
 １  届出・証明 
（１）戸籍に関する届出【問合せ先 税務住民課 住民係☎８２－２１１４】 

  戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証

明する大切なものです。この戸籍の所在を本籍といいます。 
  子どもが生まれたとき、結婚するときなどは必ず届出をしてください。戸

籍に関する主な届出は次の表の通りです。 
届出
の 
種類 

いつまでに だれが どこへ 届出に必要なもの 

出 
生 
届 

生まれた日から 14 日

以内（生まれた日を含

みます） 

父母・同居人・出産

に 立 ち 会 っ た 医

師・助産師の順 

・父母の本籍地 
・届出人の住所地 
・出生地 

・出生証明書（医師など 
が記入・押印したもの） 

・母子健康手帳 
・印鑑（届出人のもの） 

死 
亡 
届 

死亡の事実を知った

日から７日以内 
親族・その他の同居

者・家主・地主・家

屋管理者・土地管理

者の順 

・死亡者の本籍地 
・届出人の住所地 
・死亡地 

・死亡診断書又は死体検

案書（医師が証明 
したもの） 

・火葬料 
・印鑑（届出人のもの） 

婚 
 
姻 
 
届 

届出を出した日から

法律上の効力が発生

します 

夫・妻 ・夫又は妻の本籍地 
・夫又は妻の住所地 

・夫、妻双方の印鑑（一

方は旧姓の印鑑） 
・証人（成人２人が必要） 
・戸籍謄本 
・来庁者の身分証明書 

（運転免許証・パスポ

ート・住基カード等） 

離 
 
婚 
 
届 
 

 同  上 
※裁判離婚の場合は

調停成立、審判確定・

判決確定の日から 10
日以内 

夫・妻 
※裁判離婚の場合

は申立人 
 

・夫又は妻の本籍地 
・夫又は妻の住所地 

・夫、妻双方の印鑑 
・調停調書の謄本又は審

判書若しくは判決の謄

本と確定証明書 
・双方の戸籍謄本（町内

に本籍及び復籍する戸

籍がないとき） 
・来庁者の身分証明書 

（運転免許証・パスポ

ート・住基カード等） 
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（２）住民基本台帳に関する届出 

 ◎住民基本台帳 
  住民一人ひとりの住所・氏名・生年月日などを記載した住民票により、住

民基本台帳が作成されます。住民登録の届出（転入届）を忘れると、国民健

康保険、国民年金、介護保険、子ども手当等の支給、選挙人名簿の登録、義

務教育の就学、印鑑登録などの各種サービスが受けられない場合があります。 
届出の種類 いつまでに だれが 届出に必要なもの 

転入届 
 町内に引っ

越してきた

とき 
 

転入した日か

ら１４日以内 

届出義務者は本人 
（世帯主は世帯員

に代わって届出す

ることができま

す） 

・本人確認書類 
・転出証明書（前住所地で交付を

受けてください） 
・印鑑（届出人が本人の場合不要） 
・国民年金手帳（加入者のみ） 

転出届 
 町外に引越

しするとき 

転出する前 ・印鑑（届出人が本人の場合不要） 
・印鑑登録証（登録者のみ） 
・国民年金手帳（加入者のみ） 
・国民健康保険証（加入者のみ） 
・後期高齢者医療被保険者証（該

当者のみ） 
・本人確認書類 
・介護保険被保険者証 

転居届 
 町内で引っ

越したとき 

転居した日か

ら１４日以内 

世帯変更届 
 世帯主が変
更になった
り世帯を合
併、分離した
とき 

変更のあった
日から１４日
以内 

・印鑑（届出人が本人の場合不要） 
・国民健康保険証（加入者のみ） 
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（３）登録事務 

①印鑑登録 
 □登録の方法は 
  登録できる方は、住民登録のある満１５歳以上の方です。 
  ●登録手続きに必要なもの 
   登録する印鑑、本人であることを確認できる運転免許証、パスポート、

在留カード、特別永住者証明書などで官公庁が発行（写真貼付）したも

ののいずれかを持参してください。 
  ●運転免許証など証明書がない場合 
   保証人が必要ですが、事前に税務住民課住民係までご相談ください。 
  ●本人が直接手続きできない場合 
   代理人による申請もできますが、事前に税務住民課住民係までご相談く

ださい。 
 
□登録できない印鑑 

  ●戸籍上の氏名、氏若しくは名、又は氏と名の一部の組合せで表していな

いもの 
  ●職業・資格など氏名以外の事項を表しているもの 
  ●ゴム印などの変形しやすいもの 
  ●印影が一辺の長さ８mm 四方より小さいもの又は、一辺の長さ２５mm

