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移行ファイル構成表

No.

移行ファイル名

1

戸籍特定ファイル

戸籍の表示欄に記載された情報及び戸籍を管理する情報

2

戸籍事項ファイル

戸籍事項の情報

3

戸籍事項ファイル_戸籍編製事項

戸籍事項欄項目（戸籍編製事項の記録）

4

戸籍事項ファイル_戸籍消除事項

戸籍事項欄項目（戸籍消除事項の記録）

5

戸籍事項ファイル_戸籍回復事項

戸籍事項欄項目（戸籍回復事項の記録）

6

戸籍事項ファイル_戸籍改製事項

戸籍事項欄項目（戸籍改製事項の記録）

7

戸籍事項ファイル_戸籍再製事項

戸籍事項欄項目（戸籍再製事項の記録）

8

戸籍事項ファイル_戸籍法69条の2の氏変更

戸籍事項欄項目（戸籍法６９条の２の氏変更の記録）

9

戸籍事項ファイル_戸籍法73条の2の氏変更

戸籍事項欄項目（戸籍法７３条の２の氏変更の記録）

10 戸籍事項ファイル_戸籍法75条の2の氏変更

戸籍事項欄項目（戸籍法７５条の２の氏変更の記録）

11 戸籍事項ファイル_戸籍法77条の2の氏変更

戸籍事項欄項目（戸籍法７７条の２の氏変更の記録）

12 戸籍事項ファイル_戸籍法107条1項の氏変更

戸籍事項欄項目（戸籍法１０７条１項の氏変更の記録）

13 戸籍事項ファイル_戸籍法107条2項の氏変更

戸籍事項欄項目（戸籍法１０７条２項の氏変更の記録）

14 戸籍事項ファイル_戸籍法107条3項の氏変更

戸籍事項欄項目（戸籍法１０７条３項の氏変更の記録）

15 戸籍事項ファイル_戸籍法107条4項の氏変更

戸籍事項欄項目（戸籍法１０７条４項の氏変更の記録）

16 戸籍事項ファイル_転籍事項

戸籍事項欄項目（転籍事項の記録）

17 個人特定ファイル

戸籍の氏名欄に記載された個人の情報(氏名以外の情報)

18 氏名ファイル

個人の氏名の情報

19 身分事項ファイル

身分事項の情報

20 身分事項ファイル_出生届_子

身分事項欄項目（出生届／子の記録）

21 身分事項ファイル_出生届_親

身分事項欄項目（出生届／親の記録）
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22 身分事項ファイル_認知届_被認知者

