
届け出・証明

ファミリー・サポートの申し込み

【持ち物】・印鑑、顔写真、本人確認ができる書類� P.67

小・中学校の転校手続き
� P.73

身体障害者手帳・療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
【持ち物】・各種手帳、印鑑、（写真）

本人のマイナンバーが分かるもの� P.54

飼い犬の登録
【持ち物】・鑑札（前住所地発行のもの）� P.92

予防接種
乳児健康診査受診票� P.65

妊婦
健康診査受診票� P.63

原付・小型特殊車両
（125cc以下の原動機付自転車など）
【持ち物】・印鑑、再登録用の廃車証明書、身分証明書

水道
【持ち物】・印鑑� P.88

下水道・農業集落排水
【持ち物】・印鑑� P.89～

ごみの出し方
� P.85

区（自治会）に入りましょう
大洲市では、行政区（区）への加入「区入り」を促進しています。
窓口でお渡しする《転入・転居されたみなさまへ》に書かれた
区長さんに連絡をして、区入りをお願いします。

転入届 14日以内に転入届を

転入した人の手続きガイド

【持ち物】・転出証明書・本人確認ができる書類

転入に伴い、下記の手続きが必要な場合があります。

国民健康保険
・ P.80

印鑑登録
【持ち物】・印鑑、本人確認ができる書類�

（官公庁発行の顔写真付証明書で有効期限内のもの）
� P.43

医療受給者証
（子ども、重心障害、ひとり親）
【持ち物】・印鑑、健康保険証、所得証明書、身体障害者手帳など

後期高齢者医療
【持ち物】・印鑑、�

負担区分等証明書（県外から転入の場合）� P.81

介護保険
【持ち物】・要介護等認定を受けていた人は、受給資格証明書、�

印鑑� P.46

児童手当
【持ち物】・健康保険証�

申請者名義の金融機関口座が分かるもの、�
父母のマイナンバーが分かるもの
印鑑� P.64

児童扶養手当
【持ち物】・申請者名義の金融機関の口座が分かるもの、�

マイナンバーが分かるもの
印鑑、戸籍謄本� P.67

保育所・認定こども園
幼稚園の申し込み
【持ち物】・印鑑�

世帯全員のマイナンバーがわかるものなど
� 保育所・認定こども園　P.68
� 幼稚園　P.70

マイナンバー通知カード
マイナンバーカード
� P.44

チェック欄

市民生活課・☎・24-1710

保険年金課・☎・24-1713

保険年金課・☎・24-1713

保険年金課・☎・24-1713

高齢福祉課・☎・24-1714

子育て支援課・☎・24-5718

市民生活課・☎・24-1710

子育て支援課・☎・57-9996

子育て支援課・☎・24-5718

肱川支所・☎・34-2311
河辺支所・☎・39-2111

市民生活課・☎・24-1710
長浜支所　・☎・52-1113

教育総務課・☎・24-1733

社会福祉課・☎・24-1758

市民生活課・☎・24-1710

大洲市保健センター・☎・23-0310

大洲市保健センター・☎・23-0310

税務課・☎・24-1711

水道課・☎・24-3753

下水道課・☎・24-1720

市民生活課・☎・24-1710

地域活力課・☎・57-9989

子育て支援課・☎・24-5718
教育総務課・☎・24-1733
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memo

