
 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 税務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～業務継続計画３１
ホームページ
常～防災（給水活動〉３１
被扶養者情報照会に関わる事故
常～事務引継ぎ３１
区民の声
イントラネットパソコン破損による事故報告
生活福祉委員会
防災
内部情報システム通知
庁内通知（４月～３月）
庁内依頼
区報（４月～３月）
危機管理関係
会議室予約
イントラネット・グループウエア
常～めぐろ　エコ・プランⅡ　推進計画・実行計画
めぐろ　エコ・プラン　通知
窓口改善担当資料
行政管理（８月～３月）
行政管理（４月～７月）
組織改正・定数関係
大量郵便物等調査
公印　印影打出し文書処理台帳
郵便料金受取人払承認申請書
郵便物差出票（８月～１１月）
郵便物差出票（４月～７月）
郵便物差出票（１２月～３月）
金券整理簿(４月～３月)
公印（新調/改刻/廃止）申請書
電子計算組織による公印印影打出し承認申請書
郵便切手交付申請　税務課・滞納対策課（徴収第３係を除く）
常～ファイリングシステムの手引き
常～ファイル基準表（３１）
ファイリングシステム
常～事務取扱基準
立案請求
端末操作処理権限
情報セキュリティセルフチェック
入出等管理簿
情報資産持出管理簿
私物利用管理簿
情報化推進委員会
常～行政情報の開示請求について
課税台帳閲覧
特定個人情報保護評価
常～情報公開・個人情報保護審議会
常～公文書公開基準
常～支援措置情報提供２６
セキュリティ実施手順
課税台帳（申告書・給報）
常～自己情報の開示請求について（１９～３１）
常～個人情報目的外承認協議書（その他の部）
常～個人情報外部提供３１
常～個人情報保護・目的外利用申請書
個人情報目的外承認・全般
常～個人情報目的外承認協議書
常～個人情報業務の開始・変更・廃止の届出について
常～個人情報目的外承認協議書（区民生活部）
時間外勤務縮減対策報告
飲食届
常～職員の旧姓使用
人事通知
人事課収受押印済個人番号提供カード専用封筒３１年分
事故報告書
個人番号取得事務管理簿（雇用事務用）３１年分
通勤届　２２～
非常勤任用
通勤手当確認経路一覧

休暇簿 非常勤職員休暇簿
職免 職免申請書（３１年分）

時差出勤利用申請書
在庁理由入力記録簿
常～服務の手引き
短期の介護休暇申請書
出勤時刻データ修正記録簿
欠勤届（３１年８月～１２月分）
欠勤届（３１年４月～７月分）
欠勤届（３２年１月～３月分）
その他休暇申請書（３１年分）
その他休暇申請書（３２年分）
常～子の看護休暇確認票
給与通知
非常勤職員報酬支給仕訳書

ファイリングシステム

例規・要綱

税情報

個人情報

人事 人事全般

服務

給与

税務課 共通 庶務

めぐろ　エコ・プラン

行政管理

文書
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 税務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
雑給仕訳書（４月～９月）
雑給仕訳書（１０月～３月）
給与減額免除申請簿（令和２年分）
給与減額免除申請簿（３１年分）
旅行命令簿（宿泊旅行）復命書
事務引継超過勤務等依頼
被服貸与
研修案内（９月～３月）
研修案内（４月～８月）
研修生推薦（４月分～８月分）
研修生推薦（９月分～３月分）
倫理ミーティング
福利
健康管理
安全衛生委員会
常～物品名鑑
常～備品操作マニュアル
備品管理通知
財務通知
財務システムの雑部金等の科目確認
物品処分
常～保証書及びカタログ
３１当初予算書
３１補正予算（補正１号）
３１補正予算（補正２号）
３２当初予算見積資料
３２当初予算見積書
３２当初予算書
３２当初予算復活要求
予算通知
予算編成概要
予算要望書

予算管理 予算変更申請書兼決定書
歳出管理（１０月～１２月）
収納金日報（４月～９月）
収納金日報（１０月～３月）
収納金収入報告書
収支予定表
都民税払込み
歳入管理（振替収支）
歳出管理（１月～３月）
歳出管理（４月～６月）
歳出管理（７月～９月）
歳入管理
監査資料
収入未済繰越
決算書
決算関係調査回答
区民生活部事業概要
決算参考資料
主要な施策の成果等報告書
契約事務
再委託承諾決定通知書
常～共同発送（確定申告書、年末調整関係資料）
常～共同刷成（給与支払報告書等）
常～長期継続契約
３１年度年間契約
令和２年度年間契約
賦課納税費・役務費
賦課納税費・負担金、補助及び交付金
賦課納税費・委託料
図書追録支出
賦課納税費・一般需用費（図書）
賦課納税費・使用料及び賃借料
賦課納税費・一般需用費（参考資料）
賦課納税費・一般需用費（共同印刷）
契約依頼書（１０月～３月）
契約依頼書（４月～９月）
支出負担行為書（４月～９月）
長期継続契約
支出負担行為書（１０月～３月）

契約依頼書５０万円以
上（契約課契約）

契約依頼書５０万円以上

支払完了済（４月～６月）
支払完了済（３０万円以上）
支払完了済（１月～３月）
支払完了済（７月～９月）
支払完了済（１０月～１２月）
欠員代替臨時職員雇用協議書
臨時職員賃金支給仕訳書
雇用承諾書兼勤務条件明示書
雇用計画表
当初用臨時職員関係
臨時職員通知文

