
　なりすましによる届出や申請を防止するため、窓口で本人確認をしています。
本人確認書類

　（A）の書類は１点、（B）の書類は（B）同士を組み合わせての２点もしくは（B）と（C）を組み合わせての２点で本人確認
書類として扱います。
　詳しくはお問い合わせください。

届出の種類 届出の期間・効力 届出する人 届出の場所 必要なもの

出生届
生まれた日から14日
以内
海外で生まれたとき
は３カ月以内

原則として父または母 父・母の本籍地・所在
地または子の出生地

●出生届書
●届出人の印鑑、口座番号のわかるもの（児童手当等のため）
●母子健康手帳
●国民健康保険証（加入者のみ）

婚姻届 届出をしたとき
から効力が発生 夫および妻 夫・妻の本籍地

または所在地

●婚姻届書（成人の証人２人の署名が必要です）
●夫と妻の戸籍謄本または全部事項証明（本籍地以外に届出する場合）
●本人確認書類
●マイナンバーカード（お持ちの人のみ）
●国民健康保険証（加入者のみ）

転籍届 届出をしたとき
から効力が発生 戸籍の筆頭者とその配偶者 現本籍地・所在地

または新本籍地

●転籍届書
●戸籍謄本または全部事項証明（市区町村が変わる転籍届を提出の場合）
●本人確認書類

離婚届

協議離婚の場合は、
届出をしたときから
効力が発生
裁 判 離 婚 の 場 合 は
裁 判 確 定 の 日 か ら
10日以内

協議離婚の場合
夫および妻
当事者双方裁判離婚の場合 
訴えの提起者または調停の
申立人

夫・妻の本籍地または
所在地

●離婚届書（成人の証人２人の署名が必要です）
●戸籍謄本または全部事項証明（本籍地以外に届出する場合）
●本人確認書類
●マイナンバーカード（お持ちの人のみ）
●国民健康保険証（加入者のみ）
●裁判離婚のときは、判決書の謄本など

死亡届 死亡の事実を知った
日から７日以内

１．同居の親族
２．同居していない親族
３．同居者
４．家主・地主など

死亡者の本籍地
死亡地または届出人の
所在地

●死亡届書
●届出人の印鑑（火葬許可のため）

この他に養子縁組届・養子離縁届・入籍届などがあります。詳しくはお問い合わせください。

受付時間と窓口

（A）の書類
（有効期限内のもの）

自動車運転免許証、 運転経歴証明書（平成24年４月１日以後に発行されたものに限る）、パスポート、マイナンバーカード、
住民基本台帳カード（本人の写真が貼付されたもの）、在留カード、特別永住者証明書、船員手帳、海技免状、小型船舶操
縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気
工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、
動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第４項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳、官公署職員の身分証明書（本人の写真が貼付されたもの）

（B）の書類
健康保険証、船員保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・
厚生年金・船員保険の年金証書、共済年金または恩給の証書、住民基本台帳カード（写真が貼付されていないもの）、生活
保護受給証明書、学生証（本人の写真が貼付されたもの）、 会社などの身分証明書（本人の写真が貼付されたもの）など

（C）の書類 病院などの診察券（自署可能なものを除く）、預金通帳、クレジットカード、キャッシュカード、公共料金領収書などで、
本人の氏名が印字されているものなど

平日　
午前８時30分～午後５時15分

市民課（朝日庁舎）
富来田出張所

平日の上記以外の時間
土・日曜日、祝日、12月29日～翌年１月３日

市役所守衛室（朝日庁舎）
※ 書類の預かりのみとなり、内容の確認は翌平日となります

▶戸籍の届出 TEL	0438-23-7290 FAX	0438-22-4631市民課

戸籍・住民・印鑑登録
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部 課 TEL FAX 主な業務 場所

経済部 地方卸売市場 23-3621 23-3622 市場施設の管理運営、取扱品目の流通指導 地方卸売
市場

都市整備部

都市政策課 23-8466 22-4736
都市計画の決定・変更、開発行為・宅地造成工事などの指導および許可、国土
法による届出、屋外広告物の許可、景観法による届出、都市計画法に基づく都
市計画施設等の区域内における建築の許可、都市計画法第58条の2の届出

朝日庁舎

市街地整備課� 23-8468 22-4736
土地区画整理事業の推進、土地区画整理組合の指導、木更津駅前西口駐車場・
金田駐車場などの維持管理、公園緑地（児童遊園含む）の施工・維持管理・江
川総合運動場の拡張整備の施工

