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受付印

磁気・光ディスク交換必要事項了承確認書 

（給与支払報告書の場合） 

○ 本書は承認申請書と併せてご提出ください。 

○ 本書につきましては、控えまたは写しをご作成いただいて保管し、担当者が変わる際は、必ず引き

継いでください。 

○ 磁気・光ディスクについては以下のとおりご了承、ご確認いただいたうえでご作成、ご提出をお願

いいたします。 

○ 本書と異なる方法で磁気・光ディスクをご作成・ご提出いただいた場合や、本書のご提出がない場

合につきましては、磁気・光ディスク交換の承認はいたしかねますので、ご了承ください。 

特別徴収義務者の 

氏名または名称 

特別徴収義務者 指定番号 ０ ０ ０        

特別徴収義務者の 

所在地 

〒   － 

特別徴収義務者の 

個人番号又は法人番号 

特別徴収税額通知書の送付先 

※部署名まで記入してください。 

書面の 

送付先 

〒   －     

磁気・光ディスク 

の送付先 

〒   －     

磁気・光ディスク交換の 

ご担当者様 

部署名  

氏名  

連絡先電話番号     －    －    （内線    ） 

磁気・光ディスク交換を 

開始しようとする年度 

令和    年度 

本書提出年月日 令和    年    月    日 

同一のシステムにより 

磁気・光ディスクを調製し、 

磁気・光ディスク交換を 

申請するため、本書の提出を 

省略する関連事業所等 

指 定 番 号 関 連 事 業 所 等 の 名 称 見込件数 

件

  件

件

  件
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さいたま市の定める【運営要領】についての確認 

以下の各設問（26問）について、回答欄に○、×を記入してください。また、参考となる事項等があ

りましたら、各設問の余白に適宜ご記入ください。 

番号 設問内容 回答欄 

1 

「個人住民税の給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等化について

【運営要領】」（以下「運営要領」という）の「4.1 総括的作成要領 4.1.1 禁止事項①」（13

頁）に掲載の 69項目について、前スペース右詰め入力は行わない。 

2 

「運営要領」の「4.1総括的作成要領 4.1.1 禁止事項①」（13頁）に掲載の 69項目につ

いて、文字列に先行する桁に 1桁以上のスペースを記録する入力は行わない。 

3 

「運営要領」の「4.1 総括的作成要領 4.1.1 禁止事項②」（14 頁）について、1 レコー

ドに 143 個以上の「,」（カンマ）は記録しない。 

4 

「運営要領」の「4.1 総括的作成要領 4.1.1 禁止事項③」（14 頁）について、全角文字

で記録を行う項目に対し、半角文字での記録は行わない。 

5 

「運営要領」の「4.1 総括的作成要領 4.1.1 禁止事項④」（14 頁）について、半角文字

で記録を行う項目に対し、全角文字での記録は行わない。 

6 

「運営要領」の「4.1 総括的作成要領 4.1.1 禁止事項⑤」（14 頁）について、半角文字

で記録を行う項目において、半角小文字のカタカナは使用しない。 

7 

「運営要領」の「4.1 総括的作成要領 4.1.1 禁止事項⑥」（14 頁）について、半角文字

で記録を行う項目において、「ｰ」（棒線、伸ばし棒）は使用せず、「-」（ハイフン）に置換

する。 

8 

「運営要領」の「4.1 総括的作成要領 4.1.2 遵守事項②」（17 頁）について、入力する

文字数については、各項目の「入力文字基準」を遵守し、項目に定められた文字数を超過

する記録は行わない。 

9 

「運営要領」の「4.1 総括的作成要領 4.1.2 遵守事項③」（17 頁）について、さいたま

市版の「運営要領」について、一通り確認した。 

10 

「運営要領」の「4.1 総括的作成要領 4.1.2 遵守事項③」（17 頁）について、さいたま

市の仕様と他市区町村の仕様との差異について調査・確認済である。 

11 

「運営要領」の「4.1 総括的作成要領 4.1.2 遵守事項④」（17 頁）について、磁気・光

ディスクは正本・副本の両方を作成する。 
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12 

「運営要領」の「4.1 総括的作成要領 4.1.2 遵守事項⑤」（17 頁）について、受給者レ

コードの総データ量が膨大なため、FDで正本・副本それぞれ 5 枚以内に記録できない場合

