
（こういうことは） （だれが） （どこで） （いつまで）

事項 該当者 申請・届出先 手続き期限

（1） 登記申請書

（2） 住居表示変更証明書

抵当権者などの表示変更登記 仙台法務局石巻支局 （3） 印鑑

TEL２２－６１８８ （4） 代理人手続きの場合は委任状

※ 登録免許税は免除

法定期限内に申請してください。 ※

本店所在地－２週間

支店所在地－３週間 ・登記事項証明書　１，０００円

・要約書　　　　　　　　　５００円

石巻運転免許センター （1） 運転免許証

TEL８３－６２１１ （2） 住居表示変更証明書

※石巻警察署でも可

TEL９５－４１４１

二輪自動車をお持ちの方 宮城県軽自動車協会 （1） 車検証または届出済証

仙台市宮城野区苦竹四丁目 （2） 住居表示変更証明書

２－２０ （個人または法人）

TEL（022）232-5724 （3） 印鑑

※ 申請用紙代は有料（４０円）

軽自動車の住所変更 軽自動車をお持ちの方 （1） 自動車車検証

（2） 住居表示変更証明書

（個人または法人）

（3） 印鑑

※ 申請用紙代は有料（４０円）

自動二輪車をお持ちの方 東北運輸局宮城陸運支局 （1） 自動車車検証

仙台市宮城野区扇町三丁目 （2） 住居表示変更証明書（個人）

自動車の住所変更 自動車をお持ちの方 ３－１５ 登記簿謄本（法人）

TEL（022）235-2517 （3） 印鑑

※ 申請用紙代は有料（３０円）

左の許可証をお持ちの方 石巻警察署 （1） 許可証

TEL９５－４１４１ （2） 住居表示変更証明書

（3） 印鑑

株主等の住所変更 株主になっている方 （1） 住居表示変更証明書

（2） 印鑑

各種営業許可証の住所変更 各種営業許可証をお持ちの方 宮城県石巻保健福祉事務所 （1） 各種営業許可証

TEL９５－１４１１ （2） 印鑑

船員手帳の本籍変更 東北運輸局石巻海運支局 （1） 船員手帳

TEL９５－１２２８ （2） 住居表示変更証明書

または （本籍が入ったもの）

市水産物地方卸売市場

管理事務所

TEL９６－１０２１～２　　

左の手帳の交付を受けている方 市社会福祉事務所 （1） 該当手帳

障害福祉課 （2） 印鑑

TEL９５－１１１１

各総合支所、各支所

左の証書の交付を受けている方 市社会福祉事務所

子ども家庭課

TEL９５－１１１１

年金を受けている方 石巻社会保険事務所

TEL２２－５１１５

または

市役所生活環境部国保年金課

TEL９５－１１１１

別紙に続く

会社などの法人の本店（主たる
事務所）、支店（従たる事務所）
および代表者等の住所変更登
記

年金受給権者住所変更はがきに記
入（市役所国保年金課、石巻社会保
険事務所の窓口にあります。）

※住所変更をしなくても、年金の受
給はできますが、年金に関する大事
なお知らせ等が届かなくなることがあ
ります。

期限はありませんので、必要なと
き（不動産の売却、相続、分筆
等）に申請してください。

登記事項証明書の取得および
公図閲覧申請については有料

運転免許証の更新時に手続き
をしてください。

住所変更の手続きは必要ありま
せん。

なお、運転免許証を身分証明書
等に使用される方は、早めに住
所変更の手続きをしてください。

車検時または名義変更をする時
に手続きをしてください。

土地建物等の所在地を管轄す
る法務局

左の受給者証の交付を受けて
いる方

本店（主たる事務所）の所在地
を管轄する法務局及び支店（従
たる事務所）の所在地を管轄す
る法務局

住居表示実施日以後の各種手続きについて

◎皆さんが自分で住所変更の手続きをするもの

（何を持って）

提出書類等

土地建物等不動産の所有者の
住所変更登記

自動車運転免許証の住所欄の
変更届け

二輪自動車の住所変更（125cc
を超え250cc以下）

身体障害者手帳、療育手帳、精
神障害者保険福祉手帳の住所
変更

自動二輪車（250ccを超えるも
の）の住所変更

風俗営業許可証、銃砲等剣類
所持許可証の住所変更

実施区域内に住んでいる方で、
土地建物を所有している方

土地建物登記簿に抵当権、地
上権、賃借権、仮登記などの権
利者として登記をしている方

住居表示が実施された結果、そ
れらに変更を生じた法人および
代表者等

住所変更の手続きは必要ありま
せん（変更を希望される方は、住
居表示実施日以後、手続きをし
てください。）。

住所変更の手続きは必要ありま
せん（１０月更新のため、９月末
ころ新住所にて送付されま
す。）。

住居表示実施日以後、速やか
に済ませてください。

※売却、譲渡等をされる方は併
せて住所変更の手続きをしてく
ださい。

住所変更の手続きは必要ありま
せん（８月更新のため、１０月から
１１月ころ新住所にて送付されま
す。）。

児童扶養手当証書、特別児童
扶養手当証書の住所変更

母子、父子家庭医療費受給資
格者証の住所変更

国民年金、厚生年金、船員保険
