
項目 届出期限 届出先 必要なもの

出生届 出生した日から
14日以内

父母の本籍地、所
在地、出生地のい
ずれかの役所

届書（出生証明書）1通
母子健康手帳

死亡届 死亡の事実を知っ
た日から7日以内

死亡者の本籍地、
届出人の所在地、
死亡地のいずれか
の役所

届書（死亡診断書）1通
届出人の印鑑

注意： 埋火葬許可申請の手続きも同時に行います。死亡届と関連する諸手続き
については別途ご遺族の方へ連絡します。

婚姻届
期間の定めはなし
（届出により法律
上の効力が発生し
ます）

夫または妻の本籍
地または所在地の
役所

婚姻届書（証人欄に成人2人の署名）1通
戸籍謄本（本籍が市外の方）1通
未成年者が結婚するときは、父母の同意書
国民健康保険被保険者証（加入者）
届書を持参した方の官公署発行の顔写真のついた身分証明書等

注意： 婚姻届を提出しても、住所の変更はされません。別途住所変更の届出が必
要です。

離婚届

協議離婚の場合期
間の定めなし（届
出により法律上の
効力が発生しま
す）裁判離婚の場
合調停成立、審判
確定、判決確定か
ら10日以内

夫婦の本籍地また
は所在地の役所

離婚届書1通
戸籍謄本（本籍が市外の方）1通
協議離婚の場合は、証人（成人2人）の署名
裁判離婚の調停の場合は調停調書
裁判離婚の審判判決の場合は審判書と確定証明書
国民健康保険被保険者証（加入者）
届書を持参した方の官公署発行の顔写真のついた身分証明書等

注意： 離婚届を提出しても、住所の変更はされません。別途住所変更の届出が必
要です。

転籍届 本籍地を移すとき 本籍地、所在地ま
たは転籍地の役所

転籍届書1通
戸籍謄本（市外から、または市外への転籍の方）1通

戸籍に関する主な届出一覧

戸籍� 問合せ 市民課  TEL 21-5111

本人確認について

※ この届出以外にも運転免許証などの提示や職員
の聞き取りなどで確認をさせていただく場合が
あります。ご協力をお願いします。

　近年、全国で本人が知らない間に、婚姻や養子縁
組等の届けをされる虚偽の届出事件が発生してい
ます。
　このような虚偽の届出を防止し、個人情報等を
保護するとともに、戸籍制度の適正な運用を図るた
め、窓口では下記の届出をされる方の本人確認をさ
せていただいています。本人確認の方法は、官公署
発行の顔写真が貼り付けされた運転免許証やパス
ポートなどの提示や、職員による聞き取りです。
　運転免許証などがなくても届出はできますの
で、窓口までお問い合わせください。

本人確認を行う戸籍届出の種類
婚姻届出  離婚届出（協議によるもの）
養子縁組届出   養子離縁届出（協議によるもの）
認知届出  上記届出の不受理申出

戸籍に関する届出について
　戸籍に関する届出の種類は、上記の他、入籍届・分籍
届・養子縁組届・認知届などさまざまなものがありま
す。同じ届出であっても、届出期間、届出地、届出人、そ
の他必要な書類等は、個々の事例によって異なります
ので、窓口にお問い合わせください。
　海外における出生、外国籍の方との婚姻、養子縁組な
どの届出については、直接市民課にご相談ください。

受付時間
市民課
　月曜日・水曜日・金曜日
　　午前8時30分から午後5時15分まで
　火曜日・木曜日（祝日を除く）
　　午前8時30分から午後7時まで
　土曜日・日曜日・国民の祝日
　　午前8時30分から午後5時15分まで
※ 他の市町村等へ照会が必要な場合、平日の8時30分
から午後5時15分以外は、手続きができない場合が
あります。
※ 年末年始（12月29日から翌年1月3日）は、戸籍届書の受付、
死産届書の受付および埋葬・火葬許可申請受付および許可
書の交付のみ行いますので、市民課にご確認ください。
各行政センター市民サービス係・各地区センター・出張所

　月曜～金曜日　午前8時30分から午後5時15分まで 85
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　日光市に引っ越してきたときは、住み始めた日から14日以内に届出を行ってください。

項目 内容 窓口

マイナンバーカードをお持ち
の方

・住所変更及び電子証明書の新規発行を行います。
・ 電子証明書の発行にはマイナンバーカードをお持ちの本
人が来所する必要があります（15歳未満の方は手続きが必
要ありません）。 市民課

各行政センター市民サービス係
各地区センター・出張所

印鑑登録をされる方 印鑑と顔写真のある官公署発行の身分証明書を持参してく
ださい。

国民健康保険に加入している方 転入届の際に加入の手続きをします。
後期高齢者医療制度に加入し
ている方 変更届が必要となります。

こども医療費助成を受給して
いる方

転入届手続後に手続きをします。保険証を持参してくださ
い。 子育て支援課

各行政センター市民サービス係
各地区センター・出張所妊産婦医療費助成を受給して

いる方
転入届手続後に手続きをします。母子手帳と保険証を持参
してください。

　次に該当する場合は、手続きが必要になります。

転入届� 問合せ 市民課  TEL 21-5111

転入に関するその他の手続き

手続きに必要なもの
他市町村から転入した場合
 転出証明書（前住所地の市区町村長が発行したもの）
本人確認書類（窓口に来る方のもの）
在留カードまたは、特別永住者証明書（外国籍の方）
マイナンバーカード
住民基本台帳カード（所有している方のみ）