転出する人の手続きガイド

転出届 14日前から 【持ち物】・本人確認ができる書類

ファミリー・サポート
【持ち物】・印鑑、会員証

転出に伴うごみの出し方
� P.85

原付・小型特殊車両
（125cc以下の原動機付自転車など）
【持ち物】・印鑑、標識、標識交付証明書、身分証明書

固定資産税
【持ち物】・［国外転出の場合］納税管理人申告書

納税

水道
【持ち物】・印鑑、水道使用者番号が分かるもの�

（上下水道使用水量のお知らせなど）� P.88

下水道・農業集落排水
【持ち物】・印鑑� P.89～

水道課・☎・24-3753

税務課・☎・24-1711

税務課・☎・24-1711

税務課・☎・24-1711

市民生活課・☎・24-1710

子育て支援課・☎・57-9996

下水道課・☎・24-1720

国民健康保険
【持ち物】・国民健康保険証、印鑑� P.80

医療受給者証
（子ども、重心障害、ひとり親）
【持ち物】・医療受給者証、印鑑

後期高齢者医療
【持ち物】・被保険者証、印鑑� P.81

介護保険
【持ち物】・介護保険被保険者証、印鑑

児童手当
【持ち物】・印鑑

児童扶養手当
【持ち物】・証書・印鑑

保育所・認定こども園
幼稚園
【持ち物】・印鑑

市立小・中学校
� P.73

チェック欄

教育総務課・☎・24-1733

保険年金課・☎・24-1713

保険年金課・☎・24-1713

保険年金課・☎・24-1713

高齢福祉課・☎・24-1714

子育て支援課・☎・24-5718

子育て支援課・☎・24-5718
教育総務課・☎・24-1733

子育て支援課・☎・24-5718

肱川支所・☎・34-2311
河辺支所・☎・39-2111

市民生活課・☎・24-1710
長浜支所　・☎・52-1113

転出に伴い、下記の手続きが必要な場合があります。
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転居届
市内で住まいが変わった人の手続きガイド

国民健康保険
・ P.80

医療受給者証
（子ども、重心障害、ひとり親）
【持ち物】・医療受給者証、印鑑

後期高齢者医療
【持ち物】・被保険者証、印鑑� P.81

介護保険
【持ち物】・介護保険被保険者証・

児童手当
【持ち物】�印鑑

児童扶養手当
【持ち物】・証書、印鑑

保育所・認定こども園
幼稚園
【持ち物】・印鑑

身体障害者手帳・療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
【持ち物】・各種手帳、印鑑

マイナンバー通知カード
マイナンバーカード
� P.44

水道
【持ち物】・印鑑、水道使用者番号が分かるもの�

（上下水道使用水量のお知らせなど）� P.88

下水道・農業集落排水
【持ち物】・印鑑� P.89～

小・中学校の転校手続き
� P.73

転居先でも区（自治会）に入りましょう

転居先でも区長さんに連絡をして、引き続き区入りをお願い
します。

チェック欄

保険年金課・☎・24-1713

14日以内に転居届を 【持ち物】・本人確認ができる書類
転居に伴い、下記の手続きが必要な場合があります。

保険年金課・☎・24-1713

保険年金課・☎・24-1713

高齢福祉課・☎・24-1714

子育て支援課・☎・24-5718

子育て支援課・☎・24-5718

子育て支援課・☎・24-5718
教育総務課・☎・24-1733

社会福祉課・☎・24-1758

水道課・☎・24-3753

下水道課・☎・24-1720

市民生活課・☎・24-1710

教育総務課・☎・24-1733

地域活力課・☎・57-9989

肱川支所・☎・34-2311
河辺支所・☎・39-2111

市民生活課・☎・24-1710
長浜支所　・☎・52-1113

出生届 14日以内に出生届を

出生届に伴う手続きガイド

国民健康保険
【持ち物】・国民健康保険証、印鑑� P.80

医療受給者証（子ども）
【持ち物】・生まれた子の健康保険証、印鑑

児童手当
【持ち物】・印鑑、請求者の健康保険証、請求者名義の通帳、

請求者および配偶者の個人番号カード

下水道・農業集落排水
【持ち物】・印鑑

保育所・認定こども園
【持ち物】・印鑑� P.68

保健・予防接種

チェック欄

休日でも届け出できます。
届け出に伴い、下記の手続きが必要な場合があります。

【届け出する人】・生まれた子の父または母
【持ち物】・出生届、届出人の印鑑、母子健康手帳

保険年金課・☎・24-1713

保険年金課・☎・24-1713

子育て支援課・☎・24-5718

下水道課・☎・24-1720

子育て支援課・☎・24-5718

大洲市保健センター・☎・23-0310

子どもが生まれたら　P．64

肱川支所・☎・34-2311
河辺支所・☎・39-2111

市民生活課・☎・24-1710
長浜支所　・☎・52-1113
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婚姻届
結婚する人の手続きガイド

婚姻届には証人が必要です。
休日でも届け出ができます。
届け出に伴い、下記の手続きが必要な場合があります。

【届け出する人】・結婚により夫または妻となる人
【持ち物】・届出用紙、届出人の本人確認ができる書類、戸籍謄本（大

洲市に本籍を置いていない人のみ）、転出証明書（他市か
ら転入の人のみ）

国民健康保険
【持ち物】・国民健康保険証、印鑑� P.80

医療受給者証
（子ども、重心障害、ひとり親）
【持ち物】・医療受給者証（住所または氏名の変更がある場合）�

健康保険証、印鑑・

児童手当
【持ち物】�印鑑

児童扶養手当
【持ち物】・戸籍謄本、印鑑� P.67

マイナンバーカード
マイナンバー通知カード
（住所または氏名の変更がある場合）� P.44

保育所・認定こども園
幼稚園
【持ち物】・印鑑� P.68

身体障害者手帳・療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
【持ち物】・各種手帳（住所または氏名の変更がある場合）、印鑑

