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手続きの種類 参照ページ 区外から転入したときの手続き 区外へ転出するときの手続き 区内で転居したときの手続き

転入・転出・転居届
区役所区民課・各事務所（➡P25） P34

転入した日から14日以内に区民課・各事務所の戸籍住民係へ届け
出、転出証明書（前住所地で発行）または、転入届の特例を受けた
住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持参（お持ちの方
は、通知カード、在留カードや特別永住者証明書を持参）

転出する日の前後14日間に区民課・各事務所の戸籍住民係へ届け出

転居した日から14日以内に区民課・各事務所の戸籍住民係で住
所変更の届け出、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカー
ドを持参（お持ちの方は、通知カード、在留カードや特別永住
者証明書を持参）

通知カード
区役所区民課・各事務所（➡P25）

区民課・各事務所の戸籍住民係で住所変更の手続き 新住所地で住所変更の手続き
※国外へ転出される場合は返納していただくため、持参してください。 区民課・各事務所の戸籍住民係で住所変更の手続きが必要です

マイナンバーカード（個人番号カード）
区役所区民課・各事務所（➡P25） P36

前住所地から継続して利用する場合は住所変更の手続きが必要です
※�新たに必要な方は区民課・各事務所の戸籍住民係へご相談くださ
い。

希望する方は新住所地で継続利用することができます。継続利用の可
否は、区民課・各事務所の戸籍住民係で確認してください。
※新たに必要な方は新住所地で交付申請。
※国外へ転出される場合は返納していただくため、持参してください。

区民課・各事務所の戸籍住民係で住所変更の手続きが必要です

証明書コンビニ交付の利用
区役所区民課・各事務所（➡P25） P36

区民課・各事務所の戸籍住民係へマイナンバーカードを持参し、新
たに利用者証明用電子証明書を発行
※�マイナンバーカード（利用者証明用電子証明書を搭載したもの）
の継続利用の手続きをした場合は、そのまま利用できます。

転出届によって自動的に失効します（区市町村により実施状況が異な
りますので、詳しくは新住所地にお問い合わせください）

転居届によって自動的に住所変更しますので、手続きの必要は
ありません

公的個人認証の電子証明書
区役所区民課・各事務所（➡P25） P36

区民課・各事務所の戸籍住民係へマイナンバーカードを持参し、新
たに発行申請（前住所地の署名用電子証明書は失効します。ただ
し、マイナンバーカードの継続利用の手続きをした場合は、利用者
証明用電子証明書は失効しません）

新住所地で新たに申請
（署名用電子証明書は転出届によって自動的に失効します。ただし、
利用者証明用電子証明書は失効しません）

必要な方は区民課・各事務所の戸籍住民係で新たに発行申請
（署名用電子証明書は転居届によって自動的に失効します。利
用者証明用電子証明書は失効しません）

印鑑登録
区役所区民課・各事務所（➡P25） P35 区民課・各事務所の戸籍住民係へ印鑑を持参し、新たに登録申請

（前住所地の印鑑登録は抹消されます）
新住所地で印鑑登録申請
（転出日付けで印鑑登録は抹消されます）

転居届によって自動的に住所変更をしますので、手続きの必要
はありません

国民健康保険
区役所区民課・各事務所（➡P25） P79

区民課・各事務所の保険年金係へ届け出、国民健康保険証（区内で同一世
帯の方が既に加入している場合）・口座振替登録用のキャッシュカード
などを持参

区民課・各事務所の保険年金係へ届け出の上、国民健康保険証を返納
し、改めて新住所地へ届け出

住所変更の手続き後、区民課・各事務所の保険年金係に届け出
（加入者全員の国民健康保険証を持参）

国民年金 国民年金係� ☎5662-0574
区役所区民課・各事務所（➡P25） P82 国民年金係にお問い合わせください

国民年金係にお問い合わせください。
※�海外へ転出の場合、国民年金の資格は喪失することになります。た
だし、任意で国民年金に加入し納付することもできます。

国民年金係にお問い合わせください

母子健康手帳 各健康サポートセンター（➡P55） P44 妊娠中の方は各健康サポートセンターにお問い合わせください 新住所地に確認してください 手続きの必要はありません
乳児養育手当

区役所区民課・各事務所（➡P25） P45 区民課・各事務所の庶務係へ申請（所得制限あり） 区民課・各事務所の庶務係へ届け出
（世帯全員同時の転出の場合は、省略できます）

区民課・各事務所の庶務係で住所変更の届け出
（世帯全員同時の転居の場合は、省略できます）

乳幼児医療証・子ども医療証
医療費助成係�☎5662-8578 P45 医療費助成係または各事務所の保険年金係へ申請 医療費助成係または各事務所の保険年金係へ医療証を返納 医療費助成係または各事務所の保険年金係で住所変更の手続き

が必要です
妊婦健診・乳幼児
健診・予防接種 各健康サポートセンター（➡P55） P44・45 各健康サポートセンターにお問い合わせください 新住所地に確認してください 各健康サポートセンターにお問い合わせください

