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　戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し証明する制度です。戸籍に関する主な届出は、次の表のとお
りです。このほかの届出については、上記にお問い合わせください。
届出の種類 届出人および順 届出の期間 届出の場所 必要なもの

出生届

①父・母

出生の日から14日以内
※出生の日から起算し、期間満了の
14日目が休日のときは、休日の明け
た日が期間満了日

・本籍地
・出生地
・住所地
・�届出人の所在地の
　いずれかの市区町村

●出生証明書
●母子手帳
●印鑑（届出人のもの）

②法定代理人

③同居者

④�出産に立会った
　医師・助産師

⑤その他の立会者

⑥公設所の長

死亡届
（死産届）

①親族

死亡の事実を知った日から７日以内

・死亡者の本籍地
・死亡地
・�届出人の住所地、所在地の
いずれかの市区町村

●死亡診断書または死体検案書
●印鑑（届出人のもの）

②同居者

③家主

④地主

⑤家屋管理人

⑥土地管理人

⑦公設所の長

⑧後見人

⑨保佐人

婚姻届 夫と妻

届出によって効力が生じるので届出
期間はありません。ただし、外国の
方式により婚姻成立した場合は３か
月以内

夫妻の本籍地・住所地・所在
地いずれかの市区町村

●婚姻届書
●�夫または妻が未成年者の場合は父母の同
意書

●�戸籍謄本（本籍が桜川市の場合は不要）
●�本人確認ができる書類（運転免許証、パ
スポートなど）

●印鑑（届出人のもの）

離婚届 夫と妻

届出によって効力が生じるので届出
期間はありません。ただし、裁判（調
停）離婚の場合は成立の日から10日
以内

〃

●離婚届書
●�戸籍謄本（本籍が桜川市の場合は不要）
●�裁判（調停）離婚の場合は、調停調書の
謄本または裁判の謄本と確定証明書

●�本人確認ができる書類（運転免許証、パ
スポートなど）

●印鑑（届出人のもの）

※戸籍の届出については、本人確認ができる書類が必要となります。
※本人確認書類とは、国などの公的機関発行の写真付き身分証明書（運転免許証、パスポート）などのことです。
※スタンプ式の印鑑は使えません。
※届出に関連して国民健康保険や年金などの手続きが必要な場合があります。
※外国人住民に関する届出については市民課へお問い合わせください。�

 戸籍に関する届出 

届出・証明書

届
出
・
証
明
書

市民課　　　　　　　☎0296-75-3132（直通）
大和庁舎総合窓口課　☎0296-58-5627（直通）
真壁庁舎総合窓口課　☎0296-55-1154（直通）

問い合わせ先

●�戸籍に関する届出
●�住民登録に関する届出
●�印鑑登録

sakura_naka_0219.indd   40 2015/02/20   17:20

41

97
W90mm×H30mm

　

　転入・転居など住所が変わったときや、世帯に変更があったときは、市民課または各総合窓口課へ期間内に届出をしてくだ
さい。住民基本台帳カードをお持ちの方は、ご持参ください。