建築指導課 23-8597 22-4736 建築確認および許認可、定期報告、建設リサイクル法の届出、福祉のまちづく
り条例の届出、建築物省エネ法の届出、建築物の耐震改修 

住宅課 23-8599 22-4736 市営住宅の管理および入居者手続き、住宅施策、空き家対策 

管理用地課 23-8177 22-4736 赤道・青道の管理、市道の認定・廃止・変更、境界確定、未登記道路敷の調
査・登記、道路・水路等の占用および使用、地籍調査、道路・水路用地の取得

土木課� 23-8406 22-4736 道路・橋の新設・改良、河川・水路の新設・維持、道路・橋の維持補修、交通
安全施設の新設補修、圏央道など広域幹線道路の建設促進にかかる総合調整

下水道推進室 36-2700 36-2742 下水道事業の計画策定・建設、下水処理場の維持管理、地域汚水処理場の維持
管理 

下水
処理場

会計室 23-8274 25-1351 現金や物品の出納 朝日庁舎

消防本部・
消防署

消防総務課 23-9182 23-9096 儀式・行事・職員の任免、消防力の整備計画
消防本部警防課 23-9184 23-9096 水火災・地震などの防ぎょ計画、火災警報、消防団の活動計画 

予防課� 23-9183 23-9096 予防査察、消防用設備などの規制および検査、危険物規制、火災原因調査
消防署�第1.2.3警防隊 22-0119 22-0151 水火災の防ぎょ、緊急救助業務、通信指令業務 消防署

教育委員会・
教育部

教育総務課� 23-5243 25-3991 教育委員会会議、職員の任免、教育財産の管理、奨学資金の貸付 

朝日庁舎

学校教育課� 23-5264 25-3991 学校教育の推進、児童生徒の就学・通学区域、学校保健 
学校給食課� 23-8440 25-3991 学校給食の運営、学校給食費の賦課・徴収 

生涯学習課� 23-5274 25-3991 生涯学習の振興、社会教育の推進、青少年健全育成、関係団体の育成、少年自
然の家キャンプ場の利用、生涯学習バスの利用、社会教育施設の財産管理 

文化課� 23-5309 25-3991 芸術文化の振興、文化財の保護

まなび支援センター� 22-4152 23-4564
教育資料の収集・活用、教育研修、情報教育の推進、教育相談、適応指導、青
少年の指導・不登校や非行防止に関する相談、幼児のことばの相談・指導・訓
練 

－

学校給食センター� 25-7560 25-7555 学校給食の献立作成・調理・運搬 
図書館 22-3190 22-7509 図書の管理・貸し出し、おはなし会・講座等の開催、郷土資料対応
木更津市郷土博物館金のすず 23-0011 23-2230 郷土博物館の運営
中央公民館 25-4581 25-4582

定期講座・講習会・講演会等の開催、体育・レクリエーション等に関する集会
の開催、各種団体、機関等の連絡

富来田公民館 53-2027 53-2079
岩根公民館 41-1184 41-1184
鎌足公民館 52-3111 52-3111
中郷公民館 98-0802 80-1234
富岡公民館 53-5952 53-5952
文京公民館 23-3836 23-3836
八幡台公民館 36-4010 36-4013
東清公民館 98-2919 98-2919
清見台公民館 98-7654 98-7142
畑沢公民館 37-1005 37-1005
岩根西公民館 41-1023 41-1023
西清川公民館 23-0286 23-0286
波岡公民館 37-8515 80-1153
桜井公民館 30-7311 30-7312

市議会事務局 23-7185 22-4734 市議会の運営、請願・陳情 駅前庁舎
7・8階監査委員事務局 23-8473 25-1351 監査・検査・審査および調査 

農業委員会事務局 23-8693 22-4736 農地の売買・貸借の許可、農地転用の許可・届出、農地の相続に関する届出、
農業者年金 朝日庁舎

選挙管理委員会事務局 23-8476 25-9300 選挙人名簿の調製、各種選挙の執行管理 
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年7月28日

木更津市暮らしの便利帳
8FK411H0B

158
145

仏壇の松本 御中

仏壇・仏具・神棚 エリアマップ1図 E‐4
創業百余年。仏壇・仏具・神棚の専門店

仏壇の松本
明治38年創業以来百余年。宗教用具専門店としてご供養のお手伝い、香・提灯
など地方配送承ります。店内商品各種、お手ごろ価格にてご用意しております。
■木更津市大和２-２-２
■TEL:0438-23-2676 ■FAX:0438-23-2671
■URL:http://www.butsudan-matsumoto.com/ ■E-mail:info@butsudan-matsumoto.com
■日本製鉄君津労働組合 指定店／仏壇公正取引協議会会員 あり

