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十和田市住民税申告支援システム機能要件書に対する回答の基準は以下のとおりとする。

◎

〇

△

※

×

凡　例

回答

パッケージの機能（標準仕様）で対応できるもの。

代替案（無償）で対応しているもの。
なお、代替機能については特記事項欄に具体的な対応方法を明記すること。

カスタマイズを必要とするが、無償で対応するもの。
もしくはパッケージにおいて機能（画面・リスト等のインターフェース）が不要（内部処理に
よる自動実行等）なもの。

有償でカスタマイズを必要とするもの。
※改修費用欄にカスタマイズに必要な費用を記入する。

カスタマイズも含め、パッケージでは対応できないもの。もしくは要求仕様を著しく満たし
ていないもの。



十和田市住民税申告支援システム機能要件一覧 ※は、「凡例」参照のこと

№ 分類1 分類2 機能要件
※

回答
改修費用
（千円）

カスタマイズ内容
代替案等

1 共通 一般処理 更新権限を持たず閲覧のみでの画面参照が可能である。
2 共通 一般処理 起動時にユーザID・パスワード等によるログイン認証が可能である。
3 共通 一般処理 最低５年分のデータが蓄えられる。
4 共通 一般処理 過年度申告が受け付けられる。

5
共通 一般処理 データのバックアップに専門的な知識を必要とせず、職員でも簡単に

行うことができる。
6 共通 一般処理 申告データのバックアップのためのツールが用意されている。
7 共通 一般処理 事前参照用のデータを簡単に取り込み編集ができる。
8 共通 一般処理 データの前年比較ができる。
9 共通 一般処理 住基登録外の方を追加する機能がある。
10 共通 一般処理 所得、控除、税額計算がリアルタイムに行える。

11
共通 一般処理 所得に変更があった場合、所得要件などで変動する控除額などを自

動的に再計算する。
12 共通 一般処理 個人特定の検索キーを複数持っている。
13 共通 一般処理 控除要件の自動チェック機能がある。
14 共通 一般処理 申告受付後の様々なデータの論理チェックができる。

15
共通 一般処理 ユーザーインターフェースとしてキーボードだけでも操作が可能であ

る。
16 共通 一般処理 個人ごとのメモ、コメントの入力欄がある。
17 共通 一般処理 チェックボックスだけのコメントの入力欄がある。
18 共通 一般処理 申告者個人の所得・控除毎にメモ入力欄がある。

19
共通 一般処理 30台のクライアント接続でもシステムの動作レスポンスを速い状態の

まま維持して運用できる。

20
共通 一般処理 ブラウザ型（クラウド対応型）の住民税賦課システムとの共存が可能

である。
21 共通 一般処理 履歴データを保存管理できる。

22
共通 一般処理 確定申告と住民税申告で異なる課税方式を選択する場合に、確定申

告分の履歴データを保存できる。
23 共通 一般処理 履歴データとの変更点の比較ができる。
24 共通 一般処理 給報のイメージ連係機能がある。
25 共通 一般処理 確申のイメージ連係機能がある。
26 共通 一般処理 クラウド環境として構築可能である。

27
共通 検索機能 世帯番号、住民コード、生年月日、漢字氏名、カナ氏名、住所、事業

所番号、利用者識別番号、マイナンバーからの検索が可能である。
28 共通 検索機能 前方一致又はあいまい検索が可能である。
29 共通 検索機能 仮名の濁音・半濁音を除去できる。
30 共通 検索機能 コメント入力した文言から該当者を検索できる。
31 共通 検索機能 検索呼出履歴から再検索できる。
32 共通 世帯画面 世帯構成一覧が表示できる。
33 共通 世帯画面 世帯外の方を扶養に取った場合に世帯一覧に追加表示できる。
34 共通 世帯画面 世帯分離している方を世帯一覧に追加表示できる。
35 共通 世帯画面 各自の申告所得が表示できる。
36 共通 世帯画面 DV情報を管理できる。
37 共通 世帯画面 世帯メモで容易に過年度のコメントを確認することができる。
38 申告受付 営業 売上げ先、仕入れ先の明細入力を持っている。
39 申告受付 営業 経費明細を持っている。

40
申告受付 営業 一人で２本以上の営業種目を持っている人を受け付けることができ

る。また、収支内訳書を別々に出力できる。
41 申告受付 営業 青申控除の入力欄がある。
42 申告受付 営業 前年比較ができる。
43 申告受付 営業 減価償却費の計算ができる。
44 申告受付 営業 減価償却資産の事前データを参照できる。
45 申告受付 営業 償却資産の取得年からの計算一覧を表示する機能がある。

46
申告受付 営業 減価償却資産の除却、譲渡管理ができ、その場合に除却経費計上、

総合譲渡計算ができる。
47 申告受付 営業 営業種目の参照窓を利用した選択ができる。
48 申告受付 営業 専従者を世帯構成から参照して入力できる。
49 申告受付 営業 ２重に専従者が取られないように保護機能がある。
50 申告受付 営業 専従者控除額と専給収入の不一致を警告する機能がある。
51 申告受付 営業 入力された任意の収支内訳を、他の宛名コードに移譲処理できる。
52 申告受付 他事業（営業等） 家内特例経費の算出ができる。
53 申告受付 他事業（営業等） 一般営業の収支内訳書を出力できる。

