
 

富田東土地区画整理事業の換地処分に伴い、施行地区内の町界・町名が変更になりましたのでお知らせいたします。 

 

◎ 住所の変更期日  換地処分の公告の翌日（平成 29 年８月 19 日）から、新しい町界・町名となりました。 

◎ 変更による注意  土地の地番等も変更されましたので、みなさんの住所、本籍、不動産の表示等は、町名変 

更後、新しい町名、地番による表示を用いてください。 

◎ 施行地区内にアパート、貸店舗等をお持ちの方は、変更後の新地番をそれぞれの方にお伝えください。 

 

住所変更後の手続きについて 

【皆さんに住所変更の手続きをしていただくもの】 

◎ このほかにも、住所変更の届出を要するものがございます。契約会社等にお問い合わせください。 

事 柄 届 出 先 必要書類など 期 限 

自動車運転免許証 郡山北警察署 (024-991-0110) 

郡山運転免許センター 

（024-961-2100） 

※その他県内各警察署、各免許セ

ンターでも手続きが可能です。 

･運転免許証 

･住所変更通知書、本籍更正通知書または町

名地番変更証明書 

お早めに変更

手続きをして

ください。 

軽自動車車検証 軽自動車検査協会 福島事務所 

コールセンター (050-3816-1837) 

･自動車検査証  ･使用者の印鑑 

･自動車検査証記入申請書（無料） 

･住所変更通知書または町名地番変更証明書 

※ 使用者と所有者が異なる場合、所有者の

印鑑または所有者からの委任状が必要です。 

自動車検査証 

普通自動車・オー

トバイ(250cc 超) 

東北陸運局 福島運輸支局 

ヘルプデスク (050-5540-2015) 

･自動車検査証  ･使用者の印鑑（認印） 

･住所変更通知書または町名地番変更証明書 

※ 使用者と所有者が異なる場合、所有者の

印鑑または所有者からの委任状が必要で

す。その他、窓口にて交付する申請書等の

記入が必要です。 

軽自動車届出済証 

オートバイ

（125cc 超 250cc

以下） 

(一社)全国軽自動車協会連合会 

福島事務所 (024-546-2577) 

･軽自動車届出済証 

･住所変更通知書または町名地番変更証明書 

･使用者の印鑑（認印） 

･自賠責保険証 

※ 使用者と所有者が異なる場合、所有者の

印鑑が必要です。その他、窓口にて交付する

申請書等の記入が必要です。 

厚生年金被保険者 勤務先 各勤務先に確認して被保険者及び被扶養配偶 

者ともに住所変更の手続きをしてください。 

お早めに変更

手続きをして

ください。 
国民年金第３号被

保険者（被扶養配

偶者） 

配偶者の勤務先 

共済年金被保険者 各共済組合 各勤務先に確認して住所変更の手続きをして 

ください。 

国民年金・厚生年

金を受給されてい

る方 

日本年金機構郡山年金事務所 

（024-932-3434） 

年金証書 ･印鑑（認印） 

･年金受給権者住所変更届 

･本人確認できるもの 

※代理人が申請する場合、次の書類も必要で

す。 

 ･本人からの委任状 

 ･代理人の本人確認できるもの 

手続きは不要。

但し次に該当す

る方は必要で

す。 

･日本年金機構に

おいて住民票コ

ードが未収録の

方 

･日本年金機構か

らの通知等の宛

先住所と住民票

の住所地が一致

していない方 

住所変更の手続きについて               

 

事 柄 届 出 先 必要書類など 期 限 

共済年金を受給さ

れている方 
各共済組合 各共済組合にお問合せくだい。 お早めに変更

手続きをして

ください。 

生命保険・自動車

保険等の任意保険 
契約している保険会社 契約している保険会社にお問合せください。  

国民健康保険被保

険者証(74 歳まで

の方) 

 

 

国民健康保険課（024-924-2141） 

各行政センター及び各連絡所 

各市民サービスセンター 

 

病院等窓口に次の書類を提示することで、住

所変更せずに 9月末まで使用できます。 

・被保険者証 

・住所変更通知書または町名地番変更証明書 

※住所変更を希望される方は次のものをお持

ちになって届出ください。 

･変更する被保険者証 

･印鑑（シャチハタ不可） 

※9月末まで

に郵送される

更新後の被保

険者証には新

しい住所が印

字されます。 

 

高齢受給者証 

(70 歳～74 歳まで

の方) 

限度額適用認定証

等 

 

※被保険者証と一

緒にお持ちくださ

い。 

国民健康保険課（024-924-2141） 

各行政センター及び各連絡所 

 

