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 10200-2

標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：14 １／１

平成２３年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

1 第5.4 1.「 伴平成２２年９月６日 法務省民一第２１９１号」に う修正 003
（バッチ処理の 備考の①該当データの抽出条件を修正

流れ図（詳細））



第 ５
４

作          成          者 頁  数

バッチ処理の流れ図（詳細）
シ  ス  テ  ム  化  調  査  研  究  会 １／2

適      用      業      務      名 作   成   日   付 改   訂   日   付 版

１．高齢者消除抽出 平成　６年１２月　１日 平成２３年　３月　１日 14

備　　　　考

【準備処理】
　全件検索を対象とするDBを順ファイ
ルに変換する。
　　（１）戸籍DB　→　戸籍ファイル
　　（２）附票DB　→　附票ファイル

①

高齢者消除抽出（一覧表作成）
①該当データ抽出（戸籍ファイル）
　戸籍ファイルを順次読み込み、以下
の条件に該当するデータのみを戸籍
ファイル抽出データに出力する。
　（ア）満１００歳～満１１９歳の生存者
　　・現在戸籍
　　・１００歳未満の在籍者がいない
　（イ）満１２０歳以上の生存者
　　・現在戸籍
　　・在籍者の判断は不要

②

②並び替え（ソート）
　附票ファイルと突合せするために、個
人番号で昇順に並び替え（ソート）す
る。

③

③該当データ抽出（附票ファイル）
　戸籍ファイル抽出データと附票ファイ
ルにより個人番号で突合せを行う。
　附票の記載がないデータ（住所がス
ペースまたは消除されているデータの
み）を高齢者消除データとして出力す
る。

④

④帳票出力
　高齢者消除データファイルをもとに編
集し、高齢者消除一覧表を出力する。

００３

準備処理

ファイル変換

戸籍
ファイル

戸籍DB

準備処理

ファイル変換

附票
ファイル

附票DB

戸籍
ファイル

該当データ抽出

戸籍ﾌｧｲﾙ
抽出ﾃﾞｰﾀ

ソート

戸籍ﾌｧｲﾙ
抽出ﾃﾞｰﾀ

附票
ファイル

該当データ抽出

高齢者
消除ﾃﾞｰﾀ

帳票出力

高齢者消除
該当者一覧
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