水道
水道契約内容が変更となる場合は手続きが必要となります。
【持ち物】・印鑑、水道使用者番号が分かるもの�

（上下水道使用水量のお知らせなど）� P.88

下水道・農業集落排水
【持ち物】・印鑑� P.89～

チェック欄

保険年金課・☎・24-1713

水道課・☎・24-3753

下水道課・☎・24-1720

社会福祉課・☎・24-1758
保険年金課・☎・24-1713

市民生活課・☎・24-1710

肱川支所・☎・34-2311
河辺支所・☎・39-2111

市民生活課・☎・24-1710
長浜支所　・☎・52-1113

子育て支援課・☎・24-5718

子育て支援課・☎・24-5718

子育て支援課・☎・24-5718
教育総務課・☎・24-1733

離婚届
離婚届に伴う手続きガイド

国民健康保険
【持ち物】・国民健康保険証、印鑑� P.80

医療受給者証
（子ども、重心障害、ひとり親）
【持ち物】・医療受給者証（住所または氏名の変更がある場合）�

健康保険証、印鑑・

介護保険
【持ち物】・介護保険被保険者証、印鑑�

（住所または氏名の変更がある場合）・

児童手当
【持ち物】�印鑑

児童扶養手当
【持ち物】・戸籍謄本、印鑑、マイナンバーの分かるもの� P.67

マイナンバーカード
マイナンバー通知カード
（住所または氏名の変更がある場合）� P.44

保育所・認定こども園
幼稚園
【持ち物】・印鑑� P.68

身体障害者手帳・療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
【持ち物】・各種手帳（住所または氏名の変更がある場合）、印鑑

水道
水道契約内容が変更となる場合は手続きが必要となります。
【持ち物】・印鑑、水道使用者番号が分かるもの�

（上下水道使用水量のお知らせなど）� P.88

下水道・農業集落排水
【持ち物】・印鑑� P.89～

チェック欄

離婚届には証人が必要です。ただし、裁判所で決定された離婚の場合、証人はいりません。
離婚後の名字については、届出用紙を取りに来たときにお尋ねください。
子どもの名字については、届け出するときにお尋ねください。

【届け出する人】・離婚する夫または妻（裁判所で
決定した離婚は申し立てた人）

【持ち物】・届出用紙、夫婦の戸籍謄本（大洲市に
本籍を置いていない人のみ）、届出人
の本人確認ができる書類

子育て支援課・☎・24-5718
教育総務課・☎・24-1733

社会福祉課・☎・24-1758

水道課・☎・24-3753

下水道課・☎・24-1720

保険年金課・☎・24-1713

保険年金課・☎・24-1713

高齢福祉課・☎・24-1714

子育て支援課・☎・24-5718

子育て支援課・☎・24-5718

ひとり親家庭への支援　P．67

市民生活課・☎・24-1710

肱川支所・☎・34-2311
河辺支所・☎・39-2111

市民生活課・☎・24-1710
長浜支所　・☎・52-1113
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死亡届
死亡届に伴う手続きガイド

国民健康保険
【持ち物】・国民健康保険証、印鑑、�

喪主の氏名が分かるあいさつ状・領収書など、
喪主名義の口座番号が分かるもの� P.80

国民年金
【持ち物】・加入者：年金手帳�

受給者：年金証書�
印鑑� P.83

医療受給者証
（子ども、重心障害、ひとり親）
【持ち物】・医療受給者証、印鑑・

後期高齢者医療
【持ち物】・被保険者証、印鑑、�

喪主の氏名が分かるあいさつ状・領収証など、�
喪主名義の口座番号が分かるもの� P.81

介護保険
【持ち物】・介護保険被保険者証、印鑑、相続人代表者の口座番号

が分かるもの

児童手当
【持ち物】・印鑑

児童扶養手当
【持ち物】・証書、印鑑

ファミリー・サポート
【持ち物】・印鑑、会員証

保育所・認定こども園
幼稚園
【持ち物】・印鑑

身体障害者手帳・療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
【持ち物】�各種手帳、印鑑、本人のマイナンバーが分かるもの

原付・小型特殊車両
（125cc以下の原動機付自転車など）
【持ち物】・印鑑、標識交付証明書、身分証明書�
※廃車の場合はナンバープレートも必要です。

市税
【持ち物】�印鑑

納税

水道
水道契約内容が変更となる場合は手続きが必要となります。
【持ち物】・印鑑、水道使用者番号が分かるもの�

（上下水道使用水量のお知らせなど）

下水道・農業集落排水
【持ち物】・印鑑

森林の所有者変更
【持ち物】・位置図、登記事項証明書、印鑑

農地の所有者変更

マイナンバーカード
マイナンバー通知カード
個人番号通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カードを
お持ちの人は、カードをお返しください。� P.44

