


















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．(11)
（決裁処理） １．統計件数処理の修正

・親権・未成年者の後見・後見監督のカウントを修正 101

80008-3 











































































































































































































版 頁

コード 出力形態

変換有無

(ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ) Ｚ９．，

統計ファイル 受付

(親権・ 　　データベース

未成年者 （①届出）

の後見・

後見監督)

②嘱託 本籍

届出

甲類審判 非本

届出

送付

(②嘱託) 本籍

届出

保全処分 非本

届出

送付

備　　　　　　　　考

決裁処理 システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

記　号　名

（　４　）
データ編集表（補足説明）

第　２

3／7

（受取側）統計ﾌｧｲﾙ　　　　　　　　　　　　←　　　（引渡側）受付データベース事件の統計の取り方

改　　訂　　日　付

14.1

作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成２３年　９月３０日

受　　　　　　　　　　取　　　　　　　　　　側

処　　　理　　　名

作　　　　業　　　　名

画面名称

ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目

名　　　　　　　　称

３

１
０

１

受付事件コード＝
　1316［親権停止代行選任（嘱託）］
　1317［親権停止代行改任（嘱託）］
　1318［管理権停止代行選任（嘱託）］
　1319［管理権停止代行改任（嘱託）］
  1406［後見命令（嘱託）］
　1407［後見停止代行選任（嘱託）］
　1408［後見停止代行改任（嘱託）］
　1409［財産管理者改任（嘱託）］
  1415［後見監督停止代行選任（嘱託）］
　1416［後見監督停止代行改任（嘱託）］
  1506［保佐命令（嘱託）］

　1310［親権辞任］　1311［管理権辞任］
　1312［親権回復］　1313［管理権回復］
　1321［親権停止取消し］　1401［後見開始］
　1402［後見終了］　1403［後見人更迭］
　1410［後見監督開始］　1411［後見監督終了］
　1412［後見監督更迭］　1501［保佐開始］
　1502［保佐終了］　1503［保佐人更迭］
　4101［未成年者の後見開始］
　4102［未成年者の後見終了］
　4103［未成年後見人更迭］
　4110［未成年者の後見監督開始］
　4111［未成年者の後見監督終了］
　4112［未成年者後見監督人更迭］
　4118［未成年後見人地位喪失］
　4120［未成年後見監督人地位喪失］
　　　　の場合、カウントアップする

ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目

受付事件コード＝
　1314［親権喪失（嘱託）］　1315［管理権喪失（嘱託）］　1320［親権停止（嘱託）］　1404［後見辞任（嘱託）］
　1405［後見解任（嘱託）］  1413［後見監督辞任（嘱託）］　1414［後見監督解任（嘱託）］　1504［保佐辞任（嘱託）］
　1505［保佐解任（嘱託］  4104［未成年後見人辞任（嘱託）］　4105［未成年後見人解任（嘱託）］
　4113［未成年後見監督人辞任（嘱託）］　4114［未成年後見監督人解任（嘱託）］
　4117［未成年後見人選任（嘱託）］　4119［未成年後見監督人選任（嘱託）］
　4121［未成年後見人の権限を財産に関する権限に限定する定め（嘱託）］
　4122［未成年後見人財産に関する権限単独行使の定め（嘱託）］
　4123［未成年後見人財産に関する権限事務分掌行使の定め（嘱託）］
　4124［未成年後見人の権限を財産に関する権限に限定する定めの取消し（嘱託）］
　4125［未成年後見人財産に関する権限単独行使の定めの取消し（嘱託）］
　4126［未成年後見人財産に関する権限事務分掌行使の定めの取消し（嘱託）］
　4127［未成年後見監督人の権限を財産に関する権限に限定する定め（嘱託）］
　4128［未成年後見監督人財産に関する権限単独行使の定め（嘱託）］
　4129［未成年後見監督人財産に関する権限事務分掌行使の定め（嘱託）］
　4130［未成年後見監督人の権限を財産に関する権限に限定する定めの取消し（嘱託）］
　4131［未成年後見監督人財産に関する権限単独行使の定めの取消し（嘱託）］
　4132［未成年後見監督人財産に関する権限事務分掌行使の定めの取消し（嘱託）］
　　　の場合、カウントアップする

