
●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

税務システムDB 税務共通 操作員情報
操作員コード、パスワード、漢字氏名、カナ氏名、所属事務所コード、納税事務フラグ、推進員フラグ、データ更
新日

税務システムDB 納税管理 操作員情報
操作員コード、パスワード、漢字氏名、カナ氏名、所属事務所コード、課内電話番号、管理者区分、徴税吏員区
分、直属上司の操作員コード、担当者区分、副担当者コード１、副担当者コード２、通知書印字用の氏名、課
コード、グループ名

税務システムDB 税務共通 アクセスログ
事務所コード、アクセス日、アクセス時間、操作端末番号、操作者、税目コード、画面ＩＤ、画面名称、キーＩＤ、処
理内容、納税者氏名、税目固有キー、備考

税務システムDB 県税統合宛名管理 宛名基本情報

法人・個人区分、県税独自番号、マイナンバー、団体内宛名番号、団体内宛名登録状況サイン、公表同意の撤
回フラグ、法人組織前後コード、法人組織コード、法人組織コード（県独自用）、異動日、異動事由、カナ名称又
はカナ氏名、名称又は氏名、郵便番号、住所コード、番地等、方書、生年月日、性別、電話番号、秘匿区分、相
続人_氏名、相続人_住所、相続人_事務所、相続人_税目コード、相続人_課税年度、相続人_納税番号等、相続人
_マイナンバー、相続人_メモ内容、個人メモ内容、検索用カナ氏名、検索用漢字氏名、検索用番地、検索用住
所、データ作成日、データ更新日、データ更新の事務所コード、データ更新の操作員コード

税務システムDB 県税統合宛名管理 マイナンバー履歴情報
法人・個人区分、マイナンバー（旧）、マイナンバー（新）、県税独自番号、申請日、変更事由、変更日、変更した
事務所、変更した操作員、団体内統合宛名更新サイン

税務システムDB 県税統合宛名管理 既存宛名統合結果情報

統合元_法人個人区分、統合元_県税独自番号、総合先_法人個人区分、総合先_県税独自番号、連番、操作事
務所、操作者コード、更新日、更新時間、統合元_氏名又は名称(漢字)、統合元_住所又は所在地、統合元_生年
月日又は設立年月日、統合元_マイナンバー、統合先_氏名又は名称(漢字)、統合先_住所又は所在地、統合先_
生年月日又は設立年月日、統合先_マイナンバー、既存宛名キー_事務所、既存宛名キー_税目、既存宛名キー_
納税番号等、既存宛名_氏名又は名称(漢字)、既存宛名_住所又は所在地、統合元_削除区分、統合先_履歴追
加区分、統合先_メモ追加区分、統合先_相続人追加区分、統合先_情報連携NWS追加区分

税務システムDB 県税統合宛名管理 既存宛名自動更新結果情報

法人・個人区分、県税独自番号、更新日、時間、紐付けキー、処理区分、個人番号、県庁宛名番号、自動反映
区分_住所・所在地、自動反映区分_氏名・名称、自動反映区分_電話番号、画面表示区分_管轄事務所のみ表
示、画面表示区分_××年度以上表示、画面表示区分_還付・未納のみ表示、操作者事務所、操作者コード、変
更前_住所コード、変更前_番地、変更前_方書、変更前_郵便番号、変更前_氏名・名称（カナ）、変更前_氏名・名称
（漢字）、変更前_生年月日、変更前_性別、変更前_電話番号、変更前_秘匿区分、変更前_異動日、変更前_異動
事由、変更前_法人組織前後コード、変更前_法人組織コード、変更後_住所コード、変更後_番地、変更後_方書、
変更後_郵便番号、変更後_氏名・名称（カナ）、変更後_氏名・名称（漢字）、変更後_生年月日、変更後_性別、変
更後_電話番号、変更後_秘匿区分、変更後_異動日、変更後_異動事由、変更後_法人組織前後コード、変更後_
法人組織コード、宛名更新済サイン、カナ氏名桁落ち区分、漢字氏名桁落ち区分、電話番号桁落ち区分、番地
桁落ち区分



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

税務システムDB 県税統合宛名管理 情報提供照会結果情報

マイナンバー、県税独自番号、作成日、レコード区分、連番、提供先機関、照会事務所、照会担当者、提供日、
処理状態サイン、身体障害者_初回交付年月日、身体障害者_返還年月日、身体障害者_再交付年月日、身体障
害者_手帳等級、身体障害者_手帳部位、身体障害者_手帳障害認定日、身体障害者_障害名、精神障害者_交付
年月日、精神障害者_返還年月日、精神障害者_再交付年月日、精神障害者_手帳等級、精神障害者_有効終了
年月日、生活保護_支給開始年月日、生活保護_支給終了年月日、生活保護_生活扶助サイン、生活保護_住宅
扶助サイン、生活保護_教育扶助サイン、生活保護_介護扶助サイン、生活保護_医療扶助サイン、生活保護_出
産扶助サイン、生活保護_生業扶助サイン、生活保護_葬祭扶助サイン、支給対象年月、個人住民税_課税年度、
個人住民税_合計所得金額、個人住民税_配偶者控除等、個人住民税_同一生計配偶者、個人住民税_扶養控除
対象、個人住民税_都道府県民税所得割額、個人住民税_都道府県民税均等割額、個人住民税_住民登録外課
税の有無、個人住民税_住民登録外課税者の課税地市区町村コード

税務システムDB 個人事業税 宛名情報

賦課事務所、税務署コード、国税番号、現事務所、連帯番号、指定相続サイン（納通）、基本情報更新日、指定
相続サイン（督促）、口座・納貯情報更新日、住所コード、郵便番号、住所（漢字）、方書（漢字）、氏名（カナ）、氏
名（漢字）、徴収地区、電話番号、生年月日、性別、屋号（漢字）、送付先_住所コード、送付先_郵便番号、送付先
_住所（漢字）、送付先_方書（漢字）、納貯番号、金融機関コード、預金種別、口座番号、振替実施指定日、振替
停止指定日、口座名義人（カナ）、口座名義人（漢字）、滞納サイン、納貯・口座サイン

税務システムDB 個人事業税 医業情報

賦課事務所、税務署コード、国税番号、所得年、氏名、業種、２６条適用区分、青色申告、医業総収入額、社保
収入金額、医業所得金額、青色控除額、診療科目、譲渡損失額、按分後譲渡損失額、繰越損失控除額、按分
後繰越損失控除額、その他所得金額、その他青色控除額、その他譲渡損失額、ぞの他繰損控除額、事業月
数、社保所得、所得税の事業専従者　人員、所得税の事業専従者　控除額、事業税の事業専従者　人員、事業
税の事業専従者　控除額、備考、逆算処理有り、繰戻額、更新日時

税務システムDB 個人事業税 おたずね情報

賦課事務所、税務署コード、国税番号、カナ氏名、性別、生年月日、調査年、枝番、事務所コード、調査内容１(１
～５)、調査内容２(１～５)、調査内容３(１～５)、申告区分(１～５)、収入金額(１～５)、調査票送付対象(１～５)、調
査備考、おたずね内容、おたずね備考１、おたずね備考２、おたずね送付日、おたずね回答期日、おたずね回答
日、催告送付日、催告回答期日、催告回答日、最終送付日、最終回答期日、最終回答日、調査候補(１～４)、調
査済区分(１～４)、調査済年月日(１～４)、調査チェック、最終判定、課税状態、氏名漢字、住所コード、丁目番
地、郵便番号、宛名区分、調査備考更新日、おたずね備考更新日、文書番号

税務システムDB 個人事業税 繰越損失情報
賦課事務所、税務署コード、国税番号、所得年、青色控除額、営業所得、不動産所得、被災事業用資産損失、
譲渡所得（損失のみ）、合計所得、備考、更新日時、氏名



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

税務システムDB 個人事業税 国税連携情報

賦課事務所、税務署コード、国税番号、所得年、連番、カナ氏名、漢字氏名、業種コード（代表）、兼業サイン、青
白色区分、失格区分、事業月数、分割サイン、分割数、総従業員数、本県従業員数、所得金額、青色申告控
除、加減コード１、加減金額１、加減コード２、加減金額２、所得金額（５％）、所得金額（４％）、所得金額（３％）、
所得税の事業専従者　人員、所得税の事業専従者　控除額、事業税の専業専従者　人員、事業税の専業専従
者　控除額、事業税の非課税所得　コード、事業税の非課税所得　金額、損失の繰越控除、被災資産の繰越控
除、譲渡損失の控除、譲渡損失の繰越控除、旧非課税控除　コード、旧非課税控除　金額、最終算出税額、状
態確認フラグ、一般用　決算書データサイン、不動産用　決算書データサイン、局所番号、利用者識別番号、異
動年月日、税率、データ区分、TIF区分、抽出日、事務所コード、他事務所納税、決算書必要、申告区分、申告
の種類、更新日

税務システムDB 個人事業税 申告書情報

ファイル名、局所番号、整理番号、異動年月日、利用者識別番号、職業、屋号・雅号、フリガナ、氏名、所得年、
申告の種類、青白区分、収入金額_総合譲渡_短期、収入金額_総合譲渡_長期、収入金額_事業_営業等、収入金
額_事業_不動産、所得金額_事業_営業等、所得金額_事業_不動産、所得金額_合計、所得から差し引かれる金額
_合計、その他_専従者給与（控除）額の合計額、その他_青色申告特別控除額、その他_本年分で差し引く繰越損
失額、事業専従者に関する事項、事業専従者_氏名、事業専従者_生年月日、事業専従者_続柄、事業専従者_従
事月数・程度　仕事の内容、事業専従者_専従者給与（控除）額、次葉合計_項目名、次葉合計_金額、専従者給
与（控除）額の合計、住民税_配当に関する住民税の特例、住民税_非居住者の特例、住民税_配当割額控除額、
住民税_株式等譲渡割額控除額、事業税_非課税所得など_番号、事業税_非課税所得など_所得金額、事業税_
損益通算の特例適用前の不動産所得、事業税_不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額、事業税_事業
用資産の譲渡損失など、事業税_前年中の開（廃）業の区分、事業税_前年中の開（廃）業_年月、事業税_事業期
間（自）、事業税_事業期間（至）、事業税_収支内訳_収入金額_売上（収入）金額、事業税_収支内訳_所得金額、
事業税_事業期間（自）、事業税_事業期間（至）、事業税_収支内訳_収入金額_計、事業税_収支内訳_所得金額、
事業税_事業期間（自）、事業税_事業期間（至）、事業税_金額_売上（収入）金額、事業税_金額_青色申告特別控
除額、事業税_金額_所得金額、事業税_事業期間（自）、事業税_事業期間（至）、事業税_収入金額_計事業税_収
入金額_青色申告特別控除額、事業税_収入金額_所得金額、個人番号

税務システムDB 軽油引取税 宛名情報

事業者コード、更新世代、賦課事務所、業者区分、仮特約フラグ、事業者名（カナ）、事業者名（漢字）、住所Ｎ
Ｏ、住所（番地）、住所（方書）郵便番号、電話番号、都道府県登録番号、都道府県登録年月日、契約先、仮特指
定に係る都道府県知事名称１、仮特指定に係る都道府県知事名称２、主たる事業所コード、収納情報_滞納サイ
ン、収納情報_徴収地区、収納情報_更新回数、生年月日、性別



