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構成員等への集計結果①（システムの機能についての主要論点）

構成員のうち自治体の回答（行経室で加工・整理）
団体名 主要論点

自治体C 除票関係 集計：主な上位論点（重複除く）
自治体H 除票 主要論点 回答数
自治体K 除票 DV関係 7
自治体B 改製 届出取消・取消処理等 6
自治体E 改製 改製関係 5
自治体G 改製 エラー表示 3
自治体H 改製 除票関係 3
自治体K 改製 他システム連携 3
自治体A DV関係 窓口の業務範囲 2
自治体C DV関係 住民日等不明 2
自治体E DV関係 フリガナ 2
自治体F DV関係 外字関係 2
自治体H DV関係
自治体K DV関係
自治体I バッジ（異動・発行抑止）※DV
自治体G 他システムとの連携
自治体G 引っ越しワンストップサービスとの連携

自治体H 住基ネット等他システムとの連携
自治体I 他業務（システム）連携
自治体D 入力エラー表示
自治体K 警告表示（エラー表示）
自治体L 入力エラー表示
自治体E 住民異動窓口の業務範囲
自治体K 証明発行窓口の業務委託
自治体A 届出取消
自治体C 転入通知未着による職権消除
自治体E 職権消除
自治体E 届出取消
自治体F 取消処理
自治体G 届出取消
自治体I 届出取消
自治体I 届出修正
自治体E 住民日等不明
自治体E 生年月日等一部不存在
自治体G 生年月日・住民日等一部不明
自治体I 生年月日・住民日等不明
自治体C 日本人カナ氏名
自治体F 氏名のふりがな
自治体C 外字
自治体F 氏名外字の検索対応
自治体D 外国人
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団体名 主要論点
自治体I 外国人
自治体C 「回復」と「記載」の違い
自治体C 「住所設定」と「未届転入」の違い

自治体C 世帯主の未来日転出
自治体C 続柄統一
自治体C 中間サーバの情報連携
自治体C 転入転居の異動届取消・異動日変更

自治体D 再転入
自治体E 証明書交付作業の簡単さ
自治体E 証明書認証文
自治体E 性別不明
自治体E マイナンバーの初期非表示
自治体F 氏名文字の字形
自治体F 世帯番号遍歴管理
自治体F 履歴情報の修正
自治体G 調達仕様書
自治体G マイナンバーカード前提の窓口対応

自治体H 住民票レイアウト
自治体K 異動届出人登録
自治体K 異動連絡票
自治体K 区画整理後の換地通知
自治体K コンビニ交付への異動連携
自治体K 実態調査の運用
自治体K 世帯なし世帯
自治体K 葬祭費申請書出力
自治体K 転出確定とならない１年後
自治体L 入力必須項目
自治体I 検索・照会
自治体I 証明発行
自治体I 転出
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構成員等への照会結果①（システムの機能についての主要論点）

準構成員・オブザーバ回答（行経室で加工・整理）
回答者 回答内容 カテゴリー

A社 除票：過去システムの給与式の担保 除票 集計：主な上位論点（重複除く）
B社 データ保管期間（除票・移行データ） 除票 カテゴリー 回答数
C社 住民票の様式⑦（印字省略の統一） 記載省略 他システムとの連携 8
D社 住民記録証明発行（項目選択：記載省略） 記載省略 入力必須項目不明 7
E社 文字コードの統一化 文字 個人識別番号・附番体系 7
F社 機能要件（各種チェック：使用可能な文字か） 文字 DV関係 6
F社 機能要件（各種チェック：文字定義） 文字 履歴 6
A社 方書・住居表示・様方表記 方書管理 改製関係 5
F社 機能要件（住所管理：方書管理） 方書管理 届出取消・取消処理等 5
C社 住民票記載対象外データ②（隣接地市町村住民による投票（選挙）） 選挙管理 住民票管理（世帯票or個人票） 5
F社 機能要件（住所管理：選挙区） 選挙管理 レイアウト一般 5
B社 投票区などの自動特定 選挙管理 仮登録・仮保存 4
G社 同時に行う異動（転入届と出生届等） 複数届出の同時処理 都道府県別統計 4
F社 機能要件（住民・異動処理：複合的異動届出対応（転入同時婚姻）） 複数届出の同時処理 行政区・支所管理等 4
G社 CS送付先情報の送信タイミング（即時・日時） 集計基準日（届出日orシステム入力日） 異動事由 4
H社 集計基準日（届出日orシステム入力日） 集計基準日（届出日orシステム入力日）