届出の種類 だれが（届出人） いつ（届出の種類） どこで（届出の場所） どのように（必要なものなど）

転入届

本人、世帯主、同一世帯
員のいずれか

転入した日から14日以内 市民課
大和庁舎総合窓口課
真壁庁舎総合窓口課
※�外国人住民に関する
届出は市民課のみ

●前住所の市区町村で発行した転出証明書
●本人確認ができる書類
●在留カード、特別永住者証明書
●印鑑（届出人のもの）

転出届
転出先の住所を決めてから転
出する前

●国民健康保険被保険者証（加入者のみ）
●本人確認ができる書類
●在留カード、特別永住者証明書
●印鑑（届出人のもの）転居届 転居した日から14日以内

★入国後の新規登録届

本人または世帯主

新たに住所を定めた日から
14日以内

市民課

●在留カード
●パスポート

★�住所を有する外国人
が中長期在留者など
となったとき

中長期在留者などとなった日
から14日以内

●在留カード、特別永住者証明書

★�外国人住民とその外
国人世帯主との続柄
に変更があったとき

本人、世帯主、同一世帯
員のいずれか

変更のあった日から14日以内
●在留カード、特別永住者証明書
●世帯主との続柄を証する書類
　（外国語文は訳文添付）

１　本人または同じ世帯の方以外が届出をするときは、委任状が必要です。
２　�このほか、「世帯主変更」、「世帯合併」、「世帯分離」などの届出があります。住所や世帯に関する届出すべてに、本人確認ができる書類（運転免
許証、パスポートなど）の提示が必要となります。詳しくは、市民課または各総合窓口課にお問い合わせください。

３　�外国人世帯主と外国人世帯員が関係する届出には、世帯主との続柄を証する文書（外国語文書は訳文添付）を添えてください。（不要の場合もあ
ります。）

４　★印を付した届出は外国人住民に関する届出になります。

　印鑑登録は、あなた個人の印鑑を公に立証するための制度です。登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人などに
必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。
届出種類 だれが（届出人） どこで（届出の場所） どのように（必要なものなど）

印鑑登録 本人
市民課
大和庁舎総合窓口課
真壁庁舎総合窓口課

●登録する印鑑
●印鑑登録申請書（各窓口にあります）
●写真付きの本人確認ができる書類
　（運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど）
●手数料…�初めての登録および印鑑登録証持参の再登録は無料です。印鑑登録証紛

失による再登録の場合は1,000円かかります。
１　印鑑の一辺の長さが８㎜の正方形に収まるものや25㎜の正方形に収まらない場合は、登録できません。
２　15歳未満の方、成年被後見人の方は登録できません。
３　写真付きの本人確認ができる書類（運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど）をお持ちでない方は、照会通知によって登録できます。
４　旧印鑑登録証をお持ちの方は、桜川市の登録証に切替えてください。（無料）

 印鑑登録

 住民登録に関する届出（日本人、外国人ともに）

届
出
・
証
明
書

市民課　　　　　　　☎0296-75-3132（直通）
大和庁舎総合窓口課　☎0296-58-5627（直通）
真壁庁舎総合窓口課　☎0296-55-1154（直通）

問い合わせ先

市民課　　　　　　　☎0296-75-3132（直通）
大和庁舎総合窓口課　☎0296-58-5627（直通）
真壁庁舎総合窓口課　☎0296-55-1154（直通）

問い合わせ先
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届出・証明書

届け出る時期 届け出る期間 必要なもの

有効期間の更新期間を迎えたとき 更新期間内
●特別永住者証明書
●写真１枚（※）　●パスポート

特別永住者証明書を紛失したとき 紛失の事実を知った日から14日以内
●写真１枚（※）　●パスポート
●紛失を証する資料

※縦４cm×横３cm、（16歳未満の方は不要）無帽、正面、無背景で３か月以内に撮影した顔写真

 特別永住者証明書に関する届出

届
出
・
証
明
書

●�特別永住者証明書に関する届出
●�各種証明書
●�時間外窓口業務内容

市民課　☎0296-75-3132（直通）問い合わせ先

証明書の種類 手数料 必要なものなど
住民票の写し １通　300円

●本人確認ができる書類（運転免許証・パスポートなど）
●�住民票に関する証明書は、原則として本人および同一世帯の方が請求することがで
きます。

※�身分証明書・独身証明書は本人、または本人からの委任状が必要です。
●戸籍に関する証明書は、原則として本人および直系血族の方が請求することができます。
※�「除籍全部事項証明書」、「除籍個人事項証明書」は原則として直系血族の方だけが
請求することができます。

全部事項証明書(戸籍謄本) １通　450円
個人事項証明書(戸籍抄本) 〃
除籍全部事項証明書(除籍謄本) １通　750円
除籍個人事項証明書(除籍抄本) 〃
戸籍の附票の写し １通　300円
身分証明書 〃
印鑑登録証明書 〃 ●印鑑登録証
※�写真付きの本人確認ができる書類（運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど）がない場合は、各種健康保険被保険者証や各
種年金証書など2点を窓口でご提示ください。
※�戸籍に関する証明書、住民票の写しは郵送による請求もできます。（印鑑登録証明書など一部できないものもあります。）
詳しくは、市民課へお問い合わせください。

