






















標　準　仕　様　書　修　正　履　歴
版数：14　　　　　　　　　1／2

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７．２．（５）．２７ 1.標準仕様書修正(氏変30) 035

（氏の変更届）

届出人資格・氏名の編集内容欄に、親権者養父母を選択した場合は、

届出人資格を養父・養母で分け、入力された届出人氏名を移送する旨を追記

 70010-3



標　準　仕　様　書　修　正　履　歴
版数：14．１　　　　　　　　　1／1

平 成 ２３年 ９ 月

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

1 第７．２．（５）．２７ 民法改正によるシステムの対応

（氏の変更届）

１．システム処理の概要説明 001

範囲外処理に”複数の未成年後見人から届出がされた

場合”を追加

70010-4 



版 頁

１．氏の変更業務処理範囲外の処理

（１）異籍の子の（養）父母欄の更正処理

（２）事件本人の成年後見人から届出がされた場合

（３）夫婦の筆頭者であった者が婚姻中に国籍喪失で除籍となっている場合

（４）複数の未成年後見人から届出がされた場合

２．氏の変更届入力画面の意義

（１）その１画面：氏の変更を行う当事者（筆頭者及び配偶者）の各項目を入力する。

（２）その２画面：上記以外の構成員の各項目を入力する。

３．その他

（１）除籍になっている者の氏名ＤＢ中の漢字氏名の氏（カナ氏名も含む）も変更後の氏に変更する。

（２）配偶者の９条２項ファイルに生年月日は設定されない。９条２項通知は運用にて対処する。

14.1 １／１
（　１　）

０
０
１

第　２
システム処理の概要説明書

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付
３

審査（氏の変更届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２３年　９月　３０日

7
00
11
 





































































版 頁

コード 出力形態

変換有無

(ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ) Ｚ９．，

中間ファイル 記録 記録日 中間ファイル 処理日≠スペース：処理日を移送

　　　　　　（仮戸籍） 特記 特記事項 　　　　　　（届書） 名義使用区分が１又は２の場合

戸籍事項 「夫婦名義で届出」を設定

届出人資格・氏名の編集内容

（1）届出人資格

　　入力された届出人資格１，２の組合せにより以下に示す資格名称を移送する。

　　　資格２ 　　　　　０００ 　　　　００８ 　　　　００９ 　　　　０１６ 　　　　０１７ 　　　　０１９ 　　　　０２０ 　　　　１１０

　資格１ 　　　　（未入力） 　　　（筆頭者） 　　　（配偶者） 　　（親権者父） 　　（親権者母） 　（親権者養父） 　（親権者養母） （未成年後見人）

０００（未入力） 夫または妻　＊１ 夫または妻　＊１ 　　　親権者父 　　　親権者母 　　親権者養父 　　親権者養母 　未成年後見人

００８（筆頭者） 　　夫または妻　＊１

００９（配偶者） 　　夫または妻　＊１

０１６（親権者父） 　　親権者父 　　親権者父母 親権者父，養母　＊２

０１７（親権者母） 　　親権者母 　　親権者父母 養父，親権者母　＊２

０１９（親権者養父） 　　親権者養父 養父，親権者母　＊２

０２０（親権者養母） 　　親権者養母
１１０（未成年後見人） 　　未成年後見人

＊１：名義使用区分＝１のとき「夫」
　　　名義使用区分＝２のとき「妻」　を設定する

＊２：届出人資格１，２にそれぞれ資格名称を設定する
　　　　（届出人資格名称の統合は行わない）
　　　ＥＸ． 親権者養父　と　親権者養母　の場合

【届出人１】親権者養父　　甲野　義太郎
【届出人２】親権者養母　　甲野　梅子

（２）届出人氏名
　　届出人資格１，２のいずれかが０１９（親権者養父）、０２０（親権者養母）、１１０（未成年後見人）の場合は、入力された届出人氏名を移送する。

　養父,養母　＊２
親権者父，養母　＊２ 　養父,養母　＊２

画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名

受　　　　　　　　　　取　　　　　　　　　　側 引　　　　　　　　　　渡　　　　　　　　　　側

備　　　　　　　　考ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目 ＤＢ・ファイル名

画面名称 名　　　　　　　　称

システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

処　　　理　　　名 4.1 戸籍事項（変動なし）編集　2/2 （受取側）　中間ファイル（仮戸籍）／戸籍事項　　　　　　　　　　　　　←　　　（引渡側）中間ファイル（届書）