児童手当� 手当助成係�☎5662-0082 P45 手当助成係窓口または郵送で申請 手当助成係へ届け出し、新住所地で申請
（世帯全員同時の転出の場合は、手当助成係への届け出は省略できます）

世帯全員同時の転居の場合は、省略できます
（受給者と児童の住所が、同居から別居または別居から同居に
なった場合は届け出が必要です）

児童扶養手当・児童育成手当
援護係�☎5662-1259 P53 援護係にお問い合わせください 援護係にお問い合わせください 援護係にお問い合わせください

小・中学生の転校手続き
学事係�☎5662-1624 P49 転入届提出のときに転入学通知書を受け取り、前の学校が発行した

書類（在学証明書など）と一緒に指定の学校へ提出
学校で必要書類を受け取り、新住所地の教育委員会または転出先の学
校へ届け出

転居届提出のときに転入学通知書を受け取り、前の学校が発行
した書類（在学証明書など）と一緒に指定された学校へ提出

後期高齢者医療制度
高齢者医療係�☎5662-1415 P85 都外からの転入で「負担区分等証明書」（加入者の方に前住所地で

発行）をお持ちの方は、区民課・各事務所の保険年金係へ提出

都外に転出する方は、区民課・各事務所の保険年金係へ後期高齢者医
療被保険者証を返納し、「負担区分等証明書」を受け取り、新住所地
へ届け出（都内転出は手続き不要）

転居届によって自動的に住所変更をしますので、手続きの必要
はありません

小児慢性・難病医療
費助成・◯都医療券

保健予防課医療給付係
☎5661-2464

各健康サポートセンター（➡P55）
P48・60 保健予防課医療給付係・各健康サポートセンターにお問い合わせく

ださい
保健予防課医療給付係・各健康サポートセンターにお問い合わせくだ
さい

保健予防課医療給付係・各健康サポートセンターにお問い合わ
せください

介護保険
介護保険課認定係�☎5662-0843 P75

要支援・要介護認定を受けている方は、転入した日から14日以内に
介護保険課または各事務所の保険年金係で、認定申請してくださ
い。なお、前住所地で「受給資格証明書」が発行されている場合は
持参してください。

要支援・要介護認定を受けている方・申請中の方は、介護保険課また
は各事務所の保険年金係へ介護保険被保険者証を返納し、「受給資格
証明書」を受け取り、新住所地で認定申請

転居届によって自動的に住所変更をしますので、手続きの必要
はありません

東京都シルバーパス� 東京バス協会�☎5308-6950 P70 東京バス協会にお問い合わせください 東京バス協会にお問い合わせください 東京バス協会にお問い合わせください
身体障害者手帳
愛 の 手 帳

身体障害者相談係�☎5662-0052�
愛の手帳相談係�☎5662-0053 P63 身体障害者相談係・愛の手帳相談係にお問い合わせください 身体障害者相談係・愛の手帳相談係にお問い合わせください 身体障害者相談係・愛の手帳相談係にお問い合わせください

精神障害者
保健福祉手帳

精神保健係� ☎5661-2465
各健康サポートセンター（➡P55） P59 精神保健係・各健康サポートセンターにお問い合わせください 精神保健係・各健康サポートセンターにお問い合わせください 精神保健係・各健康サポートセンターにお問い合わせください

飼い犬の登録� 区役所区民課・各事務所（➡P25）
生活衛生課・各健康サポートセンター（➡P55） P99 区民課・各事務所の庶務係または生活衛生課・各健康サポートセン

ターへ届け出、鑑札を持参 新住所地へ届け出、鑑札を持参 区民課・各事務所の庶務係または生活衛生課・各健康サポート
センターで住所変更の手続き、鑑札を持参

原動機付自転車・小型特殊自動車 P38 区民課・各事務所の庶務係へ届け出 区民課・各事務所の庶務係へ届け出 区民課・各事務所の庶務係へ届け出

転入・転出・転居

手続き・届け出
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手続きの種類 参照ページ 区外から転入したときの手続き 区外へ転出するときの手続き 区内で転居したときの手続き

転入・転出・転居届
区役所区民課・各事務所（➡P25） P34

転入した日から14日以内に区民課・各事務所の戸籍住民係へ届け
出、転出証明書（前住所地で発行）または、転入届の特例を受けた
住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持参（お持ちの方
は、通知カード、在留カードや特別永住者証明書を持参）

転出する日の前後14日間に区民課・各事務所の戸籍住民係へ届け出

転居した日から14日以内に区民課・各事務所の戸籍住民係で住
所変更の届け出、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカー
ドを持参（お持ちの方は、通知カード、在留カードや特別永住
者証明書を持参）

通知カード
区役所区民課・各事務所（➡P25）

区民課・各事務所の戸籍住民係で住所変更の手続き 新住所地で住所変更の手続き
※国外へ転出される場合は返納していただくため、持参してください。 区民課・各事務所の戸籍住民係で住所変更の手続きが必要です

