
主な様式 記載内容
回答のあった団体のうち
様式を提出した市区数

No001 転入通知更新リスト
異動日、旧住所地、新住所地、氏名、生年月日
性別、住民票コード、消除事由、消除日、届出日、世帯主名、続
柄、更新情報等

６市区

No002
相談リスト／審査票／処理経過票／照会リスト
／入力確認票

各世帯情報、住民情報 ６市区

No003 転入通知エラーリスト
異動日、旧住所地、新住所地、氏名、生年月日
性別、住民票コード、消除事由、消除日、届出日、世帯主名、続
柄、エラー情報等

４市区

No004 個人番号カード交付申請書
個人番号、氏名、住所、生年月日、性別、発行日、電話番号、外
国視線住民の区分、QRコード等

４市区

No005 出入国在留管理庁長官通知更新リスト
連番、異動事由、事由発生年月日、異動事由、居住地、英字氏
名、漢字氏名、生年月日、在留カード等の番号、法第30条45に規
定する区分、在留期間満了日、性別、国籍・地域、在留資格期間

４市区

No006 適正管理支援延長申出書
住所、氏名、「住民基本台帳事務における支援措置」の期間満了
のお知らせ

３市区

No007 処理注意・処理停止者一覧 ３市区
No008 国籍別人員調査表 国籍別、人員 ３市区

No009 国籍別在留資格別人員調査表

国名、人員、男、女、在留資格、教授、芸術、宗教、報道、投
資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、技術・人
文知識、国際業務、企業内転筋、興行、技能実習１号イ、技能実
習１号ロ、技能実習２号イ、技能実習２号ロ、文化活動、留学、
研修、家族滞在、特定活動、特別永住者、日本人の配偶者、永住
者の配偶者、定住者、在留の資格なし、永住者、未取得、仮滞
在、一時庇護

３市区

No010 転入通知未受理者一覧
転出予定地、転出届出日、転出先住所、転出先世帯主、いままで
の住所、いままでの世帯主、氏名、性別、生年月日、転入通知

３市区

No011 世帯主変更通知書 もとの世帯主、新しい世帯主、異動事由、変更日 ３市区
No012 公示者一覧 氏名、住所、生年月日、性別 ３市区
No013 不在住証明書 住所、氏名 ２市区
No014 汎用窓空封筒用通知書 住所、氏名 ２市区
No015 特別永住者証明書未切替通知書 特別永住者証明書番号、有効期間の満了の日 ２市区
No016 特別永住者証明書切替通知書 特別永住者証明書番号、有効期間の満了の日、更新期限 ２市区
No017 町丁目別年齢別人口統計表(月次) 年齢、総数、男、女 ２市区
No018 町丁別人口世帯数統計表(月次) コード、名称、男、女、計、世帯数 ２市区
No019 送付先情報突合結果通知 ２市区
No020 成年被後見人異動通知 ２市区

No021 成年被後見人異動者リスト
氏名（通称）、生年月日、性別、現住所、異動事由、移動年月
日、転出先住所

２市区

No022 条件指定名簿宛名シール 郵便番号、住所、氏名、バーコード ２市区

No023 条件指定名簿
番号、氏名（通称）、性別、生年月日、住所、世帯主名、続柄、
世帯番号、宛名番号、シールNo

２市区

No024 処理場所別処理累計表(増・減)

処理月/日、転入、特例転入、未届転入、特例転入未届、住所設
定、出生、前住所出生、中長期在留取得、回覧・転出取消、帰
化・国取・国喪、職権記載、増合計、転出、特例転出、死亡、失
踪宣告、入管庁消除、帰化・国取・国喪、職権消除、減合計

２市区

No025 処理場所別処理累計表(修正)

処理月/日、転出、世帯合併、世帯分離、世帯変更、世帯主変更、
届出修正、通知修正、誤記修正、軽微な修正、その他修正、コー
ド変更請求、コード変更修正、転入受理オン、転入受理バッチ、
入管庁修正、通称修正、合計