第　２
デ　ー　タ　編　集　表３

入力確認（氏の変更届）
（　４　）

０
３

５

作　　　　業　　　　名

記　号　名

項　　　　　　　　　　　　目

1４ １２／１９

作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

平成２３年　３月　１日

70
04

5































































































































































































標　準　仕　様　書　修　正　履　歴
版数：１４　　　　　　　　　1／2

平 成 ２ ３ 年 ３ 月

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

1 第７．２．（５）．３０ 1.標準仕様書修正(107条4項15) 027

（１０７条４項届）

届出人資格・氏名の編集内容欄に、親権者養父母を選択した場合は、

届出人資格を養父・養母で分け、入力された届出人氏名を移送する旨を追記

 70136-2



標　準　仕　様　書　修　正　履　歴
版数：１４．１　　　　　　　　　1／1

平 成 ２ ３ 年 ９ 月

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

1 第７．２．（５）．３０ 民法改正によるシステムの対応

（１０７条４項届）

１．システム処理の概要説明

範囲外処理に”複数の未成年後見人から届出がされた場合”を追加 001

70136-3 



版 頁

１．１０７条４項届による氏の変更業務処理範囲外の処理

　　・事件本人の成年後見人から届出がされた場合
　　・複数の未成年後見人から届出がされた場合

２．１０７条４項届入力画面の意義

　　・氏の変更を行う当事者（氏変更人）の各項目を入力する。

３．その他

　　・添付資料
　　　　　氏変更許可の審判書の謄本および審判確定証明書

第　２

14.1 １／１
（　１　）
３

０
０
１

システム処理の概要説明書
作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

　審査（１０７条４項届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２３年　９月　３０日

7
01
37
 





















































版 頁

コード 出力形態

変換有無

(ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ) Ｚ９．，

（1）届出人資格

　　入力された届出人資格１，２の組合せにより以下に示す資格名称を移送する。

　　　資格２ 　　　　　０００ 　　　　０１６ 　　　　０１７ 　　　　０１９ 　　　　０２０ 　　　　１１０

　資格１ 　　　　（未入力） 　　（親権者父） 　　（親権者母） 　（親権者養父） 　（親権者養母） （未成年後見人）

０００（未入力） 　　　親権者父 　　　親権者母 　　親権者養父 　　親権者養母 　未成年後見人

０１６（親権者父） 　　親権者父 　　親権者父母 親権者父，養母　＊１

０１７（親権者母） 　　親権者母 　　親権者父母 養父，親権者母　＊１

０１９（親権者養父） 　　親権者養父 養父，親権者母　＊１ 　養父,養母 ＊１

０２０（親権者養母） 　　親権者養母 親権者父，養母　＊１ 　養父,養母 ＊１

１１０（未成年後見人） 　　未成年後見人

　　＊１：届出人資格名称をそれぞれ設定する

　　　　　（届出人資格名称の統合は行わない）
　　　ＥＸ． 親権者養父　と　親権者養母　の場合

【届出人１】親権者養父　　甲野　義太郎
【届出人２】親権者養母　　甲野　梅子

（２）届出人氏名
　　届出人資格１，２のいずれかが０１９（親権者養父）、０２０（親権者養母）、１１０（未成年後見人）の場合は、入力された届出人氏名を移送する。

処　　　理　　　名 　＊１　届出人資格・氏名の編集内容 （受取側）　中間ファイル（仮戸籍）／身分事項　　　　　　　　　　　　　←　　　（引渡側）中間ファイル（届書）

第　２
デ　ー　タ　編　集　表

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

３
（　４　）

入力確認（１０７条４項届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

受　　　　　　　　　　取　　　　　　　　　　側 引　　　　　　　　　　渡　　　　　　　　　　側

備　　　　　　　　考ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目 ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目

