
住所変更手続き 説明会
（法人・事業所様向け）

呉市 都市計画課 総務グループ
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法人事業所様向け説明の流れ

1. 最初に法人事業所様に共通する手続きなど
をご説明いたします。

2. 最後に法人登記をされている法人事業所様
への説明をおこないます。
「法人の所在地・代表者の住所変更」「法人の不動産登記
変更」について，ご説明いたします。
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法人事業所様に
共通する手続きなど
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はじめに（表紙・１ページ）

• 住所変更の対象地域

広古新開７丁目・８丁目・９丁目

• 住所変更の実施日

平成２８年９月１７日（土）

※この日から変更後の住所を使
用することとなります。

• 住所変更手続きは，変更日よりも
前に行うことはできません。
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目次
（しおり２ページ）

• はじめに（住所変更の対象地域，
実施日，手続き開始日）

• みなさまにお届けしたもの

• 住所の変更について

• 郵便について

• 証明書の発行について

• 住所変更手続きについて（手続
きが不要なもの，手続きが必要
なもの）
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みなさまにお届けしたもの
（しおり３ページ）

• 住所変更手続きのしおり

• 通知書（住居表示変更通知書）

• 新旧対照案内図

• 街区案内図

• お知らせ用はがき

• 相談窓口，証明書時間外発行
臨時窓口のお知らせ
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住所変更手続きのしおり
（みなさまにお届けしたもの）

• 住所変更手続きのしおりでは，この
たびの住居表示再整備に伴う，住所
変更の内容や手続きの方法などを
解説しております。

• 特に，しおり１１ページから１６ページ
までの「住所変更手続きが必要な主
なもの」については，該当されるもの
があるかをご確認ください。

• 住所変更手続きについては，後のス
ライドで詳しくご説明いたします。
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通知書（住居表示変更通知書）
（みなさまにお届けしたもの）

• 住所の変更についての通知です。

• 対象者の名称，変更前の住所，変更後の住所，
実施日が記載されています。

• 法人事業所様に，６枚を配布しております。

• 住所変更の実施日である平成２８年９月１７日
以降，証明書として使用できます。

• 住所変更手続きの際，通知書を添付すること
により，手数料等は免除，非課税となります。

• 当初配布の枚数で不足する方は，実施日以降，
証明書をご請求ください。

• 証明書の詳細は，後のスライドで説明いたしま
す。
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新旧対照案内図
（みなさまにお届けしたもの）

• 新旧対照案内図は，住所案内用の地図です。各建
物の新旧住所がわかるようになっています。

• 区域内に建物を所有する方は，この地図で建物の
新しい住所をご確認いただけます。
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新旧対照案内図の見方 1/2

• 新旧対照案内図の左下をご覧ください。
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新旧対照案内図の見方 2/2
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広古新開８丁目 

    ㉑ 7・  2-25 

1 

新住所の町名です。 

（この例では「広古新開８丁目」） 

新住所の街区符号（番）です。 

（この例では「２１番」） 

新住所の住居番号（号）です。 

（この例では「１号」） 

 ※町名が変わる場合のみ，記載しています。 

 旧住所の町名です。 

（この例では「広古新開７丁目」） 

旧住所の街区符号（番）と 

住居番号（号）です。 

（この例では「２番２５号」） 

新旧住所の見方  
旧住所：呉市広古新開７丁目２番２５号  
新住所：呉市広古新開８丁目２１番１号  (例) 

※この記載例は，架空の住所です。 



街区案内図
（みなさまにお届けしたもの）

• 街区の案内図です。

• 旧街区と新街区がわかるようになっています。
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お知らせ用はがき
（みなさまにお届けしたもの）

• 法人事業所の方には２００枚を配布しています。

• はがきの書き方や投函の方法については，後のス
ライドで説明いたします。
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相談窓口，証明書時間外発行臨時窓口のお知らせ
（みなさまにお届けしたもの）

• 相談窓口と証明書時間外発行臨時窓口のお
知らせです。

• どちらも，広市民センター１階に開設いたしま
す。

• 相談窓口の開設日時

平成２８年９月１８日（日）～１０月２日（日）

平日 午前８時３０分～午後７時

土日祝 午前８時３０分～午後５時１５分

• 証明書時間外発行臨時窓口の開設日時

平成２８年９月１８日（日）～１０月２日（日）

平日 午後５時１５分～午後７時

土日祝 午前８時３０分～午後５時１５分

※ 平日の午前８時３０分～午後５時１５分は，広
市民センター窓口，本庁都市計画課窓口をご
利用ください。
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法人登記をされている法人・事業所の方
（みなさまにお届けしたもの）