54
申告受付 農業 免税牛計算ができる。収支計算書は全体分と免税分を個別に出力で

きる。
55 申告受付 農業 牛特例の計算ができる。
56 申告受付 農業 免税分、免税外分の収入、所得などの金額値を持っている。
57 申告受付 農業 免税経費の収入案分機能がある。
58 申告受付 農業 収支計算の経費の免税案分の機能を持っている。
59 申告受付 農業 牛馬果樹育成費用の算出ができる。
60 申告受付 農業 農業の収支内訳書を出力できる。
61 申告受付 農業 農業のうち免税牛分の収支内訳書を出力できる。
62 申告受付 農業 育成牛の管理ができる。
63 申告受付 農業 入力された任意の収支内訳を、他の宛名コードに移譲処理できる。
64 申告受付 不動産 不動産の収支入力画面を持っている。
65 申告受付 不動産 不動産の収支内訳書を出力できる。
66 申告受付 不動産 一人で２種目の入力ができる。
67 申告受付 不動産 入力された任意の収支内訳を、他の宛名コードに移譲処理できる。
68 申告受付 配当 明細の入力画面を持っている。
69 申告受付 配当 種目の設定に参照窓からの選択入力ができる。
70 申告受付 配当 配当控除の自動計算ができる。
71 申告受付 配当 配当割額控除の入力欄を明細毎に持っている。
72 申告受付 配当 確定申告しない分の配当入力ができる。
73 申告受付 配当 住民税で非課税となる少額配当の入力ができる。
74 申告受付 配当 住民税に算入するもの、しないものを管理できる。
75 申告受付 給与 前年の給与支払先を表示できる。
76 申告受付 給与 給与所得控除を自動計算できる。
77 申告受付 給与 特定支出の明細書を出力できる。
78 申告受付 給報 給報のイメージ通りに入力する画面がある。
79 申告受付 給報 給報の一括取り込み時に給報の記載エラーをチェックできる。
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十和田市住民税申告支援システム機能要件一覧 ※は、「凡例」参照のこと

№ 分類1 分類2 機能要件
※

回答
改修費用
（千円）

カスタマイズ内容
代替案等

80
申告受付 給報 上記給報は個票単位のチェックと串刺しした結果のチェックの両方が

可能である。

81
申告受付 給報 給報の一括取り込み時に複数ある給報から控除計算する給報を選定

できる。
82 申告受付 給報 給報の一括取り込み時に再提出給報のチェックができる。

83
申告受付 給報 給報の一括取り込み時に合算済みの前職分の給報を処理から除外し

て計算できる。
84 申告受付 給報 給報のイメージを印刷する機能がある。
85 申告受付 給報 住宅借入金等特別控除可能額の入力欄がある。
86 申告受付 給報 eLTAX給報とその他の提出経路の違いを区別できる。
87 申告受付 給報 電子媒体給報の擬似イメージを一括で作成する機能がある。
88 申告受付 給報 複数資料の合算ができる。

89
申告受付 給報 給報･年金の人的控除記載人数から、扶養・控配を自動特定する機能

がある。前年の実績を利用することで、世帯外、住登外も特定可能と
なっている。

90
申告受付 給報 前職の支払事業所番号や事業所名、支払金額、社会保険料、源泉徴

収税額を管理できる。
91 申告受付 給報 給給併徴を設定できる。
92 申告受付 年金 明細の入力画面を持っている。
93 申告受付 年金 支払事業所の設定に参照窓からの選択入力ができる。
94 申告受付 年金 年金の一括取り込みができる。
95 申告受付 年金 年金所得控除を自動計算できる。
96 申告受付 年金 複数資料の合算ができる。
97 申告受付 年金 年金特徴00通知の取込と判定ができる。
98 申告受付 雑その他 明細の入力画面を持っている。
99 申告受付 雑その他 種目の設定に参照窓からの選択入力ができる。
100 申告受付 雑その他 家内特例の計算ができる。

101
申告受付 雑その他 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の計算と計算書

の出力ができる。
102 申告受付 総合譲渡 収入、経費の入力欄がある。
103 申告受付 総合譲渡 特別控除の自動計算ができる。
104 申告受付 総合譲渡 収用の特別控除の適用が計算できる。
105 申告受付 総合譲渡 損失の特例の適用が計算できる。
106 申告受付 総合譲渡 内訳書画面に2本まで入力管理できる。
107 申告受付 一時 明細の入力画面を持っている。
108 申告受付 一時 種目の設定に参照窓からの選択入力ができる。
109 申告受付 一時 収入、経費の入力欄がある。
110 申告受付 一時 特別控除の自動計算ができる。
111 申告受付 一時 他所得のマイナスとの損益通算ができる。
112 申告受付 分離短期譲渡 分離計算書の入力ができる。
113 申告受付 分離長期譲渡 分離計算書の５％の取得費を自動計算できる。
114 申告受付 分離長期譲渡 特別控除の自動計算ができる。
115 申告受付 分離長期譲渡 他所得との損益通算ができる。
116 申告受付 分離長期譲渡 同種目や譲渡所得内の損通前処理の損益計算ができる。
117 申告受付 分離長期譲渡 特例条文の入力ができる。
118 申告受付 分離長期譲渡 特定居住用財産の譲渡損失の入力欄がある。

