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▶郵便で請求できるものもあります。詳しくは北区役所市民保険年金課（☎086-803-1121）へお問い合わせください。
※窓口によっては一部取り扱いできない証明書があります。詳しくはお問い合わせください。
（※1）倉敷市、玉野市本籍のものも取得可能

◆一部の郵便局や公民館などでも証明書を取ることができます

種　類 手 数 料 必要なもの
戸籍全部事項証明書（謄本）（※1） 450円／通

請求者が窓口に来るときは、請求者の本人確認書類
 代理人が窓口に来るときは、本人直筆の委任状と代
理人の本人確認書類
第三者が請求者となる場合は正当な請求理由が必要

※根拠資料の提示をお願いすることがあります。

戸籍個人事項証明書（抄本）（※1） 450円／通
除籍全部事項証明書（謄本）（※1） 750円／通
除籍個人事項証明書（抄本）（※1） 750円／通
改製原戸籍（謄本・抄本）（※1） 750円／通
戸籍附票の写し（※1） 300円／通
戸籍届出の受理証明（上質紙の場合） 350円／通（1,400円／通）
住民票の写し 300円／通
住民票記載事項証明 300円／通
身分証明書（本人のみ請求可） 300円／通
住居表示の証明書 無  料
印鑑登録証明書 300円／通 印鑑登録証　 窓口に来る人の本人確認書類

※取扱業務や時間などが異なるところがありますので、事前にご確認ください。

窓　口 住　所 電話番号
岡山北方郵便局 北区北方一丁目4-3 ☎086-224-2353
岡山中仙道郵便局 北区中仙道55-105 ☎086-241-6857
高島公民館 中区国府市場99-5 ☎086-275-1341
西大寺益野郵便局 東区可知四丁目4-2 ☎086-942-4140

西大寺金岡郵便局 東区金岡東町二丁目
15-38 ☎086-942-7771

芳田公民館 南区西市96-1 ☎086-245-0688

窓　口 住　所 電話番号
小串郵便局 南区小串2441-1 ☎086-269-2000
牧石郵便局 北区玉柏1894-2 ☎086-228-1644
牟佐郵便局 北区牟佐985-2 ☎086-229-2000
奥田郵便局 北区奥田本町25-24 ☎086-232-0087
五城郵便局 北区御津新庄1565-2 ☎086-724-0400
宇甘西郵便局 北区御津紙工2566-8 ☎086-726-0200
御津野々口郵便局 北区御津野々口1135-8 ☎086-724-0600

住民票、印鑑証明などの証明書が必要なときは
取扱窓口 �各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター・市民サービスセンター・市民サービスコーナー・

連絡所（44～51ページ参照）

届出と証明
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59岡山市役所代表 086-803-1000

北区 P44 中区 P46 東区 P48 南区 P50各区問合せ先

種　類 期　間 必要なもの

転入届 転入した日から14日以内

 前住所地の市区町村が発行した転出証明書（マイナンバーカードを利用し
て転出手続きをした場合は不要）
国民年金手帳（加入者のみ）
前住所地の市区町村が発行した介護保険受給資格証明書（受給者のみ）
 前住所地（県外）の市区町村が発行した後期高齢者医療負担区分証明書（加
入者のみ）
窓口に来る届出人の本人確認書類

転居届 転居した日から14日以内 国民健康保険被保険者証（加入者のみ）
窓口に来る届出人の本人確認書類

転出届 転出する日までに前もって
国民健康保険被保険者証（加入者のみ）
窓口に来る届出人の本人確認書類 

※転出証明書を発行します（無料）。

世帯変更届 変更した日から14日以内 国民健康保険被保険者証（加入者のみ）
窓口に来る届出人の本人確認書類

※�いずれの届け出も、本人と同じ世帯の世帯員以外の人が来る場合は、本人直筆の委任状が必要です。
※�マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの人は、必ず届け出の時にお持ちください。

※上記のほかに離婚届、養子縁組届、転籍届、認知届、養子離縁届、入籍届、分籍届、氏名の変更届などがあります。
※閉庁時も各区役所では、宿日直で受け付けています。
※�戸籍の記載は、本籍を管轄する区役所で行います。急いで戸籍証明が必要な場合は、本籍区の窓口へ届けを出してください。