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



▶戸籍・住民票など各種証明の申請 TEL	0438-23-7253 FAX	0438-22-4631市民課

　印鑑登録証明書の申請を除き、申請者の本人確認書類が必
要となります。
※本人確認書類は73ページをご覧ください。

　「請求できる人」欄に記載のない人が申請する場合、委任
状などの書類が別途必要になりますので、事前にお問い合わ
せください。

印鑑登録の廃止
　登録した印鑑や印鑑登録証（カード）を紛失した場合など
は、印鑑登録廃止の手続きを行ってください。本人確認書類

（代理の場合は委任状および代理人の本人確認書類）をお持
ちください。

証明の種類 手数料 請求できる人

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
１通450円

戸籍に記載されている
・本人
・配偶者
・直系尊属（父母、祖父母など）
・直系卑属（子、孫など）

戸籍個人事項証明書（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）

改製原戸籍謄（抄）本

戸籍の附票 １通300円

身分証明書 １通300円 本人のみ

独身証明書 1通300円 本人のみ
※委任状による代理申請はできません。

届出の受理証明書 １通350円
※上質紙の場合１通1,400円 戸籍の届出をした本人のみ

戸籍の記載事項証明書 １通350円 内容によって異なりますので、事前にお問い合わせください。

住民票の写し（世帯全員のもの） １通300円

・本人
・同一世帯の者

住民票の写し（個人のもの） １通300円

住民票記載事項証明書 １通300円

住所証明書
（軽自動車・二輪用） 無料

住民票除票・改製原住民票 １通300円 本人のみ

印鑑登録証明書 1通300円
本人または代理人
※ 登録者の印鑑登録証（カード）を提示し、登録者の「住所」「氏名」
「生年月日」の3点を申請書に記入できることが条件です。
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※本人確認書類は73ページをご覧ください。
この他に世帯主変更届、世帯合併届、世帯分離届などがあります。詳しくはお問い合わせください。

受付時間と窓口

▶住所の変更 TEL	0438-23-7254 FAX	0438-22-4631市民課

平日   午前８時30分～午後５時15分 市民課（朝日庁舎）または富来田出張所

届出の種類 届出の期間 届出する人 届出に必要なもの

転入届
（市外から引っ越してき
たとき）

転入した日から14日以内

本人または同一世帯の人
（これ以外の人が届出に
来る場合は委任状が必要
です）

●前住所地の市区町村長が発行する転出証明書
●届出人の本人確認書類
●マイナンバーカード（お持ちの人のみ）
●住民基本台帳カード（お持ちの人のみ）

転入届
（海外から引っ越してき
たとき）

帰国した日から14日以内 同上

●帰国した人のパスポート（入国日のわかるもの）
※パスポートに証印がない場合は帰国日のわかる航空券の半券など
● 帰国した人の本籍地が木更津市にない場合、戸籍全部　（個人）事項証明および

戸籍の附票
●届出人の本人確認書類
●マイナンバーカード（お持ちの人のみ）

転出届
（市外へ引っ越すとき）
※ 転出の手続きは郵送

でもできます

転出前または転出後
14日以内 同上

●届出人の本人確認書類
●印鑑登録証（登録者のみ）
●国民健康保険証（加入者のみ）
●マイナンバーカード（お持ちの人のみ）
●住民基本台帳カード（お持ちの人のみ）
●子ども医療費助成受給券（お持ちの人のみ）
●後期高齢者医療被保険者証（加入者のみ）

転居届
（市内で引っ越したとき）

新しい住所に移った日か
ら14日以内 同上

●届出人の本人確認書類
●国民健康保険証（加入者のみ）
●マイナンバーカード（お持ちの人のみ）
●住民基本台帳カード（お持ちの人のみ）
●子ども医療費助成受給券（お持ちの人のみ）

受付時間と窓口

平日
午前８時30分～午後５時15分

市民課（朝日庁舎）
富来田出張所
金田出張所

　木更津市に住民登録をしている人は１人１個に限り印鑑を
登録することができます。印鑑登録した人には、印鑑登録証
をお渡しします。ただし、15歳未満または意思能力を有し
ない人は登録できません。
　本人が来庁して本人確認書類（73ページ（A）の書類に
限る）を確認できた場合に限り即日登録することができます
が、それ以外の場合や代理人による申請の場合は日数を要し
ます。