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

税務システムDB 免税軽油 宛名情報

使用者コード、使用者_住所コード、使用者_番地、使用者_カナ氏名、使用者_漢字氏名、使用者_電話番号、応答
者氏名、免税用途、申請区分、有効期限開始日、有効期限終了日、使用者証返納区分、販売業者コード、更新
前有効期限開始日、更新前有効期限終了日、給油方法、重機・デイーゼル車の保有、免税共同者_共有者テー
ブル、販売業者_住所コード、販売業者_番地、販売業者_カナ氏名、販売業者_漢字氏名、免税機械_所有者、免
税機械_型式、免税機械_馬力(PS)、免税機械_名称コード、免税機械_名称コード2、免税機械_燃焼方式、免税機
械_用途コード、免税機械_台数、免税機械_見込量(L)、免税機械_個別名称、免税機械_タンク容量

税務システムDB 県民税利子割 ブラジル国債宛名情報
外債登録者番号、カナ氏名、漢字氏名、住所コード、地番、方書き、ＴＥＬ、金融機関コード、金融コード、店舗
コード、種別、口座番号、特徴者番号１、特徴者番号２、特徴者番号３、特徴者番号４、特徴者番号５、特徴者番
号５、特徴者番号５、生年月日、性別

税務システムDB 鉱区税 宛名情報

事務所コード、登録番号、登録年月日、試験・採掘区分、鉱業権名、氏名（カナ）、権者名、組織前後区分、組織
コード、氏名（漢字）、住所コード、郵便番号、番地、方書、生年月日、性別、非課税・減免区分、電話番号、鉱
種、鉱区位置、番号、所在、鉱区面積、変更・登録、変更年月日、変更事項、旧鉱業権者_住所、旧鉱業権者_氏
名、徴収区分、滞納サイン

税務システムDB 狩猟税 猟友会宛名情報
事務所コード、猟友会番号、猟友会名、代表名（フリガナ）、代表名（漢字）、住所コード、番地、方書、電話番号、
会員数、徴収地区、メモ

税務システムDB 狩猟税 個人宛名・課税情報
事務所コード、課税年度、課税番号、氏名（漢字）、氏名（カナ）、番地、方書、住所コード、郵便番号、電話番号、
生年月日、性別、徴収地区、猟友会№、区分、割合、税額

税務システムDB 狩猟税 申告情報
猟友会№、課税年度、課税番号、氏名（漢字）、氏名（カナ）、住所、生年月日、性別、区分、割合、税額、マイナ
ンバー



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

税務システムDB 自動車税 自動車情報

課税年度、登録番号_分類番号、登録番号_ｶﾅ文字、登録番号_一連番号、登録番号_区分、車台番号、現事務所ｺｰﾄﾞ、旧事務所
ｺｰﾄﾞ、業務種別、申請年月日、登録番号（現）_分類番号、登録番号（現）_ｶﾅ文字、登録番号（現）_一連番号、登録番号（現）_区
分、有効期間満了年月日、使用の本拠市郡区ｺｰﾄﾞ、用途ｺｰﾄﾞ、類別区分、型式指定番号、形状ｺｰﾄﾞ、定員区分、定員1、定員2、
積載量1、積載量2、排気量種別、排気量、燃料ｺｰﾄﾞ、車両重量、車両総重量1、車両総重量2、車両長、車両幅、車両高、原動機
型式、排ｶﾞｽ適合ｺｰﾄﾞ、所有者ｺｰﾄﾞ、納税義務者_都道府県ｺｰﾄﾞ、納税義務者_市郡区ｺｰﾄﾞ、納税義務者_町・大字ｺｰﾄﾞ、納税義務
者_小字ｺｰﾄﾞ、納税義務者_丁目ｺｰﾄﾞ、納税義務者_住所（ｶﾅ）、納税義務者_氏名（ｶﾅ）、納税義務者_住所（漢字）、納税義務者_氏
名（漢字）、型式種別、型式ｺｰﾄﾞ、型式、初度登録年月、車名、ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ、電話番号、生年月日、所使不同一ｻｲﾝ、課税区分
（現）、課税免除区分（現）、所有者区分、所有権保留区分、課税区分（賦）、課税免除区分（賦）、ﾊﾞｽ区分、普通小型区分、番変
ｻｲﾝ、処理不能ﾌﾗｸﾞ、滞納ｻｲﾝ、代納ｻｲﾝ（前年）、証明停止ｻｲﾝ、証明発行ｻｲﾝ、税率修正ｻｲﾝ、取消ﾃﾞｰﾀｻｲﾝ、完納ﾘｽﾄ済ｻｲ
ﾝ、減額事由、移転ｻｲﾝ、引継前事務所、方書ﾌﾗｸﾞ、大口ｺｰﾄﾞ、納税義務者_郵便番号_本番、納税義務者_郵便番号_枝番、税率
額ｺｰﾄﾞ（賦）、税額（賦）、税率額ｺｰﾄﾞ（現）、税額（現）、証紙徴収額又は調定額、証紙月数、更正額、納期限修正、納期限月日、
非免事由、非免年月日、非免額、賦課時登録№、登録番号（賦）_分類番号、登録番号（賦）_ｶﾅ文字、登録番号（賦）_一連番号、
登録番号（賦）_区分、督促年月日、催告年月日、差押年月日、口座・納貯ｺｰﾄﾞ、納貯ｺｰﾄﾞ、金融ｺｰﾄﾞ、預金種別、口座番号、本税
納付（最終）、前回納付年月日（本税）、最終納付年月日（本税）、収入年月日、納付額、代納ｻｲﾝ（前年）、納入区分、収入日枝
番、還付充当№、充当先（元）ＫＥＹ、繰越時調定額、年度中調定額（滞繰用）、徴収猶予_番号、徴収猶予_日付、徴収猶予_額、不
納欠損_番号、不納欠損_額、不納欠損_日付、不納欠損_事由、更正履歴_前回更正年月日、更正履歴_前回更正額、更正履歴_前
回課税区分、更正履歴回数、還付年月日、還付額、（月例）還付事由、（収入）還付事由、還付回数、分納回数、延滞金_調定、延
滞金_収入、徴収区分、登録番号（Ｃ）_分類番号、登録番号（Ｃ）_ｶﾅ文字、登録番号（Ｃ）_一連番号、登録番号（Ｃ）_区分、ＯＣＲ区
分、住所ﾌﾗｸﾞ、塗色ｺｰﾄﾞ、納税義務者区分、所有権区分、延滞金ｻｲﾝ、事務所移管分、法人区分、納税者№、車種、賦履歴№、
現履歴№、証明書発行年月日、会計年度、公示ｻｲﾝ、督促状発送ｻｲﾝ、催告状発送ｻｲﾝ、差押予告状発送ｻｲﾝ、延滞金通知
日、法人個人等区分、法人等組織ｺｰﾄﾞ、性別、連帯納税義務者ｻｲﾝ、状態ﾋﾞｯﾄ_ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車、災害減免区分、延滞金否発送ｻｲ
ﾝ、非課税区分、証紙ﾌﾗｸﾞ、郵便番号区分、発行№、Ｏ／Ｌ納通発行ｻｲﾝ、取得税特例区分、返戻ｻｲﾝ、低燃費区分、ｸﾞﾘｰﾝ化軽
課区分、当初ｸﾞﾘｰﾝ化軽課区分、納通公示日、納通発布日、確認番号、10・15ﾓｰﾄﾞ燃費値、JC08ﾓｰﾄﾞ燃費値、10・15ﾓｰﾄﾞおよび
重量車燃費基準達成車情報、JC08ﾓｰﾄﾞ燃費基準達成車情報、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ車両・ASV区分、車両安定性制御装置区分、証紙徴収
ﾃﾞｰﾀ変更事務所（普徴）、延滞金課税年度、延滞金確定年月日、減免処理区分、延滞金_不納欠損_番号、延滞金_不納欠損_額、
延滞金_不納欠損_日付、延滞金_不納欠損_事由、翌年通常税率ﾃﾞｰﾀ、特種用途車区分、ﾏｽﾀｰ修正ｻｲﾝ、他県ﾌﾗｸﾞ、非課税ﾌﾗ
ｸﾞ、納税証明ﾛｯｸｻｲﾝ、実質課税ｻｲﾝ、車台情報に関するｺﾒﾝﾄ、連帯納税義務者_住所（漢字）、連帯納税義務者_住所（方書）、
連帯納税義務者_郵便番号、連帯納税義務者_氏名（ｶﾅ）、連帯納税義務者_氏名（漢字）、連帯納税義務者_納期限、連帯納税義
務者_更新年月日、連帯納税義務者_納税通知書発行ｻｲﾝ、連帯納税義務者_納税通知書発付年月日、連帯納税義務者_督促状
発行ｻｲﾝ、連帯納税義務者_督促状発付年月日、連帯納税義務者_差押予告状発行ｻｲﾝ、連帯納税義務者_差押予告状発付年
月日、車線逸脱警報装置区分、WLTCモード燃費基準達成車情報、WLTCモード燃費値、OSS申請表示、重課率最終変更年度、
重課開始時税率、旧法フラグ、更正額（うち旧法）、排出ガス規制年・低排出ガス認定区分、R12年度燃費基準達成車情報、軽課
ﾌﾗｸﾞ、状態ﾋﾞｯﾄPHV車