は、全レコードを一括して CD-R,DVD-R に記録することができる。 

（※この項につきましては、貴事業所の受給者レコードの総データ量が FD の場合で正

本・副本それぞれ 5 枚以内に収まる場合でも、CD-R,DVD-R に一括して記録が可能であれば

「○」、不可能であれば「×」と回答してください。） 

13 

「運営要領」の「4.1 総括的作成要領 4.1.2 遵守事項⑥」（17 頁）について、取りまと

め事業所等が、一括して関連事業所の給与支払報告書データを提出する場合は、事業所（指

定番号）ごとに磁気・光ディスク媒体を作成し、提出する。 

（※この設問の回答が「×」の場合のみ、次の設問をご回答ください。） 

14 

「運営要領」の「4.1 総括的作成要領 4.1.2 遵守事項⑥」（17 頁）について、取りまと

め事業所等が、一括して関連事業所の給与支払報告書データを提出する場合は、事業所（指

定番号）ごとにファイルを分割して記録する。 

15 

「運営要領」の「1.2 最重要事項 1.2.1 書面での給与支払報告書及び公的年金等支払報

告書、磁気・光ディスクの正本・副本の提出」（5 頁）について、法定提出期限内（1 月末

日）に、磁気・光ディスクと併せて書面での給与支払報告書を提出された場合は、磁気・

光ディスクのデータを優先する。 

16 

「運営要領」の「1.2 最重要事項 1.2.2 提出期限」（5 頁）について、毎年 1月 20 日頃

までに提出可能である。 

（※この設問の回答が「×」の場合のみ、次の設問をご回答ください。） 

17 

「運営要領」の「1.2 最重要事項 1.2.2 提出期限」（5 頁）について、毎年 1月 20 日頃

までの提出は不可能だが、法定提出期限（例年１月末日。１月末日が休日の場合は翌日又

は翌々日に必着）は厳守する。 

18 

「運営要領」の「1.3提出に際しての重要注意事項 1.3.1 提出前確認事項」（6頁）につ

いて、提出前に磁気・光ディスクのファイルがコンピュータ・ウィルスに感染していない

か、確認作業を実施する。 

19 

「運営要領」の「1.3 提出に際しての重要注意事項 1.3.2 外部ラベルの貼付等」（6頁）

について、磁気ディスク（FD）で提出する場合には正本・副本それぞれに外部ラベルを貼

付し、光ディスクで提出する場合には正本・副本それぞれのレーベル面に必要事項を記載

する。 
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20 

「運営要領」の「1.3提出に際しての重要注意事項 1.3.3 提出物一覧」（6頁）について、

追加提出分・訂正分及び、法定提出期限（1月末）を過ぎて提出する場合は事前に連絡し、

さいたま市磁気・光ディスク交換担当者に相談する。 

21 

「運営要領」の「1.3提出に際しての重要注意事項 1.3.4 提出上の注意」（6頁）につい

て、提出物は一つの封筒にまとめて提出する。 

22 

 「運営要領」の「1.4 その他留意事項 1.4.1 特別徴収税額通知書レコードに不具合があ

った場合」（7 頁）について、特別徴収税額通知書レコードを記録して返却・交付された磁

気・光ディスクは、到着後、早急に内容確認を実施する。 

23 

「運営要領」の「1.4 その他留意事項 1.4.2 貴事業所において、給与支払報告書及び公

的年金等支払報告書の提出に使用する媒体を変更する場合」（7 頁）について、使用する媒

体を他の媒体に変更する場合は、媒体の変更を希望する前の年の 12月末日までに「給与支

払報告書又は公的年金等支払報告書磁気・光ディスク媒体変更届出書」を提出する。 

24 

「運営要領」の「1.4 その他留意事項 1.4.3 光ディスクによって提出された給与支払報

告書及び公的年金等支払報告書の媒体の取扱いについて」（7 頁）について、さいたま市に

提出した給与支払報告書の光ディスクは、返却されないことを確認した。 

25 

「運営要領」の「4.2 各項目の記録にあたっての留意事項 4.2.6 他の支払者の給与（前

職分給与）を含めたレコードを記録する場合の取扱い（23 頁）について、他の支払者の給

与を含む場合、項番 66「他の支払者 氏名又は名称」には、その支払者の名称を記録する。 

26 

「運営要領」の「4.2 各項目の記録にあたっての留意事項 4.2.6 他の支払者の給与（前

職分給与）を含めたレコードを記録する場合の取扱い（23 頁）について、他の支払者の給

与を含む場合、項番 67「他の支払者 給与等の金額」には、その金額を記録する。 

ご記入・ご回答いただく項目は以上となります。申請書と併せてご提出ください。 


