
特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

横浜町 個人住民税システム 基礎項目評価書

横浜町は個人住民税事務における特定個人情報ファイルの
取扱いにあたり,その取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響
を及ばしかねないことを認識し,特定個人情報の漏えいその他の事態を
発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を行い,もって個人のプ
ライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。
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個人住民税事務

関連

②事務の概要

個人住民税事務とは地方税法等の法律に従い、賦課期日である1月 1日 現在の住所で課税され、

民が納める都道府県民税と市町村民税の課税事務(以下を参照)のことを指す。

【課税準備事務】
当初賦課処理に向けた準備作業(基本簿の作成、申告書の送付)を実施する。

基本台帳に記載されている内容から賦課期日時点の現況の反映を行い、個人世帯状況の整理

実施する。
民税申告書の作成を申告対象者に依頼するために、申告が必要な者に住民税申告書の提出依頼

を発送する。

【課税資料受付事務】
当初賦課処理で必要となる課税資料の取り纏めを実施する。

与支払報告書の受付 (紙、電子媒体、eLTAX)
事業所から提出された給与支払報告書を受け付ける。
住民税申告書の受付及び確定申告書の受領(国税連携)(紙、国税連携電子データ)

個人から提出された確定申告書、住民税申告書、各種控除申請書等を受け付ける。
公的年金支払報告書の受付 (紙、eLTAX)
年金保険者が提出した公的年金支払報告書を受け付ける。

市町村への資料回送

本来申告されるべき市町村へ該当資料をまとめて送付する。

【当初賦課決定事務】
課税資料として受付けた個人毎の複数の課税資料の中から賦課内容を決定し、税額の計算、徴収区分
等の決定を行い、本人へ通知する。

税資料の併合 (重複資料のチェック)

提出された課税資料について個人単位にとりまとめて複数資料間の所得・控除等の申告内容のチェッ
クを行い、賦課通知内容として取りまとめる事務を行う。

当初賦課税額決定
税通知書の作成

賦課内容から徴収区分に合わせて賦課通知用の書類を作成する。
登外課税者について、住所地市町村に地方税法第294条第3項通知を行う。

【賦課更正事務】
賦課決定通知後に市町村による調査事項や、税務署からの修正申告書、更正決議書等により賦課決
定通知内容に変更があった場合に賦課決定内容を変更して通知する。

更正を行った後に特別徴収事業所や本人宛に更正決定した賦課内容の通知を行う。
民の申請に基づき、決定された賦課に対して課税減免を行う。

【調査事務】
養調査

扶養申告内容について申告内容に誤りがないか調査する。市町村で把握している状況と異なる場合
は、本人への問い合わせ等の現況調査を行い、申告誤りがある場合には修正申告を提出してもらうこと
により賦課内容の更正を行う。

市町村が行った調査内容にて賦課決定内容に更正が発生する場合、税務署側でも所得税の修正を
行う必要があるため、市町村が把握した更正内容を所轄の税務署へ通知する。

【窓口事務】
各種申請に基づき、異動処理および各種証明書発行を実施する。



<特定個人情報の利用について>
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に従い、個人住民税業

は特定個人情報を以下のように取り扱う。

|.個人番号の取得

民記録システムから住民の個人番号を取得する。(既存の住記連携にて取得 )

名システムのオンラインより、住登外者の個人番号を入力する。

税資料 (給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申告書、個人住民税の申告書等)に記載

された個人番号より、未登録の個人番号を取得する。

‖.個 人番号の利用

人確認 (真正性確認 )

本人確認 (申 請書の内容確認など)の際、システムに登録されている個人番号から本人を特定する手

として個人番号を利用する。
人番号による個人の特定 (個人番号による宛名付設 )