必要なもの
●登録する印鑑
●本人確認書類
⿎代理人申請の場合（即日登録できません）

⿎登録できない印鑑

●登録する印鑑
●登録する人が署名し、登録する印鑑を押印した委任状
●代理人の本人確認書類

●住民票に記載されている氏名、氏、名など以外のもの
●ゴム印など印形の変化しやすいもの
●印画が、き損または摩耗しているもの
●ふちのないもの
●８mm以上25mm以下の枠に収まらないもの
●登録する印鑑として適当でないと市長が認めたもの

▶印鑑登録 TEL	0438-23-7253 FAX	0438-22-4631市民課
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年7月28日

木更津市暮らしの便利帳
8FK411H0B

160
299

株式会社タケノ 御中

土木工事 エリアマップ9図 B‐1

株式会社タケノ
土木工事・とび・舗装工事 ☆人材募集中 初心者歓迎
■木更津市長須賀2325-2
■TEL:0438-97-7227 ■FAX:0438-97-7228

あり

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳



▶戸籍・住民票など各種証明の申請 TEL	0438-23-7253 FAX	0438-22-4631市民課

　印鑑登録証明書の申請を除き、申請者の本人確認書類が必
要となります。
※本人確認書類は73ページをご覧ください。

　「請求できる人」欄に記載のない人が申請する場合、委任
状などの書類が別途必要になりますので、事前にお問い合わ
せください。

印鑑登録の廃止
　登録した印鑑や印鑑登録証（カード）を紛失した場合など
は、印鑑登録廃止の手続きを行ってください。本人確認書類

（代理の場合は委任状および代理人の本人確認書類）をお持
ちください。

証明の種類 手数料 請求できる人

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
１通450円

戸籍に記載されている
・本人
・配偶者
・直系尊属（父母、祖父母など）
・直系卑属（子、孫など）

戸籍個人事項証明書（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）

改製原戸籍謄（抄）本

戸籍の附票 １通300円

身分証明書 １通300円 本人のみ

独身証明書 1通300円 本人のみ
※委任状による代理申請はできません。

届出の受理証明書 １通350円
※上質紙の場合１通1,400円 戸籍の届出をした本人のみ

戸籍の記載事項証明書 １通350円 内容によって異なりますので、事前にお問い合わせください。

住民票の写し（世帯全員のもの） １通300円

・本人
・同一世帯の者

住民票の写し（個人のもの） １通300円

住民票記載事項証明書 １通300円

住所証明書
（軽自動車・二輪用） 無料

住民票除票・改製原住民票 １通300円 本人のみ

印鑑登録証明書 1通300円
本人または代理人
※ 登録者の印鑑登録証（カード）を提示し、登録者の「住所」「氏名」
「生年月日」の3点を申請書に記入できることが条件です。
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※本人確認書類は73ページをご覧ください。
この他に世帯主変更届、世帯合併届、世帯分離届などがあります。詳しくはお問い合わせください。

受付時間と窓口

▶住所の変更 TEL	0438-23-7254 FAX	0438-22-4631市民課

平日   午前８時30分～午後５時15分 市民課（朝日庁舎）または富来田出張所

届出の種類 届出の期間 届出する人 届出に必要なもの

転入届
（市外から引っ越してき
たとき）

転入した日から14日以内

本人または同一世帯の人
（これ以外の人が届出に
来る場合は委任状が必要
です）

●前住所地の市区町村長が発行する転出証明書
●届出人の本人確認書類
●マイナンバーカード（お持ちの人のみ）
●住民基本台帳カード（お持ちの人のみ）

転入届
（海外から引っ越してき
たとき）

帰国した日から14日以内 同上

●帰国した人のパスポート（入国日のわかるもの）
※パスポートに証印がない場合は帰国日のわかる航空券の半券など
● 帰国した人の本籍地が木更津市にない場合、戸籍全部　（個人）事項証明および

戸籍の附票
●届出人の本人確認書類
●マイナンバーカード（お持ちの人のみ）

転出届
（市外へ引っ越すとき）
※ 転出の手続きは郵送

でもできます

転出前または転出後
14日以内 同上

●届出人の本人確認書類
●印鑑登録証（登録者のみ）
●国民健康保険証（加入者のみ）
●マイナンバーカード（お持ちの人のみ）
●住民基本台帳カード（お持ちの人のみ）
●子ども医療費助成受給券（お持ちの人のみ）
●後期高齢者医療被保険者証（加入者のみ）

転居届
（市内で引っ越したとき）

新しい住所に移った日か
ら14日以内 同上

●届出人の本人確認書類
●国民健康保険証（加入者のみ）
●マイナンバーカード（お持ちの人のみ）
●住民基本台帳カード（お持ちの人のみ）
●子ども医療費助成受給券（お持ちの人のみ）

