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1. XML 形式サンプル 

1.1 住基ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_01_住民基本台帳_1_住基ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <個人履歴番号>1</個人履歴番号> 

    <消除フラグ>0</消除フラグ> 

    <改製番号>1</改製番号> 

    <世帯番号>234567890123456</世帯番号> 

    <住民種別>1</住民種別> 

    <住民状態>1</住民状態> 

    <住民票コード>34567890123</住民票コード> 

    <個人番号>345678901234</個人番号> 

    <氏名区分>1</氏名区分> 

    <氏名> 

        <氏名>佐藤 一郎</氏名> 

        <フリガナ>サトウ イチロウ</フリガナ> 

    </氏名> 

    <旧氏> 

        <旧氏漢字>鈴木</旧氏漢字> 

        <旧氏フリガナ>スズキ</旧氏フリガナ> 

    </旧氏> 

    <従前通称名有無フラグ>0</従前通称名有無フラグ> 

    <通称氏名> 

        <氏名>佐藤 一郎</氏名> 

        <フリガナ>サトウ イチロウ</フリガナ> 

    </通称氏名> 

    <併記氏名> 

        <氏名>佐藤 一郎</氏名> 

        <フリガナ>サトウ イチロウ</フリガナ> 

    </併記氏名> 

    <外登法併記名> 

        <氏名>佐藤 一郎</氏名> 

        <フリガナ>サトウ イチロウ</フリガナ> 

    </外登法併記名> 

    <宛名氏名> 

        <氏名>佐藤 一郎</氏名> 

        <フリガナ>サトウ イチロウ</フリガナ> 

    </宛名氏名> 

    <性別>1</性別> 

    <生年月日> 

        <年号>03</年号> 

        <日付>19750310</日付> 

    </生年月日> 

    <生年月日不詳コード>219251225</生年月日不詳コード> 

    <生年月日不詳文字/> 

    <養護施設フラグ/> 

    <続柄> 

        <続柄 1>02</続柄 1> 

        <続柄 2/> 

        <続柄 3/> 

        <続柄 4/> 

    </続柄> 

    <記載順位>1</記載順位> 

    <世帯主氏名> 

        <氏名>佐藤 太郎</氏名> 

        <フリガナ>サトウ タロウ</フリガナ> 
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        <併記氏名>佐藤 一郎</併記氏名> 