　住所の異動先に同居者がいる場合、その同居者が配
偶者または直系血族でない場合は、同居者からの承諾
書が必要になります
海外から転入した場合
パスポート
 戸籍謄本及び戸籍の附票（本籍が日光市の場合は省略できます）
本人確認書類（窓口に来る方のもの）
在留カードまたは、特別永住者証明書（外国籍の方）
 通知カードまたは個人番号通知書またはマイナン
バーカード（海外転出前に受けとった事がある方）

受付時間 届出人
本人　 新しく入る世帯の世帯主
　上記以外の方が窓口に来る場合、委任状が必要にな
ります。ただし、次の関係の方が窓口に来る場合は委任
状を省略できます。
窓口に来る方の届出人との関係
同一世帯人　 配偶者及び直系血族　 法定代理人
転入前の世帯の世帯主

本人確認について

　なお、上記のような本人確認書類をお持ちでな
い方でも届出はできますが、この場合職員が聞き
取りなどで対応します。ご協力をお願いします。

　近年、全国で本人が知らない間に、住所を移され
る虚偽の届出事件が発生しています。
　このような虚偽の届出を防止し、個人情報等を
保護するとともに、戸籍制度や住民基本台帳制度
の適正な運用を図るため、本人確認を実施してい
ます。

本人確認書類
マイナンバーカード
運転免許証  パスポート
住民基本台帳カード（顔写真付き）
在留カード  特別永住者証明書
健康保険証  身体障がい者手帳
年金手帳  学生証（顔写真付き）  など

市民課
　月曜日・水曜日・金曜日
　　午前8時30分から午後5時15分まで
　火曜日・木曜日（祝日を除く）
　　午前8時30分から午後7時まで
　土曜日・日曜日・国民の祝日
　　午前8時30分から午後5時15分まで
※ 他の市町村等へ照会が必要な場合、平日の8時30分
から午後5時15分以外は、手続きができない場合が
あります。
※年末年始（12月29日から翌年1月3日）は閉庁
各行政センター市民サービス係・各地区センター・出張所

　月曜～金曜日　午前8時30分から午後5時15分まで
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項目 内容 窓口
母子手帳をお持ちの方 そのまま使用できます。手続きはありません。

健康課
各行政センター市民サービス係妊婦健康診査を受ける方 母子手帳と未使用の受診票を持参し、妊娠週数に応じて日

光市の受診票の交付を受けてください。

児童手当を受給している方 マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類（運
転免許証など）、預金通帳を持参し、手続きをしてください。

子育て支援課
各行政センター市民サービス係
各地区センター・出張所すくすく赤ちゃん券

1歳未満のお子さんを養育している保護者に「すくすく赤
ちゃん券」をお子さんの転入から1歳までの月数に応じて支
給し、おむつ・授乳関連用品代を助成します。転入して6カ月
以内または1歳の誕生日の前々日のいずれか早い日までに
手続きをしないと、さかのぼっては支給されませんのでご
注意ください。

児童扶養手当を受給している方
マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類（運
転免許証など）、児童扶養手当証書と預金通帳、健康保険証
を持参し、手続きをしてください。

子育て支援課
各行政センター市民サービス係

要介護（要支援）認定を受けて
いる方

日光市に転入した日から14日以内に、転入前の市区町村か
ら交付された受給資格証明書を添えて手続きをしてくださ
い。

高齢福祉課
各行政センター市民サービス係

障がい福祉に関すること（各
種手帳関係、福祉サービス、重
度心身障がい者医療費など）

転入前の市区町村で手帳の交付を受けていた方、福祉サー
ビスを利用していた方などについては転入の手続きが必要
です。現在お持ちの手帳・印鑑を持参してください。

社会福祉課
各行政センター市民サービス係

水道 水道の使用を始めるときは、数日前の営業時間中に、使用開
始日、使用者名などを電話連絡してください。 水道課

軽自動車税

原動機付自転車（125cc以下）や小型特殊自動車、ミニカー
をお持ちの方は登録の手続きが必要です。
前住地で廃車申告を済ませた方：前住地で交付された廃車
証明書をご持参ください。
前住地で廃車申告をしていない方：前住地で交付されたナ
ンバープレートおよび標識交付証明書をご持参ください。

税務課
各行政センター市民サービス係

し尿のくみ取り 「し尿くみ取り申請書（開始）」を提出してください。
環境課
各行政センター市民サービス係
各地区センター・出張所

小・中学校への入学、転校 転入届をした後、窓口で交付された書類を持って手続きを
してください。

学校教育課
各行政センター市民サービス係

転出届� 問合せ 市民課  TEL 21-5111

　日光市外へ引っ越すときは、市外へ住所を移す日の14日前から当日までに届出を行ってください。なお、すでに市
外に住んでいる場合でも届出が必要です。

届出人
本人　 今までの世帯の世帯主
　上記以外の方が窓口に来る場合、委任状が必要にな
ります。ただし、次の関係の方が窓口に来る場合は委任
状を省略できます。

窓口に来る方の届出人との関係
同一世帯人　 配偶者及び直系血族　 法定代理人

受付時間 手続きに必要なもの
 本人確認書類（窓口に来る方のもの）

※ 86ページ転入届の「本人確認について」をご覧くださ
い。
在留カードまたは特別永住者証明書（外国籍の方）

市民課
　月曜日・水曜日・金曜日
　　午前8時30分から午後5時15分まで
　火曜日・木曜日（祝日を除く）
　　午前8時30分から午後7時まで
　土曜日・日曜日・国民の祝日
　　午前8時30分から午後5時15分まで
※ 他の市町村等へ照会が必要な場合、平日の8時30分
から午後5時15分以外は、手続きができない場合が
あります。
※年末年始（12月29日から翌年1月3日）は閉庁
各行政センター市民サービス係・各地区センター・出張所