 各種証明書

市民課　　　　　　　☎0296-75-3132（直通）
大和庁舎総合窓口課　☎0296-58-5627（直通）
真壁庁舎総合窓口課　☎0296-55-1154（直通）

問い合わせ先

税務課　☎0296-58-5602（ 直通）問い合わせ先

■税関係証明書などの種類および手数料

区分 証明書などの種類 手数料

税務

課税証明書・非課税証明書 １件　300円
所得証明書 １件　300円
納税証明書 １件　300円
車検用納税証明書（軽自動車税） 無料

土地・家屋評価証明書 ５筆・５棟　
　　���300円

土地・家屋公課証明書 ５筆・５棟　
　　���300円

資産証明書 １件　300円
固定資産現況証明書 １件　300円

区分 証明書などの種類 手数料

税務

家屋所在証明書 １件　300円
固定資産課税台帳閲覧 １件　300円
固定資産課税台帳記載事項証明書 １件　300円
土地・家屋評価額通知書 無料
狩猟者登録税証明書 １件　300円

租税特別措置法 住宅用家屋証明書 １件　1,300円
臨時運行許可 臨時運行許可申請証 1両　750円
集成図 集成図（地籍調査の成果図面など） １件　300円
その他 その他の証明 １件　300円

※本人確認ができる書類（運転免許証、パスポートなど）が必要となります。
※代理人が証明書などを請求するときは、委任状が必要となります。（代理人が同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。）
※法人が証明書などを請求するときは、会社の代表印が必要となります。
※相続人が証明書などを請求するときは、相続人であることが確認できる書類（戸籍謄本など）が必要となります。�

■住民票・戸籍関係の証明書
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●延長窓口（大和庁舎） 毎週　木曜日　午後５時15分～午後７時30分　（祝日および12月29日～１月３日を除く。）
●休日窓口（岩瀬庁舎） 毎週　日曜日　午前８時30分～正午　（12月29日～１月３日を除く。）
●取扱事務一覧

取扱事務 問い合わせ先 延長窓口 休日窓口

戸籍関係

戸籍謄・抄本などの交付

市民課

○ ○

身分証明書の交付 ○ ○

独身証明書の交付 ○ ○

住民記録関係

住民票の写しの交付 ○ ○

軽自動車住所証明書の交付 ○ ○

附票の写しの交付 ○ ○

記載事項証明の交付 ○ ○

合併証明書の交付 ○ ○

転入・転出(転出証明書の交付)
× ×

転居・世帯変更届

住民基本台帳カードの申請・交付 × ×

広域交付住民票の写しの交付 × ×

公的個人認証サービス 電子証明書の発行 × ×

印鑑証明関係　

印鑑登録・登録廃止 ○ ○

印鑑証明書の交付�(桜川市のカード持参) ○ ○

� (旧岩瀬町のカード持参) × ○

� (旧大和村のカード持参) ○ ×

� (旧真壁町のカード持参) × ×

税証明関係

納税証明書

税務課

○ ×

市・県民税に係る証明書 ○ ×

固定資産税に係る証明書 ○ ×

車検用納税証明書（軽自動車税） ○ ×

※本人確認ができる書類（運転免許証、パスポートなど）が必要となります。
※代理人が証明書などを請求するときは、委任状が必要となります。（代理人が同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。）
※法人が証明書などを請求するときは、会社の代表印および社員証または委任状が必要となります。
※相続人が証明書などを請求するときは、相続人であることを確認できる書類（戸籍謄本など）が必要となります。�
※印鑑に関することは41ページ、住民票・戸籍に関することは42ページもご覧になってください。