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

税務システムDB 自動車税 分配情報

業務種別、申請年月日、登録番号（Ａ）_支局、登録番号（Ａ）_区分、登録番号（Ａ）_分類番号、登録番号（Ａ）_ｶﾅ文字、登録番号
（Ａ）_一連番号、登録番号（Ｂ）_支局、登録番号（Ｂ）_区分、登録番号（Ｂ）_分類番号、登録番号（Ｂ）_ｶﾅ文字、登録番号（Ｂ）_一連
番号、車台番号（Ａ）、車台番号（Ｂ）、有効期間満了日、使用の本拠、所有者_都道府県ｺｰﾄﾞ、所有者_市郡区ｺｰﾄﾞ、所有者_町・大
字ｺｰﾄﾞ、所有者_小字ｺｰﾄﾞ、所有者_丁目ｺｰﾄﾞ、用途区分（Ａ）、用途区分（Ｂ）、型式指定番号、類別区分番号、形状ｺｰﾄﾞ、定員区
分、定員1、定員2、積載量1、積載量2、排気量、排気量種別、排気量、燃料ｺｰﾄﾞ、所有者ｺｰﾄﾞ（所有者欄）、所有者ｺｰﾄﾞ（使用者
欄）、使用者_都道府県ｺｰﾄﾞ、使用者_市郡区ｺｰﾄﾞ、使用者_町・大字ｺｰﾄﾞ、使用者_小字ｺｰﾄﾞ、使用者_丁目ｺｰﾄﾞ、使用者ｶﾅ住所_桁
数、使用者ｶﾅ住所_内容、使用者ｶﾅ氏名_桁数、使用者ｶﾅ氏名_内容、所有者_都道府県ｺｰﾄﾞ、所有者_市郡区ｺｰﾄﾞ、所有者_町・
大字ｺｰﾄﾞ、所有者_小字ｺｰﾄﾞ、所有者_丁目ｺｰﾄﾞ、所有者ｶﾅ住所_桁数、所有者ｶﾅ住所_内容、所有者ｶﾅ氏名_桁数、所有者ｶﾅ氏
名_内容、処理年月日、初度登録年月、型式ｺｰﾄﾞ、型式、更新ﾋﾞｯﾄ（Ａ）～（Ｄ）、状態ﾋﾞｯﾄ（Ａ）～（Ｇ）、処理時刻、排気ｶﾞｽ適合ｺｰ
ﾄﾞ、車名、ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ、所有者住所漢字_桁数、所有者住所漢字_内容、所有者氏名漢字_桁数、所有者氏名漢字_内容、使用者住
所漢字_桁数、使用者住所漢字_内容、使用者氏名漢字_桁数、使用者氏名漢字_内容、登録番号（Ｃ）、番変ｻｲﾝ、普通・小型区
分、所有者ﾃｰﾌﾞﾙｻｲﾝ、登録番号（Ａ）、申請年月日、順位、登録番号（Ｃ）_分類番号、登録番号（Ｃ）_ｶﾅ文字、登録番号（Ｃ）_一連
番号、登録番号（Ｃ）_区分、塗色ｺｰﾄﾞ、法人普通名詞修正ﾌﾗｸﾞ、辞書ﾌｧｲﾙ突合ｴﾗｰ、車両重量、車両総重量1、車両総重量2、車
両長、車両幅、車両高、原動機型式、車種（００４・Ｍ０３４）、車種Ｂ（００５）、車種（Ｍ００４）、車種（００４Ｃ）、車種（Ｍ００４Ｃ）、ｸﾞ
ﾘｰﾝ化税制軽課対象区分、使用の本拠_都道府県ｺｰﾄﾞ、使用の本拠_市町村ｺｰﾄﾞ、使用の本拠_大字・通称名ｺｰﾄﾞ、使用の本拠_
字名・丁目ｺｰﾄﾞ、所有者住所_都道府県ｺｰﾄﾞ、所有者住所_市町村ｺｰﾄﾞ、所有者住所_大字・通称名ｺｰﾄﾞ、所有者住所_字名・丁目
ｺｰﾄﾞ、使用者住所_都道府県ｺｰﾄﾞ、使用者住所_市町村ｺｰﾄﾞ、使用者住所_大字・通称名ｺｰﾄﾞ、使用者住所_字名・丁目ｺｰﾄﾞ、分配
ﾃｰﾌﾟ_登録番号_支局ｺｰﾄﾞ、分配ﾃｰﾌﾟ_登録番号_区分ｺｰﾄﾞ、分配ﾃｰﾌﾟ_登録番号_車種分類番号、分配ﾃｰﾌﾟ_登録番号_ｶﾅ文字、分
配ﾃｰﾌﾟ_登録番号_一連番号、車台番号Ａ（32桁）、車台番号Ｂ（32桁）、10・15ﾓｰﾄﾞおよび重量車燃費基準達成車情報、JC08ﾓｰﾄﾞ
燃費基準達成車情報、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ車両・ASV区分、車両安定性制御装置区分、10・15ﾓｰﾄﾞ燃費値、JC08ﾓｰﾄﾞ燃費値、改造車低排
出ｶﾞｽ車情報、改造車等燃費算定番号、改造車等燃費区分番号、車線逸脱警報装置区分、WLTCモード燃費基準達成車情報、
WLTCモード燃費値、原動機型式（2）、排出ガス規制年・低排出ガス認定区分、用途IDｺｰﾄﾞ、R12年度燃費基準達成車情報、その
他検査事項等ｺｰﾄﾞ1、その他検査事項等ｺｰﾄﾞ2、その他検査事項等ｺｰﾄﾞ3、その他検査事項等ｺｰﾄﾞ4、その他検査事項等ｺｰﾄﾞ5、
騒音規制区分、側方衝突警報装置搭載車区分

税務システムDB 自動車税 申告書情報

分類番号、カナ文字、一連番号、マイナンバー、性別、生年月日、電話番号、取得税課税標準額 、証紙徴収
額、方書漢字、納税義務者カナ氏名、納税義務者漢字氏名、所有者カナ氏名、所有者漢字氏名、使用者カナ氏
名、使用者漢字氏名、所有形態、取得税課税区分、自動車税課税区分、課税免除区分、特例区分、低燃費車
区分、バス区分、特殊用途車区分、登録申請日、OSS受付番号、税率区分、バリアフリー・ASV区分



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

税務システムDB 自動車税 異動データ

登録番号_分類番号、登録番号_ｶﾅ文字、登録番号_一連番号、登録番号_区分、車台番号、現事務所ｺｰﾄﾞ、旧事務所ｺｰﾄﾞ、業務
種別、申請年月日、登録番号（現）_分類番号、登録番号（現）_ｶﾅ文字、登録番号（現）_一連番号、登録番号（現）_区分、有効期
間満了年月日、使用の本拠市郡区ｺｰﾄﾞ、用途ｺｰﾄﾞ、類別区分、型式指定番号、形状ｺｰﾄﾞ、定員区分、定員1、定員2、積載量1、
積載量2、排気量種別、排気量、燃料ｺｰﾄﾞ、車両重量、車両総重量1、車両総重量2、車両長、車両幅、車両高、原動機型式、所
有者ｺｰﾄﾞ（所有者欄）、所有者ｺｰﾄﾞ（使用者欄）、使用者_都道府県ｺｰﾄﾞ、使用者_市郡区ｺｰﾄﾞ、使用者_町・大字ｺｰﾄﾞ、使用者_小字
ｺｰﾄﾞ、使用者_丁目ｺｰﾄﾞ、使用者_住所（ｶﾅ）、使用者_氏名（ｶﾅ）、使用者_住所（漢字）、使用者_氏名（漢字）、型式種別、型式ｺｰ
ﾄﾞ、型式、初度登録年月、車名、ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ、電話番号、生年月日、状態ﾋﾞｯﾄ（Ａ）～（Ｇ）、更新ﾋﾞｯﾄ（Ａ）～（Ｄ）、課税区分（現）、課
税免除区分（現）、所有者区分、所有権保留区分、課税区分（賦）、課税免除区分（賦）、ﾊﾞｽ区分、普通小型区分、番変ｻｲﾝ、期
別ｺｰﾄﾞ、処理不能ﾌﾗｸﾞ、滞納ｻｲﾝ、代納ｻｲﾝ（前年）、
証明停止ｻｲﾝ、証明発行ｻｲﾝ、税率修正ｻｲﾝ、取消ﾃﾞｰﾀｻｲﾝ、完納ﾘｽﾄ済ｻｲﾝ、減額事由、移転ｻｲﾝ、引継前事務所、方書ﾌﾗｸﾞ、
大口ｺｰﾄﾞ、使用者_郵便番号_本番、使用者_郵便番号_枝番、税率額ｺｰﾄﾞ（賦）、税額（賦）、税率額ｺｰﾄﾞ（現）、税額（現）、証紙徴
収額、証紙月数、更正額、登録番号（Ｂ）、車台番号（Ｂ）、用途区分（Ｂ）、番変ｻｲﾝ、処理年月日、証紙徴収日、追加情報ｴﾗｰﾌﾗ
ｸﾞ_追加情報1、追加情報ｴﾗｰﾌﾗｸﾞ_追加情報2、追加情報ｴﾗｰﾌﾗｸﾞ_税率、追加情報ｴﾗｰﾌﾗｸﾞ_所有者、追加情報ｴﾗｰﾌﾗｸﾞ_郵便番
号、取得税事由ｺｰﾄﾞ、新車中古車ｺｰﾄﾞ、異動区分、取得税課税区分、取得税課税標準額、税率修正ｻｲﾝ、郵便番号修正ｻｲﾝ
（使）、郵便番号修正ｻｲﾝ（所）、排ｶﾞｽ適合ｺｰﾄﾞ、登録番号（Ｃ）、登録番号（Ｃ）　ＫＥＹ、登録番号（Ａ）　ＫＥＹ、順位（Ａ）、車台番号
（Ａ）　ＫＥＹ、車台番号（Ｂ）　ＫＥＹ、塗色ｺｰﾄﾞ、所有者_都道府県ｺｰﾄﾞ、所有者_市郡区ｺｰﾄﾞ、所有者_町・大字ｺｰﾄﾞ、所有者_小字ｺｰ
ﾄﾞ、所有者_丁目ｺｰﾄﾞ、所有者住所ｶﾅ、所有者氏名ｶﾅ、所有者住所漢字、所有者氏名漢字、所有者_郵便番号_本番、所有者_郵
便番号_枝番、所有者生年月日、所有者電話番号、使用者方書漢字、使用者方書ｶﾅ、所有者方書漢字、所有者方書ｶﾅ、所有者
事務所、納税義務者区分、所有権区分、低燃費区分1、低燃費区分2、特例税率区分、法人普通名詞修正ﾌﾗｸﾞ、字書ﾌｧｲﾙ突合
ｴﾗｰ、ｿｰﾄ用事務所、郵便番号ｴﾗｰﾌﾗｸﾞ、ｸﾞﾘｰﾝ化軽課区分、処理時刻、申告区分、自営区分、所得税区分、取得税率、車種
（004・M034）、車種Ｂ（005）、車種（004C）、車種（M004C）、車種（M004）、登録番号Ａ　和歌山支局、登録番号Ｂ　和歌山支局、
分配ﾃｰﾌﾟ_登録番号_支局ｺｰﾄﾞ、分配ﾃｰﾌﾟ_登録番号_区分ｺｰﾄﾞ、分配ﾃｰﾌﾟ_登録番号_車種分類番号、分配ﾃｰﾌﾟ_登録番号_ｶﾅ文
字、分配ﾃｰﾌﾟ_登録番号_一連番号、特種用途車区分、取得税額、非課税区分、災害減免区分、10・15ﾓｰﾄﾞおよび重量車燃費基
準達成車情報、JC08ﾓｰﾄﾞ燃費基準達成車情報、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ車両・ASV区分、10・15ﾓｰﾄﾞ燃費値、JC08ﾓｰﾄﾞ燃費値、改造車低排出
ｶﾞｽ車情報、改造車等燃費算定番号、改造車等燃費区分番号、車両安定性制御装置搭載車区分、原動機型式（2）、WLTCモード
燃費基準達成車情報、WLTCモード燃費値、OSS受付番号、自動車税納付日、自動車税収入日、自動車税収入日枝番、自動車
税確認番号、取得税納付日、取得税収入日、取得税収入日枝番、取得税確認番号、車線逸脱警報装置区分、排出ガス規制年・
低排出ガス認定区分、用途IDｺｰﾄﾞ、R12年度燃費基準達成車情報、その他検査事項ｺｰﾄﾞ1、その他検査事項ｺｰﾄﾞ2、その他検査
事項ｺｰﾄﾞ3、その他検査事項ｺｰﾄﾞ4、その他検査事項ｺｰﾄﾞ5、騒音規制区分、側方衝突警報装置区分、軽課ﾌﾗｸﾞ

税務システムDB
自動車税（種別割）

減免管理

納税者番号、登録番号、区分、_住所、_氏名、定置場、生年月日、手帳区分、障害名、等級1～3、交付番号、交
付日、施設名、備考、総合_級、総合_種、障害区分、障害区分ｺｰﾄﾞ、他の障害区分・等級、再認定年月、再認定
区分、運転者_住所、運転者_氏名、運転者_続柄、運転者_職業、運転免許、運転者_生年月日、免許の付帯条
件、免許有効年月日、免許区分1、免許区分2、減免受付日、初度申請年度、取得税減免の有無、年税額、減免
額、課税額、継続ｻｲﾝ、ﾒﾓ、更新日、更正回数、旧等級、用途、その他の用途、施設1、施設2、入所の有無、所
在地1、所在地2、使用頻度、訪問日、訪問時間、聞き取り相手、担当者、聴取内容1、聴取内容2、調査結果

税務システムDB 自動車税 所有者マスタ
所有者番号、納税義務者氏名（ｶﾅ）、納税義務者氏名（漢字）、納税義務者住所（ｶﾅ）、納税義務者住所（漢
字）、郵便番号_本番、郵便番号_枝番、所有者_都道府県ｺｰﾄﾞ、所有者_市郡区ｺｰﾄﾞ、所有者_町・大字ｺｰﾄﾞ、所有
者_町ｺｰﾄﾞ、所有者_丁目ｺｰﾄﾞ、更新年月日、金融機関ｺｰﾄﾞ、預金種別、口座番号



