届出・証明
届出・証明の取扱窓口
戸籍住民課窓口

受付場所・時間
平日 ( 月～金曜 )

種

午前8時30分～
午後5時

別

○

転入・転出等の届出 ➡ P28

○

マイナンバーカード（個人
番号カード）交付➡ P30

○
○

シビックセンター内

地域活動
センター内

コンビニエンス
ストア※5

平日：午前9時～
平日：午後5時～8時
毎月第2日曜：
午前6時30分～
午後8時
土・日曜、祝日：
午前9時～午後5時
午後11時
土・日曜、祝日：
午前9時～午後8時
午前9時～午後5時

○

○
○※1

○
(午後7時まで)

○

証明書等

印鑑登録 ➡ P32

○

○

○

特別永住者証明書
➡ P34

○

○※3

○※3

戸籍全部・個人事項証明書
( 謄本・抄本 ) ➡ P27

○

○※3

○※3

除籍全部・個人事項証明書
( 謄本・抄本 ) ➡ P27

○

○※3

○※3

改製原戸籍謄本・抄本
➡ P27

○

○※3

○※3

戸籍届出受理証明書
➡ P27

○

○

○

身分証明書 ➡ P27

○

○

○

○※2

○※2

戸籍の附票の写し ➡ P27

○

○※3

○※3

住民票の写し ➡ P29

○

○※3

○※3

○※3

○※3

○

印鑑登録証明書 ➡ P33

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

広域交付住民票の写し
➡ P29

(午前9時〜午後5時)

納課税証明書 ➡ P82

○

母子健康手帳の交付 ➡ P42
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（平日午前8時30分〜午後5時以外の戸籍の届出は時間外窓口でお預かりします）

▼届出・証明の取扱窓口

公的個人認証サービス
（電子証明書）➡ P31

水曜：
午後5時～8時

日曜開庁

届出・証明

届出等

戸籍の届出 ➡ P26

窓口延長

区民サービスコーナー（➡ P34） コンビニ交付※4

○

※1受付けられない場合があります。詳しくは戸籍住民課へ問合せください。 ※2現在戸籍に記載されている方が、その戸籍を請
求する場合のみ申請の取次を行い、後日戸籍住民課から郵送します。
（委任状不可） ※3 第三者による請求は不可。 ※4 マイナ
ンバーカードを利用して、コンビニエンスストアのマルチコピー機で住民票の写し等の証明書を取得できるサービス。 ※5 全国の
セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップのマルチコピー機設置店舗に限る。

本人確認
なりすましによる証明書の不正取得や虚偽の届出を未然に防ぎ、個人情報を保護することを目的に、戸籍の届出・住民異動の届出・
戸籍や住民票の写し等の各種証明書の請求・印鑑登録諸手続きの際に、窓口等で本人確認を行っています。また、戸籍の届出・印鑑
登録申請等で代理人の方が来庁する場合は、代理人本人を確認するとともに、届出人全員に届出があった旨を郵便で通知します。
本人確認書類一覧表
マイナンバーカード（個人番号カード）、運転免許証、運転経歴証明書（交付日が平成24年4月1日以降のもの）、パスポート、
住民基本台帳カード（写真付）、在留カード、特別永住者証明書、官公署発行の身分証明書（写真付）等

１点確認書類

イ欄

ア欄２点または
ア欄1点＋イ欄1点

ア欄

２点確認書類

国民健康保険被保険者証、健康保険証、共済組合員証、介護保険証、国民年金手帳、国民年金証書、厚生年金証書、住民基本
台帳カード（写真なし）、後期高齢者医療被保険者証、生活保護受給者証等
学生証（写真付）、法人の身分証明書（写真付）、官公署発行の資格証明書（写真付）、預金通帳、キャッシュカード、
クレジッ
トカード、診察券、シルバーパス、公共料金領収書（３か月以内）、官公署からの通知書（住所・氏名の記載のあるもの）等

※マイナンバーカード（個人番号カード）の手続きおよび戸籍届出に必要な本人確認書類については、
「氏名・生年月日」または「氏名・
住所」が記載されたものに限ります。上記とは異なる場合がありますので、詳細は戸籍住民課へ問合せください。
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戸

籍

戸籍とは、個人の氏名・生年月日・父母との続柄・配偶者関係など、生まれてから死亡するまでの事柄を登録・公証するもの
です。夫婦とその子（同じ氏）単位で作られています。届出・証明請求等の際は、窓口で本人確認を実施しています。

戸籍の届出
種

別

届出期間

届出先

届出人

☎5803-1183
添付書類および注意事項

出生届

届
書 １通
添付書類 出生証明書（届書の右欄に、医師または助産師に記入・
押印してもらってください）、母子健康手帳〔「時間外
受付」に届出の場合、出生届出済証明書は後日郵送し
本籍地または出生地 父または母
ます。〕
生 まれ た日 から14
あるいは届出人の所 （上記の方が届出で 印
鑑 届出人の印
日以内（生まれた日
在地 の 区市役所・町 きないときは、問合 注
意 命名は常用漢字および人名用漢字ならびに片仮名また
も含みます）
村役場
せください）
は平仮名の範囲内でしてください
●持参人が同居人
（祖父母など）でも、届出人は父または母が署名・
押印してください。
※出生子の健康保険証、児童手当の申請等を行う必要があるので、
出生届は父母の住所地での届出が便利です。

