
住民票に関する届出・証明書
住民生活課住民係

届出・証明

　住民登録は、皆様が益城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

本人か世帯主または代理人
（親子、兄弟姉妹でも、同じ世帯で
ない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

転出届 転出予定日の14日前から

・代理人の場合は委任状
・�届ける方の運転免許証やパスポートなど、
本人を確認できるもの
・届ける方の印鑑

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
世帯分離
世帯合併

変更した日から14日以内

●証明書� 　
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方または代理人

・代理人の場合は委任状
・�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
できるもの
・窓口に来る方の印鑑記載事項証明書

※同一住所に住んでいても、世帯が分かれている方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、年金等の申請書類をお持ちになって窓口で申し
出てください。
※�提出先によって、本籍や続柄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。

●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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戸籍に関する届出・証明書
住民生活課住民係

　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、益城町に住んでいても、本籍が他市区町村の場合がありま
す。戸籍証明書は、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・妻になる方
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、本人を確認できるもの

出生届
生まれた日から14
日以内に届出てく
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日以内に届出て
ください。

親族、同居者及び故
人が死亡したとこ
ろの土地家屋の保
有者または管理者

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。

協議離婚のときは
夫と妻

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）

・�協議離婚の場合は証人（成人2名）
の記名・捺印が必要
・�離婚後も婚姻中の氏を称すると
きは別の届出が必要（3か月以内）
・�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。
※上の表にない届出についてはお問い合わせください。

●証明書（有料）
　益城町に本籍がある（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。本籍、戸籍筆頭者の氏名・生年月日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 どこで 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）方、直系親族ま
たは代理人

本籍地の市区町村
役場

・窓口に来る方の印鑑
・�窓口に来る方の運転免許証、パスポー
トなどの本人を確認できるもの
・代理人の場合は委任状
・�相続等で親族の改正原戸籍が必要な
場合は、記載されている方との関係が
わかる書類（現在の戸籍謄本など）
・�身分証明書については、本人以外の請
求の場合委任状が必要

改正原戸籍
謄本・抄本

戸籍の附票

身分証明書
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印鑑登録に関する届出・証明書
住民生活課住民係

　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【登録新規手数料300円／再登録500円】

種　類 内　容
登録できる方 益城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
・窓口に来る方の運転免許証、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
※�写真付の身分証明書で本人が確認できない場合は、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
・委任状と代理人の印鑑
・�代理人（窓口に来る方）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
※�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は登録できませ
ん。

印鑑登録証の種類 ・印鑑登録証　窓口専用の水色のカードです。
※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。� �
再度、窓口での廃止・登録手続きが必要です。
・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。

戸籍・住民票等の交付手数料
住民生活課

　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）、閲覧、除票 1通 300円

印鑑登録 印鑑登録手数料 新規登録／再登録 300円／500円
印鑑登録証明書 1通 300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 1通 750円
受理証明書 1通 350円

住民基本台帳カード交付手数料 1件 500円（65歳以上無料）
電子証明書交付手数料 1件 500円
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住民基本台帳カード・公的個人認証サービス
住民生活課住民係

　全国の市区町村で発行されているカードです。希望される方の交付申請により住所地の市区町村で交付さ
れ、顔写真付きと写真がないタイプの2種類があります。顔写真付きの住民基本台帳カードは、公的な身分証
明証としても活用できます。また、多目的サービスの申請で、役場玄関横の自動交付機やコンビニエンススト
アのマルチコピー機を使用して住民票などの証明書を取得することができます。
●住民基本台帳カード【手数料500円／65歳以上無料】

写真付きカード 写真なしカード

内
容

・身分証明として使用できます。 ・身分証明としては使えません。
・「転入・転出手続きの特例」を利用できます。
・多目的サービスの利用で自動交付機やコンビニエンスストアから証明書の取得が可能です。
・「e-Tax」など官公庁の電子申請に利用できます（別途「公的個人認証サービス」の申請手続きが必要です）。
・有効期限は交付の日から10年間です。

用
意
す
る
も
の

（1）�顔写真（たて4.5cm×よこ3.5cm、6か月以内に撮影し
たもの）

　� ※窓口でも無料で撮影できます。
（2）印鑑
（3）�身分証明書類（官公庁が発行した自動車運転免許証、パスポートなど顔写真が入ったもの）
　� ※�保険証など顔写真のないものでも申請はできます。申請後、ご自宅に照会書を郵送します。後日、回答書を持参し

ていただかないとカード交付ができません。
（4）住民基本台帳カード（更新の場合）
（5）手数料500円（申請時に65歳以上の方は無料）

注
意
事
項

・暗証番号（4桁）をご自身で設定・入力していただきます。他人に知られないよう注意してください。
・�カードは他人に貸与・譲渡することはできません。折り曲げると使用できなくなりますので、大切に取り扱ってくだ
さい。
・�カードを紛失・破損・盗難にあったときや、カードの表面に記載された事項に変更が生じたときは、ただちに届出をし
てください。
・期限が満了したときや本人が死亡したときはカードが使用できなくなりますので返納をお願いします。
・電子申告などの方法については、それぞれ所管の官公庁へお問い合わせください。

　受付時間………午前9時から午後4時30分まで（平日のみ）
　交付（お渡し）…午前9時から午後5時まで（平日のみ）
　申請から受け取りまでの日数…土日祝日年末年始を除いて11日間
※受け取りは本人のみ（申請は代理でもできます）。
※�受け取り窓口は住民生活課。
※お持ちのパスポートの氏名や本籍に変更がある場合は、住民生活課にお問い合わせください。

パスポート交付の申請
住民生活課住民係

申請の種類 必要なもの 手数料

新規申請

①一般旅券発給申請書（窓口にあります）
②�戸籍全部事項証明（戸籍謄本）または個人事項証明（戸籍抄本）(発行から
6ヶ月以内)
　同一戸籍の家族が同時に申請する場合は戸籍謄本1通でかまいません。
③�写真（たて45ｍｍ×よこ35ｍｍ、撮影から6ヶ月以内のもの。細かい規格
がありますので、なるべく専門の写真店でパスポート用と指定してお撮
りください。）
④本人確認書類
　1点でよいもの：日本国旅券（有効または失効後6カ月以内）、運転免許証
　2点必要なもの：健康保険証＋年金手帳等

・5年旅券（12歳未満）
　6,000円
�（�収入印紙4,000円＋熊本
県収入証紙2,000円）

・5年旅券　11,000円
�（�収入印紙9,000円＋熊本
県収入証紙2,000円）

・10年旅券　16,000円
�（�収入印紙14,000円＋熊本
県収入証紙2,000円）
※�パスポートの受け取りの
際までに収入印紙と熊本
県収入証紙をご準備くだ
さい。
※�20歳未満の方は5年旅券
のみの申請となります。

切替申請
（1年未満の有効
期限が残っている
旅券を持っている

場合）

①一般旅券発給申請書（窓口にあります）※有効旅券を添付してください
②�戸籍全部事項証明（戸籍謄本）または個人事項証明（戸籍抄本）(発行から
6ヶ月以内)
　ただし、本籍・氏名等に変わりがない場合は省略できます。
③�写真（たて45ｍｍ×よこ35ｍｍ、撮影から6ヶ月以内のもの。細かい規格
がありますので、なるべく専門の写真店でパスポート用と指定してお撮
りください。）
④本人確認書類
　1点でよいもの：日本国旅券（有効または失効後6カ月以内）、運転免許証
　2点必要なもの：健康保険証＋年金手帳等
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