
届出・証明 大津市ホームページ
最新情報はこちらから！

戸籍住民課、各支所で取り扱っています。
届出の種類 届出に必要なもの 届出期間 届出人

他の市区町村から
引っ越してきたとき

（転入届）

転出証明書、又は住民基本台帳カード（暗証番号）もしくはマイナンバー
カード（暗証番号）、住居番号付定通知書（住居表示実施区域内の新築
のみ）、通知カード、後期高齢者医療保険負担区分証明（被保険者のみ）
※�住民基本台帳カード、マイナンバーカードを継続利用される場合は、別途手
続きが必要となります。

新住所に住んだ日から
14日以内に届けてく
ださい。

本人又は世帯主
委任の旨を証する
書面を持った人

他の市区町村へ引っ越すとき
（転出届）

印鑑登録証（登録者のみ）、国民健康保険被保険者証（加入者のみ）
転出する前に転出先、
転出予定年月日を届
けてください。

市内で住所を変更したとき
（転居届）

国民健康保険被保険者証（加入者のみ）、住居番号付定通知書（住居表
示実施区域内の新築のみ）、住民基本台帳カード（所持者のみ）、マイナン
バーカード又は通知カード、後期高齢者医療被保険者証（被保険者のみ）

変更が生じた日から
14日以内に届けてく
ださい。

外国に転出するとき
（出国届）

国民健康保険被保険者証（加入者のみ）、印鑑登録証（登録者のみ）、
住民基本台帳カード（所持者のみ）、マイナンバーカード又は通知カー
ド

出国前に出国先国名、
出国の予定年月日を
届けてください。

外国から転入したとき
（出国届をした人）（帰国届）

パスポート、戸籍謄本、戸籍の附票の写し、国民年金手帳（加入者のみ）、
住居番号付定通知書（住居表示実施区域内の新築のみ）、通知カード

帰国した日から14日以
内に届けてください。

おもな届出
住民基本台帳に関する届出

外国籍の方はご注意ください！《住所の変更をされる際には日本人と同様に手続きが必要です。》
対象者

�� 中長期在留者…3か月以下の在留期間が決定された外国人や、
短期滞在、外交、公用の在留資格が決定された者以外の外国人

�� 特別永住者…入管特例法により定められている特別永住者
�� 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

…外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方
（その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有
することなく在留することができます。）

�� 一時庇護許可者又は仮滞在許可者…入管法の規定で一時
庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請
を行い、仮に日本に滞在することを許可された外国人

届出に必要なもの
�� �上記届出に必要なもの以外に在留カード、特別永住者証

明書、外国人登録証明書（みなし在留カード、みなし特別
永住者証明書）のいずれかをご持参ください。

�� �同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は本人と
世帯主との続柄を証する公的な文書（公的な文書が日本
語でない場合は、その翻訳文（訳者名入り）も必要です。）
が必要となります。

※�平成24年（2012年）7月9日より外国人登録制度は廃止され、日本人同様住民
基本台帳に記載されています。

※�お願い：届出人（本人）確認のため、証明書（運転免許証、パスポート、住民基本台
帳カード（顔写真付）、マイナンバーカード、身体障害者手帳等、官公署発行の顔
写真が貼付された証明書等）の提示をお願いします。なお、証明書をお持ちでな

い場合でも届出をしていただけますが、後日届出があった旨の通知を異動され
た方あてに旧住所にお送りします。また、届出時には、世帯主からの承諾書等が
必要な場合がありますのでご協力ください。
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戸籍住民課でのみ取り扱っています。
届出の種類 届出に必要なもの 届出人 備　考

建物を建てたとき、建て替えたとき
（住居表示実施区域設定街区内のみ）

（建物等新築届）

場所の位置図、建物配置図、平面図、地番
が確認できるもの（公図・地積測量図・建
築確認済証等）、窓口に来られる人の認印

建物の所有者又
は、建物関係人
（委任状は必要あ
りません。）

現地確認後、住居番号決定までに、1週
間程度を要しますが、ご事情がある場
合は、ご相談ください。なお、郵便やネッ
ト等での届出は受け付けできません。
（ 528-2734）

住居番号に関する届出

※1　�日本国内にいる外国人の方も、出生・死亡等の事実が発生した時は、戸籍法により届出をしなければなりません。また、婚姻や離婚等についても、日本で届出をするこ
とができますが、届出に必要なものが日本人と異なりますので、戸籍住民課ヘお問い合わせください。

※�2　�〔婚姻届〕〔離婚届〕〔養子縁組届〕〔養子離縁届〕〔認知届〕を届出される場合は、窓口で本人確認をさせていただきますので、窓口に来られた方の運転免許証、パスポート、住民基
本台帳カード（顔写真付き）、マイナンバーカード、在留カード、身体障害者手帳等、官公署発行の顔写真が貼付されている証明書等の提示をお願いします。�
なお、証明書をお持ちでない場合や、届出の本人が窓口に来られなかった場合でも届出をしていただけます。この場合は、届出があった旨の通知を届出人あてにお送りします。

