
手数料

　□（　　　　　　　　　　　　　　）の死亡の記載があるもの

通

通

通

戸籍謄抄本等交付申請書（郵送用）
（宛先）七尾市長 令和　　　　年　　　　月　　　　日

請求者

住　所
（返送先）

　住民票のある住所地を記入してください。

（ふりがな）
氏　名

印
日中連絡でき
る電話番号

　自宅　・　携帯　・　勤務先
（　　　　　）

　自署しない場合は押印してください。

本　籍　地
　必ず番地まで記入してください。

　石川県七尾市

　　　　 筆頭者氏名
※戸籍の最初に載っている
方。亡くなられても変わりませ
ん。

（ふりがな）

必要な方の氏名

（ふりがな）

明・大・昭・平・令　　　　　　年　　　　月　　　　日 明・大・昭・平・令　　　　　　　年　　　　月　　　　日

請求者と必要な方との
関係

　　本人　　・　　配偶者　　・　　子　　・　　孫　　・　　父母　　・　　祖父母　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　）

　※その他の方は原則委任状が必要です。

　※七尾市に本籍がない方は、請求者と必要な方との関係がわかる戸籍の写しを同封してください。

何が必要ですか 記載の必要な内容（□にチェック）

戸籍謄本
通

1通450円

　□（　　　　　　　　　　　）と（　　　　　　　　　　）の関係がわかるもの

（全部事項証明）

戸籍抄本
通

　□（　　　　　　　　　　　　　　）の

（個人事項証明）     【 出生 ・ 婚姻  ・ 転籍 】　から　【 婚姻 ・ 転籍 ・ 死亡 】

除籍（ 謄本 ・ 抄本 ） 通 1通750円

※【　】内のいずれかを〇で囲んでください。

　までの戸籍　　　　　　　セット

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

改製原戸籍
（ 謄本 ・ 抄本 ）

通 1通750円
　　≪参考≫出生から死亡までの戸籍1セット3,000円程度
　　　※これより少ない場合や多い場合もありますのでご了承ください。

　　受理証明書
通 1通350円 　※届出人のみ請求できます。（届出人以外の方は委任状が必要です。）

（　　年　　月　　日　　　　届）

　　　※内容によっては２通以上にわたる場合があります。

　　身分証明書
1通300円 　※本人のみ請求できます。（本人以外の方は委任状が必要です。）

　　独身証明書

附票 （ 謄本 ・ 抄本 ）    通 1通300円

　□本籍地・筆頭者　※チェックがない場合は記載されません。

　□住所（　　　　　　　　　　　　　）から（　　　　　　　　　　　　　）までの履歴

【宛先】〒９２６-００４６　石川県七尾市神明町１番地　七尾市役所　市民課　（TEL　０７６７-５３-８４１７）　※詳しくは七尾市のＨＰをご覧ください

　その他（　　　　　　　　　）

使用目的

　□戸籍　（　　　　　　　　　）届出 　□年金申請 　□パスポートの申請

　□相続手続き　（死亡した人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

同封
するもの

　□　手数料（定額小為替）　　　　　　　　　　　　円　（※小為替は無記名でお送りください。）

　□　返信用封筒　（住所・氏名を記入、送料の切手を貼付）

　□　請求者の本人確認書類　（運転免許証・健康保険証・その他官公署が発行するもののコピー）

　　※偽り、その他の不正な手段により交付を受けたときは、法に基づき罰せられます。



手数料

　□（　　　　　　　　　　　　　　）の死亡の記載があるもの

通

通

通

【宛先】〒９２６-００４６　石川県七尾市神明町１番地　七尾市役所　市民課　（TEL　０７６７-５３-８４１７）　※詳しくは七尾市のＨＰをご覧ください

同封
するもの

　☑　手数料（定額小為替）　　　　　４５０　　　　円　（※小為替は無記名でお送りください。）

　☑　返信用封筒　（住所・氏名を記入、送料の切手を貼付）

　☑　請求者の本人確認書類　（運転免許証・健康保険証・その他官公署が発行するもののコピー）

　　※偽り、その他の不正な手段により交付を受けたときは、法に基づき罰せられます。

　その他（　　　　　　　　　）

使用目的

　□戸籍　（　　　　　　　　　）届出 　☑年金申請 　□パスポートの申請

　□相続手続き　（死亡した人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　身分証明書
1通300円 　※本人のみ請求できます。（本人以外の方は委任状が必要です。）

