５・徴収区分・分離短期一般特例条
文・分離短期特定特例条文・分離長期一般特例条文・分離長期優良特例条文・分離長期特定特例条文・分離長期居住特例条文・拡張
−特例条文・配偶者特別控除・生命保険控除・個人年金控除・基礎控除・老年者控除・寡婦・寡夫・特寡控除・勤労学生控除・本人障害
控除・本人特別障害控除・配偶者一般控除・配偶者老人控除・配偶者特別障害控除・扶養一般控除・扶養老人控除・扶養同居老人控
除・扶養障害控除・扶養特別障害控除・扶養同居特別障害控除・扶養特定控除・控除合計・寄付金控除額・扶養加算金・損害保険控除
額・所得税額（税額控除前）・所得税額（定率減税前）・所得税額（定率減税後）・拡張−所得控除１・拡張−所得控除２・拡張−所得控
除３・拡張−所得控除４・拡張−所得控除５・拡張−所得控除６・拡張−所得控除７・拡張−所得控除８・拡張−所得控除９・拡張−所得
控除１０・拡張−所得控除１１・拡張−所得控除１２・拡張−所得控除１３・拡張−所得控除１４・拡張−所得控除１５・拡張−所得控除１
６・拡張−所得控除１７・拡張−所得控除１８・拡張−所得控除１９・拡張−所得控除２０・合計所得金額・総所得金額等・総所得金額・市
町差引前所得割・県差引前所得割・市町差引均等割・県差引均等割・市町差引所得割・県差引所得割・年税額・拡張−金額１・拡張−
金額２・拡張−金額３・拡張−金額４・拡張−金額５・拡張−金額６・拡張−金額７・拡張−金額８・拡張−金額９・拡張−金額１０・拡張
−金額１１・拡張−金額１２・拡張−金額１３・拡張−金額１４・拡張−金額１５・拡張−金額１６・拡張−金額１７・拡張−金額１８・拡張−
金額１９・拡張−金額２０・拡張−コード１・拡張−コード２・拡張−コード３・拡張−コード４・拡張−コード５・拡張−コード６・拡張−コード
７・拡張−コード８・拡張−コード９・拡張−コード１０・拡張−コード１１・拡張−コード１２・拡張−コード１３・拡張−コード１４・拡張−コー
ド１５・拡張−コード１６・拡張−コード１７・拡張−コード１８・拡張−コード１９・拡張−コード２０・合併前利用団体コード・更新職員番号・
更新処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜個人調定＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・連番・市町差引均等割・県差引均等割・市町差引所得割・県差引所得割・年税額・併徴市町所
得割・併徴県所得割・併微市町均等割・併徴県均等割・併徴合計・普徴1期・普徴2期・普徴3期・普徴4期・普徴5期・普徴6期・普徴7期・
普徴8期・普徴9期・普徴10期・普徴11期・普徴12期・普徴合計・市均等割普徴1期・市均等割普徴2期・市均等割普徴3期・市均等割普徴
4期・市均等割普徴5期・市均等割普徴6期・市均等割普徴7期・市均等割普徴8期・市均等割普徴9期・市均等割普徴10期・市均等割普
徴11期・市均等割普徴12期・市均等割普徴合計・県均等割普徴1期・県均等割普徴2期・県均等割普徴3期・県均等割普徴4期・県均等
割普徴5期・県均等割普徴6期・県均等割普徴7期・県均等割普徴8期・県均等割普徴9期・県均等割普徴10期・県均等割普徴11期・県均
等割普徴12期・県均等割普徴合計・市所得割普徴1期・市所得割普徴2期・市所得割普徴3期・市所得割普徴4期・市所得割普徴5期・市
所得割普徴6期・市所得割普徴7期・市所得割普徴8期・市所得割普徴9期・市所得割普徴10期・市所得割普徴11期・市所得割普徴12
期・市所得割普徴合計・県所得割普徴1期・県所得割普徴2期・県所得割普徴3期・県所得割普徴4期・県所得割普徴5期・県所得割普徴
6期・県所得割普徴7期・県所得割普徴8期・県所得割普徴9期・県所得割普徴10期・県所得割普徴11期・県所得割普徴12期・県所得割
普徴合計・特徴6月・特徴7月・特徴8月・特徴9月・特徴10月・特徴11月・特徴12月・特徴1月・特徴2月・特徴3月・特徴4月・特徴5月・特徴
合計・市均等割特徴6月・市均等割特徴7月・市均等割特徴8月・市均等割特徴9月・市均等割特徴10月・市均等割特徴11月・市均等割
特徴12月・市均等割特徴1月・市均等割特徴2月・市均等割特徴3月・市均等割特徴4月・市均等割特徴5月・市均等割特徴合計・県均等
割特徴6月・県均等割特徴7月・県均等割特徴8月・県均等割特徴9月・県均等割特徴10月・県均等割特徴11月・県均等割特徴12月・県
均等割特徴1月・県均等割特徴2月・県均等割特徴3月・県均等割特徴4月・県均等割特徴5月・県均等割特徴合計・市所得割特徴6月・
市所得割特徴7月・市所得割特徴8月・市所得割特徴9月・市所得割特徴10月・市所得割特徴11月・市所得割特徴12月・市所得割特徴1
月・市所得割特徴2月・市所得割特徴3月・市所得割特徴4月・市所得割特徴5月・市所得割特徴合計・県所得割特徴6月・県所得割特徴
7月・県所得割特徴8月・県所得割特徴9月・県所得割特徴10月・県所得割特徴11月・県所得割特徴12月・県所得割特徴1月・県所得割
特徴2月・県所得割特徴3月・県所得割特徴4月・県所得割特徴5月・県所得割特徴合計・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処
理年月日・更新処理時刻
＜調定表＞
・利用団体コード・賦課年度・連番・普徴市町均等割のみ人・普徴市町均等割のみ額・普徴市町所得割のみ人・普徴市町所得割のみ
額・普徴市町合算人・普徴市町均等割合算額・普徴市町所得割合算額・普徴市町合計人・普徴市町合計額・普徴県均等割のみ人・普
徴県均等割のみ額・普徴県所得割のみ人・普徴県所得割のみ額・普徴県合算人・普徴県均等割合算額・普徴県所得割合算額・普徴県
合計人・普徴県合計額・普徴合計均等割のみ人・普徴合計均等割のみ額・普徴合計所得割のみ人・普徴合計所得割のみ額・普徴合計
合算人・普徴合計均等割合算額・普徴合計所得割合算額・普徴合計合計人・普徴合計合計額・特徴市町均等割のみ人・特徴市町均等
割のみ額・特徴市町所得割のみ人・特徴市町所得割のみ額・特徴市町合算人・特徴市町均等割合算額・特徴市町所得割合算額・特徴
市町合計人・特徴市町合計額・特徴県均等割のみ人・特徴県均等割のみ額・特徴県所得割のみ人・特徴県所得割のみ額・特徴県合算