人事

給与

超勤・旅行命令簿

研修･福利厚生

契約全般

賦課納税費

契約依頼書５０万円未
満（自所属契約）
支出負担行為書

税務課

財務 財務全般

予算編成

予算執行

決算・監査

契約

支払完了済

臨時職員 臨時職員全般
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 税務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
臨時職員関係書類
臨時職員出勤簿
臨時職員通知文（産・育代替）
常～新税検討状況
常～課内要領・要綱
常～新税他区検討結果
常～税務課キャビネット一覧
地方税共同機構（旧：地方税電子化協議会）総会
取引明細調査手数料
常～国税連携３１
職員表彰
地方税共同機構（旧：地方税電子化協議会）
封入封緘委託
国税連携ビューワ
プレミアム付商品券
納税キャンペーン・税務体験研修
庶務事務
課内端末・イントラネット
区報掲載依頼（外部団体）
区報掲載依頼（めぐろ区報）
ポスター掲示等依頼（１０～３月）
ポスター掲示等依頼(４～９月）
「くらしのガイド（区民便利帳）」原稿
発行計画
広報関係調査回答
税を考える週間
非常職員職員証
徴税吏員証
担当課長担任事務等
照会・回答（東京都）
照会・回答（庁内・税関係）
照会・回答（庁内８月～９月）
照会・回答（庁内６月～７月）
照会・回答（庁内４月～５月）
照会・回答（庁内１月～３月）
照会・回答（庁内１０月～１２月）
照会・回答（市区町村）
照会・回答（その他の団体）
照会・回答（課税状況等の調）
寄付金控除関係通知
情報提供ネットワークシステムによる情報提供
情報提供ネットワークシステムによる情報照会
照会・回答（都民税報告）
調査・回答（目黒税務署）
国民健康保険・介護保険・後期高齢・税務署
住民税照会・回答（個人）
常～軽自動車税の環境性能割に係る非課税等に関する取扱い３１
常～育児休業期間中の徴収猶予について２９
常～守秘義務解説
常～電子帳票２９
常～納税者番号概要２９
地方税法改正通達
東京都等通知
第３ブロック税務研修会
照会、回答
常～特別区税務課長会（会則）
税理士登録申請書副本
都税事務所
東京都（行政部）
目黒青色申告会
目黒税務署
目黒法人会
(財)東京税務協会
関係団体・区政功労者表彰
税理士会目黒支部
常～税務団体役員名簿
その他の団体
三税協議会
納税貯蓄組合　会報
常～納税貯畜組合役員変更通知
常～納税貯畜組合名簿（平成１１年度版）
常～納税貯畜組合表彰基準
常～「中学生の税についての作文・標語」表彰取扱要領
納税貯蓄組合連合会通知
中学生の税に関する作文
常～納税貯蓄組合連合会　関係資料
常～納税貯蓄組合長変更届
懸垂幕掲出申請
納税貯蓄組合連合会　要領・基準
納税貯畜組合補助金
常～区民まつり（納税貯蓄組合連合会）
常～ 納税貯蓄組合連合会事業補助金審査基準・処分基準
常～過年度申請書
常～臨時福祉給付金

税務課

納税貯畜組合

臨時福祉給付金

臨時職員

税務課共通 税務課全般

税務課広報・公聴

税務課年度当初

照会・回答

法規・通達

税務課長会

関係官庁・団体

臨時職員全般
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 税務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～支払調書テープ仕様
令和２年度課税分給報等パンチ送付内訳
各種届出書類（パンチ委託関係）
都民税の払込
常～延滞金率特例基準割合
過誤納還付金等の報告
按分率
不納欠損
徴収取扱費
滞納異動調書
特別区税に関する調・徴収状況に関する調
特別区徴収実績
都民税調定見込
歳入還付
第３ブロック税収見込担当者会議
軽自動車税（環境性能割）の調定
常～第三ブロック研修
課内研修(税制改正)
課内研修資料
戸籍住民課研修
常～証券税制改正研修
新人研修
地区サービス事務所研修
新税務組織体制検討ＰＴ（３０年１２月発足）
運用管理相談票
中間サーバー接続端末
基幹システム・団体内統合宛名システム設定
常～課税資料イメージ管理システムスキャンニングシステム資料
常～課税資料イメージ管理システム資料
課税資料管理システム開発
常～基幹システムにおけるセキュリティ
常～セキュリティ強靭化対策等
常～地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存の承認について
電算通知
端末延長申請･増設要望
税額シミュレーション
３１年度年間処理計画
住基ネット調査による宛名更新処理シート
住基ネット・統合端末
常～システムダウン時の対応
常～封入封緘機操作説明書
常～証券税制改正資料１５
常～国税データ委託の電算運委会・情報審諮問
常～データ容量協議
常～端末操作記録の取得・保存１５
普徴庶務(依頼・回答）
普通徴収発送文書
普通徴収納税者への文書等
常～審査請求
常～異議申立て（平成１９年度）
常～住宅ローン控除ＰＴ
寄付者名簿
戸籍謄本請求(回答）６月１５日まで
戸籍謄本請求(回答）７月１５日～３１日
戸籍謄本請求(回答）７月１５日まで
戸籍謄本請求(回答）８月１５日～３１日
戸籍謄本請求(回答）８月１５日まで
戸籍謄本請求(回答）９月
戸籍謄本請求(回答）２月１５日～３月
戸籍謄本請求(回答）６月１５日～３０日
戸籍謄本請求(回答）１月～２月１５日まで
戸籍謄本請求(回答）１２月
戸籍謄本請求(回答）１１月
戸籍謄本請求(回答）１０月
戸籍謄本請求(依頼）
戸籍謄本請求(回答）４月～５月
介護保険関係情報照会
その他の団体への照会
課税内容調査（１０月後半）
課税内容調査（１１月）
課税内容調査（１２月～）
課税内容調査（４月～６月）
課税内容調査（７月１１日～２０日）
課税内容調査（７月１日～７月１０日）
課税内容調査（７月２１日～７月３１日）
課税内容調査（８月１１日～８月２０日）
課税内容調査（８月１日～８月１０日）
課税内容調査（８月２１日～８月３１日）
課税内容調査（９月１１日～９月２０日）
課税内容調査（９月１日～９月１０日）
課税内容調査（９月２１日～）
義務者への調査依頼
生活保護者名簿の閲覧申請
他市町村からの照会に対する回答