　月曜～金曜日　午前8時30分から午後5時15分まで
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転出に関するその他の手続き

項目 内容 窓口

印鑑登録をしている方 印鑑登録証をご返却ください。転出（予定）日をもって印鑑
登録が自動的に抹消されます。

市民課
各行政センター市民サービス係
各地区センター・出張所

国民健康保険に加入している方 保険証をご返却ください（単身赴任や学生・施設入所者等の
場合は、窓口にご相談ください）。

後期高齢者医療制度に加入し
ている方

変更（県外へ転出される方は喪失）届が必要となりますので
被保険者証をお持ちください。

こども医療費助成を受給して
いる方 受給資格者証をご返却ください。日光市に住民登録のある

期間中の医療費は、日光市に申請してください。
子育て支援課
各行政センター市民サービス係
各地区センター・出張所妊産婦医療費助成を受給して

いる方
母子手帳をお持ちの方 転出先においても使用できます。そのままお使いください。

健康課
各行政センター市民サービス係妊婦健康診査を受ける方 転出先の市区町村において、母子手帳と未使用の受診票を

持参し、妊娠週数に応じて受診票の交付を受けてください。
児童手当を受給している方 受給事由消滅届を提出してください。 子育て支援課

各行政センター市民サービス係
各地区センター・出張所すくすく赤ちゃん券 日光市すくすく赤ちゃん券受給者氏名等変更届出書に添え

て、未使用のすくすく赤ちゃん券をお戻しください。

児童扶養手当を受給している方 児童扶養手当住所変更届を提出してください。 子育て支援課
各行政センター市民サービス係

介護保険に加入されている方
介護保険証をご返却ください。要介護（要支援）認定を受け
ている方は転出時に「受給資格証明書」を受け取ってくださ
い。ただし、介護保険施設に入所される方は住所地特例の届
出が必要になります。

市民課
 各行政センター市民サービス係

障がい福祉に関すること
（各種手帳関係、福祉サービ
ス、重度心身障がい者医療費
など）

原則として、手続きはありません。転出先の市区町村で、転
入の手続きを行ってください。
ただし、福祉サービスを利用している方、重度心身障がい者
医療費助成を受けている方については喪失の手続きが必要
な場合があります。

社会福祉課
各行政センター市民サービス係

水道 水道の使用を止めるときは、数日前の営業時間中に、使用休
止日、使用者名などを電話連絡してください。 水道課

軽自動車税
原動機付自転車（125cc以下）や小型特殊自動車、ミニカー
をお持ちの方は、廃車の手続きが必要です。ナンバープレー
トおよび標識交付証明書をご持参ください。

税務課
 各行政センター市民サービス係

し尿のくみ取りを依頼してい
る方 「し尿くみ取り申請書（休止・廃止）」を提出してください。

環境課
各行政センター市民サービス係
各地区センター・出張所

保育園等の退所 退所届を提出してください。 子育て支援課
各保育園

　次に該当する場合は、手続きが必要になります。

　市内で住所が変わったときは、住所を変更した日から14日以内に届出を行ってください。

転居届� 問合せ 市民課  TEL 21-5111

受付時間
市民課
　月曜日・水曜日・金曜日
　　午前8時30分から午後5時15分まで
　火曜日・木曜日（祝日を除く）
　　午前8時30分から午後7時まで
　土曜日・日曜日・国民の祝日
　　午前8時30分から午後5時15分まで

※ 他の市町村等へ照会が必要な場合、平日の午前8時
30分から午後5時15分以外は、手続きができない場
合があります。
※年末年始（12月29日から翌年1月3日）は閉庁
各行政センター市民サービス係・各地区センター・出張所

　月曜～金曜日　午前8時30分から午後5時15分まで
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手続きに必要なもの
本人確認書類（窓口に来る方のもの）

※ 86ページ転入届の「本人確認について」をご覧くださ
い。
在留カードまたは、特別永住者証明書（外国籍の方）
マイナンバーカード
住民基本台帳カード（所有している方のみ）

　住所の異動先に同居者がいる場合、その同居者が配
偶者または直系血族でない場合は、同居者からの承諾
書が必要になります。

届出人
本人　 新しく入る世帯の世帯主
　上記以外の方が窓口に来る場合、委任状が必要にな
ります。ただし、次の関係の方が窓口に来る場合は委任
状を省略できます。

窓口に来る方の届出人との関係
同一世帯人
転居前の世帯の世帯主及び同一世帯人
配偶者及び直系血族　 法定代理人

　世帯に変更があったとき（世帯主を変更したいときなど）は、届出を行ってください。

世帯変更届� 問合せ 市民課  TEL 21-5111

届出人
本人　 変更後の世帯の世帯主
　上記以外の方が窓口に来る場合、委任状が必要にな
ります。ただし、次の関係の方が窓口に来る場合は委任
状を省略できます。

窓口に来る方の届出人との関係
同一世帯人　 世帯変更前の世帯主及び同一世帯人
配偶者及び直系血族　 法定代理人

手続きに必要なもの
本人確認書類（窓口に来る方のもの）

※ 86ページ転入届の「本人確認について」をご覧くださ
い。

受付時間
市民課
　月曜日・水曜日・金曜日
　　午前8時30分から午後5時15分まで
　火曜日・木曜日（祝日を除く）
　　午前8時30分から午後7時まで
　土曜日・日曜日・国民の祝日
　　午前8時30分から午後5時15分まで
※ 他の市町村等へ照会が必要な場合、平日の8時30分
から午後5時15分以外は、手続きができない場合が
あります。
※年末年始（12月29日から翌年1月3日）は閉庁
各行政センター市民サービス係・各地区センター・出張所