人・特徴県均等割合算額・特徴県所得割合算額・特徴県合計人・特徴県合計額・特徴合計均等割のみ人・特徴合計均等割のみ額・特
徴合計所得割のみ人・特徴合計所得割のみ額・特徴合計合算人・特徴合計均等割合算額・特徴合計所得割合算額・特徴合計合計人・
特徴合計合計額・市町均等割のみ人・市町均等割のみ額・市町所得割のみ人・市町所得割のみ額・市町合算人・市町均等割合算額・
市町所得割合算額・市町合計人・市町合計額・県均等割のみ人・県均等割のみ額・県所得割のみ人・県所得割のみ額・県合算人・県均
等割合算額・県所得割合算額・県合計人・県合計額・合計均等割のみ人・合計均等割のみ額・合計所得割のみ人・合計所得割のみ額・
合計合算人・合計均等割合算額・合計所得割合算額・合計合計人・合計合計額・普徴1期・普徴2期・普徴3期・普徴4期・普徴5期・普徴6
期・普徴7期・普徴8期・普徴9期・普徴10期・普徴11期・普徴12期・普徴年税額・特徴6月・特徴7月・特徴8月・特徴9月・特徴10月・特徴11
月・特徴12月・特徴1月・特徴2月・特徴3月・特徴4月・特徴5月・特徴現年度合計額・特徴翌年度合計額・翌４月市町均等割・翌４月県均
等割・翌４月市町所得割・翌４月県所得割・翌４月市町合計・翌４月県合計・翌５月市町均等割・翌５月県均等割・翌５月市町所得割・翌
５月県所得割・翌５月市町合計・翌５月県合計・翌合計市町均等割・翌合計県均等割・翌合計市町所得割・翌合計県所得割・翌合計市
町合計・翌合計県合計・増普徴市町均等割・増普徴市町所得割・増普徴県均等割・増普徴県所得割・増普徴市町合計・増普徴県合計・
増特徴市町均等割・増特徴市町所得割・増特徴県均等割・増特徴県所得割・増特徴市町合計・増特徴県合計・増合計市町均等割・増
合計市町所得割・増合計県均等割・増合計県所得割・増合計市町合計・増合計県合計・減普徴市町均等割・減普徴市町所得割・減普
徴県均等割・減普徴県所得割・減普徴市町合計・減普徴県合計・減特徴市町均等割・減特徴市町所得割・減特徴県均等割・減特徴県
所得割・減特徴市町合計・減特徴県合計・減合計市町均等割・減合計市町所得割・減合計県均等割・減合計県所得割・減合計市町合
計・減合計県合計・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
３ 特定個人情報ファイル名【個人住民税台帳】
①システム（Acrocity個人住民税）
＜個人調定拡張＞
・利用団体コード・賦課年度・住民コード・連番・併徴年金市町所得割・併徴年金県所得割・併微年金市町均等割・併徴年金県均等割・
併徴年金合計・年金特徴4月・年金特徴6月・年金特徴8月・年金特徴10月・年金特徴12月・年金特徴2月・年金仮徴収合計・年金本徴収
合計・年金特徴合計・市均等割年特4月・市均等割年特6月・市均等割年特8月・市均等割年特10月・市均等割年特12月・市均等割年特
2月・市均等割仮徴合計・市均等割本徴合計・市均等割年特合計・県均等割年特4月・県均等割年特6月・県均等割年特8月・県均等割
年特10月・県均等割年特12月・県均等割年特2月・県均等割仮徴合計・県均等割本徴合計・県均等割年特合計・市所得割年特4月・市
所得割年特6月・市所得割年特8月・市所得割年特10月・市所得割年特12月・市所得割年特2月・市所得割仮徴合計・市所得割本徴合
計・市所得割年特合計・県所得割年特4月・県所得割年特6月・県所得割年特8月・県所得割年特10月・県所得割年特12月・県所得割年
特2月・県所得割仮徴合計・県所得割本徴合計・県所得割年特合計・年金普徴1期・年金普徴2期・年金普徴3期・年金普徴4期・年金普
徴合計・市均等割年普1期・市均等割年普2期・市均等割年普3期・市均等割年普4期・市均等割年普合計・県均等割年普1期・県均等割
年普2期・県均等割年普3期・県均等割年普4期・県均等割年普合計・市所得割年普1期・市所得割年普2期・市所得割年普3期・市所得
割年普4期・市所得割年普合計・県所得割年普1期・県所得割年普2期・県所得割年普3期・県所得割年普4期・県所得割年普合計・市均
等割減免額１・県均等割減免額１・市所得割減免額１・県所得割減免額１・資料区分・異動年月日・処理区分・更正理由区分・徴収区分・
徴収区分２・均等割区分・事業所コード・特徴事業所コード６月・特徴事業所コード７月・特徴事業所コード８月・特徴事業所コード９月・特
徴事業所コード１０月・特徴事業所コード１１月・特徴事業所コード１２月・特徴事業所コード１月・特徴事業所コード２月・特徴事業所コー
ド３月・特徴事業所コード４月・特徴事業所コード５月・拡張−コード１・拡張−コード２・拡張−コード３・拡張−コード４・拡張−コード５・
拡張−金額１・拡張−金額２・拡張−金額３・拡張−金額４・拡張−金額５・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更
新処理時刻
＜調定集計拡張＞
・利用団体コード・賦課年度・連番・合計市均等割人・合計市均等割額・合計市所得割人・合計市所得割額・合計市納税者数・合計市調
定額・合計県均等割人・合計県均等割額・合計県所得割人・合計県所得割額・合計県納税者数・合計県調定額・合計計均等割人・合計
計均等割額・合計計所得割人・合計計所得割額・合計計納税者数・合計計調定額・特現市均等割人・特現市均等割額・特現市所得割
人・特現市所得割額・特現市納税者数・特現市調定額・特現県均等割人・特現県均等割額・特現県所得割人・特現県所得割額・特現県
納税者数・特現県調定額・特現計均等割人・特現計均等割額・特現計所得割人・特現計所得割額・特現計納税者数・特現計調定額・特
翌市均等割人・特翌市均等割額・特翌市所得割人・特翌市所得割額・特翌市納税者数・特翌市調定額・特翌県均等割人・特翌県均等
割額・特翌県所得割人・特翌県所得割額・特翌県納税者数・特翌県調定額・特翌計均等割人・特翌計均等割額・特翌計所得割人・特翌
計所得割額・特翌計納税者数・特翌計調定額・特徴市均等割人・特徴市均等割額・特徴市所得割人・特徴市所得割額・特徴市納税者
数・特徴市調定額・特徴県均等割人・特徴県均等割額・特徴県所得割人・特徴県所得割額・特徴県納税者数・特徴県調定額・特徴計均
等割人・特徴計均等割額・特徴計所得割人・特徴計所得割額・特徴計納税者数・特徴計調定額・年仮市均等割人・年仮市均等割額・年
