
英語／English 

６.その他 

(1)おもな証明一覧 

市民課証明係 ☎055-934-4723 

 

※お近くの市民窓口事務所でとることができるものもあります。詳しくはお問い合わせ

ください。 

 市民窓口事務所の場所は 77ページをみてください。 

種 類 手続きに必要なもの 手数料 

①住民票 

窓口に来た人の本人確認資料 

同一世帯以外の代理人が申請する場合は請求

者の委任状 

300円 

②課税(所得)証明 200円 

③納税証明 200円 

④軽自動車車検用 

納税証明 

窓口に来た人の本人確認資料 

車検証のコピー 
無料 

⑤印鑑登録証明書 

請求者・代理人どちらの場合も、請求者の印

鑑登録証(市民カード) 

請求者の住所・氏名・生年月日が必要です 

300円 

⑥転出証明 01ページをみてください 無料 

⑦受理証明書 

出生 

婚姻 

死亡 など 

窓口に来た人の本人確認資料 

届出人以外の人が申請する場合は届出人の委

任状 

350円 

⑧記載事項証明 

出生 

婚姻 

死亡 など 

※お問い合わせください 350円 

⑨戸籍謄本 

(全部事項証明) 

窓口に来た人の本人確認資料 

代理人が申請する場合は委任状 

※郵送で取り寄せる方法は 71 ページをみて

ください。 

450円 

⑩戸籍抄本 

 (個人事項証明) 
450円 

⑪戸籍の附票 300円 

⑫除籍謄本・抄本 750円 

⑬改製原戸籍 750円 
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○戸籍の郵送請求 

戸籍謄本や抄本は、本籍地(※)にある役場から郵送で取り寄せることができます。手

続きの仕方は下記をみてください。 

 

※本籍…戸籍にのっている住所。その住所が属する市町村役場に、戸籍が保管されてい

ます。 

 

【沼津市に本籍がある場合】 

①と②を封筒に入れて郵送します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【沼津市以外に本籍がある場合】 

郵送する住所・必要書類について、詳しくは本籍地の市町村役場にお問い合わせくだ

さい。 

 

 

・申請書 

・在留カードまたは特別永住者証明書のコピー(両面) 

・請求者と戸籍にのっている人の続柄を証明する書類のコピーとその翻訳 

 (例：出生証明書など) 

・過去に取り寄せた戸籍のコピー(持っている人のみ) 

・郵便小為替(手数料×枚数分) 

② 

沼津市御幸町 16-1 

沼津市役所 

市民課 証明係 

請求する人の住所 

氏 名 

切手を貼る 

① 

返信用封筒 
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(2)おもな相談一覧 

外国語対応のないところは、日本語が分かる人を伴って相談しましょう。 

 

 

○毎日やっている相談 

外国人のための生活相談 

相談内容 

外国人のための行政手続きなど、生活に関する相談 

英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語通訳のほか、 

19言語に対応したテレビ通訳等のサービスも利用できます 

対応可能言語 

通 訳：英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語 

テレビ通訳等： 

英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ 

フィリピン語・韓国語・タイ語・ネパール語・ヒンディー語・ 

インドネシア語・フランス語・ロシア語・モンゴル語・ 

ドイツ語・イタリア語・ミャンマー語・クメール語・日本語 

 (各言語の対応時間等についてはお問い合わせください。） 

とき 8:30～17:00 (土日祝日を除く) 

相談するところ 
地域自治課 

☎055-934-4717 

 

消費生活相談 

相談内容 消費生活全般 

とき 8:30～17:15 (土日祝日を除く) 

相談するところ 
生活安心課 消費生活センター 

☎055-934-4841 

 

 

交通事故相談 

相談内容 交通事故全般 

とき 8:30～17:00 (土日祝日を除く) 

相談するところ 
生活安心課 市民相談センター 

☎055-934-4700 

 

 

生活相談・女性相談 

相談内容 生活保護および DV等の生活相談 

とき 8:30～17:15 (土日祝日を除く) 

相談するところ 
社会福祉課 生活保護 1・2係 ☎055-934-4822・4823 

生活支援係    ☎055-934-4863・4825 
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児童相談 

相談内容 
児童の養育・発達・障害・家族関係の悩み相談、児童虐待の通告

など 

とき 8:30～17:15 (土日祝日を除く) 

相談するところ 

こども家庭課 家庭児童相談室 

☎055-934-4828 

※緊急時の相談 

児童相談所虐待対応ダイヤル ☎189（無料） 

 