婚姻届

届出によって法律上
夫または妻の本籍地
の効力が発生
あるいは所在地の区 夫および妻
外国方式で成立の
市役所・町村役場
場合は3か月以内

届出・証明
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▼戸

籍
養子
縁組届

離婚届

（

）

届
書 １通
添付書類 本籍地以外に届出する場合は、戸籍全部事項証明書
（戸籍謄本）
印
鑑 夫婦（一方は旧姓）の印（届書に使用した印）
注
意 ①証人（成人２人）の署名・押印が必要
②未成年者の婚姻の場合は父母の同意書が必要

届
書 １通
添付書類 本籍地以外に届出する場合は、戸籍全部事項証明書
養親または養子の本 養親および養子
（戸籍謄本）
届出によって法律上
籍地または所在地の （養子が15歳未満の 印
鑑 届出人の印
の効力が発生
区市役所・町村役場 ときは親権者）
注
意 ①証人（成人２人）の署名・押印が必要
②未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可が必要
（自己または配偶者の子、孫を養子にする場合は除く）

届出によって法律上
の効力が発生
夫婦の本籍地または
裁判等による離婚 所在地 の 区市役所・ 夫および妻
は 確定日・成立日 町村役場

（

から10日以内

）

届
書 １通
添付書類 本籍地以外に届出する場合は、戸籍全部事項証明書
（戸籍謄本）
印
鑑 夫婦それぞれの印
注
意 ①証人（成人２人）の署名・押印が必要
②夫婦間の未成年の子については親権者を定めること
③調停（裁判）離婚は確定日から10日以内に届出てく
ださい（調停調書の謄本などを添付すること）
④離婚届と同時か、
３か月以内に別に届出れば、婚姻中
の氏を称することができます（ただし、離婚届と婚姻
中の氏を継続する届出を同時に届出しないときは、
婚姻前の氏に戻ります）

転籍届

届出人の本籍地また
戸籍の筆頭者
届出によって法律上
は新本籍地の区市役
およびその配偶者
の効力が発生
所・町村役場

届
書 １通
添付書類 他の区市町村に転籍する場合は戸籍全部事項証明書
（戸籍謄本）
印
鑑 届出人の印
※他区市町村から転籍するときは、事前に転籍届書（無料）を取得
してください。

死亡届

死亡者の親族または
死亡者の本籍地また
同居者
死亡の事実を知った は届出人の所在地あ
（上記の方が届出で
日から７日以内
るいは死亡した場所
きないときは、問合
の区市役所・町村役場
せください）

届
書 １通
添付書類 死亡診断書（届書の右欄に、医師に記入・押印してもらっ
てください）または死体検案書
印
鑑 届出人の印
注
意 死体火葬許可申請は死亡届と同時に行っていただきます

改葬許可
申請
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戸籍住民課戸籍係

改葬する前

お 骨 を 埋葬し、また
は預けてある寺等の
所在地 の 区市役所・ 改葬者
町村役場
（お骨が存する地の役所）

申請書
添付書類

印

鑑

一体につき１通
①お骨を埋葬または預けている寺等の証明書
②改葬先の墓地等の使用許可書
③改葬前の墓地使用者の承諾書、改葬先の墓地使用者
の承諾書（申請者と墓地使用者が異なる場合のみ）
申請人の印

その他

時間外受付（シビックセンター1階裏口）

①認知届・養子離縁届・特別養子縁組届・入籍届・分籍届など
の届出については、本籍地または住所地の区市町村へ問
合せください。
②外国籍を有する方および国外での出生届出等については、
本籍地または住所地の区市町村へ問合せください。
出産については ➡ P42 国民健康保険 ➡ P73
国民年金 ➡ P77 区民葬儀 ➡ P86

戸籍関係諸届のお預かり、死体火葬許可申請を受付けていま
す。戸籍の届出は「受付」のみで、後日審査をしますので、届
書に平日昼間の連絡先（電話番号）を必ず記入してください。
受理証明書の発行、届出の相談等は行っていません。
※母子手帳への出生届出済証明書は後日郵送します。

証明の種類

請求できる方

手数料（1通）

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）

27

請求場所

450円

750円

本籍地の区市町村
（文京区での請求は区役所戸籍住民課）

籍

本人・配偶者および直系尊属・卑属の方。
第三者が請求する場合は、正当な使用目
的を明示できる方に限られますので、電
話などでご確認ください。

▼戸

除籍全部事項証明書（除籍謄本）
除籍個人事項証明書（除籍抄本）
改製原戸籍謄本・抄本

☎5803-1176

戸籍住民課証明係

届出・証明

戸籍証明

夜間、土・日曜、祝日、12月29日〜1月3日は、時間外受付で

戸籍の附票の写し
300円
身分証明書

本人

戸籍届出受理証明書

届出人

350円

戸籍の届出を出した区市町村
（文京区での請求は区役所戸籍住民課）

※手数料は、区市町村によって異なります。
※公的年金請求用の証明書については、無料となる場合がありますので、窓口でご相談ください。

戸籍の郵送請求
必要書類
1.請求書（便せん等に（1）から（6）までを記入、またはお住
まいの区市町村の戸籍請求書あるいは文京区ホームペー
ジからダウンロードした請求書）
（1）本籍と筆頭者（戸籍の最初に書かれている人）の氏名
（2）必要な証明書名〔戸籍謄（抄）本、除籍謄（抄）本、附票
など〕
（3）必要な通数
（4）使いみち（具体的に）
（5）筆頭者からみた請求者の続柄
（6）請求者の住所、氏名、平日昼間の連絡先（電話番号）
2. 本人確認書類（➡ P25）のコピー

