
住民票に関する届出・証明書 町民課�窓口サービス係　
281~283

　住民登録は、皆さまが日の出町民として住民基本台帳に記載され、選挙権の行使、就学、国民健康保険や国民年金の
給付など、さまざまな行政サービスを受けるための基本となるものです。住所や世帯に変更があったときは、忘れず
に届出をしてください。

届出
届出の種類 いつ だれが 届出に必要なもの
転入届 転入した日から

14日以内

本人か同一世帯の人または代理人
（親子、兄弟姉妹でも、同じ世帯でない
（世帯分離を含む）ときは委任状が必要
です。）

・前住所地の市区町村長が発行した転出証明書

【共通】
・代理人の場合は委任状または代理人選任届書
・ 窓口に来る方の運転免許証やパスポートなど、本人を確認
するため身分を証明できるもの

【別途手続きが必要なためお持ちいただくもの】
・国民健康保険証（加入者のみ）（保険年金係）
・年金手帳（加入者のみ）（保険年金係）
・介護保険証（加入者のみ）など（介護保険係）
・在留カード・特別永住者証明書（外国人住民の方）
・届ける方の印鑑

転出届
転出する前または
転出してから
14日以内

転居届
（町内の異動）

転居した日から
14日以内

世帯主変更届
変更した日から
14日以内世帯分離

世帯合併

証明書

※同一住所に住んでいても、世帯が分かれている人の証明を取るには委任状が必要になります。
※ 年金などの手続きで住民基本台帳コードが必要な場合は、本人・同世帯人以外が申請する場合は委任状が必要でこ
の場合は、後日郵送になります。
※ 提出先によって、本籍や続柄・個人番号（マイナンバー）などを記載する必要がある場合がありますので、提出先に
記載内容を確認してからご請求ください。
※除票は、転出や死亡により消除されて5年を経過すると発行できなくなります。
※亡くなった方の住民票を取得する場合は、使用目的・亡くなった方との続柄を確認させていただきます。

証明の種類 だれが 申請に必要なもの
住民票の写し

（個人・世帯・除票） 本人か同一世帯にある人
または代理人

・代理人の場合は委任状または代理人選任届書
・ 窓口に来る方の運転免許証やパスポートなど、本人を確認するための身分を証明
するもの
（場合によっては、親子・親族関係の確認が必要になります）

記載事項
証��明��書

窓口における本人確認について
　住民票や戸籍に関する届出、証明書請求の際、窓口で本人や代理人を確認するための身分証の提示が必要です。（平成20年5月住民基本台帳
法改正による。）
　自動車運転免許証やパスポートなど、写真付きの公的なものなら1つ、保険証や銀行キャッシュカードなどの写真がないものについては、2
枚以上の提示をお願いします。
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　出生・婚姻・死亡など戸籍に変動があった場合には次のような届出が必要です。なお、戸籍は住民票と違って、転入・
転出手続きなどでは移動しませんので、日の出町に住んでいても、本籍が日の出町にない場合があります。戸籍に関
する証明書は、本籍地の市区町村でしか発行できませんのでご注意ください。

届出書
種類 いつ だれが どこで 届出に必要なもの 注意していただきたいこと

婚姻届
定めはありませんが、届け
出た日から法律上の効力
が発生します。

夫・妻になる人
夫・妻の本籍地
または住所地
（所在地）

・届出人の印鑑
・ 戸籍謄本（届け出る市区
町村に本籍がない方）

・ 届ける方の運転免許証やパス
ポートなど、本人を確認するため
の身分証明できるもの
・ 証人（成人2名）の署名押印が必要

出生届
生まれた日から14日以内
（生まれた日を含む）に届
出ください。

父、母、父または母が
届出できないときは
同居者、出産に立ち
会った医師または助
産師

父か母の本籍地
届出人の住所地
（所在地）
出生地

・出生証明書
・母子健康手帳
・届出人の印鑑

・ 生まれた子の名前に用いる文字
は常用漢字、人名用漢字またはひ
らがな、カタカナ

死亡届
死亡または死亡の事実を
知った日から7日以内に
届出ください。

親族、同居者および故
人が死亡したところ
の土地家屋の保有者
または管理者、後見人

死亡者の本籍地
死亡したところ
届出人の住所地
（所在地）

・届出人の印鑑
・死亡診断書

・ 使用する斎場等で火葬の予約を
済ませてから届出

離婚届

協議離婚のときは、届け出
た日から法律上の効力が
発生します。
調停離婚の場合は調停成立
日から、審判・裁判離婚の場
合は判決確定から10日以
内に届け出が必要です。

