
大切な「命」と「財産」を守る！
～住宅用火災警報器設置基準～

取り付けなければならない場所�「寝室」「階段」

取り付けることが望ましい場所�「台所」「全ての居室」

台所など普段から煙や蒸気の出やすい場所には「熱式」をお勧めします。

※住宅用火災警報器の設置は豊岡市火災予防条例で義務化されています。
〈日常の点検〉
　　正常に作動するか1カ月に1回以上点検しましょう。
　　�点検方法はボタンを押すか、ひもを引いて「正常です」もしくは「ピッ

ピッ」という音を確認してください。
〈手入れ〉
　　�警報器にホコリや汚れなどが着くと、誤った警報や火災を感知しにく

くなる場合があるので定期的に清掃してください。
〈おかしいなと思ったら〉
　　�警報以外の音や音声でのお知らせは、メーカーにより異なりますので、

説明書を確認してください。なお、電池切れの場合は本体の更新をして
ください。本体を更新される場合は一つの警報器が作動すると、他の警
報器も一斉に作動してお知らせする「連動型」をお勧めします。

交通安全� 生活環境課　☎21-9122

　兵庫県では、但馬県民局内に交通事故相談所を設置
して、専門の交通事故相談員による交通事故の相談に
応じています。
　交通事故に伴う話し合い（示談交渉）の進め方、損害
賠償や保険請求手続きなどで、分からないことや困っ
ていることについて、無料で相談に応じています。
　　毎週　水曜日　午前9時～正午　午後1時～4時
※�やむを得ず開設できない場合がありますので、事前
に電話で問い合わせてください。

〈問合せ〉
　兵庫県交通事故相談所豊岡支所
　豊岡市幸町7-11　兵庫県豊岡総合庁舎1階
　☎23-8008（直）

交通事故相談 交通災害共済
　1人年額500円の共済掛金で交通事故による通院3
日以上の傷害に4万円、通院7日以上の傷害に5万円の
見舞金が支払われ、通院・入院の日数により加算され
ます（死亡の場合は、最大100万円）。
〈加入資格〉
　①�豊岡市に住んでいる方
　②�豊岡市内在勤または在学の方
〈申込方法〉
　�　生活環境課または各振興局窓口で受け付けてい
ます。

〈共済見舞金の請求に必要な書類〉
　①見舞金請求書（所定の様式があります）
　②�交通事故証明書または交通事故申立書（警察に届

出をしなかった場合）
　③診断書または通院証明書
　④加入者証（会員証）
　⑤�車両を運転または同乗していた場合は、運転者の

運転免許証の写し
　⑥�見舞金を振り込む金融機関の通帳の写し（表紙を

開いたページ）
　※�その他、事故の状況によって、その他の書類が必

要な場合があります。
〈見舞金請求の期間〉
　事故発生の翌日から2年間
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各種届出・登録
届出期間・届出地・必要なものなど
戸籍に関する主な届出� 市民課　☎21-9015（各振興局市民福祉課）

　戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録して公に証明する公文書です。
　届出は、市民課または各振興局市民福祉課のいずれでもできます。また、戸籍の届出に関しては、執務時間外で
もそれぞれの宿直室で受け付けます。
届出の種類 届出の期間 届出地 届出人 届出に必要なもの

出生届 生まれた日から14日以内
◦出生地
◦本籍地
◦届出人の所在地

父または母
◦出生届書（出生証明書含む）
◦届出人の印鑑
◦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
◦死亡地
◦死亡者の本籍地
◦届出人の所在地

死亡者の同居の親族
その他の親族
同居者・家主・地主など

◦死亡届書（死亡診断書）
◦届出人の印鑑

婚姻届 届出の日から効力が生じます 夫または妻の本籍地か
所在地 夫と妻

◦婚姻届書
◦届出人の印鑑（一方は旧姓）
◦�戸籍全部事項証明または戸籍謄本（本籍が
豊岡市以外の方）
◦未成年者のときは父母の同意書
※届書には成人の証人2人の署名と押印

離婚届

協議離婚
　�届出の日から効力が生じます

届出人の本籍地か所
在地 夫と妻

◦離婚届書
◦届出人の印鑑（双方別々のもの）
◦�戸籍全部事項証明または戸籍謄本（本籍が
豊岡市以外の方）
※届書には成人の証人2人の署名と押印

裁判離婚
　調停成立・裁判確定してから
　10日以内

届出人の本籍地か所
在地

裁判の申立人
または原告

◦離婚届書　　◦届出人の印鑑
◦�戸籍全部事項証明または戸籍謄本（本籍が
豊岡市以外の方）
◦調停離婚の場合は調停調書
◦�裁判離婚の場合は審判書または判決の謄本
および確定証明書