 時間外窓口業務内容

届
出
・
証
明
書

市民課　☎0296-75-3132（直通）
税務課　☎0296-58-5602（直通）

問い合わせ先
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内容 場所 時　　間
申請 市民課（岩瀬庁舎） ●月～金曜日　午前９時～正午　午後１時～午後４時45分

交付 市民課（岩瀬庁舎）
●月～金曜日　午前９時～正午　午後１時～午後４時45分
●日曜日　　　午前９時～正午

※日曜日は市役所での収入印紙、茨城県収入証紙販売は行っていません。日曜日の交付を希望される方は事前にご用意ください。

■旅券（パスポート）申請のご案内
　・桜川市で申請・受領できるのは、原則として桜川市内に住民登録（住民票）のある方です。
　・パスポートの受領は、申請日から数えて８日目以降です（土・日曜、祝日、年末年始の閉庁日は日数に含めません）。

■申請に必要な書類

１ 一般旅券発給申請書　1通
●市民課（岩瀬庁舎）、大和総合窓口課、真壁総合窓口課で入手できます。
●未成年（申請時20歳未満）の方は5年用のみの申請となります。

２
戸籍抄本または謄本　1通
（記載内容が最新で、発行の日から
６か月以内のもの）

●戸籍抄本または謄本は、本籍のある市区町村の役所で入手できます。
●�残存有効期間1年未満で新しい旅券に切替えるときは、お持ちの有効な旅券の氏名、本籍
の都道府県名などの記載内容に変更がない方は省略できます。

●�戸籍が同じご家族の方が同時に申請する場合は、申請者全員の記載された戸籍謄本1通の
提出で結構です。

３

写真1枚（６か月以内に撮影）
※規格外・不適切な写真は受付できません
諸外国の出入国審査や機械認証の支障になることから、写真の撮り直しをお願いするとき
がありますのでご了承ください。
（不適切な写真の例）
�顔や頭の輪郭が隠れているもの
�目の輪郭や色が明瞭に確認しにくいもの

（例：カラーコンタクトや色つき眼鏡の着用、前髪が目にかかっているもの、眼鏡のレンズが
反射しているもの、眼鏡のフレームが目にかかっているものなど）
�画質が粗悪なもの、汚れ・キズのあるもの
�眼鏡のフレームが非常に太く、目や顔を覆う面積の大きいもの
�背景に壁の柄や本人の影があるもの
�髪色や着衣の色が背景の色と近く、区別のつきにくいもの

４

申請者本人を確認できる書類
■有効な原本（コピーは不可）
　※代理提出する場合
　　①申請者の本人確認書類（原本）
　　②代理人の本人確認書類（原本）
　※未就学児、児童の場合
　　健康保険証＋母子手帳でも可

（１）１つで本人を確認できるもの（写真付きのもの）
日本国旅券（失効後６か月以内も可）、運転免許証、写真付き住基カードなど
（２）２つ必要とするもの（<２>と<２>では受付できません）
<１>　健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、年金証書（手帳）など
<２>　写真付きのもの　学生証、会社の身分証明書、失効旅券など
<１>と<２>　（例）　健康保険証＋会社の身分証明書（写真付きのもの）
<１>と<１>　（例）　健康保険証＋厚生年金証書（手帳）

５ 前回取得した旅券 ●有効な旅券を紛失している場合は、窓口までお問い合わせください。

■旅券の受領について
　旅券の受領は、年齢には関係なくご本人以外にはお渡しできません。代理での受領はできません。
　受領時には、①申請の際にお渡しした旅券引換書（受理票）、②手数料（収入印紙、茨城県収入証紙）をお持ちください。

 パスポート窓口

届出・証明書

届
出
・
証
明
書

注意

写 　真

1. 申請者本人のみ
2. 6か月以内に撮影したもの
3. 正面、無帽、無背景
4. 縦45mm×横35mm
 （ふちなし、頭は頭頂から
　  顎までが34mm±2mm）
＊貼付した写真は旅券に転写
されます

34±2

4±2

17±2

●�パスポート窓口

市民課　☎0296-75-3132（直通）問い合わせ先
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