税務課

課税資料入力

区税歳入

税務課共通

課内研修

課内プロジェクト 税務プロジェクト

電算

電算マニュアル

普通徴収 普徴全般

戸籍謄本請求

調査
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 税務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
他市町村への照会
扶養照会・前職照会
必要経費照会
納税者住所照会
二重扶養照会
家屋敷課税者の賦課状況調査
常～減免処理要綱
常～災害に伴う納期限延長(平成１６年～）
調定（普通徴収）
特別区民税・都民税の減免について（１０月～３月分）
特別区民税・都民税の減免について（災害減免）
常～減免処理要領
特別区民税・都民税の減免について（災害減免）
特別区民税・都民税の減免について（４月～９月分）
納税係への充当依頼
納税管理人に関する決定通知
常～所得率表
常～封入・封緘
口座振替異動連絡票
納税管理人(目黒地区）
納税管理人(碑文谷地区）
相続人代表者指定通知
相続人代表者指定(変更）届
常～送付先変更届（目黒地区）
常～送付先変更届（碑文谷地区）
社会保険庁資料（過年遡及分含む）
相続人不明
２９４条の３項通知予定者について
２９４-３取り消し通知
２９４の３通知送付分６月以降
２９４の３通知送付分６月（起案用紙）
２９４の３通知収受分(駒場～大橋）
２９４の３通知収受分(祐天寺～南）
２９４の３通知収受分(目黒～五本木）
２９４の３通知収受分(碑文谷～大岡山）
２９４の３通知収受分(上目黒～三田）
２９４の３通知収受分(緑が丘～東が丘）
常～予納台帳・計算書２
常～予納事務処理マニュアル
常～予納台帳・計算書１
納税通知の公示送達(普通徴収）
常～転写コピー機借上
確定申告の用紙配布及び仮収受
住民税申告書の送付
扶養親族等申告事務
住宅借入金等控除事務
寄附金控除事務
常～当初事務処理マニュアル
常～取扱方針の決定等
常～２６年度当初事務担当（賦課ファイル前確認案件）
常～通常事務処理フロッピー
常～通常事務取扱いマニュアル
常～通常事務処理マニュアル
支払調書処理
常～検税実施要領
常～コンビニ検税
前住地照会
検税実施結果（集計表･総括表･報告書）
常～所得調査書見本
過年度検税（給報）リスト
常～他課への協力依頼
常～新聞販売店に対する調査
検税実施
常～繰戻損失(東が丘１～２）
常～繰戻損失(八雲１～５）
常～繰戻損失(碑文谷１～６）
常～繰戻損失(平町１～大岡山２）
常～繰戻損失(目黒本町１～目黒本町４）
常～繰戻損失(目黒本町５～目黒本町６）
常～繰戻損失(中目黒１～下目黒６）
常～繰戻損失(中町１～祐天寺２）
常～繰戻損失(中根１～柿の木坂３）
常～繰戻損失(中央町１～中央町２）
常～繰戻損失(鷹番１～３）
常～繰戻損失(緑が丘１～３）
常～繰戻損失(原町１～南３）
常～繰戻損失(駒場１～上目黒５）
常～「繰戻有・済」対象者リスト
常～繰戻損失(自由が丘１～３）
常～（特定）居住用財産の繰越損失（碑文谷地区分）３１
常～（特定）居住用財産の繰越損失（目黒地区分）３１
常～上場株式等譲渡・配当所得の繰越損失（碑文谷地区分）３１
常～先物取引の繰越損失（目黒地区分）３１
常～青色・白色事業専従者控除に係る純損失（碑文谷地区分）３１

税務課

調定･減免

普徴賦課

普徴賦課２９４の３通
知

公示・予納

申告書・決定決裁書

税制改正による申告書
等

普通徴収

調査

納税義務者への照会

当初事務処理

通常事務処理

検税

繰戻損失

上場株式等繰越損失管
理
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 税務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～青色・白色事業専従者控除に係る純損失（目黒地区分）３１
常～先物取引の繰越損失（碑文谷地区分）３１
常～上場株式等譲渡・配当所得の繰越損失（目黒地区分）３１
２３区の状況
過年度検税（給報）リスト
常～特別徴収税額通知書の様式
常～特別徴収推進
常～特別徴収のしおり
常～退職所得の手引
常～磁気テープ取扱基準（給報）
常～給報ＭＴ提出申請書・承認書（承認書）～１７年
常～給報ＭＴ提出申請書・承認書（手引き）
eLTAX端末（修理・保守）
常～特別徴収外部委託
常～特徴トラブル事例（Ｈ２０年度～）
常～給報ＭＴ提出申請書・承認書（承認書）１８年～
常～給報ＭＴ提出申請書・承認書（資料）
常～エルタックス（審査・運用）
平成３１年度分帳票発注（特徴全般）
特徴推進関連資料
東京都等からの通知
給与支払報告書（総括表）の送付
年金特徴通知
特徴封入外部委託
常～非居住者・死亡等給報
常～退職所得の特別徴収関連
常～公的年金支払報告点検要領
常～証券税制等マニュアル
常～給与支払報告書点検要領
常～確定申告問題集
平成３１年度給与支払報告書
調定（給与特徴）
調定（年金特徴)
常～特別徴収外部委託３１
月例課税通知の発送（賦課・決定）
常～特徴給報請求書発送の事務の流れ３１
常～行政事件訴訟法改正に伴う特徴通知への教示文書同封について３１
所得等の調査依頼書
常～納期の特例（申請分・平成２７年度分）
常～納期の特例（申請分・平成２８年度分）
常～納期の特例（申請分・平成２９年度分）
常～納期の特例（申請分・平成２４年度分）
常～納期の特例（申請分・平成２５年度分）
常～納期の特例（申請分・平成３０年度分）
納期の特例解除分
常～納期の特例（申請分・平成２６年度分）
常～納期の特例（申請分・平成３１年度分）
常～年末調整説明会会場予約申請
給報連続用紙の交付
給報連続用紙受領書
給報連続用紙申込書
共同印刷物
年末調整説明会開催起案
年末調整説明会税務署との事前打合会議
常～給報等共同印刷の検討
常～給報連続用紙申込台帳
常～年末調整原稿
所在地・名称等変更４１（１０月～３月）
所在地・名称等変更４１（４月～９月）
所在地・名称等変更４２
所在地・名称等変更４３（１０月～３月）
所在地・名称等変更４６
所在地・名称等変更４４
所在地・名称等変更４７・４８
所在地・名称等変更４９
所在地・名称等変更４５
所在地・名称等変更４３（４月～９月）
所在地・名称等変更６２（１月～３月）
所在地・名称等変更６２（４月～６月）
所在地・名称等変更６２（７月～９月）
所在地・名称等変更７５
所在地・名称等変更８５
所在地・名称等変更６２（１０月～１２月）
所在地・名称等変更６１
所在地・名称等変更５６
所在地・名称等変更５５（４月～９月）
所在地・名称等変更５５（１０月～３月）
所在地・名称等変更５４
所在地・名称等変更５３（４月～９月）
所在地・名称等変更５３（１０月～３月）
所在地・名称等変更５２
所在地・名称等変更５０
所在地・名称等変更５１
両年度異動対象者リスト

税務課

普通徴収

上場株式等繰越損失管
理

特別徴収 特徴全般

賦課処理要綱

賦課・調定

納期の特例

年末調整

所在地等更正（４１～
４９）

所在地等更正（５０～
８５）

特徴各種リスト処理
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 税務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
両年度異動対象だが異動済リスト
普特変更者リスト
年度違いの退職資料チェックリスト
特徴給報かつ支払額０円リスト
住民番号変更による両年度転勤・切替もれリスト
両年度転勤もれリスト
転勤可能リスト
当初特徴死亡者切替可能リスト
切替可能リスト
被扶養者名・前職支払額に関する文書
当初注意文書(処理済み)
徴収方法（給特差）に関する注意文書
住所誤報
受給者番号・通知日指定に関する文書
常～退職所得にかかる住民税注意文書
合併（処理済）
常～特徴システム変更
常～特徴研修（原稿）２３～
常～特徴当初通知（打出～封入～発送まで）
常～特徴研修（原稿）（参考資料）
常～委託事業者への照会・回答
年金特徴全般
常～　年金特別徴収処理要領
常～エルタックス各種書類
ホストシステム処理依頼
常～　年金特徴リーフレット
仮徴収中止通知・リスト
常～　年金特徴管理