の正方形に収まらないもの 
  ●印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの 
  ●その他登録を受ける印鑑として適当でないもの 
 
 □印鑑登録証明書の申請をするには 
   証明書が必要な場合は、税務住民課住民係、老川出張所（基幹集落セン

ター内）、西畑出張所（農村コミュニテイーセンター内）で、印鑑登録証（印

鑑手帳）を添えて申請してください。 
  印鑑登録証がないと証明書の発行はできません。 
  なお、代理人の場合は、印鑑登録証のほかに登録者の住所、氏名、生年月

日などが必要となります。 
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（４）各種証明事務・手数料 

 □戸籍関係 
  各種証明書が必要なときは、税務住民課窓口にある申請書に記入して申請

して下さい。本籍地が他の市町村にある場合における戸籍謄本・抄本等の請

求は、直接本籍地に請求して下さい。郵便等による請求もできます。 
  住民票の写しを請求するときは、本籍や続柄の記載も必要かどうか、提出

先によく確かめましょう。印鑑証明書が必要なときは、必ず印鑑登録証をご

持参ください。 
  身分証明書を請求できる方は本人が原則です。（未成年者は除く）代理人の

方が申請するときは、本人の委任状（承諾書）が必要です。 
    
 
 
 
  ◎証明手数料 

区   分 単位  手数料 
戸籍全部・一部事項証明書 １通 ４５０円 
除籍全部・一部事項証明書

（謄本・抄本） 
１通 ７５０円 

戸籍附票 １通 ３００円 
戸籍記載事項証明 １通 ３５０円 
住民票謄本（家族全員） １通 ３００円 
住民票抄本（個人） １通 ３００円 
身分証明書 １通 ３００円 
住民基本台帳閲覧 １件 ３００円 
印鑑登録証明書 １通 ３００円 
印鑑登録証再交付手数料 １通 ３００円 
住民票記載事項証明 １通 ３００円 
その他 １通 ３００円 

 ※住民基本台帳の閲覧については、１ページをもって１件とします。 
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 □休日・時間外の証明書の発行 
  仕事などの都合で土日・祝祭日や平日の時間外でなければ役場に来られな

い方は、電話予約により証明書の交付が受けられます。 
  証明書とは、住民票の写しまたは印鑑登録証明書となります。 
  ●電話予約の受付は 
    平日の午前８時３０分から午後５時まで税務住民課住民係で受け付け

ています。 
  ●予約できる人は 
   (1)住民票の写しの場合 
    ①大多喜町に住民登録されている人（本人） 
    ②①の本人と同一世帯の人 
   (2)印鑑登録証明書の場合 
    ①大多喜町に印鑑登録してある人（本人）で、印鑑登録証（印鑑手帳）

を所持している人 
    ②①の本人から依頼があったと認められる人で、必要な人の印鑑登録

証（印鑑手帳）を所持した人 
  ●交付時間 
   (1)土日・祝祭日  午前８時３０分から午後５時１５分まで 
   (2)平日      午後５時１５分から午後７時まで 
  ●証明書等を受領できる人 
    証明書等を受領できる人は、電話予約の際に指定された人です。受け

取りの際に、身分証明書（運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、健

康保険証等）を提示して戴き、本人の確認をします。〔印鑑登録証明書の

場合は、印鑑登録証（印鑑手帳）を提示〕 
  ●交付できない場合 
   (1)指定された以外の人が受け取りに来た場合 
   (2)交付時に本人確認ができない場合 
   (3)指定された日時に受け取りに来ない場合 
   (4)印鑑登録証（印鑑手帳）の提示がない場合 
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 □埋・火葬許可（無相苑使用許可） 
   死体埋・火葬許可証は、死亡届及び死体埋・火葬許可申請書が出された

ときに発行します。 
 《火葬の時間》 

 火葬開始時間 火葬終了見込み時間 
１番 ９時００分 １１時００分 
２番 １０時００分 １２時００分 
３番  １１時００分 １３時００分 
４番  １２時００分 １４時００分 
５番  １３時００分 １５時００分 
６番  １４時００分 １６時００分 

 
 
 《使用料》 
   申請者及び死亡者のいずれかが大多喜町、いすみ市の旧夷隅町地域に住

所を有していれば、町内の料金として取り扱います。 

区  分 
使  用  料 

町  内   町  外 
大人（12 歳以上） 15,000 円 30,000 円 
子ども・改葬・四肢・

胎児 
10,000 円 20,000 円 
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