マイナンバーカード（個人番号カード）、運転免許証、住基
カード（写真付）、健康保険証等のコピー（証明書の送り
先の確認をするため現住所の記載があるもの）
※パスポートを除く。
3. 手数料
定額小為替または現金書留
4. 返信用封筒
切手を貼付（お急ぎの場合は速達料金を貼付）し、請求者
の住所を明記
5. 送付先（本籍が文京区の場合）
〒112-8555 文京区春日1-16-21 文京区戸籍住民課証明係
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住民記録
住民記録は、住民の居住関係を証明するもので、選挙・国民健康保険・国民年金・介護保険のほか、印鑑の登録や証明、就学
など、生活するうえでの基礎となります。
住所および世帯の状況に変更が生じたときなどは、届出が必要です。
届出・証明請求等の際は、窓口にて本人確認を実施しています。マイナンバーカード（個人番号カード）
・運転免許証・パスポー
ト・住基カード（写真付）
・在留カード・特別永住者証明書等、本人確認書類（➡ P25）をご持参ください。

転入・転出等の届出
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☎5803-1177

戸籍住民課住民記録係

届出・証明

届出の種類

届出の期間

届出人

届出に必要なもの
転出証明書〔国外からの転入はパス
ポート・戸籍全部事項証明書（戸籍謄
本）
・戸籍の附票〕
・在留カード・特別永
住者証明書
●住民基本台帳カード
（所有している方）
●マイナンバーカード
（個人番号カード）
●

▼住民記録

転入届

他の区市町村や国外から
文京区に引っ越してきたとき

引っ越してきた日から14日以内

転出届

文京区から他の区市町村や
国外に引っ越すとき

引っ越す前または
引っ越した日から14日以内

転居届

文京区内で引っ越したとき

引っ越した日から14日以内

世帯
変更届

（1）世帯主が変わったとき
（2）世帯を分けたり一緒にしたとき

本人または
同一世帯の方

国民健康保険証（加入している方）
マイナンバーカード（個人番号カード）
●住民基本台帳カード
（所有している方）
●在留カード
●特別永住者証明書
●

●

国民健康保険証（加入している方）

変更した日から14日以内

●

※代理人が上記の届出をするときは、本人自筆・押印の委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
※届出には手数料はかかりません。 ※届出は区民サービスコーナー（➡ P34）ではできません。
こちらもご参照ください
児童手当 ➡ P44 子どもの医療費助成 ➡ P44

小・中学校の転入学 ➡ P49

郵送で転出届をするときは
戸籍住民課住民記録係

☎5803-1177

世帯主または転出者本人による転出届出は、郵送でもで
きます。下記①〜③を同封し戸籍住民課住民記録係まで送
付してください。
①転出届（便せん等に記入）

特例転出届［マイナンバーカード（個人番号

カード）または住基カードを所有している方のみ］
戸籍住民課住民記録係

☎5803-1177

転出前に便せん等に「特例転出届」と明記し、左記①の内容
を記載して戸籍住民課住民記録係まで送付してください。
特例転出の場合、転出証明書はありませんので、返信用の

文京区の住所および世帯主、新住所および世帯主、転出

封筒は必要ありません。引っ越し先の区市町村でマイナン

者の氏名・生年月日、本籍・筆頭者氏名、転出年月日、届出

バーカード（個人番号カード）または住基カードを提出して

人氏名、日中の連絡先（電話番号）

特例転入届ができます。

※転出届（郵送用）は文京区ホームページからも様式がダウ
ンロードできます。
②返信用封筒（切手を貼付し、新住所または文京区の住所
のいずれかで本人のあて先を明記）
勤務先等には送付できません。

●

転出証明書にはマイナンバー（個人番号）が記載されて

●

いますので、簡易書留での返送をおすすめします。簡易
書留については郵便局へお問い合わせください。
③マイナンバーカード（個人番号カード）
・運転免許証・パスポー
ト・住基カード（写真付）
・在留カード等本人確認書類のコ
ピー（➡ P25）
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介護保険 ➡ P68

※異動日から14日以上経過すると特例転入届ができません。
通常の転出届を再度していただくことになりますので、余
裕をもって特例転出届をしてください。

住民票の写し等の請求
戸籍住民課証明係

☎5803-1176

マイナンバーカード（個人番号カード）
・運転免許証・パス
ポート・住基カード（写真付）
・在留カード等の本人確認書類
（➡ P25）をご持参のうえ、戸籍住民課またはお近くの区民
サービスコーナー（➡ P34）に請求してください。

除票の写し
本人以外の方からの請求は第三者の請求としての取
扱いとなります。疎明資料等が必要ですので、戸籍住民
課証明係まで問合せください。
広域交付住民票の写し
住所地以外で住民票の写しを請求することができます
（代理人および第三者は請求不可）。
文京区では戸籍住民課のみ（平日月〜金曜の午前9時
～午後５時）で取扱います。マイナンバーカード（個人番
号カード）、住基カードまたは写真付の官公署発行の身
分証明書が必要です。
広域交付住民票の写しには本籍・筆頭者氏名は記載で
きません。

