
外国人の方の住民票等交付申請書
Date

年(Y) 月(M) 日(D)

住 所

Address

中野区

フリガナ Furigana 生年月日 Birth date

氏 名

Name 年(Y) 月(M) 日(D)

世帯全員の
住民票

For all household
members

通
Copies

必要な項目を選んでください。

□続柄 □本籍(日本人のみ)

□マイナンバー（個人番号）My number(individual number)

外国人項目について Regarding the following items

□すべて記載する Select all items.

□すべて省略する Omit all items.

・国籍等 ・第３０条の４５規定する区分

・在留カード等の番号

・在留資格 / 在留期間 / 在留期間満了の日

お使いみち（必要な内容）

世帯一部の
住民票

For an individual 通
Copies

除票 Residence
record deletion

certificate 通
Copies

記載事項
証明書

Certificateofregistereditems
inresidencerecord

通

Copies

《記載事項証明書》Certificate of registered items in residence record
基本項目 (住所・氏名・生年月日・性別)（一人分・全員分）

追加項目 □続柄 □国籍 □マイナンバー（個人番号）□本籍（日本人のみ）

１.以外の方の証明が必要な場合は氏名を記入 If you need a certificate for people
other than the applicant indicated in the section 1, write their names below.

（ ）

合 計 Total
通

Copies

職
員
記
入
欄

□在カ □個カ □旅券 □車 □住カ □資格

□福手 □職証 □免許(船･海技･電気工･無線)

□保(国・社・後) □生保□介保 □公年金□公学生（写有）

□社員証(写有) □資格者証(写有) □別紙 統一 士・補

□ご本人 Self □同一世帯の方

□違う世帯の方（委任状が必要です）
Not a member of the same household (proxy letter required)

(ご本人や窓口に来られた方がお使いになる場合は記入不要です)

※法人の方が申請する場合は社印が必要です。

フリガナ Furigana フリガナ Furigana

氏 名 Name

生年月日 Birth date 年(Y) 月(M) 日(D)

氏 名 Name

生年月日 Birth date 年(Y) 月(M) 日(D)

住 所 Address

□１と同じ The same as 1

住 所 Address

電話 Tel: 電話 Tel:
別世帯の方が請求する場合は請求理由を具体的に記入してください。
If you are not a member of the same household as the applicant, please describe in detail the reason for the application.

中野区長 あて
To the Mayor of Nakano City

偽りその他不正な手段により交付を受けたときには

３０万円以下の過料に処せられます（住民基本台帳法第４６条）

Anyone who receives a copy of a residence record under false pretenses will
be fined up to ¥300,000. (Article 46, the Basic Resident Registration Act)

Application to Receive a Copy of Residence Record—Foreign Residents

１．どなたの住民票が必要ですか？ Whose residence record do you need?

２．どの証明が必要ですか？ Which types of certificates do you need?

A member of the
same household

ご記入後 発券機の番号札を受け取ってください。７番窓口からお呼びしますので、ご本人確認書類をご準備されて、お待ちください。

Nakano-ku

Nationality category in Article 30, Section 45

Residence card/special permanent resident certificate no.

※If you need individual number, please write the way of use it.

Select items that should be included in the certificate.

Relationship Permanent address (for Japanese only)

Only basic information ( address,name, birth date, sex) For one person/all members

Add information Relationship,Nationality,My number(individual number),Permanent address (for Japanese only)

If you want to select items,please tell them at the counter.

For what purpose do you need?

Passport (foreign residents only)/visa

Immigration

Driver's license

Application/suspension of public pension, etc.

Application of dependent

Inheritance

Other

□パスポート・VISA

□出入国在留管理局

□運転免許証

□公的年金の請求・停止

(年金の種類： )

□扶養申請

□相続

□その他

There is no need to fill in this section if the applicant or the person who
comes to the counter will be using the certificate.

３．窓口に来られた方 ４．お使いになる方Please describe your relationship
to the applicant.

※載せる項目を選びたい場合は、窓口でお申し出ください。

Visa status / period of stay / date of expiration

20200401

受付
同

別

Person who will use the certificate.

世

個

世

個

世

個

改

（TEL － － ）