身分事項欄項目（認知届／被認知者の記録）

23 身分事項ファイル_認知届_認知者

身分事項欄項目（認知届／認知者の記録）

24 身分事項ファイル_認知届_親に対する記録

身分事項欄項目（認知届／親に対する記録）

25 身分事項ファイル_養子縁組届_養子

身分事項欄項目（養子縁組届／養子の記録）

26 身分事項ファイル_養子縁組届_養親

身分事項欄項目（養子縁組届／養親の記録）

27 身分事項ファイル_養子縁組届_養子の配偶者

身分事項欄項目（養子縁組届／養子の配偶者の記録）

28 身分事項ファイル_養子離縁届_養子

身分事項欄項目（養子離縁届／養子の記録）

29 身分事項ファイル_養子離縁届_養親

身分事項欄項目（養子離縁届／養親の記録）

30 身分事項ファイル_養子離縁届_養子の配偶者

身分事項欄項目（養子離縁届／養子の配偶者の記録）

31 身分事項ファイル_特別養子縁組届_養子の従前戸籍

身分事項欄項目（特別養子縁組届／養子の従前戸籍の記録）

32 身分事項ファイル_特別養子縁組届_養子の新戸籍

身分事項欄項目（特別養子縁組届／養子の新戸籍の記録）

33 身分事項ファイル_特別養子縁組届_養子の入籍戸籍

身分事項欄項目（特別養子縁組届／養子の入籍戸籍の記録）

34 身分事項ファイル_特別養子縁組届_養親

身分事項欄項目（特別養子縁組届／養親の記録）

35 身分事項ファイル_特別養子縁組届_養親の新戸籍

身分事項欄項目（特別養子縁組届／養親の新戸籍の記録）

36 身分事項ファイル_特別養子離縁届_養子

身分事項欄項目（特別養子離縁届／養子の記録）

37 身分事項ファイル_特別養子離縁届_養親

身分事項欄項目（特別養子離縁届／養親の記録）

38 身分事項ファイル_婚姻届_夫又は妻

身分事項欄項目（婚姻届／夫又は妻の記録）

39 身分事項ファイル_離婚届_夫又は妻

身分事項欄項目（離婚届／夫又は妻の記録）

40 身分事項ファイル_親権届_親権に服する者

身分事項欄項目（親権（管理権）届／親権に服する者の記録）

41 身分事項ファイル_後見届_被後見人

身分事項欄項目（後見届／被後見人の記録）

42 身分事項ファイル_未成年の後見届_未成年被後見人

身分事項欄項目（未成年の後見届／未成年被後見人の記録）
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43 身分事項ファイル_保佐届_被保佐人

身分事項欄項目（保佐届／被保佐人の記録）

44 身分事項ファイル_死亡届_死亡者

身分事項欄項目（死亡届／死亡者の記録）

45 身分事項ファイル_死亡届_死亡者の生存配偶者

身分事項欄項目（死亡届／死亡者の生存配偶者の記録）

46 身分事項ファイル_死亡_高齢者の消除

身分事項欄項目（死亡／高齢者の消除の記録）

47 身分事項ファイル_失踪届_失踪者

身分事項欄項目（失踪届／失踪者の記録）

48 身分事項ファイル_失踪届_失踪者の生存配偶者

身分事項欄項目（失踪届／失踪者の生存配偶者の記録）

49 身分事項ファイル_復氏届_復氏者

身分事項欄項目（復氏届／復氏者の記録）

50 身分事項ファイル_復氏届_復氏者の配偶者

身分事項欄項目（復氏届／復氏者の配偶者の記録）

51 身分事項ファイル_姻族関係終了届

身分事項欄項目（姻族関係終了届／姻族関係の終了した生存配偶者の記録）

52 身分事項ファイル_推定相続人廃除届_推定相続人廃除をされた者

身分事項欄項目（推定相続人廃除届／推定相続人廃除をされた者の記録）

53 身分事項ファイル_入籍届_入籍する者

身分事項欄項目（入籍届／入籍する者の記録）

54 身分事項ファイル_入籍届_子の入籍による父又は母

身分事項欄項目（入籍届／子の入籍による父又は母の記録）

55 身分事項ファイル_入籍届_入籍する者の配偶者

身分事項欄項目（入籍届／入籍する者の配偶者の記録）

56 身分事項ファイル_分籍届_分籍者

身分事項欄項目（分籍届／分籍者の記録）

57 身分事項ファイル_国籍取得届_国籍取得者

身分事項欄項目（国籍取得届／国籍取得者の記録）

58 身分事項ファイル_国籍取得届_国籍取得者の父母

身分事項欄項目（国籍取得届／国籍取得者の父母の記録）

59 身分事項ファイル_国籍取得届_国籍取得者の養父母

身分事項欄項目（国籍取得届／国籍取得者の養父母の記録）

60 身分事項ファイル_国籍取得届_国籍取得者の配偶者

身分事項欄項目（国籍取得届／国籍取得者の配偶者の記録）

61 身分事項ファイル_国籍取得届_国籍取得者の子

身分事項欄項目（国籍取得届／国籍取得者の子の記録）

62 身分事項ファイル_国籍取得届_国籍取得者の養子

身分事項欄項目（国籍取得届／国籍取得者の養子の記録）

63 身分事項ファイル_帰化届_帰化者

身分事項欄項目（帰化届／帰化者の記録）
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64 身分事項ファイル_帰化届_帰化者の父母