119
申告受付 分離長期譲渡 上記損失が長期一般該当であっても譲渡内損通を正しく計算できる。

120 申告受付 分離長期譲渡 明細書画面から2面～5面まで入力管理できる。
121 申告受付 株式譲渡 上場株式配当の計算に対応している。
122 申告受付 株式譲渡 上場株と一般株の入力を区別できる。
123 申告受付 株式譲渡 3年間の繰越損失を管理できる。
124 申告受付 先物取引 明細を入れて計算できる。
125 申告受付 先物取引 3年間の繰越損失を管理できる。
126 申告受付 山林 収支の入力ができる。
127 申告受付 山林 経費率の特例が適用できる。
128 申告受付 山林 ５０万の特別控除を自動計算できる。
129 申告受付 山林 他所得との損益通算ができる。
130 申告受付 退職 退職所得特別控除の自動計算ができる。
131 申告受付 退職 障害起因の割り増し控除が計算できる。
132 申告受付 退職 勤続年数の設定で控除額が算出できる。
133 申告受付 雑損控除 損害の種類、原因、災害年月日の入力ができる。
134 申告受付 雑損控除 上記種目を参照窓から簡単に入力できる。
135 申告受付 雑損控除 控除額の自動計算ができる。
136 申告受付 雑損控除 所得が変動しても再計算が掛かる。
137 申告受付 雑損控除 住民税とずれる控除額を直接入力できる。（震災対応）
138 申告受付 医療費控除 氏名、続柄、医療機関の入力ができる。
139 申告受付 医療費控除 上記種目を参照窓から簡単に入力できる。
140 申告受付 医療費控除 控除額の自動計算ができる。
141 申告受付 医療費控除 所得が変動しても再計算が掛かる。
142 申告受付 医療費控除 住民税とずれる控除額を直接入力できる。（震災対応）
143 申告受付 医療費控除 セルフメディケーション税制に対応している。
144 申告受付 医療費控除 医療費給付・補填金額のデータを事前に取り込み、参照できる。
145 申告受付 社会保険料控除 源泉分の入力ができる。
146 申告受付 社会保険料控除 国保、年金、介護の収納額の参照機能がある。
147 申告受付 社会保険料控除 参照データを申告データに転記できる。

148
申告受付 社会保険料控除 事前データを誰が控除したのかマークができ、世帯内で多重控除して

いないかチェックする機能がある。

149
申告受付 社会保険料控除 参照機能の控除額から世帯内で適用した金額合計とのチェック機能

がある。
150 申告受付 小規模企業共済 心身障害者扶養共済の入力がある。
151 申告受付 小規模企業共済 確定拠出年金の入力ができる。
152 申告受付 生命保険料控除 給報源泉分と申告受付分を別けて入力できる。

153
申告受付 生命保険料控除 給報源泉分の記載不備な生命保険料控除の支払い額を住民税で適

切に課税できる値として逆算設定する機能がある。
154 申告受付 地震保険料控除 給報源泉分と申告受付分を分けて入力できる。

155
申告受付 地震保険料控除 １保険種目で地震保険料控除適用と旧長期損保保険料適用とある場

合に、どちらで控除を受けた方が有利なのかをシミュレーションする機
能がある。
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十和田市住民税申告支援システム機能要件一覧 ※は、「凡例」参照のこと

№ 分類1 分類2 機能要件
※

回答
改修費用
（千円）

カスタマイズ内容
代替案等

156
申告受付 地震保険料控除 上記シミュレーションに、所得税と住民税で評価した場合の有利不利

が逆転する場合のメッセージを出す機能及びどちらを選択すれば良
いかが解るような表示がある。

157 申告受付 寄附金控除 政党等寄附は所得控除と税額控除の選択ができる。
158 申告受付 寄附金控除 控除額は自動で計算される。
159 申告受付 寄附金控除 所得が変動しても再計算が掛かる。
160 申告受付 寄附金控除 ふるさと納税対応の入力区分を持っている。
161 申告受付 寄附金控除 住民税提出の寄附金控除申告書を出力できる。

162
申告受付 寄附金控除 認定NPO、公益社団法人、特定震災指定寄附の税額控除に対応して

いる。

163
申告受付 寄附金控除 ふるさと納税ワンストップ特例制度の特例申請通知書の情報入力欄

がある。

164
申告受付 寄附金控除 他市から届いたふるさと納税ワンストップ特例通知の名寄せ取込がで

きる。
165 申告受付 配偶者控除 世帯から選択できる参照窓がある。
166 申告受付 配偶者控除 同一生計配偶者の管理ができる。
167 申告受付 配偶者特別控除 前年参照から複写できる。
168 申告受付 配偶者特別控除 控除額を合計所得から判定し自動で計算する。
169 申告受付 配偶者特別控除 本人の合計所得の要件により配特控除を判定している。
170 申告受付 配偶者特別控除 住基情報の障害区分を反映させて障害者控除を自動で計算する。
171 申告受付 配偶者特別控除 住基情報と障害区分を異なって取った場合に警告が出る。
172 申告受付 配偶者特別控除 世帯外の方を配偶者控除に取ることができる。
173 申告受付 配偶者特別控除 続柄を訂正する機能がある。