画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名

80
10
9
 

































































































標 準 仕 様 書 修 正 履 歴

標準仕様書見直しによる第２０版の仕様書改訂

（１）受付ファイル更新処理
　　　「伺い」の文言を「照会」に修正。
　　　関連受領番号入力・修正の決裁区分について、「---」から「決裁」に
　　　修正。
　　　注意事項として、関連受領番号の修正は決裁後に実施するように文言
　　　追加。

１ ／ １

版数 ： ２０．０版
平成２９年 ３月３１日

項番 業務（届書）名 修　　　　正　　　　内　　　　容 ページ 添付資料№

1 第７．２．（１３）
（各種ファイル更新）

０２１

80156-2 











































版 頁

受付ファイル更新処理は、通常の移動処理では出来ない受付ファイルに対する処理を直接行う業務であり、次の９業務の処理を行える。

検索業務の受付ファイル検索と同様の流れにより、受付ファイルを特定して処理を行う。

処分区分 決裁区分

1 －－－ 決　裁 ○

4 －－－ －－－ ×

5 －－－ 決　裁 ×

6 受　理 未決裁 ○

7 受　理 決　裁 ×

8 －－－ －－－ ×

※処理対象は、各受付ファイル更新業務別に、処理を行おうとする受付ファイルの処分区分•決裁区分の状態で異なるが、決裁区分が「欠番」のものは

　すべてにおいて対象外である。

※履歴管理は、受付ファイル受領番号の枝番を使用して行われる。上記の表では、履歴欄の『○』業務が履歴管理の対象となり、他は上書き処理となる。

※本籍受領分で戸籍の記載がされている場合は、戸籍訂正処理が必要となる場合もある。

※決裁前に関連受領番号を修正すると、同時に決裁がされずに決裁区分が未更新のまま決裁が完了する場合があるため、関連受領番号入力・修正に

　ついては、決裁後に実施する。

次頁以降に、それぞれの業務処理サンプルを受付ファイル（抜粋）で示す。［（２）が主に該当業務の処理結果であり、　　　部分が変更個所である。］

改　　訂　　日　付
３

受付ファイル更新処理 システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
システム処理の概要説明

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成２９年　３月３１日 ２０ １／２３
（　１　）

№ 受付ファイル更新業務 処　理　概　要
処理対象

履歴

便宜訂正 処分及び戸籍の記録内容の変わらない軽微些細な受付ファイルの記録誤りを訂正する処理。

2 返戻（受理処分の撤回） 送付先で、「不受理申出」が出されており、返戻されてきた場合等に、受付ファイルの処分を「受理」から
「受理処分の撤回」に変更する処理。 決　裁 ○

3 返戻（本籍不分明） 送付先において該当者が確定できずに本籍不明とされ、返戻されてきた場合に、受付ファイルの本籍欄を
「不詳Jに変更する処理。 受　理 決　裁 ○

受　理

発日、発送日入力・修正 照会をする場合における発日、届書 送付をする場合における発送日の入力•修正を行う処理。

関連受領番号入力・修正 特定の受付ファイルに対して、関連する受付ファイルの受領番号（関連受領番号）を入力•修正する処理。

０
２

１

受理後の処理照会 受理は確定しており受理処分を行ってあるが、戸籍の記録方法等が不明確で処理照会を行う場合の処理。

送達確認消し込み 届書等の送達が確認できた場合で、受付ファイルの送達区分を「未到着jを「到着済Jにする処理。

受付ファイル更新

○

受附帳の記載項目ではなく、システムで使用される項目の更新を行う処理。

9 本籍値変更後の届出
　　（標準準則３４条）

本籍地変更後に届書類を受理した場合の処理。
受　理 決　裁

8
01
77
 

























































































































































































































































第７．２．（２４） 

戸籍副本データ管理システム 

8
0
3
0
1
 



版 頁

１．戸籍副本データ管理システムの構築に伴う、電算化戸籍の副本の送信方法等については、

　　別紙の「戸籍副本データ管理システムに係る戸籍情報システム要件定義書」を参照すること。

（２４）
システム化調査研究会

作　　成　　者作　　　　業　　　　名

戸籍副本データ管理システム

第　７
２ 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　　年　　月　　日 16平成２５年３月　１日

8
0
3
0
2 
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