        <併記フリガナ>サトウ イチロウ</併記フリガナ> 

    </世帯主氏名> 

    <現住所> 

        <住所コード>139999</住所コード> 

        <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

        <方書/> 

        <カナ方書/> 

        <郵便番号>1234567</郵便番号> 

    </現住所> 

    <住居地補正コード>1</住居地補正コード> 

    <前住所> 

        <住所コード>139999</住所コード> 

        <住所>東京都東西市東町中央１－１－１</住所> 

        <方書/> 

        <カナ方書/> 

        <郵便番号>1234567</郵便番号> 

    </前住所> 

    <転入前住所> 

        <住所コード>139999</住所コード> 

        <住所>東京都東西市西町中央１－１－１</住所> 

        <方書/> 

        <カナ方書/> 

        <郵便番号>1234567</郵便番号> 

    </転入前住所> 

    <転出先> 

        <住所コード>139999</住所コード> 

        <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

        <方書/> 

        <カナ方書/> 

        <郵便番号>1234567</郵便番号> 

    </転出先> 

    <転出先区分>2</転出先区分> 

    <転出予定届出日>20120304</転出予定届出日> 

    <転出予定日>20120304</転出予定日> 

    <通知日>20120304</通知日> 

    <実定日>20120304</実定日> 

    <改製年月日>20120304</改製年月日> 

    <実定地> 

        <住所コード>139999</住所コード> 

        <住所>東京都東西市北町中央１－１－１</住所> 

        <方書/> 

        <カナ方書/> 

        <郵便番号>1234567</郵便番号> 

    </実定地> 

    <異動届出年月日>20120304</異動届出年月日> 

    <異動日>20120304</異動日> 

    <異動事由>02</異動事由> 

    <異動区分>01</異動区分> 

    <届出区分>1</届出区分> 

    <本籍/> 

    <本籍住所コード>139999</本籍住所コード> 

    <本籍郵便番号>1234567</本籍郵便番号> 

    <筆頭者>佐藤 太郎</筆頭者> 

    <住民となった情報> 

        <異動年月日>19750310</異動年月日> 

        <届出年月日>19750310</届出年月日> 

        <増異動事由>02</増異動事由> 

        <異動区分>01</異動区分> 

    </住民となった情報> 

    <住民日不詳フラグ/> 
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    <住民日不詳文字/> 

    <外国人住民となった情報> 

        <異動年月日>19750310</異動年月日> 

        <届出年月日>19750310</届出年月日> 

    </外国人住民となった情報> 

    <住所を定めた情報> 

        <異動年月日>19750310</異動年月日> 

        <届出年月日>19750310</届出年月日> 

        <異動事由>02</異動事由> 

        <異動区分>01</異動区分> 

    </住所を定めた情報> 

    <住所を定めた日不詳フラグ/> 

    <住所を定めた日不詳文字/> 

    <記載理由> 

        <異動事由>02</異動事由> 

        <異動区分>01</異動区分> 

    </記載理由> 

    <記載届出日>19750310</記載届出日> 

    <記載日>19750310</記載日> 

    <住民でなくなった情報> 

        <異動年月日>20120304</異動年月日> 

        <届出年月日>20120304</届出年月日> 

        <減異動事由>41</減異動事由> 

        <異動区分>01</異動区分> 

    </住民でなくなった情報> 

    <住民でなくなった日不詳フラグ/> 

    <住民でなくなった日不詳文字/> 

    <消除日不詳コード/> 

    <消除日不詳文字/> 

    <行政区コード/> 

    <自治会_隣組コード/> 

    <町内会コード/> 

    <小学校区コード/> 

    <中学校区コード/> 

    <投票区コード/> 

    <備考欄 1年月日>20120304</備考欄 1年月日> 

    <備考欄 1メッセージ/> 

    <備考欄 2年月日>20120304</備考欄 2年月日> 

    <備考欄 2メッセージ/> 

    <交付識別コード>00</交付識別コード> 

    <軽微な修正フラグ>0</軽微な修正フラグ> 

    <在留カード等番号/> 

    <在留カード等番号区分>2</在留カード等番号区分> 

    <国籍コード>392</国籍コード> 

    <国籍名>日本国</国籍名> 

    <第 30条 45規定区分/> 

    <第 30条 45規定区分名称/> 

    <在留資格コード/> 

    <在留資格名称/> 

    <在留期間コード年/> 

    <在留期間コード月/> 

    <在留期間コード日/> 

    <在留期間終日>20120304</在留期間終日> 

    <国籍喪失日>20120304</国籍喪失日> 

    <管轄支所コード/> 

    <政令市コード 1>001</政令市コード 1> 

    <政令市コード 2>002</政令市コード 2> 

    <注意情報/> 

    <異動年月日_処理日> 

        <日付>20120304</日付> 

        <時>04</時> 
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        <分>03</分> 

        <秒>02</秒> 

    </異動年月日_処理日> 

</_01_住民基本台帳_1_住基ファイル> 

 

1.2 空き住民票コードファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_01_住民基本台帳_2_空き住民票コードファイル> 

    <空き住民票コード>12345678901</空き住民票コード> 

</_01_住民基本台帳_2_空き住民票コードファイル> 

 

1.3 個別事項_印鑑登録ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_01_住民基本台帳_3_個別事項_印鑑登録ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <印鑑番号>123456789012345</印鑑番号> 

    <印鑑登録の有無>1</印鑑登録の有無> 

    <登録年月日>20120304</登録年月日> 

    <廃印年月日>20120304</廃印年月日> 

</_01_住民基本台帳_3_個別事項_印鑑登録ファイル> 

 

1.4 個別事項_国民健康保険ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_01_住民基本台帳_4_個別事項_国民健康保険ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <国保記号番号>123456789012</国保記号番号> 