官庁会計システム機器
更新

官庁会計システムの機器更新に伴う職員用パソコン接続試験の実施について

常～行政財産使用許可書
たばこ功労者感謝状贈呈式
たばこ税増収対策
たばこ税通知
常～たばこ功労者感謝状贈呈要綱　３１
常～たばこ自動販売機譲与等規準　３１
常～物品貸付契約　３１
常～たばこ販売業者名簿　&#１２８９１;
常～（会社名）保管
常～栗東町条例の経緯　３１
常～市町村たばこ税都道府県交付金　３１
常～渋谷たばこ協同組合　３１
常～たばこ大口業者　３１
たばこ税申告資料（１０～３月）
たばこ税申告資料（４～９月）
たばこ税申告書（１０～３月）
たばこ税申告書（４～９月）
たばこ税調定
たばこ税納入済通知書
常～たばこ税の取扱について　３１
常～たばこ税課税台帳　３１
常～たばこ税（会社名）
常～たばこ税（会社名）
常～たばこ税（会社名）
たばこ税手持品課税調定（平成３０年１０月１日）
たばこ税手持品課税不申告加算金（平成３０年１０月１日）
たばこ税手持品課税調定（平成３１年１０月１日）
たばこ税手持品課税申告書（平成３１年１０月１日）

入湯税 入湯税全般 常～入湯税参考資料　３１
常～臨時運行許可事務取扱要領　３１
常～臨時運行許可照会・回答　３１
臨時運行許可通知
常～返納督促（２７年度～２８年度発生分)
常～返納督促（２５年度～２６年度発生分)
常～返納督促（２３年度～２４年度発生分)
常～返納督促（２０年度～２２年度発生分)
常～返納督促（１９年度発生分)
常～返納督促（３１年度発生分～
亡失・毀損届
臨時運行許可台帳
臨時運行許可証
常～返納督促
臨時運行許可無効告示
常～返納督促（２９年度～３０年度発生分)
常～臨時運行許可全般　３１
常～審査基準
常～審査基準
常～臨時運行許可番号標台帳　３１
自動車臨時運行標識弁償金
手数料納入済通知書（１０月～３月）
手数料納入済通知書（４月～９月）
手数料領収証書（１０月～３月）
手数料領収証書（４月～９月）
臨時運行許可日計表

税務課

特別徴収

公的年金からの特別徴
収

たばこ税 たばこ税全般

調定

たばこ税滞納整理

たばこ税手持品課税

特徴各種リスト処理

特徴当初注意文書

特徴処理マニュアル

税外 臨時運行許可全般

臨時運行許可手数料
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 税務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～臨時運行許可手数料改定　３１
臨時運行許可申請書（７月分）
臨時運行許可申請書（６月分）
臨時運行許可申請書（５月分）
臨時運行許可申請書（４月分）
臨時運行許可申請書（８月分）
臨時運行許可申請書（３月分）
臨時運行許可申請書（１０月分）
臨時運行許可申請書（１１月分）
臨時運行許可申請書（１２月分）
臨時運行許可申請書（１月分）
臨時運行許可申請書（９月分）
臨時運行許可申請書（２月分）
常～税証明申請書ダウンロードサービス
滞納処分に係る特別区税の納税証明
常～都区市町村電子自治体共同運営協議会税分科会
歳入還付
税証明マニュアル
コンビニ交付
常～課税証明帳票
常～証明手数料免除取扱基準
常～証明書根拠法令
常～証明書取扱基準
証明発行全般
常～ＤＶ支援措置関連３１
常～証明件数統計表
常～証明発行停止申出３１
常～証明発行停止申出３０
常～税証明マニュアル
常～電子申請による証明発行について
電子収納による税証明書手数料等の収納３１
郵送料等受入３１
電子申請の登録・内容変更
課税状況の照会・回答（処理済４月～９月）
証明発行地区あて通知文書
他課からの依頼・通知文書
他課への依頼・通知文書
課税状況の照会・回答（処理済１０月～３月）
常～証明及び手数料に関する調査回答
関係省庁依頼通知文書
依頼・通知文書（市区町村以外）
課税状況の照会・回答（起案）
郵便切手所管替通知書兼郵便切手所管替受入通知書
送達郵便切手買上げに要する経費の支出による支出命令書
常～送達郵便切手買上げ経費用現金出納簿
送達郵便切手買上げに要する経費の支出
証明手数料済通知書（６月～７月）
証明手数料済通知書（２月～３月）
証明手数料済通知書（１０月～１１月）
証明手数料済通知書（１２月～１月）
証明手数料済通知書（８月～９月）
証明手数料済通知書（４月～５月）
証明月報及び調定内訳（４月～９月）
証明月報及び調定内訳（１０月～３月）
証明手数料領収書（１月～３月）
証明手数料領収書（４月～６月）
証明手数料領収書（７月～９月）
証明手数料領収書（１０月～１２月）

区税証明申請書（４月
～６月）

区税証明書申請書

区税証明申請書（７月
～８月）

区税証明書申請書

区税証明申請書（９月
～１０月）

区税証明書申請書

区税証明申請書（１１
月～１２月）

区税証明書申請書

区税証明申請書（１月
～３月）

区税証明書申請書

常～ファイル基準表（２８～
常～ファイル基準表（２７～
常～ファイル基準表（２５～２６）
常～ファイル基準表（２３～２４）
常～ファイル基準表（２１～２２）
書留授受簿
常～ファイル基準表
常～コードレス電話取り扱い説明書
常～事業評価制度
料金受取人払郵便封筒
常～ファイル基準表（１９～２０）
非常勤職員休暇簿
職務専念義務申請書
出退勤時刻データ修正記録簿
欠勤届
その他休暇申請書

税務課

税外

臨時運行許可手数料

臨時運行許可申請書

証明 証明全般

電子申請

証明の通知・調査回答

送達郵便切手買上げ

証明手数料済通知書

証明月報・調定内訳

証明手数料領収書

区税証明申請書

納税事務共通 文書

服務
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 税務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
非常勤職員出勤簿
常～休暇マニュアル
非常勤職員休日等振替命令簿
非常勤職員年休簿
非常勤職員欠勤・遅参・早退簿及び報酬減額免除申請簿
常～給与減額免除申請簿（特別整理係）
常～給与減額免除申請簿（徴収第二係）
常～給与減額免除申請簿（徴収第一係）
常～給与減額免除申請簿（債権回収係）
旅行命令簿（非常勤職員）
旅行命令簿（常勤職員）
超過勤務等命令簿
常～軽自動車検査情報市町村用提供サービス利用開始に伴なう資料
収納事務委託
公金収納ネットワークサービス利用申込書・承諾書
個人情報保護に関する特記仕様書の報告
常～公金に関する契約資料
常～マルチペイメント・コンビニ収納等（会計課関係資料）
個人情報保護に関する特記仕様書の報告
常～マルチペイメント・コンビニ収納に係る基本協定

