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 無戸籍問題はとても身近なものです。無戸籍の方は全国で推定 1万人以上ともいわ

れ、明石市にも同じ立場の方がいます。無戸籍であっても、多くの行政サービスを受

けることができますし、戸籍を作ることもできます。まずはご安心ください。 

  このパンフレットでは、行政サービスを受ける手続、明石市における無戸籍者支援、

住民票や戸籍を作るための手続、相談窓口や関係機関などをご紹介します。 

なぜ、無戸籍になるの？ 

例えば、離婚調停や訴訟が長びいたり、DVなどにより離婚手続もままならなかっ

たりして、婚姻中や離婚後 300日を経過する前に子どもを出産したような場合、実

際の父親でなく、(前)夫の子どもとして戸籍が作られます。 

上記は一例で、色々な事情により、戸籍を作ることが難しいと思われることもある

でしょう。しかし、多くの場合は、家庭裁判所での手続などを経ることによって、戸

籍を作ることができます。 

 

[子どもが無戸籍となる場合の一例] 

 
夫の暴力から逃れ別居。    長かった離婚裁判が終わる。   お腹の子どもの父親と結婚   離婚成立から３００日以内 

話し合いができず、離婚    そのとき、お腹には新しい    し、無事に出産。新しい人   の出産だったので、届け出 

裁判が始まる。        パートナーとの子どもが。    生が始まるはずだったが…   をすると前夫の子どもに… 

 

お一人で悩まずに、まずはご相談ください 

▼ 戸籍がない方も、多くの行政サービスを受けられます 

 子どもが無戸籍の状態では行政サービスを受けられないという誤解があると思わ

れますが、そのようなことはありません。 

例えば、戸籍がなくても、当然の権利として小学校に入学することができるなど、

社会生活を送るうえで必要な多くの行政サービスはしっかりと受けることができま

す(次ページ以降でその一部をご紹介しています)。 

▼ 戸籍を作るための法律的な手続も、一緒にすすめていきましょう 

戸籍を作る手続は、場合により様々です。お一人で抱え込むことなく、まずはご相

談ください。 

 

Ⅰ．はじめに 
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必要書類がなくても受けられる場合もありますので、まずはご相談ください。 

妊娠・出産に際して 

▼ 母子健康手帳を取得できます 

母子健康手帳は、妊婦や乳幼児の健康診査、病院での診察、予防接種を受けるとき

などに必要です。市内にお住まいであれば取得できます。 

(こども健康センター ☎ 078-918-5656) 

▼ 国民健康保険証を取得できます 

国民健康保険証は病院に提示して医療費の負担割合を軽減するなどの国民健康保

険のサービスを受ける他、身分証明書としても多くの場面で使えます。 

出生証明書があれば、取得できます。 

(国民健康保険課 賦課係 ☎ 078-918-5022) 

 

    出生証明書について 

     出産の際に医師から交付される出生証明書は、窓口で行政サービスの

申請をする場合のほか、戸籍を作るための手続(４ページ参照)の場面で

も役に立ちますので、大切に保管しましょう(紛失した場合も、出産し

た医療機関で再発行することが可能です)。 

 

▼ こども医療費助成を受けられます 

  中学3年生まで(15歳に達する日以降で最初の3月31日まで)の子どもを対象に、

保険診療に係る医療費の一部負担金を助成する制度です。健康保険証があれば受けら

れます。 

(児童福祉課 ☎ 078-918-5027) 

▼ 児童手当・児童扶養手当を受給できます 

児童手当は、児童を養育する人に支給される手当です。児童扶養手当は、ひとり親

家庭に支給される手当です。出生証明書があれば受給することができます(所得制限

があります)。 

(児童福祉課 ☎ 078-918-5027) 

 

 

 

 

Ⅱ．戸籍がない方も、多くの行政サービスを受けられます 
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養育・保育に際して 

▼ 乳幼児健康診査を受診することができます 

 乳幼児(4か月児、1歳 6か月児、3歳児)の健康診査を保健センターで、10か月

児健康診査を市内指定小児科医療機関で実施しています。市内にお住まいであれば、

受診することができます。      (こども健康センター ☎ 078-918-5656) 