種　類 期　間 届出場所 必要なもの

出生届 子どもが生まれた日を
含めて14日以内

出生地、届出人の居住地、
父母の本籍地のいずれか
の市区町村

出生証明書　 親子手帳　 届出人の印鑑
国民健康保険被保険者証（加入者のみ）

死亡届
妊娠4か月以上の
死産は死産届

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
の居住地、死亡地のいず
れかの市区町村

死亡診断書　 届出人の印鑑
国民健康保険被保険者証（加入者のみ）

婚姻届 任  意 夫か妻の本籍地か居住地
のいずれかの市区町村

 夫と妻の戸籍全部事項証明書または戸籍謄本1通  
（岡山市・倉敷市・玉野市が本籍地の人は不要）
2人の印鑑（一方は旧姓のもの）
届出書に成年の証人2人の署名・押印が必要
未成年者のときは父母の同意書
窓口に来る届出人の本人確認書類
国民健康保険被保険者証（加入者のみ）

戸籍の届出
取扱窓口 各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター・市民サービスセンター（44～51ページ参照）

転入・転出などの住民異動の届出
取扱窓口 各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター・市民サービスセンター（44～51ページ参照）

本人確認書類の提示にご協力をお願いします
　岡山市では、なりすましによる不正な証明書の取得を防止し、個人情報を保護するために、戸籍謄抄本、住民票
の写し、印鑑登録証明書などの各種証明書の交付申請や住民異動届などの際に、窓口に来た人の本人確認を行っ
ています。本人確認ができる以下の書類の提示にご協力ください。
本人確認の確認書類
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　 各種健康保険被保険者証
介護保険被保険者証　 各種年金手帳　 官公署発行の職員証など

◆郵便などによる請求
　詳しくは、北区役所市民保険年金課（☎086-803-1121）へお問い合わせください。
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◆外国人住民の人は前ページの「必要なもの」に加えて、以下の書類も必要です。
種　類 期　間 必要なもの

転入届、入国届、
転居届

転入、転居した日から14
日以内
入国後、住居地を定めた
日から14日以内

 在留カードまたは特別永住者証明書（みなし特別永住者証明書として使用
可能な外国人登録証明書を含む）
在留カードが未発行の新規入国者の人は有効なパスポート
世帯主以外の場合は世帯主との続柄を証する文書（原本）およびその訳文

世帯変更届 変更した日から14日以内 世帯主以外の場合は世帯主との続柄を証する文書（原本）およびその訳文
新たに中長期在留者
になったとき

在留資格の変更等が許可
された日から14日以内

在留カード
世帯主以外の場合は世帯主との続柄を証する文書（原本）およびその訳文

特別永住者証明書の
再交付

盗難や紛失に気付いてか
ら14日以内

有効なパスポート　 警察などへ届け出たことを証する文書
写真1枚（縦4㎝×横3㎝）

特別永住者証明書の
有効期間の更新

有効期限が切れる2カ月
前から

有効なパスポート
 特別永住者証明書（みなし特別永住者証明書として使用可能な外国人登録
証明書を含む）
写真1枚（縦4㎝×横3㎝）

※届け出を怠った場合、罰金や在留資格の取り消しなどの罰則があります。

※�官公署の発行した顔写真付きの有効な書類の原本（運転免許証やパスポートなど）があれば、申請日に登録証や登録証明書の交
付ができます。上記の書類がないとき、代理人が申請したときは、本人あてに照会回答書を送付しますので、それを30日以内に
登録申請をした窓口に持参してください（代理のときは回答書内に代理人指定をしてください）。
※本人が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録は廃止されます。

種　類 必要なもの

新規登録

印鑑（以下のような印鑑は登録できません）
　・住民票に記載してある「氏」「名」の文字で表していないもの　・氏名以外の事柄があるもの
　・印影の大きさが1辺7㎜の正方形に収まるもの、または1辺25㎜の正方形に収まらないもの
　・ゴム印などの変形しやすいもの
窓口に来る人の本人確認書類　 代理人の場合は本人直筆の委任状

再交付
登録証が汚損または
き損した場合

登録印鑑　 印鑑登録証　 窓口に来る人の本人確認書類
代理人の場合は本人直筆の委任状

廃　止 廃止する印鑑登録証（紛失の場合は除く）　 窓口に来る人の本人確認書類
代理人の場合は本人直筆の委任状

印鑑登録
取扱窓口 各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター・市民サービスセンター（44～51ページ参照）

緊急性はないけど、家族を病院
に連れて行きたいのですが・・

よくある質問

患者等搬送事業者や介護タク
シーなどをご利用ください。

また、救急課ホームページでも岡山
市消防局認定の事業者を紹介してい
ますので、参考にしてください。

・患者等搬送事業者認定一覧リンク
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61岡山市役所代表 086-803-1000

