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中分類 小分類（ファイル名） 備考

作成日

作成部門

形態 常用 保存年限 公開区分 廃棄年月

/ 30

大分
類

（共通）収納

1年F庶務 白 庁議 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F庶務 白 広報 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F庶務 白 庁内通知 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F庶務 白 庁内調査 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F庶務 白 庁内会議 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

10年冊計画 白 総合計画書 一般 全部公開 Ｈ３３．　４

1年F計画 白 総合計画資料 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年冊計画 白 実施計画書 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F計画 白 実施計画資料 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F文書 白 共通文書分類表 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F文書 白 固有文書分類表 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

－F文書 白 公印管理簿 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

1年F人事 白 職員配置表 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

5年F人事 白 出張命令簿 一般 一部公開 Ｈ２８．　４

5年F人事 白 超勤命令簿 一般 一部公開 Ｈ２８．　４

－F人事 白 被服貸与簿 常用 一部公開 ＊＊＊＊＊

1年冊予算 白 予算書 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F予算 白 予算書資料 一般 全部公開 Ｈ２４．　４
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中分類 小分類（ファイル名） 備考
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1年冊決算 白 決算書 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年冊決算 白 事務報告書 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F契約 白 単価契約品表 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

5年F会計 白 収入　国保　４・５月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　国保　６・７月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　国保　８・９月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　国保　１０・１１月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　国保　１２・１月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　国保　２・３月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　国保　翌４・５月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　一般　４・５月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　一般　６・７月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　一般　８・９月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　一般　１０・１１月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　一般　１２・１月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　一般　２・３月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　一般　翌４・５月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

－簿会計 白 備品台帳 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊
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5年F会計 白 収入　後期高齢　４～６月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　後期高齢　７～９月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　後期高齢　１０～１２月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　後期高齢　１～３月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　後期高齢　翌４・５月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

－簿会計 白 物品名鑑 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

5年F会計 白 収入　介護　４～６月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　介護　７～９月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　介護　１０～１２月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　介護　１～３月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 収入　介護　翌４・５月 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年簿会計 白 支出　一般　 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年簿会計 白 支出　国保・介護　 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F会計 白 歳入歳計外（雑部金　差押物件公売代金等） 一般 非公開 Ｈ２８．　４

1年冊議会 白 議案書 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年冊議会 白 会議録 一般 全部公開 Ｈ２４．　４
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1年F居所不明者・調査 緑 不現住申立 一般 非公開 Ｈ２４．　４

1年他
返戻された葉書、封筒
を段ボールに入れて保

居所不明者・調査 緑 返戻郵便物（不明分） 一般 非公開 Ｈ２４．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 市税等納付誓約書　Ｎｏ.１～５０ 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 市税等納付誓約書　Ｎｏ.５１～１００ 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 市税等納付誓約書　Ｎｏ．１０１～１５０ 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 市税等納付誓約書　Ｎｏ．２０１～２５０ 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 市税等納付誓約書　Ｎｏ．２５１～３００ 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 市税等納付誓約書　Ｎｏ．３０１～３５０ 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 市税等納付誓約書　Ｎｏ．３５１～４００ 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 市税等納付誓約書　Ｎｏ．４０１～４５０ 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 市税等納付誓約書　Ｎｏ．４５１～５００ 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 市税等納付誓約書　Ｎｏ．５０１～５５０ 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 市税等分納誓約書　Ｎｏ．５５１～６００ 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 市税等納付誓約書　Ｎｏ.６０１～６５０ 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 市税等納付誓約書　Ｎｏ.６５１～７００ 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 市税等納付誓約書　Ｎｏ.７０１～７５０ 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 市税等納付誓約書　Ｎｏ.７５１～８００ 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 市税等納付誓約書　Ｎｏ.８０１～８５０ 一般 非公開 Ｈ２６．　４
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3年F市税等の徴収事務 茶 市税等納付誓約書　Ｎｏ.１５１～２００ 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年簿市税等の徴収事務 茶 有価証券預証（完納分・取り下げ分） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

－簿 事案終了後3年保存市税等の徴収事務 茶 有価証券預証 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

3年F市税等の徴収事務 茶 収納課口座払出票控（一般用） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 収納課口座払出票控（有価証券用） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年簿市税等の徴収事務 茶 現金書留・郵便納付受付簿 一般 非公開 Ｈ２６．　４

5年F市税等の徴収事務 茶 市税等督促状等公示送達 一般 非公開 Ｈ２８．　４

1年F市税等の徴収事務 茶 市税等督促状等発布報告書 一般 非公開 Ｈ２４．　４

1年F市税等の徴収事務 茶 市税等督促状等発布リスト 一般 非公開 Ｈ２４．　４

1年簿市税等の徴収事務 茶 郵便振替控え 一般 非公開 Ｈ２４．　４

3年F市税等の徴収事務 茶 延滞金減免申請及び回答書 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

7年電
18年度よりデータで保
存。印刷しない

市税等の徴収事務 茶 市税等徴収簿 一般 非公開 Ｈ３０．　４

1年F市税等の徴収事務 茶 国民健康保険税・介護保険料納税証明 一般 非公開 Ｈ２４．　４

－F市税等の徴収事務 茶 納税トラブル（鈴木案件ほか）滞納者への通知 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