マイナンバーカード（個人番号カード）
区役所区民課・各事務所（➡P25） P36

前住所地から継続して利用する場合は住所変更の手続きが必要です
※�新たに必要な方は区民課・各事務所の戸籍住民係へご相談くださ
い。

希望する方は新住所地で継続利用することができます。継続利用の可
否は、区民課・各事務所の戸籍住民係で確認してください。
※新たに必要な方は新住所地で交付申請。
※国外へ転出される場合は返納していただくため、持参してください。

区民課・各事務所の戸籍住民係で住所変更の手続きが必要です

証明書コンビニ交付の利用
区役所区民課・各事務所（➡P25） P36

区民課・各事務所の戸籍住民係へマイナンバーカードを持参し、新
たに利用者証明用電子証明書を発行
※�マイナンバーカード（利用者証明用電子証明書を搭載したもの）
の継続利用の手続きをした場合は、そのまま利用できます。

転出届によって自動的に失効します（区市町村により実施状況が異な
りますので、詳しくは新住所地にお問い合わせください）

転居届によって自動的に住所変更しますので、手続きの必要は
ありません

公的個人認証の電子証明書
区役所区民課・各事務所（➡P25） P36

区民課・各事務所の戸籍住民係へマイナンバーカードを持参し、新
たに発行申請（前住所地の署名用電子証明書は失効します。ただ
し、マイナンバーカードの継続利用の手続きをした場合は、利用者
証明用電子証明書は失効しません）

新住所地で新たに申請
（署名用電子証明書は転出届によって自動的に失効します。ただし、
利用者証明用電子証明書は失効しません）

必要な方は区民課・各事務所の戸籍住民係で新たに発行申請
（署名用電子証明書は転居届によって自動的に失効します。利
用者証明用電子証明書は失効しません）

印鑑登録
区役所区民課・各事務所（➡P25） P35 区民課・各事務所の戸籍住民係へ印鑑を持参し、新たに登録申請

（前住所地の印鑑登録は抹消されます）
新住所地で印鑑登録申請
（転出日付けで印鑑登録は抹消されます）

転居届によって自動的に住所変更をしますので、手続きの必要
はありません

国民健康保険
区役所区民課・各事務所（➡P25） P79

区民課・各事務所の保険年金係へ届け出、国民健康保険証（区内で同一世
帯の方が既に加入している場合）・口座振替登録用のキャッシュカード
などを持参

区民課・各事務所の保険年金係へ届け出の上、国民健康保険証を返納
し、改めて新住所地へ届け出

住所変更の手続き後、区民課・各事務所の保険年金係に届け出
（加入者全員の国民健康保険証を持参）

国民年金 国民年金係� ☎5662-0574
区役所区民課・各事務所（➡P25） P82 国民年金係にお問い合わせください

国民年金係にお問い合わせください。
※�海外へ転出の場合、国民年金の資格は喪失することになります。た
だし、任意で国民年金に加入し納付することもできます。

国民年金係にお問い合わせください

母子健康手帳 各健康サポートセンター（➡P55） P44 妊娠中の方は各健康サポートセンターにお問い合わせください 新住所地に確認してください 手続きの必要はありません
乳児養育手当

区役所区民課・各事務所（➡P25） P45 区民課・各事務所の庶務係へ申請（所得制限あり） 区民課・各事務所の庶務係へ届け出
（世帯全員同時の転出の場合は、省略できます）

区民課・各事務所の庶務係で住所変更の届け出
（世帯全員同時の転居の場合は、省略できます）

乳幼児医療証・子ども医療証
医療費助成係�☎5662-8578 P45 医療費助成係または各事務所の保険年金係へ申請 医療費助成係または各事務所の保険年金係へ医療証を返納 医療費助成係または各事務所の保険年金係で住所変更の手続き

が必要です
妊婦健診・乳幼児
健診・予防接種 各健康サポートセンター（➡P55） P44・45 各健康サポートセンターにお問い合わせください 新住所地に確認してください 各健康サポートセンターにお問い合わせください

児童手当� 手当助成係�☎5662-0082 P45 手当助成係窓口または郵送で申請 手当助成係へ届け出し、新住所地で申請
（世帯全員同時の転出の場合は、手当助成係への届け出は省略できます）