▼ 予防接種を受けることができます 

  市内にお住まいであれば、病院で接種を受けるための予防接種券(またはシール)を

受けることができます。予防接種には、生後 2 か月ごろから受けることが望ましい

ものもあります(ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンなど)。 

(こども健康センター ☎ 078-918-5656) 

▼ 幼稚園・保育所などの教育・保育施設が利用できます 

 幼稚園や保育所、認定こども園などの教育・保育施設や一時的な預かりのための施

設を利用できます。市内にお住まいであれば、利用できます。 

(こども育成室（利用担当） ☎ 078-918-5093) 

就学に際して 

▼ 義務教育に就学(小・中学校に入学)できます 

 適齢期(満 7歳になる年度の 4月)になれば、お住まいの学校区の小学校に入学でき

ます。また、年齢に応じた学年への編入もできます。住民登録がない場合、入学通知

書が届かないため、保護者の方から下記連絡先までご連絡をお願いします。 

 (教育委員会事務局総務課 ☎ 078-918-5054) 

▼ 就学援助を受けることができます 

  就学援助とは、子どもが安心して楽しく勉強できるよう、経済的な理由によって就

学させることが困難な保護者に対し、学用品費や給食費などの経費の一部を援助する

制度です。明石市立の小・中学校に在籍していれば、受けることができます。 

(教育委員会事務局総務課 ☎ 078-918-5054) 

▼ 放課後児童クラブを利用できます 

放課後児童クラブは、保護者が就労等のため昼間家庭にいない児童等を対象とし

て、授業の終了後等に、適切な遊びや生活の場を提供し、施設において児童の健全な

育成を行うサービスです。市内の小学校に在籍していれば、利用できます。 

(こども育成室（放課後児童クラブ担当） ☎ 078-918-6004) 
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嫡出推定制度と戸籍を作る手続 

結婚期間中または離婚後３００日以内に（前）夫以外の男性の子が生まれた場合、

どのような手続をとればよいのでしょうか。 

▼ 嫡 出
ちゃくしゅつ

推定
すいてい

制度とは？ 

なぜ、血がつながっているのに、実の父の子として戸籍を作れないのでしょうか。

それは、民法の「嫡出推定制度」と関係があります。 

妻が結婚期間中に妊娠した子は、実際の血縁関係の有無に関わらず、法律上、夫の

子として扱います。また、結婚成立の日から２００日を経過した後に生まれた子や離

婚後３００日以内に生まれた子も、同様に、（前）夫の子として扱います（民法７７

２条）。そのため、これらの場合に、（前）夫ではない実父を父とする出生届を出して

も受理されません。 

法律上、（前）夫の子としないためには、家庭裁判所での裁判手続が必要となりま

す。これを嫡出推定制度といいます。 

では、実の父の子として戸籍を作るにはどうしたらよいのでしょうか。 

 

前夫を父としない戸籍を作る方法 

方法としては、①嫡出否認、②親子関係不存在確認、③強制認知の３種類の手続が

あります。どの手続も、まずは調停を申し立てます。調停をする場所は、相手が住ん

でいる地域にある家庭裁判所です。どの手続を選ぶかによって、当事者や申立期間が

異なります。（なお、離婚後に妊娠し、離婚後３００日以内に子が生まれた場合につ

いては、５ページをご覧ください。） 

① 嫡出否認 

 前夫が、生まれた子が自分の子でないことを求める手続です。その子または親権を

行う母を相手とします。申立ては、子が生まれたことを前夫が知ったときから１年以

内に限られています。調停での話し合いで合意ができ、裁判所が調査して問題がなけ

れば、その子は法的に前夫の子でなくなります。 

② 親子関係不存在確認 

 前夫が子の父でないことの確認を求める手続です。子が前夫を相手とすることがで

きます。申立期間の制限はありません。調停での話し合いで合意ができ、裁判所が調

査して問題がなければ、その子は法的に前夫の子でなくなります。調停で解決できな

かったときは、訴えを起こします。母が妊娠した時に夫婦の実態がない※ことが明ら

かな場合には、その子は法的に前夫の子でなくなることがあります。 

 