備品 常～備品取扱説明書
常～公印印刷印影承認等資料
相続人代表者指定(変更）届
常～納付書の様式変更
常～マルチペイメントネットワーク資料
常～クレジット収納
当初予算編成資料
相続人代表者指定通知
義務者あて文書
次年度用印刷依頼
常～キャッシュカードの取扱基準
証券受託手数料未済分の取扱
常～平成２７年度行政監査結果（収納業務委託）
地区サービス事務所マニュアル
電話・窓口対応
公印印刷印影承認申請
収納事務委託
住所照会（特別区民税・都民税、軽自動車税）
他課あて依頼・通知
収納事務取扱要領
常～前納報奨金制度改正の立案請求
会計事務処理要領
常～係間連携
常～事務処理変更
常～磁気テープ交換方式による口座振替の取扱変更
常～住所照会結果（住民票等）
宛名同定確認表
常～送付先変更届
常～法解釈に関する他機関からの回答
情報システム関連予算要求（事前相談）
常～不渡り小切手の取り扱いについて
調査・回答
議会関係
常～東京都主税局等からの通知
常～東京都主税局への通知
常～滞納処分の執行停止事務取扱基準
常～収入未済対策委員会（税・国保部会）
常～区長との連座懇談会
常～区税滞納整理指針
常～確認書
常～S.H預金口座誤認差押
滞納対策課庶務
人事・定数関係
決算・監査関係資料
滞納整理ネットワーク
常～特別区税徴収計画
予算要求資料
自治体支援プログラム導入
常～帳票設計
常～端末機導入
常～他自治体帳票サンプル
常～詳細設計書
常～概要設計書
常～ベンダー連絡先
常～ＭＰＮ帳票ガイドライン
常～ＭＰＮ収納用郵便振替口座
常～みずほ公務センターシステム更改
障害連絡（ＭＰＮ）
常～コンビニ帳票ガイドライン
常～共同利用センターサービス仕様書
常～納入済通知書ＭＴ協定書（特別徴収）
特別区民税・都民税予納金
常～収入データ使用媒体変更手続
常～ＯＣＲ読取機導入検討

税務課

納税管理全般

滞納対策管理

コンビニ・マルペイ収
納開発

歳入

納税事務共通

服務

給与

契約

電算システム

納税管理
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 税務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～基幹系システムに関するシステム仕様書
常～基幹系システム再構築業務別冊子
常～カスタマーバーコード
常～課税電算直接保守の代行用手順書
常～基幹系システム再構築作業部会・連絡会等資料
常～指定金融機関システム関連
常～住民記録系端末外字導入
課内納付書印刷プリンタの入替準備
常～基幹系システム元号改正対応
常～証券税制改正システム開発（納税）
常～西暦２０００年危機管理対応
常～端末操作説明書
常～電算担当者研修資料
常～特別徴収ＯＣＲ再発行納付書の使用開始
常～マルチペイメント・コンビニ収納の導入資料
マルチペイメントネットワーク
常～クレジットカード収納
常～モバイルレジについて
常～運用管理相談票・運用管理票・リリース確認書等
常～運用管理相談票取扱
常～金融機関独自様式払込領収証について
常～公金決済サービス（マイナポータル）
常～公金収納ネットワークサービス
常～指定金融機関・公務事務センター通知
常～指定金融機関元号改正対応
常～地方税共通納税システム
常～ＭＰＮセンタ更改
常～基幹系システムに係る障害等
常～税務課・滞納対策課月例会
オンラインサービス時間延長申請書・決定書
常～指定金融機関基幹システム更改に係る読取テスト
常～各種納付書ＯＣＲ・収入データ仕様

様式 常～催告書様式
常～MPN共同利用センターユーザー登録依頼書
常～端末操作員パスワード
システム担当一時保存文書
直接保守完了分
常～公金収納ネットワークサービス　ＶＩＰＳ　ＬＩＮＫ利用職員申請
常～年金特徴に伴うシステム改修関係
常～軽自動車税税制改正に伴うホストシステム改修
常～ホストシステム処理依頼書
システム用宛名同定確認表
クレジットカード収納　金額集計表ほか
指定代理納付者の指定（クレジット収納）
常～　クレジットカード収納の導入
常～クレジットカード収納事故報告
通知・調査回答
常　事故報告
常～特別区税条例の一部改正起案・通達
納付勧奨
口座異動用住基異動一覧
口座振替一件取消依頼書
口座振替開始通知送付一覧表
口座振替個別請求
口座振替不能対象者一覧表
口座登録異動一覧表
常～金融機関異動に関する通知
常～区内金融機関あて依頼
常～磁気テープ交換による公金の預金口座振替に関する協定書（写）
媒体交換不参加金融機関
常～口座振替ＭＴテープ授受日程表
常～口座振替処理方法
常～自動払込利用承認書
常～口座振替システム
常～口座振替事務取扱要領
常～口座振替取扱基準
常～他自治体等口座振替
口座振替関係照会・回答
口座振替テープ送達書
常～口座振替関連根拠法令等
常～口座振替加入推奨
常～磁気テープ交換方式金融機関一覧
金融機関登録異動一覧
常～口座振替依頼書
口座振替取消分依頼書
常～口座振替依頼書　仕様書
常～口座振替依頼書送付・設定・処理
口座振替依頼書（平成２２年度）
口座振替依頼書（平成２３年度）
口座振替依頼書（平成２４年度）
口座振替依頼書（平成２５年度）
口座振替依頼書（平成２６年度）
口座振替依頼書（平成２７年度）
口座振替依頼書（平成２８年度）

税務課

システム依頼

クレジットカード収納

納税奨励 納付勧奨

口座振替全般

口座振替通知依頼書

電算システム

コンビニ収納

納税管理
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 税務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
口座振替依頼書（平成２９年度）
口座振替依頼書（平成３０年度）