世帯全員同時の転居の場合は、省略できます
（受給者と児童の住所が、同居から別居または別居から同居に
なった場合は届け出が必要です）

児童扶養手当・児童育成手当
援護係�☎5662-1259 P53 援護係にお問い合わせください 援護係にお問い合わせください 援護係にお問い合わせください

小・中学生の転校手続き
学事係�☎5662-1624 P49 転入届提出のときに転入学通知書を受け取り、前の学校が発行した

書類（在学証明書など）と一緒に指定の学校へ提出
学校で必要書類を受け取り、新住所地の教育委員会または転出先の学
校へ届け出

転居届提出のときに転入学通知書を受け取り、前の学校が発行
した書類（在学証明書など）と一緒に指定された学校へ提出

後期高齢者医療制度
高齢者医療係�☎5662-1415 P85 都外からの転入で「負担区分等証明書」（加入者の方に前住所地で

発行）をお持ちの方は、区民課・各事務所の保険年金係へ提出

都外に転出する方は、区民課・各事務所の保険年金係へ後期高齢者医
療被保険者証を返納し、「負担区分等証明書」を受け取り、新住所地
へ届け出（都内転出は手続き不要）

転居届によって自動的に住所変更をしますので、手続きの必要
はありません

小児慢性・難病医療
費助成・◯都医療券

保健予防課医療給付係
☎5661-2464

各健康サポートセンター（➡P55）
P48・60 保健予防課医療給付係・各健康サポートセンターにお問い合わせく

ださい
保健予防課医療給付係・各健康サポートセンターにお問い合わせくだ
さい

保健予防課医療給付係・各健康サポートセンターにお問い合わ
せください

介護保険
介護保険課認定係�☎5662-0843 P75

要支援・要介護認定を受けている方は、転入した日から14日以内に
介護保険課または各事務所の保険年金係で、認定申請してくださ
い。なお、前住所地で「受給資格証明書」が発行されている場合は
持参してください。

要支援・要介護認定を受けている方・申請中の方は、介護保険課また
は各事務所の保険年金係へ介護保険被保険者証を返納し、「受給資格
証明書」を受け取り、新住所地で認定申請

転居届によって自動的に住所変更をしますので、手続きの必要
はありません

東京都シルバーパス� 東京バス協会�☎5308-6950 P70 東京バス協会にお問い合わせください 東京バス協会にお問い合わせください 東京バス協会にお問い合わせください
身体障害者手帳
愛 の 手 帳

身体障害者相談係�☎5662-0052�
愛の手帳相談係�☎5662-0053 P63 身体障害者相談係・愛の手帳相談係にお問い合わせください 身体障害者相談係・愛の手帳相談係にお問い合わせください 身体障害者相談係・愛の手帳相談係にお問い合わせください

精神障害者
保健福祉手帳

精神保健係� ☎5661-2465
各健康サポートセンター（➡P55） P59 精神保健係・各健康サポートセンターにお問い合わせください 精神保健係・各健康サポートセンターにお問い合わせください 精神保健係・各健康サポートセンターにお問い合わせください

飼い犬の登録� 区役所区民課・各事務所（➡P25）
生活衛生課・各健康サポートセンター（➡P55） P99 区民課・各事務所の庶務係または生活衛生課・各健康サポートセン

ターへ届け出、鑑札を持参 新住所地へ届け出、鑑札を持参 区民課・各事務所の庶務係または生活衛生課・各健康サポート
センターで住所変更の手続き、鑑札を持参

原動機付自転車・小型特殊自動車 P38 区民課・各事務所の庶務係へ届け出 区民課・各事務所の庶務係へ届け出 区民課・各事務所の庶務係へ届け出
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登録・証明

仕事の都合などで、平日の日中に手続きができない方のため、祝日を除く第１・３水に区役所区民課（本庁舎）
の窓口の一部を19時30分まで延長し、住所異動に関する手続きを受け付けます。届け出内容によっては手続き
が完了しない場合や、お受けできない場合がありますので、事前に電話などでお問い合わせください。

平成27年10月５日改正の番号利用法施行に伴い、住所異動の手続きが一部変更となっています。また、外国
人の方も以下の届け出が必要となりますので手続きの際には、在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
なりすましなどの不正な届け出を防止するため、手続きの際に本人確認を行っています。ご協力をお願いします。

�区役所区民課（本庁舎）の窓口時間を延長しています
区役所区民課戸籍住民係

住所や世帯主が変わるとき（転入・転出届など）
区役所区民課・各事務所（➡P25）

平成24年７月９日以降は、外国人の方も住民票の写しに記載されています。

住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍関係証明書をとるには

届け出の種類 届け出のとき必要なもの 届け出期間

転入届
（江戸川区に住所を定めたとき）

転出証明書（前住所地で発行）・後期高齢者医療負担区分等証明書（都外から転入の制
度加入者に前住所地で発行）・通知カード・住民基本台帳カードまたはマイナンバー
カード（前住所地で交付を受け、かつ、転出届の手続きをした方）※継続利用をする方全
員が対象となります。

転入した日か
ら14日以内

転出届
（区外へ住所を移すとき）

国民健康保険証・介護保険被保険者証・乳幼児医療証・子ども医療証・後期高齢者医療
被保険者証・印鑑登録証（いずれも加入・登録している方）・通知カード・住民基本台
帳カードまたはマイナンバーカード
◎住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちで、転出届の手続きをする方
が継続利用を希望する場合⇨事前に転出届（区ホームページからダウンロード可）に
必要事項を記入し、江戸川区に郵送してください。転入届に必要な転出証明書が不要
となります。また、手続き完了のお知らせを受けた後、新住所地に住民基本台帳カー
ドまたはマイナンバーカードを持参し、転入の手続きをしてください。