Ⅲ．戸籍を作るための手続 
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③ 強制認知 

  子または親権を行う母が、実の父に認知を求める手続です。申立期間の制限はあり

ません。調停での話し合いで合意ができ、裁判所が調査して問題がなければ、その子

は法的に実の父の子となります。調停で解決できなかったときは、訴えを起こします。

母が妊娠した時に夫婦の実態がない※ことが明らかで、ＤＮＡ鑑定などにより実の父

の子であることが認められれば、その子は法的に実の父の子となることがあります。 

  この手続では前夫が当事者とならないので、(母)子と実の父で手続を進めることが

できます。なお、裁判所の判断によっては、前夫の関与を求める場合があります。 

 

  

     前夫   （離婚）     母           父  

 

             

 

                            

    

                          子  

 

※「夫婦の実態がない」とは 

②と③の手続では、妊娠する時期に、すでに夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が

失われていたなどの事情が重要となります。 

これらの事情を明らかにするために、裁判所に証拠を提出します。 

別居して住民票を移したなどの公的な書類がなくても、別居した地域での日用品の買

い物のレシートや光熱費の領収書などが証拠となる場合もあります。 

 

離婚後に妊娠したが離婚後３００日以内に生まれた場合 

離婚後に前夫でない男性との間の子を妊娠したのに、離婚後３００日以内に子が 

生まれた場合は、どのようにしたらよいでしょうか。 

離婚後に妊娠したことが医学的に証明できれば、前夫の子として扱わないことにな

ります。そこで、出生届とともに、医師が作成した証明書（懐胎時期に関する証明書）

を提出します。この場合、裁判手続は必要ありません。 
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①自分の子ではない 

 

②自分の父ではない 

③認知してほしい 



費用・期間・必要書類について 

▼ 費用の目安 

調停手続にかかる費用の目安は以下のとおりです。 

収入印紙代 １，２００円 

郵便切手代 約６，０００円 

  ※明石市にお住まいの方は、収入印紙代と郵便切手代の補助を受けられる場合があります。 

  ※その他、DNA鑑定が必要な場合には鑑定費用が、弁護士に依頼する場合には弁護

士費用が必要となります。 

  ※手続費用は、ご事情によって様々です。まずは、お気軽にご相談ください。 

▼ 期間の目安 

調停手続にかかる期間等の目安は以下のとおりです。（法務省ホームページより。

親子関係不存在確認の調停手続を参考とする。） 

調停手続にかかった期間 １か月から３か月程度 

当事者の裁判所への出頭回数 １、２回程度 

事案によっては更に期間や回数をかけることもあります。 

▼ 必要書類について 

調停を申し立てるには、調停申立書や戸籍謄本などを家庭裁判所に提出します。調

停申立書は各地の家庭裁判所の窓口や裁判所のホームページで手に入ります。 

【家事調停申立書】 
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 住民登録について 

住民登録をするためには、一般的に出生届を提出することが前提となりますが、以

下の①と②をいずれも満たす場合は、出生届を提出していなくても住民登録をするこ

とが可能です。 

 

① 民法７７２条の嫡出推定の規定に関連して、出生届が提出されていない 

② 認知調停手続など戸籍を作るための法的手続が進められている 

 

【住民登録に必要な書類の例】 

・出生証明書 

・母の戸籍謄抄本（日本国籍の場合） 

・認知調停手続、親子関係不存在確認の調停手続などの手続を申し立てている旨を証

する書類 

(市民課 住民記録係 ☎ 078-918-5019) 

 

法務省・総務省のホームページ 

戸籍を作るための手続や住民登録について詳しく知りたい方は以下のホームペー

ジもご覧ください。 

 

【法務省】 

無戸籍でお困りの方へ 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html 

 

【総務省】 

出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載について 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/jyuminhyo_kisai

.html 
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 戸籍がない間はもちろんですが、戸籍ができた後でも、社会生活を送るうえで様々な