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

税務システムDB
自動車税（種別割）

国税局ファイル

課税年度、登録番号_分類番号、登録番号_ｶﾅ文字、登録番号_一連番号、登録番号_区分、車種、車台番号、事
務所、納税義務者区分、業務種別、申請年月日、登録番号（現）_分類番号、登録番号（現）_ｶﾅ文字、登録番号
（現）_一連番号、登録番号（現）_区分、有効期間満了日、使用の本拠市郡区ｺｰﾄﾞ、用途ｺｰﾄﾞ、類別区分、形状
ｺｰﾄﾞ、定員_区分、定員_定員1、定員_定員2、積載量1、積載量2、排気量_種別、排気量、車両重量、燃料ｺｰﾄﾞ、
塗色ｺｰﾄﾞ、所有者ｺｰﾄﾞ、型式ｺｰﾄﾞ、型式、初度登録年月、車名、ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ、所有者情報_住所ＣＤ、所有者情報_
ｶﾅ住所、所有者情報_漢字住所、所有者情報_ｶﾅ方書、所有者情報_漢字方書、所有者情報_ｶﾅ氏名、所有者情
報_漢字氏名、所有者情報_郵便番号、所有者情報_電話番号、所有者情報_生年月日、使用者情報_住所ＣＤ、使
用者情報_ｶﾅ住所、使用者情報_漢字住所、使用者情報_ｶﾅ方書、使用者情報_漢字方書、使用者情報_ｶﾅ氏名
使用者情報_漢字氏名、使用者情報_郵便番号、使用者情報_電話番号、使用者情報_生年月日

税務システムDB
自動車税（種別割）

納付書ファイル

現事務所ｺｰﾄﾞ、登録番号_分類番号、登録番号_ｶﾅ文字、登録番号_一連番号、登録番号_区分、登録番号（現）_
分類番号、登録番号（現）_ｶﾅ文字、登録番号（現）_一連番号、登録番号（現）_区分、車台番号、申請年月日、納
税義務者_都道府県ｺｰﾄﾞ、納税義務者_市郡区ｺｰﾄﾞ、納税義務者_町ｺｰﾄﾞ、納税義務者_大字ｺｰﾄﾞ、納税義務者_
小字ｺｰﾄﾞ、郵便番号_本番、郵便番号_枝番、納税義務者_住所（ｶﾅ）、納税義務者_住所（ｶﾅ）、有効期間満了
日、旧事務所、納税義務者_方書（ｶﾅ）、納税義務者_氏名（ｶﾅ）、所有者ｺｰﾄﾞ、大口ｺｰﾄﾞ、課税区分（賦）、課税
免除区分（賦）、証明停止ｻｲﾝ、発行№、口座，納貯区分、納貯ｺｰﾄﾞ、金融機関ｺｰﾄﾞ、預金種別、口座番号、新
税率記号、新税率数字、新税額、方書ﾌﾗｸﾞ、抜取区分、税率ｻｲﾝ、証明停止ｻｲﾝ、納貯・大口・一般_区分、納貯
ｺｰﾄﾞ、口座番号、納税義務者_住所（漢字）、納税義務者_氏名（漢字）、納税義務者区分、所有権区分、滞納ｻｲ
ﾝ、郵便番号区分、大口枚数、車種、口座名義人（漢字）、口座名義人（ｶﾅ）、翌年税率区分、災害減免区分、非
課税区分

税務システムDB
自動車税（種別割）

納税通知書ファイル

領収証_納貯ｺｰﾄﾞ、領収証_金融ｺｰﾄﾞ、領収証_大口ｺｰﾄﾞ、領収証_郵便番号、領収済通知_年税額、領収証_住
所、領収済通知_収納機関番号、領収済通知_納付番号、領収済通知_納付区分、納税証明_登録番号、領収済
通知_納期限、領収済通知_登録番号、領収済通知_確認番号、原符_年税額、領収証_方書、領収済通知_課税事
務所名、領収済通知_事務所名、原符_延滞金、原符_合計、領収証_ｶｽﾀﾏﾊﾞｰｺｰﾄﾞ、納税証明_車台番号、領収済
通知_ＯＣＲ、原符_氏名、領収証_氏名、領収証_大口終了区分、領収証_大口明細数、納税証明_納税済年度、領
収証_軽課区分、原符_納付番号上段、領収証_封筒数、領収証_振興局連番、納税証明_有効期限、領収済通知_
課税年度、原符_課税年度、領収証_納付番号、原符_課税区分、領収証_課税年度、領収証_年税額、領収済通
知_住所、原符_登録番号、領収証_登録番号、領収証_延滞金、納税証明_事務所長、原符_納期限、領収証_納期
限、領収証_合計、領収済通知_氏名、原符_ｺﾝﾋﾞﾆ取扱期限、原符_課税事務所名、原符_事務所名、領収証_文
言、領収証_発付日、原符_文言、領収証_事務所長、領収済通知_EANｺｰﾄﾞ、領収済通知_EANﾁｪｯｸﾃﾞｨｼﾞｯﾄ、領収
済通知_EANﾊﾞｰｺｰﾄﾞ情報、領収済通知_事務所ｺｰﾄﾞ



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

税務システムDB
自動車税（種別割）

督促・差押予告ファイル

領収証_納貯ｺｰﾄﾞ、領収証_金融ｺｰﾄﾞ、領収証_大口ｺｰﾄﾞ、納税者控_氏名、領収証_郵便番号、領収済通知_年税
額、領収証_住所、領収済通知_収納機関番号、領収済通知_納付番号、領収済通知_納付区分、納税者控_登録
番号、領収済通知_納期限、領収済通知_登録番号、領収済通知_確認番号、原符_年税額、領収証_方書、納税
者控_年度、領収済通知_課税事務所名、領収済通知_事務所名、原符_延
滞金、納税者控_型式、原符_合計、領収証_ｶｽﾀﾏﾊﾞｰｺｰﾄﾞ、納税者控_年税額、領収済通知_ＯＣＲ、原符_氏名、
領収証_氏名、納税者控_納期限、納税者控_発付日、原符_納付番号、領収証_事務所連番、領収済通知_課税年
度、原符_課税年度、領収証_納付番号、納税者控_支払期限月、納税者控_支払期限日、原符_課税区分、領収
証_課税年度、領収証_年税額、領収済通知_住所、原符_登録番号、領収証_登録番号、領収証_延滞金原符_納
期限、領収証_納期限、領収証_合計、領収済通知_氏名、原符_ｺﾝﾋﾞﾆ取扱期限、納税者控_事務所長、領収済通
知_氏名、原符_課税事務所名、原符_事務所名、領収証_文言、納税者控_問い合わせ先(督促)、納税者控_郵便
番号(督促)、領収済通知_ｺﾝﾋﾞﾆ未使用ﾒｯｾｰｼﾞ、原符_文言、納税者控_事務所住所(督促)、領収証_事務所長、納
税者控_電話番号(督促)

税務システムDB 不動産取得税 宛名情報

税目、課税年度、賦課事務所、原始_承継、通番、チェックデジット、現事務所、連帯納税番号、更新年月日、免
税_控失_控除後免税点未満_課税フラグ、更正年月日、更正回数、住所コード（賦課時）、郵便番号_賦課時、住
所（地番）_賦課時、住所（方書）_賦課時、氏名（カナ）_賦課時、氏名（漢字）_賦課時、徴収地区_賦課時、法人組
織コード_賦課時、電話番号、生年月日、性別、住所コード（送付先）、郵便番号_送付先、住所（地番）_送付先、
住所（方書）_送付先、氏名（カナ）_送付先、氏名（漢字）_送付先、徴収地区_送付先、法人組織コード_送付先、代
表物件所在地コード、代表物件所在地（番地）、代表物件区分　用途（小）、筆頭／棟数、取得原因区分、マルぺ
フラグ

税務システムDB 不動産取得税 メモ情報
課税年度、賦課事務所、原始_承継、通番、チェックデジット、現事務所、連帯納税番号、ナンバー、申告日、メ
モ、更新年月日、事務所名、操作員名

税務システムDB 不動産取得税 パンチデータファイル

課税年度、賦課事務所、原始_承継、通番、現事務所、連帯納税番号、住所コード、郵便番号、番地、方書、氏名
（カナ）、法人組織コード、氏名（漢字）、共有者総数、電話番号、生年月日、建築年月日、取得年月日、取得原
因コード、所在地住所コード、所在番地、土地家屋区分、区分、用途コード大、用途コード小、主体構造コード、
屋根構造コード、階層構造コード、筆数・棟数、特例２戸数、共同住宅戸数、土地明細件数、住宅床面積、住宅
外床面積、不動産の価格、住宅不動産評価額、住宅外不動産評価額、特例２区分、特例２の額、特例１区分、
特例１の額、当初減額１、当初減額２、詳細区分１～4、マイナンバー、性別



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

税務システムDB
（Accessシステム）

不動産取得税
承継データ台帳課税ファイ
ル

課税年号、課税年度、事務所コード、整理番号、棟数、共同住宅戸数、共有総数、筆頭者住所コード、筆頭者地
番、筆頭者方書、筆頭者郵便番号、筆頭者電話番号、筆頭者生年月日、筆頭者法人コード、筆頭者組織コー
ド、筆頭者カナ氏名、筆頭者漢字氏名、筆頭者外字区分、住宅課税標準額、住宅外課税標準額、合計課税標準
額、住宅当初税額、住宅外当初税額、合計当初税額、更正課税標準額１、更正課税標準額２、減額課税標準額
１、減額課税標準額２、減額端数１、減額端数２、減額額１、減額額２、更正後税額１、更正後税額２、住宅の税
率、住宅外の税率、特例２コード、特例１コード、特例２の額、特例１の額、特例２の戸数、特例２の控除額、減額
事由コード1、減額事由コード2、他所在地コード1～5、他所在地地番1～5、他用途小コード1～5、他主体コード1
～5、他屋根コード1～5、他階層コード1～5、他面積1～5、メモ、代表所在地コード、代表地番、代表建築年月
日、代表取得年月日、代表取得原因コード、代表区分コード、代表用途小コード、代表用途大コード、代表主体
コード、代表屋根コード、代表階層コード、代表不動産の価格、代表面積住宅、代表面積住宅外、代表不動産の
価格住宅、代表不動産の価格住宅外、代表用途、代表構造、調査年月日、税額表示区分、代表屋根２、他屋根
２_1～5、記事欄、納税番号、法務局事務所、登記年月日、登記受付番号、担当市町村、調査員、調査票番号、
農地法、許可日、転用目的、譲渡人住所コード、譲渡人地番、譲渡人方書、譲渡人郵便番号、譲渡人氏名、調
定日、発付日、納期限、土地明細件数、土地明細用途コード1～5、土地明細地積1～5、土地明細評価額1～5、
近傍類似地番1～5、近傍類似金額1～5、近傍類似面積1～5、近傍類似単価1～5、代表登記価額、他登記価額
1～5、代表固定資産税登録価額、他固定資産税登録価額1～5、全体土地家屋区分、代表土地家屋区分、他土
地家屋区分1～5、マイナンバー、性別