病院等窓口に次の書類を提示することで、住

所変更せずに来年 7月末まで使用できます。 

・高齢受給者証または限度額適用認定証等 

・住所変更通知書または町名地番変更証明書 

※住所変更を希望される方は次のものをお持

ちになって届出ください。 

･変更する高齢受給者証等 

･印鑑（シャチハタ不可） 

(限度額適用認定証等の場合は世帯主のもの) 

※来年 7月末

に郵送される

更新後の高齢

受給者証には

新しい住所が

印字されま

す。 

 

後期高齢者医療被

保険者証 

（75 歳以上の方

と一定の障がいが

ある 65 歳以上 74

歳以下の方のうち

認定を受けた方） 

国民健康保険課後期高齢者医療係 

（024-924-2146） 

各行政センター及び各連絡所 

 

 

 

病院等窓口に次の書類を提示することで、住

所変更せずに来年 7月末まで使用できます。 

・後期高齢者医療被保険者証 

・住所変更通知書または町名地番変更証明書 

※住所変更を希望される方は次のものをお持

ちになって届出ください。 

・変更する後期高齢医療被保険者証 

※来年 7月末

に郵送される

更新後の被保

険者証には新

しい住所が印

字されます。 

 

限度額適用認定証

等（後期高齢者医

療保険） 

 

※被保険者証と一

緒にお持ちくださ

い。 

病院等窓口に次の書類を提示することで、住

所変更せずに来年 7月末まで使用できます。 

・限度額適用認定証等 

・住所変更通知書または町名地番変更証明書 

※住所変更を希望される方は次のものをお持

ちになって届出ください。 

・変更する限度額適用認定証等 

 

特定健康診査受診

券（40 歳から 74

歳までの国民健康

保険加入者） 

国民健康保険課（024-924-2582） 

保健所地域保健課(024-924-2900) 

 

 

お持ちの特定健康診査受診券を医療機関等の

窓口に提示することで、住所変更せずに来年

１月末まで使用することができます。 

※住所変更を希望される方は次のものをお持

ちになって届出ください。 

・被保険者証 

・特定健康診査受診券 

 

身体障害者手帳 障がい福祉課（024-924-2381） ･身体障害者手帳 ･印鑑（認印） お早めに変更

手続きをして

ください。 
療育手帳 ･療育手帳 ･印鑑（認印） 

障がい福祉サービ

ス受給者証・地域

生活支援事業受給

者証・障害児通所

支援受給者証・自

立支援医療受給者

証（更生医療） 

･各受給者証 ･印鑑（認印） 



会社・各種法人の本

店・支店の所在地の登

記変更 

福島地方法務局法人登記部門 

(024-534-1904) 

･本店（主たる事務所）の所在

地を管轄する法務局 

･支店（従たる事務所）が変更

になる場合、その管轄法務局 

･登記申請書 

･住所変更証明書 

･印鑑（法務局に届出している印鑑） 

※代理申請の場合 

 ･委任状 

住所変更の日か

ら本店は 2週間

以内、支店は 3

週間以内に手続

きをしてくださ

い。 

代表者等の住所の変更

登記 

会社・各種法人の本

店・支店の住所変更 
市民税課（024-924-2081） ･法人の異動（変更）届出書 

･住所変更証明書 ･印鑑（代表者の印） 

※特別徴収義務者は上記以外に所在地の

変更届出書を併せて提出してください。 

お早めに変更手

続きをしてくだ

さい。 

理容所の所在地変更、

開設者の住所の変更 

郡山市保健所 

生活衛生課 (024-924-2157) 

※事前に生活衛生課にご確認

ください。 

･理容所届出事項変更届 お早めに変更手

続きをしてくだ

さい。 

 
美容所の所在地変更、

開設者の住所の変更 
･美容所届出事項変更届 

食品営業許可に係る営

業者住所・営業所所在

地の変更 

･営業許可事項変更届 

･法人の登記事項証明書(個人は不要) 

クリーニング所・無店

舗取次店営業に係る営

業者住所・クリーニン

グ所の所在地の変更 

･クリーニング所（無店舗取次店）届出

事項変更届 

動物取扱業に係る取扱

い事業者住所及び事業

所の所在地並びに特定

動物飼養者住所の変更 

･第一種動物取扱業変更届出書、第二種

動物取扱業変更届出書、特定動物飼

養・保管許可変更届書 

住所変更の日か

ら 30 日以内に

手続きをしてく

ださい。 

事 柄 届 出 先 必要書類など 期 限 

精神障害者保健福祉手

帳 

郡山市保健所 

地域保健課(024-924-2163) 