I社 改製処理 改製関係
C社 住民票の様式④（自動改製の考え方） 改製関係
C社 住民票の様式⑤（強制改製の考え方） 改製関係
J社 住民票（様式統一時の改製・再データ移行） 改製関係
A社 改製：過去システムの旧様式の担保 改製関係
F社 機能要件（住民票・異動処理：改製・再生） 改製関係
K社 DV関係 DV関係
L社 DV関係 DV関係
I社 DV関係 DV関係
A社 DV関係 DV関係
F社 機能要件（その他：支援措置管理として保持すべき機能の範囲） DV関係
I社 住基ネットとの連携 他システムとの連携
I社 中間サーバとの連携 他システムとの連携
C社 データベース設定②（連携他システムの必須項目） 他システムとの連携
C社 システム搭載機能の範囲④（他システムとの連携） 他システムとの連携
M社 住民異動時の住民記録以外の事務（就学通知・児童手当・介護保険）の出力 他システムとの連携
E社 住基ネットネットワークデータ連携機能拡大 他システムとの連携
N社 他システムとの外部連携に向けた標準I/F、標準連携タイミング（随時・日時） 他システムとの連携
B社 他システムとのデータ連携確認 他システムとの連携
O社 他システムへの異動継続連携機能 他システムとの連携
G社 窓口システムとの連携機能 他システムとの連携
G社 JPKIシリアル（コンビニ交付）に連携方法 他システムとの連携
O社 庁内システム連携項目 他システムとの連携
E社 窓口緩和に向けた機能実装（インターフェースの共通化） 他システムとの連携
K社 窓口の業務範囲 窓口業務範囲
E社 住民窓口が取扱う業務範囲に起因する部分の考え方 窓口業務範囲
N社 標準的な窓口体制（業務範囲、人数等） 窓口業務範囲
L社 取消 届出取消・取消処理等
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回答者 回答内容 カテゴリー
C社 システム搭載機能の範囲①（異動取消・遡異動） 届出取消・取消処理等
J社 異動取消の考え方（他業務の連携） 届出取消・取消処理等
D社 住民記録異動事由（転居取消：虚偽転居の場合の事由） 届出取消・取消処理等
F社 機能要件（住民票・異動処理：虚偽・錯誤の届出対応） 届出取消・取消処理等
I社 生年月日・性別不詳 入力必須項目不明
C社 データベース設定①（入力必須項目の未入力：生年月日・性別不詳等） 入力必須項目不明
D社 住民記録マスタ管理（日付等未入力） 入力必須項目不明
N社 不詳日・日付無しデータの出力仕様の標準化 入力必須項目不明
B社 生年月日不詳 入力必須項目不明
F社 機能要件（各項目書式：日付・不詳日） 入力必須項目不明
J社 データ（入力必須項目不明） 入力必須項目不明
B社 外字ファイル 外字
C社 システム搭載機能の範囲②（仮登録機能） 仮登録・仮保存
B社 異動の仮登録 仮登録・仮保存
G社 ２線式（仮保存）機能（入力者、承認者が分かれる場合への対応） 仮登録・仮保存
F社 機能要件（異動処理：仮更新機能・決済機能） 仮登録・仮保存
I社 県別統計 都道府県別統計
N社 都道府県仕様の統計の標準化 都道府県別統計
B社 都道府県報告資料 都道府県別統計
H社 都道府県ごとの統計報告様式統一 都道府県別統計
C社 住民票の様式①（世帯票の取扱い） 住民票管理（世帯票or個人票）