174
申告受付 配偶者特別控除 配偶者の合計所得が実際の申告（給報）の所得と一致しない場合、そ

れを警告する機能がある。

175
申告受付 配偶者特別控除 住登外扶養者の場合に所得照会先の自治体コード参照入力ができ

る。また所得照会表の出力が対話個票印刷、バッチ連続印刷ができ
る。

176 申告受付 扶養控除 世帯から選択できる参照窓がある。
177 申告受付 扶養控除 前年参照から複写できる。
178 申告受付 扶養控除 所得要件の判定を行う。
179 申告受付 扶養控除 住基情報の障害区分を反映させて障害者控除を自動で計算する。
180 申告受付 扶養控除 住基情報と障害区分を異なって取った場合に警告が出る。
181 申告受付 扶養控除 世帯外の方を扶養控除に取ることができる。
182 申告受付 扶養控除 続柄を訂正する機能がある。
183 申告受付 扶養控除 年齢から自動的に控除額を計算する。

184
申告受付 扶養控除 住登外扶養者の場合に所得照会先の自治体コード参照入力ができ

る。また所得照会表の出力が対話個票印刷、バッチ連続印刷ができ
る。

185

申告受付 扶養控除 住登外扶養者の場合に所得照会先の自治体コード参照入力ができ
る。
また所得照会表の出力が対話個票印刷、バッチ連続印刷で可能。

186
申告受付 扶養控除 誕生日前に無くなった方の年齢該当が割増控除対象の境界の場合

警告を促す機能がある。
187 申告受付 扶養控除 他市所得照会などの設定ができる。
188 申告受付 本人控除 住基情報の障害区分を反映させて障害者控除を自動で計算する。
189 申告受付 本人控除 住基情報と障害区分を異なって取った場合に警告が出る。
190 申告受付 本人控除 寡婦の要件判定を行っている。
191 申告受付 本人控除 勤労学生の要件判定を行っている。
192 申告受付 本人控除 寡婦一般、寡婦特別、寡夫の区別ができる。

193
申告受付 本人控除 本人照会、事業所照会、重複扶養照会などの照会表が出力可能であ

る。

194
申告受付 障害者控除 扶養控除、配偶者控除、本人控除で自動的に加算されるようになって

いる。
195 申告受付 障害者控除 特別障害、普通障害の控除額の積算を自動で行っている。
196 申告受付 障害者控除 障害者控除を適用した人を世帯構成画面で確認することができる。
197 申告受付 配当控除 配当所得から自動計算できる。

198
申告受付 配当控除 私募証券、外貨建証券投信、その他証券投信など配当控除率の異な

る種目の計算ができる。
199 申告受付 住宅取得控除 新築計算ができる。
200 申告受付 住宅取得控除 増改築計算ができる。
201 申告受付 住宅取得控除 両者混在の計算ができる。
202 申告受付 住宅取得控除 過年度分の計算ができる。
203 申告受付 住宅取得控除 連帯債務割合の計算ができる。
204 申告受付 住宅取得控除 住宅取得控除の計算書の印刷ができる。
205 申告受付 住宅取得控除 所得変動があった場合に再計算が掛かる。
206 申告受付 住宅取得控除 住民税対象の控除申告書の出力ができる。
207 申告受付 住宅耐震改修特別控除 住耐震、認定長期優良住宅、住宅特定改修の計算ができる。
208 申告受付 政党等寄附金等控除 寄附金の入力から計算できる。
209 申告受付 政党等寄附金等控除 所得変動があった場合に再計算が掛かる。
210 申告受付 政党等寄附金等控除 所得控除と税額控除と適切な方を簡単に切替選択ができる。
211 申告受付 特定震災指定寄附金除 特定震災指定寄附金を支出した場合、税額控除することができる。
212 申告受付 外国税額控除 入力欄がある。
213 申告受付 外国税額控除 住民税額の計算も対応している。

214 申告受付 外国税額控除 繰越控除余裕額を管理できる。

215 申告受付 外国税額控除 繰越控除余限度超過額を管理できる。

216
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 毎年１月１日現在の住民記録データの取込ができる（死亡・転出デー

タの取込みもできる）。

217 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 毎年１月１日現在の住民記録データの取込は複数回取込ができる。

218 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 事業所データの取込が全件・差分ともできる。

219
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 当市が管理する事業所データに紐づく法人番号データの取込が全

件・差分ともできる。

220 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 給与支払報告書を提出していない事業所を確認できる。

221 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 マイナンバーデータの取込ができる。

222 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 マイナンバーはＤＢ保存時に暗号化された文字列で保存される。
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№ 分類1 分類2 機能要件
※

回答
改修費用
（千円）

カスタマイズ内容
代替案等

223
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 国民健康保険税、後期高齢保険料、介護保険料の収納額データの取

り込みができ、特徴・普徴を分けて管理できる。

224 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 生活保護者データの取込みができる。

225 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 障害者データ及び寡婦（夫）データの取込みができる。

226
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 総務省様式でパンチデータ化された紙の給与支払報告書、年金支払

報告書の情報を取込める。

227
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 ｅＬＴＡＸで受信した給与支払報告書、公的年金支払報告書データの

取込みができる。

228
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 ｅＬＴＡＸで受信した給与支払報告書、公的年金支払報告書データから