　※区役所区民課・各事務所の戸籍住民係へ届け出ることも可能です。

転出する日の
前後14日間

転居届
（区内で住所を変更したとき）

国民健康保険証・介護保険被保険者証・乳幼児医療証・子ども医療証・後期高齢者医療
被保険者証・通知カード・住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード

転居した日か
ら14日以内

世帯主・世帯変更届 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

◎届け出は本人または世帯主が行ってください。同一世帯員以外の方が届け出をする場合は、委任状が必要です。
◎届け出期間を過ぎると、５万円以下の過料に処せられる場合があります。

証明の種類 発行窓口 手数料 郵送
請求

コンビニ
交付

夜間・休日用
請求ポスト

住民票の写し
（本人・同一世帯員
以外の方は、委任状
が必要です）

区役所区民課・各事務所（➡P25）の
戸籍住民係で請求できます
※不当な目的に利用されるおそれがあ
るときは請求に応じられません。

▷住民票の写し　１通300円
※証明書コンビニ交付は１通200円。 利用可（➡P35・36）

▷住民票の記載事項証明書・不在住証明
書など　１通300円

利用可
（➡P35） 不可 利用可

（➡P36）
▷住民基本台帳の一部の写し一覧表の閲
覧　30分1000円 不可

◎全国の区市町村の窓口でも本人・同一世帯の方の住民票の写しを請求できます（本籍地の記載・除票を除
く）。官公署発行の写真付き身分証明書が必要です。詳しくは各区市町村にお問い合わせください。

印鑑登録証明書
（印鑑登録➡P35）

印鑑登録証をお持ちの方はどなたでも
区役所区民課・各事務所（➡P25）の
戸籍住民係で請求できます
※印鑑登録証には、平成22年以降発行
の磁気カードとそれ以前に発行した
ラミネート加工のものがあります。

１通300円
※証明書コンビニ交付は１通200円。 不可 利用可

（➡P36） 不可
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住居表示実施区域に新しく家を建てた場合、住居番
号を付けますので、「建物その他の工作物新築新設届」
を所管の区役所区民課・各事務所（➡P25）の戸籍住
民係に届け出てください。また、増改築などで主たる
出入口の位置が変わった場合も届け出が必要です。
※住居番号は区が調査を行い決定します。

個人の登録は区役所区民課・各事務所（➡P25）へ
お問い合わせください。法人の登録は東京法務局江戸
川出張所（☎3654-4156）へお問い合わせください。
■個人の印鑑登録の手続き
区内に住民登録をしている15歳以上の方が登録で
きます。登録する印鑑を持参し、区役所区民課・各事
務所（➡P25）の戸籍住民係で手続きをしてください。
代理人が申請する場合は、本人が自筆で作成した委
任状（下記参照・様式例を区ホームページに掲載）と
代理人の本人確認ができる身分証明書が必要です。手
続き終了後、申請者本人あてに照会書を発送し、後日
持参していただきます。下記の場合を除き、即日登録
はできませんので、印鑑登録証の交付までは数日かか
ります（登録料50円）。印鑑登録証の交付の際に本人
確認をします。申請者本人が受け取る場合は本人の身
分証明書、代理人が受け取る場合は代理人の身分証明
書と申請者本人の身分証明書の両方が必要です。
■即日に登録できる場合
⑴申請者本人が登録する
印鑑を持参し、官公署
の発行した証明書（運
転免許証・パスポート・
住民基本台帳カード・マ
イナンバーカードなど写
真付き特殊加工のもの）
を持っている場合（代理
人が申請する場合は、
即日に登録することはで
きません）

住居番号の付定

印鑑登録をするには

〈見　　本〉

証明の種類 発行窓口 手数料 郵送
請求

コンビニ
交付

夜間・休日用
請求ポスト

戸籍関係証明書
身分証明書

本籍のある区市町村へ請求してくださ
い。江戸川区に本籍のある方は区役所
区民課・各事務所（➡P25）の戸籍住
民係で請求できます
※他人の戸（除）籍・附票は正当な理由
がなければ発行できません。

▷戸籍の全部事項証明書（謄本）・個人
事項証明書（抄本）� １通450円

※証明書コンビニ交付は１通350円。
▷戸籍の附票の写し� １通300円
※証明書コンビニ交付は１通200円。

利用可（➡下欄・P36）

▷除籍・改製原戸籍謄・抄本�１通750円
▷そのほかの戸籍関係証明書
※内容により金額が異なります。
▷身分証明書（本人以外は委任状が必要
です）� １通300円

利用可
（下欄） 不可 利用可

（P36）

◎交付請求時に本人確認を行っています。ご協力をお願いします。

⑵申請者本人が登録する印鑑を持参し、かつ、都内に
印鑑登録をしている保証人１名をたてることができ
る場合
※手続き方法など詳しくは、区役所区民課・各事務所
（➡P25）の戸籍住民係へお問い合わせください。