1年F市税等の徴収事務 茶 納税者からの手紙類 一般 非公開 Ｈ２４．　４

－F市税等の徴収事務 茶 納税相談受付票（あ行） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F市税等の徴収事務 茶 納税相談受付票（か行） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F市税等の徴収事務 茶 納税相談受付票(さ行） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊
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－F市税等の徴収事務 茶 納税相談受付票(た行) 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F市税等の徴収事務 茶 納税相談受付票(な行) 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F市税等の徴収事務 茶 納税相談受付票(は行） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F市税等の徴収事務 茶 納税相談受付票（ま行） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F市税等の徴収事務 茶 納税相談受付票（や行) 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F市税等の徴収事務 茶 納税相談受付票（ら行） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F市税等の徴収事務 茶 納税相談受付票(わ行) 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－簿
財産調査後に50音順に
分類し保管する

市税等の徴収事務 茶 短期証更新時に受理した納税相談票 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

3年F市税等の徴収事務 茶 国保住民税特徴消込出力帳票 一般 非公開 Ｈ２６．　４

－F市税等の徴収事務 茶 滞納者とのトラブル・警察・弁護士 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

1年F市税等の徴収事務 (管理班） 茶 市税等督促状等発布報告書（特徴・法人） 一般 非公開 Ｈ２４．　４

1年F市税等の徴収事務 (管理班） 茶 市税等督促状等発布リスト（特徴・法人） 一般 非公開 Ｈ２４．　４

－F市税等の徴収事務 (管理班） 茶 管理班申し送り案件 常用 一部公開 ＊＊＊＊＊

－冊
月毎に取りまとめて段
ボールで保管

口座振替事務 桃 口座振替依頼書 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－簿口座振替事務 桃 口座振替依頼書(口座分納） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

1年F 停止後別ファイルへ口座振替事務 桃 口座振替緊急停止当月分 一般 非公開 Ｈ２４．　４

－F口座振替事務 桃 金融機関への振込み振替依頼書 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

1年F口座振替事務 桃 口座振替緊急停止　４～9月分 一般 非公開 Ｈ２４．　４
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1年F口座振替事務 桃 口座振替緊急停止　10～3月分 一般 非公開 Ｈ２４．　４

3年F口座振替事務 桃 市税口座振替（4月） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務 桃 市税口座振替（5月） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務 桃 市税口座振替(6月） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務 桃 市税口座振替(7月） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務 桃 市税口座振替(8月） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務 桃 市税口座振替(9月） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務 桃 市税口座振替(10月） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務 桃 市税口座振替(11月） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務 桃 市税口座振替(12月） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務 桃 市税口座振替(1月） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務 桃 市税口座振替(2月） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務 桃 市税口座振替(3月） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

5年F口座振替事務 桃 口座振替日程 一般 非公開 Ｈ２８．　４

1年簿
2ヶ月封筒に入れたま
ま月別に保存

口座振替事務 桃 口座振替委託（金融機関別合計表） 一般 非公開 Ｈ２４．　４

5年簿口座振替事務 桃 口座振替委託（依頼分明細表） 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年簿口座振替事務 桃 口座振替委託（不能分明細表） 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F口座振替事務 桃 軽自動車税納税証明一覧 一般 非公開 Ｈ２８．　４
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5年他
輪ゴムで束ね、ダンボ
ール保管

口座振替事務 桃 口座振替納入済通知書 一般 全部公開 Ｈ２８．　４

－簿口座振替事務 桃 ＭＯ授受簿 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

永年F口座振替事務 桃 口座振替届出書　4月 一般 非公開 ＊＊＊＊＊

永年F口座振替事務 桃 口座振替届出書　5月 一般 非公開 ＊＊＊＊＊

永年F口座振替事務 桃 口座振替届出書　6月 一般 非公開 ＊＊＊＊＊

永年F口座振替事務 桃 口座振替届出書　7月 一般 非公開 ＊＊＊＊＊

永年F口座振替事務 桃 口座振替届出書　8月 一般 非公開 ＊＊＊＊＊

永年F口座振替事務 桃 口座振替届出書　9月 一般 非公開 ＊＊＊＊＊

永年F口座振替事務 桃 口座振替届出書　10月 一般 非公開 ＊＊＊＊＊

永年F口座振替事務 桃 口座振替届出書　11月 一般 非公開 ＊＊＊＊＊

永年F口座振替事務 桃 口座振替届出書　12月 一般 非公開 ＊＊＊＊＊

永年F口座振替事務 桃 口座振替届出書　1月 一般 非公開 ＊＊＊＊＊

永年F口座振替事務 桃 口座振替届出書　2月 一般 非公開 ＊＊＊＊＊

永年F口座振替事務 桃 口座振替届出書　3月 一般 非公開 ＊＊＊＊＊

3年F口座振替事務（介護） 桃 介護保険料口座振替（過年度） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（介護） 桃 介護保険料口座振替（第1期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（介護） 桃 介護保険料口座振替（第2期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（介護） 桃 介護保険料口座振替（第3期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４
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3年F口座振替事務（介護） 桃 介護保険料口座振替（第4期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（介護） 桃 介護保険料口座振替（第5期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（介護） 桃 介護保険料口座振替（第6期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（介護） 桃 介護保険料口座振替（第7期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（介護） 桃 介護保険料口座振替（第8期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（介護） 桃 介護保険料口座振替（第9期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（後期） 桃 後期高齢者医療保険料口座振替（過年度） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（後期） 桃 後期高齢者医療保険料口座振替（第1期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（後期） 桃 後期高齢者医療保険料口座振替（第2期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（後期） 桃 後期高齢者医療保険料口座振替（第3期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（後期） 桃 後期高齢者医療保険料口座振替（第4期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（後期） 桃 後期高齢者医療保険料口座振替（第5期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（後期） 桃 後期高齢者医療保険料口座振替（第6期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（後期） 桃 後期高齢者医療保険料口座振替（第7期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（後期） 桃 後期高齢者医療保険料口座振替（第8期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F口座振替事務（後期） 桃 後期高齢者医療保険料口座振替（第9期） 一般 非公開 Ｈ２６．　４