受付時間と窓口

平日
午前８時30分～午後５時15分

市民課（朝日庁舎）
富来田出張所
金田出張所

　木更津市に住民登録をしている人は１人１個に限り印鑑を
登録することができます。印鑑登録した人には、印鑑登録証
をお渡しします。ただし、15歳未満または意思能力を有し
ない人は登録できません。
　本人が来庁して本人確認書類（73ページ（A）の書類に
限る）を確認できた場合に限り即日登録することができます
が、それ以外の場合や代理人による申請の場合は日数を要し
ます。

必要なもの
●登録する印鑑
●本人確認書類
⿎代理人申請の場合（即日登録できません）

⿎登録できない印鑑

●登録する印鑑
●登録する人が署名し、登録する印鑑を押印した委任状
●代理人の本人確認書類

●住民票に記載されている氏名、氏、名など以外のもの
●ゴム印など印形の変化しやすいもの
●印画が、き損または摩耗しているもの
●ふちのないもの
●８mm以上25mm以下の枠に収まらないもの
●登録する印鑑として適当でないと市長が認めたもの

▶印鑑登録 TEL	0438-23-7253 FAX	0438-22-4631市民課
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受け取りに必要なもの
　①交付通知書　②本人確認書類（交付通知書または市ホー
ムページ参照）　③通知カード　④住民基本台帳カード（お
持ちの方のみ）　
受け取り場所・時間

　【平日】午前8時30分～午後5時
　・朝日庁舎市民課（予約優先制）
　・富来田出張所（3営業日前まで完全予約制）
　・金田出張所（3営業日前まで完全予約制）
　※ その他、平日夜間（完全予約制）や休日の受け取りを

行っています。最新の情報は、交付通知書または市ホー
ムページをご確認ください。
暗証番号のロック解除・再設定

　暗証番号を連続で間違えてロックされた方や、暗証番号を
忘れた方は、市民課窓口でロック解除・再設定の手続きがで
きます。マイナンバーカードと本人確認書類をお持ちのうえ、
市民課（朝日庁舎）または富来田出張所、金田出張所までお
越しください。
電子証明書の更新

　有効期限が10年のマイナンバーカードの場合、5年目に電
子証明書の更新が必要です。有効期限の3カ月前から手続き
ができますので、市民課（朝日庁舎）または富来田出張所、
金田出張所までお越しください。
　なお、更新手続きには交付時に設定した暗証番号が必要と
なります。お忘れの方は上記「暗証番号のロック解除・再設
定」を行いますので、マイナンバーカードの他に本人確認書
類が必要となります。
※ 電子証明書の有効期限はマイナンバーカード表面に記載さ

れています。
マイナンバーカードを紛失した場合

　次の手順でマイナンバーカードの紛失の届出を行ってくだ
さい。紛失後の再交付では手数料が1,000円かかります。
① マイナンバー総合フリーダイヤル（ 0120-95-0178）

へ電話をして、カード機能の一時停止手続きをする。
②警察で、遺失届の手続きをする。
③ 市民課で、カード廃止、再交付申請（希望者のみ）の手続

きをする。
※ 一時停止の手続き後にカードを発見した場合は、一時停止

解除の手続きを行いますので、市民課までお問い合わせく
ださい。

※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

▶在留関連事務
TEL	 0438-23-7254
FAX	0438-22-4631市民課

特別永住者の手続き
　日本国内に居住する在留資格が「特別永住者」の人に係る特
別永住者証明書の期間更新および、紛失・汚損などに伴う再交
付の手続きを行っています。
　また、この特別永住者の子孫で、出生などによって特別永
住の許可を受けるための申請手続きも行っています。
※ 在留資格が特別永住者以外の外国人の在留カードなどの更

新、在留資格の変更などについては出入国在留管理局で手
続きをしてください。
（旧）外国人登録原票の開示請求について

　平成24（2012）年７月９日から外国人住民の人も住民票に登
録される新制度が開始されたことに伴い、それ以前の外国人登
録原票に記載された情報が必要な場合は、原則として本人が
直接、出入国在留管理庁に開示請求することになります。
　詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ「外国人登録原
票を必要とされる方へ」をご覧ください。