　月曜～金曜日　午前8時30分から午後5時15分まで

　この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの不正取得を防止するため、証明書を第三者に交付したときに事前に登
録された方に対してその交付した事実を通知する制度です。

登録型本人通知制度� 問合せ 市民課  TEL 21-5111

受付時間
市民課
　月曜日・水曜日・金曜日
　　午前8時30分から午後5時15分まで
　火曜日・木曜日（祝日を除く）
　　午前8時30分から午後7時まで
　土曜日・日曜日・国民の祝日
　　午前8時30分から午後5時15分まで
※年末年始（12月29日から翌年1月3日）は閉庁
各行政センター市民サービス係・各地区センター・出張所

　月曜～金曜日　午前8時30分から午後5時15分まで

対象となる証明書等
住民票関係   

　①住民票の写し（除票、改製原を含む）   
　②住民票記載事項証明書
 戸籍関係   
①戸籍附票の写し（除籍を含む）   
②戸籍の謄本または抄本（除籍、改製原を含む）   
③戸籍記載事項証明書
登録できる方

① 日光市の住民基本台帳に記録されている方（住民基
本台帳から除かれた方を含みます）
② 日光市の戸籍の附票に記録されている方（戸籍の附
票から除かれた方を含みます）

登録
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通知
通知について

　登録者に係る証明書を第三者に交付をしたときは、
登録者または法定代理人に「日光市住民票の写し等交
付通知書」を送付します。
※�通知する内容は、証明書を第三者に交付した日、その
種類及び枚数並びに第三者の種別（代理人あるいは
第三者）です。なお、より具体的な情報を知りたい場
合は、日光市個人情報保護条例に基づき、自己に関す
る個人情報の開示を請求することができます。
第三者について

　第三者とは本人以外の方です。
　ただし、次の請求者は除きます。
①�本人と同一の世帯に属する方（対象となる証明書等
が住民票関係の場合）
②�本人の配偶者、直系尊属または直系卑属（対象となる
証明書等が戸籍関係の場合）
③国または地方公共団体の機関
④�住民基本台帳法または戸籍法で定める紛争処理手続
の代理業務等として証明書を交付請求する六業（弁
護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労
務士、弁理士）

申請
本人による申請

　本人が、申請書を直接窓口に提出してください。
代理人による申請

　代理人が申請することができるのは、次の場合です。
①�登録者が疾病その他やむを得ない理由により自ら手
続きをすることができない場合（任意代理人）
②�登録者が未成年者または成年被後見人である場合
（法定代理人）
郵便または信書便による申請

　郵便または信書便で申請することができるのは、次
の場合です。
①�疾病その他やむを得ない事由により申請書を直接提
出することが困難である場合
②�他の市区町村の住民基本台帳に記録されている方で
ある場合

　印鑑登録証明書は、個人の印鑑が登録されたものであることを証明するものです。また不動産登記や自動車の登
録、売買契約、金銭消費賃貸借契約等の経済取引を行う場合に必要となる証明書です。

　日光市に住民登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個印鑑を登録できます。ただし成年被後見人が印鑑登
録する場合、成年後見人が同行するなどの条件があります。
本人が申請

区分 必要なもの 備考

顔写真のある官公署発行の証明
書を持っている方

登録する印鑑
�運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留
カード、特別永住者証明書など

即日登録します。

日光市に印鑑登録している方が
保証人になっていただける方

登録する印鑑
保証人が署名捺印した保証書（窓口備付の申請書）
健康保険の被保険者証、年金手帳など

即日登録します。

上記に該当しない方 登録する印鑑　 回答書　
健康保険の被保険者証、年金手帳など

郵送で回答書を本人あてに送付す
るため、登録まで数日かかります。

印鑑登録� 問合せ 市民課  TEL 21-5111

印鑑登録ができる方

③�日光市が編製した戸籍に記載されている方（戸籍か
ら除かれた方を含みます）
　※�通知は、登録者と同一の世帯または戸籍に属する
方であっても、登録をしていなければ通知の対象
とはなりません。
登録の期間等

①�登録の有効期限は3年間です。引き続き登録を希望さ
れる場合は、期間満了の1カ月前から更新の申込みを
することができます。
②�住所や氏名など、登録した内容に変更があった場合
は届出が必要です。
③�死亡や居所不明等により登録者の住民票が消除され
たときは、登録が職権で抹消されます。

必要な書類等
①日光市本人通知制度登録申請書
②窓口に来られた方の本人確認書類
③�法定代理人が申請する場合は、登録者の本人確認書
類と資格を証明する書類※1
④�任意代理人が申請する場合は、登録者の本人確認書
類と委任状※1
※1　登録者の本人確認書類はコピー可
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代理人が申請　※病気などやむを得ない場合
必要なもの 備考

登録する印鑑
代理人選任届
代理人の印鑑
 登録する本人と代理人の身分証明
書（運転免許証、パスポート、マイ
ナンバーカード、顔写真付き在留
カード、特別永住者証明書など）

本人あてに確認書
類を郵送するため、
登録まで数日かか
ります。
※ 詳しくは、市民課ま
でお問い合わせく
ださい。

大きさ…1辺が8mmを超え、25mmを超えないもの

登録のできる印鑑
登録申請場所

 市民課・各行政センター市民サービス係・各地区セン
ター・出張所

受取人
　本人（年齢に関係なく、ご本人以外にはお渡しできません）

交付時間

交付
窓口 交付時間 申請から

交付までの日数

市民課

月曜日・水曜日・金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで
火曜日・木曜日（祝日を除く）
午前8時30分から午後7時まで
土曜日・日曜日・国民の祝日
午前8時30分から午後5時15分まで