協議離婚のときは夫
と妻
調停・審判・裁判離婚
のときは申立人

夫婦の本籍地
届出人の住所地
（所在地）

・届出人の印鑑
・ 戸籍謄本（届け出る市区
町村に本籍がない方）
・ 調停証書の謄本または
審判書（家庭裁判所）
・ 判決書の謄本と確定証
明書（家庭裁判所）

・ 協議離婚の場合は証人（成人2名）
の署名押印が必要
・ 離婚後も婚姻中の氏を称すると
きは別の届出が必要（3カ月以内）
・ 15歳未満の子を筆頭者以外の戸
籍に入籍させるには家庭裁判所
の許可＋別途届出が必要

※土日・祝祭日、夜間に届出をする場合は、できるだけ前もって平日にご連絡をください。
※上の表にない届出・ご不明な点についてはお問い合わせください。

証明書（有料）
　日の出町に本籍がある（あった）方または同じ戸籍に記載されている（いた）方、または直系親族の方のみ請求する
ことができます。戸籍筆頭者の氏名・生年月日など必要事項を申請書に記載していただきます。

証明の種類 いつ だれが 請求に必要なもの
戸籍謄本・抄本
除籍謄本・抄本

平日
午前8時30分～
午後5時15分

本人か同じ戸籍に記載されている（いた）人、直
系親族

・ 窓口に来られる方の運転免許証、パスポートなどの本
人を確認するため身分を証明できるもの
・ 代理人の場合は委任状または代理人選任届書（使用目
的と提出先の記載が必要）
・ 相続等で親族の改正原戸籍が必要な場合は、記載され
ている人との関係がわかる書類（現在の戸籍謄本な
ど）

改正原戸籍
謄本・抄本
戸籍の附票
身分証明書 本人

戸籍に関する届出・証明書 町民課�窓口サービス係　
281~283

21



　印鑑登録証明は、それぞれの市町村が独自に条例で定めて行っているため、引っ越しなどで市区町村間の住所が異
動した場合は、新たに登録が必要となります。本人の印鑑であることの証明を受けた実印は、契約や不動産の登記な
どに重要な役割を果たすものです。このため、印鑑登録は本人が直接申請することが原則となっています。

印鑑登録 【再登録手数料200円】※初回無料 （料金についてはH28年度現在）

種類 内容
登録できる人 日の出町に住民登録をしている15歳以上の方。ただし、成年被後見人は登録できません。

本人が申請する
とき

・登録する印鑑
・本人の運転免許証やパスポートなど、本人を確認するための写真付きの公的身分証明書
※ 本人が確認できない場合（顔写真付のものがない場合）は、ご自宅に照会書を郵送します。後日、回答書をご持参してい
ただかないと登録と証明発行ができません。

代理人が申請する
とき

・登録する印鑑
・代理人選任書と代理人の印鑑
・ 代理人（窓口に来られる方）の運転免許証、パスポート等官公庁が発行した写真付の身分を証明できるもの
※ 代理人申請の場合は、必ず本人に照会書を郵送します。後日、回答書をご持参していただかないと登録と証明発行がで
きません。

登録できる印鑑
・大きさ　 一辺が8㎜の正方形より大きく、25㎜の正方形より小さいもの
・他の者が登録していないもの。（同じ世帯でも1人1個）
※ 材質がゴムなど、変形・変質してしまうもの、その他印影が単純または不鮮明なもの（1／3以上かけているもの）は登録
できません。

印鑑登録証の種類 ・印鑑登録証カード
※ 窓口で印鑑登録証明書を申請する場合は、カードがないと発行できませんのでご注意ください。

カードの廃止・
盗難等

・ カードの紛失、盗難にあったときは、ただちに届け出てください。カードには個別番号があるため、再発行することはで
きません。再度、窓口での廃止・登録手続きが必要です。（再登録別途200円）
・ 登録している方の死亡、転出などがあったときには自動的に登録は廃止されます。（印鑑登録証は町へ返却してくださ
い）