市政・一般相談 

相談内容 一般相談、市への要望や苦情などの相談 

とき 8:30～17:15 (土日祝日を除く) 

相談するところ 生活安心課 市民相談センター ☎055-934-4700 

 

○予約が必要な相談 

人権・法律相談 

相談内容 人権問題や法律問題全般 

とき 第 1、3水曜日 13:00～16:00 

相談するところ 生活安心課 市民相談センター ☎055-934-4700 

  

教育相談(面接相談) 

相談内容 
学校生活・対人関係・発達・子育て・進路・非行・不登校など、

青少年に関する相談 

とき 

9:00～17:00 (土日祝日を除く) 

※電話による教育相談(やまびこ電話☎055-951-7330) 

 10:00～19:00(土日祝日を除く・予約不要) 

相談するところ 
青少年教育センター 

☎055-951-3440 
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外国人のための総合生活相談会 

相談内容 

法律問題(弁護士)、労働問題(社会保険労務士)、ビザに関する相

談 (行政書士)、市役所での手続きについての相談(市職員) 

英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語通訳あり 

その他言語についてはお問い合わせください 

とき 

年 3回程度 

(日時はお問い合わせください) 

※予約しなくても相談できますが、予約優先です。 

相談するところ 
地域自治課 

☎055-934-4717 

 

健康相談(窓口相談) 

相談内容 身体計測・育児相談・栄養相談 

とき 
月曜日～金曜日 9:00～16:30 

※事前に電話での予約が必要です。 

相談するところ 沼津市保健センター ☎055-951-3480 

 

(3)市の施設など 

○市民窓口事務所 

住民登録や証明発行、国民健康保険、年金の手続きなどができます。 

 機 関 名 住 所 ／ 電 話 番 号 

1 浮島市民窓口事務所 
沼津市平沼 375-1 

055-966-2009 

2 原市民窓口事務所 
沼津市原 1200-3 

055-966-1001 

3 愛鷹市民窓口事務所 
沼津市東原 358-1 

055-966-2490 

4 片浜市民窓口事務所 
沼津市大諏訪 46-1 

055-962-2083 

5 金岡市民窓口事務所 
沼津市江原町 3-1 

055-921-2084 

6 大岡市民窓口事務所 
沼津市大岡 2357-1 

055-921-2085 

7 大平市民窓口事務所 
沼津市大平 2197-1 

055-934-3290 

8 静浦市民窓口事務所 
沼津市獅子浜 34 

055-931-3004 

9 内浦市民窓口事務所 
沼津市内浦三津 249-3 

055-943-2044 

10 西浦市民窓口事務所 
沼津市西浦立保 22-1 

055-942-2002 

11 戸田市民窓口事務所 
沼津市戸田 1294-3 

0558-94-3111 
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○地区センター 

 機 関 名 住 所 ／ 電  話 番 号 

1 大岡地区センター 
沼津市大岡 2357-1 

055-924-0299 

2 大平地区センター 
沼津市大平 2197-1 

055-934-3980 

3 西浦地区センター 
沼津市西浦立保 22-1 

055-942-2700 

4 浮島地区センター 
沼津市平沼 375-1 

055-968-1322 

5 第一地区センター 
沼津市八幡町 65-1 

055-963-5088 

6 原地区センター 
沼津市原 1200-3 

055-966-0084 

7 第四地区センター 
沼津市吉田町 20-1 

055-933-4411 

8 静浦地区センター 
沼津市獅子浜 34 

055-933-2510 

9 金岡地区センター 
沼津市江原町 3-1 

055-924-5070 

10 第五地区センター 
沼津市五月町 15-1 

055-925-8686 

11 片浜地区センター 
沼津市大諏訪 46-1 

055-964-0926 

12 第三地区センター 
沼津市下香貫字柳原 750-4 

055-934-8003 

13 愛鷹地区センター 
沼津市東原 358-1 

055-966-5301 

14 門池地区センター 
沼津市岡一色 788-7 

055-929-0770 

15 今沢地区センター 
沼津市今沢 527-21 

055-969-0610 

16 内浦地区センター 
沼津市内浦三津 249-3 

055-946-1100 

17 戸田地区センター 
沼津市戸田 1294-3 

0558-94-5100 

18 第二地区センター 
沼津市本字千本 1910-219 

055-954-1022 
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○その他のおもな市の施設 

 
イベント展示施設 

文化施設 

スポーツ施設 

青少年施設 

病院・保健・福祉施設 

 機 関 名 住 所 ／ 電 話 番 号 

 キラメッセぬまづ 

(プラサ ヴェルデ内) 