－F嘱託職員 茶 税務事務嘱託員 常用 一部公開 ＊＊＊＊＊

5年F嘱託職員 茶 市税等収納嘱託員4～6月 一般 一部公開 Ｈ２８．　４
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5年F嘱託職員 茶 市税等収納嘱託員7～9月 一般 一部公開 Ｈ２８．　４

5年F嘱託職員 茶 市税等収納嘱託員10～12月 一般 一部公開 Ｈ２８．　４

5年F嘱託職員 茶 市税等収納嘱託員1～3月 一般 一部公開 Ｈ２８．　４

－F 退職後5年まで保存嘱託職員 茶 市税等収納嘱託員 常用 一部公開 ＊＊＊＊＊

－簿嘱託職員 茶 非常勤職員の公務災害 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F嘱託職員 茶 嘱託職員携帯電話申込書 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

5年F委託・借上・契約 茶 電話催告業務委託 一般 全部公開 Ｈ２８．　４

5年F委託・借上・契約 茶 電話催告業務委託日誌 一般 全部公開 Ｈ２８．　４

5年F委託・借上・契約 茶 磁気テープ処理委託 一般 全部公開 Ｈ２８．　４

5年F委託・借上・契約 茶 収納管理システム借上（市税・国保） 一般 全部公開 Ｈ２８．　４

5年F委託・借上・契約 茶 滞納管理システム借上 一般 全部公開 Ｈ２８．　４

3年F委託・借上・契約 茶 電算事務・システム関係 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

3年F委託・借上・契約 茶 公売公告 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

5年F委託・借上・契約 茶 保険税収納専門員派遣事業委託 一般 一部公開 Ｈ２８．　４

5年F委託・借上・契約 茶 不動産鑑定委託 一般 一部公開 Ｈ２８．　４

5年F委託・借上・契約 茶 システム改良委託 一般 一部公開 Ｈ２８．　４

5年F委託・借上・契約 茶 コンビニ収納 一般 非公開 Ｈ２８．　４

1年F国保実績報告 青 国保税実績報告書作成資料4月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４
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1年F国保実績報告 青 国保税実績報告書作成資料5月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F国保実績報告 青 国保税実績報告書作成資料6月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F国保実績報告 青 国保税実績報告書作成資料7月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F国保実績報告 青 国保税実績報告書作成資料8月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F国保実績報告 青 国保税実績報告書作成資料9月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F国保実績報告 青 国保税実績報告書作成資料10月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F国保実績報告 青 国保税実績報告書作成資料11月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F国保実績報告 青 国保税実績報告書作成資料12月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F国保実績報告 青 国保税実績報告書作成資料1月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F国保実績報告 青 国保税実績報告書作成資料2月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F国保実績報告 青 国保税実績報告書作成資料3月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F国保実績報告 青 国保税実績報告書作成資料翌4月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F国保実績報告 青 国保税実績報告書作成資料翌5月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F国保実績報告 青 国保税収納状況表 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F介護実績報告 黄 介護保険料3月繰越時資料 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F介護実績報告 黄 介護保険料実績報告書作成資料4月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F介護実績報告 黄 介護保険料実績報告書作成資料5月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F介護実績報告 黄 介護保険料実績報告書作成資料5月繰越時 一般 全部公開 Ｈ２４．　４
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1年F介護実績報告 黄 介護保険料実績報告書作成資料6月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F介護実績報告 黄 介護保険料実績報告書作成資料7月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F介護実績報告 黄 介護保険料実績報告書作成資料8月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F介護実績報告 黄 介護保険料実績報告書作成資料9月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F介護実績報告 黄 介護保険料実績報告書作成資料10月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F介護実績報告 黄 介護保険料実績報告書作成資料11月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F介護実績報告 黄 介護保険料実績報告書作成資料12月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F介護実績報告 黄 介護保険料実績報告書作成資料1月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F介護実績報告 黄 介護保険料実績報告書作成資料2月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F介護実績報告 黄 介護保険料実績報告書作成資料3月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F介護実績報告 黄 介護保険料実績報告書作成資料翌４月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F介護実績報告 黄 介護保険料実績報告書作成資料翌５月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F後期高齢実績調書 黄 後期高齢者医療保険料実績報告書作成資料４～６月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F後期高齢実績調書 黄 後期高齢者医療保険料実績報告書作成資料７～９月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F後期高齢実績調書 黄 後期高齢者医療保険料実績報告書作成資料10～12月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F後期高齢実績調書 黄 後期高齢者医療保険料実績報告書作成資料１～３月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F後期高齢実績調書 黄 後期高齢者医療保険料実績報告書作成資料翌４～５月 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

10年F実績報告・都民税払込 緑 市税徴収実績報告書（四半期） 一般 全部公開 Ｈ３３．　４
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1年F実績報告・都民税払込 緑 市税徴収実績報告書（四半期H17以前） 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