　　独身証明書

　　受理証明書
通 1通350円 　※届出人のみ請求できます。（届出人以外の方は委任状が必要です。）

（　　年　　月　　日　　　　届）

附票 （ 謄本 ・ 抄本 ）    通 1通300円

　□本籍地・筆頭者　※チェックがない場合は記載されません。

　□住所（　　　　　　　　　　　　　）から（　　　　　　　　　　　　　）までの履歴

　　　※内容によっては２通以上にわたる場合があります。

改製原戸籍
（ 謄本 ・ 抄本 ）

通 1通750円
　　≪参考≫出生から死亡までの戸籍1セット3,000円程度
　　　※これより少ない場合や多い場合もありますのでご了承ください。

除籍（ 謄本 ・ 抄本 ） 通 1通750円

※【　】内のいずれかを〇で囲んでください。

　までの戸籍　　　　　　　セット

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

戸籍謄本
１通

1通450円

　□（　　　　　　　　　　　）と（　　　　　　　　　　）の関係がわかるもの

（全部事項証明）

戸籍抄本
通

　□（　　　　　　　　　　　　　　）の

（個人事項証明）     【 出生 ・ 婚姻  ・ 転籍 】　から　【 婚姻 ・ 転籍 ・ 死亡 】

請求者と必要な方との
関係

　　本人　　・　　配偶者　　・　　子　　・　　孫　　・　　父母　　・　　祖父母　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　）

　※その他の方は原則委任状が必要です。

　※七尾市に本籍がない方は、請求者と必要な方との関係がわかる戸籍の写しを同封してください。

何が必要ですか 記載の必要な内容（□にチェック）

本　籍　地
　必ず番地まで記入してください。

　石川県七尾市神明町１番地

　　　　 筆頭者氏名
※戸籍の最初に載っている
方。亡くなられても変わりませ
ん。

（ふりがな）　　　　　　　　ななお　たろう

必要な方の氏名

（ふりがな）

七尾　太郎

明・大・昭・平・令　　　　〇年　　〇月　　〇日 明・大・昭・平・令　　　　　　　年　　　　月　　　　日

記載例①（現在の戸籍を請求する場合）
（宛先）七尾市長 令和〇年　　　〇月　　　〇日

請求者

住　所
（返送先）

　住民票のある住所地を記入してください。

　　石川県七尾市神明町１番地

（ふりがな）
氏　名

七尾　太郎
印

日中連絡でき
る電話番号

　自宅　・　携帯　・　勤務先
０７６７（　５３　）８４１７

　自署しない場合は押印してください。



手数料

　□（　　　　　　　　　　　　　　）の死亡の記載があるもの

通

通

通

【宛先】〒９２６-００４６　石川県七尾市神明町１番地　七尾市役所　市民課　（TEL　０７６７-５３-８４１７）　※詳しくは七尾市のＨＰをご覧ください

同封
するもの

　☑　手数料（定額小為替）　　　3,000　　円　（※小為替は無記名でお送りください。）

　☑　返信用封筒　（住所・氏名を記入、送料の切手を貼付）

　☑　請求者の本人確認書類　（運転免許証・健康保険証・その他官公署が発行するもののコピー）

　　※偽り、その他の不正な手段により交付を受けたときは、法に基づき罰せられます。

　その他（　　　　　　　　　）

使用目的

　□戸籍　（　　　　　　　　　）届出 　□年金申請 　□パスポートの申請

　☑相続手続き　（死亡した人　　　七尾　花子　　　　　　　）

　☑その他　（　　　銀行口座の解約のため　　　　　　）

　　身分証明書
1通300円 　※本人のみ請求できます。（本人以外の方は委任状が必要です。）

　　独身証明書

　　受理証明書
通 1通350円 　※届出人のみ請求できます。（届出人以外の方は委任状が必要です。）

（　　年　　月　　日　　　　届）

附票 （ 謄本 ・ 抄本 ）    通 1通300円

　□本籍地・筆頭者　※チェックがない場合は記載されません。

　□住所（　　　　　　　　　　　　　）から（　　　　　　　　　　　　　）までの履歴

　　　※内容によっては２通以上にわたる場合があります。

改製原戸籍
（ 謄本 ・ 抄本 ）

通 1通750円
　　≪参考≫出生から死亡までの戸籍1セット3,000円程度
　　　※これより少ない場合や多い場合もありますのでご了承ください。

除籍（ 謄本 ・ 抄本 ） 通 1通750円

※【　】内のいずれかを〇で囲んでください。

　までの戸籍　　　　１　セット

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

戸籍謄本
通

1通450円

　□（　　　　　　　　　　　）と（　　　　　　　　　　）の関係がわかるもの

（全部事項証明）

戸籍抄本
通

　☑（　　　母　七尾花子　　　　）の

（個人事項証明）     【 出生 ・ 婚姻  ・ 転籍 】　から　【 婚姻 ・ 転籍 ・ 死亡 】

請求者と必要な方との
関係

　　本人　　・　　配偶者　　・　　子　　・　　孫　　・　　父母　　・　　祖父母　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　）