税務システムDB
（Accessシステム）

不動産取得税
原始データ台帳課税ファイ
ル

課税年号、課税年度、事務所コード、整理番号、代表家屋整理番号、その他１家屋整理番号、その他２家屋整
理番号、その他３家屋整理番号、その他４家屋整理番号、徴収地区名、徴収地区コード、納期限、棟数、共同住
宅戸数、申告の有無、共有総数、筆頭者住所コード、筆頭者地番、筆頭者方書、筆頭者郵便番号、筆頭者電話
番号、筆頭者生年月日、筆頭者法人コード、筆頭者カナ氏名、筆頭者漢字氏名、筆頭者外字区分、筆頭者持分
割合、筆頭者住宅課税標準額、筆頭者住宅外課税標準額、筆頭者合計課税標準額、筆頭者住宅当初税額、筆
頭者住宅外当初税額、筆頭者合計当初税額、連帯計住宅課税標準額、連帯計住宅外課税標準額、連帯計合
計課税標準額、連帯計住宅当初税額、連帯計住宅外当初税額、連帯計合計当初税額、減額事由１、減額事由
２、家屋計不動産の価格、家屋計住宅不動産の価格、家屋計特例２の戸数、家屋計特例２控除額、家屋計特例
２事由１、家屋計差引住宅価格、家屋計住宅外不動産の価格、家屋計不動産の価格強制、家屋計住宅不動産
の価格強制、家屋計特例２控除額強制、家屋計住宅外不動産の価格強制、他所在地コード1～4、他家屋番号1
～4、他地番1～4、他用途小1～4、他主体1～4、他屋根1～4、他階層1～4、他不動産の価格1～4、他面積住宅
1～4、他面積住宅外1～4、他不動産の価格住宅1～4、他不動産の価格住宅外1～4、代表町村小字コード、代
表家屋番号、代表地番、代表建築年月日、代表取得年月日、代表取得原因、代表区分、代表用途小、代表用
途大、代表主体、代表屋根、代表階層、代表不動産の価格、代表面積住宅、代表面積住宅外、代表不動産の
価格住宅、代表不動産の価格住宅外、代表用途、代表構造、調査年月日、税額表示区分、代表屋根２、他屋根
２_1～4、連帯計住宅課税標準額強制、連帯計住宅外課税標準額強制、連帯計合計課税標準額強制、連帯計
住宅当初税額強制、連帯計住宅外当初税額強制、連帯計合計当初税額強制、調査票№、一括課標、一括税
額、通番、課税フラグ、代表再建築費、代表１点当り価格、代表上昇補正率、他再建築費1～4、他１点当り価格
1～4、他上昇補正率1～4、市町村コード、県市評価区分、マイナンバー、性別



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

税務システムDB
（Accessシステム）

不動産取得税
原始データ台帳課税ファイ
ル_連帯者

課税年号、課税年度、事務所コード、整理番号、連番、連帯者住所コード、連帯者地番、連帯者方書、連帯者郵
便番号、連帯者電話番号、連帯者生年月日、連帯者法人コード、連帯者カナ氏名、連帯者漢字氏名、連帯者外
字区分、連帯者持分割合、連帯者住宅課税標準額、連帯者住宅外課税標準額、連帯者合計課税標準額、連帯
者住宅当初税額、連帯者住宅外当初税額、連帯者合計当初税額、税額表示区分、一括課標、一括税額、マイ
ナンバー、性別

税務システムDB
（Accessシステム）

不動産取得税 評点数情報

家屋整理番号、事務所コード、取得者フリガナ、取得者氏名、組織、表示、法人、業者、取得者住所コード、取得
者番地、取得者方書、郵便番号、家屋所在コード、家屋番地、建築日、取得日、調査日、取得原因コード、戸
数、用途計算用コード、用途大コード、用途小コード、主体構造コード、屋根仕上コード、地上階数、地下階数、
建床面積、延床面積、住宅部分面積、一構住宅面積、設計管理費、合計床面、合計壁面、外部建具評点数、内
部建具評点数、建具合計評点数、主体構造１評点数、主体構造２評点数、屋根構造１評点数、屋根構造２評点
数、床構造１評点数、床構造２評点数、基礎評点数、杭名評点数、外周壁骨組評点数、間仕切骨組評点数、外
部仕上評点数、内部仕上１評点数、内部仕上２評点数、床仕上１評点数、床仕上２評点数、天井仕上１評点数、
天井仕上２評点数、屋根仕上評点数、特殊設備評点数、電気設備１評点数、電気設備２評点数、衛生設備１評
点数、衛生設備２評点数、その他設備評点数、仮設工事評点数、その他工事評点数、その他追加評点数、外部
建具控除面積、内部建具控除面積、課税年号、課税年度、賦課事務所、原始承継、通番、現事務所、連帯番
号、県コード、市町村コード、外字区分、区分コード、屋根課税用コード、備考、補正率、外周壁サイン、間仕切
サイン、外部仕上サイン、評点数計、価格決定一覧サイン、個人番号、性別

税務システムDB 収納管理 過誤納情報

課税年度、税目コード、番号等、期別、事務所コード、還付回数、住所コード、郵便番号、自動車税移動チェック
サイン、漢字住所、カナ氏名、漢字氏名、決定日、戻出番号、金券番号、支出番号（支払用）、支出番号（充当
用）、還付区分、納入区分、支払日、還付加算金用金券番号、金融機関コード、預金種別、口座番号、還付額
（本税または利子割還付）、本税・利子割還付識別サイン、還付額（延滞金）、還付額（過少申告加算金）、還付
額（不申告加算金）、還付額（重加算金）、還付加算金支払額計、還付加算金（本税または利子割還付）、還付
加算金（延滞金）、還付加算金（過少加算金）、還付加算金（不申告加算金）、還付加算金（重加算金）、還付加
算金_始期１～８、還付加算金_基礎額１～８、還付加算金_区分１～８、還付加算金_終期１～８、還付事由、処理
サイン、更新サイン、納付すべき額（本税または利子割還付額）、納付すべき額_サイン、納付すべき額（延滞
金）、納付すべき額（過少申告加算金）、納付すべき額（不申告加算金）、納付すべき額（重加算金）、発生日、委
任サイン、会計年度、不動産連帯番号、不動産連帯総数、初回納付日、法人二税事業年度終期、訂正先の事
務所、訂正先の会計年度、充当額、自動車税_当初の課税額、自動車税_減額事由、自動車税_減額した税額、
住所オーバーサイン、還付充当通知書用未納メッセージフラグ、金融機関識別コード１、金融機関識別コード２、
配達記録区分、法人二税・利子割還付自動充当区分、法人特別税_過誤納額（本税）、法人特別税_過誤納額
（延滞金）、法人特別税_過誤納額（過少申告加算金）、法人特別税_過誤納額（不申告加算金）、法人特別税_過
誤納額（重加算金）、法人特別税_過誤納額（還付加算金）、現滞区分、自動車税委任サイン区分、減額日、更正
決定フラグ、充当理由コード、旧法フラグ



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

税務システムDB 収納管理 還付金支払データ変更情報

税目コード、随時定期区分、年度、金券番号、変更前_金額、変更前_所属名、変更前_支払日、変更前_支払方
法、変更前_受取人郵便番号、変更前_受取人住所、変更前_受取人カナ氏名、変更前_受取人氏名、変更後_支
払方法、変更後_振込先口座、変更後_銀行名、変更後_支店名、変更後_種別、変更後_口座番号、変更後_金融
機関コード、受取人郵便番号、受取人住所、受取人カナ氏名、受取人氏名、更新サイン、端末名、更新日付

税務システムDB 収納管理
自動車税・還付金統一口座
情報

事務所コード、県下統一フラグ、納税者番号、処理区分、登録日、納税義務者_カナ氏名、納税義務者_漢字氏
名、納税義務者_住所コード、納税義務者_丁目大字、納税義務者_番地、還付先_住所コード、還付先_郵便番
号、還付先_委任サイン、還付先_住所、還付先_カナ氏名、還付先_漢字氏名、金融機関コード、金融機関名、預
金区分、預金種別、口座番号、更新日

税務システムDB 収納管理 自動車税・還付金譲渡情報

事務所コード、課税年度、登録番号、納税者番号、処理区分、登録日、納税義務者_カナ氏名、納税義務者_漢
字氏名、納税義務者_住所コード、納税義務者_丁目大字、納税義務者_番地、譲渡先_住所コード、譲渡先_郵便
番号、譲渡先_委任サイン、譲渡先_住所、譲渡先_カナ氏名、譲渡先_漢字氏名、全銀協コード、金融機関名、預
金区分、預金種別、口座番号、口座統一存在判断、更新日、自動更新サイン、過誤納データ発生日、自動車税
環境性能割更新サイン、自動車税環境性能割過誤納データ発生日

税務システムDB 納税管理 個別管理情報

事務所コード、徴収番号、履歴番号、住所コード、番地、方書、郵便番号、居所住所コード、居所_番地、居所_方
書、居所_郵便番号、居所_電話番号、本籍又は国籍、カナ氏名、漢字氏名、生年月日、電話区分、電話番号、電
話区分１～４、電話番号１～４、カナ屋号、漢字屋号、性別、死亡・解散・清算結了日、死亡・解散・清算結了日
区分、職業又は事業区分、職業又は事業内容、勤務先名、勤務先_住所コード、勤務先_番地、勤務先_方書、勤
務先_郵便番号、勤務先_電話番号、破産等区分１～２、破産等開始日１～２、破産等終了日１～２、事件年度１
～２、事件区分１～２、事件番号１～２、裁判所名１～２、配当サイン、執行停止予定サイン、滞納原因区分、滞
納原因、所得調査の有無、固定調査の有無、口座調査の有無、預金調査の有無、電話加入権調査の有無、給
与調査の有無、一斉催告・差押予告停止サイン、延滞金通知停止サイン、処理方針、処理概要区分、処理詳細
区分、処理詳細、代表者（清算者）氏名、代表者（清算者）住所、代表者（清算者）電話番号、交渉窓口担当者氏
名、交渉窓口担当者住所、交渉窓口担当者電話番号、圧縮キー情報_カナ氏名、圧縮キー情報_漢字氏名、圧
縮キー情報_番地、圧縮キー情報_カナ屋号、圧縮キー情報_漢字屋号、主担当者コード、副担当者コード１、副
担当者コード２、作成日、送付先区分、徴収地区、住民票コードまたは会社法人等番号、レコードの状態、関係
者_続柄、関係者_氏名、関係者_住所、関係者_滞納の有無、関係者_電話番号、関係者_関係者徴収番号、関係
者_関係者事務所コード、滞納メモ_メモ内容、滞納メモ_作成日、滞納メモ_作成者コード、滞納収納キー_課税年
度、滞納収納キー_税目コード、滞納収納キー_番号等、滞納収納キー_期別、滞納収納キー_事務所コード、滞納
収納キー_不動産取得税・連帯番号、滞納収納キー_法定納期限等、記事_処理年月日、記事_処理時間、記事_
交渉相手氏名１～３、記事_交渉相手徴収番号１～３、記事_交渉等場所区分、記事_交渉等場所、記事_交渉方
法区分、記事_交渉方法、記事_在宅区分、記事_電話番号、記事_応答の有無、記事_内容、記事_約束期限、記
事_スケジュールの有無、記事_記事、記事_担当者コード、記事_担当者名１、記事_直属上司の操作員コード、記
事_担当者名２、記事_課長の操作員コード、記事_担当者名３、記事_概要区分、記事_前回確認日、記事_ＧＬ決裁
サイン、記事_課長決裁サイン、記事_ＧＬ確認日、記事_課長確認日、記事_滞納金額、記事_滞納者カナ氏名、記
事_担当者カナ氏名、記事_滞納者漢字氏名、スケジュール_処理年月日、スケジュール_処理時間、スケジュール
_内容、スケジュール_予定日（約束期限）、４８条用滞納金額、戸籍筆頭者氏名