印鑑登録に関する届出・証明書 � 町民課�窓口サービス係　
281~283

戸籍・住民票等の交付手数料 町民課�窓口サービス係　
281~283

　戸籍・住民票等に関する証明書等の交付手数料表

住民票 住民票の写し（個人・
全員）、除票 1通 200円

印鑑登録
再印鑑登録手数料 1件 200円
印鑑登録証明書 1通 200円

戸籍
戸籍謄本・抄本 1通 450円
除籍謄本・抄本 1通 750円
改正原戸籍謄本・抄本 1通 750円

戸籍
戸籍記載事項証明書 1件 350円
受理証明書 1通 350円

電子証明書交付手数料 1件 200円
通知カード再交付手数料 1件 500円
個人番号カード再交付手数料 1件 800円

22



マイナンバー 町民課�窓口サービス係　
281~283

　通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナン
バー（個人番号）を知らせるものです。住民票に登録
されている氏名、住所、生年月日、性別とマイナン
バー（個人番号）などが記載されています。
　行政機関の窓口などでマイナンバー（個人番号）を
求められた際に利用可能です。ただし、本人確認を行
うために運転免許証などの書類の提示が必要となり
ます。

記載事項に変更があった場合
　住所の変更などにより、通知カードの記載事項（住
所、氏名など）に変更があった場合には、変更内容を
カードに追記します。届け出の際には、通知カードを
持参してください。

再交付について
　通知カードを紛失、焼失または損傷などの際は、申

通知カード

　マイナンバーカード（個人番号カード）は、プラス
チック製のICチップ付きカードで氏名、住所、生年月
日、性別、マイナンバー（個人番号）と本人の顔写真な
どが表示されます。本人確認ができるものとなるほ
か、さまざまなサービスに利用できます。

※マイナンバー制度の導入に伴い、住民基本台帳
カードの新規発行は終了しました。なお、すでに発行
された住民基本台帳カードは、有効期限内まで引き
続き利用できます。
※ マイナンバーカード発行の際は、住民基本台帳
カードと引きかえになります。

マイナンバーカード（個人番号カード）

請を行うことで通知カードの再交付を受けることが
できます。手数料は500円です。
　申請後、通知カードは地方公共団体情報システム
機構より、転送不要の簡易書留で郵送されます。

公的個人認証サービス（電子証明書） ��町民課�窓口サービス係　
281~283

　公的個人認証サービスは、行政オンライン手続き
の際に本人確認をするためのものです。電子証明書
を利用し、他人によるなりすまし申請や、通信途中で
の内容の改ざんを防ぎます。
　マイナンバーカード（個人番号カード）には原則電
子証明書が付いています。

　マイナンバー制度の導入に伴い、住民基本台帳
カードへの新たな電子証明書の発行や更新は終了し
ました。電子証明書が必要な場合は、マイナンバー
カード（個人番号カード）を申請する必要がありま
す。
　住所や氏名が変わると電子証明書は失効します。
引き続き利用する場合は、改めて申請が必要です。

　総合相談（人権相談、行政相談、法律相談、消費者相談）を月1回、日の出町役場にて実施しています。お申し込
みは、相談日の7日前の午前9時から、お電話にて受け付けています。詳しくはお問い合わせください。

相談名 内容 相談員 相談日 場所
人権・身の上相談 児童虐待・家庭内の問題・日常生活での差別・嫌がらせ等の問題・日

常生活での心配事 人権擁護委員　2名

毎月第2水曜日
午後1時～4時 第3会議室

行政相談 行政に苦情がある・困っている・要望 行政相談員　1名
法律相談 金銭返済・離婚・相続・その他法律問題 弁護士　1名

消費者相談 悪質業者による架空請求・高齢者を狙う悪質な住宅リフォーム・多
重債務・クレジットカードのトラブルなど 消費生活相談員　1名

総合相談 町民課�窓口サービス係　
281~283
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