10年F実績報告・都民税払込 緑 市税等実績報告書 一般 全部公開 Ｈ３３．　４

1年F実績報告・都民税払込 緑 他市の市税実績報告書 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F実績報告・都民税払込 緑 市税等実績報告書（4月） 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F実績報告・都民税払込 緑 市税等実績報告書（5月） 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F実績報告・都民税払込 緑 市税等実績報告書（6月） 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F実績報告・都民税払込 緑 市税等実績報告書（7月） 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F実績報告・都民税払込 緑 市税等実績報告書（8月） 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F実績報告・都民税払込 緑 市税等実績報告書（9月） 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F実績報告・都民税払込 緑 市税等実績報告書（10月） 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F実績報告・都民税払込 緑 市税等実績報告書（11月） 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F実績報告・都民税払込 緑 市税等実績報告書（12月） 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F実績報告・都民税払込 緑 市税等実績報告書（1月） 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F実績報告・都民税払込 緑 市税等実績報告書（2月） 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F実績報告・都民税払込 緑 市税等実績報告書（3月） 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F実績報告・都民税払込 緑 市税等実績報告書（翌４月） 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F実績報告・都民税払込 緑 市税等実績報告書（翌5月） 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

5年F実績報告・都民税払込 緑 都民税払込通知書 一般 全部公開 Ｈ２８．　４
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5年F実績報告・都民税払込 緑 都民税滞納繰越調書・滞納繰越異動調書 一般 全部公開 Ｈ２８．　４

5年F実績報告・都民税払込 緑 都民税（個人）徴収取扱費関係 一般 全部公開 Ｈ２８．　４

3年F実績報告・都民税払込 緑 市町村税の徴収実績に関する調及び滞納に関する調 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F実績報告・都民税払込 緑 市民税変更通知書（連絡簿）４月 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F実績報告・都民税払込 緑 市民税変更通知書（連絡簿）５月 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F実績報告・都民税払込 緑 市民税変更通知書（連絡簿）６月 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F実績報告・都民税払込 緑 市民税変更通知書（連絡簿）７月 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F実績報告・都民税払込 緑 市民税変更通知書（連絡簿）８月 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F実績報告・都民税払込 緑 市民税変更通知書（連絡簿）９月 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F実績報告・都民税払込 緑 市民税変更通知書（連絡簿）１０月 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F実績報告・都民税払込 緑 市民税変更通知書（連絡簿）１１月 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F実績報告・都民税払込 緑 市民税変更通知書（連絡簿）１２月 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F実績報告・都民税払込 緑 市民税変更通知書（連絡簿）１月 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F実績報告・都民税払込 緑 市民税変更通知書（連絡簿）２月 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F実績報告・都民税払込 緑 市民税変更通知書（連絡簿）３月 一般 非公開 Ｈ２６．　４

5年F滞納繰越調定伝票 緑 滞納繰越分調定決議書（市税） 一般 全部公開 Ｈ２８．　４

5年F滞納繰越調定伝票 緑 滞納繰越分調定決議書（国保・介護） 一般 全部公開 Ｈ２８．　４

5年F滞納繰越調定伝票 緑 滞納繰越分調定決議書（延滞金） 一般 全部公開 Ｈ２８．　４
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中分類 小分類（ファイル名） 備考

作成日

作成部門

形態 常用 保存年限 公開区分 廃棄年月

/ 30

大分
類

収納

3年F庁内連絡調整 茶 市民税係との連絡（市民税） 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 市民税係との連絡（軽自動車税） 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

－F庁内連絡調整 茶 資格証・短期証に関する確認事項 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

3年F庁内連絡調整 茶 市民税・繰入一覧 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 市民税・滞納繰越減額一覧 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 資産税係との連絡調整 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

1年F庁内連絡調整 茶 固定資産税・口座異動　４～６月 一般 非公開 Ｈ２４．　４

1年F庁内連絡調整 茶 固定資産税・口座異動　７～９月 一般 非公開 Ｈ２４．　４

1年F庁内連絡調整 茶 固定資産税・口座異動　１０～１２月 一般 非公開 Ｈ２４．　４

1年F庁内連絡調整 茶 固定資産税・口座異動　１～３月 一般 非公開 Ｈ２４．　４

－簿庁内連絡調整 茶 固定資産税係との確認事項 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

3年簿庁内連絡調整 茶 市民税・異動分一覧 一般 非公開 Ｈ２６．　４

1年簿庁内連絡調整 茶 特徴関係連絡 一般 非公開 Ｈ２４．　４

3年F庁内連絡調整 茶 保険係との連絡・調査回答 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

1年F庁内連絡調整 茶 保険税所得階層別一覧 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

3年F庁内連絡調整 茶 介護保険係との連絡・調査回答 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 財政係との連絡・調査回答 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 国民健康保険税滞納世帯等に関する調査 一般 一部公開 Ｈ２６．　４
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中分類 小分類（ファイル名） 備考

作成日

作成部門
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収納

3年F庁内連絡調整 茶 国民健康保険税滞納処分調査 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 国民健康保険税 通知・回答 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 国民健康保険税 指導検査 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

－F庁内連絡調整 茶 定期監査 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

3年F庁内連絡調整 茶 回答　納付方法別保険料収納状況報告 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

1年F庁内連絡調整 茶 介護保険料臨戸訪問 一般 非公開 Ｈ２４．　４

1年F庁内連絡調整 茶 後期高齢者医療保険係との連絡調整 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F庁内連絡調整 茶 環境課との連絡・調査回答 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F庁内連絡調整 茶 市税等収納率向上対策本部関係 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