２市区

　対象：110市区（中核市又は人口20万以上の市区（指定都市を除く。））

住民基本台帳制度における基本的な様式・帳票以外の使用状況
参考資料２



主な様式 記載内容
回答のあった団体のうち
様式を提出した市区数

No026 処理場所別処理集計表(増・減)

処理日、転入、特例転入、未届転入、特例転入未届、住所設定、
出生、前住所出生、中長期在留取得、回覧・転出取消、帰化・国
取・国喪、職権記載、増合計、転出、特例転出、死亡、失踪宣
告、入管庁消除、帰化・国取・国喪、職権消除、減合計

２市区

No027 処理場所別処理集計表(修正)

処理月/日、転出、世帯合併、世帯分離、世帯変更、世帯主変更、
届出修正、通知修正、誤記修正、軽微な修正、その他修正、コー
ド変更請求、コード変更修正、転入受理オン、転入受理バッチ、
入管庁修正、通称修正、合計

２市区

No028 住民基本台帳人口移動総括表
転入、転出、日本人、外国人、性別、従前の住所地、転出先住所
地

２市区

No029 行政区別年齢別人口統計表(月次) 年齢、総数、男、女 ２市区
No030 行政区別人口世帯数統計表(月次) コード、名称、男、女、計、世帯数 ２市区

No031 行政区別住民異動累計表(増)
行政区、転入、特例転入、未届転入、特例転入未届、住所設定、
転出取消、回復、職権記載、出生、国籍取得記載、帰化記載、国
籍喪失記載、中長期在留取得、転居増、増合計、計、男、女

２市区

No032 行政区別住民異動累計表(減)
行政区、転出、特例転出、職権消除、死亡、帰化消除、国籍取得
消除、国籍喪失消除、入管庁消除、失踪宣告、転居減、減合計、
差引増減、転居、計、男、女

２市区

No033 行政区別住民異動月計表(増)
行政区、転入、特例転入、未届転入、特例転入未届、住所設定、
転出取消、回復、職権記載、出生、国籍取得記載、帰化記載、国
籍喪失記載、中長期在留取得、転居増、増合計、計、男、女

２市区

No034 行政区別住民異動月計表(減)
行政区、転出、特例転出、職権消除、死亡、帰化消除、国籍取得
消除、国籍喪失消除、入管庁消除、失踪宣告、転居減、減合計、
差引増減、転居、計、男、女

２市区

No035 戸籍附票照会書 本籍地、筆頭者、住所、世帯主、氏名、性別、生年月日、続柄 ２市区
No036 戸籍附票確認通知 本籍、筆頭者、住所、世帯主、氏名、性別、生年月日、続柄 ２市区
No037 世帯主変更依頼通知 もとの世帯主、異動事由 ２市区
No038 個人番号カード等書換通知書 氏名、通称、生年月日、性別、ローマ字氏名 ２市区
No039 未作成外字対象者一覧 氏名、住所、生年月日、性別 １市区
No040 副本登録対象者一覧 個人番号、氏名、副本キー情報 １市区

No041 不作成外字対象者連絡票
住所、氏名、世帯番号、外字対象箇所、筆頭者、前世帯主、文字
（不作成）、備考（扱出張所）、写し用外字

１市区

No042 入力データ更正報告書

氏名、通称、住所、住定年月日、生年月日、性別、（外国人）住
民となった日、世帯主、続柄、本籍、筆頭者、前住所、国籍、30
条45区分、カード番号、在留資格、在留期間、在留期間満了日、
備考、旧氏、その他、初期入力データ、更正入力データ、対象者
氏名、住民コード、世帯コード、発生年月日、担当者、入力年月
日、担当者、照合担当者、戸籍照合、附票照合、誤記、届出、履
歴無し、その他、特記事項、通常・軽微、住民票記載事項変更通
知送付、送付せず、本人連絡、連絡先、国保有無、年金有無