■住民票の写し
次の①～⑩を明記（⑪を添付）し、切手を貼った返
信用封筒（あて名を記入）・手数料（ゆうちょ銀行の
定額小為替）を同封の上、区役所区民課（➡P25）の
郵送事務室に請求してください。原則として、ご自宅
に郵送します。①住所と世帯主、②家族全員・個人の
別（個人のときは必要な人の氏名）、③個人番号が必
要か否か、④本籍・続柄は必要か否か、⑤国籍・在留
情報は必要か否か（外国人住民のみ）、⑥必要数、⑦
使いみち、⑧請求する人の住所・氏名と押印（認印）、
⑨本人との関係、⑩電話番号、⑪本人確認ができるも
の（現住所が確認できる運転免許証などの写し）
■戸籍関係証明書
次の①～⑦を明記（⑧を添付）し、切手を貼った返
信用封筒（あて名を記入）・手数料（ゆうちょ銀行の
定額小為替）を同封の上、本籍のある区市町村に請求
してください。
①本籍地と筆頭者氏名、②全部事項証明書（謄本）・
個人事項証明書（抄本）の別（個人事項証明書のとき
は必要な人の氏名）、③必要数、④使いみち、⑤請求
する人の住所・氏名と押印（認印）、⑥必要とする戸
籍の筆頭者との関係（本人・夫・妻・子など）、⑦電
話番号、⑧本人確認ができるもの（現住所が確認でき
る運転免許証などの写し）※他人の戸籍関係証明書を
請求するには委任状が必要です。

住民票の写し・戸籍関係証明書の郵送請求
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■申請
通知カード受領時、同封されているマイナンバー
カード申請書に必要事項を記入・顔写真を貼付の上、
郵送にて申請してください。申請書の紛失、記載事項
の変更があった場合は、区役所区民課・各事務所（➡
P25）の戸籍住民係で手続きをしてください。

マイナンバーカード（個人番号カード）の発行は

取得できる証明書 取扱時間 利用できる方
住民票の写し

6時30分～23時 江戸川区に住民登録がある方
印鑑登録証明書

戸籍証明書 8時30分～17時
（土�日�　�　、年末年始を除く）

江戸川区に本籍がある方
※江戸川区に住民登録がない方は、利用登録申請が必要です。

※いずれもメンテナンス時は、ご利用になれません。

祝 休

■交付
交付通知書が届いたら、区役所区民課・各事務所（➡
P25）の戸籍住民係で交付を受けてください。
〔手数料〕初回発行無料（当面の間）、再発行　800円
※�即日交付はできません。申請から交付まで１カ月半
～２カ月ほど時間がかかります。
※�住民基本台帳カードをお持ちの方は、マイナンバー
カードへの切り替えをお勧めします。

利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア（一部店舗
を除く）に設置されている多機能端末機から証明書をとることができます。窓口での交付手数料より100円減額
となります。

証明書コンビニ交付を利用するには

公的個人認証サービスでは、用途に応じて2つの電
子証明書を利用することができます。
■署名用電子証明書
インターネットなどを利用して国の機関や地方公共
団体などへオンライン手続きするときに、文書が改ざ
んされていないことの確認および本人確認に使う電子
証明書です。
■利用者証明用電子証明書
証明書コンビニ交付を利用するときや、マイナポー
タルへログインするときなどの本人確認に使う電子証
明書です。
※�公的個人認証サービスは、電子証明書をマイナン
バーカードに搭載することで利用ができるようにな
ります。電子証明書の有効期間は、発行から5回目
の誕生日までです。更新手続きは、有効期間満了日
の3カ月前から可能です。
電子証明書の搭載・更新を行う場合は、本人がマイ

公的個人認証の電子証明書の発行を受けるには ナンバーカードを持参の上、区役所区民課・各事務
所（➡P25）の戸籍住民係で申請してください。
〔取扱時間〕8時30分～17時
〔手数料〕200円（マイナンバーカードの再発行時
に搭載する場合）

区役所・各事務所（➡P25）
住民票の写しや戸籍全部事項証明書（謄本）・個人
事項証明書（抄本）などの請求で、開庁時に来庁でき
ないときに、区役所・各事務所の夜間・休日用請求ポ
ストをご利用ください。
利用（請求）できる方は、戸籍に関するものについ
ては本人・配偶者または親子、住民票の写しについて
は本人または同一世帯の方に限ります。備え付けの請
求書に記入し、手数料・返信料を添えて投かんしてく
ださい。ご自宅に郵送します。

住民票の写し・戸籍関係証明書の請求に
夜間・休日用請求ポストをご利用ください
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区役所区民課・各事務所（➡P25）
外国人住民の方は平成24年７月９日から住民基本台帳に登録されており、外国人の住民登録手続きも次のよ
うに変わっています。

外国人住民の住民登録手続き

届け出の種類 申請場所 届け出のとき必要なもの 届け出期間

海外転入
（新規上陸で江戸川区に住所を
定めたとき）

区役所区民課・各事
務所の戸籍住民係

・在留カードまたは特別永住者証明書（特別
永住者証明書とみなされる「外国人登録証
明書」を含む）

・パスポート ※公的機関が発
行した結婚証
明書、出生証
明書などの
「続柄を確認
できる書類」
が必要になる
場合がありま
す（外国語書
類の場合、翻
訳者氏名記載
の訳文の添付
が必要です）。

