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　本庁では、毎週木曜日（祝祭日を除く。）に市民課窓口業務の一部を延長して、午後６時30分まで行っ
ています。取り扱っている業務は下記のとおりです。

・戸籍の謄抄本などの交付　・住民票の写しの交付など　・印鑑登録および印鑑登録証明書の交付

・パスポートの申請受付・交付【詳しくはパスポート（旅券）申請・交付欄をご覧ください。】

　※戸籍関係の届け出（婚姻・死亡などの届け出）は、上記窓口延長に関係なく常時受け付けています。

窓 口 業 務 延 長

　大洲市市民サービスセンターでは、住民票の写し、印鑑証明書、税の証明書（課税・所得・納

税証明書など）の交付をしています。また、大洲の観光情報を発信します。

　午前９時45分から午後６時30分まで利用
できます。

　※ 木曜日は、定休日です。
　　（年末年始は休みます。）

　※  各種異動（転出・転入・転居）、戸籍関
係届出、謄抄本の交付など、公金の収

納（各種納税や水道料の収納）は取り

扱っていません。

　※ 税の証明は、一部取り扱っていないものもあります。詳しくは、お問い合わせください。

大洲市市民サービスセンター 市民課市民係

市民課

大洲シネマ
サンシャイン

大洲警察署

←至 大洲市街 至 松山→

大洲 IC

オズメッセ２１

56
宮脇書店マクドナルド

ガソリンスタンド
たいき産直市「愛たい菜」


