
戸　　　　印　　　　印登　　　　附　　　　身　　　　外　　　　カード
転入　　 転居　　 転出　　　  世変　　 婚　　    離　　　　転籍　　 出生　　　縁組

　　　　住　民　票　の　写　し
など交付申請書

　　　　　住民票記載事項証明書

 Certificate of Residence or Certificate of Items Stated in Resident Register（ＪŪＭＩＮＨＹŌ）

　　※Please provide your information in the boxes below
太ワクの中を記入してください   　　　　　　年　　　　　月　　　　　日（あて先）出雲市長

To the Mayor of Izumo City

        　　　Year         Month          Day

窓口に
来られた人

住　所 電　話　番　号
Telephone Number

Address

フリガナ 生　年　月　日 Date of Birth

Guests visiting

the service

counter

署　名

Name
年　　　　月　　　　日

Year         Month          Day

必要な人から見た続柄など
（該当に○）

　　１．本人または同一世帯員　
         Person in question or member of the same household

　　２．代理人（委任状が必要） ３．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
         Representative (Power of Attorney [POA] necessary) Other

Relation e.g. to the person

seeking certificate (circle one

that applies)

※窓口に来られた人の本人確認を行います。 We will check for ID of the customer visiting the desk.

　　受付の際に運転免許証などの身分証明書を提示してください。Please present a driver's license or other form of ID.

※「２．代理人」に該当する場合は、委任状がなければ交付することができません。A representative cannot apply without a POA.

請　求　者
(使用する人）

2.3.の場合のみ記入

住      所

Address

フリガナ
Applicant who will

use the certificate

(Fill in only for 2.3.)

氏     名

Name

必要な人
住      所 　

　同上　・　出雲市
Address Same as above　・　Izumo City

フリガナ

Applicant 氏     名 　本人　・

Name Person in question

証明の種
類

①住民票 世帯全員　　　　　通 個人　　　　　通 除票　　　　　通 手数料 handling fee

　　　　　　　　　　　　　　通

　　　　　　　　　　　　　　　　円

Certificate of

Residence
Whole household           copies Individual           copies

Certificate of

Deregistration
copies

※マイナンバー（個人番号）記載の住民票が必要な方は受付窓口にてお申し出ください
Please let the service counter staff know if you need to have your My Number printed
on the Certificate.

Types of
certificates

②記載事項証明 世帯全員　　　　　通 個人　　　　　通
Certificate of Items Stated in

Resident Register. (not

Certificate of Residence)
Whole household           copies Individual           copies

使用目的・提出先
（詳しく記入してください）

　１．運転免許証 Driver's license  　２．車の購入、廃車　Buying car, Scrapping car

　３．在留期間更新、資格変更　Renewing Period of Stay or Status of Residency　 ４．パスポート　Passport

　５．帰化申請 Applying for Naturalization　 ６．その他　Other

Purpose of use (please write in

detail)

＿　　　　　＿　　　　　＿　　　　　＿　　　　　＿　　　　　＿　　　　　＿　　　　　＿　　　　　＿　　　　　＿　　　　　＿　　　　　＿　　　　　＿　　　　　＿　　　　　＿　　　　　＿　　　　　＿　　　　　＿　　　　　＿　　　　　＿

選択項目
（表示が必要な項目に○印を

してください）

日本人(Japanese citizen) 外国人(Foreign citizen)

１．世帯主氏名、続柄
(Name of Head of Household,
Relation to Head of Household)

２．本籍、筆頭者氏名
(Permanent Residence, Head of
Family (Koseki ))

１．世帯主氏名、続柄　(Head of Household, Relation to Head of
Household)

２．国籍、地域 (Nationality)

３．在留資格、在留期間等 (Status of Residency, Period of Stay)

４．在留カードの番号 (Resident Card Number)

Optional items (circle those that

appllies)

その他の証明 　住民票コード通知　・　閲覧　・　不在住証明　・　認可地縁団体台帳の写し

円 yen
Other certificates

 Resident Register Code Number Notice

受　付 作　票 照　合 交　付 本　人　確　認　欄

（注意）偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、罰金に処せられます。(NOTICE) Applicants who provide false information will be fined and/or penalized.

免許証　 ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ　 住基ｶｰﾄﾞ(写真付) 　 パスポート　 在留ｶｰﾄﾞ　 保険証　 社員証

他（　　　　　　　　　　　　　　　）　　聞取り（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

×300円

英語