不都合が生じることがあります。本市では、このような不都合を解消又は緩和するため

に、幅広い支援を実施しています。 

相談窓口・無戸籍２４時間相談ダイヤルの開設 

 市の総合相談窓口（市民相談室）に「無戸籍者のための相談窓口」と「無戸籍２４

時間相談ダイヤル」を開設して、相談を受け付けています。 

【無戸籍 24時間相談ダイヤル】 

 ① 月～金曜日 9時～17時（祝日及び年末年始を除く） 

   078-918-6059（専用ダイヤル） 

 ② ①以外の時間及び休日 

   090-8048-8235（民法 7７2条による無戸籍児家族の会） 

戸籍を作るための裁判所への申立費用の補助 

 戸籍を作るために裁判所へ調停を申し立てる際に支払う費用の補助を行います。 

【対象となる費用】 

 裁判所に支払う収入印紙代及び郵便切手代 

【対象者】 

  明石市に居住している無戸籍者 

行政サービスのコーディネート支援 

 相談窓口を開設している市民相談室に、無戸籍者総合支援コーディネーターを配置

し、行政サービスの提供支援等を行っています。 

 

明石市の相談・支援実績 
相談窓口での相談は２２件 

 明石市では、平成２６年１０月より、無戸籍に関する総合相談窓口を開設して

います。相談の結果、法的手続を取り、戸籍を作ることができた人もいます。お

気軽にお問い合わせください。 

相談概要（令和 3年 3月現在） 

件  数  ２２件 

相 談 者  戸籍のない人やその親、妊娠中の母親など 

主な内容  戸籍を作るための手続、国民健康保険の加入手続、予防接種を受ける

ための手続など 

教育支援を実施 

 総合的支援の一環として、市内に勤務する当時無戸籍の男性に対し、平成２６

年１０月から小学校教諭ＯＢによる全５回の教育支援を実施しました。 

                

Ⅳ．明石市における無戸籍者への総合的支援について  



 

 

所在地  明石市大明石町２－４－２５ 

電話番号 ０７８-９１２-５５１１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地  明石市天文町２－２－１８ 

電話番号 ０７８-９１２-３２３３  

 

 

 

 

 

 

 

所在地  神戸市中央区東川崎町１－１－３       

       神戸クリスタルタワービル１３Ｆ  
電話番号 ０５０３３８３-５４４０ 

（法テラスでは IP電話を使用しています。必ず 050からダイヤルしてください。） 

業務時間 平日 ９時～１７時 (土日・祝日・年末年始は除く) 

 

 

 

 

 

Ⅴ．関係機関のご案内 

神戸地方法務局 明石支局 
登記、戸籍・国籍、供託などの民事行政業務と
訟務事務及び人権擁護事務を行っています。 

 

法務局における無戸籍者支援について 

 法務局では、全国の無戸籍者に関する情報集約や、無戸籍者が戸籍を作るための

案内など、無戸籍者の支援に乗り出しています。 

 法務省のホームページ（http://www.moj.go.jp/）や、神戸地方法務局明石支局

の窓口において、戸籍を作るための手続などについて、情報を得たり、相談を受け

たりすることができます。 

神戸家庭裁判所 明石支部 
家庭裁判所では、各種調停の申立などの法的手
続を行うことができます。 

法テラス 兵庫 
(日本司法支援センター兵庫地方事務所) 

神戸家庭裁判所 明石支部 

神戸地方法務局 明石支局 

法テラス(日本司法支援センター)について 

 問合せ内容に応じて、解決に役立つ法制度や相談機関に関する情報を無料で提供

します。また、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、無料で法律

相談を行い、必要な場合には弁護士費用などの立替えを行います。 

 (法テラスは、国が設立した公的な法人です) 

 

-９- 

 

 



 

 

明石市役所 無戸籍２４時間相談ダイヤル 
 

※月～金曜日 ９時～１７時（祝日及び年末年始を除く）は、 
    

 

 

 

※上記以外の時間及び休日は、 

      
 

まで、お気軽にご相談ください。 
 

 このパンフレットに記載されているのは、受けること

ができる行政サービスのうちの一部です。 

 パンフレットに記載されていなくても、受けることが

できる行政サービスがありますので、詳しくは各担当部

署、または相談窓口までご相談ください。 

 

明石市ホームページ「無戸籍者支援」のページ 

もあわせてご覧ください。 
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