擬似イメージを作成しイメージデータとして登録できる。

229 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 パンチデータ化されたＫＳＫ確申の第一表以外の情報を取込める。

230
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 資料データ取込み時に、カナ氏名・生年月日・マイナンバーから自動

的に宛名コードの特定ができる。

231
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 資料データ取込み時に、自動的に個人特定できなかったデータにつ

いて、職員が容易に宛名コードを特定できる機能が備わっている。

232
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 資料データについて、自動および手動で宛名コードを特定したデータ

が何の情報を基に特定したかの証跡が記録されている。

233 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 資料データの個人特定の証跡を必要な時に随時確認できる。

234 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 各資料データについて、回送情報の管理と出力ができる。

235 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 給報データについて、事業所照会情報の管理と出力ができる。

236
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 給報データについて、論理誤りを連続的に整備するための機能が備

わっている。
237 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 給報・年金データについて、課税資料イメージを参照できる。

238
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 寄附金管理(ワンストップ特例データ)について、ｅＬＴＡＸデータ＋書類

回送等、重複して情報が送られてきた場合などを検出する仕組みを有
する。239 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 パンチ入力の給報を一括で取り込む機能を用意している。

240 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 手入力による給報の入力をサポートしている。
241 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 給報のイメージ通りの入力画面を持っている。

242
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 給報ＯＣＲシステムとの連携実績があり、ＯＣＲ読み取りしたデータの

取込ができる。
243 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 給報・年金データ取り込み時に単票での検算チェックが行える。
244 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 ＯＣＲシステムと連携した値の誤読をチェックする機能がある。

245
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 給報・年金のデータに住民コードを付番するツールがあり、未特定者

を編集するインターフェース画面を持っている。

246
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 上記処理に住登外、他市町転送分処理、転出など区分毎に処理を分

けられる機能がある。また回送処理機能も実装している。
247 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 データを取込む前に取込テストをする機能がある。
248 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 磁気ディスク給報の取込が可能である。
249 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 ｅLTAX電子申請給報の読込ができる。

250
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 電子給報（主にeLTAXのXML）の総括表の擬似イメージを生成でき

る。

251
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 ｅLTAX電子申請給報を取込む場合、納税義務者IDから事業所を特定

する機能がある。

252
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 給報資料イメージを参照しながら補記入力する機能があり、イメージ

には編集箇所が把握できるような追尾機能がある。

253
他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 電子データの擬似イメージ作成とイメージ管理への即時連係する機能

がある。また、特別な連係ハンドリング操作が不要である。
254 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 擬似イメージ生成は多重生成かつ高速に行う機能がある。
255 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 他市回送、事業所返送時にイメージ情報を添付する機能がある。
256 他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 他市回送用の添え書きを添付する機能がある。

257

他システム連携・取込 宛名・給報・年金等取込 他市回送時に回送情報をPDF化し、回送先自治体ごとにファイル圧縮
して出力する機能がある。その際、団体間回送機能を利用した回送が
行えるように転送可能なファイル上限サイズで分割する機能がある。

258 他システム連携・取込 連携データ出力 賦課データ（資料併合後のデータ）を基幹システム向けに出力できる。

259
他システム連携・取込 連携データ出力 賦課データ（資料併合後のデータ）異動分を基幹システム向けに出力

できる。

260
他システム連携・取込 連携データ出力 賦課データ（資料併合後のデータ）異動分を簡易に基幹システムへ反

映させることができる。
261 他システム連携・取込 連携データ出力 住民税用申告異動分を出力できる。
262 他システム連携・取込 連携データ出力 宛名コードを関連付けした扶養データを出力できる。
263 他システム連携・取込 連携データ出力 宛名コードを関連付けした専従データを出力できる。

264
他システム連携・取込 国税連携 国税連携データについて、論理誤りを連続的に整備するための機能

が備わっている。
265 他システム連携・取込 国税連携 国税連携データについて、自庁受付分を自動識別できる。
266 他システム連携・取込 国税連携 国税連携データについて、課税資料イメージを参照できる。

267
他システム連携・取込 国税連携 国税連携審査端末から直接XMLやTIFFのデータを加工せず取り込む

ことができる。
268 他システム連携・取込 国税連携 XMLに記載されている生年月日、カナから名寄せ処理ができる。
269 他システム連携・取込 国税連携 e-Tax申告のデータから擬似収支計算書のイメージを生成できる。
270 他システム連携・取込 国税連携 擬似イメージ生成は多重生成かつ高速に行う機能がある。

271
他システム連携・取込 国税連携 国税連携のe-Taxデータの擬似イメージ作成と付表の擬似イメージ作

成機能があり、イメージ管理に即時連係する機能がある。多くの種類
に対応している。

272
他システム連携・取込 国税連携 一人の申告者に複数申告がある場合に、データやイメージを比較して

優先判定を行う機能がある。

273
他システム連携・取込 国税連携 上記を比較する際に、個人毎のリストに、どのような申告が何件届い

ているのかを視覚的に表示する機能がある。

274 他システム連携・取込 国税連携 複数申告の差分項目（金額値など）を一括印刷する機能がある。

275
他システム連携・取込 国税連携

複数届く申告書の中で、閲覧不要連絡データや地電協530通知、自庁
受付申告書、連絡不可データなどを自動的に除外する機能がある。

4



十和田市住民税申告支援システム機能要件一覧 ※は、「凡例」参照のこと
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※
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（千円）
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276
他システム連携・取込 国税連携 複数届く申告書の中で、どのデータが優先されたのかを視覚的に表