J社 住民票（「個人票」ベース or「世帯票」ベース） 住民票管理（世帯票or個人票）

D社 住民記録証明発行（様式選択：個人票・世帯票） 住民票管理（世帯票or個人票）

H社 住民票管理（世帯票様式or個人票様式） 住民票管理（世帯票or個人票）

P社 データ管理方法（世帯ベースor個人ベース） 住民票管理（世帯票or個人票）

K社 個人識別番号・附番体系 個人識別番号・附番体系
A社 宛名番号再利用 個人識別番号・附番体系
A社 住民番号（宛名番号）の桁数とチェックデジットの標準ルール 個人識別番号・附番体系
E社 一意となる番号の附番体系 個人識別番号・附番体系
N社 宛名コード、世帯番号桁数の標準化 個人識別番号・附番体系
H社 自治体毎の附番ルール統一（宛名番号・世帯番号） 個人識別番号・附番体系
F社 機能要件（異動処理：宛名番号・世帯番号・採番体系） 個人識別番号・附番体系
K社 履歴 履歴
C社 住民票の様式③（記載項目毎の履歴印字行数） 履歴
E社 住民基本台帳の履歴の考え方 履歴
B社 各種証明書のレイアウトデザイン（出力項目の履歴段数） 履歴
F社 機能要件（住民票：履歴保持項目・保持数） 履歴
G社 遡り異動・修正があった場合の方針 履歴
G社 履歴を積まない機能（上書き修正・強制修正等） 履歴
B社 職員権限による表示制限（閲覧制限等） 閲覧制限・操作権限
O社 閲覧制限 閲覧制限・操作権限
F社 機能要件（閲覧業務：抽出条件・閲覧制限） 閲覧制限・操作権限
F社 機能要件（操作権限） 閲覧制限・操作権限
F社 機能要件（職員認証） 閲覧制限・操作権限
N社 行政区（地区・行政区・町内会）の定義と管理基準の明確化 行政区・支所管理等
N社 支所管理 行政区・支所管理等
F社 機能要件（異動処理：政令指定都市） 行政区・支所管理等
F社 機能要件（住所管理：行政区） 行政区・支所管理等
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回答者 回答内容 カテゴリー
D社 住民記録異動入力（死亡：世帯主不在） 世帯主無し世帯
F社 機能要件（異動処理：世帯主なし世帯の取扱い） 世帯主無し世帯
K社 住登外 住登外
E社 住登外者やDV支援措置管理の取扱い 住登外
C社 住民票記載対象外データ①（短期滞在者等） 住登外
I社 住基異動処理後の各課案内方法 他部署連携
F社 機能要件（その他：他課通知、証明書の印刷） 他部署連携
F社 機能要件（その他：付帯業務として保持すべき機能の範囲、備えるべき標準機能） 他部署連携
I社 住民票の様式・レイアウト レイアウト一般
C社 住民票様式②（用紙サイズ・レイアウト、印字文字数、フォントサイズ） レイアウト一般
C社 住民票の様式⑩（上記以外） レイアウト一般
D社 住民記録マスタ管理（文字切れ・レイアウト） レイアウト一般
B社 各種証明書のレイアウトデザイン（文字切れ・備考欄の最大文字数） レイアウト一般
C社 住民票の様式⑥（前住所印字の取扱い） 前住所・旧住所の取扱い
F社 機能要件（住民票：前住所の取扱い） 前住所・旧住所の取扱い
F社 機能要件（住所管理：旧住所管理） 前住所・旧住所の取扱い
D社 住民記録異動入力（備考分：具体的記載例の定義） 備考欄記載
B社 住民票備考文言 備考欄記載
F社 機能要件（住民票・異動処理：備考欄記載） 備考欄記載
D社 住民記録異動事由（住所設定） 異動事由
D社 住民記録異動事由（住居表示） 異動事由
N社 住基の異動事由の標準化 異動事由
F社 機能要件（住民票・異動処理：異動事由・届出事由の記載方法） 異動事由
D社 住民記録証明発行（記載順位） 住民票記載順序
H社 住民票記載順序 住民票記載順序
L社 OCR・QR等
L社 自治体クラウド
C社 住民票の様式⑧（見え消し線の統一）
C社 住民票の様式⑨（認証文印字方法の統一）

C社 データベース設定③（データベース内容と印字の不統一）

C社 データベース設定④（特殊設定項目：合併市町村）

C社 人口統計収集方法（市町村別統計の統一・運用）

C社 システム搭載機能の範囲③（メニュー分類等）

J社 転出異動（転出予定世帯員存在時の住民票写し発行形態）

J社 オンライン／一括の運用手段
D社 住民記録マスタ管理（桁あふれ）
D社 住民記録異動入力（転出確定）
D社 住民記録付帯処理（住居表示）
D社 住民記録付帯処理（修学関係：転入時等の転入学通知書等出力）

D社 印鑑マスタ管理（容量：印影圧縮）
D社 印鑑証明発行（文字切れ）
D社 住民記録との連動（回復：自動的な印鑑登録）

A社 中間サーバ副本のデータセットレコードキーと再構築

A社 住居表示と住居表示証明書
N社 再転入者検索方法の標準化
N社 郵便局集配局管理
B社 市町村独自住所
B社 推定死亡
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回答者 回答内容 カテゴリー
B社 移行検証
B社 移行リハーサル完了条件
B社 原課運用試験計画
B社 コード名称
G社 移行前の住民票の取扱い
G社 住居地の届出の扱い
H社 住民票消除年数超過による発行抑止
O社 住民票改ページ（複数ページの住民票）

O社 オープンデータ作成補助
O社 集計表・一覧表
P社 住民票記載方法（離婚後300日以内出生の子等）

F社 非機能要件（復旧時間・データ保持・SLA）

F社 機能要件（各種チェック：存在しない日付）

F社 機能要件（各種チェック：住居表示形式）

F社 機能要件（各種チェック：住所が存在する地番か）

F社 機能要件（各種チェック：続柄）
F社 機能要件（各種チェック：生年月日）
F社 機能要件（各種チェック：異動日・届出日の重複）

F社 機能要件（各種チェック：再転入）
F社 機能要件（各種チェック：同一人物）
F社 機能要件（各項目書式：住所・本籍）
F社 機能要件（住民票：住民票連記式）
F社 機能要件（住民票：複数国籍世帯記載方法）

F社 機能要件（住民票等：各種証明書認証文印字パターン）

F社 機能要件（住民票・異動処理：特別養子縁組の届出対応）

F社 機能要件（住民票・異動処理：使用可能な続柄・管理世代）

F社 機能要件（住民票・異動処理：転出予定者取扱い）

F社 機能要件（証明発行・異動制御）
F社 機能要件（住所管理：小学校区／中学校区）

F社 機能要件（住所管理：番地管理（最小番地、最大番地）

F社 機能要件（排他制御）
F社 機能要件（その他：Web前提の場合、対応ブラウザ）

F社 機能要件（その他：Faxへの対応）
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