１市区

No043 入管庁通知情報特別永住者保留リスト

特別永住者証明書申請情報（現在の特別永住者証明書の番号、
カード交付状況、申請届出日、申請事由、交付予定日、申請場
所）、入管庁通知情報（異動事実、事由発生年月日、異動事由、
居住地、英字氏名、漢字氏名、氏名分類、生年月日、性別、在留
カード等の番号、国籍・地域、法第30条45に規定する区分、在留
資格期限、在留期間満了日、タイムスタンプ、その他、警告・エ
ラー情報）、現存住基情報（住民票の写しに相当）

１市区

No044 届出期間経過通知書
新住所、旧住所、事件本人、氏名、世帯主との続き柄、生年月
日、備考、届出事由の発生日、届出をした日、届出の種類、懈怠
期間、届出が遅れた理由

１市区

No045 特別永住者証明書未切替通知書一覧 特別永住者証明書番号、有効期間の満了の日 １市区
No046 特別永住者証明書切替通知書一覧 特別永住者証明書番号、有効期間の満了の日、更新期限 １市区
No047 特別永住者証明書交付予定通知書 １市区



主な様式 記載内容
回答のあった団体のうち
様式を提出した市区数

No048 転入通知情報更新リスト
新住所地、旧住所地、氏名、生年月日、性別、住民票コード、消
除事由、宛名番号、消除日、届出日、続柄、転出住所、転出主名

１市区

No049 転入通知情報エラーリスト
新住所地、旧住所地、氏名、生年月日、性別、住民票コード、消
除事由、宛名番号、消除日、届出日、続柄、転出住所、転出主名

１市区

No050 転出予定者消除一覧
世帯番号、宛名番号、住民票コード、氏名（通称）、旧世帯主
名、旧住所、旧続柄、新世帯主名、新住所、新続柄、国保、印
鑑、児童手当、介護、備考

１市区

No051 転出予定者消除エラー一覧
世帯番号、宛名番号、住民票コード、氏名（通称）、旧世帯主
名、旧住所、旧続柄、新世帯主名、新住所、新続柄、国保、印
鑑、児童手当、介護、備考

１市区

No052 転出証明書に準ずる証明書 （転出証明書に同じ） １市区

No053 適正管理支援措置終了者一覧
氏名（通称）、性別、現住所、処理停止状態区分メモ、処理停止
理由区分、処理停止期間

１市区

No054 適正管理支援措置延長予定者一覧
氏名（通称）、性別、現住所、処理停止状態区分メモ、処理停止
理由区分、処理停止期間

１市区

No055 通知カード送付先情報一覧 氏名、住所、生年月日、性別 １市区
No056 町丁別（行政区別）人口世帯数統計表 町丁目別の人口、性別、世帯数 １市区
No057 町丁別（行政区別）年齢別人口統計表 年齢、人口、性別 １市区

No058
中長期在留者届出事務取扱件数（事務処理時間
算出用）

（１） 中長期在留者の新規上陸後の住居地届出、（２） 在留カー
ド後日交付者の新規上陸後の住居地届出、（３） 中長期在留者へ
の在留資格変更等に伴う住居地届出、（４） 中長期在留者の住居
地の変更届出（転入）、（５） 中長期在留者の住居地の変更届出
（転居）、（６） 特別永住者の住居地の変更届出（転入）、
（７） 特別永住者の住居地の変更届出（転居）、（８）特別永住
許可申請並びに特別永住許可書及び特別永住者証明書の交付、
（９） 住居地以外の記載事項の変更届出、（１０） 特別永住者証
明書の有効期間の更新、（１１） 紛失等による特別永住者証明書
の再交付、（１２） 汚損等による特別永住者証明書の再交付、
（１３） 再交付申請命令による特別永住者証明書の再交付、（１
４） 交換希望による特別永住者証明書の再交付、（１５） 特別永
住者証明書の返納