示する機能を有する。
277 他システム連携・取込 国税連携 申告システムで受け付けたデータと区別して取込ができる。
278 他システム連携・取込 国税連携 データが欠落している物に補記作業を行う画面を持っている。

279
他システム連携・取込 国税連携 国税連携ASPのOCRサービスで読み取りしたデータの取込ができ、連

携実績がある。

280
他システム連携・取込 国税連携 e-Tax等の還付申告などをいち早く検索し、滞納者と突合させる機能

がある。

281
他システム連携・取込 国税連携 ＫＳＫ申告書の扶養・控配情報を世帯一覧から引用して特定する機能

がある。
282 他システム連携・取込 国税連携 ＫＳＫ申告書などは、パンチ委託に回す資料として印刷出力できる。

283
他システム連携・取込 国税連携 e-Tax,KSKのデータを他市回送用のデータとして出力できる。

一度に複数自治体分の出力ができる。
284 他システム連携・取込 国税連携 他市回送時にイメージ情報を添付する機能がある。

285
他システム連携・取込 国税連携 申告入力画面にて国税連携の申告書イメージを見ながら入力作業が

できる。
286 他システム連携・取込 国税連携 申告入力値と国税連携の申告値との比較ができる。
287 他システム連携・取込 国税連携 マルチTIFFを表示できる。

288
他システム連携・取込 国税連携 国税連携資料イメージを参照しながら補記入力する機能があり、イ

メージには編集箇所が把握できるような追尾機能がある。
289 他システム連携・取込 国税連携 過年度の申告書の取込ができる。
290 他システム連携・取込 国税連携 税務署で読み取った生年月日、カナを修正できる。
291 課税資料合算 給報年金合算 給報・年金の資料合算を複数回行える。

292
課税資料合算 給報年金合算 上記合算時に使用する控除記載をパラメータで変更できる。または独

自のカスタムに対応できる。
293 課税資料合算 給報年金合算 前回合算済みと追加分を再評価しながら合算し直す仕組みがある。

294
課税資料合算 給報年金合算 重複して取り込んだ給報を自動合算済み（処理除外）にする機能があ

る。

295
課税資料合算 給報年金合算 前職記載金額一致の給報を自動合算済み（処理除外）にする機能が

ある。
296 課税資料合算 給報年金合算 上記は、５件まで登録可能である。

297
課税資料合算 給報年金合算 また、前職記載金額が複数の給報の合計に一致する場合、任意の最

大５組までの組合わせで合致させ自動合算済み（処理除外）にする機
能がある。

298
課税資料合算 申給合算 取り込んだ給報・年金データ、国税連携申告データの課税資料合算

が行える。
299 課税資料合算 申給合算 給報年金＋申告書などの申給合算を複数回行うことができる。

300
課税資料合算 申給合算 申給合算（申告書と給報年金データの場合）と申申合算（申告書デー

タ複数件の場合）の考え方を取り入れ、複雑な判定を行って資料合算
データを作成する。

301 課税資料合算 申給合算 合算後に遅れて届いた給報を再取込合算ができる。

302
課税資料合算 申給合算 簡易申告やそれ以外の記載省略された申告に於いても給報源泉値を

採用するか否かを細かく条件設定し、判定処理が行える。
303 課税資料合算 一括扶養特定 課税資料記載の扶養人数を元に、一括で扶養特定ができる。
304 課税資料合算 一括扶養特定 一括扶養特定時にマイナンバーを用いることができる。
305 印刷 申告書印刷 一般Ａ、Ｂ、分離３表、損失４表、修正訂正５表申告書が印刷できる。
306 印刷 申告書印刷 上記プレプリントの様式にも印字できる。
307 印刷 申告書印刷 青一般、青分離の申告書が印刷できる。
308 印刷 申告書印刷 住民税の申告書が印刷できる。
309 印刷 申告書印刷 還付先の印字ができる。
310 印刷 申告書印刷 レーザープリンターでの白紙への申告書印刷ができる。
311 印刷 収支内訳書印刷 償却資産の内容を詳しく記載している。
312 印刷 収支内訳書印刷 税務署指定のＫＳＫ収支内訳書に印刷できる。

313
印刷 その他印刷機能 宛名登録されている電話番号のうち、申告書に印字させる電話番号

を印刷時に選択できる。

314
印刷 その他印刷機能 印刷帳票は入力内容に応じて自動選択ができる。また、任意に選択も

できる。

315
印刷 その他印刷機能 確定申告か住民税申告かを意識せずに入力することができ、受付の

最後で確定申告と住民税申告を切り替える必要が生じた場合であっ
ても、入力をし直すことなく対応できる。

316 印刷 収支内訳書印刷 レーザープリンターでの白紙への申告書印刷ができる。

317
データ抽出（EUC） EUC 多様な条件にて申告データの抽出ができ、その後のＥＵＣ処理が簡単

に行える。
318 データ抽出（EUC） EUC 出力した結果リストを条件指定して分割ができる。
319 データ抽出（EUC） EUC 各チェックリストの作業進捗状況を管理する機能がある。