●

注意点
住民票の写し等を請求する際、区民サービスコーナー
では、第三者の請求は受付けていません。
転出届をした方で、転出予定日前に文京区の住民票を
請求する方は、
「転出証明書（国外転出の場合はパスポー
ト）」をご持参ください。特例転出の届出後は、住民票の
写しの発行はできません。

3. 手数料
１通３００円  定額小為替または現金書留
4. 返信用封筒
切手を貼付（お急ぎの場合は速達料金を貼付）し、請求者
の住所を明記
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5. 送付先
〒112-8555 文京区春日1-16-21 文京区戸籍住民課証明係

お届けサービス

▼住民記録

本籍、続柄などの記載について
原則として本籍・筆頭者氏名、世帯主との続柄は省略
します。本籍・筆頭者氏名等の記載が必要な場合は、必
ず請求時に申出てください。

2. 本人確認書類のコピー
マイナンバーカード（個人番号カード）
・運転免許証・住民
基本台帳カード（写真付）
・健康保険証等のコピー（証明
書の送り先の確認をするため現住所の記載のあるもの）

届出・証明

住民票の写しを請求できる方
本人または同一世帯員です。同一の家屋に住んでいる
ご家族でも住民票が別になっていれば、本人自筆の委任
状（➡ P30）が必要です。
第三者の請求は、疎明資料等が必要ですので、戸籍住
民課証明係まで問合せください。

※（6）について請求できるのは、本人および本人と同じ住
民票に記載された方のみです。返送先も請求された本
人の住民登録地のみとなります。

☎5803-1178

戸籍住民課証明係

ご高齢や身体の障害、疾病等の理由で、世帯全員が区民
サービスコーナーの利用が困難な方には、自宅まで住民票
の写しと税証明書をお届けします。
申込／平日（月〜金曜）午前9時～午後5時
各区民サービスコーナーへ（➡ P34）
お届けは、翌日以降になります。

記載事項証明書
☎5803-1176

戸籍住民課証明係

住民票に記載された内容で、請求者の必要とする項目に
ついて証明します。証明用紙に記入してご請求ください。

不在住証明書
☎5803-1176

戸籍住民課証明係

請求者の指定する住所に、受付日現在で住民記録がない
ことを証明します。

住民票の閲覧
住民票の写しの郵送請求
必要書類
1.請求書（便せん等に（1）から(6)までを記入または文京区
ホームページから請求書をダウンロードし必要事項を記入）
(1)必要な方の住所・氏名・生年月日（世帯全員のときは世
帯全員と書く）
(2) 必要な通数
(3) 請求理由（使用目的）
(4)世帯主との続柄および日本人の方は本籍・筆頭者、外
国人の方は国籍・地域、在留区分 (30条の45)、在留資
格、在留期間、在留期間の満了日、在留カードの番号等
の表示の要、不要
(5) 請求者の住所・氏名・平日昼間の連絡先（電話番号）
(6)個人番号（マイナンバー）の記載が必要な場合はその
旨を記載

戸籍住民課住民記録係

☎5803-1177

住民票の記載事項のうち、住所、氏名、生年月日、性別を
表示したリストを閲覧台帳として利用に供しています。閲覧
できるのは学術調査、世論調査等の公益性がある場合のみ
です。営利目的の閲覧はできません。プライバシー保護の
ため、閲覧の請求に際しては、閲覧の目的が明らかになる具
体的な資料等の添付をお願いしています。プライバシーの
侵害や名誉棄損、差別につながるおそれがあると認められ
るときは閲覧をお断りします。また閲覧制度の趣旨を逸脱し
た目的と判断される場合も同様です。
閲覧の手数料

30分につき3,000円

閲覧場所
戸籍住民課住民記録係（シビックセンター２階）
予約方法、必要書類等の詳細は戸籍住民課住民記録係に問
合せください。
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《委任状の記載例》
委

任

状

（代理人）住所
△△区△△△○丁目○番○号
氏名
甲野 太郎
生年月日 昭和○年○月○日
私は、上記の者に住民票○通取得の権限を委任します。
（日本人・外国人共通）

□世帯の全員
□世帯の一部必要な人の氏名
□世帯主との続柄

（日本人の方）

□本籍および筆頭者

（外国人の方）

□国籍・地域 □30条の45（在留区分） □在留カードの番号等
□在留情報（在留資格・在留期間・在留期間の満了の日）

届出・証明
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使用の目的

▼住民記録／マイナンバーカード︵個人番号カード︶

○年○月○日
住所 文京区春日１丁目16番21号
氏名 乙山 花子 ㊞
生年月日 昭和○年○月○日

※委任状は、便せん等に本人が手書きしてください。
●鉛筆や消えやすいインクは使用しないでください。
●記載の要・不要の指定がない場合は、本籍等の記載を
省略します。
●パソコン等で作成した場合は、必ず本人が手書きで署名・
押印してください。
（全文パソコン等で作成の委任状は印があっても受理でき
ません）
●記載が必要な項目は□に「レ印」をつけてください。
●マイナンバー（個人番号）の記載が必要な場合は、
使用の目的の下の余白に“個人番号記載が必要”と記
入してください。代理人請求の場合、マイナンバー（個
人番号）記載の住民票の写しは、切手または郵送料を
お預かりし、委任者本人の住所に郵送します。
※代理人は、本人の委任状とマイナンバーカード（個人番号
カード）
・運転免許証・パスポート・住基カード（写真付）等、
本人の確認できるもの（➡ P25）をご持参ください。
●本人が請求する場合も本人を確認できるものが必要です。