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

税務システムDB 納税管理 財産照会情報

事務所コード、分類コード、照会先コード１、照会先コード２、照会先名（略称）、郵便番号１、郵便番号２、住所１
～２、氏名１～２、様・御中１～２、カナ照会先名（略称）、圧縮_カナ照会先名（略称）、徴収番号、担当者コード、
通知年度、通知番号、調査区分、照会対象コード_大分類、照会対象コード_中分類、照会対象コード_小分類、担
当者コード、通知年度（降順）、通知番号（降順）、通知年月日、記事情報のキー、文例番号、区分、コード、文例
コード、回答登録サイン（土地・他）、回答登録サイン（家屋用）、回答登録サイン（区分建物用）

税務システムDB 納税管理 処分情報

事務所コード、滞納者番号、処分コード_年度、処分コード_連番、滞納状況明細件数、財産明細件数、財産区
分、滞納者住所、滞納者氏名、処分年月日１～５、処分区分、債務者住所または事件番号、債務者氏名または
執行機関、電話局差押通知受付年月日、電話局差押受付番号、執行後３年経過日、該当条項、配当サイン、担
保権の準備、起案日（執行時）、滞納者生年月日、滞納者電話番号、起案日（解除時）、滞納者カナ氏名、債権
種別区分、契約解除日、法人組織コード、コメント、滞納者郵便番号、徴収引継事務所コード、徴収引継事務所
名、登記番号、事件番号１～３、入力者事務所、入力者、更新日付、送付先_ＮＴＴ営業コード、送付先_住所（所
在地）、送付先_氏名（名称）、送付先_発付年月日、送付先_法人組織コード、送付先_解除日、送付先_当初発付
日、送付先_郵便番号、送付先_執行停止時効予定日１～５、財産_電話_電話番号、財産_電話_電話機の設置番
所、財産_電話_解除日、財産_電話_市外局番、財産_不動産_土地家屋区分、財産_不動産_土地情報_所在、財産
_不動産_土地情報_地番、財産_不動産_土地情報_地目、財産_不動産_土地情報_地積、財産_不動産_土地情報_
解除日、財産_不動産_土地情報_一部解除・最新判定サイン、財産_不動産_家屋情報_所在、財産_不動産_家屋
情報_一部解除・最新判定サイン、財産_不動産_家屋情報_家屋番号、財産_不動産_家屋情報_種類、財産_不動
産_家屋情報_構造、財産_不動産_家屋情報_床面積階数１～６、財産_不動産_家屋情報_床面積面積１～６、財産
_不動産_家屋情報_解除日、財産_不動産_その他情報_内容、財産_不動産_その他情報_解除日、財産_不動産_そ
の他情報_解除区分、財産_債権＆組持預株_債権情報１～４、財産_自動車_車名、財産_自動車_型式、財産_自
動車_登録番号、財産_自動車_車台番号、財産_自動車_原動機型式、財産_自動車_使用の本拠の位置、財産_自
動車_その他、財産_自動車_占有、財産_自動車_解除日、収納キー_課税年度１～５、収納キー_税目コード１～
５、収納キー_番号等１～５、収納キー_期別１～５、収納キー_事務所コード１～５、収納キー_処分金額_本税１～
５、収納キー_処分金額_延滞金１～５、収納キー_処分金額_過少１～５、収納キー_処分金額_不申告１～５、収納
キー_処分金額_重加１～５、収納キー_法定納期限等の日１～５、引継_異動金額（前）_本税、引継_異動金額
（前）_延滞金、引継_異動金額（前）_過少、引継_異動金額（前）_不申告、引継_異動金額（前）_重加、引継_異動金
額（後）_本税、引継_異動金額（後）_延滞金、引継_異動金額（後）_過少、引継_異動金額（後）_不申告、引継_異動
金額（後）_重加、引継_課税年度、引継_税目コード、引継_番号等、引継_期別等、引継_事務所コード、引継_当初
金額_延滞金、引継_当初金額_過少、引継_当初金額_不申告、引継_当初金額_重加、引継_事由、４８条識別サイ
ン



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

税務システムDB 納税管理 未納情報

事務所コード、徴収（処分）番号、課税年度、税目コード、番号等、期別等、事務所コード（引継元）、カナ氏名、
漢字氏名、住所コード、郵便番号、住所、徴収地区、主担当者、副担当者１、副担当者２、未納本税（合計）、未
納計算延滞金（合計）、未納確定延滞金（合計）、未納過少（合計）、未納不申告（合計）、未納重加（合計）、未納
合計（合計）、課税年度、延滞金確定年度、税目名称、番号等（編集後）、期別等（編集後）、納期限、督促日、時
効注意、消滅日、消滅理由、執行停止日、未納本税、未納計算延滞金、未納確定延滞金、未納過少、未納不申
告、未納重加、未納合計、徴収猶予期限（終期）、徴収猶予本税、徴収猶予過少、徴収猶予不申告、徴収猶予
重加、差押中_執行日、差押中_財産種別、生年月日、性別、死亡・解散・清算結了日、死亡・解散・清算結了日
区分（原因）、破産等区分、破産等開始日、破産等終了日、職業又は事業区分、滞納原因区分、勤務先名、勤
務先郵便番号、勤務先住所、勤務先電話番号、処理概要区分、処理詳細区分、配当サイン、執行停止予定サ
イン、記事年月日、記事交渉方法、有効な納付計画の有無、納付計画_履行、処分、開始日、終了日、所得調査
の有無、固定調査の有無、口座調査の有無、預金調査の有無、電話加入権調査の有無、給与調査の有無、調
査有無情報１～３３、車検日、車名、初年度登録、登録事由、申請日、所有権、電話、住所履歴_郵便番号１～
６、、住所履歴_住所１～６、氏名履歴_カナ氏名１～３、氏名履歴_漢字氏名１～３

税務システムDB 納税管理 法第４８条移管情報

年度、市町村コード、滞納者番号、個人番号、職業、郵便番号、住所コード、番地等、方書、カナ氏名、漢字氏
名、電話番号、携帯電話番号、生年月日、性別・法人区分、勤務先_住所コード、勤務先_郵便番号、勤務先_住
所、勤務先_番地、勤務先_方書、勤務先_名称、勤務先_電話番号、滞納金額、市町村納税番号、税目、課税年
度、期別、納期限、督促年月日、本税調定額、督促手数料、延滞金調定額、法定納期限等、備考、納付日、本
税納付額、督促手数料納付額、延滞金納付額

税務システムDB 個人県民税 宛名情報
事務所コード、市町村番号、市町村名カナ、市町村名漢字、住所コード、番地、方書、市町村長名、電話番号、
登録番号、金融機関コード、預金種別、口座番号、滞納サイン、人口、徴収地区、市町村・滞納分決算区分、郵
便番号、合併開始日、合併廃止日

税務システムDB 法人二税 メモ情報
事務所コード、法人番号、連番、代表者等区分、代表者等氏名、代表者等所在地、住所コード、郵便番号、番
地、方書等、更新年月日、メモ情報、登録年月日、更新年月日、更新職員名

税務システムDB 法人二税 国税名簿　法人格

被合併法人局署番号、被合併法人整理番号、局署番号、整理番号、レコード区分、業種番号、青白区分、設立
年月日、資本金、決算期上期月日、決算期下期月日、種別区分、代表者漢字名称、代表者カナ名称、代表者漢
字名称補完区分、代表者カナ名称補完区分、解散年月日、清算決了年月日、除却年月日、決算期区分、サイク
ル月数、除却最終事業年度終期、復活決議年月日、代表者漢字全住所、代表者カナ全住所、除却事由区分

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

法人二税 国税名簿代表者リスト
局所番号、整理番号、国税法人名、国税代表者名、国税代表者住所、管理番号、県税法人名、区分、県税代表
者名、県税代表者住所



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

紙媒体
（リスト管理画面）

不動産取得税 索引簿 課税年度、調定日、納税番号、連帯番号、氏名又は名称、電話番号、住所、土地家屋区分、備考

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

不動産取得税 課税明細

課税年度、賦課事務所、原始・承継、通番、現事務所、郵便番号、住所、氏名、免税フラグ、土地・家屋、取得
日、調定日、発布日、納期限、建築日、取得原因区分、取得原因名、代表物件所在コード（市郡区）、代表物件
所在コード（町域）、代表物件所在地名、区分、区分名、用途（大）コード、用途（大）名称、用途（小）コード、用途
（小）名称、主体構造コード、主体構造名、屋根コード、屋根コード名、階層、階層名、床面積３％、地積／床面積
４％、共同住宅戸数、土地明細件数、筆数／棟数、共有者総数、持分割合（分子）、持分割合（分母）、当初評価
額（３％）、当初評価額（４％）、特例１区分－１、特例１区分－１名、特例１区分－２、特例１区分－２名、特例１
の額、３％課標、３％税額、特例２区分－１、特例２区分－１名、特例２区分－２、特例２区分－２名、特例２の
額、４％課標、４％税額、特例２戸数、当初税額、減（免）計、更正後税額、減額区分１（１）～（８）、減額区分１名
（１）～（８）、減額区分２（１）～（８）、減額区分２名（１）～（８）、減額課標（１）～（８）、減額入力額（１）～（８）、減
額する額（１）～（８）、減額日（１）～（８）、共同住宅・床面積（１）～（４）、共同住宅・評価額（１）～（４）、共同住
宅・特１額（１）～（４）、共同住宅・特２額（１）～（４）、共同住宅・課標（１）～（４）

紙媒体
（Accessシステム）

県たばこ税 手持ち品課税の索引簿
市町村名、コード、小売等区分、カナ氏名・名称、漢字氏名・名称、郵便番号、住所コード、電話番号、申告者住
所、営業所等名称、営業所等郵便番号、営業所等電話番号、営業所又は貯蔵場所の所在地

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL） 自動車税（種別割）

督促状発付控えリスト
差押予告状発付控えリスト

登録番号、車台番号、氏名、郵便番号、住所、課税区分、納税額、要調査、連番

紙媒体
（帳票管理PDF） 自動車税（種別割）

督促状発付控えリスト
差押予告状発付控えリスト

市町村コード、事務所、地区、漢字氏名、漢字住所、登録番号、納税額、連番、処分内容、電話番号

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL） 自動車税（種別割）

分配_カナ氏名エラーリスト
分配_連帯納税エラーリスト

業務、登録番号、車台番号、申請日、順位、修正コード、所使、カナ氏名、漢字氏名、漢字住所、生年月日、備
考

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL） 自動車税（種別割）

口座不能者一覧
事務所、登録番号、車台番号、氏名、住所、年税額、未納額、金融機関名、預金種別、口座番号、結果、納付者
連番、廃車区分

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL） 自動車税（種別割）

紀陽銀行口座振替対象一覧 支店名、科目コード、口座番号、預金者名、引落金額、請求番号



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL） 自動車税（種別割）

課税明細

課税年度、和・和歌山区分、登録番号、車台番号、車種、事務所、課税区分、課税区分名、課税免除区分、課税
免除区分名、グリーン化区分名、金曜機関コード、預金種別、口座番号、納税義務者区分、所有権区分、郵便
番号、住所コード、漢字住所、漢字方書、漢字氏名、カナ住所、カナ氏名、電話番号、生年月日、納税者番号、
賦課時_郵便番号、賦課時_住所コード、賦課時_漢字住所、賦課時_漢字氏名、業務種別コード、業務種別名、申
請日、完納未納区分、証明発行区分、証明発行日、証明停止、滞納サイン、処分内容、税率、未納額、年税額、
証紙徴収額、非免額、更正額、欠損額、収入額、最終納付日、督促日、差押日、非免事由、非免日、延滞金未
納額、延滞金調定額、延滞金欠損額、延滞金収入額、本税還付額、延滞金還付額、還付日、納期限、有効期間
満了日、初度登録年月、定員１、定員２、積載量１、積載量２、排ガス規制、種別、形状コード、形状コード名、車
名、塗色、使用の本拠市郡区コード、用途名、種別、燃料コード名、型式、メーカー名、バス区分、証紙月数、現
使用者_和・和歌山区分、現使用者_登録番号、現使用者_車台番号、現使用者_車種、現使用者_事務所、現使用
者_課税区分、現使用者_課税区分名、現使用者_課税免除区分、現使用者_課税免除区分名、現使用者_納税義
務者区分、現使用者_所有権区分、現使用者_郵便番号、現使用者_住所コード、現使用者_漢字住所、現使用者_
漢字方書、現使用者_漢字氏名、現使用者_カナ氏名、現使用者_カナ住所、現使用者_電話番号、現使用者_生年
月日、現使用者_納税者番号、現非納税義務者_郵便番号、現非納税義務者_住所コード、現非納税義務者_漢字
住所、現非納税義務者_漢字氏名、JC08ﾓｰﾄﾞ燃費基準達成車情報、JC08モード名称（H27燃費基準）、JC08
モード名称（H32燃費基準）