上陸した日から
14日以内

転入
（他自治体から江戸川区に転入
し住所を定めたとき）

・在留カードまたは特別永住者証明書（特別
永住者証明書とみなされる「外国人登録証
明書」を含む）

・転出証明書
・通知カード・住民基本台帳カードまたはマ
イナンバーカード

転入した日から
14日以内

転出
区外へ住所を移すとき
※�法改正後は外国人も転出の届
け出を行う必要があります。

・在留カードまたは特別永住者証明書（特別
永住者証明書とみなされる「外国人登録証
明書」を含む）

・通知カード・住民基本台帳カードまたはマ
イナンバーカード

転出する日の前
後14日間

転居
（区内で住所を変更したとき）

転居した日から
14日以内

世帯主・世帯変更 変更した日から
14日以内

在留資格・期間の変更 東京出入国在留管理
局
（港区港南５-５-30）
☎0570－034－259

・在留カード
・その他、東京出入国在留管理局から指定された書類氏名・国籍の変更

（特別永住者以外の方）

氏名・国籍の変更
（特別永住者の方）

区役所区民課・各事
務所の戸籍住民係

・特別永住者証明書（特別永住者証明書とみなされる「外国
人登録証明書」を含む）

・氏名・国籍変更の疎明資料
・写真１枚（縦４cm×横３cm・３カ月以内に撮影されたもの・
16歳未満は不要）

※�通知カード・住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの記載事項に変更があった場合は、在留カードまたは特別永住者証明書
を一緒に持参の上、区役所区民課・各事務所の戸籍住民係で変更の手続きをしてください。

■在留カードの紛失および切り替え
〔申請場所〕　東京出入国在留管理局　�
※必要なものについては「東京出入国在留管理局」にお問い合わせください。
■特別永住者証明書の紛失および切り替え
〔申請場所〕　区役所区民課・各事務所の戸籍住民係
〔必要なもの〕　①特別永住者証明書（特別永住者証明書とみなされる「外国人登録証明書」を含む。紛失の場合
は本人確認ができるものを持参）②パスポート（お持ちの方）　③写真１枚（縦４㎝×横３㎝・３カ月以内に
撮影されたもの・16歳未満は不要）
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区役所区民課・各事務所（➡P25）の庶務係
特別区民税・都民税の課税・納税証明書、軽自動車
税（種別割）の納税証明書を発行します。本人確認が
できるもの（運転免許証など）をお持ちください。原
則、代理人の場合は、委任状が必要です（車検用の納
税証明書の場合は必要ありません）。委任状に関して
詳しくは、お問い合わせください。
〔手数料〕１通300円（車検用の軽自動車税（種別割）
納税証明書は無料）
※都税関係の証明書は江戸川都税事務所（☎3654-
2151）、国税関係の証明書は江戸川北税務署（☎
3683-4281）・江戸川南税務署（☎5658-9311）へ。
※税の種類については➡P88・89。

区役所区民課・各事務所（➡P25）の庶務係
■登録をする場合
原動機付自転車（125㏄以下のバイク）・小型特殊
自動車を購入または譲り受けたときは、ナンバープ
レートを受ける手続きをしてください。
〔必要なもの〕　①販売証明書（業者から買ったとき）
または譲渡証明書（他の人から譲り受けたとき）、
②前所有者の廃車申告受付書または、廃車証明書
（廃車手続き済みのバイクを譲り受けたとき）、③前
所有者の標識交付証明書とナンバープレート（区外
ナンバーで廃車手続きをしていないバイクを譲り受
けたとき）、④所有者の印鑑、⑤法人の場合は、社
判（角印）と代表者印（初めての法人登録の場合の
み⇨所在地および定置場を確認できるもの（受け取
り郵便物など））、⑥届け出に来る方の本人確認がで
きるもの（運転免許証など）
■譲渡・転出・廃棄などをする場合
ナンバープレートの返還手続きをしてください。

〔必要なもの〕　①標識交付証明書（ナンバープレート
と一緒に渡したもの）、②ナンバープレート、③所
有者の印鑑、④届け出に来る方の本人確認ができる
もの（運転免許証など）
※転出・転居するときや他人に譲渡したとき、既に車
体がないとき、廃棄するとき、ナンバープレートを
紛失したときなどは、必ず届け出してください。
※届出者が代理人の場合は委任状が必要です。ただし、
代理人が販売業者または所有者と同居の家族の場合
は省略できます。
※詳しくは、お問い合わせください。

検査・登録・名義変更・住所変更・廃車などをする
場合は、下記にお問い合わせください。
■自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
　東京運輸支局足立自動車検査登録事務所
〒121-0062　足立区南花畑５-12-1
☎050-5540-2031
■軽自動車の三輪車・四輪車
　軽自動車検査協会東京主管事務所足立支所
〒120-0047　足立区宮城1-24-20　
☎050-3816-3102