チェック欄

届け出の際、窓口で、葬儀の日時・場所・使用する火葬場・葬儀業者名を伺います。
届け出に伴い、下記の手続きが必要な場合があります。

【届け出する人】・親族、後見人など
【持ち物】・死亡届・死亡診断書、届出人の印鑑

保険年金課・☎・24-1713

保険年金課・☎・24-1713

保険年金課・☎・24-1713

高齢福祉課・☎・24-1714

子育て支援課・☎・24-5718

子育て支援課・☎・24-5718

農林水産課・☎・24-1727

農業委員会・☎・24-1726

下水道課・☎・24-1720

水道課・☎・24-3753

税務課・☎・24-1711

税務課・☎・24-1711

税務課・☎・24-1711

保険年金課・☎・24-1713

子育て支援課・☎・57-9996

社会福祉課・☎・24-1758

7日以内に死亡届を

市民生活課・☎・24-1710

火葬場　P．91

肱川支所・☎・34-2311
河辺支所・☎・39-2111

市民生活課・☎・24-1710
長浜支所　・☎・52-1113

子育て支援課・☎・24-5718
教育総務課・☎・24-1733
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本庁市民生活課では、毎週平日の木曜日は午後6時30分まで、住民票・戸籍証明書の発行や印鑑登録・パスポート
の受け取り、マイナンバーカードの受け取りや通知カードの再交付などの一部業務の窓口延長を行っています。
（転入・転出・転居など住民異動届は除く）

取り扱う内容・手数料（1通につき）
◦住民票の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・300円
◦住民票記載事項証明書・ ・・・・・・・・・・・300円
◦印鑑登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・300円
◦戸籍の全部事項・個人事項証明書・＊・ ・・・・450円
◦除籍・改製原戸籍・＊・・・・・・・・・・・・・・750円
◦戸籍の附票の写し・＊・ ・・・・・・・・・・・・300円
◦身分証明書・＊・・・・・・・・・・・・・・・・・300円
◦独身証明書・＊・・・・・・・・・・・・・・・・・300円
＊�戸籍の証明書は、本籍地が大洲市の人だけ取得でき
ます。

申請に必要なもの
◦手数料
◦・本人確認書類（有効期限内の運転免許証、個人番号
カードなど官公署発行の顔写真付き証明書）
◦・・印鑑登録証明書の交付申請のときは印鑑登録証
（カード）
代理人が請求するときは委任状が必要となる場合があ
ります。詳しくはお問い合わせください。

各種証明書の発行  問  市民生活課  ☎24-1710　肱川支所  ☎34-2311 
長浜支所　  ☎52-1113　河辺支所  ☎39-2111

大洲市に住民登録をしている満15歳以上で成年被後見人でない人が、1人につき1個だけ登録できます。�転出すると
失効します。

【印影サイズ】

25㎜

8㎜

次のような印鑑は登録できません
◦�住民基本台帳に記載されている氏名以外を表してい
るもの
◦ゴム印など変化しやすいもの
◦�印影の大きさが一辺の長さ8㎜の正方
形に収まってしまうもの、一辺の長さ
25㎜の正方形に収まりきらないもの
◦流し込みや大量に製造されているもの
◦�印影が不鮮明なもの（外枠がない、摩滅
している、文字が切れている）
◦その他、登録することが適当でないもの

実印・印鑑登録証が盗難、紛失にあったら 
盗難、紛失した場合は、悪用される危険性がありますので、
直ちに「印鑑登録廃止届」を出しましょう。 

！

印鑑登録証明書の発行
申請登録者の氏名、住所、生年月日を記入します
【必要なもの】
◦印鑑登録証 発行手数料

300円

印鑑登録� 問 市民生活課・各支所

印鑑登録の流れ
【必要なもの】
（1）�本人申請の場合� �

①登録する印鑑� �
②�本人確認ができる書類（有効期限内の運転免許証、個人番号カードなど官公署発行の顔写真付き証明書）� �
②がない場合は、大洲市に印鑑登録をしている保証人による方法（保証人が印鑑登録証、登録している印鑑、顔
写真付きの公的な身分証明書を持参し、印鑑登録申請書の保証人欄に署名押印が必要）� �
※�上記による申請の場合は即日登録ができます。� �
上記による本人確認ができない場合は、本人宛てに照会書を郵送しますので、その照会書（回答書）を持参す
ることにより登録できます。

