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戸籍や除籍の謄本・抄本
問  市民課　☎7167-1128　FAX  7160-1036
　柏市に本籍のあるかた、以前柏市に本籍があったかたは、
戸籍または除籍の謄本・抄本の交付を下記窓口で受けるこ
とができます。郵便申請についてはP.55をご覧ください。

【受付窓口】
　市民課、沼南支所窓口サービス課、出張所、柏駅前行政
サービスセンター、柏の葉サービスコーナー

【申請人】
①�戸籍に記載されているかたまたはその配偶者、直系尊属も
しくは直系卑属
②�自己の権利行使や義務履行に必要な場合等、正当な理由の
あるかた

【用意する物】
①�運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本
台帳カード（写真付）等、本人であることを証明する書類
※本人確認に使用
②�代理人の場合には、さらに依頼人が作成した委任状が必要
となります
 ■戸籍等主な証明書と手数料

証明書の種類 内容 手数料（1通）
戸籍全部事項証明書
（戸籍謄本）

戸籍に記載された事項の全
部を写したもの

450円

戸籍個人事項証明書
（戸籍抄本）

戸籍に記載された事項の必
要部分を写したもの

450円

除籍全部事項証明書
（除籍謄本）
【改製原を含む】

除籍された戸籍に記載され
た事項を全部写したもの

750円

除籍個人事項証明書
（除籍抄本）
【改製原を含む】

除籍された戸籍に記載され
た事項の必要部分を写した
もの

750円

身分証明書
破産宣告等を受けてないこ
との証明

300円

戸籍の附票 住所の異動過程の証明 300円

ウイングホール柏斎場
問  ウイングホール柏斎場

 ☎7131-6649　FAX  7132-4567
【所在地】布施281-1　 MAP 7・E-2

【交　通】 �柏駅西口または北柏駅北口から、市立柏病院経由
の柏たなか駅行き・東急柏ビレジ行き・柏市立高
校行きバスか、柏たなか駅から柏駅西口行きバス
で「前原」下車、徒歩15分

【予約について】
　電話により24�時間、予約を行うことができます。
※�午前3時〜4時まで予約システムのメンテナンスのため
受け付けを停止

 ■火葬時間
火葬
時間

午前
9時

午前
10時

午前
11時

正午
午後
1時

午後
2時

午後
3時

 ■貸出施設等

葬儀式場
大式場（最大120席）・小式場（最大70席）
※両式場ともイス席
貸出時間は午後3時〜翌日の午後2時30分

祭壇 大・小両式場に祭壇を設置（外への持ち出しは不可）
祭壇は仏式・神式・正宗・キリスト教に対応

式場控室 イス席で、大式場は50席、小式場は40席
通夜振るまい、火葬時の待合室として使用可

遺族控室
葬家・親族等の控室で、大・小両式場とも和室の8畳
通夜時の仮泊可（風呂・寝具類の用意なし）
寝具はウイングホール売店（☎︎�7131-6940）にて対応可

霊柩自動車 火葬または式場を使用する場合に、自宅等（遺体安置所）
からウイングホール柏斎場へのご遺体搬送に使用可

霊安室 ご遺体の安置（ただし、いったんお預かりした後は
通夜までご遺体との対面は不可）

骨つぼ ウイングホール柏斎場にて骨つぼの販売あり

その他 僧侶控室、湯沸室、更衣室、コインロッカー等の利用可

 ■使用料
火葬許可証に記載された申請者または亡くなられたかた

の住所が基準となります
区分 柏市、流山市、我孫子市 その他

火葬
15歳以上 4,600円 82,500円

15歳未満 2,200円 66,000円

※その他死胎、改葬及び四肢料金あり
区分 柏市、流山市、我孫子市 その他

待合室 2室目 1,800円 3,600円

※待合室1室目は無料
区分 柏市、流山市、我孫子市 その他

式場

大式場 117,100円 195,500円

小式場 78,400円 117,100円

祭壇 15,600円 31,300円

※使用は午後3�時から翌日の午後2時30分まで
区分 柏市、流山市、我孫子市 その他

霊柩自動車 洋型 11,200円 16,200円

区分 柏市、流山市、我孫子市 その他

霊安室 1日 6,300円 16,700円
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届出・証明（戸籍）
戸籍の届け出

問 市民課　☎7167-1128　FAX 7160-1036
■受付窓口
　市民課、沼南支所窓口サービス課、出張所、柏駅前行政サービスセンター
■届け出の種類と方法
　婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届については、届け出の際に運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、
住民基本台帳カード（写真付）等による本人確認を行います。

届出期間 届出人 添付書類・用意する物 注意

出生届 生まれた日から
14日以内

父か母、同居者、お産
に立ち会った医師、助
産師、その他立会者の
順

●届　　書…1通（届書についている出生証
明書に医師等の証明を受けて
ください）

●母子健康手帳
●届出人の印鑑
●国民健康保険被保険者証（父親か母親が加

入している場合）

●命名は常用漢字、人名用漢字、カタカ
ナ、ひらがなの範囲内で決めてくださ
い

婚姻届
届け出た日から
法律上の効力が
発生

夫・妻

●届　　書…1通（証人2名が必要）
●戸籍謄本…夫・妻各1通（本籍地が柏市の

かたは不要）
●届出人の印鑑（夫・妻のもの）
●国民健康保険被保険者証（柏市の保険に加

入している場合）

●20歳未満のかたは、父母の同意が必
要です

●土・日曜日、祝日に届け出るときは、
事前に市民課か沼南支所窓口サービ
ス課・各出張所・柏駅前行政サービス
センターで書類の審査を受けていた
だくことをお勧めします

離婚届

●協議離婚は届け
出た日から法律
上の効力が発生

●調停と裁判離婚
は、成立か確定
し た 日 か ら10
日以内

夫・妻、調停・裁判等
は申し立て人

●届　　書…1通（協議離婚の場合は、証人2
名が必要）

●戸籍謄本…1通（夫婦の本籍地が柏市の場
合は不要）

●裁判による離婚の場合
　調停の場合は調停調書

審判か判決の場合は、その謄本と確定証明
書

●届出人の印鑑
●国民健康保険被保険者証（柏市の保険に加

入している場合）

●婚姻中の氏を離婚後も希望する場合
は「離婚の際に称していた氏を称する
届」も必要となります

●子が離婚後の父か母の戸籍に入籍す
る場合は、後日家庭裁判所の許可を得
て「入籍届」を出してください

転籍届
届け出た日から
法律上の効力が
発生

筆頭者とその配偶者
（一方の場合もあり）

●届　　書…1通
●戸籍謄本…1通（柏市内で本籍を移動する

場合は不要）
●届出人の印鑑

●新しい本籍の表示は地番、街区符号の
いずれかで表示することになります

死亡届
死亡の事実を
知った日から
7日以内

同居の親族、同居して
いない親族、同居人、
家主、地主、家屋管理
人、土地管理人、後見
人の順

●届　　書…1通（届書についている死亡診
断書に医師等の証明が必要）

●届出人の印鑑
●後見人が届出する場合は、登記記載事項証

明等

●死亡届が提出されると、「火葬許可証」
が交付されますので火葬の場所、日
時、出棺場所が分かるようにしてくだ
さい
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