仮市所得割人・年仮市所得割額・年仮市納税者数・年仮市調定額・年仮県均等割人・年仮県均等割額・年仮県所得割人・年仮県所得
割額・年仮県納税者数・年仮県調定額・年仮計均等割人・年仮計均等割額・年仮計所得割人・年仮計所得割額・年仮計納税者数・年仮
計調定額・年本市均等割人・年本市均等割額・年本市所得割人・年本市所得割額・年本市納税者数・年本市調定額・年本県均等割人・
年本県均等割額・年本県所得割人・年本県所得割額・年本県納税者数・年本県調定額・年本計均等割人・年本計均等割額・年本計所
得割人・年本計所得割額・年本計納税者数・年本計調定額・年特市均等割人・年特市均等割額・年特市所得割人・年特市所得割額・年
特市納税者数・年特市調定額・年特県均等割人・年特県均等割額・年特県所得割人・年特県所得割額・年特県納税者数・年特県調定
額・年特計均等割人・年特計均等割額・年特計所得割人・年特計所得割額・年特計納税者数・年特計調定額・普徴市均等割人・普徴市
均等割額・普徴市所得割人・普徴市所得割額・普徴市納税者数・普徴市調定額・普徴県均等割人・普徴県均等割額・普徴県所得割人・
普徴県所得割額・普徴県納税者数・普徴県調定額・普徴計均等割人・普徴計均等割額・普徴計所得割人・普徴計所得割額・普徴計納
税者数・普徴計調定額・普年市均等割人・普年市均等割額・普年市所得割人・普年市所得割額・普年市納税者数・普年市調定額・普年
県均等割人・普年県均等割額・普年県所得割人・普年県所得割額・普年県納税者数・普年県調定額・普年計均等割人・普年計均等割
額・普年計所得割人・普年計所得割額・普年計納税者数・普年計調定額・普過市均等割人・普過市均等割額・普過市所得割人・普過市
所得割額・普過市納税者数・普過市調定額・普過県均等割人・普過県均等割額・普過県所得割人・普過県所得割額・普過県納税者数・
普過県調定額・普過計均等割人・普過計均等割額・普過計所得割人・普過計所得割額・普過計納税者数・普過計調定額・年特4月・年
特6月・年特8月・年特10月・年特12月・年特2月・年仮現年度合計額・年本現年度合計額・年特現年度合計額・年普1期・年普2期・年普3
期・年普4期・年普合計額・増年仮市均等割・増年仮市所得割・増年仮県均等割・増年仮県所得割・増年仮市合計・増年仮県合計・減年
仮市均等割・減年仮市所得割・減年仮県均等割・減年仮県所得割・減年仮市合計・減年仮県合計・増年本市均等割・増年本市所得割・
増年本県均等割・増年本県所得割・増年本市合計・増年本県合計・減年本市均等割・減年本市所得割・減年本県均等割・減年本県所
得割・減年本市合計・減年本県合計・増過１市均等割・増過１市所得割・増過１県均等割・増過１県所得割・増過１市合計・増過１県合
計・増過２市均等割・増過２市所得割・増過２県均等割・増過２県所得割・増過２市合計・増過２県合計・増過３市均等割・増過３市所得
割・増過３県均等割・増過３県所得割・増過３市合計・増過３県合計・増過４市均等割・増過４市所得割・増過４県均等割・増過４県所得
割・増過４市合計・増過４県合計・増過５市均等割・増過５市所得割・増過５県均等割・増過５県所得割・増過５市合計・増過５県合計・減
過１市均等割・減過１市所得割・減過１県均等割・減過１県所得割・減過１市合計・減過１県合計・減過２市均等割・減過２市所得割・減
過２県均等割・減過２県所得割・減過２市合計・減過２県合計・減過３市均等割・減過３市所得割・減過３県均等割・減過３県所得割・減

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
４ 特定個人情報ファイル名【収納情報】
＜調定収納＞
・利用団体コード・住民コード・納付書番号・会計年度・調定年度・賦課年度・事業年度・科目コード・調定区分・申告区分・期別・収納管
理番号・調定額・調定加算金・調定督促手数料・調定延滞金・加算金区分・納期限・法定納期限等・指定納期限・延長納期限・変更納期
限・備考・申告日・事業年度終了・異動事由・異動日・異動回数・収入額・収入加算金・収入督促手数料・収入延滞金・収入区分・納付区
分・納付日・日計日・簿冊番号・済通番号・収納オプション・決算フラグ・完納フラグ・最新時効中断事由・最新時効中断日・前回時効中
断事由・前回時効中断日・不納欠損事由・不納欠損日・督促発送日・催告発送日・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年
月日・更新処理時刻
＜調定履歴＞
・利用団体コード・住民コード・納付書番号・会計年度・調定年度・賦課年度・事業年度・科目コード・調定区分・申告区分・期別・調定履
歴ＳＥＱ・調定額・調定加算金・調定督促手数料・調定延滞金・加算金区分・納期限・法定納期限等・指定納期限・延長納期限・変更納期
限・備考・申告日・事業年度終了・異動事由・異動日・異動回数・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時
刻
＜収納履歴＞
・利用団体コード・住民コード・納付書番号・会計年度・調定年度・賦課年度・事業年度・科目コード・調定区分・申告区分・期別・収入履
歴ＳＥＱ・収入額・収入加算金・収入督促手数料・収入延滞金・交付報奨金・収入区分・納付区分・納付日・日計日・簿冊番号・過誤納整
理番号・充当ＳＥＱ・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜過誤納＞
・利用団体コード・住民コード・納付書番号・会計年度・調定年度・賦課年度・事業年度・科目コード・調定区分・申告区分・期別・過誤納
整理番号・還付区分・還付件数・充当件数・過誤納事由・発生日・還付加算金区分・通知区分・通知日・再通知日・還付請求日・還付通
知発行フラグ・還付加算金・還付加算金還付額・支出決定日・支払日・支払区分・還付者種別コード・還付先住民コード・金融機関コー
ド・本支店コード・預金種別コード・口座番号・名義人・特記事項・特徴個人還付有無区分・特徴個人還付元整理番号・特徴個人還付住
民コード・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜還付＞