金融機関異動 常～金融機関異動通知（東京都特別区公金収納取扱店異動一覧）
窓口対応連絡票
官庁支出官払分歳入計上表
マイナポータルによる公金収納
コンビニ収納に係る徴収事務委託（告示）
ゆうちょ銀行受ＭＰＮ様式納入済通知書（手書訂正分・読取不可分）
都民税払込み
常～CVS・MPN収納（事故・トラブル）
常～フォームバースター簡単ガイド
窓口対応連絡票
常～税額変更前納付書使用者への通知
関係機関からの通知
ＭＰＮ/ＣＶＳ収納個別システム運用管理簿
常～別段預金処理簿
常～収納管理ファイルサーバー
関係機関への通知
別段預金（官公庁への回答書）
都民税控除不足額　発生統計リスト（集計内訳）
税務代理権限証書
常～窓口納付時の本人確認
常～納付委託事務の取り扱い（納税係）
納付委託証券整理票（終了分）
常～納付委託証券整理票（進行中）
常～納付委託証券返戻請求書
振替（１月～３月）
振替（４月～６月）
振替（７月～９月）
常～充当処理（例外）
振替（１０月～１２月）
期別振替
常～都区按分清算振替収支
誤収納分の振替収支
控除不足賦課時充当　振替収支票
金券整理簿（４～６月）
金券整理簿（１～３月）
金券整理簿（１０～１２月）
科目抽出日別トータルリスト
センター処理リスト（普通徴収・特別徴収分）
センター処理リスト（軽自動車税分）
ＯＣＲ日付訂正リスト（普通徴収・特別徴収分）
ＭＰＮ／ＣＶＳ歳入計上予定表
ＭＰＮ／ＣＶＳ計上予定リスト（普通徴収・特別徴収分）
ＭＰＮ／ＣＶＳ計上予定リスト（軽自動車税分）
特別区民税延滞金調定
普通徴収日票（滞納繰越分）
普通徴収日票（現年分）
現金出納簿（金銭出納員用）
軽自日票（滞納繰越分）
軽自日票（現年分・ＯＣＲ納付日訂正分）
金券整理簿（７～９月）
普通徴収日票（ＯＣＲ納付日訂正分）
納付書（原符）整理票
特別徴収日票（滞納繰越分）
特別徴収日票（現年分）
特別徴収日票（ＯＣＲ納付日訂正分）
特徴ＯＣＲ金融機関納付日一覧表
窓口収納集計表
窓口収納分払込領収書・済通
ＯＣＲ納付日訂正リスト（軽自動車税分）
常～郵便振替収納廃止
郵便振替誤納金還付
常～郵便振替口座変更届
デイリー収入日計表
常～特別区税集計表
常～都民税（個人）過誤納金等報告書
常～延滞金調定マニュアル
日計表（普通徴収分）
日計表（年金特別徴収分）
日計表（特別徴収分）
日計表（退職所得分）
日計表（軽自動車税）
徴収金割集計票
収納金収入報告書
収入報告（特別徴収）
収入状況報告書
軽自動車税日次収納消込リスト
常～都税払込直接徴収分の事務処理
按分振替振替命令書
東京都収入内訳書・都庁局所別番号一覧表（２～３月）
東京都収入内訳書・都庁局所別番号一覧表（１２～１月）
東京都収入内訳書・都庁局所別番号一覧表（１０～１１月）
退職所得収入に係る還付請求

税務課

納税奨励

口座振替通知依頼書

収納管理 収納管理全般

納付委託

振替・充当

収入日計

郵便振替

収入報告 収入報告

収入

按分振替
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 税務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
退職金に係る特別徴収分　調定・収納連絡票
特別徴収ＭＴ送達書
東京都収入内訳書・都庁局所別番号一覧表（８～９月）
年金特徴義務者別集計
東京都収入内訳書・都庁局所別番号一覧表（４～５月）
東京都収入内訳書・都庁局所別番号一覧表（６～７月）
退職資料（納入申告書）
日本年金機構　返納金内訳書（年金特徴還付）
課税係からの充当依頼
還付月計表
還付口座振替依頼書
還付時効リスト
還付充当通知書発送者一覧
還付状況表
常～Ｈ２７年度　年特還付手続きについて
還付保留決定
還付未済リスト
区都民税・軽自動車税の科目間充当について
現金出納簿（資金前渡受者用）
資金前渡概算支出見込表
振込明細一覧表・口座振込集計票・口座振込依頼書兼明細書
還付口座死亡者一覧（口座異動用住基異動一覧）
還付通知書公示送達
還付通知発送
キャッシュカード取扱基準
官公庁納入告知書による支払起案・支出命令書
還付加算金の適用について
還付金時効消滅の照会
還付金戻入
還付出納閉鎖
還付前渡金預金利子調定
常～還付勧奨通知の変更
常～還付決定（例外）
常～還付通知書見直し
税務係へ提出する統計調査
前渡金の支払起案・支出命令書
年金特徴義務者還付支払起案・支出命令書
還付勧奨通知発送
所得変動誤還付請求
常～控除不足額取り戻し請求事務手順
常～控除不足額取り戻し請求パンフレット
常～控除不足額取り戻し請求決定
常～要綱・要領
常～差押マニュアル
国保料送付書
国保法§１１０の２（欠損対応）
高額医療費未納者リスト
国保異動届（写し）
差額分納
消込エラー
あて名入力確認票９月～１２月
あて名入力確認票（平成２９年度まで）
国外納税通知書送付
納税通知書公示調査票
あて名入力確認票７月～８月
あて名入力確認票１月～３月
あて名入力確認票４月～６月
常～移管案件滞納整理票
後期高齢者医療保険滞納繰越
移管案件納入状況報告書（後期・保育・介護）

差押（債権回収係） 差押（移管案件分）
配当計算書（移管案件分）
済通等(２７・２８年)
議会報告
常～要綱
調査・回答
債権管理メール相談委託
法定調書関係
研修
委託先からの報告書
常～目黒区非強制徴収債権の分類及び措置に関する要綱
専決処分
訴訟、強制執行
非強制徴収公債権及び私債権の回収事業
常～債権管理適正化委員会運営要綱
徴収業務完了通知書２－２
徴収業務完了通知書２－１
徴収業務返還通知書２－２
徴収業務返還通知書２－１
徴収業務移管決定通知（非強制）
支払督促
徴収業務移管案件（非強制）
非強制徴収債権財産調査
非強制徴収債権所在調査