6日～7日（申請
窓口により異な
ります）

各行政セン
タ ー 市 民
サービス係

月曜日～金曜日のみ
午前8時30分から午後5時15
分まで

7日～9日（申請
窓口により異な
ります）

旅券の種類 収入印紙 栃木県
収入証紙 合計

10年間有効旅券 14,000円
2,000円

16,000円
5年間有効旅（12歳以上）   9,000円 11,000円
5年間有効旅券（12歳未満）   4,000円   6,000円
※ 収入印紙・栃木県収入証紙は下記取扱所・売りさばき場所に
てお求めください。

収入印紙取扱所
名称 所在地 電話番号

日光市役所
本庁舎内売店 今市本町1番地

郵便局
㈱綜合衣料大野屋 今市453番地 21-0159

　申請から交付までの日数には、祝日・休日・年末年始
は含みません。また、申請内容の不備などの理由により
交付予定日にお渡しできない場合がありますので、旅
行の予定がある方は、余裕を持って申請してください。
必要なもの
 一般旅券受理票（旅券引換書）…申請の際にお渡し
します。
手数料

※ 現金ではなく、収入印紙・県収入証紙でお納めいただ
きます。

交付方法

単位：ミリメートル

45

3517±2

34
±
2

4
±
2

パスポート� 問合せ 市民課  TEL 21-5111

申請方法
　日光市に住民登録のある方は、下記窓口で申請を受
付けています。

申請人
本人　 代理人（本人から委任を受けた方）
申請窓口
市民課　 各行政センター市民サービス係

申請受付時間
　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　　午前8時30分から午後5時15分まで

手続きに必要なもの
 申請書（市民課・各行政センター市民サービス係・各
地区センター・出張所で配布しているものまたは外
務省ホームページからダウンロードしたもの）
 戸籍謄本・抄本（6カ月以内に発行されたもの）…市
内に本籍のある方は、各窓口で取得可能です。市外
に本籍のある方は、本籍地から取寄せてください。
同一戸籍内の家族が同時に申請する場合、戸籍謄本
1通で複数名分の申請が可能です。切替などの場合
は各窓口にお問い合わせください。
 写真（申請日前6カ月以内に撮影された、申請人本人
のもので、次の規格を満たすもの）
 本人確認書類（運転免許証などの、官公署が発行す
る顔写真付きの身分証など。顔写真付きの身分証が
ない場合はお問い合わせください）
 パスポート（既にパスポートを取得済みの方は古い
パスポートも持参してください）

※写真の規格について
　縦4.5cm×横3.5cmで、
頭頂からあごまでが3.2cm
から3.6cmを満たしてい
る写真で、ふちなし、正面向
き、無帽、無背景で顔がはっ
きりと写っているもの（カ
ラー、白黒いずれも可）

材質…変形、破損しにくく、印影を鮮明に表せるもの
※ ゴム印、その他変形しやすいもの、ふちや印影の一部
が欠けているもの、朱肉の代わりにインクを使うも
のは登録できません。
印影…氏名または氏名の一部を組み合わせたもの   
※ 氏名以外の文字、模様のあるもの、または、すでに同
一世帯の方が登録している印鑑は登録できません。
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名称 所在地 電話番号
日光市役所　本庁舎内売店 今市本町1番地
㈱綜合衣料大野屋 今市453番地 21-0159
㈱足利銀行今市支店 今市704番地 22-1040
（一財）栃木県交通安全協会
今市支所

今市1378番地1
（今市警察署内） 21-5583

（公社）栃木県食品衛生協
会今市支部

瀬川51番地8
（県今市健康福祉セン
ター内）

30-7052

㈱オオイデ 瀬川137番地1 22-1088
㈱今市自動車教習所 芹沼1739番地1 21-1125

※写真の規格について
申請人本人のみが撮影されたもの
 縁を除いた部分の寸法が、左記図画面の各寸法を満たしたもの（顔の寸法は、頭頂
部（髪を含む）からあご先まで）
無帽で正面を向いたもの
背景（影を含む）がないもの
鮮明であるもの
申請の日前3カ月以内に撮影されたもの

単位：ミリメートル

40

30
15±2

25±3

5±3

　日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者やその子孫等の方が対象となります。
　特別永住者が16歳に満たない場合や疾病その他の事由により自ら届出等をすることができない場合には、同居す
る親族（配偶者、子、父母等）が代わって届出等をしなければなりません。

種類 届出期間 必要なもの
子どもが生
まれたとき 出生した日から60日以内  日本で出生したことを証する書類（出生届記載事

項証明または、出生届受理証明書）

有効期間の
更新

 16歳以上の方は有効期間満了日の2か月前から有効期
間満了日までの間
 16歳未満の方は有効期間満了日が16歳の誕生日のとき
は、当該誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間

特別永住者証明書（みなされる場合を含む）
写真1枚（16歳未満の方は除く）
旅券（所持する場合のみ）

記載事項の
変更 変更があった日から14日以内

特別永住者証明書（みなされる場合を含む）
 変更（氏名、生年月日、性別や国籍、地域）が生じた
ことを証する書類
写真1枚（16歳未満の方は除く）
旅券（所持する場合のみ）