※3　届出の際に持参できない場合は、後日お持ちください。
※4　裁判による離婚の場合は、届出に必要なものが異なりますので、戸籍住民課へお問い合わせください。

戸籍住民課、各支所で取り扱っています。
戸籍に関する届出

届出の種類 届出地 届出に必要なもの 届出期間

出生届※1 出生者の本籍地、出生地、届出
人の住所地のうちいずれかヘ 出生届書1通、届出人（父又は、母）の印鑑、母子健康手帳

国内で出生のときは、生
まれた日を含め14日以内
に届出をしてください。

婚姻届※1 夫婦になる人の本籍地、住所地
のうちいずれかヘ

婚姻届書1通、戸籍謄本1通（届出地が本人の本籍地のときは
不要です。）、夫婦になる人の印鑑（婚姻して氏の変わる人は旧
姓のもの）
本人確認証明書�※2
国民健康保険被保険者証（加入者のみ）��

※3住民基本台帳カード（所持者のみ）
マイナンバーカード又は通知カード

届出が受理されたときか
ら効力が生じます。

死亡届※1 死亡者の本籍地、死亡地、届出
人の住所地のうちいずれかヘ

死亡届書1通、届出人の印鑑
後期高齢者医療被保険者証（加入者のみ）
国民健康保険被保険者証（加入者のみ）
印鑑登録証（登録者のみ）
住民基本台帳カード（所持者のみ）
マイナンバーカード又は通知カード

※届出が受理されると埋・火葬許可証が交付されます。

国内で死亡のときは死亡
したことを知った日を含
め7日以内に届出をしてく
ださい。

離婚届※1
（協議による※4）

夫婦の本籍地、住所地のうちい
ずれかへ

離婚届書1通、戸籍謄本1通（届出地が本人の本籍地のときは不
要です。）、夫婦の印鑑（離婚をして氏の変わる人は旧姓のもの）
本人確認証明書�※2
国民健康保険被保険者証（加入者のみ）
住民基本台帳カード（所有者のみ）
マイナンバーカード又は通知カード

届出が受理されたときか
ら効力が生じます。

転籍届 現本籍地、新本籍地、届出人の
住所地のうちいずれかへ

転籍届1通、戸籍謄本1通（大津市内で転籍の場合は不要で
す。）、印鑑（筆頭者と配偶者のもの）

届出が受理されたときか
ら効力が生じます。

）

）※3

）※3
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持ち物を確認してみましょう
せっかく手続きに行ったのに忘れ物で出直し…なんてことは避けたいですよね。出かける前に確認しましょう。

（対象ページはＰ　 ） （対象ページはＰ　 ）手続き内容

手 数 料

発行等に掛かる時間

担当窓口 受付時間

必要なもの □印かん　　□運転免許証

□国民健康保険証　　□戸籍謄本　　□年金手帳

□マイナンバー通知カード または マイナンバーカード

手続き内容

手 数 料

発行等に掛かる時間

担当窓口 受付時間

必要なもの □印かん　　□運転免許証

□国民健康保険証　　□戸籍謄本　　□年金手帳

□マイナンバー通知カード または マイナンバーカード
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特別永住者証明書の申請に関するもの
　特別永住者の方は、下記の期間までに、更新申請が必要です。
申請の時期

�� 16歳以上の方／外国人登録証（みなし特別永住者証明
書）に記載のある有効期間の2か月前からその日まで

�� 16歳未満の方／16歳の誕生日の6か月前から16歳の誕
生日まで
手続きに必要なもの

�� 特別永住者証明書（外国人登録証明書）
�� パスポート（お持ちの方のみ）
�� �証明写真（3か月以内に撮影した縦4cm×横3cm、正面・

無帽・無背景のもの）1枚
※写真は出来るだけカラーでお願いします。

申請窓口
�� 堅田支所…… 573-1211
�� 瀬田支所…… 545-2480
�� 戸籍住民課… 528-2731

種類 条件
必要なもの

手数料 窓口と時間
本人 代理人

① 戸籍の一部・全部事項証
明書、個人事項証明書

② 身分証明書、戸籍の附
票の写し

③除籍・原戸籍の謄抄本

大津市に本籍のある人 本人確認書類※1
委任の旨を証する
書面、代理人の本人
確認書類※1

①1通� 450円
戸籍住民課・各支所
平日
9：00～17：00

②1通� 300円

③1通� 750円

住民票の写し
住民票記載事項証明書

大津市の住民基本台帳
に記録されている人 本人確認書類※1

委任の旨を証する
書面、代理人の本人
確認書類※1

1通� 300円
※2

戸籍住民課・各支所
平日
9：00～17：00
マイナンバーカードもしくは
証明書交付利用を登録した
住民基本台帳カードをお持
ちの方は､マルチコピー機を
設置したコンビニエンススト
ア等での証明書取得が可能
です。