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

自動車税環境性能
割

課税明細

課税年度、和・和歌山区分、最新登録番号、番変前登録番号、車台番号、車種、軽自動車区分、業務種別コー
ド、業務種別名、登録日、郵便番号、住所コード、漢字住所、漢字方書、漢字氏名、カナ氏名、電話番号、生年
月日、初度登録年月、所有権区分、型式、型式指定番号、種別区分、形状コード、燃料コード名、定員１、定員
２、積載量１、積載量２、排気量、重量、長さ、幅、高さ、排ガス規制、メーカー名、車名、バス区分名、原動機型
式、色、申告日、納期限、課税区分、課税区分名、課税標準額、用途名、取得税率、取得税額、10-15モード、
10-15モード名、JC08モード、JC08モード名(H27)、JC08モード名(H32)、バリアフリーASV名称、10-15燃費値、
JC08燃費値、改造車低排出ガス、未納額、当初調定額、減額額、更正額、欠損額、収入額、納付日、還付額、
還付日、延滞金未納額、延滞金調定額、延滞金欠損額、延滞金収入額、延滞金納付日、延滞金還付額、還付
事由、WLTCモード、WLTCモード名(H27)、WLTCモード名(H32)、WLTC燃費値、車両安定性制御装置搭載車区
分、車線逸脱警報装置搭載車区分、税率区分、税率区分（自動車の別）、税率区分（排ガス達成）、税率区分
（燃費基準）、バリアフリー・ASV区分、バリアフリー・ASV区分（内容）、バリアフリー・ASV区分（車種）、バリアフ
リー・ASV控除額、R12年度燃費基準、R12年度燃費基準名称、側方衝突警報装置、用途ID、騒音規制区分、そ
の他検査事項等ｺｰﾄﾞ1、その他検査事項等ｺｰﾄﾞ2、その他検査事項等ｺｰﾄﾞ3、その他検査事項等ｺｰﾄﾞ4、その他
検査事項等ｺｰﾄﾞ5

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL） 自動車税（種別割）

身体障害者減免情報

事務所、課税年度、登録番号、郵便番号、住所コード、納税義務者住所、納税義務者氏名、納税者番号、電話
番号、税率コード、年税額、減免額、課税区分、車名、業務、申請日、排気量、区分、身体障害者住所、身体障
害者氏名、生年月日、施設名、入所の有無、所在地、手帳区分、障害区分コード、障害区分、等級、総合級、交
付番号、交付日、再認定、障害名、他の障害区分・等級、身体障害者備考、運転者住所、運転者氏名、続柄、職
業、運転者生年月日、運転免許証番号、有効日、付帯条件コード、付帯条件、用途及使用目的、初度申請年、
取得税減免の有無、受付日、用途、その他用途、使用頻度、訪問日、訪問時間、聞き取り相手、担当者、聴取内
容、調査結果、コメント、メモ１、メモ２、、メモ３、メモ４、メモ５、メモ６、メモ７

紙媒体
（帳票管理PDF） 自動車税（種別割）

同一納税者番号で方書が違
うデータの一覧
同一納税者番号で漢字氏名
が違うデータの一覧

事務所、登録番号、カナ氏名、漢字住所、方書、生年月日、電話番号、納税者番号、個人番号



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

紙媒体
（帳票管理PDF） 自動車税（種別割）

同一漢字氏名・住所で納税
者番号が違う一覧

事務所、納貯コード、代表登録番号、個人番号、カナ氏名、漢字住所、漢字氏名、住所コード、納税者番号、生
年月日、台数

紙媒体
（紙媒体納品） 自動車税（種別割）

大口コード付与リスト 事務所、住所コード、納税義務者氏名、大口コード、件数、登録番号

紙媒体
（帳票管理PDF） 自動車税（種別割）

納貯マスターアンマッチリス
ト

事務所、登録番号、個人番号、漢字氏名、エラーコード、状態、カナ氏名、納貯コード、金融機関コード、預金種
別、口座番号、住所コード、カナ住所、納税者番号

紙媒体
（帳票管理PDF） 自動車税（種別割）

納貯口座対象者リスト
事務所、漢字住所、カナ住所、漢字氏名、カナ氏名、登録番号、車台番号、サイン、納貯コード、金融機関コー
ド、エラーコード、状態、納税者番号

紙媒体
（帳票管理PDF） 自動車税（種別割）

住所変更に伴う口座振替要
注意データ

事務所、登録番号、漢字氏名、カナ氏名、納貯コード、金融機関コード、住所コード、カナ住所、納税者番号

紙媒体
（帳票管理PDF） 自動車税（種別割）

滞繰収入状況

事務所、課税年度、登録番号、車台番号、住所、氏名、年税額、税率コード、住所コード、本税調定額、延滞金
調定額、納期限、減額年月、本税収入額、延滞金収入額、最終納付日、納付回数、代納サイン、本税還付額、
延滞金還付額、本税未納額、延滞金未納額、停止サイン、前滞サイン、移転サイン、車検日、初度登録年、引受
事務所、処分有無、備考、地区

紙媒体
（リスト管理） 自動車税（種別割）

収納消込リスト（徴収用）
事務所、会計年度、地区、課税年度、登録番号、連番、車台番号、氏名、住所、消込前本税未納額、消込後本
税未納額、本税納付額、消込前延滞金未納額、消込後延滞金未納額、延滞金納付額、延滞金エラーフラグ、納
付日、処分状況、分納サイン等、メッセージ

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

個人事業税 課税明細

事務所、納税者番号、氏名、所得年、業種、青白区分、失格区分、事業月数、分割サイン、所得金額、事業税の
専業専従者控除人員、事業税の専業専従者控除額、旧非課税控除額、事業主控除額、課税標準額、分割後課
税標準額、年税額、事業税の専業専従者控除額、旧非課税控除額、事業主控除額、課税標準額、分割後課税
標準額、旧＋事＋課、事業月数による所得金額

紙媒体
（帳票管理PDF）

収納管理
収入状況一覧表（個人事業
税50音別）

会計年度、事務所、課税年度、作成日、作成時間、課税年度、納税番号、所得年、期別、住所、氏名、調定済
額、収入済額、差引未済額、延滞金調定額、延滞金収入額、延滞金差引額、納期限、最終納付日、更正履歴有
無、分納履歴有無、還付有無、処分有無、徴収猶予・不納欠損有無

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

収納管理 延滞金歳入更正内訳書 会計年度、事務所コード、区分、税目、本課年、納税番号等、期別、氏名、住所、地区、歳入簿登記日、金額



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

収納管理 延滞金調定内訳書
会計年度、事務所コード、現滞区分、税目、本税課年、納税番号等、期別、氏名、住所、地区、延滞金調定額、
延滞金収入額、延滞金不納欠損額、翌年度延滞金繰越調定額、年度当初延滞金繰越調定額、決算調定額、決
算収入額、年度末調定整理額、年度末収入整理額、確定年度、延滞金確定日

紙媒体
（帳票管理PDF）

収納管理 未収金内訳表
事務所、年度、税目、調定額_本税、調定額_加算金、収入額_本税、収入額_加算金、未済額_本税、未済額_加算
金、住所、氏名、納税番号等、該当コード、具体的理由

紙媒体
（帳票管理PDF）

収納管理 収入未済額調
事務所、年度、税目、調定額_本税、調定額_加算金、収入額_本税、収入額_加算金、未済額_本税、未済額_加算
金、住所、氏名、納税番号等、該当コード、具体的理由

紙媒体
（帳票管理PDF）

収納管理
過年度未収金調（繰越調定
明細）

事務所、年度、税目、調定額_本税、調定額_加算金、収入額_本税、収入額_加算金、未済額_本税、未済額_加算
金、住所、氏名、納税番号等、該当コード、具体的理由

紙媒体
（帳票管理PDF）

納税管理 処分索引簿 作成日、事務所、カナ氏名、漢字氏名、処分番号、生年月日

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

納税管理 TSS判定結果リスト
事務所、地区、判定結果、徴収番号、課税年度、税目、番号等、期別、収納キー事務所、漢字氏名、漢字住所、
比較用_ｶﾅ氏名、比較用_漢字氏名、住所コード、番地、比較対象_徴収番号、比較対象_ｶﾅ氏名、比較対象_漢字
氏名、比較対象_住所コード、比較対象_番地、本税未納額、延滞金未納額、加算金未納額

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

納税管理 TSS未反映リスト
事務所、地区、税目、課税年度、番号等、期別、氏名、住所、納期限、本税未納額、延滞金未納額、加算金未納
額、猶予期限、徴収猶予額、督促日

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

納税管理
延滞金増額督促状作成用リ
スト

管理番号、郵便番号、住所（所在地）、氏名（名称）、事業年度、申告区分、納付済本税、納付年月日、延滞日
数、今回処理時点_延滞金額（法人県民税）、今回処理時点_既納延滞金額（法人県民税）、今回処理時点_差引
未納延滞金額（法人県民税）、前回処理時点_延滞金額（法人県民税）、前回処理時点_既納延滞金額（法人県
民税）、前回処理時点_差引未納延滞金額（法人県民税）、前回納付日（法人県民税）、今回処理時点_延滞金額
（法人事業税・特別税）、今回処理時点_既納延滞金額（法人事業税・特別税）、今回処理時点_差引未納延滞金
額（法人事業税・特別税）、前回処理時点_延滞金額（法人事業税・特別税）、前回処理時点_既納延滞金額（法
人事業税・特別税）、前回処理時点_差引未納延滞金額（法人事業税・特別税）、前回納付日（法人事業税・特別
税）



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

納税管理
個人の県民税及び市町村民
税に係る徴収金明細書

市町村名、事務所、住所、氏名、課税年度、期別、引継税額等_税額、、引継税額等_延滞金、引継税額等_督促
手数料、引継税額等_合計、引継税額等_納期限、徴収額等_徴収済額（税額）、徴収額等_徴収済額（延滞金）、
徴収額等_徴収済額（督促手数料）徴収額等_徴収済額（合計）、徴収額等_今回徴収額（税額）、徴収額等_今回
徴収額（延滞金）徴収額等_今回徴収額（督促手数料）、徴収額等_今回徴収額（合計）、徴収額等_今回徴収額
（領収年月日）、徴収額等_未収額（税額）、徴収額等_未収額（延滞金）徴収額等_未収額（督促手数料）、徴収額
等_未収額（合計）、徴収額等_適用、徴収額等_納税通知書番号