税務課

債権回収係（強制） 債権回収係共通

国保料

税収納

あて名

徴収業務移管案件(強
制）

配当（債権回収係）

収入報告

収入

還付 還付共通

歳出還付

債権回収支援担当（非
強制）

債権回収支援担当共通
（非強制）

移管決定通知（非強
制）

徴収業務移管案件（非
強制）
財産・所在調査（非強
制）
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 税務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～メール相談
常～滞納対策検討部会資料（２４年度）
常～債権回収の取組基準
常～債権管理適正化委員会
常～自治体債権の管理・回収（演習）
常～自治体債権の管理・回収研修
常～収入未済
常～他区視察
常～他自治体参考資料
常～滞納対策作業部会
常～滞納対策作業部会資料（２４年度）
常～滞納対策作業部会資料（２５年度）
常～滞納対策担当者会
常～包括外部監査報告書
常～法律相談
常～目黒区債権管理・回収事務処理マニュアル
常～多重債務問題に関する研修
常～関係所管課へのヒアリング記録
常～軽自動車検査・申請の手引
軽自動車税申告日計表
常～軽自動車転出リスト・覚書
常～軽自動車税ワンストップサービス（ＯＳＳ）について
常～軽自動車税滞納繰越分の減額調定処理
常～三菱自動車燃費試験不正の事務経費
常～軽自動車税　名称変更
関係８区・軽自動車部会
軽自動車申告受付共同処理分担金
常～軽自三団体覚書
常～軽自動車税課税保留・及び職権廃車の取扱基準
常～軽自動車税共同処理に関する事務手順
常～軽自動車税当初課税処理
常～三菱自動車燃費試験不正の対応について
常～東日本大震災による課税取消
常～納税通知書封入封緘委託関連
職権廃車
転出車両リストの提供
閲覧依頼・結果（軽協・陸支）
軽自動車照会･回答
軽自動車税情報の提供（生活保護法第２９条関連）
原動機付自転車の所有者情報の提供（刑事訴訟法１９７条第２項）
原動機付自転車の所有者情報の提供（国税徴収法第１４６条２項）
原動機付自転車の所有者情報の提供（自転車等放置防止条例関係）
原動機付自転車の所有者情報の提供（道路交通法関係）（神奈川県公安委員
会）
原動機付自転車の所有者情報の提供（道路交通法関係）（千葉県公安委員
会）
原動機付自転車の所有者情報の提供（道路交通法関係）（他各道府県公安委
員会）
原動機付自転車の所有者情報の提供（道路交通法関係）（東京都公安委員会
１０月～３月）
原動機付自転車の所有者情報の提供（道路交通法関係）（東京都公安委員会
４月～９月）
弁護士法第２３条の２に基づく照会
再交付申請書
軽自動車検査情報市区町村提供サービス
調定・収納管理等
還付・充当
減免（身体障害者等）
通知書公示
当初納通発送
返戻再送
賦課・更正・取消
標識弁償金
標識無効公示
課税物件異動通知
常～試乗用ナンバープレートの交付、更新

標識弁償金 標識弁償金済通
常～軽自動車税申告書
軽自動車税廃車申告書

都税・県税・主税局 照会・回答（都税事務所・県税・主税局）
２２区・国税・税務署 照会・回答（東京都内の市区町村・国税局・税務署）

照会・回答（他市区町村分）
徴収事務に関するアンケート
銀行からの調査
決定簿起案
生命保険照会（生保協会８．９月分）
納付誓約・徴収猶予・換価猶予
執行停止（徴収第一係）
調査・照会（徴収第一係）１０月～１２月
延滞金減免（徴収第一係）
交付要求の取消
差押・参加差押・交付要求（徴収第一係）
調査・照会（徴収第一係）１月～３月
調査・照会（徴収第一係）４月～５月

税務課

軽自動車税 軽自全般

調定・減免

原動機付自転車

軽自申告書

納税照会・回答

他市区町村・その他

債権回収支援担当（非
強制）

徴収業務一元化

決定簿 係共通

徴収第一係
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 税務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
調査・照会（徴収第一係）６月～７月
調査・照会（徴収第一係）８月～９月
調査・照会（徴収第二係）４月～５月
延滞金減免（徴収第二係）
調査・照会（徴収第二係）１月～３月
調査・照会（徴収第二係）６月～７月
差押・参加差押・交付要求（徴収第二係）
調査・照会（徴収第二係）１０月～１２月
執行停止（徴収第二係）
調査・照会（徴収第二係）８月～９月
調査・照会（徴収第三係）
差押・参加差押・交付要求（徴収第三係）
調査・照会（特別整理係）１２～１月
調査・照会（特別整理係）１０～１１月
生命保険返戻金等取立請求決定簿（用紙請求）（特別整理係）
執行停止（特別整理係）
債権取立（請求）（特別整理係）
差押解除・取消（特別整理係）
差押・参加差押・交付要求（特別整理係）
交付要求額計算書・配当表請求（特別整理係）
調査・照会（特別整理係）２～３月
継～第三債務者納付書管理簿
継～処分管理簿（過年度分）
配当計算書（特別整理係）
調査・照会（特別整理係）８～９月
調査・照会（特別整理係）６～７月
延滞金減免（特別整理係）
調査・照会（特別整理係）４～５月
督促状停止決議書（普通徴収）２期分
督促状公示送達
督促状発付（普通徴収）
督促状停止決議書（普通徴収）４期分
督促状停止決議書（普通徴収）３期分
継～督促状マニュアル・入力方法原稿
督促状停止決議書（普通徴収）１期分
督促状公示送達告示分
督促状公示送達告示分（軽自動車税）
軽自動車税督促状
住民税督促状発送（特別徴収）
督促状公示送達（特別徴収）
継～催告書マニュアル
継～英文催告書（見本）
催告書発送
延滞金減免申請（徴収第一係）４月～７月
延滞金減免申請（徴収第一係）１２月～３月
延滞金減免申請（徴収第二係）１２月～３月
延滞金減免申請（徴収第三係）
延滞金減免申請（徴収第一係）８月～１１月
延滞金減免申請（特別整理係）
延滞金減免申請（徴収第二係）４月～１１月

転出滞納者 転出滞納者の実態調査依頼
執行停止（４月）徴収第三係
執行停止（５月）徴収第三係
執行停止（６月）徴収第三係
執行停止（７月）徴収第三係
執行停止（８月）徴収第三係
執行停止（９月）徴収第三係
執行停止（１０月）徴収第三係
執行停止（１１月）徴収第三係
執行停止（１２月）徴収第三係
執行停止（１月）徴収第三係
執行停止（２月）徴収第三係
執行停止（３月）徴収第三係
執行停止（７月）徴収第二係
執行停止（８月）徴収第一係
執行停止（８月）徴収第二係
執行停止（９月）徴収第一係
執行停止（９月）徴収第二係
特別整理係 執行停止（４月～９月）
特別整理係 執行停止（１０月～３月）
軽自動車税執行停止（徴収第一係）
軽自動車税執行停止（徴収第二係）
国保執行停止（１０月～３月）徴収第一係
国保執行停止（１０月～３月）徴収第二係
国保執行停止（４月～９月）徴収第一係
国保執行停止（４月～９月）徴収第二係
執行停止（１０月）徴収第一係
執行停止（１１月）徴収第一係
執行停止（１２月）徴収第一係
執行停止（１０月）徴収第二係
執行停止（１１月）徴収第二係
執行停止（１２月）徴収第二係
執行停止（１月）徴収第一係
執行停止（１月）徴収第二係