【課税資料受付事務】において、課税資料(給与支払報告書など)に記載された個人番号を個人特定の

として利用する。
票への印字

事務にて使用する各種帳票(納税通知書など)に個人番号を出力する。

Ⅲ.特定個人情報の提供・照会

務で必要となる個人番号を含む宛名情報を情報提供ネットワークシステムに提供する。
決定事務および賦課更正事務で作成した個人番号を含む情報 (所得情報など)を情報提供ネッ

ワークシステムに提供する。

③情報提供ネットワークシステムを介して業務に必要な情報(生活保護情報、他市所得情報など)を取
得する。

名システム、個人住民税システム、申告支援システム、番号連携サーバ (団 体内統合宛名システ

)、 中間サーバー③システムの名称

(1)宛名特定個人情報ファイル
(2)個 人住民税特定個人情報ファイル

1.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (番号法 )

(平成25年 5月 31日 法律第27号 )

・第9条 (利用範囲)

第1項 :番号法別表第1に規定された事務
<番号法別表第1>上覧 16:

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条令による地方税の賦課徴収
又は地方税に関する調査 (犯則事件の調査を含む)に関する事務であって主務省令 (※ )で定める
もの
※番号法別表第1の主務省令で定める事務を定める命令 第 16条

2.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法
の整備等に関する法律(平成25年 5月 31日 法律第28号 )により地方税法、国税通則法、所得税法の一

部が改正され、税務関係書類に個人番号の記載を求める措置が講じられている。

以上の法令上の根拠より、税務事務である個人住民税業務において個人番号を利用する。

2.特定個人情報ファイル名

3.個人番号の利用

法令上の根拠



・番号法第 19条第7号 (特定個人情報の提供の制限)及び別表第二

(別表第二における情報提供の根拠 )

第二欄 (情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄 (特定個人情報)に「地方税関係情報」が含ま

る項 (1、 2、 3、 4、 6、 8、 9、 11、 16、 18、 20、 21、 23、 27、 30、 31、 34、 35、 37、 38、 39、 40、 4

2、 48、 53、 54、 57、 58、 59、 61、 62、 66、 67、 70、 77、 80、 84、 89、 91、 92、 94、 96、 101、

102、 103、 105、 106、 108、 111、 112、 113、 114、 116、 117、 120の IEE)

(別表第二における情報照会の根拠 )

(第 1欄 (情報照会者)が「市町村長」の項のうち、第 2欄 (事務)が「地方税法その他の地方税 に関する

律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務」となっているもの):27の項

27よ り、以下の情報照会が可能と定められている。
。「医療保険者又は後期高齢者医療広域連合」より「医療保険給付関係情報であって主務省令で定める

もの」
・「都道府県知事」より「障害者関係情報であって主務省令で定めるもの」
。「都道府県知事等」より「生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの」
。「市町村長」より「地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの」
。「厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等」より「年金給付関係情報であって主務省令で

定めるもの」
・「厚生労働大臣」より「失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの」

②法令上の根拠

浜町 税務課

務課長 杉山 和彦

町 総務課

〒039-4145青 森県上北郡横浜町字寺下3580175-78-2111

|| しきい値判断項目

評価対象の事務の対象人数は何人か [Ⅷ 吠 以上 1万人未満 ]31蝠
鱚

4)10万人以上30万人未満

いつ時点の計数か 平成30年4月 1日 時点

特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か <選択肢>
1)500人 以上  2)500人 未満

いつ時点の計数か 平成30年4月 1日 時点

過去1年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

<選択肢>
1)発生あり  2)発 生なし

4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携

①実施の有無 [  実施する

く選択順
'1)実施する

2)実施しない
1ヽ 姜中

5.評価実施機関における担当部署

①部署

②所属長

6.他の評価実施機関

7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

請求先

8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

連絡先

1.対象人数

2.取扱者数

[ 500人未満 ]

3.重大事故



‖| しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

しきい値判断結果



変更箇
変更 日 項 目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年4月

'日

評価実施機関における担当

部署
税務課長 大澤 善― 税務課長 杉山 和彦 事 後