3年F庁内連絡調整 茶 認可外保育所利用者・補助金交付対象者納税状況調査 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 会計課との連絡・調査回答 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 広報原稿 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 情報システム課との連絡・調査回答 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 契約係との連絡・調査回答 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 市民からの質問・苦情に対する回答 一般 非公開 Ｈ２６．　４

1年簿庁内連絡調整 茶 他部署へのアンケート・調査回答 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

1年簿庁内連絡調整 茶 総務部との連絡・調査回答 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

1年F庁内連絡調整 茶 事務報告資料 一般 全部公開 Ｈ２４．　４
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作成部門
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収納

3年F庁内連絡調整 茶 契約管財課への連絡・調査回答 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 職員課との連絡・調査回答 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 企画調整課との連絡・調査回答 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 秘書広報課との連絡・調査回答 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 教育委員会との連絡・調査回答 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 監査事務局との連絡・調査回答 一般 非公開 Ｈ２６．　４

1年F庁内連絡調整 茶 個人情報利用 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

1年F庁内連絡調整 茶 協働推進課との連絡・調査回答 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

3年F庁内連絡調整 茶 安心安全まちづくり課との連絡・調査回答 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年F庁内連絡調整 茶 特別土地保有税 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

1年F庁内連絡調整 茶 課内回覧・情報　４～６月 一般 非公開 Ｈ２４．　４

1年F庁内連絡調整 茶 課内回覧・情報　７～９月 一般 非公開 Ｈ２４．　４

1年F庁内連絡調整 茶 課内回覧・情報　１０～１２月 一般 非公開 Ｈ２４．　４

1年F庁内連絡調整 茶 課内回覧・情報　１～３月 一般 非公開 Ｈ２４．　４

1年F庁内連絡調整 茶 総務課との連絡調整 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

－簿情報 桃 コンビニ収納 常用 一部公開 ＊＊＊＊＊

－簿情報 桃 クレジット収納 常用 一部公開 ＊＊＊＊＊

－簿情報 桃 マルチペイメントネットワーク資料 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊
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中分類 小分類（ファイル名） 備考
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作成部門

形態 常用 保存年限 公開区分 廃棄年月

/ 30

大分
類

収納

1年簿対他機関・他自治体・団体 桃 実態調査回答（他機関へ）上半期 一般 非公開 Ｈ２４．　４

1年簿対他機関・他自治体・団体 桃 実態調査回答（他機関へ）下半期 一般 非公開 Ｈ２４．　４

3年F対他機関・他自治体・団体 桃 東京税務協会 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

1年F対他機関・他自治体・団体 桃 東京都市税事務協議会 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

3年F対他機関・他自治体・団体 桃 第2ブロック徴収事務担当係長会 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

1年F対他機関・他自治体・団体 桃 西多摩ブロック徴収事務担当係長会 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年F対他機関・他自治体・団体 桃 西多摩地区市町村税担当課長会 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

3年F対他機関・他自治体・団体 桃 東京都主税局（個人都民税対策室） 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

3年F対他機関・他自治体・団体 桃 国機関への調査回答 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F対他機関・他自治体・団体 桃 都機関への調査回答・東京都関係 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年F対他機関・他自治体・団体 桃 他市町村への調査回答 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

1年F対他機関・他自治体・団体 桃 民間団体からの情報 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

1年F対他機関・他自治体・団体 桃 民間会社・機関への調査回答 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

3年簿対他機関・他自治体・団体 桃 市民税・局所別内訳表 一般 非公開 Ｈ２６．　４

－簿対他機関・他自治体・団体 桃 徴収サミット 常用 一部公開 ＊＊＊＊＊

1年F対他機関・他自治体・団体 桃 市税事務協議会・徴収の会 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

－F対他機関・他自治体・団体 桃 東京納税貯蓄組合総連合会物納システム 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

3年F対他機関・他自治体・団体 桃 警察との連絡・申請・許可 一般 全部公開 Ｈ２６．　４
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作成部門
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収納

1年F対他機関・他自治体・団体 桃 自治大学校 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

－F対他機関・他自治体・団体 桃 償却資産分収納率問題（対ＪＩ桃） 常用 一部公開 ＊＊＊＊＊

－F対他機関・他自治体・団体 桃 西武消込の流れ改修 常用 一部公開 ＊＊＊＊＊

－Fインターネット公売 黄 インターネット公売関連法規 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－Fインターネット公売 黄 インターネット公売関連様式 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－Fインターネット公売 黄 インターネット公売他市の状況 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－Fインターネット公売 黄 インターネット公売東京都 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－Fインターネット公売 黄 インターネット公売利用申込書 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

5年Fインターネット公売 黄 合同公売（オークション） 一般 全部公開 Ｈ２８．　４

5年Fインターネット公売 黄 ヤフーとの調整 一般 全部公開 Ｈ２８．　４

5年Fインターネット公売 黄 ホームページ起案 一般 全部公開 Ｈ２８．　４

5年Fインターネット公売 黄 オークションページ 一般 全部公開 Ｈ２８．　４

10年F
事案終了後 １０年保
存

インターネット公売 黄 インターネット公売（事案終了分） 一般 非公開 Ｈ３３．　４

－F 解除後 １０年保存債権差押 青 債権差押　4月分 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存債権差押 青 債権差押　5月分 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存債権差押 青 債権差押　6月分 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存債権差押 青 債権差押　7月分 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存債権差押 青 債権差押　8月分 常用 非公開 ＊＊＊＊＊
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中分類 小分類（ファイル名） 備考
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作成部門
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/ 30