マイナンバーカード（個人番号カード）
戸籍住民課住民記録係

マイナンバーカード（個人番号カード）
マイナンバーカード（個人番号カード）の申請は希望制で
す。マイナンバーカード（個人番号カード）は、マイナンバー
を証明する書類として、本人確認の際の身分証明書として、
また、コンビニエンスストアに設置してあるマルチコピー機
を使用して、住民票の写し等を取得する際のカードとして、
さまざまな場面で利用できます。
※初回の交付手数料は無料。
※コンビニエンスストアでの住民票の取得について、詳しく
は区ホームページをご覧ください。

マイナンバーカード
（個人番号カード）の
様式

［表］

氏名・住所・生年月日・
性別が記載され、写真
が表示されます。

［裏］

マイナンバーが記載
されます。

マイナンバーカード（個人番号カード）の申請
「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し顔写真を
貼付して、地方公共団体情報システム機構宛に郵送してく
ださい。
郵送のほかに、スマートフォン・パソコン・まちなかの証明
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☎5803-1177

用写真機（対応しているもの）からも申請できます。
※マイナンバーカード（個人番号カード）交付の際は、通知
カードおよび住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）と引
替えになります。
※詳しくは戸籍住民課住民記録係へ問合せください。

マイナンバーカード（個人番号カード）の交付
交付の準備ができましたら、交付案内通知書を郵送します。
通知書が届いたら、文京区ホームページまたは電話で受取
日時を予約のうえ、通知書と本人確認書類（➡ P25）をご持
参になり、戸籍住民課に本人（15歳未満の場合、法定代理人
の同行が必要）がおいでください。
※転出・転入等と本人確認書類が異なりますのでご注意くだ
さい。

マイナンバーカード（個人番号カード）に
関する諸手続き
次の事由に該当する場合は、戸籍住民課の窓口に届け出
てください。
事

由

手

続

マイナンバーカード（個人番号カー
ド）の場合は、一時停止を行いま
すので、個人番号カードコールセ
ンター☎0120-95-0178（フリー
ダイヤル）
にご連絡ください。通知
カードの場合は、戸籍住民課にご
連絡ください。
●再交付が必要な方は、
警察に遺失
物届を提出のうえ、再交付申請を
してください。

手数料

●

カードを紛失した時
カードを盗まれた時

カードを汚損・破損
したとき

カードをご持参のうえ、再交付申請
をしてください。

● マイナン

バーカード
（個人番
号カード）

800円
●

電子
証明書
200円

事

由

カード裏面の追記欄の
余白がなくなったとき

手

続

手数料

カードをご持参のうえ、再交付申請
をしてください。

記載事項に変更の
カードに変更事項を記載しますの
あったとき
（転入、区 で、カードをご持参のうえ手続きを
内転居、氏の変更等） してください。

文京区から転出した
とき
（国内）

転入手続きの際に新住所地の自治
体にカードを持参してください。
※特例転出の場合は、マイナンバー
カード（個人番号カード）を持参
のうえ文京区で特例による転出
届を行ってください。

事

由

文京区から転出した
とき
（国外）

手

続

手数料

国外転出による返納について記載し
ますので、カードをご持参のうえ手
続きしてください。

無料

無料

※住民基本台帳カードの新規発行は終了しました。

①広域交付（文京区以外の区市町村で住民票の写しを請求
する）の申請の際の本人確認書類として利用できます。
②転入転出の手続きが簡素化されます。
③写真付の住民基本台帳カードは身分証明書として使えます。

カードの有効期間
顔写真あり、顔写真なしの両タイプとも発行日から10年間
有効です（外国人の方は有効期限が異なります）。
次の事由に該当する場合は、戸籍住民課の窓口に届出てください。

由

手

☎5803-1177
続

手数料

事故防止のため至急戸籍住民課に
カードをなくしたとき
ご連絡ください。カードの機能を一
カードを盗まれたとき
時停止します。
カードを汚損・破損
したとき

カードをご持参のうえ、住基カード
廃止申請をしてください。

カード裏面の表示が
不鮮明になったとき

再度記載しますので、カードをご持
参のうえ手続きをしてください。

カードを返納するとき

カードをご持参のうえ、住基カード
廃止申請をしてください。

裏面に変更内容を記載しますので、
カードをご持参のうえ手続きをして
（区内転居、氏の変更等） ください。
記載事項に変更の
あったとき

住民票コードを
変更したとき

カードは失効します。紛失・盗難等で
カードがない場合を除きカードを返
還してください。

文京区外に住所を
移したとき

文京区で特例による転出届を行った
うえ、転入先の区市町村窓口にご持
参ください。

無料

公的個人認証サービス［電子証明書（署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書）の発行］
戸籍住民課住民記録係

電子証明書を利用してできる申請や届出
署名用電子証明書は、所得税・消費税などの国税申告や年
金・健康保険等の社会保険関係の手続き等に利用できます。
利用者証明用電子証明書は、マイナポータルのログイン
やコンビニでの公的な証明書の交付に利用できます。

電子証明書の申請
申請できる方
マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方で、
文京区に住民登録のある方
15歳未満の方および成年被後見人は法定代理人（親権者