１市区

No059 中長期在留者住居地届出事務に関する実態調査

（１） 中長期在留者の新規上陸後の住居地届出、（２） 在留カー
ド後日交付者の新規上陸後の住居地届出、（３） 中長期在留者へ
の在留資格変更等に伴う住居地届出、（４） 中長期在留者の住居
地の変更届出（転入）、（５） 中長期在留者の住居地の変更届出
（転居）、（６） 特別永住者の住居地の変更届出（転入）、
（７） 特別永住者の住居地の変更届出（転居）、（８）特別永住
許可申請並びに特別永住許可書及び特別永住者証明書の交付、
（９） 住居地以外の記載事項の変更届出、（１０） 特別永住者証
明書の有効期間の更新、（１１） 紛失等による特別永住者証明書
の再交付、（１２） 汚損等による特別永住者証明書の再交付、
（１３） 再交付申請命令による特別永住者証明書の再交付、（１
４） 交換希望による特別永住者証明書の再交付、（１５） 特別永
住者証明書の返納

１市区

No060 送付先情報エラーリスト
宛名番号、氏名（通称）［旧氏］、生年月日、性別、事由、消除
年月日、消除届出日、送付先通信状態区分

１市区

No061 選挙資格反映エラーリスト 氏名、性別、生年月日、性別、エラーメッセージ １市区
No062 世帯主なしチェックシート （項目なしで欄のみ） １市区
No063 人口移動調査都内転入出報告書 性別、都道府県別転入者、転出者数 １市区
No064 人口移動調査都外転入出報告書 性別、都道府県別転入者、転出者数 １市区
No065 人口移動調査各歳別報告書 年齢、人口、性別、転入、転出、都内、都外、死亡、出生 １市区

No066 審査リスト兼職権記載書

異動日、届出日、異動事由、処理区分、記載区分、職権修正事
由、住所、世帯主、氏名、生年月日、性別、続柄、本籍、備考、
筆頭者、暗証番号、住定日、住民日、国、後、介、年、児、印、
宛番、世帯主変更、氏名、旧続柄、新続柄、修正内容、氏名、生
年月日、本籍・筆頭者、その他

１市区

No067 職権消除予定者一覧 氏名、住所、生年月日、性別 １市区



主な様式 記載内容
回答のあった団体のうち
様式を提出した市区数

No068 職権による住民票の消除について 氏名、住所、職権消除の年月日 １市区
No069 条件指定名簿結果リスト 町コード、町名、男、女、計 １市区

No070 証明書情報通知取込エラーリスト
エラー表示（住民票コード不一致、シリアル番号なし、市町村
コードが多々しくないなど）

１市区

No071 証明書情報通知取込エラーリスト
住民票コード、桁数、シリアル番号情報、更新、エラーメッセー
ジ

１市区

No072 処理場所別証明書発行数統計表
処理場所、住民票の写し、印鑑登録証明書、住民票記載事項証明
書、転出証明書、（住民票の写しの内数）

１市区

No073 住民基本台帳実態調査票
各世帯情報、住民情報（住民票の写しの帳票を出力したもの）、
国保資格、年金□、児童手当、連絡先等

１市区

No074 住民基本台帳事務日計表 住民基本台帳事務処理件数 １市区
No075 住民基本台帳カード交付照会書 郵便番号、住所、氏名 １市区
No076 住所変更証明書 氏名、住所、変更前、変更後、変更実施期日 １市区

No077 住所設定異動者リスト
氏名（通称）、現住所、最終住登地、届出年月日、生年月日、性
別

１市区

No078 住所証明書 住所、氏名 １市区
No079 住所を引き続き有する証明書 住所、氏名、転入日 １市区

No080 住居表示変更対象者一覧（本籍地）
世帯番号、宛名番号、氏名（通称）、現住所、生年月日、性別、
住所コード

１市区

No081 住居表示変更対象者一覧
世帯番号、宛名番号、氏名（通称）、現住所、生年月日、性別、
住所コード

１市区

No082 住居表示証明書 氏名、住所、変更前、変更後、合併年月日 １市区

No083 住居表示未更新者一覧（本籍地）
世帯番号、宛名番号、氏名（通称）、生年月日、性別、旧住所、
現住所

１市区

No084 住居表示未更新者一覧
世帯番号、宛名番号、氏名（通称）、生年月日、性別、旧住所、
旧小学校区、旧中学校区、旧投票区、旧施設コード、現住所、現
小学校区、現中学校区、現投票区、現施設コード