• 法人登記をされている法人・事業
所の方には，別のしおり「会社等
法人の変更登記について」を同封
しております。

• 法人登記変更については，こちら
をご覧ください。
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住所の変更について
（しおり５ページ）

• 住所の変更内容をご説明いたします。
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広古新開７丁目
広古新開８丁目
広古新開９丁目

□番 △号（△－部屋番号号）
カッコ内は３階以上の建物の場合

呉市

【町名】【街区符号】 【住居番号】



町名（広古新開○丁目）

• 広古新開７丁目と８丁目では，町名が変更となる区
域があります。

• 「新旧対照案内図」で町名が変わっている区域を確
認することができます。

• 「通知書」の変更前と変更後の住所で，町名の部分
が変更になっている方は，特にご注意ください。
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町名が変更される区域
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「広古新開８丁目」→
「広古新開７丁目」

「広古新開７丁目」→
「広古新開８丁目」



街区符号（○番）
• 変更前の住所では，１番～１３番です。

• 変更後の住所では，２１番から順番につけています。
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住居番号（○号または○－部屋番号号） 1/2

• ２１番から設定した各街区ごとに，右回りに順序良くつけてい
ます。

• ３階以上の建物については，部屋番号を加えます。
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広古新開７丁目
街区：３４番

をご覧ください。



住居番号（○号または○－部屋番号号） 2/2
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• 広古新開７丁目 ３４番街区をご覧ください。

• 右下の角を起点として，右回りに住居番号がついています。

広古新開７丁目
３４番街区の起点

基礎番号「１」からスタート



住所変更の「お知らせ用はがき」
（「郵便について」 しおり６ページ）

• みなさまに配布した「お知らせ用は
がき」は，知人や取引先に新しい住
所をお知らせするためのはがきで，
広郵便局から提供を受けています。

• 送料は無料です。

• このはがきは，住所変更実施日前
に投函することが出来ます。

• このはがきは必ず送付しなければ
ならないものではありません。ご事
情に応じてご利用ください。
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「お知らせ用はがき」の書き方
（しおり６ページ）

• 表面に知人や取引
先のあて先をご記
入ください。

• 裏面には，ご自身
の新住所，旧住所，
氏名をご記入くだ
さい。
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• はがきが入っていた封筒に，はがきをま
とめて入れ，ポストに投函してください。

• 平成２８年９月１７日の実施日以前に投
函できます。



郵便配達について
（しおり６ページ）

• 旧住所で書かれた郵便物でも，
住所変更後も当面の間，配達
されます。

• 広郵便局への「転送届」の提出
は不要です。

• 郵便番号に変更はありません
７３７－０１１２
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証明書の発行（通知書が不足する場合）
（しおり７ページ）

• 住所変更手続きに必要な「住居表示変更通
知書」は，６枚を配布しております。

• 配布した通知書で不足する場合，証明書を
ご利用ください。

• 証明書発行は，広市民センター，本庁都市
計画課，各市民センターです。

• 証明書発行の申請は，郵送でも可能です。
詳細はしおり７ページをご覧ください。

• 期間を限定して証明書発行の時間外発行
窓口を開設いたします。詳細はA4両面印刷
の「お知らせ」をご覧ください。
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住所変更手続きについて
ご説明いたします。

• このたびの住所変更では，自動的に変更となるもの
と住所変更手続きが必要なものがございます。

• みなさまには住所変更手続きでお手間をおかけす
ることとなり，申し訳ございません。
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住所変更手続きが不要なもの
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水道・下水道，電気，都市ガス
（手続きが不要なもの） （しおり９ページ）

• 手続きは不要です。

• 変更手続きの都合上，
しばらくの間，旧住所で
通知などが届く場合が
あります。ご了承くださ
い。
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飲食店や理容店の営業許可
医療機関，施術所，歯科技工所の届出事項
薬局，医薬品・毒物劇物販売業の許可事項
第一種動物取扱業の登録
（手続きが不要なもの）（しおり１０ページ）

• 呉市保健所が公簿の書き
換えを行います。

• 手続きは不要です。
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一般廃棄物処理業許可
自動車リサイクル法登録
（手続きが不要なもの）（しおり１０ページ）

• 呉市環境部が公簿の書き
換えを行います。

• 手続きは不要です。
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結核予防指定医療機関
生活保護指定医療機関