税務課

督促・催告 督促状（普通徴収）

督促状（軽自動車）

督促状（特別徴収）

催告状況

延滞金

決定簿

徴収第一係

徴収第二係

徴収第三係

特別整理係

執行停止 執行停止調書
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 税務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
執行停止（２月）徴収第一係
執行停止（２月）徴収第二係
執行停止（３月）徴収第一係
執行停止（３月）徴収第二係
執行停止（４月）徴収第一係
執行停止（４月）徴収第二係
執行停止（５月）徴収第一係
執行停止（５月）徴収第二係
執行停止（６月）徴収第一係
執行停止（６月）徴収第二係
執行停止（７月）徴収第一係

停止取消決議書 執行停止取消決議書
電話加入権公売 継～ＮＴＴ未納料金調査

差押債権に係る第三債務者履行分等の雑部金から滞納税金への充当
債権差押分収入調定（１２月～１月）
債権差押分収入調定（１０月～１１月）
債権差押
差押更正通知
配当計算書の更正について
取立・換価
取下書・貸付同意書
債権差押分収入調定（８月～９月）
債権差押分収入調定（２月～３月）
債権差押分収入調定（４月～５月）
債権差押分収入調定（６月～７月）
差押解除・消滅（２月・３月分）
差押解除・消滅（１２月・１月分）
差押解除・消滅（１０月・１１月分）
差押解除・消滅（４月・５月分）
差押解除・消滅（８月・９月分）
差押解除・消滅（６月・７月分）

徴収緩和制度 保証人
区税債権無し（４～５月）
区税債権無し（２～３月）
区税債権無し（１２～１月）
区税債権無し（１０～１１月）
交付要求その他
区税債権無し（６～７月）
区税債権無し（８～９月）
交付要求係属照会
常～供託金の請求
常～供託手続
常～供託金

延滞金減免可否通知 延滞金減免可否通知
継　オール東京滞納ＳＴＯＰ強化月間
継　捜索及び財産差押の立会い
継　都引継ぎ収入通知・振替通知
継　東京都職員の目黒区への併任
継　目黒区職員の東京都職員への併任
常～直接徴収に係る払込方法
常～都職員派遣関係
常～都早期引継２９年度分
常～都徴収引継ぎ
常～都徴収引継ぎ２２年度分
常～都徴収引継ぎ２３年度分
常～都徴収引継ぎ２４年度分
常～都徴収引継ぎ２５年度分
常～都徴収引継ぎ２６年度分
常～都徴収引継ぎ２７年度分
常～都徴収引継ぎ２８年度分
常～都徴収引継ぎ２９年度分
常～都徴収引継ぎ３０年度分
都業務体験研修
都実務研修生派遣２９年度
東京都随時派遣２９年度分
継　都引継ぎ収入通知・振替通知
常～都徴収引継ぎ３１年度分
欠損リスト(５項欠損）
欠損リスト(停止欠損）
欠損リスト（時効欠損）
住民税欠損処分決定

軽自動車税欠損 軽自動車税欠損処分決定
原書入力 住民番号一致（処理済分）
住番削除 住番削除（普通徴収・軽自動車）

承通知
成年後見人 常　成年後見人

繰上徴収 繰上徴収
差押調書(謄本)・交付要求通知書等公示送達(４月～７月）
差押調書(謄本)・交付要求通知書等公示送達(８月～３月）
差押調書（謄本）公示送達（法人分）
常～異議申立て　（平成２１～２５年度）
常～異議申立て（平成２６年度～　　　　）
継～異議申立て（平成１１～１３年度）
継～異議申立て（平成１４～２０年度）

税務課

都徴収引継

電算処理 住民税欠損

代理納付

公示送達

執行停止 執行停止調書

滞納処分
差押

差押解除・消滅

交付要求

供託

異議申立書
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 令和元年度 行政情報目録 （区民生活部 税務課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
納付誓約 納付誓約（完納分）

常～「注意」表示対応(電話対応時）マニュアル
課内研修
都区合同職場実習

捜索 捜索
タイヤロック タイヤロック

継～情報化推進委員会・個人情報保護審議会
継～世田谷区インターネット公売資料
継～東京都インターネット公売資料
インターネット公売システム利用に関する契約
継～各種基準
常～差押財産調査報告書
常～復命
常～支出命令等

不動産公売 裁判所への回答
常～基幹系システム再構築　業務別冊子
新システム導入
新システム導入
常～指定金融機関システム媒体変更
常～納付書読取テスト関連資料
常～移行パターンチェック表
常～テスト関連資料
常～システム障害対応
常～データ移行確認報告書（軽自動車税）
常～データ移行確認・結果報告書（納税）
常～データ移行仕様書・定義書（宛名管理ほか）
常～データ移行仕様書・定義書（軽自動車税）
常～データ移行仕様書・定義書（納税・口座）
常～要件整理・基本設計関連資料（宛名管理ほか）
常～要件整理・基本設計関連資料（軽自動車税）
常～要件整理・基本設計関連資料（納税・口座）
常～各種プロジェクト計画書・実施要領
常～専門部会・分科会関連資料
常～賦課統合対応資料
常～ＭＰＮ納付書版下・ポジ
常～選定資料・事前調査
常～全体進捗会議議事録
常～税務課課内ＰＴ資料
常～運用
常～保守
常～キックオフミーティング及び連絡会資料１
常～専門部会資料１
常～全体進捗会議資料１
常～全体進捗会議資料２
常～滞納管理作業部会会議資料１
常～研修
常～賦課統合問題
番号制度対応検討会
常～コンサル研修会及び総務省資料
常～書式テスト
常～本番稼働後の課題
常～データ移行項目定義書
常～交渉記録
休日臨時窓口実施計画
休日臨時窓口実績集計表
常～休日窓口マニュアル

共通 被保険者証返還請求の告知及び弁明書の送付
臨時職員雇用
臨時職員の実績報告、出勤簿
料金後納郵便差出票
郵便切手交付申請・実績報告　滞納対策課徴収第３係
予算流用・基礎間変更・執行委任（徴収第三係）
支出負担行為書（徴収第三係）
契約依頼（徴収第三係）
調査費用支出
常～監査・決算
常～予算見積書
支出命令書（徴収第三係）

滞納整理 不納欠損 不納欠損起案
督促状公示送達起案（後期）
督促状公示送達起案（国保）
督促状起案（国保）
督促状保留（国保）
督促状保留（後期）
督促状起案（後期）
催告書起案（国保）
催告書起案（後期）
収納推進員出勤簿
収納推進員年休簿等
継～実態調査依頼・集計
継～国保資格実態調査協力依頼

税務課

休日窓口

基幹系システム再構築
（滞納）

捜索

インターネット公売 インターネット公売導
入

３０年度第１回イン
ターネット公売

電算関連プロジェクト

番号制度

新システムへの移行

収納推進員 勤務報告

国保資格実態調査

共通
臨時職員

文書

財務 財務会計全般

督促状

催告

督促・催告

研修
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