北区 P44 中区 P46 東区 P48 南区 P50各区問合せ先

　天満屋地下街市民サービスコーナーでは、毎週土・日曜
に開庁し、以下の証明書の交付を行っています。交付対象
者、取扱時間など、平日とは一部異なりますので、詳しくは
同コーナー（☎086-226-8288）へお問い合わせください。
住民票の写し／住民票記載事項証明書（市規定の用紙
に証明する場合のみ）／印鑑登録証明書／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）
／戸籍附票の写し
※�年末・年始（12月29日～1月3日）、システムメンテナ
ンス時は休止または閉庁します。

土・日曜の証明書交付

申請・交付場所 電話番号
パスポート市民サービスコーナー
北区奉還町二丁目2-1�岡山国際交流センター地下1階 ☎086-256-5000
中区役所市民保険年金課 ☎086-901-1616
東区役所市民保険年金課 ☎086-944-5018
南区役所市民保険年金課 ☎086-902-3516
建部支所総務民生課 ☎086-722-1112
瀬戸支所総務民生課 ☎086-952-1112

パスポートの申請・交付

設置場所 稼働時間
北区役所市民保険年金課前 月〜金曜（祝日は除く）

8時30分〜17時15分南区役所1階西玄関口
中区役所1階玄関口 毎日8時30分〜20時東区役所1階玄関口
岡山ふれあいセンター

毎日（第3土曜は除く）
9時〜20時北ふれあいセンター

南ふれあいセンター
天満屋地下街市民サービスコーナー 毎日9時〜20時シネマタウン岡南市民サービスコーナー

京山公民館
月・火曜、木〜日曜
9時30分〜20時
（日曜は17時まで）

　「住民票の写し」と「印鑑登録証明書」を発行できる
「証明書自動交付機」が、次の場所で利用できます。利用
には、事前に利用登録をした専用カード（印鑑登録カー
ドまたは住民基本台帳カード）が必要です。

証明書自動交付機が便利です
取扱窓口 各区役所市民保険年金課（44～51ページ参照）

その他の各種業務

※�埋火葬するときは、「埋火葬許可証」が必要です。許可証は死
亡届の手続き終了後に交付します。
※�犬や猫を火葬するときは、「市営火葬場使用許可証」が必要
です。事前に交付を受けてください。

東山斎場 西大寺斎場 東山斎場 西大寺斎場
死亡者が岡山市内 死亡者が岡山市外�

大　人 10,000円 6,000円 45,000円 35,000円 
小人

（12歳以下）   8,000円 4,000円  33,000円 23,000円 
申請者（本人）が
岡山市内

申請者（本人）が
岡山市外

死胎・汚物・
身体の一部 5,000円 2,000円 21,000円  12,000円

申請者が岡山市内 申請者が岡山市外�
犬
猫�
収骨必要� 13,000円  32,000円
収骨不要�   9,000円  28,000円

市営火葬場使用料
取扱窓口 �各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター・

市民サービスセンター（44～51ページ参照）

　車検を受けに行くときなどに必要な仮ナンバーの申
請を受け付けます。

必要なもの
車検証など車台番号の記載された書類の原本
有効な自動車損害賠償責任保険証明書の原本
運転免許証など本人確認ができる書類

運行できる期間 原則として県内3日間以内、県外5日間以内
手数料 750円／件

自動車臨時運行の許可
取扱窓口 �各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター・

市民サービスセンター（44～51ページ参照）

※�年末・年始（12月29日～1月3日）、システムメンテナンス時
は休止します。

住民票の写しなどがコンビニエン
スストアなどで取得できます

　全国のコンビニエンスストアなどで住民票の写しな
どを取得できます。
サービス提供時間
　6時30分〜23時（12月29日〜1月3日、システムメン
テナンス時を除く）
利用可能な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、イオ
ン、山陽マルナカなどのマルチコピー機が設置されて
いる店舗
取得可能な証明書
　住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍（全部・個人）事
項証明書、戸籍附票の写し
※�戸籍関係の証明書は、岡山市内に本籍がある人のみ
です。
※�証明書自動交付機、コンビニ交付では、住民票にマイ
ナンバー（個人番号）の記載はできません。
利用カード
　マイナンバーカード、住民基本台帳カード
※�住民基本台帳カードは、証明書自動交付機の利用登
録をしているカードのみ利用可能。� �
なお、新たに利用登録をすることはできません。
※�戸籍関係の証明書が交付できるのは、マイナンバー
カードのみです。
証明発行手数料
　窓口より100円安く取得できます。

届出先 区政推進課�☎086-803-1033
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