区役所区民課・各事務所（➡P25）の庶務係
区役所区民課・各事務所の庶務係へ申請してくださ
い。
〔必要なもの〕　①自動車検査証・新規登録用謄本など
使用権（または所有権）を実証できる書類、②自動
車損害賠償責任保険証明書の原本、③申請に来る方
の本人確認ができるもの（運転免許証など）

〔手数料〕１件750円
※詳しくは、お問い合わせください。

課税・納税証明書をとるには

原動機付自転車・小型特殊自動車の
ナンバープレートは

足立ナンバーの自動車・二輪車・軽自動車の
届け出については

自動車の仮ナンバーは
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届書と添付書類は各１通ずつ必要です。下表の戸籍関係諸届の届け出地・注意事項などは、一般的な内容を記
載しています。戸籍の全部事項証明書（謄本）・個人事項証明書（抄本）は、本籍のある区市町村へ請求してく
ださい。

戸籍関係諸届一覧
区役所区民課・各事務所（➡P25）の戸籍住民係

名称 届け出期間など 届け出地 届け出人 添付書類・注意事項　（江戸川区に提出する場合）

出
生
届

生まれた日から14
日以内（国外で生
まれたときは３カ
月以内）

▷子の本籍地
▷届け出人の住所地
▷出産をした場所の
　いずれかの区市町村

①父または母、もし
くは父母、②同居者、
③出産に立ち会った
医師、④助産師の順
序

添付書類　�出生証明書（医師が出生届の出生証明書欄に記入・
押印したもの）、母子健康手帳（区市町村の窓口で
交付）

印　　鑑　届け出人の印
※�子の名に用いる文字は、平

ひら

仮
が

名
な

・片
かた

仮
か

名
な

・常用漢字および人
名用漢字です。

養
子
縁
組
届

届け出した日から
法律上の効力が発
生します

◎�届け出の際には
身分証明書の提
示をお願いして
います。官公署
発行の証明書
（運転免許証・
パスポートなど
顔写真付きのも
の）をお持ちく
ださい。なお、
身分証明書がな
い場合でも届け
出はできますの
で、窓口で申し
出てください。

▷養親または養子の本
籍地

▷届け出人の住所地の
　いずれかの区市町村

養親、養子または代
諾権者
（証人が２人必要）

添付書類　�養親・養子の本籍が江戸川区にないときは、それぞ
れの戸籍謄本

印　　鑑　�届け出人の印
※�未成年者を養子とする場合または後見人が被後見人を養子と
するときは、家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本を添付。

養
子
離
縁
届

養親、養子または離
縁協議者
（証人が２人必要）

添付書類　�江戸川区に本籍および復籍する戸籍がないときは、
それぞれの戸籍謄本

印　　鑑　届け出人の印
※�死亡養親および養子死亡後に離縁をするときは、家庭裁判所
の許可書・確定証明書を添付。

婚
姻
届

夫または妻の
▷本籍地
▷住所地の
　�いずれかの区市町村

夫、妻
（証人が２人必要）

添付書類　�本籍が江戸川区にないときは、夫・妻それぞれの戸
籍謄本

印　　鑑　夫婦（一方は旧姓）の印
※未成年の方は父母の同意が必要です。

離
婚
届

添付書類　本籍が江戸川区にないときは、戸籍謄本
印　　鑑　夫婦の印
※1．�夫婦間の未成年の子については親権者を定めること。
　2．�裁判または調停離婚の場合には、裁判確定または調停後

10日以内に裁判判決の謄本・確定証明書、または調停書
の謄本を添付。

入
籍
届

入籍者の本籍地または
届け出人の住所地の区
市町村

入籍者（15歳未満の
場合は法定代理人）

添付書類　1．�江戸川区に本籍および入籍する戸籍がないとき
は、それぞれの戸籍謄本

　　　　　2．�父または母と氏を異にする子が、父または母の
氏を称しようとする場合は、家庭裁判所の氏の
変更許可の審判書の謄本

印　　鑑　届け出人の印

転
籍
届

届け出人の本籍地・住
所地・新しい本籍地の
いずれかの区市町村

戸籍の筆頭者とその
配偶者

添付書類　�江戸川区に他の区市町村から転籍する場合および江
戸川区から他の区市町村へ転籍する場合は、戸籍謄
本

印　　鑑　届け出人の印

死
亡
届

死亡を知った日か
ら７日以内（国外
で死亡したときは
３カ月以内）

▷死亡者の本籍地
▷届け出人の住所地
▷死亡した場所の
　�いずれかの区市町村

死亡者の親族、同居者、
家主、地主、家屋管理
人、土地管理人、後見
人、保佐人、補助人、
任意後見人のいずれ
か

添付書類　�死亡診断書（医師が死亡届の死亡診断書欄に記入・
押印したもの）

※�後見人、保佐人、任意後見人が届け出する場合は、その資格
を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本。

印　　鑑　�届け出人の印
※�死体（埋）火葬許可申請は、死亡届と同時に行ってくださ
い。
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