●

および成年後見人）が同席のうえ、申請してください。
詳しくは、問合せください。
※原則として利用者証明用電子証明書のみの発行となります。

☎5803-1177

申請に必要なもの
本人が申請するとき
①電子証明書を記録する申請者本人のマイナンバーカード
（個人番号カード）
②本人確認書類〔マイナンバーカード（個人番号カード）
・住
基カード（写真付）
・運転免許証（現住所記載のもの）
・パ
スポート・在留カード等、官公署発行の免許証・許可証・資
格証明書等で証印または特殊加工された本人の写真が掲
載されたもの〕
③法定代理人が同席する場合は、本人確認書類および法定
代理人の資格を確認できる書類〔親権者は戸籍全部事項
証明書（戸籍謄本）等、成年後見人は登記事項証明書等〕
上記の本人確認書類をお持ちでないときは、回答書付

●

の照会書を郵送します（即日での発行はできません）。
任意代理人が申請するとき
窓口での依頼に基づいて回答書付の照会書を郵送して本
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▼マイナンバーカード
︵個人番号カード︶／住民基本台帳カード︵住基カード︶／公的個人認証サービス︵電子証明書の発行︶

住民基本台帳カードについて

事
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届出・証明

住民基本台帳カード（住基カード）

戸籍住民課住民記録係

人確認をさせていただきます（即日での発行はできません）。
回答書が届きましたら以下の書類をご持参ください。
①電子証明書を記録する申請者本人のマイナンバーカード
（個人番号カード）
②郵送した回答書付きの照会書に申請者本人が記入したもの

を受け、マイナンバーカード（個人番号カード）に記録します。
電子証明書の写し、利用案内を渡します。

●

※電子証明書を利用するためには、電子証明書の記録された
マイナンバーカード（個人番号カード）とインターネットに
接続したパソコンおよびICカードリーダライタが必要です。

③申請者本人が自署・押印（実印）した委任状

発行手数料

④任 意代理人の本人確認書類（「本人が申請するとき（➡
P31）」と同様の本人確認書類をお持ちでない方は任意
代理人になれません）

200円

電子証明書の有効期限
電子証明書の有効期限は発行の日以降申請者の5回目の

届出・証明
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電子証明書の交付

誕生日またはマイナンバーカード（個人番号カード）の有効

戸籍住民課窓口に設置された鍵ペア生成装置により暗証
番号を入力します。

住所・氏名など、電子証明書の記録事項に変更があったとき

●

マイナンバーカード（個人番号カード）を預かり、地方公共団
体情報システム機構に必要事項を送信し、電子証明書の発行

●

▼公的個人認証サービス︵電子証明書の発行︶／印鑑登録

印鑑登録

期間が満了する日までです。ただし、署名用電子証明書は、
は、変更があった時点で失効します。失効した場合、再度利
用するときには、改めて申請が必要です。

戸籍住民課住民記録係

☎5803-1177

実印は、重要な契約や取引などをする際に本人を表すものとして、印鑑登録証明書と一緒に使われます。
実印はあなたの財産を守る大切なものです。文京区では印鑑登録申請の手続きなどについて、特に慎重に取扱っています。

印鑑登録の手続き
印鑑登録の申請
印鑑登録のできる方
文京区に住民記録のある方（15歳未満の方と、意思能力
を有しない方は登録できません）。

登録申請するときは
本人が窓口に来て申請することが原則です。
郵送による申請は受付けできません。
●やむをえず代理の方が申請する場合は、
本人自筆（登録す
る印鑑を押印）の委任状（➡ P33）が必要です。
●

印鑑登録の手続き
原則として郵送照会による手続きになります。登録する
印鑑を持って戸籍住民課で申請→本人あてに照会書を郵送
→照会書が届いたら回答書（代理人が来所するときは委任
状にも）に本人が記入→本人（または代理人）が回答書と印
鑑を持って再度来所→回答書に問題がなければ印鑑登録完
了、印鑑登録証を交付します。

即日で印鑑登録できる場合
本人が来所し、次の①または②で本人確認ができれば印
鑑登録が完了します。
①マイナンバーカード（個人番号カード）
・運転免許証・パスポー
ト・住基カード（写真付）
・在留カード等、浮き出しプレスに
よる証印や特殊加工された写真付の官公署発行の身分証
明書を提示した場合。
②都内で印鑑登録をしている方が保証人になる場合、申請
書裏面に保証人の署名・押印（実印）が必要です。文京区
外の方が保証人になる場合は３か月以内に発行された印
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鑑登録証明書の添付が必要です。
※①または②による申請でも、本人確認に支障があるとき
は郵送照会による手続きになります。

登録できる印鑑は
1人1個に限ります（同じ印鑑で２人以
上の方の登録はできません）。
印影が右図の斜線内の大きさのもの

●

氏名、氏または名を手彫りしたもの

●

「…之印」
「…之章」を付けたもの

●

氏に名の頭文字をつけたもの

●

名に子を付けたり、名から子を除いたもの（女性のみ）

●

既製印（三文判）を登録するのは危険です
機械によって大量生産される既製印は、事故防止のため
に登録することはお勧めできません。

登録できない印鑑があります
印影の不鮮明なもの、ゴム印・指輪印など変形しやすい印、
漢字をひらがなまたは片仮名あるいはその逆に書きかえた
もの、別の字に書きかえたもの、外ワクのないもの、外ワク
の欠けたもの。このほかにも、逆彫りの印等、登録できない
印鑑があります。詳細は問合せください。