の年金受給者の住所変更

船員手帳の交付を受けている方
（本籍が変わった場合、本籍の
訂正申請が必要です。）

書き換えを希望される方は許可
証を発行した警察署で手続きで
きます。

住居表示実施日以後、速やか
に済ませてください。

期限はありませんので、航海の
合間等を利用して、申請してくだ
さい。

自動車運転免許証をお持ちの
方

住所変更の手続きは必要ありま
せん（変更を希望される方は、住
居表示実施日以後、手続きをし
てください。）。

詳細は関係会社等に問い合わ
せください。



別紙

（こういうことは） （だれが） （どこで） （いつまで）

事項 該当者 申請・届出先 手続き期限

市役所生活環境部国保年金課

TEL９５－１１１１

（１０月更新時、自動的に変更）

（１０月更新時、自動的に変更）

（７０歳から７４歳までの方

　　　　　　　　　　　　　　　ピンク）

（７５歳以上の方　　　　　白）

市役所保健福祉部介護保険課

TEL９５－１１１１

パスポートの住所変更 パスポートをお持ちの方 宮城県石巻地方振興事務所 （1） 戸籍謄本

（合同庁舎３階） （2） 住民票

県民サービスセンター （3） パスポート

TEL９５－１４１５ （4） 手数料　９００円

　※　船員保険被保険者証

　※　社会保険被保険者証

　※　各種組合（共済）被保険者証

　※　銀行、生命保険等の手続きについては、対応が異なる場合がありますので、それぞれの関係機関に問い合わせて確認をしてください。

老人医療費受給者証

介護保険被保険者証

住居表示実施日以後、来庁の
際に手続きをしてください（証明
等で必要な方は、住居表示実施
日以後、早めに手続きをしてく
ださい。）。

（何を持って）

老人医療費受給者証の住所変
更

（介護認定申請等で必要な方
は、住居表示実施日以後、早め
に手続きをしてください。）

老人医療費受給者証の交付を
受けている方（７０歳以上の方）

住所変更の手続きは必要ありま
せん。

「所持人記入欄」の住所をご自
分で訂正記入してください。ただ
し、氏名または本籍の都道府県
名が変わった場合は、手続きが
必要となります。

住居表示実施日以後、来庁の
際に手続きをしてください。

※平成２０年４月より前期・後期
高齢者医療制度に改正となるた
め、新たに受給者証が交付され
ます。

住居表示実施日以後、来庁の
際に手続きをしてください。

　　　　は、会社、事業所等を通じて確認し、所定の手続きをしてください。

住居表示実施日以後、来庁の
際に手続きをしてください。

提出書類等

国民健康保険被保険者証

乳幼児医療費受給者証

介護保険被保険者証の住所変
更

国民健康保険に加入している世
帯主

乳幼児医療費受給者証の交付
を受けている方

介護保険被保険者証の交付を
受けている方

国民健康保険被保険者証の住
所変更

乳幼児医療費受給者証の住所
変更



◎役所で住所変更の手続きをするもの

　　　　※

　　　　※

　　　　※ 登録免許税（免除）・・・・・・・・・・・

申請書用紙は、市役所生活環境部市民課、各総合支所市民生活課および各支所の窓口に用意してあります。

この制度による住所変更のための登記、登録等の場合は、登録免許税は免除されます。

上に記載したのは一部ですが、この他にも法令により住所変更の届出を要するものは、それぞれ所定の手続きをしてください。

住居表示証明書（無料）・・・・・・・

登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・

新しい住所に変更された証明書は、住居表示実施日以降、市役所生活環境部市民課、各総合支所市民生活課および
各支所の窓口で無料で発行します。

　　　　　　　　　　　　　〃　○○町○○番地○

３　その表し方は、地番を使用します。

２　土地または建物登記簿の表題部の所在は、それぞれの土地または建物
のある場所を表すものです。

市役所において、新しい住所および本籍に書き換えます。

　　　例　（土地）　石巻市○○丁目○○番○

　　　　　　　　　　　　　〃　○○町○○番○

建物登記簿
土地または建物登記簿表題部の所在欄

土地登記簿

　　　　 　（建物）　石巻市○○丁目○○番地○

本籍欄

１　町名または地番が変わったときは、法務局において新しい町名または地
番に書き換えます。ただし、所有名義人などの住所は、申請があるまで変わ
りません。

１　町名または地番が変わったときは、市役所において、新しい本籍に書き
換えます。

２　本籍は、人の身分関係を表すもので、住所ではありませんから住所とは
別に表します。

選挙人名簿

児童手当台帳

住所および本籍欄

住所欄

戸籍簿

市役所において、新しい住所および本籍に書き換えます。

市役所において、新しい住所に書き換えます。

学令簿

市税関係台帳

住所および本籍欄

印鑑票（原票）

外国人登録原票

訂正欄

住民基本台帳

説明公簿名