身分事項欄項目（帰化届／帰化者の父母の記録）

65 身分事項ファイル_帰化届_帰化者の養父母

身分事項欄項目（帰化届／帰化者の養父母の記録）

66 身分事項ファイル_帰化届_帰化者の配偶者

身分事項欄項目（帰化届／帰化者の配偶者の記録）

67 身分事項ファイル_帰化届_帰化者の子

身分事項欄項目（帰化届／帰化者の子の記録）

68 身分事項ファイル_帰化届_帰化者の養子

身分事項欄項目（帰化届／帰化者の養子の記録）

69 身分事項ファイル_帰化届_後見人の帰化

身分事項欄項目（帰化届／後見人の帰化の記録）

70 身分事項ファイル_帰化届_保佐人の帰化

身分事項欄項目（帰化届／保佐人の帰化の記録）

71 身分事項ファイル_国籍喪失届_国籍喪失者

身分事項欄項目（国籍喪失届／国籍喪失者の記録）

72 身分事項ファイル_国籍喪失届_国籍喪失者の配偶者

身分事項欄項目（国籍喪失届／国籍喪失者の配偶者の記録）

73 身分事項ファイル_国籍選択届_国籍選択者

身分事項欄項目（国籍選択届／国籍選択者の記録）

74 身分事項ファイル_外国国籍喪失届_外国国籍喪失者

身分事項欄項目（外国国籍喪失届／外国国籍喪失者の記録）

75 身分事項ファイル_名の変更届_名の変更者

身分事項欄項目（名の変更届／名の変更者の記録）

76 身分事項ファイル_就籍届_就籍者

身分事項欄項目（就籍届／就籍者の記録）

77 身分事項ファイル_戸籍法69条の2の届_縁氏を称する者

身分事項欄項目（戸籍法６９条の２の届／縁氏を称する者の記録）

78 身分事項ファイル_戸籍法73条の2の届_縁氏を称する者

身分事項欄項目（戸籍法７３条の２の届／縁氏を称する者の記録）

79 身分事項ファイル_戸籍法75条の2の届_婚氏を称する者

身分事項欄項目（戸籍法７５条の２の届／婚氏を称する者の記録）

80 身分事項ファイル_戸籍法77条の2の届_婚氏を称する者

身分事項欄項目（戸籍法７７条の２の届／婚氏を称する者の記録）

81 身分事項ファイル_戸籍法107条2項の届_氏の変更者

身分事項欄項目（戸籍法１０７条２項の届／氏の変更者の記録）

82 身分事項ファイル_戸籍法107条3項の届_氏の変更者

身分事項欄項目（戸籍法１０７条３項の届／氏の変更者の記録）

83 身分事項ファイル_戸籍法69条の2の届_縁氏を称する者の配偶者

身分事項欄項目（戸籍法６９条の２の届／縁氏を称する者の配偶者の記録）

84 身分事項ファイル_戸籍法73条の2の届_縁氏を称する者の配偶者

身分事項欄項目（戸籍法７３条の２の届／縁氏を称する者の配偶者の記録）
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85 身分事項ファイル_戸籍法75条の2の届_婚氏を称する者の配偶者