・利用団体コード・住民コード・納付書番号・会計年度・調定年度・賦課年度・事業年度・科目コード・調定区分・申告区分・期別・収入履
歴ＳＥＱ・過誤納整理番号・無効区分・過誤納調定額・過誤納加算金 ・過誤納督促料・過誤納延滞金・還付調定額・還付加算金・還付
督促料・還付延滞金・還付加算調定額・還付加算加算金・還付加算督促料・還付加算延滞金・計算始期・計算終期・除算始期・除算終
期・納付日・加算日数・過誤納発生時調定額・過誤納発生時加算金・過誤納発生時督促料・過誤納発生時延滞金・年金還付・調定内訳
額・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜還付拡張＞
・利用団体コード・住民コード・納付書番号・会計年度・調定年度・賦課年度・事業年度・科目コード・調定区分・申告区分・期別・収入履
歴ＳＥＱ・過誤納整理番号・個人還付住民・個人還付調定額・個人還付加算金・個人還付督促料・個人還付延滞金・個人還付加算調定
額・個人還付加算加算金・個人還付加算督促料・個人還付加算延滞金・個人計算始期・個人計算終期・個人除算始期・個人除算終期・
個人納付日・個人加算日数・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜充当＞
・利用団体コード・住民コード・納付書番号・会計年度・調定年度・賦課年度・事業年度・科目コード・調定区分・申告区分・期別・収入履
歴ＳＥＱ・過誤納整理番号・充当ＳＥＱ・充当先利用団体コード・充当先住民コード・充当先納付書番号・充当先会計年度・充当先調定年
度・充当先賦課年度・充当先事業年度・充当先科目コード・充当先調定区分・充当先申告区分・充当先期別・充当適状日・充当申出日・
充当日・充当調定額・充当加算金・充当督促料・充当延滞金・充当加算調定額・充当加算加算金・充当加算督促料・充当加算延滞金・
計算始期・計算終期・除算始期・除算終期・納付日・加算日数・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
４ 特定個人情報ファイル名【収納管理】
＜仮消込み＞
・仮消込整理番号・納付日・日計日・簿冊番号・済通番号・更正日・抽出日・仮消込み区分・更新フラグ・利用団体コード・住民コード・納
付書番号・会計年度・調定年度・賦課年度・事業年度・科目コード・調定区分・申告区分・期別・収入額・収入加算金・収入督促・収入延
滞金・交付報奨金・収入退職分離・収入区分・納付区分・更正後−利用団体コード・更正後−住民コード・更正後−納付書番号・更正後
−会計年度・更正後−調定年度・更正後−賦課年度・更正後−事業年度・更正後−科目コード・更正後−調定区分・更正後−申告区
分・更正後−期別・更正後−収入額・更正後−収入加算金・更正後−収入督促・更正後−収入延滞金・更正後−交付報奨金・更正後
−収入退職分離・更正後−納付区分・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜メモ情報＞
・利用団体コード・住民コード・履歴ＳＥＱ・メモ内容・登録日・更新日・有効期限・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月
日・更新処理時刻
＜日計明細＞
・利用団体コード・住民コード・納付書番号・会計年度・調定年度・賦課年度・事業年度開始・科目コード・調定区分・申告区分・期別・
チェックＣＤ・収入額・収入加算金・収入督促手数料・収入延滞金・収入退職分離・交付報奨金・ＯＣＲＩＤ・金融機関・支店・収入区分・納
付区分・納付日・日計日・簿冊番号・済通番号・入力ＳＥＱ・更新フラグ・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新
処理時刻
＜調定収納状況＞
・利用団体コード・会計年度・決算年・決算月・会計区分・款・項・目・節・科目コード・年度区分・金額種別・予算額・調定人員・調定件数・
調定額・調定前年比・収入人数・収入件数・収入額・収入前年比・欠損人数・欠損件数・欠損額・欠損前年比・還付未済人員・還付未済
件数・還付未済額・還付未済前年比・収入未済人員・収入未済件数・収入未済額・収入未前年比・累計収入人員・累計収入件数・累計
収入額・累計収入前年比・累計欠損人員・累計欠損件数・累計欠損額・累計欠損前年比・累計還付未済人員・累計還付未済件数・累計
還付未済額・累計還付未済前年比・前年度収入率・当年度収入率・前年度累計収入率・当年度累計収入率・一部未納人員・一部未納
金額・全部未納人員・全部未納金額・予備・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜口座振替＞
・利用団体コード・口座振替整理番号・住民コード・納付書番号・会計年度・調定年度・賦課年度・事業年度・科目コード・調定区分・申告
区分・期別・収納管理番号・振替日・納付方法・ソート用科目コード・グループＩＤ・媒体区分・種別コード・コード区分・委託者コード・委託
者名・取引金融機関コード・取引金融機関カナ名・取引支店コード・取引支店カナ名・取引預金種別・取引口座番号・金融機関コード・金
融機関カナ名・本支店コード・本支店カナ名・預金種別・口座番号・口座名義人・振替額・交付報奨金・口座振替結果コード・再振替フラ
グ・抹消フラグ・媒体作成済フラグ・消込み済フラグ・納付日・日計日・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処
理時刻
＜時効管理＞
・利用団体コード・住民コード・納付書番号・調定年度・賦課年度・事業年度・科目コード・調定区分・申告区分・期別・停止SEQ・滞納整
理番号・時効停止事由・時効停止開始日・時効停止終了日・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜消込日管理＞
・利用団体コード・収納管理番号・消込現在日・合併前利用団体コード・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜コンビニ消込＞
住民コード・納付書番号・調定年度・賦課年度・科目コード・調定区分・期別・納付区分・領収額・督促手数料・延滞金・前納報奨金・領収