沼津市大手町 1-1-4 

055-920-4100 

 市民文化センター 
沼津市御幸町 15-1 

055-932-6111 

 市立図書館 
沼津市三枚橋町 9-1 

055-952-1234 

 戸田図書館 
沼津市戸田 845-2 

0558-94-4420 

 歴史民俗資料館 
沼津市下香貫島郷 2802-1 

055-932-6266 

 明治史料館 
沼津市西熊堂 372-1 

055-923-3335 

 戸田造船郷土資料博物館 

駿河湾深海生物館 

沼津市戸田 2710-1 

0558-94-2384 

 若山牧水記念館 
沼津市本字千本郷林 1907-11 

055-962-0424 

 モンミュゼ 沼津 
沼津市本字下一丁田 900-1 

055-952-8711 

 芹沢光治良記念館 
沼津市我入道蔓陀ヶ原 517－1 

055-932-0255 

 文化財センター 
沼津市志下 530 

055-935-5010 

 市民体育館 
沼津市高島本町 1-4 

055-922-7200 

 大岡公園テニスコート 
沼津市大岡 1305-5 

055-922-7200 

(市民体育館)  愛鷹運動公園テニスコート 
沼津市足高 201-1 

055-934-4795 

(管理事務所)  戸田Ｂ＆Ｇ海洋センター 
沼津市戸田 2053 

0558-94-3501 

 市民の森 
沼津市西浦河内字堂山 506 

055-942-3103 
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 機 関 名 住 所 ／ 電 話 番 号 

 市立病院 
沼津市東椎路字春ノ木 550 

055-924-5100 

 青少年教育センター 
沼津市八幡町 97 

055-951-3440 

 保健センター 
沼津市八幡町 97 

055-951-3480 

 保健センター戸田分館 
沼津市戸田字前田 916-2 

0558-94-3970 

 サンウェルぬまづ 
沼津市日の出町 1-15 

055-922-1500 

 千本プラザ 
沼津市本字千本 1910-206 

055-962-3313 

 夜間救急医療センター 
沼津市日の出町 1-15 

055-926-8699 

 市立看護専門学校 
沼津市大諏訪 46 

055-951-3500 

 

(4)関係機関リスト 

機 関 名 住 所 ／ 電 話 番 号 

ＪＡＦ静岡支部 
静岡市駿河区曲金 6-4-8 

054-654-1515 

ＮＨＫ 

(放送受信契約の受付) 

0120-151515 

(受信料に関するお問い合わせ)  

0570-077-077 

軽自動車検査協会静岡事務所沼津支所 
沼津市大塚字道上 27-2 

050-3816-1778 

静岡ガス㈱東部支社 
沼津市岡一色 809 

055-927-2811 

静岡県住宅供給公社東部支所 

沼津市高島本町 1‐3 

静岡県東部総合庁舎本館 2階 

055-920-2271 
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機 関 名 住 所 ／ 電 話 番 号 

静岡地方法務局沼津支局 
沼津市杉崎町 6-20 

055-923-1201 

東京電力㈱静岡総支社 
沼津市大手町 3-7-25 

0120-995-901 

東部運転免許センター 
沼津市足高字尾上 241-10 

055-921-2000 

名古屋出入国在留管理局静岡出張所 

静岡市葵区伝馬町 9-4 

一瀬センタービル 6階 

054-653-5571 

日本年金機構 

沼津年金事務所 

沼津市日の出町 1-40 

055-921-2201 

出入国在留管理庁 

外国人在留総合インフォメーションセンター 

(日本国内からの場合) 

0570-013904 

(PHS・海外からの場合) 

03-5796-7112 

沼津警察署 
沼津市平町 19-11 

055-952-0110 

沼津公証人合同役場 

沼津市大手町 3-6-18 

住友生命沼津ビル 5階 

055-962-5731 

沼津財務事務所 自動車税課 

沼津市高島本町 1-3 

静岡県東部総合庁舎本館 5階 

055-920-2019 

沼津自動車検査登録事務所 
沼津市原字古田 2480 

050-5540-2051 
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機 関 名 住 所 ／ 電 話 番 号 

沼津税務署 
沼津市米山町 3-30 

055-922-1560 

沼津労働基準監督署 

沼津市市場町 9-1 

沼津合同庁舎 4階 

055-933-5830 

ハローワーク沼津 

沼津市市場町 9-1 

沼津合同庁舎 1階 

055-931-0145 

 


