
Name Stamp Certificate・Residence Certificate・Family Register 

印鑑登録証明書・住民票・戸籍等交付申請書 
 

（あて先）松阪市長                      

①Informant 

窓口に来た方

（申請者） 

Address 

住所 

□Mie Ken Matsusaka Shi                        ※Also write banchi and name of your apartment 

※アパート名、部屋番号等も記入 

 

 

Phonetics  
Date of Birth 

生年月日 

大・昭・平・令・西暦 

Year   Month  Day 

年   月   日 

Name 

氏名 
 

 

②Residence Certificate 

住民票 

Whose certificate is required? 

どなたの住民票が必要ですか 

Address 

住所 

□Same as the applicant                ※also write the banchi and name of the apartment 

申請者（①）と同じ                     ※アパート名、部屋番号等も記入                   

Matsusaka shi 

Name 

氏名 

□Same as the applicant 申請者（①）と同じ 
Phonetics フリガナ 

 

 

Date of Birth 

大・昭・平・令・西暦 

      Year    Month   Day 

       年   月   日         

Your relationship with the requested 

certificate of residence? 

証明する人との関係 

□Applicant him/herself or a person in the same household 本人または同一世帯 

□Others (Kindly write in ③) その他の方（その他の方の場合は、③も記入） 

What kind of certificate do you require? 

必要な証明は 

□All members of 

the household 

世帯全員 

Pcs. 

通  

□Individual 

個人 

Pcs. 

通  

□Revision history of a 

residence record 

除票 

Pcs. 

通  

Check the information that you would 

like to be indicated in the certificate. 

記載が必要なものにチェックしてください 

For Japanese national 

日本国籍の方 

□Househead-hold・Relationship 世帯主・続柄 

□Domicile・Head of the Family 本籍・筆頭者 

For Non-Japanese 

residence 

/For foreigners 

日本国籍以外の方 

□All matters 全部 

□Househead-holder・Relationship 世帯主・続柄 

□Nationality 国籍 

□Visa related matters 在留関連情報 

□Article 30 of Republic Act no.45 法第３０条の４５ 

All members 

全ての方 

□My Number マイナンバー 

□Residence Code 住民票コード 

In the case of application by the principal, application of the resident card by the same household and application of the family register by family of the 

direct blood, filling in the following field is unnecessary. 

本人による申請、同一世帯の方による住民票の申請、直系血族のかたによる戸籍謄本等の申請の場合、下の欄の記入は、必要ありません。 

③Person who will use the certificate 

証明を使う方（請求者） 

Address 

住 所 

□Same as the applicant 申請者（①）と同じ  

□Same person written on the certificate 証明する人（②）と同じ 

□Same household member 同一世帯 

Your relationship with the requested 

certificate of residence? 

証明する人との関係 

□Applicant     □Others 

    本人           その他（     ） 

Name 

氏 名 

□Same as the applicant 申請者（①）と同じ                                            Date of Birth 

□Same person that is written on the certificate 証明する人（②・⑤）と同じ           大・昭・平・令・西暦 

Year    Month   Day 

年   月   日 

Intended use 

使用目的 

□visa □（       ）Immigration  □Report of Birth □（       ）Embassy  □Company  □School         

ビザ               出入国在留管理庁         出生の報告                       大使館           会社      学校                            

□Driver's License  □Passport  □Child Allowance  □Vehicle related matters  □Bank  □Registrations 

   運転免許証     パスポート         児童手当             車関係        銀行           登記     

□Others その他（                                                ） 

本人確認 免・旅・在カ・個・住カＢ・身障手・保(国 社 共 後 介)・年(手 証)・その他(            )・聴聞 権限確認 委任状・社員証・登記事項証明   

≪適要≫ 戸 除 原 受

理 

住 附

票 

印

鑑 

印

亡 

身

分 

独

証 

届

写 

戸

記 

賞

タ 
計 

受付 

作 作 作 
裏  №. 

謄 抄 謄 抄 謄 抄 写 記  
戸 住 

 

印 他                   認 認 認 

●Fraudelent acts such as false application are punishable by law.  ●We cannot issue if there is a risk of personal privacy infringement. 

●In addition, with the application form, an authorization letter or any related document may be required. 

おもて 

Date:   Year   Month   Day 

令和   年   月   日 



 

※Please make sure to submit your Matsusaka Shimin Card when you get a Name Stamp Certificate.  

※印鑑登録証明書は、必ず「まつさか市民カード」を添えて請求してください。 

④Name Stamp Certificate 

印鑑登録証明書 

Whose certificate is required? 

どなたの証明が必要ですか 

Registra

tion No. 

登録番号 

       □ 
How many copies do you need? 

何通必要ですか 

Pcs. 

通  

Address

住所 

□ Same as the applicant 申請者（①）と同じ  

 

Matsusaka shi 

Name 

氏名 

□ Same as the applicant 申請者（①）と同じ             Date of Birth 

                大・昭・平・令・西暦       

Year    Month   Day 

             年   月   日 
 

⑤Family Register 

戸籍等 

Whose certificate do you 

require? 

どなたの証明が必要ですか 

Domicile 

本籍 

 

Matsusaka shi 

 

Head of 

the Family 

筆頭者 

□ Same as the applicant 申請者（①）と同じ                  Date of Birth 

                                                               明・大・昭・平・令 

Year   Month    Day 

      年   月   日                        

Name 

氏名 

□ Same as the applicant 申請者（①）と同じ           Date of Birth 

□ Same as the above 同上                   明・大・昭・平・令 

                 Year  Month  Day 

         年   月   日 

Your relationship with the requested 

certificate of residence? 

証明する人との関係 

Applicant・Spouse・Child・Grandchild・Father/Mother・Grandfather/Grandmother 

本人    配偶者   子        孫            父母            祖父母 

Sibling that are also included in the Family Ragister・Others (Kindly write in ③) 

同一戸籍内の兄弟姉妹                   その他（その他の場合は、③も記入） 

What kind of certificate do you require? 

必要な証明は 

□Family Register Certificate(All matters included) 

戸籍謄本（全部事項証明書） 

Pcs. 

通  

□Deleted Transcript (All matters included) 

除籍謄本（全部事項証明書） 

Pcs. 

通  

□Copy of Notice 

届書の写し 
 

Copy of Marriage・Birth・Death  

          婚姻     出生   死亡 

Certificate・etc. （     ） 

（        ）届 

Date of Submission 

届出日 

    Year   Month   Day 

   年   月   日 

Pcs. 

通  □Acceptance 

Certificate 

受理証明 
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