１市区

No085 住居表示のお知らせ 発送情報（現住所、氏名）、実施日、旧住所、現住所 １市区

No086 住居表示更新者一覧（本籍地）
世帯番号、宛名番号、氏名（通称）、生年月日、性別、旧住所、
現住所

１市区

No087 住居表示更新者一覧
世帯番号、宛名番号、氏名（通称）、生年月日、性別、旧住所、
旧小学校区、旧中学校区、旧投票区、旧施設コード、現住所、現
小学校区、現中学校区、現投票区、現施設コード

１市区

No088 就学校指定通知書
異動区分（例：転入学）、指定校、新住所、前住所、届出年月
日、異動年月日、氏名（フリガナ）、性別、生年月日・学年、世
帯主の続柄、特記事項

１市区

No089 就学学校異動届出書
住記届出日、住記異動日、処理区分、異動事由、保護者、住所、
世帯主、前住所、世帯主、No.、氏名、フリガナ、生年月日、性
別、指定校名、入学通知書の交付、就学先が指定校以外の場合

１市区

No090 受理連絡通知書発送者一覧 氏名、性別、生年月日、住所、届出人、異動事由、届出日 １市区
No091 児童手当転出される方へのお知らせ 受給者氏名、消滅日、支払月、備考 １市区

No092 児童手当資格異動者一覧
宛名番号、氏名（通称）、性別、生年月日、認定消滅区分、支給
開始日、支給終了日、更新日

１市区

No093 氏名変更確認票
処理日時、住所、氏名、変更前、変更後、生年月日、印鑑番号、
印影

１市区

No094 最終確認票兼マスタ修正報告書

異動、届出、住所、区分、事由、職権修正事由、国保資格、世帯
区分、保険番号、住所、世帯主、氏名、住民、住定、印、国、
介、年、児手、生年月日、本籍、筆頭、続柄、前住、前主、備
考、住コ、宛番

１市区

No095 行政区別住民異動累計表（増）
転出、特例転出、職権消除、帰化、国籍取得、入管庁消除、失
踪、転居減

１市区

No096 行政区別住民異動累計表（減）
転入、特例転入、未届転入、特例転入未届、住所設定、転出取り
消し、回復、職権記載、出生、国籍取得、帰化記載、中長期在留
取得、転居増

１市区

No097 後期高齢資格異動者一覧
宛名番号、氏名（通称）、性別、被保険者番号、資格、運用開始
年月日、運用終了年月日、資格取得年月日、資格喪失年月日、更
新日

１市区



主な様式 記載内容
回答のあった団体のうち
様式を提出した市区数

No098 戸籍附票照会者一覧
世帯番号、宛名番号、氏名、元世帯主名、性別、生年月日、転出
先住所、本籍地、筆頭者

１市区

No099 戸籍附票確認通知一覧
氏名、住所、生年月日、性別、現住所、転出先住所、本籍地、異
動日、届出日

１市区

No100 戸籍届出期間経過通知書
事件の種類、届出期間満了の日、遅延日数、事件発生年月日、届
出・職権記載の年月日、届出人、氏名、本籍、住所、資格、生年
月日、届出期間を超過した理由、届出人氏名・印