額・督促手数料・延滞金・前納報奨金・領収額・督促手数料・延滞金・前納報奨金・領収額・督促手数料・延滞金・前納報奨金・更新職員
番号・更新処理年月日・更新処理時刻
＜コンビニ累積＞
・累積連番・レコード区分・データ作成日・小売業企業コード・ＣＮＳ申請コード・利用企業コード・税目コード・収納受付区分・データ種・レ
コード区分・データ識別・収納日付・収納時分・バーコード・予備・収納店舗コード・支払い予定日・収納店舗名・予備・予備・消込みフラ
グ・更新職員番号・更新処理年月日・更新処理時刻・処理ＳＥＱ

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
４ 特定個人情報ファイル名【滞納管理】
＜住民＞
・住民コード・住民区分・世帯番号・世帯順位・行政区・班・組・検索用氏名（カナ）・検索用名（カナ）・カナ氏名・漢字氏名・生年月日・性
別コード・続柄コード・続柄・住民となった日・住民となった事由・消除日・消除事由・本籍・住所・筆頭者・異動年月日・届出年月日・異動
事由・住民登録区分・死亡フラグ・人格区分・外国人区分
＜住所履歴＞
・住民コード・住民区分・連番・郵便番号・住所コード・地番・住所・方書・異動日・異動事由・住定日・転出日・大字コード・
＜連絡先＞
・住民コード・住民区分・電話番号・優先順位・連絡先コード・状態区分・データ区分・備考
＜送付先＞
・住民コード・住民区分・税目コード・送付区分・送付先宛名・郵便番号・住所コード・地番・住所・方書・登録日・データ区分・備考・修正区
分
＜勤務先＞
・住民コード・住民区分・機関区分・事業所番号・事業所区分・就職年月日・離職年月日・データ区分
＜関連者＞
・住民コード・住民区分・関連種別・連番・関連者住民番号・関連者住民区分・関連者氏名・関連者住所・修正区分
＜国保資格＞
・住民コード・住民区分・記号番号・学遠区分・資格区分・記号番号（表示用）・国保（一般）取得年月日・国保（一般）取得届出日・国保
（一般）取得理由名・国保（一般）喪失年月日・国保（一般）喪失理由名・退職区分・国保（退職）取得年月日・国保（退職）取得理由名・国
保（退職）喪失年月日・国保（退職）喪失理由名・介護資格区分・介護資格取得年月日・介護資格喪失年月日・備考・国保上続柄コード・
国保上続柄名称
＜証交付記録＞
・住民コード・住民区分・記号番号・証種別・資格証期間（自）・資格証期間（至）・回収年月日・適用
＜共有者構成＞
・共有者の住民コード・共有者の住民区分・賦課年度・税目コード・共有名義分の住民コード・共有名義分の住民区分・義務者番号・部
屋番号・共有代表者（宛先）フラグ・持分割合（分子）・持分割合（分母）
＜納税管理人＞
・住民コード・住民区分・課税年度・税目コード・納税管理人区分・納税管理人番号・納税管理人住民区分
＜住民属性情報＞
・住民コード・住民区分・ＤＶフラグ・生活保護（扶助区分）生活全般・生活保護（扶助区分）教育・生活保護（扶助区分）医療・生活保護
（扶助区分）住宅・生活保護（扶助区分）その他・生活保護資格取得日・生活保護資格喪失日

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
４ 特定個人情報ファイル名【滞納管理】
＜収納＞
・通知書番号・賦課年度・課税年度・事業年度（開始日）・事業年度（終了日）・税目コード・期別・連番・住民コード・住民区分・収納年度・
収納区分・収納種別・収納方法・納付種別・金額・領収年月日・収納年月日・速報フラグ
＜課税＞
・通知書番号・賦課年度・課税年度・事業年度（開始日）・事業年度（終了日）・税目・期別・住民コード・住民区分・税額（現在）・収納額
（本税）・未納額（本税）・収納額（延滞金）・督促区分・督促発布年月日・督促手数料・収納額（督促手数料）・未納額（督促手数料）・納期
限・法定納期限・納期判定日・摘要・更正事由・更正年月日・最終領収日・納税管理人住民コード・納税管理人住民区分・納税管理人区
分・共有人数・会計年度・欠損年度・欠損額・徴収権の末日（表示用）・本来の徴収権の末日（時効）・本来の徴収権の末日（執行停止）・
未納判定日
＜催告書発行記録＞
・管理番号・管理番号枝番・通知書番号・賦課年度・課税年度・事業年度（開始日）・事業年度（終了日）・税目・期別・納入期限・発行日・
税額・延滞金・督促手数料
＜課税内訳＞
・通知書番号・賦課年度・課税年度・事業年度（開始日）・事業年度（終了日）・税目・期別・住民コード・住民区分・税額・収納額・予定区
分
＜課税検索＞
・代表住民コード・代表住民区分・通知番号・通知番号枝番・賦課年度・課税年度・事業開始年度・事業終了年度・税目・課税データ種
別・住民コード・住民区分・納税管理人区分（表示用）・住民コード（メンテ用）・住民区分（メンテ用）
＜法人申告＞
・通知書番号・賦課年度・課税年度・事業年度（開始日）・事業年度（終了日）・税目・期別・申告区分・申告回数・申告日・市更正日・国更
正日・確定申告日・確定申告納期限・住民コード・住民区分・号数・分割区分・延長区分・延長納期限・資本金・資本積立金・整理番号・
法人税規定法人税額・試験研究費特別控除・みなし配当控除額・還付法人税控除額・退職年金等法人税額・課税標準法人税額 課税
標準額・課税標準法人税額 税率・課税標準法人税額 税額・分割法人課標法人税 課税標準額・分割法人課標法人税 税率・分割法
人課標法人税 税額・外国の法人税の控除額・仮装経理法人税割控除・差引法人税割額・確定した法人税割額・租税条約実施の控除
額・納付すべき法人税割額・均等割 算定期間月数・均等割 確定した均等割額・均等割 納付すべき均等割額・この申告納付すべき
額・見込納付額・差引額
＜課税データ＞
・通知書番号・賦課年度・課税年度・事業年度（開始日）・事業年度（終了日）・税目・期別・法定納期限等・繰上納期限・催告回数・時効
完成日・確定延滞金・確定延滞金更新区分・確定延滞金計算基準日・確定延滞金更新担当者コード・確定延滞金更新日時・催告不要
の有効期限
＜課税速報集計＞
・通知書番号・賦課年度・課税年度・事業年度（開始日）・事業年度（終了日）・税目・期別・速報含む収納額（本税）・速報含む未納額（本
税）・速報含む収納額（延滞金）・速報含む収納額（督促手数料）・速報含む未納額（督促手数料）・速報含む最終領収日・速報完納確定