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

納税管理
個人の県民税及び市町村民
税に係る徴収金の徴収及び
滞納処分の状況通知書

市町村名、事務所、住所、氏名、納税通知書番号、年度、納期、滞納税額、税額、加算金、延滞金、督促手数
料、合計、領収年月日、処分の種別、処分年月日、適用

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

納税管理
個人の県民税及び市町村民
税に係る徴収金の徴収引継
明細書（別添様式第２号）

市町村名、事務所、整理番号、住所、氏名、年度、期別、督促年月日、税額、加算金、延滞金、督促手数料、徴
収金合計、備考

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

納税管理 時効到来予定一覧表

事務所、判定日、税目、整理番号、年度、番号、期別等、住所（所在地）、氏名（名称）、法定納期限、納期限、徴
収猶予期限、督促日、納入区分１、最終納付日１、納入区分２、区分、最終納付日２、代納サイン、処分コード、
差押等終了日、起算日コード、時効完成計算日、執行停止日、消滅予定日、納税義務消滅日、地区、本税調定
額、本税収入額、本税既欠損額、本税処分額（未納額）、加算金調定額、加算金収入額、加算金既欠損額、加
算金処分額（未納額）、事由

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

納税管理 延滞金催告データ

担当者名、徴収番号、氏名、確定延滞金根拠となる本税の_年度、確定延滞金根拠となる本税の_税目、確定延
滞金根拠となる本税の_番号、確定延滞金根拠となる本税の_期別、確定延滞金根拠となる本税の_税額、確定
延滞金根拠となる本税の_納期限、確定延滞金根拠となる本税の_最終納付日、確定延滞金の_年度、確定延滞
金の_延滞金額、確定延滞金の_通知日、確定延滞金の_非発送サイン、確定延滞金の_納付済金額、確定延滞
金の_最終納付日、確定延滞金の_今回請求額、確定延滞金の_今年度時効予定、処分コード、非発送サイン



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

納税管理
自動車税の現年滞納整理一
覧表

判定日、処理日、総合判定、個別判定、最終納付日、徴収番号、カナ氏名、氏名、住所コード、郵便番号、住
所、地区コード、主担当者名、副担当者名１、副担当者名２、未納合計_本税、未納合計_計算延滞金、未納合計_
確定延滞金、未納合計_過少、未納合計_不申告、未納合計_重加、未納合計_合計、未納詳細_税目、未納詳細_
納税番号、未納詳細_期別等、未納詳細_納期限、未納詳細_督促日、未納詳細_時効注意、未納詳細_消滅日、
未納詳細_消滅事由、未納詳細_執行停止日、未納詳細_本税、未納詳細_計算延滞金、未納詳細_確定延滞金、
未納詳細_過少、未納詳細_不申告、未納詳細_重加、未納詳細_合計、未納詳細_猶予期限、未納詳細_猶予本
税、未納詳細_猶予過少、未納詳細_不申告、未納詳細_重加、差押中執行日、差押中財産種別、生年月日、性
別、死亡年月日、破産等種別、破産等開始日、破産等終了日、職業等、滞納原因、勤務先_名称、勤務先_郵便
番号、勤務先_住所、勤務先_電話、処理状況概要、処理状況詳細、配当見込、執停予定、最終記事年月日、最
終記事交渉方法等、分納計画有無、分納計画状況、最終処分コード、最終処分開始日、最終処分終了日、財産
調査①_所得、財産調査①_固定、財産調査①_口座、財産調査①_預金、財産調査①_加入権、財産調査①_給
与、財産調査②_住民票、財産調査②_戸籍等、財産調査②_外国登、財産調査②_実態、財産調査②_固名寄、
財産調査②_固評価、財産調査②_勤務先、財産調査②_生活保護、財産調査②_法登記、財産調査②_不登記、
財産調査②_自動車、財産調査②_刑事施、財産調査②_税申告、財産調査②_所還付、財産調査②_相放棄、財
産調査②_電水料、財産調査②_携帯電話、財産調査②_預一斉、財産調査②_預個別、財産調査②_給与、財産
調査②_年金、財産調査②_保険、財産調査②_売掛金、財産調査②_電柱敷、財産調査②_宅取引、財産調査②_
宅保証、財産調査②_敷金、財産調査②_クレジット、財産調査②_電話加入権、財産調査②_ゴルフ会員権、財産
調査②_被担額、財産調査②_その他、車検日、車名、初年度登録、登録事由、申請日、所有権、電話

表計算ソフト
（TSS即時生成EXCEL）

納税管理 差押中リスト 主担当名、滞納者番号、整理番号、滞納者住所、滞納者氏名、税目、滞納額、財産、差押日

表計算ソフト
（TSS即時生成EXCEL）

納税管理 時効到来予定リスト
徴収番号、カナ氏名、漢字氏名、郵便番号、住所、地区、主担当、未納額合計、本税課税年度、納税番号、納期
限、督促日、時効注意、消滅日、消滅事由、執行停止日、計算延滞金、確定延滞金、過少、不申告、重加算、未
納額合計、最終処分整理番号、最終処分開始日、最終処分終了日



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

表計算ソフト
（TSS即時生成EXCEL）

納税管理 未納一覧表

徴収番号、カナ氏名、氏名、住所コード、郵便番号、住所、地区コード、主担当者名、副担当者名１、副担当者名
２、未納合計_本税、未納合計_計算延滞金、未納合計_確定延滞金、未納合計_過少、未納合計_不申告、未納合
計_重加、未納合計_合計、未納詳細_本税課税年度、未納詳細_延滞課税年度、未納詳細_税目、未納詳細_納税
番号、未納詳細_期別等、未納詳細_納期限、未納詳細_督促日、未納詳細_時効注意、未納詳細_消滅日、未納
詳細_消滅事由、未納詳細_執行停止日、未納詳細_本税、未納詳細_計算延滞金、未納詳細_確定延滞金、未納
詳細_過少、未納詳細_不申告、未納詳細_重加、未納詳細_合計、未納詳細_猶予期限、未納詳細_猶予本税、未
納詳細_猶予過少、未納詳細_不申告、未納詳細_重加、差押中執行日、差押中財産種別、生年月日、性別、死
亡年月日、原因、破産等種別、破産等開始日、破産等終了日、職業等、滞納原因、勤務先_名称、勤務先_郵便
番号、勤務先_住所、勤務先_電話、処理状況概要、処理状況詳細、配当見込、執停予定、最終記事年月日、最
終記事交渉方法等、分納計画有無、分納計画状況、最終処分コード、最終処分開始日、最終処分終了日、財産
調査①_所得、財産調査①_固定、財産調査①_口座、財産調査①_預金、財産調査①_加入権、財産調査①_給
与、財産調査②_住民票、財産調査②_戸籍等、財産調査②_外国登、財産調査②_実態、財産調査②_固名寄、
財産調査②_固評価、財産調査②_勤務先、財産調査②_生活保護、財産調査②_法登記、財産調査②_不登記、
財産調査②_自動車、財産調査②_刑事施、財産調査②_税申告、財産調査②_所還付、財産調査②_相放棄、財
産調査②_電水料、財産調査②_携帯電話、財産調査②_預一斉、財産調査②_預個別、財産調査②_給与、財産
調査②_年金、財産調査②_保険、財産調査②_売掛金、財産調査②_電柱敷、財産調査②_宅取引、財産調査②_
宅保証、財産調査②_敷金、財産調査②_クレジット、財産調査②_電話加入権、財産調査②_ゴルフ会員権、財産
調査②_被担額、財産調査②_その他、車検日、車名、初年度登録、登録事由、申請日、所有権、電話、履歴郵
便番号①、履歴住所①、履歴郵便番号②、履歴住所②、履歴郵便番号③、履歴住所③、履歴郵便番号④、履
歴住所④、履歴郵便番号⑤、履歴住所⑤、履歴郵便番号⑥、履歴住所⑥、履歴カナ氏名①、履歴漢字氏名①、
履歴カナ氏名②、履歴漢字氏名②、履歴カナ氏名③、履歴漢字氏名③、車台番号、猶予CD、人格、カナ氏名
（略称付）、漢字屋号

表計算ソフト
（TSS即時生成EXCEL）

納税管理 未進捗リスト
担当者名、徴収番号、住所、氏名、主な税目、滞納額、最終納付日、最終交渉記録、交渉日、最新処分、処分
日、備考

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

軽油引取税 タンクローリー車調
事務所、登録番号、使用者氏名、使用者住所、申請日、車台番号、使用の本拠、用途コード、形状コード、積載
量、所有者氏名、塗色、廃車分

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

軽油引取税 軽油使用者調
住所コード、和・和歌山区分、登録番号、使用者住所、使用者氏名、登録日、車台番号、使用の本拠、用途コー
ド、形状コード、積載１、積載２、所有者氏名

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

県税統合宛名管理 個人番号付与リスト 事務所、個人番号、県税独自番号、漢字氏名、住所、生年月日、性別



●個人情報ファイル簿

№ ファイル種別 税目 ファイル名称 項目

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

県税統合宛名管理 真正性確認エラーリスト

事務所、エラー内容、税目、業務、県税独自番号、照会番号、漢字氏名_比較、漢字氏名_照会、漢字氏名_結
果、カナ氏名_比較、カナ氏名_照会、カナ氏名_結果、住所_全体比較、住所_前方比較、住所_照会、住所_結果、
市町村コード_比較、市町村コード_照会、市町村コード_結果、生年月日_比較、生年月日_照会、生年月日_結果、
性別_比較、性別_照会、性別_結果、処理結果、異動有無、生存状況、変更状況、異動事由、識別情報、住民票
コード、個人番号、異動年月日、照会結果レコード数、照会一致項目、氏名外字数、住所外字数、外字データレ
コード数、不参加団体フラグ、検索方法

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

県税統合宛名管理 マイナンバー重複リスト
担当事務所、関連事務所、法人個人区分、候補区分、県税独自番号、個人番号、カナ氏名、漢字氏名、生年月
日、性別、郵便番号、住所

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

県税統合宛名管理 マイナンバー変更履歴リスト
担当事務所、関連事務所、法人個人区分、県税独自番号、変更後個人番号、変更前個人番号、変更日、変更
事由、操作者、漢字氏名、住所

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

県税統合宛名管理 マイナンバー未付番リスト
担当事務所、関連事務所、法人個人区分、県税独自番号、個人番号、カナ氏名、漢字氏名、生年月日、性別、
郵便番号、住所

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

県税統合宛名管理 同一住所リスト 担当事務所、関連事務所、候補区分、県税独自番号、郵便番号、住所、カナ氏名、漢字氏名、生年月日、性別

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

県税統合宛名管理 同姓同名リスト
担当事務所、関連事務所、候補区分、県税独自番号、個人番号、カナ氏名、漢字氏名、生年月日、性別、郵便
番号、住所

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

県税統合宛名管理
団体内統合宛名 番号発番リ
スト

事務所、個人番号、県税独自番号、団体内統合番号、カナ氏名、住所、生年月日、性別、処理結果、依頼管理
情報、依頼明細情報

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

県税統合宛名管理
団体内統合宛名 登録依頼リ
スト

事務所、個人番号、県税独自番号、カナ氏名、住所、生年月日、性別、依頼管理情報、依頼明細情報

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

県税統合宛名管理
団体内統合宛名 削除依頼リ
スト

事務所、個人番号、県税独自番号、カナ氏名、住所、生年月日、性別、依頼管理情報、依頼明細情報

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

県税統合宛名管理
団体内統合宛名 個人番号
変更依頼リスト

事務所、変更前個人番号、個人番号、県税独自番号、カナ氏名、住所、生年月日、性別、依頼管理情報、依頼
明細情報

表計算ソフト
（帳票管理EXCEL）

県税統合宛名管理
団体内統合宛名 情報照会
依頼リスト

事務所、個人番号、県税独自番号、漢字氏名、住所、生年月日、性別、事務手続き、情報照会先機関、依頼管
理情報、依頼明細情報