大分
類

収納

－F 解除後 １０年保存債権差押 青 債権差押　9月分 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存債権差押 青 債権差押　10月分 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存債権差押 青 債権差押　11月分 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存債権差押 青 債権差押　12月分 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存債権差押 青 債権差押　1月分 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存債権差押 青 債権差押　2月分 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存債権差押 青 債権差押　3月分 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

1年F債権差押 青 滞納処分未執行分 一般 非公開 Ｈ２４．　４

－簿
対象者別に保管　事案
終了後10年保存

債権差押 青 過払い金債権差押 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F債権差押 青 過払い債権差押資料 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

10年F債権差押解除 黄 債権差押（4月解除分） 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F債権差押解除 黄 債権差押（5月解除分） 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F債権差押解除 黄 債権差押（6月解除分） 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F債権差押解除 黄 債権差押（7月解除分） 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F債権差押解除 黄 債権差押（8月解除分） 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F債権差押解除 黄 債権差押（9月解除分） 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F債権差押解除 黄 債権差押（10月解除分） 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F債権差押解除 黄 債権差押（11月解除分） 一般 非公開 Ｈ３３．　４
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/ 30

大分
類

収納

10年F債権差押解除 黄 債権差押（12月解除分） 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F債権差押解除 黄 債権差押（1月解除分） 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F債権差押解除 黄 債権差押（2月解除分） 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F債権差押解除 黄 債権差押（3月解除分） 一般 非公開 Ｈ３３．　４

－F 解除後 １０年保存交付要求 緑 交付要求4月分（要求中） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存交付要求 緑 交付要求5月分（要求中） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存交付要求 緑 交付要求6月分（要求中） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存交付要求 緑 交付要求7月分（要求中） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存交付要求 緑 交付要求8月分（要求中） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存交付要求 緑 交付要求9月分（要求中） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存交付要求 緑 交付要求10月分（要求中） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存交付要求 緑 交付要求11月分（要求中） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存交付要求 緑 交付要求12月分（要求中） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存交付要求 緑 交付要求1月分（要求中） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存交付要求 緑 交付要求2月分（要求中） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 解除後 １０年保存交付要求 緑 交付要求3月分（要求中） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

3年F交付要求 緑 交付要求照会文書 一般 非公開 Ｈ２６．　４

10年F交付要求終了等 茶 交付要求解除 一般 非公開 Ｈ３３．　４
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収納

3年F交付要求終了等 茶 交付要求取り下げ 一般 非公開 Ｈ２６．　４

10年F
事案終了後 １０年保
存

交付要求終了等 茶 交付要求（配当済分）あ行 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F
事案終了後 １０年保
存

交付要求終了等 茶 交付要求（配当済分）か行 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F
事案終了後 １０年保
存

交付要求終了等 茶 交付要求（配当済分）さ行 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F
事案終了後 １０年保
存

交付要求終了等 茶 交付要求（配当済分）た行～な行 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F
事案終了後 １０年保
存

交付要求終了等 茶 交付要求（配当済分）は行 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F
事案終了後 １０年保
存

交付要求終了等 茶 交付要求（配当済分）ま行 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F
事案終了後 １０年保
存

交付要求終了等 茶 交付要求（配当済分）や行～わ 一般 非公開 Ｈ３３．　４

3年F交付要求終了等 茶 上半期交付要求不要分 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F交付要求終了等 茶 下半期交付要求不要分 一般 非公開 Ｈ２６．　４

－F
差押解除後 １０年保
存

電話加入権差押 桃 電話加入権差押関係（差押中） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

10年F電話加入権差押 桃 電話加入権差押（差押解除） 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F電話加入権差押 桃 電話加入件公売 一般 非公開 Ｈ３３．　４

－F
差押解除後 １０年保
存

不動産差押 茶 不動産差押(差押中）4月 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F
差押解除後 １０年保
存

不動産差押 茶 不動産差押(差押中）5月 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F
差押解除後 １０年保
存

不動産差押 茶 不動産差押(差押中）6月 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F
差押解除後 １０年保
存

不動産差押 茶 不動産差押(差押中）7月 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F
差押解除後 １０年保
存

不動産差押 茶 不動産差押(差押中）8月 常用 非公開 ＊＊＊＊＊
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－F
差押解除後 １０年保
存

不動産差押 茶 不動産差押(差押中）9月 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F
差押解除後 １０年保
存

不動産差押 茶 不動産差押(差押中）10月 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F
差押解除後 １０年保
存

不動産差押 茶 不動産差押(差押中）11月 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F
差押解除後 １０年保
存

不動産差押 茶 不動産差押(差押中）12月 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F
差押解除後 １０年保
存

不動産差押 茶 不動産差押(差押中）1月 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F
差押解除後 １０年保
存

不動産差押 茶 不動産差押(差押中）2月 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F
差押解除後 １０年保
存

不動産差押 茶 不動産差押(差押中）3月 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－簿
差押解除後 １０年保
存

不動産差押 茶 不動産公売 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

10年F不動産差押 茶 不動産差押解除　４・５月分 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F不動産差押 茶 不動産差押解除　６・７月分 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F不動産差押 茶 不動産差押解除　８・９月分 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F不動産差押 茶 不動産差押解除　１０・１１月分 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F不動産差押 茶 不動産差押解除　１２・１月分 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F不動産差押 茶 不動産差押解除　２・３月分 一般 非公開 Ｈ３３．　４