延滞金
＜納付書発行記録＞
・帳票発行記録の連番・連番・通知書番号・賦課年度・課税年度・事業年度（開始日）・事業年度（終了日）・税目・期別・税額・延滞金・督
促手数料・分納管理番号・分納回数・分納納期限

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
４ 特定個人情報ファイル名【滞納管理】
＜催告抽出履歴明細＞
・管理番号・管理番号 枝番・行番号・通知書番号・賦課年度・課税年度・事業年度（開始日）・事業年度（終了日）・税目・期別・納期限・
繰上納期限・税額・収納額・督促区分・督促手数料・延滞金・摘要・催告回数・個人番号（課税マスタ）・住民区分（課税マスタ）・除外フラ
グ・除外理由
＜催告不要＞
・住民コード・住民区分・催告方法コード・使用税目グループ番号・有効期限・理由コード・備考
＜電話加入権＞
・財産番号・電話番号・調査申請日・調査回答状態区分・調査回答休止番号・調査回答設置場所・調査回答備考・加入者名（カナ）・加
入者名（漢字）・支払区分
＜不動産（土地）＞
・財産番号・所在・地番・地目コード・地積
＜不動産（建物）＞
・財産番号・所在及び地番・家屋番号・種類名称・主体構造名称・屋根構造名称・地下階付・階建
＜不動産（附属建物）＞
・財産番号・連番・符号・種類名称・主体構造名称・屋根構造名称・地下階付・階建
＜不動産（区分所有建物）＞
・財産番号・所在及び地番・建物の番号・家屋番号・建物の名称・種類名称・主体構造名称・地下階付・階建・階部分・敷地権割合（分
子）・敷地権割合（分母）・敷地権
＜不動産（名義人変更）＞
・財産番号・変更登記番号・登記の目的コード・原因日・原因コード・錯誤コード
＜土地課税＞
・住民コード・住民区分・賦課年度・連番・現在日・共有有無・所在・地番・地目コード・地目コード（現況）・所在地大字・所在地小字・所在
地本番・所在地枝番・所在地子枝番・所在地孫番・地積・地積（現況）・持分割合（分子）・持分割合（分母）・軽減特例区分・評価額・小規
模課税標準額・一般課税標準額・非住宅課税標準額・名寄番号・移転事由・移転年月日・義務者番号
＜家屋課税＞
・住民コード・住民区分・賦課年度・連番・現在日・共有有無・区分所有有無・所在・地番・所在地大字・所在地小字・所在地本番・所在地
枝番・所在地子枝番・所在地孫番・所在地子孫番・家屋番号・種類コード・主体構造コード・屋根構造コード・種類コード（現況）・主体構
造コード（現況）・屋根構造コード（現況）・階建・階地下・階部分・１階床面積・２階床面積・３階床面積・４階床面積・１階床面積（現況）・２
階床面積（現況）・３階床面積（現況）・４階床面積（現況）・持分割合（分子）・持分割合（分母）・専用部分の建物番号・符号・占有割合
（分子）・占有割合（分母）・評価額・土地の義務者番号・移転事由・移転年月日・建築年月日・新築軽減限度年・義務者番号・家屋軽減
特例区分
＜財産表示＞
・財産番号・財産種別・財産種類・表示順位（不動産）・表示用財産名称・機関区分・第三債務者コード・第三債務者住民区分・第三債務
者名・回答日（検索用）不動産番号・履行期限・送付先機関区分・送付先第三債務者コード・送付先第三債務者住民区分・
＜権利者設定＞
・財産番号・機関区分・権利者コード・権利者住民区分・設定日・権利種別・権利者名称補足・権利順位・権利設定区分・担保権設定有
無・登録番号・受付日・管理番号・極度額・共同担保目録 記号・共同担保目録 番号・取消日・取消理由・備考
＜財産所有者＞
・財産番号・住民コード・住民区分・財産種別・持分割合（分子）・持分割合（分母）・取消日・取消理由

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
４ 特定個人情報ファイル名【滞納管理】
＜給与回答＞
・帳票発行記録の連番・折衝履歴の連番・税目グループ番号・発行日・住民コード・住民区分・機関区分・事業所番号・事業所区分（住民
区分）・回答受付日・退職フラグ・退職日・給与支給額・給与支給額（自）・給与支給額（至）・所得税・住民税・社会保険料・差引支給額・
扶養人数・差押可否・給与締切日及び支給日フラグ・締切日区分・締切日・支給月区分・支給日区分・支給日・支払方法フラグ・支払区
分・支払その他・口座振込金融機関コード・
口座振込支店コード・口座振込預金種別・口座振込口座番号・口座振込名義人カナ・口座振込名義人・賞与等最近の支給日・賞与等支
給額・賞与考慮・賞与等支給予定日・退職手当等支給日・退職手当等支給額・備考・回答内容
＜預金調査回答＞
・帳票発行記録の連番・折衝履歴の連番・オリジナル区分・税目グループ番号・住民コード・住民区分・発行日・回答受付日・（照会）金
融機関コード・（照会）支店コード・（回答）金融機関コード・（回答）支店コード・預金種別・口座番号・名義人カナ・名義人・差押予定・備考
＜差押・交付要求・参加差押＞
・管理番号・税目グループ番号・処分種別・財産種別・滞納者住民コード・滞納者住民区分・延滞金計算有無・延滞金計算基準日・督促
手数料有無・差押日・差押理由コード・差押理由文・状態区分・差押解除日・差押解除理由コード・差押解除理由文・機関区分・執行機
関コード・執行機関住民区分・執行官区分・執行官名・執行官宛先郵便番号・執行官宛先住所・執行官宛先方書・執行官宛先宛名・事
件年・事件記号・事件番号・事件名・先行差押日（破産手続開始日）・備考・解除備考・財産換価催告書備考・決裁日・起案日・文書年
度・文書記号・文書番号・発行日・起案日・文書年度（解除用）・文書記号（解除用）・文書番号（解除用）・発行日（解除用）・公売予定日・
配当日（売却、配当受入）・配当管理番号・関連用管理番号・包括的禁止命令機関（開始）・包括的禁止命令機関（終了）・破産裁判所
名・債権申立延滞金計算有無・債権申立延滞金計算基準日・債権申立督促手数料有無・延滞金のみ含む区分・免除フラグ
＜差押等財産＞
・管理番号・財産番号・住民コード・住民区分・一部解除フラグ
＜動産捜索＞
・管理番号・捜索有無・捜索場所・捜索日・捜索開始時刻・捜索終了時刻・立会人続柄・立会人氏名・捜索受人続柄・捜索受人氏名・保