１市区

No101 個人番号未付番現存者一覧 氏名、住所、生年月日、性別 １市区

No102 個人番号結果取込更新リスト
宛名番号、氏名、性別、生年月日、個人番号、個人番号要求異動
日、異動事由

１市区

No103 個人番号結果取込エラーリスト 宛名番号、氏名、性別、生年月日、個人番号、エラーメッセージ １市区

No104 個人番号カード発行状況更新リスト
宛名番号、氏名（通称）、生年月日、性別、旧運用状況、新運用
状況、旧有効期限、新有効期限、旧回収日、新回収日

１市区

No105 個人番号カード発行状況エラーリスト
住民票コード、宛名番号、運用状況、有効期限、回収日、更新、
エラーメッセージ

１市区

No106 個人番号カード交付再申請依頼通知書 氏名、住所、生年月日、性別 １市区
No107 個人番号カード交付再申請依頼通知書 氏名、通称、生年月日、性別、ローマ字氏名 １市区
No108 区画整理のお知らせ 発送情報（現住所、氏名）、実施日、旧住所、現住所 １市区

No109 関係課への案内票

・児童手当・こども医療の手続きが必要です。担当窓口：子育て
支援課【第二庁舎２階３０番窓口】、・母子健康手帳別冊（助成
券）の差し替えの手続きが必要です。担当窓口：子育て世代包括
支援センター【第二庁舎２階】、・国民健康保険証の変更の手続
きが必要です。担当窓口：国民健康保険課【第二庁舎１階５番窓
口】、・埼玉県後期高齢者医療被保険者証の手続きが必要です。
担当窓口：国民健康保険課【第二庁舎１階５－１番窓口】、・介
護保険の手続きが必要です。、　担当窓口：介護保険課【第二庁
舎１階７番窓口】、・小・中学校に関する手続きが必要です。
担当窓口：学務課【第二庁舎４階８４番窓口】、・学校への住所
等の変更の手続きが必要です。就学指定通知書を指定された学校
へお持ちください。、・国民年金に関する手続きが必要です。担
当窓口：市民課国民年金係【２－１５番窓口】

１市区

No110 外字対象者一覧表兼連絡票
住所、氏名、世帯番号、外字対象箇所、世帯主、氏名、筆頭者、
前世帯主、文字（不作成）、備考（扱出張所）

１市区

No111 閲覧不承認通知書 閲覧申請に対して承認が下りなかったことの記載 １市区

No112 印鑑回復表
処理日時、事由、住所、氏名、生年月日、印鑑番号、印鑑廃止
日、廃止事由、住記消除日、消除事由、住記回復日、印影

１市区

No113 印鑑回復調査票
処理日時、事由、住所、氏名、生年月日、印鑑番号、印鑑廃止
日、廃止事由、住記消除日、消除事由、住記回復日、印影

１市区

No114 異動入力確認票

異動、届出、住所、区分、事由、職権修正事由、国保資格、世帯
区分、保険番号、住所、世帯主、氏名、住民、住定、印、国、
介、年、児手、生年月日、本籍、筆頭、続柄、前住、前主、備
考、住コ、宛番

１市区

No115 異動受付停止世帯一覧 氏名、住所、生年月日、性別 １市区

No116 異動確認票(年金用)

異動、届出、住所、区分、事由、職権修正事由、国保資格、世帯
区分、保険番号、住所、世帯主、氏名、住民日、住定日、印鑑番
号、介護番号、国保番号、基礎年金番号、宛名番号、住民票コー
ド、種別、児手

１市区

No117 異動確認票(児童手当用)

異動、届出、住所、区分、事由、職権修正事由、国保資格、世帯
区分、保険番号、住所、世帯主、氏名、住民日、住定日、印鑑番
号、介護番号、国保番号、基礎年金番号、宛名番号、住民票コー
ド、種別、児手

１市区

No118 異動確認票(介護用)

異動、届出、住所、区分、事由、職権修正事由、国保資格、世帯
区分、保険番号、住所、世帯主、氏名、住民日、住定日、印鑑番
号、介護番号、国保番号、基礎年金番号、宛名番号、住民票コー
ド、種別、児手