身分事項欄項目（戸籍法７５条の２の届／婚氏を称する者の配偶者の記録）

86 身分事項ファイル_戸籍法77条の2の届_婚氏を称する者の配偶者

身分事項欄項目（戸籍法７７条の２の届／婚氏を称する者の配偶者の記録）

87 身分事項ファイル_戸籍法107条3項の届_氏の変更者の配偶者

身分事項欄項目（戸籍法１０７条３項の届／氏の変更者の配偶者の記録）

88 身分事項ファイル_戸籍法107条4項の届_氏の変更者

身分事項欄項目（戸籍法１０７条４項の届／氏の変更者の記録）

89 身分事項ファイル_養子縁組取消届_養子

身分事項欄項目（養子縁組取消届／養子の記録）

90 身分事項ファイル_養子縁組取消届_養親

身分事項欄項目（養子縁組取消届／養親の記録）

91 身分事項ファイル_養子縁組取消届_養子の配偶者

身分事項欄項目（養子縁組取消届／養子の配偶者の記録）

92 身分事項ファイル_養子離縁取消届_養子

身分事項欄項目（養子離縁取消届／養子の記録）

93 身分事項ファイル_養子離縁取消届_養親

身分事項欄項目（養子離縁取消届／養親の記録）

94 身分事項ファイル_養子離縁取消届_養子の配偶者

身分事項欄項目（養子離縁取消届／養子の配偶者の記録）

95 身分事項ファイル_婚姻取消届_夫又は妻

身分事項欄項目（婚姻取消届／夫又は妻の記録）

96 身分事項ファイル_離婚取消届_夫又は妻

身分事項欄項目（離婚取消届／夫又は妻の記録）

97 身分事項ファイル_失踪宣告取消届

身分事項欄項目（失踪宣告取消届／失踪宣告を取り消された者の記録）

98 身分事項ファイル_失踪宣告取消届_配偶者

身分事項欄項目（失踪宣告取消届／失踪宣告を取り消された者の配偶者の記録）

99 身分事項ファイル_推定相続人廃除取消届

身分事項欄項目（推定相続人廃除取消届／推定相続人廃除を取り消された者の記録）

100 身分事項ファイル_帰化届_未成年後見人の帰化

身分事項欄項目（帰化届／未成年後見人の帰化の記録）

101 身分事項ファイル_国籍取得届_未成年後見人の国籍取得

身分事項欄項目（国籍取得届／未成年後見人の国籍取得の記録）

102 戸籍事項_身分事項ファイル_訂正_基本事項の訂正

戸籍事項欄項目（訂正／基本事項の訂正の記録）
身分事項欄項目（訂正／基本事項の訂正の記録）

103 戸籍事項_身分事項ファイル_訂正_基本事項の文字訂正

戸籍事項欄項目（訂正／基本事項の文字訂正の記録）
身分事項欄項目（訂正／基本事項の文字訂正の記録）

104 戸籍事項_身分事項ファイル_記録_基本事項

戸籍事項欄項目（記録／基本事項の記録）
身分事項欄項目（記録／基本事項の記録）

105 戸籍事項_身分事項ファイル_消除_基本事項の消除

戸籍事項欄項目（消除／基本事項の消除の記録）
身分事項欄項目（消除／基本事項の消除の記録）
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106 戸籍事項_身分事項ファイル_移記_移記による基本事項の消除

戸籍事項欄項目（移記／移記による基本事項の消除の記録）
身分事項欄項目（移記／移記による基本事項の消除の記録）

107 戸籍事項_身分事項ファイル_入籍_入籍

戸籍事項欄項目（入籍／入籍の記録）
身分事項欄項目（入籍／入籍の記録）

108 戸籍事項_身分事項ファイル_入籍_子の入籍による父母の入除籍

戸籍事項欄項目（入籍／子の入籍による父母の入除籍の記録）
身分事項欄項目（入籍／子の入籍による父母の入除籍の記録）

109 戸籍事項_身分事項ファイル_除籍_除籍

戸籍事項欄項目（除籍／除籍の記録）
身分事項欄項目（除籍／除籍の記録）

110 戸籍事項_身分事項ファイル_回復_回復

戸籍事項欄項目（回復／回復の記録）
身分事項欄項目（回復／回復の記録）

111 戸籍事項_身分事項ファイル_引取り

戸籍事項欄項目（引取り／棄児引取りによる出生事項の消除の記録）
身分事項欄項目（引取り／棄児引取りによる出生事項の消除の記録）

112 戸籍事項_身分事項ファイル_子の復籍

戸籍事項欄項目（子の復籍／子の復籍による父母の入除籍の記録）
身分事項欄項目（子の復籍／子の復籍による父母の入除籍の記録）

113 戸籍事項_身分事項ファイル_更正_基本事項の更正

戸籍事項欄項目（更正／基本事項の更正の記録）
身分事項欄項目（更正／基本事項の更正の記録）

114 戸籍事項_身分事項ファイル_更正_基本事項の文字更正

戸籍事項欄項目（更正／基本事項の文字更正の記録）
身分事項欄項目（更正／基本事項の文字更正の記録）

115 戸籍事項_身分事項ファイル_追完_基本事項の追完

戸籍事項欄項目（追完／基本事項の追完の記録）
身分事項欄項目（追完／基本事項の追完の記録）

116 戸籍事項_身分事項ファイル_外国人配偶者の国籍変更

戸籍事項欄項目（外国人配偶者の国籍変更／日本人配偶者の記録）
身分事項欄項目（外国人配偶者の国籍変更／日本人配偶者の記録）

117 戸籍事項_身分事項ファイル_外国人配偶者の氏名変更

戸籍事項欄項目（外国人配偶者の氏名変更／日本人配偶者の記録）
身分事項欄項目（外国人配偶者の氏名変更／日本人配偶者の記録）

118 戸籍事項_身分事項ファイル_平成15年法律第111号3条

戸籍事項欄項目（平成１５年法律第１１１号３条の記録）
身分事項欄項目（平成１５年法律第１１１号３条の記録）

119 個人状態ファイル

個人に対する付加情報

120 不受理申出ファイル

個人が申出した不受理申出の情報

121 戸籍の附票_附票情報ファイル

戸籍の附票の住所、住定日の情報

122 戸籍の附票_在外選挙人名簿ファイル

戸籍の附票の在外選挙人名簿に関する情報

123 戸籍の附票_改製原附票ファイル

戸籍の附票が改製された場合の改製原情報

124 除籍_除籍見出しファイル

除籍の表示欄に記載された情報及び除籍を管理する情報

125 除籍_除籍個人ファイル

除籍の氏名欄に記載された個人の情報

126 受付ファイル

戸籍の届書の基本情報
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