管命令・保管人氏名・保管人住所・保管人命令日・占有者氏名・占有者住所・引渡場所・引渡期限・引渡命令書を発する根拠規定・嘱託
先有無・機関区分・嘱託先コード・嘱託先住民区分
＜納税義務者＞
・処分種別・納税義務者住民コード・納税義務者住民区分・管理番号・滞納者区分・入力順
＜滞納処分明細＞
・処分種別・管理番号・通知書番号・賦課年度・課税年度・事業年度（開始日）・事業年度（終了日）・税目・期別・住民コード・住民区分・
税額・督促手数料・延滞金・充当順位・即時フラグ（債権区分）
＜滞納処分明細削除＞
・処分種別・管理番号・通知書番号・賦課年度・課税年度・事業年度（開始日）・事業年度（終了日）・税目・期別・住民コード・住民区分・
税額・督促手数料・延滞金・充当順位・即時フラグ（債権区分）

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
４ 特定個人情報ファイル名【滞納管理】
＜納付誓約者＞
・管理番号・誓約者区分・誓約者住民コード・誓約者住民区分・誓約者漢字氏名・誓約者郵便番号・誓約者住所・誓約者方書
＜納付誓約条件＞
・管理番号・税目グループ番号・口頭区分・受付日・誓約日・解約日・誓約理由コード・誓約理由・解約理由コード・解約理由・備考・延滞
金計算有無・延滞金計算基準日・督促手数料有無・延滞金徴収区分・支払条件納付方法・支払条件納付場所・支払条件支払開始日・
支払条件支払月指定・支払条件支払日指定・支払条件指定日・支払条件期別納付区分・支払条件計画有無・支払条件支払回数・支払
条件月額・支払条件端数調整・支払条件調整単位・支払条件・加算有無・文書記号・文章年度・文書番号・起案日・状態区分・決裁日・
発行日・文章記号（解約）・文章年度（解約）・文章番号（解約）・起案日（解約）・発行日（解約）・口座振替有無・口座振替金融機関番号・
口座振替支店番号・口座振替口座区分・口座振替名義人氏名カナ・口座振替名義人氏名・不履行回数・処分完結事由・本税処分完結
日・延滞金処分完結日
＜納付計画明細＞
・管理番号・分納回数（月）・納期限・誓約額・納付済額・不履行フラグ
＜充当順位＞
・管理番号・滞納者住民コード・滞納者住民区分・税目グループ番号・項目順位納期限・項目順位税目・税目別優先有無・誓約対象年
度・年度優先有無・現年度優先有無・滞納分・納税義務者入力優先有無・充当方法
＜充当内訳＞
・管理番号・分納回数・通知書番号・賦課年度・課税年度・事業年度（開始日）・事業年度（終了日）・税目・期別・住民コード・住民区分・
税額・督促手数料・延滞金・連番・システム登録日・収納税額・収納督促手数料・収納延滞金
＜繰上徴収＞
・管理番号・税目グループ番号・滞納者住民コード・滞納者住民区分・繰上納期限・時間指定有無・午前午後区分・指定時間・納付場所・
繰上徴収該当事項・文書記号・文書年度・文書番号・起案日・発行日・処分完結事由・本税処分完結日・延滞金処分完結日
＜公売＞
・公売管理番号・売却連番・売却区分番号・滞納者住民コード・滞納者住民区分・見積価格・公売保証金・公売中止日・公売中止事由・
買受人氏名（カナ）・買受人氏名・買受人郵便番号・買受人住所・買受人方書・売却価格・消費税・代金納付日・売却決定取消日・売却
決定取消事由・備考・公売フラグ・延滞金区分・延滞金計算基準日・督促手数料有無・文書記号・文書年度・文章番号・起案日・発行日・
最高申込者決定日
＜申込者＞
・公売管理番号・売却連番・買受人連番・氏名（カナ）・氏名・郵便番号・住所・方書・申込価格・最高区分・取消日・取消事由・文書記号・
文書年度・文章番号・起案日・発行日

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
４ 特定個人情報ファイル名【滞納管理】
＜配当計算＞
・配当管理番号・税目グループ番号・住民コード・住民区分・財産種別・配当計算日・残余金交付先・換価代金等の交付期日・換価代金
等の交付時間・換価代金等の交付場所・備考・処分種別・差押管理番号・文書記号・文書年度・文章番号・起案日・発行日・延滞金計算
有無・延滞金計算基準日・督促手数料有無・附属書類換価財産・附属書類受入金額・附属書類滞納者・附属書類備考・延滞金含む
＜配当計算受入財産＞
・配当管理番号・財産番号・公売管理番号・売却連番・差押額／売却額・差押日／代金納付日・滞納処分費・滞納処分費配当順位・滞
納処分費配当金額・滞納額処分種別・滞納額執行年月日・滞納額・滞納額加算金・滞納額配当順位・滞納額配当金額
＜配当計算支払＞
・配当管理番号・売却連番／財産番号・機関区分・権利者コード・権利者住民区分・設定日・権利者名称・権利順位・債権額・配当順位・
配当額・選択フラグ・権利種別・差押管理番号・配当先区分・加算金・滞納処分費
＜配当要求＞
・配当管理番号・税目グループ番号・機関区分・権利者コード・権利者住民区分・住民コード・住民区分・配当日・配当金額・領収日・充当
予定日・決裁日・処分種別・差押管理番号
＜配当計算内訳＞
・配当管理番号・連番・氏名・住所・摘要・執行日又は受理年月日・税目等又は債権の種類・法定納期限等又は担保権設定日・債権額・
配当順位・配当金額・備考・債権区分
＜配当明細＞
・配当管理番号・充当日・通知書番号・賦課年度・課税年度・事業年度（開始日）・事業年度（終了日）・税目・期別・住民コード・住民区
分・法定納期限・税額・督促手数料・延滞金・加算金・滞納処分費・備考・処分明細の優先・内訳の充当方法・本税充当後の充当方法
＜不納欠損処分＞
・管理番号・決裁日・欠損年度・住民コード・住民区分・税目グループコード・不納欠損事由・執行停止事由・不納欠損件数・不納欠損合
計金額・不納欠損処分日・備考・現滞区分・即時フラグ
＜不納欠損処分明細＞
・管理番号・通知書番号・賦課年度・課税年度・事業年度（開始日）・事業年度（終了日）・税目・期別・住民コード・住民区分・税額・収納
額・未納額（本税）・収納額（延滞金）・督促区分・督促年月日・督促手数料・収納額（督促手数料）・未納額（督促手数料）・納期限・法定
納期限等・納期判定日・摘要・更正事由・更正日・最終収納日・納税管理人住民コード・納税管理人住民区分・納税管理人区分・共有人
数・調定年度・欠損年度・欠損額・徴収権の末日・本来の徴収権の末日（時効）・本来の徴収権の末日（執行停止）・未納判定日