印鑑登録に関する諸手続き

《委任状の記載例》
委

任

状

次の事由に該当する場合は、戸籍住民課の窓口に届出し

（代理人）   住所

てください。

氏名
生年月日

年

事

月 日

私は上記の者に（※委任事項）に関する権限を委任します。
下記参照

年

月 日

住所
印

登録者本人が全文を手書きし、登録する印鑑を押印してく
ださい。
（※委任事項）は次の申請事項から必要なものを記
入してください。
②印鑑登録証引替交付申請

③印鑑登録証亡失届

④印鑑登録廃止申請

（③と①や、④と①を同時にするときには両方の記入が必要です）

印鑑登録証があり実印を変更したいときは④印鑑登録

●

印鑑登録証を
なくしたとき

（

登録番号が確かめら
れる場合

印鑑登録証亡失届と①印鑑登録申請。
※鉛筆や消せるインクのペンは使用しないでください。

印鑑登録手数料

100円

続

事故防止のため至急印鑑登録証亡失届をし
てください。登録を抹消します。

印鑑登録証が汚れた
り破損したとき

）

印鑑登録証をご持参のうえ、印鑑登録証引替
交付申請をしてください（交付手数料100円）。
登録番号が確かめられない場合は、登録を廃
止して改めて新規の印鑑登録の手続きが必
要です。

登録した印鑑を
なくしたとき

事故防止のため、至急印鑑登録証をご持参の
うえ、印鑑登録廃止申請をしてください。

印鑑登録を
廃止したいとき

印鑑登録証をご持参のうえ、印鑑登録廃止申
請をしてください。

登録してある印鑑を
変えたいとき

印鑑登録証をご持参のうえ、印鑑登録廃止申
請をし、改めて印鑑登録の手続きをしてくだ
さい。

文京区外に住所を
移したとき

転出届により自動的に登録が抹消されます。

廃止申請と①印鑑登録申請。
印鑑登録証を紛失し、再度印鑑登録が必要なときは③

●

手

文京区内で住所を
移したとき
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▼印鑑登録

①印鑑登録申請

由

届出・証明

氏名

例

☎5803-1177

戸籍住民課住民記録係

転居届により自動的に住所が変更されます。
新住所の方書記載を希望する場合は戸籍住
民課へ申し出てください。

●

印鑑登録証や登録印等を紛失した場合や盗難にあったと

●

きは、証明書の発行を一時停止できます。事故防止のため

印鑑登録証明書
戸籍住民課証明係

☎5803-1176

印鑑登録証明書を取得するには

に至急ご連絡ください。別途、戸籍住民課で廃止・亡失の
手続きが必要です。
代理人が上記の届出をするときには、委任状が必要です

●

（記載例 ➡ 左上）。

印鑑登録証を持って、戸籍住民課または各区民サービス
コーナー（➡ P34）で申請してください。
印鑑登録証があれば代理の方でも取得できます。委任状

●

は必要ありません。印鑑登録証を代理人に託すときは十分
にご注意ください。

印鑑登録証明書の有効期限
区では印鑑登録証明書の有効期限を特に定めていません。
一般的に印鑑登録証明書を受取る側の判断に任されていま
すが、期間がたつと登録事項に変更が生じることもあります
ので、最新のものを要求される場合があります。
印鑑登録証明書交付手数料

300円
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特別永住者証明書

戸籍住民課住民記録係

特別永住者証明書の更新申請

族の方）が、以下の書類を持参のうえ戸籍住民課住民記録係
窓口で申請してください。

有効期間が満了する２か月前（16歳未満の特別永住者証明
書の場合は16歳の誕生日の6か月前）から更新申請ができま
す。本人または同一世帯の親族の方（16歳未満の方は、同一

・本人確認書類（➡ P25）
・紛失等の事実を示す書類（警察へ

世帯の親族の方）が、以下の書類を持参のうえ戸籍住民課住
民記録係窓口で申請してください。

の遺失物届受理番号等）
・パスポート（有効なもの。所持して
いる方のみ）
・漢字氏名の分かる書類（運転免許証、健康保険
証等）
・写真（4ｃｍ×3ｃｍ 3か月以内に撮影の証明写真・16

・特別永住者証明書・パスポート（有効なもの。所持している

届出・証明
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☎5803-1177

方のみ）
・写真（4ｃｍ×3ｃｍ 3か月以内に撮影の証明写真）

歳未満の方は不要）
※国籍、氏名、性別、生年月日の変更に伴う再交付には別途資
料が必要です。詳しくは問合せください。

特別永住者証明書の再交付申請
紛失等により特別永住者証明書を再交付する場合は、本人
または同一世帯の親族の方（16歳未満の方は、同一世帯の親

▼特別永住者証明書／外国人登録原票の写し／戸籍住民課の窓口延長・日曜開庁／区民サービスコーナー

外国人登録原票の写し
平成24年（2012年）7月8日以前の居住地歴や氏名（通称

問合先／出入国在留管理庁

名）変更履歴、家族事項等の証明が必要な場合は、本人が直

所在地／〒100-8977東京都千代田区霞が関1-1-1

接法務省へ外国人登録原票の開示請求をしてください。

電

詳細は、右記へ問合せください。

話／☎3580-4111（内線4448）

受付時間／午前9時30分〜午後6時15分
（土・日曜、祝日を除く）

戸籍住民課の窓口延長・日曜開庁
毎週水曜（祝日、12月29日〜1月3日を除く）／

●

午後8時まで延長

●

毎月第2日曜／午前9時〜午後5時

●

マイナンバーカード（個人番号カード）交付（事前予約制）
戸籍証明書（第三者請求受付不可）の交付
住民票の写し（第三者請求受付不可）、印鑑登録証明書、
税証明書等の交付 等