▶旅券（パスポート）の申請・交付
TEL	 0438-23-7253
FAX	0438-22-4631市民課

申請できる人
●千葉県内に住民登録をしている方
※ 千葉県内に住民登録をしていない方でも、申請できる場合

がございますので、希望する場合は事前にお問い合わせく
ださい。
必要なもの

●一般旅券発給申請書
●戸籍謄本または戸籍抄本（6カ月以内のもの）　１通
●パスポート用の写真（6カ月以内のもの）　１枚
●本人確認書類
　自動車運転免許証やマイナンバーカード、パスポート（有
効中のもの）など。詳細はお問い合わせください。

　各申請手続きの詳細については、市のホームページをご覧
になるか、市民課までお問い合わせください。

場所 市民課（朝日庁舎）旅券窓口
業務時間 平日午前９時～午後４時30分

取扱業務

①申請および交付
新規・切替新規・訂正新規・記載事項変更・ 
査証（ビザ）欄の増補

②届出（有効中の旅券に限る）
紛失・盗難・焼失
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▶戸籍・住民票など各種証明申請受付時間・場所
TEL	 0438-23-7253
FAX	0438-22-4631市民課

受付時間
　平日　午前８時30分～午後５時15分
受付場所

�証明書の時間外交付（要予約）�
　事前に市民課へ電話にて予約をしていただくことで、次の
とおり証明書を取得することができます。
予約受付時間 平日：午前8時30分～午後4時

取得できる方 ・本人
・同一世帯員

対象の証明書
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書（市の様式に限る）
・印鑑登録証明書

受け取り時間 平日：午後5時15分～午後7時
休日：午前8時30分～午後5時

受け取り場所 朝日庁舎1階市役所守衛室

戸籍・住民票などの郵送による請求
　郵送により交付を受けようとする人は申請に必要な書類

（申請書、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返
信用封筒など）を同封して、市民課（朝日庁舎）まで送付し
てください。
　なお、詳しくは市ホームページをご覧になるか、市民課ま
でお問い合わせください。

▶マイナンバーカード
TEL	 0438-23-7291
FAX	0438-22-4631市民課

　マイナンバーカードは申請をしてから受け取りまで約1カ
月かかります。
※ マイナンバーを確認したい方は、マイナンバーが記載され

た「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を取
得してください。
交付申請書

　申請には交付申請書（通知カードの下部分・国から郵送さ
れたもの・市民課で発行されたもの）が必要です。お持ちで
ない方は、QRコード付き交付申請書を市民課で発行してい
ます。本人確認書類をお持ちのうえ市民課（朝日庁舎）また
は富来田出張所、金田出張所へお越しいただくか、お電話に
てお問い合わせください。
交付申請の方法

　①交付申請書のQRコードを読み取り、ご自身のスマート
フォン等からオンラインで申請する方法（推奨）、②顔写真

（縦4.5cm×横3.5cm）を貼付し郵送で申請する方法、③交
付申請書に記載された申請書IDを入力し、顔写真をアップ
ロードしてパソコンから申請する方法、④交付申請書のQR
コードを読ませて証明写真機から申請する方法（有料）の4
種類があります。
交付申請支援サービス

　顔写真の撮影（無料）から申請までの手続支援を行ってい
ます。本人確認書類、通知カードをお持ちのうえ市民課（朝
日庁舎）までお越しください。
　また、市内にお住まいの希望者が5名以上の場合、市職員
がご希望の場所（公民館・集会所・事務所等）へ出向き、交
付申請支援を実施しています。お電話にてお問い合わせくだ
さい。
受け取り

　カードが完成したことをお知らせする「交付通知書」が住
所地に届いたら、本人確認書類をお持ちのうえ本人が窓口へ
受け取りにお越しください。なお、15歳未満の方、成年被
後見人の方は、法定代理人の同行が必要となります。本人確
認書類および法定代理人であることの証明（戸籍謄本や登記
簿謄本）を確認します。また、代理での受け取りは原則でき
ません。
※ 長期入院等のやむを得ない事情があり、一定の条件を満た