転籍届 届出の日から効力が生じます
◦現在の本籍地
◦届出人の所在地
◦転籍地

戸籍の筆頭者と
その配偶者

◦転籍届書
◦�戸籍全部事項証明または戸籍謄本（豊岡市
内での転籍は不要）
◦印鑑（筆頭者、配偶者双方別々のもの）

その他の届 上記の届出の他に、認知届、養子縁組届、養子離縁届、離婚の際称していた氏を称する届、入籍届、不受理申出、不受理取下げなどの届出
があります。

※�戸籍に関する届出のうち、認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、不受理申出、不受理取下げについては、来庁した
方の本人確認をしますので、運転免許証などの身分証明書をお持ちください。詳細は「本人確認について」（P.67）をご覧くだ
さい。
※�届出に関連して、国民健康保険や国民年金など、他の手続きが必要な場合があります。詳細は、問い合わせてください。
※届出で、氏が変わる方は、通知カードまたはマイナンバーカード（個人番号カード）を持参してください。

届出期間・届出地・必要なものなど
住居表示� 市民課　☎21-9015

　住居表示実施区域内で家を新築・改築・解体等するときは、届出が必要に
なります。
住居表示実施区域
　【豊岡地域市街地】
　�若松町、加広町、幸町、小田井町、元町、泉町、寿町、大手町、千代田町、中央町、
立野町、京町、山王町、三坂町、桜町、城南町、大磯町、塩津町、弥栄町、昭和町
申請窓口
　市民課市民係
申請に必要なもの
　新築の場合
　　◦建物等新築届　　◦付近見取り図　　◦建物平面図
　改築・解体等の場合
　　◦住居番号変更等の申出書　　◦付近見取り図　　◦建物平面図
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　住民登録とは、居住関係を証明するもので、選挙、国民健康保険、国民年金、介護保険、印鑑登録などの基礎とな
る大切なものです。住民登録をすることで、適切な市民サービスを受けることができます。
　届出は、市民課または各振興局市民福祉課のいずれでもできます。

届出の種類 届出期間 届出人 届出に必要なもの

転入届 豊岡市に引っ越してきたとき 住み始めた日から14日以内

本人または
世帯主

◦転出証明書
◦�通知カードまたはマイナンバーカード（個
人番号カード）
◦印鑑
◦�在留カード、特別永住者証明書（外国人の
方のみ）

転居届 市内で住所変更したとき 住み始めた日から14日以内

◦印鑑
◦�通知カードまたはマイナンバーカード（個
人番号カード）
◦�国民健康保険証など市が発行している被
保険者証、受給者証
◦�在留カード、特別永住者証明書（外国人の
方のみ）

転出届 市外に引っ越すとき 転出する日まで

◦印鑑
◦�国民健康保険証など市が発行している被
保険者証、受給者証
◦�通知カードまたはマイナンバーカード（個
人番号カード）（国外へ転出する方）

世帯主変更 世帯主に変更があったとき
変更があった日から14日以内

現在の世帯主
または

変更後の世帯主

◦印鑑
◦�国民健康保険証など市が発行している被
保険者証、受給者証

世帯分離 世帯を二つの世帯に分けるとき
世帯合併 二つの世帯を一つにするとき

※受付時に届出人の本人確認をしますので、運転免許証などの身分証明書を持参してください。
　詳細は「本人確認について」（P.67）をご覧ください。
転出証明書について
　豊岡市から転出して他の市区町村に転入する際には、転出証明書がないと他の市区町村で転入届ができません。
　転出証明書は、転出届の手続きが終了したらお渡しします。
　※すでに転出していて、豊岡市の窓口に行けない場合は、郵便で転出証明書の発行を請求することができます。

住民登録に関する主な届出� 市民課　☎21-9015（各振興局市民福祉課）

届出期間・届出地・必要なものなど

　戸籍全部・個人事項証明書（戸籍謄本・抄本）や住民票の写しなどが必要なときは、市民課または各振興局市民福
祉課に請求してください。
　請求の際に、請求者の本人確認をしますので、運転免許証などの身分証明書を持参してください。
　詳細は「本人確認について」（P.67）をご覧ください。
【戸籍・住民登録に関する主な証明書一覧】

種類 手数料 交付請求できる方
戸籍全部・個人事項証明書（戸籍謄本・抄本） 1通　450円 本人および本人と同一の戸籍に記載のある方、またその配偶者・直系尊属

（父・母・祖父母等）・直系卑属（子・孫等）
＊代理の方は、委任状が必要です。

除籍全部・個人事項証明書（除籍謄本・抄本） 1通　750円
戸籍の附票の写し（全部・一部） 1通　300円
住民票の写し（全部・一部） 1通　300円 本人または同一世帯の方

＊代理の方は、委任状が必要です。住民票記載事項証明書（全部・一部） 1通　300円

＊�本人以外が請求する場合で、請求対象者のプライバシー等を保護する必要がある場合には交付しないことがあります。
＊戸籍・住民登録に関する各種証明書は、郵便でも請求することができます。