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
４ 特定個人情報ファイル名【滞納管理】
＜課税根拠 所得＞
・住民コード・住民区分・課税年度・賦課年度・併徴区分・事業所番号・事業所区分・申告区分・現在日・営業所得・農業所得・不動産所
得・利子所得・株式譲渡所得・株式配当所得・特定外貨投資所得・給与収入・特定支出・年金収入・雑その他・総合短期・総合長期・一
時所得・繰越純損失・繰越雑損失・平均課税・山林所得・山林控除・控除特控・短期一般所得・短期一般控除・短期軽減控除・短期軽減
控除・長期一般所得・長期一般控除・長期特定所得・長期軽課所得・長期軽課控除・株式譲渡上場・肉用牛・免税所得・国保繰越損失・
専住給与・給与所得・雑所得・株式譲渡未公開・株式繰越上場・株式繰越未公開・一般外貨投資・その他投信・先物取引・先物繰越損
失・居住繰越損失・退職所得・総合退職・その他所得額計・上場株式等の配当・総所得額金額・雑損・医療費・社会保険料・小規模企業
共済・生命保険料・地震保険料・寄付金・障老寡勤・配偶者・配偶者控除・扶養・基礎・扶養控配・扶養老配・扶養特定・扶養同老・扶養
老人・扶養その他・扶養同障・扶養特障・扶養他障・未成年者・夫有・本人特障・本人他障・本人老年者・本人寡婦・本人特寡・本人勤
労・課標総所得・課標分離短期譲渡・課標分離長期譲渡・課標山林所得・課標株式等の譲渡・課標商品先物取引・課標上場株式等の
配当・特別減税控除前所得割額・特別減税控除額・所得割額・均等割額・配当控除・寄付金控除・調整控除・住宅借入金等特別控除
額・中途就職年月日・中途就職事由・離職年月日・離職事由・課税資料記載の所得税額・計算後の所得税額・備考
＜国保税算出根拠＞
・通知書番号・賦課年度・課税年度・記号番号・現在日・所得割課税標準額・所得割税率・所得割一般分税額・所得割退職分税額・均等
割人・均等割額・均等割一般分税額・均等割退職分税額・均等割減額・均等割減額後の額・平等割額・平等割一般分税額・平等割退職
分額・平等割減額・平等割減額後の額・当初税額又は更正後の税額・仮算定時税額・軽減判定額・軽減割合・世帯主住民コード・世帯
主住民区分・更正事由名称・更正日
＜軽自動車税算出根拠＞
・住民コード・住民区分・賦課年度・課税年度・車種コード・標識番号コード・標識番号地区コード・標識番号指定番号・標識番号音・標識
番号・課税区分・車名・車体番号・年式・排気量・取得日・廃車日・名義変更日・年税額・標識番号
＜償却資産＞
・住民コード・住民区分・賦課徴収・課税年度・課税区分・課税標準額
＜法人税基本＞
・住民コード・住民区分・代表者名・設立日・開設日・合併日・被合併日・解散日・清算確定日・休業日・休業再開日・閉鎖日・決算月日・
備考
＜特徴課税根拠＞
・事業所番号・事業所区分・住民コード・住民区分・課税年度・事業所従業員番号・更正区分・税額

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目
４ 特定個人情報ファイル名【滞納管理】
＜納付委託者＞
・管理番号・税目グループ番号・委託者区分・委託者住民コード・委託者住民区分・委託者漢字氏名・委託者郵便番号・委託者住所・委
託者方書・委託日・取消日・委託理由コード・委託理由・取消理由コード・取消理由・備考・延滞金計算有無・延滞金計算基準日・督促手
数料計算有無・延滞金徴収区分・文書記号・文書年度・文書番号・起案日・状態区分・決裁日・発行日・処分完結事由・本税処分完結
日・延滞金処分完結日・延滞金含む
＜納付受託＞
・管理番号・支払期日・証券の種類・記号番号・額免額・機関区分・権利者コード・権利者住民区分・振出日・振出人名称・振出人住所・
振出人方書・立替費用・証券決済日・決裁額
＜承継管理＞
・管理番号・税目グループコード・承継区分・承継日・納入期限・相続開始日・備考・取消日・取消事由・取消備考・起案日・文書年度・文
書記号・文書番号・発行日・裁日・状態区分・本税処分完結日・延滞金処分完結日・完結事由・延滞金計算有無・延滞金計算基準日・延
滞金のみ含む区分・督促手数料有無
＜承継人＞
・管理番号・連番・住民コード・住民区分・郵便番号・住所・方書・氏名・送付先郵便番号・送付先住所・送付先方書・送付先宛名・続柄・
持分子・持分母・理由・根拠・納付責任限度額・承継税額・納付責任額・備考
＜徴収・換価猶予＞
・管理番号・税目グループ番号・住民コード・住民区分・処分種別・申請日・申請期間（自）・申請期間（至）・承認／却下・決定日・決定期
間（自）・決定期間（至）・該当条項・免除フラグ・免除分子・免除分母・特例フラグ・決定理由・備考・担保提供有無・担保提供日・担保解
除日・担保解除理由・担保備考・保証人区分・保証人住民コード・保証人住民区分・担保氏名・担保郵便番号・担保住所・担保方書・取
消日／終了日・取消／終了該当条項・取消／終了理由・弁明日・延滞金計算有無・延滞金計算基準日・督促手数料・関連用管理番号・
延滞金含む・文書番号・起案日・決裁日・発行日・文書記号・文書年度
＜猶予担保＞
・管理番号・財産番号・住民コード・住民区分・表示順位
＜猶予納付＞
・管理番号・回数・申請・期間延長フラグ・納付年月日・納付額
＜執行停止＞
・管理番号・税目グループ番号・住民コード・住民区分・延滞金計算有無・延滞金計算基準日・督促手数料有無・執行停止日・執行停止
理由・執行停止理由詳細・同条第５項該当・免除フラグ・免除分子・免除分母・添付資料・取消日・取消理由・文書記号・文書年度・文書
番号・起案日・状態区分・決裁日・発行日・調査日・死亡日・調査情報（職業）・調査情報（生活状況）・調査情報（居所状況）・調査情報
（財産等）・調査情報（負債等）
＜延滞金減免＞
・管理番号・税目グループ番号・住民コード・住民区分・延滞金減免期間（自）・延滞金減免期間（至）・延滞金減免割合（分子）・延滞金
減免割合（分母）・延滞金計算基準日・減免申請日・減免理由・文書記号・文書年度・文書番号・起案日・決裁日・発行日・処分完結事
由・本税処分完結日・延滞金処分完結日・許可フラグ・決定日・決定理由・備考
＜各ファイル共通＞
・レコード更新担当者コード・レコード更新日