320
データ抽出（EUC） EUC エラーリストを内容レベルに応じて分割し、担当者毎に割り振る機能

がある。
321 その他 その他 給報総括表の管理ができる。
322 その他 その他 変動所得や、臨時所得の入力に対応している。
323 その他 その他 上記申告書が印刷できる。
324 その他 その他 ユニコード外字に対応している。

325

その他 その他 ＥＵＣで作成したチェックリストを直接データで取り込んで、照会・編集
画面と直接連動して、チェック作業を効率よく行うためのチェック機能
がある。

326 その他 その他 給与支払報告書に係るチェック機能がある。
327 その他 その他 確定申告書に係るチェック機能がある。
328 その他 その他 所得や控除等に係る前年との比較によるチェック機能がある。
329 その他 その他 徴収区分に係る前年との比較によるチェック機能がある。
330 その他 その他 各種論理チェック機能がある。
331 その他 その他 チェック機能に追加したい要望に応じて柔軟に追加、拡充ができる。

332
その他 その他 前年の申告データを基にワンストップ特例の寄附金上限額を計算でき

る。（シミュレーション）
333 その他 e-Tax送信 自治体で受け付けた確定申告のe-Tax電子送信に対応している。

334
その他 e-Tax送信 入力不足の場合は、データ出力時に確認メッセージが表示される。

335
その他 e-Tax送信 複数回データを出力した場合、警告メッセージが表示される。不要な

データを容易に削除できる。
336 その他 e-Tax送信 申告時に送信票控えと申告書控え、付表を印刷できる。
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337 その他 e-Tax送信 出力した電子送信用データに対して暗号化機能がある。

338
その他 e-Tax送信 電子送信用ソフト(e-Taxソフト等)から出力した送信情報のログから、

送信票の印刷ができる。
339 その他 扶養是正 扶養是正情報をデータ連係する機能がある。
340 その他 住民税 住民税額のシミュレーションができる。
341 その他 月例異動更正処理 住民税課税システムに異動情報を連携できる。
342 その他 事前準備データ 住基情報・事業所情報を取り込める。
343 その他 事前準備データ 国民年金（収納）の事前データを取り込める。
344 その他 事前準備データ 国保税額の事前データを取り込める。
345 その他 事前準備データ 後期高齢者医療保険の事前データを取り込める。
346 その他 事前準備データ 介護保険の事前データを取り込める。
347 その他 事前準備データ 農業者年金の事前データを取り込める。
348 その他 事前準備データ 雑・その他所得の事前データを取り込める。
349 その他 事前準備データ 非課税所得の事前データを取り込める。
350 その他 事前準備データ 利子所得の事前データを取り込める。
351 その他 事前準備データ 配当所得の事前データを取り込める。
352 その他 事前準備データ 高額医療費給付金の事前データを取り込める。
353 その他 事前準備データ 農業の収入・経費明細データなどを取り込める。
354 その他 事前準備データ 営業の収入・経費明細データを取り込める。
355 その他 事前準備データ 不動産の収入・経費明細データを取り込める。
356 その他 事前準備データ 農業、営業、不動産の償却資産参照データを取り込める。
357 その他 事前準備データ 給報・年金・総括票のデータを取り込める。
358 その他 事前準備データ 住借控除の事前データを取り込める。
359 その他 事前準備データ 課税賦課システムのデータを取り込める。

360
その他 事前準備データ ふるさと納税ワンストップ特例通知書のパンチデータとeLTAXデータを

取り込める。eLTAXデータの場合は擬似イメージ作成も行える。
361 その他 事前準備データ 法定調書の資料データを取り込める。擬似イメージ作成も行える。
362 イメージ管理 イメージ管理機能 イメージ管理機能がある。

363
イメージ管理 イメージ管理機能 紙資料（原票）のスキャンイメージと電子データから生成された擬似イ

メージを統一管理できる機能がある。
364 イメージ管理 イメージ管理機能 イメージの検索機能がある。

365
イメージ管理 イメージ管理機能 イメージに付けたアノテーション（付箋）のコメント内容で対象イメージ

を検索できる。
366 イメージ管理 イメージ管理機能 イメージへのアノテーション（付箋）機能がある。
367 イメージ管理 イメージ管理機能 マルチTIFFを表示できる。
368 イメージ管理 イメージ管理機能 イメージの蓄積管理ができる。

369
イメージ管理 イメージ管理機能 イメージ管理システムの連係に関する余計なハンドリングを必要とせ

ず利用できる。

370
イメージ管理 イメージ管理機能 イメージファイルだけではなく、PDF、Excel等の資料ファイルも管理で

きる。
371 イメージ管理 イメージ管理機能 指定したイメージに対して、エクセル連携や印刷・PDF出力ができる。

372
イメージ管理 イメージ管理機能 印刷時に一時的に帳票に合わせてマイナンバー項目にマスキングを

かける機能がある。

373
イメージ管理 イメージ管理機能 ユーザー権限により、マイナンバー項目を自動的にマスキングをかけ

る機能がある。
374 マイナンバー制度 課税資料取込 給報・年金データ取込時にマイナンバーを利用した名寄せが行える。
375 マイナンバー制度 課税資料取込 国税連携データ取込時にマイナンバーを利用した名寄せが行える。