－F不動産差押 茶 不動産公売資料 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F
差押解除後 １０年保
存

動産差押 青 動産差押 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

10年F動産差押 青 動産差押解除 一般 非公開 Ｈ３３．　４

10年F
差押解除後 １０年保
存

動産差押 青 捜索関係 一般 非公開 Ｈ３３．　４



収納課　収納係

平成２２年度　ファイル基準表 平成２３年１２月

24

中分類 小分類（ファイル名） 備考
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作成部門

形態 常用 保存年限 公開区分 廃棄年月
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10年F動産差押 青 捜索関係（他市町村捜索応援関係） 一般 非公開 Ｈ３３．　４

1年簿滞納処分調査 桃 滞納処分着手予定 一般 非公開 Ｈ２４．　４

1年F滞納処分調査 桃 執行停止予定者 一般 非公開 Ｈ２４．　４

10年F 解除後 １０年保存滞納処分調査 桃 国税還付金差押 一般 非公開 Ｈ３３．　４

5年F滞納処分調査 桃 納税義務継承通知 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F滞納処分調査 桃 弁護士介入通知書 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年冊 対象者別に保管　滞納処分調査 桃 財産調査資料（解決困難事案） 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年簿滞納処分調査 桃 金融機関調査回答 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F滞納処分調査 桃 生命保険調査・回答 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年簿滞納処分調査 桃 給与照会 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F滞納処分調査 桃 不動産調査・回答 一般 非公開 Ｈ２８．　４

3年F滞納処分調査 桃 生活保護異動連絡票 一般 非公開 Ｈ２６．　４

5年F滞納処分調査 桃 実態調査 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年F滞納処分調査 桃 電話加入権調査・回答 一般 非公開 Ｈ２８．　４

3年F滞納処分調査 桃 水道調査回答 一般 非公開 Ｈ２６．　４

5年他
欠損後5年保存　法人
を区別し50音中に並び

執行停止及び欠損処分 緑 執行停止決議書（即時欠損） 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年他
欠損後5年保存・法人
とそれ以外に分け50音

執行停止及び欠損処分 緑 執行停止決議書（三年後欠損予定） 一般 非公開 Ｈ２８．　４

3年簿執行停止及び欠損処分 緑 不納欠損・執行停止事務 一般 非公開 Ｈ２６．　４
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5年簿執行停止及び欠損処分 緑 年度繰越事務 一般 非公開 Ｈ２８．　４

1年簿執行停止及び欠損処分 緑 5月末未納者一覧 一般 非公開 Ｈ２４．　４

1年簿執行停止及び欠損処分 緑 5月末繰越後未納明細表（税目ごと） 一般 非公開 Ｈ２４．　４

－簿
事案終了後 １０年保
存

東京都徴収引継事案 茶 東京都徴収引継事案 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 茶 不動産公売物件情報サンプル 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 茶 封筒使用量 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 青 郵便振替用紙 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 青 印刷物発注資料 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 青 差押通知 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 青 廃止になった帳票サンプル 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 青 軽自動車口座振替済通知 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 青 色見本 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 青 領収書表紙 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 青 窓付封筒 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 青 返信用封筒 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 青 再発行納付書 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 青 督促状 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 青 特徴督促 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊
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－F印刷物・帳票 青 納付誓約書 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 青 口座振替依頼書/ 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 青 口座チラシ 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 青 古い入札の書式 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 青 財産調査予告 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－F印刷物・帳票 青 ゆうちょ銀行への申請関係書類 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－簿 事案終了後5年保存口座分納 青 口座分納者誓約綴り 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

5年簿口座分納 青 口座分納者誓約綴り（事案終了分） 一般 非公開 Ｈ２８．　４

－Fマニュアル 桃 駐車券発券機 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－簿マニュアル 桃 収納管理システムマニュアル 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－簿マニュアル 桃 滞納管理システムマニュアル 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

5年Fマニュアル 桃 都民税（個人）徴収取扱費制度改正資料 一般 全部公開 Ｈ２８．　４

－Fマニュアル 桃 年金特徴消し込みマニュアル 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－Fマニュアル 桃 徴収資料・マニュアル 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－簿マニュアル 桃 ＭＴ処理手順 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－Fマニュアル 桃 異議申し立て手続 常用 一部公開 ＊＊＊＊＊

－簿マニュアル 桃 H17口座振替UFJ・東京三菱合併・CMT導入資料　 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－簿マニュアル 桃 H18口座振替西多摩農協支店統合資料 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊



収納課　収納係

平成２２年度　ファイル基準表 平成２３年１２月

27

中分類 小分類（ファイル名） 備考

作成日

作成部門

形態 常用 保存年限 公開区分 廃棄年月

/ 30

大分
類

収納

－簿
口座振替手続参考資料
として保存とする。

マニュアル 桃 H14～16口座振替資料 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－簿マニュアル 桃 特別徴収・退職所得について 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－簿マニュアル 桃 市税実績調書作成マニュアル 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－Fマニュアル 桃 個人都民税事務処理マニュアル 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－Fマニュアル 桃 年度繰越マニュアル 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－Fマニュアル 桃 グループウェアシステム情報セキュリティ実施手順書 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－Fマニュアル 桃 災害対応職員マニュアル 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－Fマニュアル 桃 特別土地保有税申告の手引き 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