･精神障害者保健福祉手帳 

･印鑑（認印） 

お早めに変更手

続きをしてくだ

さい。 自立支援医療受給者証

（精神通院） 

･自立支援医療受給者証（精神通院） 

･印鑑（認印） 

児童扶養手当 こども支援課(024-924-2411) ･児童扶養手当証書 ･印鑑（認印） 

小児慢性特定疾患医療

受給者証 

･小児慢性特定疾患医療受給者証 

･印鑑（認印） 

特別児童扶養手当 障がい福祉課(024-924-2381) ･特別児童扶養手当証書 ･印鑑(認印)  

介護保険被保険者証 介護保険課(024-924-3021) 

各行政センター及び各連絡所 

各市民サービスセンター 

次の書類を提示することで、住所変更せ

ずに使用できます。 

・被保険者証 

・住所変更通知書または町名地番変更証

明書 

※住所変更を希望される方は次のものを

お持ちになって届出ください。 

･変更する被保険者証 

 

介護保険負担割合証・

介護保険負担限度額認

定証・社会福祉法人等

利用者負担軽減確認証 

※被保険者証と一緒に

お持ちください。 

次の書類を提示することで、住所変更せ

ずに来年 7月末まで使用できます。 

・負担割合証、負担限度額認定証及び軽

減確認証 

・住所変更通知書または町名地番変更証

明書 

※住所変更を希望される方は次のものを

お持ちになって届出ください。 

･変更する負担割合証 

･変更する負担限度額認定証 

･変更する社会福祉法人等利用者負担軽

減確認証 

※来年 7月以降

に郵送される更

新後の負担割合

証・負担限度額

認定証・社会福

祉法人等利用者

負担軽減確認証

には新しい住所

が印字されま

す。 

 

 

◎ 町名地番変更証明書（無料） 

  町名地番変更証明書は、換地処分の公告日の翌日から市民課（市役所西庁舎１階）、各行政センター、及び市民 

サービスセンターで発行いたしますので、本人確認できる身分を証明できるものと印鑑をお持ちください。 

  法人については区画整理課（市役所本庁舎３階）で発行いたしますので、申請書、委任状、代理人の身分を証 

するもの、代理人の印鑑をお持ちください。 

◎ 市役所が新しい住所（本籍）に書き換えるもの 

   住民票の住所・本籍、戸籍簿の本籍、戸籍附票の住所、印鑑登録原簿の住所 

◎ 法務局が新しい表示に書き換えるもの 

   土地登記簿の表題部、建物登記簿の表題部 

 

※ 問い合わせ先 郡山市都市整備部区画整理課 電話 024-924-2341 

 

 

マイナンバーカード（個人番

号カード） 

市民課（024-924-2131） 

各行政センター各市民サ

ービスセンター 

･マイナンバーカード（個人番号カー

ド） 

お早めに変更手続

きをしてくださ

い。 マイナンバー通知カード ･マイナンバー通知カード 

住民基本台帳カード（写真付

き） 

･住民基本台帳カード（写真付き） 

事 柄 届 出 先 必要書類など 期 限 

障害福祉サービス事業所の住

所変更 

障がい福祉課 

(024-924-2381) 

･変更届出書 

･住所変更がわかるもの 

住所変更の日から

10 日以内に手続

きをしてくださ

い。 
障害福祉サービス事業所サー

ビス管理者、サービス管理責

任者、相談支援専門員、役員

の住所変更 

･変更届出書 

･住民票（写しでも可） 

介護サービス事業所の届出事

項変更(法人・事業所・代表

者・管理者・役員等の住所変

更) 

介護保険課 

（024-924-3021） 

郡山市保健所総務課 

（024-924-2120） 

･変更届出書 

･変更内容の応じた必要書類 

（「介護保険事業者指定等申請の手引

き」に掲載しています。） 

医療機関、施術所、歯科技工

所の届出事項変更（法人・事

業所・代表者・管理者・役員

等の住所変更） 

郡山市保健所総務課 

（024-924-2120） 

※保険医療機関、保険薬

局の場合 

東北厚生局福島事務所 

（024-503-5030） 

･変更届出書 

･印鑑（法人の場合は代表者の印） 

･変更内容に応じた必要書類 

お早めに変更手続

きをしてくださ

い。 

薬局、医薬品販売業、毒物劇

物販売業の許可事項等の変更 

大気汚染防止法、水質汚濁防

止法、騒音規制法、振動規制

法、福島県生活環境の保全等

に関する条例に基づく届出の

変更 

郡山市環境保全センター 

(024-923-3400) 

･氏名等変更届出書（正本１部、写し

１部） 

･印鑑（法人の場合は、代表者の印） 

住所変更の日から

30 日以内に手続

きをしてくださ

い。 