376
マイナンバー制度 課税資料取込 ふるさと納税ワンストップ通知データ取込時にマイナンバーを利用した

名寄せが行える。
377 マイナンバー制度 検索機能 マイナンバーによる検索ができる。

378
マイナンバー制度 セキュリティ 画面上には通常時マイナンバーを表示せず、必要な場合にマスク解

除操作にて表示させる機能がある。

379
マイナンバー制度 セキュリティ 登録ユーザーごとに管理者、一般、照会のみなどの操作権限設定が

行える。
380 マイナンバー制度 セキュリティ 登録ユーザーごとにマイナンバーに対する操作権限設定が行える。
381 マイナンバー制度 セキュリティ 登録ユーザーごとにパスワードの有効期限が設定できる。

382
マイナンバー制度 セキュリティ マイナンバー（個人情報）が記載されたファイルへのアクセスを記録・

管理できる機能がある。

383
マイナンバー制度 セキュリティ マイナンバーを含む申告書やデータの出力を制御する機能がある。

384
マイナンバー制度 セキュリティ 特定個人情報保護評価(PIA)の基準に沿ったマイナンバー操作に関

する履歴管理が行える。
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№ 分類1 分類2 機能要件
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（千円）

カスタマイズ内容
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1 印刷 申告書・付表 確定申告書Ａ（第１表、第２表）
2 印刷 申告書・付表 確定申告書Ｂ（第１表、第２表）
3 印刷 申告書・付表 確定申告書：第３表（分離課税用）
4 印刷 申告書・付表 確定申告書：第４表（損失申告書）

5
印刷 申告書・付表 確定申告書：第４表（損失申告用）付表 （東日本大震災の被災者の

方用）

6 印刷 申告書・付表 確定申告書：第５表（修正申告書）
7 印刷 申告書・付表 住民税申告書
8 印刷 申告書・付表 更正の請求書
9 印刷 申告書・付表 住宅借入金等特別控除計算明細書

10
印刷 申告書・付表 （付表１）補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与

の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書

11
印刷 申告書・付表 （付表2）連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明

細書

12 印刷 申告書・付表 住宅借入金等特別控除申告書（住民税）
13 印刷 申告書・付表 寄附金控除申告書（住民税）

14
印刷 申告書・付表 寄附金税額控除申告書（二）(特定非営利活動法人に対する寄附金

用)（住民税）
15 印刷 申告書・付表 認定NPO法人寄附金特別控除額の計算明細書
16 印刷 申告書・付表 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書
17 印刷 申告書・付表 政党等寄附金特別控除額の計算明細書
18 印刷 申告書・付表 一般収支内訳書
19 印刷 申告書・付表 農業収支内訳書
20 印刷 申告書・付表 不動産収支内訳書
21 印刷 申告書・付表 償却資産一覧
22 印刷 申告書・付表 医療費の明細書（総務省様式）
23 印刷 申告書・付表 分離譲渡計算書
24 印刷 申告書・付表 株式等の計算明細書
25 印刷 申告書・付表 上場株式等に係る譲渡損失の繰越用

26
印刷 申告書・付表 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合

の必要経費の額の計算書
27 印刷 申告書・付表 肉用牛の売却による所得の税額計算書（提出用・控用）
28 印刷 申告書・付表 所得の内訳書（提出用・控用）
29 印刷 申告書・付表 準確定申告書付表
30 印刷 申告書・付表 添付資料台紙

31
印刷 申告書・付表 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書（平成26年4月1日以

後居住用）
32 印刷 申告書・付表 山林所得収支内訳書（計算明細書）
33 印刷 申告書・付表 総合譲渡の内訳書
34 印刷 申告書・付表 送信票
35 印刷 申告書・付表 相続等に係る生命保険等に基づく年金の雑所得の金額の計算書【本

36
印刷 申告書・付表 相続等に係る生命保険等に基づく年金の雑所得の金額の計算書【所

得税法施行令185条第2項又は第186条第2項に基づき計算する場
合】

37
印刷 申告書・付表 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書（特定権利行使株式

分及び特定投資株式分がある場合）
38 印刷 申告書・付表 特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算及び繰越控除用
39 印刷 申告書・付表 セルフメディケーション税制の明細書

40
印刷 申告書・付表 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書（平成26年4月1日から平成3

月31日までの間に住宅耐震改修をした方用）

41
印刷 申告書・付表 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書（平成28年4月1日から

平成29年3月31日までの間居住用）

42
印刷 申告書・付表 住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除の計算明細

書（平成29年4月1日以後用）
43 印刷 申告書・付表 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
44 印刷 申告書・付表 先物取引に係る繰越損失用
45 印刷 その他帳票 扶養是正等情報
46 印刷 その他帳票 回答書
47 印刷 その他帳票 ２９４通知
48 印刷 その他帳票 未申告呼出
49 印刷 その他帳票 再提出案内書
50 印刷 その他帳票 総括表
51 印刷 その他帳票 特徴資料せん
52 印刷 その他帳票 戸籍照会（庁内）
53 印刷 その他帳票 戸籍照会（他市）
54 印刷 その他帳票 ワンストップ特例通知無し（５箇所超要申告）
55 印刷 その他帳票 ワンストップ特例通知無し（申告済み適用無し）
56 印刷 その他帳票 税務署調査票
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