    <資格有無>1</資格有無> 

    <資格区分>3</資格区分> 

    <資格取得届出年月日>20120304</資格取得届出年月日> 

    <資格取得年月日>20120304</資格取得年月日> 

    <資格取得事由>01</資格取得事由> 

    <資格喪失届出年月日>20120304</資格喪失届出年月日> 

    <資格喪失年月日>20120304</資格喪失年月日> 

    <資格喪失事由>41</資格喪失事由> 

    <資格適用開始届出年月日>20120304</資格適用開始届出年月日> 

    <資格適用開始年月日>20120304</資格適用開始年月日> 

    <資格適用開始事由>01</資格適用開始事由> 

    <資格適用終了届出年月日>20120304</資格適用終了届出年月日> 

    <資格適用終了年月日>20120304</資格適用終了年月日> 

    <資格適用終了事由>41</資格適用終了事由> 

    <資格適用変更届出年月日>20120304</資格適用変更届出年月日> 

    <資格適用変更年月日>20120304</資格適用変更年月日> 

    <資格適用変更事由>07</資格適用変更事由> 

</_01_住民基本台帳_4_個別事項_国民健康保険ファイル> 

 

1.5 個別事項_退職資格ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_01_住民基本台帳_5_個別事項_退職資格ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <国保記号番号>123456789012</国保記号番号> 
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    <退職区分>1</退職区分> 

    <退職該当異動事由>2</退職該当異動事由> 

    <退職該当異動年月日>20120304</退職該当異動年月日> 

    <退職該当届出年月日>20120304</退職該当届出年月日> 

    <退職非該当異動事由>1</退職非該当異動事由> 

    <退職非該当異動年月日>20120304</退職非該当異動年月日> 

    <退職非該当届出年月日>20120304</退職非該当届出年月日> 

</_01_住民基本台帳_5_個別事項_退職資格ファイル> 

 

1.6 個別事項_国民年金ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_01_住民基本台帳_6_個別事項_国民年金ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <世帯番号>234567890123456</世帯番号> 

    <年金有無>1</年金有無> 

    <基礎年金番号>1234567890</基礎年金番号> 

    <種別>2</種別> 

    <取得情報> 

        <取得年月日>20120304</取得年月日> 

        <取得届出年月日>20120304</取得届出年月日> 

        <取得事由>01</取得事由> 

    </取得情報> 

    <喪失情報> 

        <喪失年月日>20120304</喪失年月日> 

        <喪失届出年月日>20120304</喪失届出年月日> 

        <喪失事由>01</喪失事由> 

    </喪失情報> 

    <受給者番号/> 

</_01_住民基本台帳_6_個別事項_国民年金ファイル> 

 

1.7 個別事項_後期高齢者被保険者ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_01_住民基本台帳_7_個別事項_後期高齢者被保険者ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <後期高齢の有無フラグ>0</後期高齢の有無フラグ> 

    <個人区分>1</個人区分> 

    <被保険者番号>12345678</被保険者番号> 

    <被保険者資格取得事由>001</被保険者資格取得事由> 

    <被保険者資格取得年月日>20120304</被保険者資格取得年月日> 

    <被保険者資格喪失事由>202</被保険者資格喪失事由> 

    <被保険者資格喪失年月日>20120304</被保険者資格喪失年月日> 

    <保険者番号適用開始年月日>20120304</保険者番号適用開始年月日> 

    <保険者番号適用終了年月日>20120304</保険者番号適用終了年月日> 

</_01_住民基本台帳_7_個別事項_後期高齢者被保険者ファイル> 

 

1.8 個別事項_介護保険資格ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_01_住民基本台帳_8_個別事項_介護保険資格ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <被保険者番号>1234567890</被保険者番号> 

    <介護有無>2</介護有無> 

    <認定済区分>0</認定済区分> 

    <要介護状態区分>00</要介護状態区分> 
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    <認定期間開始日>20120304</認定期間開始日> 

    <認定期間終了日>20120304</認定期間終了日> 

    <喪失年月日>20120304</喪失年月日> 

    <介護保険喪失事由>01</介護保険喪失事由> 

    <被保険者資格取得日>20120304</被保険者資格取得日> 

    <被保険者資格喪失日>20120304</被保険者資格喪失日> 

    <前回要介護認定区分>00</前回要介護認定区分> 

    <前回認定期間開始日>20120304</前回認定期間開始日> 

    <前回認定期間終了日>20120304</前回認定期間終了日> 

</_01_住民基本台帳_8_個別事項_介護保険資格ファイル> 

 