　※その他の方は原則委任状が必要です。

　※七尾市に本籍がない方は、請求者と必要な方との関係がわかる戸籍の写しを同封してください。

何が必要ですか 記載の必要な内容（□にチェック）

本　籍　地
　必ず番地まで記入してください。

　石川県七尾市神明町１番地

　　　　 筆頭者氏名
※戸籍の最初に載っている
方。亡くなられても変わりませ
ん。

（ふりがな）　　　　　　　ななお　いちろう

必要な方の氏名

（ふりがな）　　　　　　　　ななお　はなこ

七尾　一郎 七尾　花子

明・大・昭・平・令　　　　〇年　　　〇月　　〇日 明・大・昭・平・令　　　　〇年　　　〇月　　　〇日

（宛先）七尾市長 令和〇年　　　〇月　　　〇日

請求者

住　所
（返送先）

　住民票のある住所地を記入してください。

　　石川県七尾市神明町１番地

（ふりがな）
氏　名

七尾　太郎
印

日中連絡でき
る電話番号

　自宅　・　携帯　・　勤務先
０７６７（　５３　）８４１７

　自署しない場合は押印してください。

記載例②（出生から死亡までの連続した戸籍を請求する場合）



手数料

　□（　　　　　　　　　　　　　　）の死亡の記載があるもの

通

通

通

記載例③（附票を請求する場合）
（宛先）七尾市長 令和〇年　　　〇月　　　〇日

請求者

住　所
（返送先）

　住民票のある住所地を記入してください。

　　石川県七尾市神明町１番地

（ふりがな）
氏　名

七尾　太郎
印

日中連絡でき
る電話番号

　自宅　・　携帯　・　勤務先
０７６７（　　５３　　）　８４１７

　自署しない場合は押印してください。

本　籍　地
　必ず番地まで記入してください。

　石川県七尾市神明町１番地

　　　　 筆頭者氏名
※戸籍の最初に載っている
方。亡くなられても変わりませ
ん。

（ふりがな）　　　　　　　　ななお　たろう

必要な方の氏名

（ふりがな）

七尾　太郎 七尾　太郎

明・大・昭・平・令　　　〇年　　　〇月　　　〇日 明・大・昭・平・令　　　　〇年　　　〇月　　　〇日

請求者と必要な方との
関係

　　本人　　・　　配偶者　　・　　子　　・　　孫　　・　　父母　　・　　祖父母　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　）

　※その他の方は原則委任状が必要です。

　※七尾市に本籍がない方は、請求者と必要な方との関係がわかる戸籍の写しを同封してください。

何が必要ですか 記載の必要な内容（□にチェック）

戸籍謄本
通

1通450円

　□（　　　　　　　　　　　）と（　　　　　　　　　　）の関係がわかるもの

（全部事項証明）

戸籍抄本
通

　□（　　　　　　　　　　　　　　）の

（個人事項証明）     【 出生 ・ 婚姻  ・ 転籍 】　から　【 婚姻 ・ 転籍 ・ 死亡 】

除籍（ 謄本 ・ 抄本 ） 通 1通750円

※【　】内のいずれかを〇で囲んでください。

　までの戸籍　　　　　　　セット

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

改製原戸籍
（ 謄本 ・ 抄本 ）

通 1通750円
　　≪参考≫出生から死亡までの戸籍1セット3,000円程度
　　　※これより少ない場合や多い場合もありますのでご了承ください。

附票 （ 謄本 ・ 抄本 ）    １通 1通300円

　☑本籍地・筆頭者　※チェックがない場合は記載されません。

　☑住所（七尾市袖ケ江町イ部２５番地）から（七尾市神明町１番地）までの履歴

　　　※内容によっては２通以上にわたる場合があります。

　　身分証明書
1通300円 　※本人のみ請求できます。（本人以外の方は委任状が必要です。）

　　独身証明書

同封
するもの

　☑　手数料（定額小為替）　　　　　６００　　　円　（※小為替は無記名でお送りください。）

　☑　返信用封筒　（住所・氏名を記入、送料の切手を貼付）

　☑　請求者の本人確認書類　（運転免許証・健康保険証・その他官公署が発行するもののコピー）

　　※偽り、その他の不正な手段により交付を受けたときは、法に基づき罰せられます。

【宛先】〒９２６-００４６　石川県七尾市神明町１番地　七尾市役所　市民課　（TEL　０７６７-５３-８４１７）　※詳しくは七尾市のＨＰをご覧ください

　　受理証明書
通 1通350円 　※届出人のみ請求できます。（届出人以外の方は委任状が必要です。）

（　　年　　月　　日　　　　届）

　その他（　　　　　　　　　）

使用目的

　□戸籍　（　　　　　　　　　）届出 　□年金申請 　□パスポートの申請

　□相続手続き　（死亡した人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　☑その他　（　　自動車の廃車手続きのため　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