特別永住者� 問合せ 市民課  TEL 21-5111

申請一覧

栃木県収入証紙売りさばき場所

その他の届出
このようなとき ここへ 必要なもの 備考

農地を農地としての売買や貸し借りをするとき
（農地の権利移動など） 農

業
委
員
会

農地法第3条　許可申請書一式
事前に申請書を提出してください。提出期
限は毎月月末（土・日、祝日の場合は前の業
務日）

農地を所有者本人が農地以外で使うとき
（農地の転用） 農地法第4条　許可申請書一式

農地を第三者に売買または、貸借し、農地以外に
転用するとき（農地の権利移動を伴う転用） 農地法第5条　許可申請書一式

その他の届出

名称 所在地 電話番号
㈱日光自動車学校 倉ヶ崎新田122番地1 22-1133
栃木県行政書士会　車庫
証明申請今市センター 荊沢599番地75 22-4095

㈱足利銀行日光支店 上鉢石町1033番地1 54-2121
（一財）栃木県交通安全協会
日光支所

稲荷町2丁目2番地2
（日光警察署内） 53-4110

㈱足利銀行鬼怒川支店 鬼怒川温泉大原1388
番地 77-1077
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このようなとき ここへ 必要なもの 備考

森林の土地を新たに取得したとき
農
林
課

�森林法第10条の7の2所
有者届出一式

所有者となった日から90日以内に提出し
てください。
国土利用計画法の届出をされた場合を除
きます。

山の木を伐採するとき 森林法第10条の8伐採届出一式 伐採をする30日前までに提出してください。
山林およびその周囲1kmの範囲内にある土地
に火入れをするとき

�森林法第21条火入れ許可
申請書一式 火入れをする10日前までに提出してください。

大規模な土地取引をしたとき
都市計画区域内5,000㎡以上
都市計画区域外10,000㎡以上

都
市
計
画
課

�国土利用計画法第23条に
よる届出書一式

届出者：土地の権利取得者
契約の締結日から2週間

※�個々の取引面積は小さくても、合計すると
一定面積以上になる一団の土地取引も、そ
れぞれについて届出が必要です。

建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とし
て、都市計画区域内では1,000㎡以上、都市計画
区域外では10,000㎡以上の開発行為を行う場合

開発許可申請書一式
県が行っていた開発行為の許可などの事
務は、H21.4.1から日光市が行うこととな
りました。

一定面積以上の土地を有償で譲渡するとき
①�都市計画区域内で道路等公共事業予定地の土
地を譲渡する場合。
　200㎡以上
②�上記事業が完了している場合、及びそれ以外
の都市計画区域10,000㎡以上

�公有地の拡大の推進に関
する法律第4条の届出一
式（民間同士で土地を譲渡
する場合）第5条の申出一
式（地方公共団体等に買取
りを希望する場合）

届出者：土地を譲渡する者
届出期間：契約締結予定日の3週間前まで

都市計画施設（道路など）の区域内に建築すると
き（都市計画法第53条許可） 許可申請書一式 �届出期間：建築確認申請よりも前、また

は同時に提出してください。

50,000㎡以上の土地の開発事業を行うとき �土地利用に関する事前協
議書一式 栃木県との事前協議が必要です。

景観条例に定められた区域内での一定基準以上
の建築物、工作物等を新築、改築、増築及び外観の
変更等を行うとき、または一定規模以上の面積
（3,000㎡）を超える面積の開発行為を行うとき

�日光市景観計画（重点）区
域内行為届出書一式及び
チェックリスト

�届出期間：行為着手予定日の30日前ま
でに届出が必要です。
届出書を提出する際は、日光市都市計画課
と事前のご相談をお願いします。

風致地区条例に定められた区域内で建築物、工
作物等を新築、改築、増築及び移転等を行うと
き、または宅地の造成、土地の開墾等の行為を行
うとき

許可申請書一式 申請書を提出する際は、日光市都市計画課
と事前のご相談をお願いします。

屋外広告物の掲示を行うとき 許可申請書一式
申請書を提出する際は、日光市都市計画課
と事前のご相談をお願いします。広告物の
設置には、管理者が必要となります。

10kw以上の太陽光発電設備を設置するとき
（建物の屋根や屋上の場合は除く） 環

境
課

�設置事業届出書一式（保全
地区外） 保全地区内に設置する場合は、事前協議と

説明会の開催が必要になります。�設置事業許可申請書一式
（保全地区内）

500㎡以上の土地において、土砂等で盛土や埋
立、一時的にたい積するとき

特定事業許可申請書一式
周辺住民等への周知に努めてください。�一時たい積事業許可申請

書一式

区分 必要なもの 金額

戸籍等

全部・個人事項証明、一部事項証
明 1　本人が請求する場合

　　 本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）
2　配偶者又は直系血族の方（父母、子など）が請求する場合
　　 来庁する方の本人確認書類
　　 �直系血族の場合は、ご関係を確認できる戸籍謄本（日光市

の戸籍でご関係を確認できる場合、又は本人からの委任状
をお持ちの場合は必要ありません）

3　上記1、2以外の方が請求する場合
　　 来庁する方の本人確認書類
　　 �委任状もしくは請求の事由（使いみち）の記載や事実を確認

できる資料等。くわしくは市民課にお問い合わせください

1通 450円

戸籍記載事項証明 1件 350円
除籍謄本・抄本、除籍全部・個人
事項証明、除籍一部事項証明 1通 750円

除籍記載事項証明 1件 450円
改製原戸籍謄本・抄本 1通 750円
戸籍の附票の写し 1件 200円
受理証明書、戸籍届書記載事項
証明 1通 350円

受理証明書（上質紙） 1通 1,400円

戸籍等証明手数料� 問合せ 市民課  TEL 21-5111
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マイナンバー（個人番号）カード�

マイナンバーカード
　顔写真付きのプラスチック製のカードです。マイナ
ンバーを証明するほか、本人確認の際の公的な身分証
明書として利用できます。また、カード内には電子証明
書が搭載されており、確定申告の電子申告やコンビニ
交付等に利用することができます（マイナンバーカー
ド作成時に電子証明書不要と希望された方は電子証明
書の機能は搭載されておりません）。
個人番号通知書