す場合に代理での受取が可能となる場合がございます。お
電話にてお問い合わせください。

※ 15歳未満の方の受け取りの場合、親権者と同一世帯の場
合に限り、戸籍謄本等の提示は不要です。

受付場所 住所 電話番号 地図座標
市民課（朝日庁舎） 朝日3-10-19 0438-23-7253 2図 A-2
富来田出張所

（富来田公民館） 真里谷110 0438-53-3111 13図 E-1

鎌足出張所
（鎌足公民館） 矢那899-1 0438-52-3111 12図 B-2

金田出張所
（金田地域交流セン
ター）

金田東6-11-1 0438-97-6314 4図 D-4

中郷出張所
（中郷公民館） 井尻789 0438-98-0802 6図 E-3

岩根連絡所
（岩根公民館） 高柳3-2-1 0438-41-1184 6図 B-2

八幡台連絡所
（八幡台公民館） 八幡台4-2-1 0438-36-4010 11図 E-4

清見台連絡所
（清見台公民館） 清見台南5-1-29 0438-98-7654 9図 D-3

畑沢連絡所
（畑沢公民館） 畑沢1053-12 0438-37-1005 11図 C-3

駅前連絡所
（中央公民館内） 富士見1-2-1 0438-25-4581 1図 C-4

波岡連絡所
（波岡公民館） 大久保5-7-1 0438-37-8515 11図 D-3
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受け取りに必要なもの
　①交付通知書　②本人確認書類（交付通知書または市ホー
ムページ参照）　③通知カード　④住民基本台帳カード（お
持ちの方のみ）　
受け取り場所・時間

　【平日】午前8時30分～午後5時
　・朝日庁舎市民課（予約優先制）
　・富来田出張所（3営業日前まで完全予約制）
　・金田出張所（3営業日前まで完全予約制）
　※ その他、平日夜間（完全予約制）や休日の受け取りを

行っています。最新の情報は、交付通知書または市ホー
ムページをご確認ください。
暗証番号のロック解除・再設定

　暗証番号を連続で間違えてロックされた方や、暗証番号を
忘れた方は、市民課窓口でロック解除・再設定の手続きがで
きます。マイナンバーカードと本人確認書類をお持ちのうえ、
市民課（朝日庁舎）または富来田出張所、金田出張所までお
越しください。
電子証明書の更新

　有効期限が10年のマイナンバーカードの場合、5年目に電
子証明書の更新が必要です。有効期限の3カ月前から手続き
ができますので、市民課（朝日庁舎）または富来田出張所、
金田出張所までお越しください。
　なお、更新手続きには交付時に設定した暗証番号が必要と
なります。お忘れの方は上記「暗証番号のロック解除・再設
定」を行いますので、マイナンバーカードの他に本人確認書
類が必要となります。
※ 電子証明書の有効期限はマイナンバーカード表面に記載さ

れています。
マイナンバーカードを紛失した場合

　次の手順でマイナンバーカードの紛失の届出を行ってくだ
さい。紛失後の再交付では手数料が1,000円かかります。
① マイナンバー総合フリーダイヤル（ 0120-95-0178）

へ電話をして、カード機能の一時停止手続きをする。
②警察で、遺失届の手続きをする。
③ 市民課で、カード廃止、再交付申請（希望者のみ）の手続

きをする。
※ 一時停止の手続き後にカードを発見した場合は、一時停止

解除の手続きを行いますので、市民課までお問い合わせく
ださい。

※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

▶在留関連事務
TEL	 0438-23-7254
FAX	0438-22-4631市民課

特別永住者の手続き
　日本国内に居住する在留資格が「特別永住者」の人に係る特
別永住者証明書の期間更新および、紛失・汚損などに伴う再交
付の手続きを行っています。
　また、この特別永住者の子孫で、出生などによって特別永
住の許可を受けるための申請手続きも行っています。
※ 在留資格が特別永住者以外の外国人の在留カードなどの更

新、在留資格の変更などについては出入国在留管理局で手
続きをしてください。
（旧）外国人登録原票の開示請求について

　平成24（2012）年７月９日から外国人住民の人も住民票に登
録される新制度が開始されたことに伴い、それ以前の外国人登
録原票に記載された情報が必要な場合は、原則として本人が
直接、出入国在留管理庁に開示請求することになります。
　詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ「外国人登録原
票を必要とされる方へ」をご覧ください。

▶旅券（パスポート）の申請・交付
TEL	 0438-23-7253
FAX	0438-22-4631市民課

申請できる人
●千葉県内に住民登録をしている方
※ 千葉県内に住民登録をしていない方でも、申請できる場合

がございますので、希望する場合は事前にお問い合わせく
ださい。
必要なもの

●一般旅券発給申請書
●戸籍謄本または戸籍抄本（6カ月以内のもの）　１通
●パスポート用の写真（6カ月以内のもの）　１枚
●本人確認書類
　自動車運転免許証やマイナンバーカード、パスポート（有
効中のもの）など。詳細はお問い合わせください。