取扱業務

※取扱えない業務がありますので事前に戸籍住民課各担当

転入、転出、区内転居等の届出
●印鑑登録申請等の届出
●

係へ問合せください。

区民サービスコーナー
「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」、
「母子健康手帳」、
「納税・課税証明書」は、区内9か所の区民サービスコーナーで発
行しています。窓口にて本人確認を実施しています。マイナンバーカード（個人番号カード）
・運転免許証・パスポート・住基カー
ド（写真付）等本人確認書類（➡ P25）をご持参ください（代理人の場合も同様）。

お近くの区民サービスコーナー
地

域

後 楽
春 日
小石川
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区民サービスコーナー
シビックセンター
区民サービスコーナー

所在地

電話番号

春日1-16-21

☎3812-7111
内線2518

開設時間
平 日

土・日曜、祝日

運用停止日

9：00〜20：00

５月第３日曜
12/29〜１/３

17：00〜20：00
※8：30〜17：00は戸籍
住民課で扱います。

地

域

千
白

石
山

区民サービスコーナー
大原地域活動センター
区民サービスコーナー

千石1-4-3

☎3946-8594

大 塚
水 道
小日向

大塚地域活動センター
区民サービスコーナー

大塚1-5-17

☎3947-2624

関 口
目白台
音 羽

音羽地域活動センター
区民サービスコーナー

音羽1-22-14

☎3943-0621

本
湯

郷
島

湯島地域活動センター
区民サービスコーナー

本郷7-1-2
（文京総合体育館内）

☎3813-6554

西
向

片
丘

向丘地域活動センター
区民サービスコーナー

向丘1-20-8

☎3813-6668

弥
根

生
津

根津地域活動センター
区民サービスコーナー

根津2-20-7

☎3822-3653

千駄木

汐見地域活動センター
区民サービスコーナー

千駄木3-2-6

☎3827-8149

本駒込

駒込地域活動センター
区民サービスコーナー

本駒込3-22-4

☎3827-8143

開設時間
平 日

土・日曜、祝日

運用停止日

9：00 〜 20：00

9：00 〜 17：00

５月第３日曜
12/29〜１/３
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▼区民サービスコーナー

電話番号

届出・証明

所在地

区民サービスコーナーの業務
住民票の写し・除票の写し
記載事項証明書・不在住証明書の証明
各種年金の現況届の証明

１ 住民票の証明など

※第三者の請求はできません（戸籍住民課のみの取扱い）。
※除票の写しについては、本人以外の方からの請求は第三者の請求としての取扱いとなります。
２ 印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書（実印は不要）

3

母子健康手帳の交付

妊娠の届出をした妊婦の方に、母子健康手帳を交付

4

納税・課税証明書の交付

特別区民税・都民税納税証明書は現年度と過去３年度分、課税証明書は現年度と過去５年度分、軽自動車
税納税証明書は現年度分 問合せは税務課税務係 ☎5803-1152

5

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
・
戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）の
交付申請の取次ぎ

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
・戸籍個人事項証明書 ( 戸籍抄本 ) の交付申請の取次ぎ（現在戸籍に記
載されている方からのその戸籍の申請のみ）。
交付は後日戸籍住民課から郵送。手数料および郵送料を添えて請求。

広域交付（他区市町村）の住民票の写しは、シビックセンター２階戸籍住民課のみで発行しています（月〜金曜の午前９時
～午後５時）。申請には、マイナンバーカード（個人番号カード）または運転免許証等の官公署発行の身分証明書（写真付で証
印または特殊加工されたもの）をご持参ください。

区民サービスコーナーで証明を請求するときは次のものが必要です
証明書の種類

本人が来庁する場合

代理人が来庁する場合

手数料

住民票の写し

本人確認書類（P25）
※同一世帯員も請求可

本人自筆の委任状（P30）
代理人の本人確認書類（P25）

１通300円

除票の写し

本人確認書類（P25）

本人自筆の委任状（P30）
代理人の本人確認書類（P25）

１通300円

記載事項証明書

記入済の証明書用紙・本人確認書類（P25）
※同一世帯員も請求可

本人自筆の委任状（P30）
代理人の本人確認書類（P25）
記入済の証明書用紙

１通300円

不在住証明書

本人確認書類（P25）

１通300円

印鑑登録証明書

印鑑登録証

１通300円

母子健康手帳

窓口で妊娠届を記入するだけです。

無

料

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
・
戸籍個人事項証明書（戸籍抄本） 本人確認書類（P25）
の交付申請の取次ぎ

代理人による請求は、取扱いできま
せん。

１通450円と
郵送料

納税・課税証明書

本人自筆の委任状
代理人の本人確認書類（P25）

１通300円
車検用は無料

本人確認書類（P25）

※公的年金請求用の証明書については、無料となる場合がありますので、窓口でご確認ください。
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