　マイナンバーをお知らせするために送られたもので
す。再発行はできません。また、マイナンバーを証明す
る書類とはなりませんのでご注意ください。
通知カード

　マイナンバーをお知らせするために送られたもので
す。再発行はできません。令和2年5月以降は住所等の変
更は行っておりません。また、住所等の変更のあった通
知カードはマイナンバーを証明する書類とはなりませ
んのでご注意ください。

区分 必要なもの 金額

戸籍等 身分証明書 本人確認書類
※本人以外の方が請求する場合は委任状も必要です。 1件 200円

住民票等

住民票記載事項証明 1　�本人、同一世帯人（同一住民票に記載されている方）が請求する
場合

　　 来庁する方の本人確認書類
2　代理人が請求する場合（同一世帯人以外）
　　 代理人の方の本人確認書類　 委任状
　　上記1、2以外については電話でお問い合わせください。

1件 200円

住民票の写し 1件 200円

住民票の写しの広域交付 1件 200円

その他証明 1件 200円

マ イ ナ ン
バーカード

マイナンバーカード（顔写真付
き）再交付

顔写真
本人確認書類（ P94～95マイナンバーカード参照） 1件 800円

※�電子証明書搭載希望の場合右記手数料が追加になります。 1件 200円

印鑑登録

印鑑登録証明書 印鑑登録証 1件 200円
印鑑登録（新規） 登録したい印鑑　 官公署が発行した顔写真つきの身分証明書 1件 200円
印鑑登録（再登録） 同上 1件 400円
認可地縁団体印鑑登録証明 認可地縁団体印　 認印 1通 200円

臨時運行 臨時運行許可証および番号標
（ナンバープレート）の交付

自賠責保険証
自動車検査証または抹消登録証明書
来庁する方の本人確認書類

1両 750円

住民基本
台帳閲覧

申出書兼誓約書等を提出してください。事前に電話予約が必要です。
�個人または法人による申出の場合は公益性が高いと認められる場合に限られます。住民基本台帳・同一目的による
閲覧は、月2回までとなります。
閲覧場所：市民課
閲覧時間：�火曜～金曜日の午前9時～午後4時（ただし、正午～午後1時を除く。また、休日明けの閲覧は実施しません）
金　　額：閲覧した人数×100円

申請できる方
日光市に住民登録をしている方
※原則、本人が一度は窓口に来所する必要があります。
　15歳未満の方や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。
申請時に窓口に来所する場合の申請方法

必要なもの
　 通知カード
　 �写真（サイズ縦4.5㎝×横3.5㎝、正面向き、無帽、

無背景で6カ月以内に撮影したもの）
　 住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
　 本人確認書類
　次の①、②の中から2点お持ちください。特に①の書
類をお持ちの方は必ずお持ちください。
　①　官公署発行の顔写真付き証明書
　　 運転免許証
　　 �運転経歴証明書（平成24年4月1日以降に発行

されたもの）
　　 住民基本台帳カード（顔写真付きのもの）
　　 パスポート　 身体障がい者手帳
　　 療育手帳
　　 精神障がい者保健福祉手帳など

申請方法

マイナンバーカードを
つくってみませんか？
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　②　①以外のもの
　　 健康保険証　 介護保険証
　　 学生証　 生活保護受給者証
　　 こども医療受給資格者証（18歳以下の方）
　　 �宅地建物取引主任者証などで、氏名及び生年月

日、または氏名及び住所が記載されているもの
※�本人確認書類がご用意できない場合は、事前にご相
談ください。
受付時間

・�市民課� �
月曜日・水曜日・金曜日� �
　午前8時30分から午後5時15分まで� �
火曜日・木曜日（祝日を除く）� �
　午前8時30分から午後7時まで� �
土曜日・日曜日・国民の祝日� �
　午前8時30分から午後5時15分まで� �
※年末年始（12月29日から翌年1月3日）は閉庁
・�各行政センター市民サービス係・各地区センター・出
張所� �
月曜～金曜日� �
　午前8時30分から午後5時15分まで
受け取り時に窓口に来所する場合の申請方法

スマートフォン
①スマホで顔写真を撮影
②スマホで交付申請書のQRコードを読み取る
③申請用WEBサイトでメールアドレスを登録
④�申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、顔写真を
登録、必要事項を入力して申請完了
パソコン

①カメラで顔写真を撮影
②申請用WEBサイトでメールアドレスを登録
③�申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、顔写真を
登録、必要事項を入力して申請完了
郵便

①�顔写真（縦4.5㎝×横3.5㎝、正面向き、無帽、無背景で
6カ月以内に撮影したもの）を用意する
②�申請書に顔写真を貼り、申請日と申請者氏名（自署）、
電話番号を記入する
③�専用の封筒または下記住所を記入した封筒で郵送
し、申請完了
　〒219-8730
　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　行
証明用写真機

①タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択
②�撮影用の料金を投入して、交付申請書のQRコードを
バーコードリーダーにかざす
③画面の案内にしたがって、必要事項を入力
④�画面の案内にしたがって、顔写真を撮影して送信し、
申請完了

　マイナンバーカードは、申請してからでき上がりま
で約1カ月かかります。
申請時に窓口に来所した場合の受け取り方法
　カードができ上がりましたら、郵送にてご自宅に送
付します（本人限定受取郵便）。
受け取り時に窓口に来所する場合の受け取り方法
カードができ上がりましたら、ご自宅に交付の案内ハ
ガキを送付しますので、ハガキに記載された交付場所
に次の書類をお持ちの上、来所してください。
送付された案内ハガキ　 通知カード
住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
�P94～95の本人確認書類のうち①の書類1点か②
の書類2点