画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名

０
２

７

画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名

平成２３年　３月　１日 １４ １３／１４

70
16

4

















標　準　仕　様　書　修　正　履　歴
版数：１４　　　　　　　　　1／2

平 成 ２ ３ 年 ３ 月

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

1 第７．２．（５）．３１ 1.標準仕様書修正(名変12) 026

（名の変更届）

届出人資格・氏名の編集内容欄に、親権者養父母を選択した場合は、

届出人資格を養父・養母で分け、入力された届出人氏名を移送する旨を追記

 70171-2



標　準　仕　様　書　修　正　履　歴
版数：１４．１　　　　　　　　　1／1

平 成 ２ ３ 年 ９ 月

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

1 第７．２．（５）．３１ 民法改正によるシステムの対応

（名の変更届）

１．システム処理の概要説明 001

範囲外処理に”複数の未成年後見人から届出がされた場合”を追加

70171-3 



版 頁

１．名の変更業務処理範囲外の処理

（１）名の変更に伴う異籍者の父母、または養父母欄の更正

（２）同一戸籍内において、事件本人と構成員の（養）父母欄が一致していない場合の（養）父母欄更正処理

（３）事件本人の成年後見人から届出がされた場合

（４）複数の未成年後見人から届出がされた場合

上記（１）（２）は更正処理で行い、（３）（４）は審査結果入力処理で行う。

２．名の変更届入力画面の意義

（１）その１画面：名の変更届を行う事件本人の各項目を入力する画面である。

（２）その２画面：同籍する筆頭者、配偶者および除籍者以外の構成員を画面表示し、筆頭者または配偶者の名の変更に伴う父母または養父母欄の更正を行う。

　　　　　　　　　起動条件　下記の条件が全て成立した場合のみ画面表示し、それ以外は表示しない。

　　　　　　　　　　　　　　・名の変更者が本籍人　　：（１）名の変更者は筆頭者区分が１（筆頭者）であるか、または配偶者区分が０（未）以外であること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）（１）以外の者でかつ除籍者以外の同籍者が存在すること。

　　　　　　　　　　　　　　・名の変更者が非本籍人　：名の変更者は筆頭者であること（９条２項ファイルを出力するために画面を表示する）

　　　　　　　　　表示内容　名の変更者が本籍人の場合、下記の条件が成立する同籍者構成員の内容を画面表示する。

　　　　　　　　　　　　　　（１）筆頭者区分が０（構成員）であり、かつ配偶者区分が０（未）の者

　　　　　　　　　　　　　　（２）除籍されていない者

　　　　　　　　　住所欄、世帯主欄について

　　　　　　　　　　　　　　名の変更者が筆頭者の場合、入力必須。それ以外は入力されても無視する。

３．その他
筆頭者が名の変更者で配偶者が在籍する場合、入力画面に配偶者の入力項目が存在しないため、配偶者の９条２項ファイルは作成されない。配偶者の９条２項ファイルは９条２項メンテナンスで作成する。

システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２３年 ９月 ３０日 １／１
（　１　）

０
０

１

第　２
システム処理の概要説明書

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付
３

14.1審査（名の変更届）

7
01
7
2 



















































版 頁

＊１：届出人資格・氏名の編集内容

（1）届出人資格

　　入力された届出人資格１，２の組合せにより以下に示す資格名称を移送する。

　　　資格２ 　　　　　０００ 　　　　０１６ 　　　　０１７ 　　　　０１９ 　　　　０２０ 　　　　１１０

　資格１ 　　　　（未入力） 　　（親権者父） 　　（親権者母） 　（親権者養父） 　（親権者養母） （未成年後見人）

０００（未入力） 　　　親権者父 　　　親権者母 　　親権者養父 　　親権者養母 　未成年後見人

０１６（親権者父） 　　親権者父 　　親権者父母 親権者父，養母　＊１

０１７（親権者母） 　　親権者母 　　親権者父母 養父，親権者母　＊１

０１９（親権者養父） 　　親権者養父 養父，親権者母　＊１

０２０（親権者養母） 　　親権者養母 親権者父，養母　＊１

１１０（未成年後見人） 　　未成年後見人

＊１：届出人資格名称をそれぞれ設定する
　　　　（届出人資格名称の統合は行わない）

　　　ＥＸ． 親権者養父　と　親権者養母　の場合
【届出人１】親権者養父　　甲野　義太郎
【届出人２】親権者養母　　甲野　梅子

（２）届出人氏名
　　届出人資格１，２のいずれかが０１９（親権者養父）、０２０（親権者養母）、１１０（未成年後見人）の場合は、入力された届出人氏名を移送する。

（　４　）

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付第　２
デ　ー　タ　編　集　表３

入力確認（名の変更届）

改　　訂　　日　付

０
２

６

　養父,養母　＊１

　養父,養母　＊１

平成２３年　３月　１日 １４ １１／１５システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

70
19
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標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：14.1 １／１

