
印鑑登録の手続き
■登録資格
　本町に住民票がある 15歳以上の方（成年被後見人を除く）
■申請に必要なもの
①登録する印鑑
②本人確認できる書類
　�顔写真がある公的身分証明書１点（運転免許証、パスポー
ト、個人番号カード等）又は当町印鑑登録者による保証書
と顔写真のない公的身分証明書（健康保険証、年金手帳、
介護保険被保険者証等）
③代理人による申請の場合は委任状
　申請後、本人確認のための「照会書」を自宅に郵送します。
●登録できない印鑑
•氏名以外のものを表しているもの
•変形しやすいもの（ゴム印等）
•�印影の大きさが一辺の長さ８mmの正方形に収まるもの
又は一辺の長さ 25mmの正方形に収まらないもの

お問い合わせ先：�静内庁舎�生活環境課　☎ 49-0290� �
三石庁舎�地域振興課　☎ 33-2112

個人番号カードの手続き
■申請資格
　本町に住民票がある方
■申請方法
　申請書に電話番号や署名などを記入し、顔写真を貼って郵
送（その他スマートフォンやパソコンからも申請できます）。
申請書は通知カードが送付された際に同封されたものを使用
していただくか、役場窓口で発行されたものをご使用くださ
い。顔写真は縦 4.5cm×横 3.5cmのサイズで６か月以内
に撮影されたもの（無帽、正面、無背景）を貼ってください。
■受取方法
　カードができたらハガキでお知らせしますので、ご本人が
役場窓口でお受け取りください。
■受取に必要なもの
①交付通知書（ハガキ）
②通知カード
③本人確認ができる書類
　�顔写真がある公的身分証明書１点（運転免許証、パスポー
ト等）又は顔写真のない身分証明書２点
④住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
※�通知カード及び住民基本台帳カードは、交付時に回収いた
します。

パスポートの手続き
■申請資格
　本町に住民票がある方
■申請に必要なもの（新規申請の場合）
①一般旅券発給申請書
②戸籍謄本又は戸籍抄本
③パスポート用写真
④本人確認のための書類
⑤印鑑
⑥前回発給された旅券（お持ちの方のみ）
※切替申請の場合、戸籍の提出が省略できる場合もあります。
※本町に住民票がある人の申請、受付は役場が窓口となります。
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各種証明・住民異動届・戸籍届・印鑑登録・個人番号カード
■住民票の写しや戸籍謄本などの請求、住民異動届や戸籍届出のときに本人確認書類が必要です
　各証明書の交付請求や住民異動届、戸籍の届出において、第三者が本人になりすます等の虚偽請求・届出を防止するために、
下記の手続きの際に本人確認書類の提示をお願いしています。
●本人確認に必要なもの
　運転免許証、パスポート、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、その他官公署が発行した顔写真付きの免許証・
資格証又は身分証明書など

証明書の種類と手数料

届出の種類
こんなときは 届出の種類 いつまで もってくるもの

転出するとき 転出届 転出する日の 14日前から
転出する日まで

●国民健康保険証・後期高齢者被保険者証・国民年金手帳・介
護保険被保険者証（加入者のみ）
●乳幼児等・ひとり親家庭等・重度心身障がい者医療費受給者
証（助成対象者のみ）　　
●個人番号カード

転入するとき 転入届 転入してから 14日以内
●前住所地で交付された転出証明書　　　　　　　　
●国民年金手帳（加入者のみ）　
●個人番号カード

町内で転居したとき 転居届 転居してから 14日以内 ●国民健康保険証・後期高齢者被保険者証・国民年金手帳・介
護保険被保険者証（加入者のみ）　
●乳幼児等・ひとり親家庭等・重度心身障がい者医療費受給者
証（助成対象者のみ）
●個人番号カード

世帯分離又は
合併したとき 世帯変更届 届出により変更

子どもが生まれたとき 出生届 出生の日から 14日以内 ●印鑑●出生証明書（出生届書）●母子健康手帳

亡くなったとき 死亡届 死亡の事実を知った日から
７日以内

●印鑑●死亡診断書（死亡届書）　
●国民健康保険証・後期高齢者被保険者証・国民年金手帳・介
護保険被保険者証（加入者のみ）
●乳幼児等・ひとり親家庭等・重度心身障がい者医療費受給者
証（助成対象者のみ）　　　　　　　　　　　　　　　　
●個人番号カード

種類 単位 手数料
戸籍謄本・抄本 １通 450 円
除籍謄本・抄本 １通 750 円
改製原戸籍謄本・抄本 １通 750 円
戸籍記載事項証明書 １件 350 円
除籍記載事項証明書 １件 450 円
届書の受理証明書 １通 350 円
上質紙を用いた受理証明書 １通 1,400 円
戸籍附票 １通 　360 円

種類 単位 手数料
住民票 １通 360 円
住民票記載事項証明書 １通 360 円
印鑑登録証明書 １通 360 円
印鑑登録証の交付 １件 360 円
身分証明書 １通 360 円
租税公課に関する証明（所得
証明・課税証明・納税証明など）

１年度
１税目につき 360 円

個人番号カードの再交付 1件 800 円

各種証明・届出
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2020年12月21日

新ひだか町暮らしの便利マガジン
8DB354H0B

008
078

インテリア葛西 御中

総合室内装飾 詳細地図④ D-1
ご家庭から、職場・店舗の内装施工をお請け致します

イ ン テリ ア 葛 西
天井・壁・床の表面（例：クロス・カーテン類・ガラスフィルム・床シート類・カーペッ
ト・浴室パネル）等の施工を請けたまわります。
■新ひだか町静内神森181-19
■TEL:0146-42-7552
■FAX:0146-42-7552

あり

011－281－4164
新ひだか町暮らしの便利マガジン

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2020年12月21日

新ひだか町暮らしの便利マガジン
8DB354H0B

010
023

有限会社カープロテクト三康 御中

一般貨物自動車運送業 全体図 A-2

有限会社カープロテクト三康
一般貨物自動車運送（北自第44号）建設土木 機械修理
産業廃棄物収集運搬業：許可番号00100180815号
■新ひだか町静内目名515
■TEL:0146-42-3167
■FAX:0146-42-3370
■定休日／日曜日 あり

011－281－4164
新ひだか町暮らしの便利マガジン

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2020年12月21日

新ひだか町暮らしの便利マガジン
8DB354H0B

009
122

有限会社山井リビング土井 御中

家電販売、修理・リフォーム 詳細地図① E-1
家電や住まいの困りごと相談店！

（有）山井リビング土井
家電や住設、リフォームまで住まいの事ならお任せを！
どんな小さな事でも電話一本ですぐ駆けつけます。
■新ひだか町静内山手町2丁目11-20
■TEL:0146-43-2930 ■FAX:0146-42-6850
■営業時間／9:00～19:00 ■定休日／日曜日
■E-mail:ribing-doi-0506@silk.plala.or.jp なし

011－281－4164
新ひだか町暮らしの便利マガジン

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2020年12月21日

新ひだか町暮らしの便利マガジン
8DB354H0B

011
086

有限会社白光ドライクリーニング 御中

くらし・サービス 詳細地図② B-1
あなたのおしゃれ度アップをサポート

（有）白光ドライクリーニング
◇取次店のご案内◇
イオン店‥0146-42-3721 高砂店‥0146-42-2474

■新ひだか町静内吉野町4丁目1-16
■TEL:0146-42-1358 ■FAX:0146-43-3877
■営業時間／7:30～19:00
■定休日／日曜日 あり

011－281－4164
新ひだか町暮らしの便利マガジン

■画像著作権：確認済
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