戸籍・住民登録に関する証明� 市民課　☎21-9015（各振興局市民福祉課）

手数料・交付手続きなど

本人通知について
　戸籍全部・個人事項証明書（戸籍謄本・抄本）や住民票の写しなどの証明書を代理人や第三者に交付した場合に、
事前に登録した方に対して、証明書を交付したことをお知らせする、豊岡市本人通知制度を実施しています。
　詳しくは、市民課または各振興局市民福祉課に問い合わせてください。
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　休日は窓口業務を行っていませんが、一部の証明書等について、事前に電話で連絡をいただいた場合に限り、本
庁舎または各地域の庁舎の宿直室で交付します。
電話予約受付時間 開庁日の執務時間内

交付できる証明書等
①住民票の写し（除票を含む）
②住民票記載事項証明書
③戸籍の附票
④印鑑登録証明書

予約・受領できる方
①②④本人・同一世帯員
③本人・配偶者・直系血族
＊�予約の際に、受領者を指定してください。

受領時に必要なもの
◦受領者の印鑑
◦交付手数料
◦本人確認資料（運転免許証�等）
◦�印鑑登録証（印鑑登録証明書の場合のみ）

交付時間 休日の午前9時から午後4時30分
交付場所 本庁舎または各地域の庁舎の宿直室

　なりすましによる虚偽の届出や各種証明書の不正取得を防止するため、戸籍・住民登録に関する各種届出およ
び各種証明書の交付請求をする場合には、本人確認をします。
　皆さんの大切な個人情報を守るため、理解と協力をお願いします。
　次のものから1種類を提示いただくことで、本人であることを確認します。

本人確認資料
運転免許証、マイナンバーカード（個人番号カード）、住民基本台帳カード（写真あり）または旅券（パスポート）、船員手帳、身
体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、その他官公署が発行した免許証または資格証明書などで顔写真が
貼付されたもの

A 各種健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、各種医療受給者証、年金手帳、各種年金証書、基礎年金番号通知
書、住民基本台帳カード（写真なし）、その他官公署が発行した免許証または資格証明書で写真が貼付されていないもの

B 社員証、学生証　など

　上記の証明書等を持っていない方は、Aから2種類またはA＋Bで2種類を提示してください。

　印鑑登録は、個人の印鑑を公に証明するためのものです。1人に一つの印鑑のみ登録できます。
　登録した印鑑や印鑑登録証は他人に預けず自分で大切に保管してください。
　印鑑登録および印鑑登録証明書の交付は、市民課または各振興局市民福祉課のいずれでもできます。
【印鑑登録について】
　◦�印鑑登録のできる方…豊岡市に住民登録をしている15歳以上の方（成年被後見人等を除く）
　◦�登録できない印鑑…朱肉を使わない印鑑や印鑑の文字、大きさ、形によっては登録できない場合があります

ので、注意してください。
申請者 申請に必要なもの・手続き 印鑑登録証の交付

本人

○印鑑登録申請書（窓口にあります）　　○登録したい印鑑
○官公署が発行した顔写真付の身分証明書
　�〔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（個人番号カード）、在留カー
ド、特別永住者証明書　など〕

即日交付できます。

※�官公署が発行した顔写真付の身分証明書がない場合、申請後に市から自宅に照会書を郵送します
ので、本人が回答書に署名・押印して、もう一度窓口にお越しいただき、登録することになります。

即日交付できません。
照会書を郵送するため、申請から
登録までに数日かかります。代理人

○印鑑登録申請書（窓口にあります）　　○登録したい印鑑　　○代理権授与通知書
○代理人の身分証明書　　　　　　　　○代理人の印鑑
※�申請後に市から本人宛に照会書を郵送しますので、本人が回答書に署名・押印して、もう一度指定
の代理人に窓口にお越しいただき、登録することになります。

【印鑑登録の廃止】
　印鑑登録証や登録した印鑑を紛失したときや、登録
した印鑑を変更するときには、印鑑登録の廃止申請の
手続きをしてください。申請時に本人確認をしますの
で、身分証明書（運転免許証、健康保険証等）を持参し
てください。
【印鑑登録に関する手数料】

【印鑑登録証明書の交付】
　印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印
鑑登録証を必ず持参してください。印鑑登録証がなけ
れば交付できません。また、代理人に交付を依頼する
ときは印鑑登録証を持参させてください。その際、委
任状は必要ありません。
　なお、申請者の本人確認をしますので、身分証明書
（運転免許証、健康保険証等）を持参してください。種類 手数料

印　鑑　登　録 1件　300円
印鑑登録証明書 1通　300円

印鑑登録� 市民課　☎21-9015（各振興局市民福祉課）

休日の証明書等の交付

戸籍・住民異動などの際の本人確認について

申請方法など
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