1.9 個別事項_児童手当ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_01_住民基本台帳_9_個別事項_児童手当ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <児童手当認定番号/> 

    <児童認定資格区分>01</児童認定資格区分> 

    <認定区分>1</認定区分> 

    <処理年月日>20120304</処理年月日> 

    <認定年月日>20120304</認定年月日> 

    <支給開始年月日>20120304</支給開始年月日> 

</_01_住民基本台帳_9_個別事項_児童手当ファイル> 

 

1.10 個別事項_選挙ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_01_住民基本台帳_10_個別事項_選挙ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <資格有無区分>1</資格有無区分> 

</_01_住民基本台帳_10_個別事項_選挙ファイル> 

 

1.11 通称名の履歴ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_01_住民基本台帳_11_通称名の履歴ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <通称氏名> 

        <氏名>佐藤 一郎</氏名> 

        <フリガナ>サトウ イチロウ</フリガナ> 

    </通称氏名> 

    <記載内容> 

        <記載市区町村コード/> 

        <記載市区町村名>東京都東西市</記載市区町村名> 

        <記載年月日>20120304</記載年月日> 

    </記載内容> 

    <削除内容> 

        <削除市区町村コード/> 

        <削除市区町村名>東京都東西市</削除市区町村名> 

        <削除年月日>20120304</削除年月日> 

    </削除内容> 

    <異動年月日_処理日> 

        <日付>20120304</日付> 

        <時>04</時> 

        <分>03</分> 
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        <秒>02</秒> 

    </異動年月日_処理日> 

</_01_住民基本台帳_11_通称名の履歴ファイル> 

 

1.12 送付先情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_01_住民基本台帳_12_送付先情報ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <通番処理番号>1</通番処理番号> 

    <宛先情報> 

        <印刷区分>1</印刷区分> 

        <送付先漢字住所> 

            <住所コード>139999</住所コード> 

            <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

            <方書/> 

            <カナ方書/> 

            <郵便番号>1234567</郵便番号> 

        </送付先漢字住所> 

        <送付先氏名>佐藤 一郎</送付先氏名> 

    </宛先情報> 

    <送付元情報> 

        <住所コード>139999</住所コード> 

        <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

        <方書/> 

        <カナ方書/> 

        <郵便番号>1234567</郵便番号> 

        <市町村名/> 

        <電話番号/> 

    </送付元情報> 

    <交付場所情報> 

        <住所コード>139999</住所コード> 

        <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

        <方書/> 

        <カナ方書/> 

        <郵便番号>1234567</郵便番号> 

        <交付場所コード>001</交付場所コード> 

        <交付場所名/> 

        <電話番号/> 

    </交付場所情報> 

    <送付場所情報> 

        <住所コード>139999</住所コード> 

        <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

        <方書/> 

        <カナ方書/> 

        <郵便番号>1234567</郵便番号> 

        <カード送付場所コード>001</カード送付場所コード> 

        <カード送付場所名/> 

        <カード送付場所電話番号/> 

    </送付場所情報> 

    <世帯個人の情報> 

        <個人番号>345678901234</個人番号> 

        <住民票コード>34567890123</住民票コード> 

        <ローマ字情報> 

            <ローマ字氏名>SATO ICHIRO</ローマ字氏名> 

            <ローマ字旧氏>SUZUKI</ローマ字旧氏> 

            <ローマ字氏名更新フラグ>0</ローマ字氏名更新フラグ> 

        </ローマ字情報> 

        <外国人住民情報> 

            <第 30条 45規定区分/> 
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            <在留期間終日>20120304</在留期間終日> 

        </外国人住民情報> 

    </世帯個人の情報> 

    <異動年月日_処理日> 

        <日付>20120304</日付> 

        <時>04</時> 

        <分>03</分> 

        <秒>02</秒> 

    </異動年月日_処理日> 

</_01_住民基本台帳_12_送付先情報ファイル> 

 


