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知りたい時にすぐに見つかる！

●出生届…36

●国民健康保険…47

●母子健康手帳…64

教育育児

成人

●国民年金…45

●国民健康保険…47

老後

●国民年金…45
●後期高齢者医療制度…67
●高齢者福祉…67
●介護保険…70

生活

●国民年金…45

●国民健康保険…47

●市税…49

●家庭ごみ…80

●水道…86

●下水道…88

●いざという時の連絡先…26

結婚

●婚姻届…36

●住民登録…37

緊急時

届け出を！

戸籍の届け出・各種
登録は、

必ず市役所へ

転入した日から
14日以内に届け出

転入届37P
転入

してきたら

転出する日の
14日前から

転出届37P市外に
転出して
いくとき

転居した日から
14日以内に届け出

転居届37P市内で
住まいが
変わったら

印鑑登録
41P

必要な
とき

生まれた日から
14日以内に届け出

出生届36P
赤ちゃんが
生まれたら

届け出た日から効力
婚姻届36P

結婚
したら

死亡の事実を知った日
から7日以内に届け出

死亡届36P家族が
亡く
なったら

引越等に関する届け出

●留守家庭児童会…56

●小学校…55

●中学校…55

●子育て支援…52
●保育所（園）…53
●予防接種…64
●子ども医療費…65
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