（手続きが不要なもの） （通知書配布後お問い合わせ頂いたもの）

• 結核予防指定医療機関

保健所に確認したところ，変更申請は不要です。

• 生活保護指定医療機関

呉市が職権で変更しますので，手続きは不要です。

※上記の内容については，９月上旬に発行いたします「住居表
示再整備ニュース第６号」でみなさまにお知らせいたします。
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続きまして，
住所変更手続きが「必要」な
主なものをご説明いたします。
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住所変更手続きで特にご注意いただきたいこと
手続き「開始日」と「窓口の休み」について

（しおり１１ページ）

• 住所変更手続きの開始は，実施日
（平成２８年９月１７日）以降にお願
いいたします。

• 実施日よりも前に手続きをすること
はできません。

• 実施日は土曜日であるため，多く
の窓口が休みとなっております。ご
注意ください。
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車検証，届出済証（しおり１２ページ）
（手続きが必要なもの）

• 車検証や届出済証の住所変更は，郵送で行うこと
が出来ません。

• また，土日祝日の受付もございません。

• 手続き先が呉市から遠く，手続きをされる際にはみ
なさまにご面倒をおかけすることとなります。申し訳
ございません。

• 変更手続きの期限については，実施日以降，みなさ
まのご都合に合わせて，なるべくお早めにお願いい
たします。車検が近い場合はその際にお願いいたし
ます。

※ 自動車税は，手続き不要です。広島県西部県税事
務所が送付先住所を新しい住所に変更いたします。

※ １２５ｃｃ以下の二輪車は，手続き不要です。呉市が
新しい住所に変更いたします。
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不動産登記関係（しおり１３ページ）
（手続きが必要なもの）

• 不動産（土地・建物）の所有者の住所については，変更手続きの期限は，
特にありません。

• 売買や贈与などの事由が発生したときに併せて行ってもかまいません。

• 不動産（土地・建物）の所有者の住所変更については，１８ページ以降に
解説をしております。手続きを希望される方はご覧ください。

※広古新開７丁目，８丁目，９丁目内の不動産については，換地処分公告

日から３カ月程度は登記閉鎖のため，手続きはできません。ご注意くださ
い。
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法人登記関係（しおり１３ページ）
（手続きが必要なもの）

• 法人の所在地や代表者の住所につい
て，手続きが必要です。

• 法人登記をされている法人事業所様に，
「会社等法人の変更登記について」を
同封しております。

• 詳細は後のスライドでご説明いたしま
す。
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社会保険（年金・健康保険）関係
（しおり１３ページ）

（手続きが必要なもの）

• 社会保険に加入して
いる事業所

呉年金事務所への手続
きが必要です。詳細につ
いては，呉年金事務所に
お問合せください。
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その他，みなさまのご契約やご利用に応じて，
住所変更手続きをお願いしたいもの

（しおり１６ページ）

次のものについては，契約先などにご
確認ください。
• 携帯電話をお持ちの方

• 固定電話をお持ちの方

• 銀行などの金融機関，保険会社，ゆうちょ銀
行との取引や契約がある方

• 各種免許や許可証をお持ちの方
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小児慢性特定疾病指定医療機関
（手続きが必要なもの） （通知書配布後お問い合わせ頂いたもの）

• 小児慢性特定疾病指定医療機関
変更届の提出が必要です。
変更届の様式は，呉市ホームページにあります。
「住居表示変更通知書」を添付し，保健所保健総務課にご提出ください。

呉市ホームページ www.kure.lg.jp
組織で探す → 福祉保健部保健総務課 → 届出・申請 →

指定医療機関の指定医の申請手続き（小児慢性特定疾病医療
費助成制度）

※上記の内容については，９月上旬に発行いたします「住居表示再整備
ニュース第６号」でみなさまにお知らせいたします。
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http://www.kure.lg.jp/


• これまでいただいたご質問とその回答（しおり２１～
２２ページ）

• 委任状の一般的な様式（しおり２２ページ）
※ 各手続き先で委任状の様式が定められている場合があります。住所
変更手続きの前に各機関にご確認ください。
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• 関係機関のご案内（しおり２３～２４ページ）
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• このたびは，住居表示再整備に伴い，みなさ
まに住所変更手続きのお手間をおかけする
こととなり，大変申し訳ございません。

• このたびの住居表示再整備は，誰にでもわ
かりやすい街にするために必要なものでござ
います。

• みなさまのご理解とご協力をお願いいたしま
す。
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みなさまへのお願い