平成23年9月

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

1 第7.2.(5).32 民法改正によるシステムの対応
（転籍届）

１．システム処理の概要説明 001
範囲外処理に届出人が”複数の未成年後見人”
の場合を記述

70210-3 



版 頁

１．転籍業務処理範囲外の処理

　　（１）　複数の未成年後見人から届出があった場合の記録

２．転籍届入力画面の意義

　　（１）　その１画面．転籍を行う当事者（筆頭者又は配偶者）の各項目を入力する。

　　（２）　その２画面．転籍を行う上記以外の構成員の各項目を入力する。

３．その他

（　１　）
システム化調査研究会

作　　成　　者作　　　　業　　　　名

 審査（転籍届）

第　２
３ システム処理の概要説明

０
０

１

１／１

作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

平成23年　9月30日 14.1平成　６年１２月　１日

7
0
21
1 































































































































標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：14.1 １／１

平成２３年９月

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

1 第7.2.(5).33
（就籍届）

１．民法改正に伴う標準仕様書改版
（１）中間ファイル（仮戸籍）編集・出力 019

・身分事項の項目名称変更
就籍許可の裁判発効日　→　就籍許可の裁判確定日

70271-3 







































版 頁

コード 出力形態

変換有無

(ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ) Ｚ９．，

中間ファイル 個人番号 中間ファイル 決裁処理で設定

（仮戸籍） 行番号 （届書）

身分事項 出力区分 ０：可

タイトルコード ３４０１：「就籍」を設定

記録コード ３４０１：「就籍者の記録」を設定

管掌者コード

事件発生日 裁判確定日

就籍許可の裁判

発効日

就籍許可の裁判 裁判確定日

確定日

国籍存在確認の

裁判確定日

親子関係存在確認

の裁判確定日

届出日 受領日

就籍届出日

資格 届出人資格

資格名称

氏名 届出人氏名

送付を受けた日 送付日 項目がある場合移送

受理者 送付元 項目がある場合移送

許可日

許可書謄本の

送付を受けた日

許可を受けた者

記録 記録日 処理日

特記 特記事項 ─────────

─────────

─────────

就籍原因の内容で審判日を何れかの
項目に設定する

就籍原因＝ｽﾍﾟｰｽ：就籍許可
　　　　　　　　　　　　の裁判確定日
　　　　　　＝１　　　：国籍存在確認
　　　　　　　　　　　　の裁判確定日
　　　　　　＝２　　　：親子関係存在確認
　　　　　　　　　　　　の裁判確定日

就籍原因＝ｽﾍﾟｰｽの場合、届出日に
受領日を移送。
上記以外は、就籍届出日に移送。

届出人資格＝０９８のときは移送しない。
上記以外は、＊１を参照。

届出人資格＝０２９，１１０のとき、
届出人氏名を移送する。

許
　
可

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

送
付

届
　
出

名　　　　　　　　称

項　　　　　　　　　　　　目

記　号　名

届
出
人

─────────

就
　
籍

デ　ー　タ　編　集　表
作　　　　業　　　　名

入力確認（就籍届）

記　号　名

受　　　　　　　　　　取　　　　　　　　　　側

4.1 中間ファイル（仮戸籍）編集・出力

第　２
３

（　４　）

引　　　　　　　　　　渡　　　　　　　　　　側

作　　成　　者

システム化調査研究会 ９／１０

作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

平成23年9月30日 14.1平成 ６ 年１２月 １ 日

０
１

９

備　　　　　　　　考ＤＢ・ファイル名

処　　　理　　　名

画面名称

ＤＢ・ファイル名

画面名称名　　　　　　　　称

項　　　　　　　　　　　　目

（受取側）　中間ファイル（仮戸籍）／身分事項（編成）　　　　←　　　（引渡側）　中間ファイル（届書）

7
02
9
0 
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