印鑑登録証明書 大津市に印鑑登録して
いる人 印鑑登録証（手帳） 必要な人の

印鑑登録証（手帳）
1通� 300円

※2

臨時運行許可証 戸籍住民課へお問い合わせください。 1両� 750円
戸籍住民課
平日
9：00～17：00

※1　�本人確認書類とは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、健康保険者証、年金手帳など、氏名・住所・生年月日・性別が確認で
きるものを指します。これらの書類がないときは証明書等の交付ができない場合がありますのでご注意ください。

※2　�大津市で証明書交付利用を登録した住民基本台帳カードを利用して、窓口のカード読取り機で証明書を取得される場合、手数料は1通200円となります。�
各請求には、使用目的などをおたずねし、説明資料の提示を求めることがありますのでご協力ください。

戸籍や住民票などの証明

届出人 届出に必要なもの 窓口と時間

本　人 登録される印鑑 戸籍住民課・各支所
平日
9：00～17：00
※�各支所の所在地、電話番号
はテレホンガイド（P125）を
ご覧ください。

代理人 本人からの委任状、登録される
印鑑、代理人の印鑑

届出人 届出に必要なもの 窓口と時間

本　人

登録される印鑑及び下記の①または
②のいずれか

①�顔写真が貼った官公署発行の身分証
明書で現に有効なもの（運転免許証、
パスポート、マイナンバーカード、顔
写真付き住民基本台帳カード）

②�保証書（窓口にある申請書の保証書
欄に保証人が記入し、大津市で印鑑
登録している印鑑を押印したもの）に
よる確認及び本人の氏名確認できる
もの（健康保険証、年金手帳など）

戸籍住民課・各支所
平日
9：00～17：00
※�各支所の所在地、
電話番号はテレホ
ンガイド（P125）を
ご覧ください。

また、すぐに登録・証明が必要な場合は、下記の場合にのみ
取扱が可能です。

　住民基本台帳に記録されている人（15歳未満の者、意思
能力を有しない者を除く）は、1人1個に限り印鑑の登録がで
きます。
　通常の取扱いは、申請後の後日登録となります。

印鑑登録
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取得できる
証明書の種類

住民票の写し（本人及び同一世帯分）
印鑑登録証明書（本人分：あらかじめ大津市に印
鑑登録が必要です。）

交付店舗
マルチコピー機が設置されている日本全国のセ
ブン−イレブン、ローソン（ローソンストア100は除
く。）、ファミリーマート、ミニストップ、イオンリテー
ル、平和堂、大津瀬田郵便局

交付時間 6：30～23：00
（12月29日～1月3日及び保守点検日を除く。）

ご利用方法

コンビニエンスストア等に設置してあるマルチコ
ピー機の液晶画面上に操作ガイダンスが表示さ
れますので、ご自身で操作して証明書を発行して
ください。証明書の発行にはマイナンバーカード
もしくは証明書交付利用を登録した住民基本台帳
カード※と暗証番号の入力が必要です。

手数料 1通につき200円

コンビニエンスストア等での証明書取得について

※�平成27年（2015年）12月末をもって、住民基本台帳カードの交付及び証明書交
付利用登録は終了しました。今後同様のサービスを希望される場合は、マイナン
バーカードの交付を受けてください。

マイナンバー制度について
　平成27年（2015年）10月5日から、マイ
ナンバー制度（社会保障・税番号制度）が
開始されました。
　マイナンバー制度では国民一人ひとり
に番号を付し、その番号は、行政の効率化・
国民の利便性の向上・公平かつ公正な社
会の実現を目的に利用されます。
通知カード�
制度開始に伴い、一人ひとりにマイナンバー（個人番号）を
知らせるため、「通知カード」が郵送されました。通知カード
に有効期限はありません。大切に保管してください。
マイナンバーカード（個人番号カード）�
制度開始に伴い、住民基本台帳カードの交付が終了し、平
成28年（2016年）1月から、新たに「マイナンバーカード」が
任意の申請により交付されています。

《マイナンバーカードでできること》
公的な本人確認
個人番号の提示
証明書コンビニ交付サービス
電子証明書を用いてe-tax等ができる

� …等のメリットがあります。
《マイナンバーカード交付申請の方法》
　通知カード送付時に、個人番号カード交付申請書と返信用
封筒が同封されています。氏名や住所に変更が無ければ、郵
送またはWEBで申請してください。
　氏名や住所に変更がある方や、交付申請書が無い方は、新
しい交付申請書を戸籍住民課または支所でお渡ししますの
でお問い合わせください。
引越しや戸籍の届出によって氏名、住所等に変更が生じ
る場合は、窓口に通知カードまたはマイナンバーカードを
持参してください。

詳しくは
528-2731（各種証明書発行）
528-2732（転入出、婚姻など戸籍届出）
528-2734（新築届、住所付番）

戸籍住民課

詳しくは
528-2698戸籍住民課

詳しくは

制度については
0120-95-0178マイナンバー総合フリーダイヤル
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よく使う番号をメモしよう！電話番号 M EMO
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