（2）�代理人申請の場合� �
①委任状（本人が代理人に委任した旨と本人が来ることができないやむを得ない理由を詳しく書いた書面）� �
②登録する印鑑� �
③代理人の印鑑（認め印で可）� �
④�代理人の本人確認ができる書類（有効期限内の運転免許証、個人番号カードなど官公署発行の顔写真付き証明書）�
登録の申請後、本人の意思を確認するため、照会書を本人宛てに郵送します。その照会書（回答書）を持参する
ことにより登録できます。
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市役所でパスポートの申請・受け取りができます。
【申請できる人】
◦日本国籍を有し、大洲市に住民登録がある人
◦�日本国籍を有し、市外に住民登録があるが、通勤通学
などの理由で大洲市に在住している人� �
市外に住民登録している人は、必要書類が異なりま
すので、お問い合わせください。

【申請場所】
市民生活課
【受け取り】
年齢に関わらず、必ず申請者本人が受け取りに来てく
ださい。

マイナンバー（個人番号）とは�
国民一人一人に与えられた12桁の番号。
同じ番号はなく、一人一人が固有の番号
を持つことで、行政の効率化や国民の利
便性の向上を図るものです。

マイナンバーの確認方法
通知カードもしくは、マイナンバー（個人番号）カード
で確認できます。マイナンバーを記載した住民票（1通
300円）で確認することもできます。（マイナンバー記
載の住民票の請求は、原則、本人または同一世帯員によ
る請求に限ります）

マイナンバー（個人番号）カードの申請方法
（交付までに日数がかかります）
◦�郵送…通知カードに付属の申請書に写真を貼って専
用の封筒（専用の封筒がない場合は、切手を貼って
「〒219-8650日本郵便株式会社川崎東郵便局郵便
私書箱第2号　地方公共団体情報システム機構個人
番号カード交付申請書受付センター宛」）で送付。（申
請書の住所、氏名に変更がない場合）
◦�オンライン…申請書に記載のIDを使ってパソコンや
スマートフォンで申請。（申請書の住所、氏名に変更
がない場合）
◦�窓口での申請代行（市民生活課、各支所）

パスポート�  問 市民生活課  ☎24-1710マイナンバー制度
�  問 市民生活課・各支所

【必要日数】
申請日から数えて、7日目から受け取れます。（土・日曜
日、祝日・休日、12月29日～1月3日を除く）
【手数料】
◦�10年用（20歳以上）　1万6,000円
◦�� 5年用（12歳以上）　1万1,000円
◦�� 5年用（12歳未満）　� 　6,000円
現在お持ちのパスポートの氏名などの変更や査証欄を
追加する場合は、手数料や必要書類が異なります。お問
い合わせください。

◦一般旅券発給申請書
◦��戸籍謄本または戸籍抄本1通� �
※�有効期間内のパスポートがあり、氏名、本籍地の
都道府県に変更がなければ不要です

◦�写真1枚（縦45mm、横35mm）� �
※他にも詳細な規格があります
◦本人確認書類（運転免許証など）
◦�前回取得のパスポート

必要なもの

◦�通知カードに付属の申請書（市民生活課・各支所で
再発行も可）
◦本人確認書類
◦印鑑
◦�顔写真（パスポート申請用の規格）
　�市民生活課で申請代行する場合は、マイナンバー
カード用の顔写真を撮影することもできる場合が
ありますので事前にご相談ください。（平成30年1
月現在）

必要なもの

マイナンバーカードの受け取り
（本人受け取りが原則です）
【場所】・交付通知はがきに記載のある窓口（市民生活課

または各支所）

◦交付通知書（はがき）
◦�通知カード（紛失している場合は、窓口で紛失届を記入）
◦住民基本台帳カード（有効期限内の人のみ）
◦�本人確認書類（顔写真付きは1点、顔写真のないも
のは2点）
◦�印鑑� �
また、15歳未満の人、成年被後見人の人は、法定代
理人が同行してください。法定代理人の本人確認
書類と、同一世帯でない場合は戸籍謄本などの法
定代理人の資格を証明する書類が必要です。

必要なもの

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ていま
す。
【業務時間】午前9時45分～午後6時30分
【休業日】毎週木曜日、12月29日～1月3日
※�各種異動（転出・転入・転居）、戸籍関係届出・謄抄本の
交付、公金の収納（各種納税や水道料の収納）などは
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、税務課（☎24-1711）へお問い合わせくだ
さい。

大洲市市民サービスセンター
� 問 市民サービスセンター  ☎25-7001　市民生活課  ☎24-1710
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