１市区

No119 未審査一括消除一覧
処理時刻、受付番号、所属番号、職員番号、宛名番号、世帯番
号、氏名（通称）、性別、生年月日、処理内容

１市区



主な様式 記載内容
回答のあった団体のうち
様式を提出した市区数

No120 ひとり親世帯票

住所、氏名、転入日電話、世帯状況、氏名、続柄、生年月日、職
業・学校名、学年、ひとり親となった要因、年金について、住居
の状況、家賃、契約者、生活保護・手当等受給等状況、健康保険
の種類、貸付資金の利用、今一番の悩み事

１市区

No121 年金資格反映エラーリスト 氏名、性別、生年月日、性別、エラーメッセージ １市区

No122 入学通知書
氏名、生年月日、性別、住所、世帯主名、保護者名、続柄、保護
者との続柄

１市区

No123 入学通知書
学齢児童・生徒氏名、生年月日、性別、住所、入学式日時、入学
指定校、保護者氏名

１市区

No124 ナビ福祉資格反映エラーリスト 氏名、性別、生年月日、性別、エラーメッセージ １市区
No125 ナビ税情報反映エラーリスト 氏名、性別、生年月日、性別、エラーメッセージ １市区

No126 届出書情報削除一覧
受付番号、申請書番号、異動者連番、氏名、性別、生年月日、作
成更新日、作成更新時間、状態

１市区

No127 転入通知未着照会書
転出予定地、転出届出日、転出先住所、転出先世帯主、いままで
の住所、いままでの世帯主、氏名、性別、生年月日、転入通知

１市区

No128 転入通知更新リスト

個人番号、氏名、性別、生年月日、住民票コード、管理番号、住
所、住定年月日、世帯主名、通番、転出実定地、転出実定年月
日、転入通知年月日、転出予定地、転出予定年月日、転出届出年
月日

１市区

No129 チェックシート
世帯番号、個人番号、氏名、住所、世帯主名、事由、区分、届出
年月日、異動年月日、方書

１市区

No130 チェックシート 個人番号、氏名、住所、前住所、本籍地、転出実定地 １市区

No131 世帯主名簿
欄なし（白紙に世帯主、性別、生年月日、世帯人数、住所が記載
されている）

１市区

No132 職権処理リスト（年金）
異動コード、基礎年金番号、外、氏名、生年月日、性別、住所、
異動年月日

１市区

No133 職権処理リスト（国保資格）
異動コード、国保記号番号、外、氏名、生年月日、性別、世帯主
名、住所、異動年月日、推定死亡日、処理年月日、届出日

１市区

No134 職権消除者一覧 氏名、住所、生年月日、性別 １市区

No135 住民基本台帳の記録に関する調査書
住所、世帯主、電話番号、世帯番号、調査該当者、生年月日、続
柄、住定日、宛名番号、性別、（所見欄）、記事、該当のものが
居住していない年月日

１市区

No136 再転入者リスト
世帯番号、宛名番号、住民票コード、在留カード等の番号、住民
日・届出日、転出日・届出日、氏名（通称）、消除事由、性別、
住民区分、生年月日、住所

１市区

No137 再転入候補者リスト
世帯番号、宛名番号、住民票コード、在留カード等の番号、住民
日・届出日、転出日・届出日、氏名（通称）、消除事由、性別、
住民区分、生年月日、住所

１市区

No138 個別記載福祉反映エラーリスト 氏名、性別、生年月日、性別、エラーメッセージ １市区
No139 個別記載国保資格反映エラーリスト 氏名、性別、生年月日、性別、エラーメッセージ １市区
No140 個別記載介護資格反映エラーリスト 氏名、性別、生年月日、性別、エラーメッセージ １市区
No141 国籍別人員一覧表 国籍・地域 １市区

No142 帰化等の同一人リスト
世帯番号、宛名番号、住民票コード、在留カード等の番号、住民
日・届出日、転出日・届出日、職権消除日、氏名（通称）、消除
事由、性別、住民区分、生年月日、住所

１市区

No143 介護資格異動者一覧
宛名番号、氏名（通称）、性別、生年月日、被保険者番号、取得
日、喪失日、資格、更新日

１市区

No144 閲覧用住民名簿 氏名、住所、生年月日、性別 １市区
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