　各申請手続きの詳細については、市のホームページをご覧
になるか、市民課までお問い合わせください。

場所 市民課（朝日庁舎）旅券窓口
業務時間 平日午前９時～午後４時30分

取扱業務

①申請および交付
新規・切替新規・訂正新規・記載事項変更・ 
査証（ビザ）欄の増補

②届出（有効中の旅券に限る）
紛失・盗難・焼失
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▶戸籍・住民票など各種証明申請受付時間・場所
TEL	 0438-23-7253
FAX	0438-22-4631市民課

受付時間
　平日　午前８時30分～午後５時15分
受付場所

�証明書の時間外交付（要予約）�
　事前に市民課へ電話にて予約をしていただくことで、次の
とおり証明書を取得することができます。
予約受付時間 平日：午前8時30分～午後4時

取得できる方 ・本人
・同一世帯員

対象の証明書
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書（市の様式に限る）
・印鑑登録証明書

受け取り時間 平日：午後5時15分～午後7時
休日：午前8時30分～午後5時

受け取り場所 朝日庁舎1階市役所守衛室

戸籍・住民票などの郵送による請求
　郵送により交付を受けようとする人は申請に必要な書類

（申請書、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返
信用封筒など）を同封して、市民課（朝日庁舎）まで送付し
てください。
　なお、詳しくは市ホームページをご覧になるか、市民課ま
でお問い合わせください。

▶マイナンバーカード
TEL	 0438-23-7291
FAX	0438-22-4631市民課

　マイナンバーカードは申請をしてから受け取りまで約1カ
月かかります。
※ マイナンバーを確認したい方は、マイナンバーが記載され

た「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を取
得してください。
交付申請書

　申請には交付申請書（通知カードの下部分・国から郵送さ
れたもの・市民課で発行されたもの）が必要です。お持ちで
ない方は、QRコード付き交付申請書を市民課で発行してい
ます。本人確認書類をお持ちのうえ市民課（朝日庁舎）また
は富来田出張所、金田出張所へお越しいただくか、お電話に
てお問い合わせください。
交付申請の方法

　①交付申請書のQRコードを読み取り、ご自身のスマート
フォン等からオンラインで申請する方法（推奨）、②顔写真

（縦4.5cm×横3.5cm）を貼付し郵送で申請する方法、③交
付申請書に記載された申請書IDを入力し、顔写真をアップ
ロードしてパソコンから申請する方法、④交付申請書のQR
コードを読ませて証明写真機から申請する方法（有料）の4
種類があります。
交付申請支援サービス

　顔写真の撮影（無料）から申請までの手続支援を行ってい
ます。本人確認書類、通知カードをお持ちのうえ市民課（朝
日庁舎）までお越しください。
　また、市内にお住まいの希望者が5名以上の場合、市職員
がご希望の場所（公民館・集会所・事務所等）へ出向き、交
付申請支援を実施しています。お電話にてお問い合わせくだ
さい。
受け取り

　カードが完成したことをお知らせする「交付通知書」が住
所地に届いたら、本人確認書類をお持ちのうえ本人が窓口へ
受け取りにお越しください。なお、15歳未満の方、成年被
後見人の方は、法定代理人の同行が必要となります。本人確
認書類および法定代理人であることの証明（戸籍謄本や登記
簿謄本）を確認します。また、代理での受け取りは原則でき
ません。
※ 長期入院等のやむを得ない事情があり、一定の条件を満た

す場合に代理での受取が可能となる場合がございます。お
電話にてお問い合わせください。

※ 15歳未満の方の受け取りの場合、親権者と同一世帯の場
合に限り、戸籍謄本等の提示は不要です。

受付場所 住所 電話番号 地図座標
市民課（朝日庁舎） 朝日3-10-19 0438-23-7253 2図 A-2
富来田出張所

（富来田公民館） 真里谷110 0438-53-3111 13図 E-1

鎌足出張所
（鎌足公民館） 矢那899-1 0438-52-3111 12図 B-2

金田出張所
（金田地域交流セン
ター）

金田東6-11-1 0438-97-6314 4図 D-4

中郷出張所
（中郷公民館） 井尻789 0438-98-0802 6図 E-3

岩根連絡所
（岩根公民館） 高柳3-2-1 0438-41-1184 6図 B-2

八幡台連絡所
（八幡台公民館） 八幡台4-2-1 0438-36-4010 11図 E-4

清見台連絡所
（清見台公民館） 清見台南5-1-29 0438-98-7654 9図 D-3

畑沢連絡所
（畑沢公民館） 畑沢1053-12 0438-37-1005 11図 C-3

駅前連絡所
（中央公民館内） 富士見1-2-1 0438-25-4581 1図 C-4

波岡連絡所
（波岡公民館） 大久保5-7-1 0438-37-8515 11図 D-3
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