※�土曜日・日曜日・国民の祝日にカードを受け取りたい
場合は、4日前までに予約が必要です。
※第3土曜日の翌日曜日は、交付ができません。
※�案内ハガキや通知カードを紛失した場合は事前にご
相談ください。

受け取り方法

※�市窓口以外での申請は、交付申請書が必要となりま
す。紛失または、記載の住所や氏名に変更が生じてい
る場合は、市民課までお問い合わせください。

�初回無料
�紛失等により再発行の場合800円
※電子証明書を搭載する場合は200円加算

手数料

有効期限
　マイナンバーカードの有効期限は、発行日より10回
目の誕生日までです
※20歳未満の方は5回目の誕生日まで
※外国籍の方は在留期間の満了日まで

その他
�マイナンバーカードの暗証番号を忘れてし
まった方へ

　市窓口にご本人が来所していただければ、その場で
暗証番号の再設定ができます。その際にはマイナン
バーカード以外に本人確認書類が必要となります。
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　国や地方公共団体では現在、インターネットを使って24時間いつでも申請や届出ができる仕組みづくりに取り組
んでいます。こうした電子申請・届出を行う際に申請者のなりすましや申請内容の改ざんを防ぐため、インターネッ
トの世界で本人であることを証明するものが電子証明書です。
　公的個人認証サービスは、この電子証明書をマイナンバーカードに搭載するサービスです。
　マイナンバーカードをお持ちの方は、基本的にこの電子証明書の機能がカードに搭載されています。ただし、申請
または交付時に電子証明書不要と申し出た方については、カードに電子証明書の機能が搭載されておりません。

公的個人認証サービス（電子証明書）� 問合せ 市民課  TEL 21-5111

主な利用としては
 国・県等に関する、オンライン上での行政手続きが可能
となります。
インターネットを利用した確定申告（e-Tax）
 コンビニエンスストアでの住民票、印鑑証明、所得証明（最
新年度に限る）、住民税決定証明（最新年度に限る）の取得
 オンラインサービス「マイナポータル」

　※公的個人認証サービスの詳細については
　　WEBサイト：
　　 https://www.jpki.go.jp   
（地方公共団体システム機構）

　　 http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/
kojinninshou-01.html（総務省）
申請方法

　電子証明書の搭載されていないマイナンバーカードに
後から電子証明書を搭載する場合は、窓口に来所して手続
きを行う必要があります。
　また、電子証明書の更新の際にも窓口に来所して手続き
が必要となります。
受付時間
市民課

　月曜日・水曜日・金曜日
　　午前8時30分から午後5時15分まで

　火曜日・木曜日（祝日を除く）
　　午前8時30分から午後7時まで
　土曜日・日曜日・国民の祝日
　　午前8時30分から午後5時15分まで
※第3土曜日の翌日曜日は手続きができません。
※年末年始12月29日から翌年1月3日は閉庁
各行政センター市民サービス係・各地区センター・出張所

　月曜～金曜日　午前8時30分から午後5時15分まで
申請できる方
　日光市に住所登録をしている方
※ 署名用電子証明書については、原則15歳以上の方のみ
です。
※ 原則、本人が窓口に来所して申請を行いますが、15歳未
満の方や成年被後見人の方は法定代理人からの申請に
なります。
必要なもの 　マイナンバーカード
※ 法定代理人からの申請の場合は、法定代理人の官公署発
行の顔写真付き証明書も必要です。
有効期限
有効期限：発行から5回目の誕生日まで
更新時期： 有効期限の3カ月前の翌日から手続きができ

ます。

コンビニ交付� 問合せ 市民課  TEL 21-5111

　マイナンバーカード（顔写真つき）を使用し、ご自分の住民票写し等の証明書を、コンビニエンスストア内のマルチ
コピー機で取得することができるサービスです。
取得できる証明書等
住民票写し　 印鑑証明書
一般用所得証明書（最新年度分のみ）
住民税決定証明書（最新年度分のみ）

※ 所得証明書・住民税決定証明書は、年度更新作業のため、
6月中旬は取得できない期間があります。
※ 住民票写しは、マイナンバー・住民票コード入りのものは
取得できません。また、除票についても取得できません。
取得できるコンビニエンスストア等
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　 イオン

※ 上記コンビニエンスストア等であれば、日光市外の店舗
でも利用可能です。
利用可能な時間

　午前6時30分～午後11時
※ 12月29日～1月3日及びシステムメンテナンス時は利
用ができません。
手数料

　1通　200円
用意する物
マイナンバーカード

※ 利用者証明用電子証明書が搭載されていないカードで
はサービスの利用ができませんのでご注意ください。
利用方法

① 店舗内に設置されているマルチコピー機をご自分で操
作してください。
② 「行政サービス」画面から案内に従って操作していくと
証明書が発行されます。
③ 操作の途中で、カード交付時に決めていただいた数字4
桁の「利用者証明用電子証明書暗証番号」を入力する必
要があります。
④ 証明書の印刷及び手数料の納入まで全てマルチコピー
機で行います。
注意点
 証明書が発行された後は、差替え・返金はできません。
 紙製の通知カードではサービス利用ができません。サー
ビス利用を希望する場合はマイナンバーカードの交付
申請をお願いします。
 暗証番号を3回間違えるとカードにロックがかかって
しまい、それ以後操作ができなくなります。その際は市
役所市民課までご連絡ください。
 市窓口で印鑑証明書を取得する場合は、印鑑登録証が必
ず必要になりますのでご注意ください。
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