－簿マニュアル 桃 不動産公売前の調査・換価マニュアル 常用 全部公開 ＊＊＊＊＊

1年F還付・充当・消込事務 黄 東京都一人別リスト・住民税局所別一覧表 一般 非公開 Ｈ２４．　４

7年他
輪ゴムでとめてダンボ
ールで保存

還付・充当・消込事務 黄 納入済通知書（固定資産税） 一般 非公開 Ｈ３０．　４

5年他
輪ゴムでとめてダンボ
ールで保存

還付・充当・消込事務 黄 納入済通知書 一般 非公開 Ｈ２８．　４

－F 還付後７年間保存還付・充当・消込事務 黄 還付通知書（収納課発番） 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F還付・充当・消込事務 黄 還付通知書（発布済分）市都民税・特徴 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F還付・充当・消込事務 黄 還付決定書（発布済分）市　年金特徴 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 還付後７年間保存還付・充当・消込事務 黄 還付決定書（発送済分）軽自動車税 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 還付後７年間保存還付・充当・消込事務 黄 還付決定書（発送済分）固定資産税 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 還付後７年間保存還付・充当・消込事務 黄 還付決定書（発送済分）市都民税 常用 非公開 ＊＊＊＊＊
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－F 還付後７年間保存還付・充当・消込事務 黄 還付決定書（発送済分）法人市民税 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 還付後７年間保存還付・充当・消込事務 黄 還付決定書（発送済分）国民健康保険税・国保発送分 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 還付後７年間保存還付・充当・消込事務 黄 還付決定書（発送済分）国民健康保険税・収納課発送分 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－簿 還付後７年間保存還付・充当・消込事務 黄 還付決定書（発送済分）介護保険料 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 還付後７年間保存還付・充当・消込事務 黄 還付決定書（発送済分）後期高齢医療保険料 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

－F 還付後７年間保存還付・充当・消込事務 黄 雑部金から還付予定 常用 非公開 ＊＊＊＊＊

7年F還付・充当・消込事務 黄 還付決定書（還付済分）軽自動車税 一般 非公開 Ｈ３０．　４

7年F還付・充当・消込事務 黄 還付決定書（還付済分）固定資産税 一般 非公開 Ｈ３０．　４

7年F還付・充当・消込事務 黄 還付決定書（還付済分）市都民税 一般 非公開 Ｈ３０．　４

7年F還付・充当・消込事務 青 還付決定書（還付済分）市　年金特徴 一般 非公開 Ｈ３０．　４

7年簿還付・充当・消込事務 黄 還付決定書（還付済分）国民健康保険税 一般 非公開 Ｈ３０．　４

7年F還付・充当・消込事務 黄 還付決定書（還付済分）法人市民税 一般 非公開 Ｈ３０．　４

7年簿還付・充当・消込事務 黄 還付決定書（還付済分）介護保険料 一般 非公開 Ｈ３０．　４

7年簿還付・充当・消込事務 黄 還付決定書（還付済分）後期高齢者医療保険料 一般 非公開 Ｈ３０．　４

7年F還付・充当・消込事務 黄 還付決定書（還付済分）配当所得にかかわる還付 一般 非公開 Ｈ３０．　４

7年F還付・充当・消込事務 黄 充当通知書　４～６月 一般 非公開 Ｈ３０．　４

7年F還付・充当・消込事務 黄 充当通知書　７～９月分 一般 非公開 Ｈ３０．　４

7年F還付・充当・消込事務 黄 充当通知書　１０～１２月 一般 非公開 Ｈ３０．　４
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7年F還付・充当・消込事務 黄 充当通知書　１～３月分 一般 非公開 Ｈ３０．　４

5年F還付・充当・消込事務 黄 特徴振替・法人連絡・法人振替・充当 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年簿還付・充当・消込事務 黄 日計表 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年簿還付・充当・消込事務 黄 諸費還付台帳 一般 非公開 Ｈ２８．　４

1年F還付・充当・消込事務 黄 収入内訳表　４月 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

1年F還付・充当・消込事務 黄 収入内訳表　５月分 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

1年F還付・充当・消込事務 黄 収入内訳表　６月 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

1年F還付・充当・消込事務 黄 収入内訳表　７月分 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

1年F還付・充当・消込事務 黄 収入内訳表　８月 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

1年F還付・充当・消込事務 黄 収入内訳表　９月分 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

1年F還付・充当・消込事務 黄 収入内訳表　１０月 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

1年F還付・充当・消込事務 黄 収入内訳表　１１月分 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

1年F還付・充当・消込事務 黄 収入内訳表　１２月 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

1年F還付・充当・消込事務 黄 収入内訳表　１月分 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

1年F還付・充当・消込事務 黄 収入内訳表　２月 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

1年F還付・充当・消込事務 黄 収入内訳表　３月分 一般 一部公開 Ｈ２４．　４

3年F還付・充当・消込事務 黄 歳入歳出外現金・基金現計表　４～６月分 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F還付・充当・消込事務 黄 歳入歳出外現金・基金現計表　７～９月分 一般 非公開 Ｈ２６．　４
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3年F還付・充当・消込事務 黄 歳入歳出外現金・基金現計表　１０～１２月分 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F還付・充当・消込事務 黄 歳入歳出外現金・基金現計表　１～３月分 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年F還付・充当・消込事務 黄 歳入歳出外現金・基金現計表　翌４・５月 一般 非公開 Ｈ２６．　４