• 住所変更の実施日 平成２８年９月１７日からは，変更後の
住所をお使いください。

※ あて先が変更前住所で書かれた郵便でも，住所変更
後も当面の間，配達されますのでご安心ください。

• 住所変更手続きは，実施日である平成２８年９月１７日から
可能です。

• ただ，実施日が土曜日であるため，市役所を含むほとんどの
窓口が休みとなっておりますので，ご注意ください。

• 住所変更に伴う名刺，封筒，パンフレットなどの経費，登記
申請で司法書士に依頼した場合の報酬，各種申請を依頼し
た場合の代行手数料などは，自己負担となりますので，ご了
承ください。
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• 以上が，法人事業所様に共通する
手続きなどの説明です。

• これ以降の説明は，法人登記をされ
ている法人事業所様への説明となり
ます。
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会社等法人の変更登記について
「法人の所在地・代表者の住所」

法人登記をされている

法人事業所様向け

法人登記をされている法人事業所様には，

法人登記変更を解説した

「会社等法人の変更登記について」を

配布しております。
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次の場合に，法人の登記変更の
申請手続きが必要です。（表紙）

1. 広古新開７丁目・８丁目・９丁目に，法人
の本店（または主たる事務所）あるいは
支店（従たる事務所）の所在地があり，
法務局に登記している場合

2. 広古新開７丁目・８丁目・９丁目に，法人
の代表者の住所がある場合

3. 広古新開７丁目・８丁目・９丁目にある法
人が，土地建物等の不動産を所有して
いる場合

※ 法人の代表者とは，株式会社の代表取締役，
有限会社の取締役など，法務局に住所が登記
されている方を言います。
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法人登記の変更 手続き先など
（２～３ページ）

• 手続き開始
平成２８年９月１７日（土）以降

窓口でのお手続きは，平成２８年９月２０日（火）以降

• 法令上の登記期間
本店，法人代表者 ２週間以内

支店 ３週間以内

• 手続き先

広島法務局法人登記部門（所在地，電話番号については，１２
ページをご覧ください）

• 申請方法
窓口申請に加えて，郵送での申請も可能です。

郵送の際には，簡易書留でお願いします。（詳細は３ページをご
覧ください）

• 登録免許税
住居表示変更通知書または証明書を添付することにより，非
課税となります。
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法人登記の変更でご注意いただきたいこと
（２ページ）

• 法人登記の変更期限は法令の規定によ
り，本店と代表者の場合２週間以内，支店
の場合３週間以内となっております。

• お手数ですが，法人の権利を守り，取引
の安全を図るため，必要な手続きをしてい
ただきますよう，お願いいたします。

• 「住居表示変更通知書」は実施日以降，
証明書としてお使いいただけます。通知
書で枚数が不足する場合，証明書をご請
求ください。請求書の請求方法は「住所変
更手続きのしおり」をご覧ください。
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法人登記の変更で申請手続きが必要なもの
本店の所在地 （４ページ左）

• 本店が広古新開７丁目，８丁
目，９丁目にある場合には，

「本店所在地の登記変更」

が必要です。

1. まず，本店において，登記簿の本店の
所在地を変更する手続きを行います。

2. 次に，法人登記をしている支店がある
場合には，支店（広島法務局の管轄区
域外にある場合のみ）において，登記
簿の本店の所在地を変更する手続き
を行います。
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「本店所在地の登記変更」記載例
（７ページ）

• 記載例は７ページの【例２】
をご覧ください。

• 本店と法人代表者を同時
に行う記載例は６ページの
【例１】をご覧ください。

• 本店と法人代表者を同時
に行う記載例は後のスライ
ドでご説明いたします。
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法人登記の変更で申請手続きが必要なもの
支店の所在地 （４ページ右）

• 「支店の所在地変更」の
詳細な手続き方法は，広
島法務局法人登記部門
にお問い合わせください。

• なお，支店の登記をされ
ていない場合，手続きは
不要です。
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法人登記の変更で申請手続きが必要なもの
法人代表者の住所 （５ページ左）

• 法人代表者の住所が広古新
開７丁目，８丁目，９丁目にあ
る場合には，

「法人代表者の住所変更」

が必要です。

1. 本店において，登記簿の代表者の
住所を変更する手続きを行う。

2. 支店におけるお手続きは不要です。
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「法人代表者の住所変更」記載例
（８ページ）

• 記載例は８ページの【例３】を
ご覧ください。

• 「本店所在地の登記変更」と
「法人代表者の住所変更」は
１枚の申請書で手続きできま
す。記載例は６ページの
【例１】をご覧ください。

• 本店と法人代表者を同時に行
う記載例は次のスライドでご
説明いたします。
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「本店所在地の登記変更」と「法人代表者の住所変更」

を１枚の申請書でおこなう場合 記載例
（６ページ）

• 記載例は６ページの【例１】を
ご覧ください。

• 住居表示変更通知書は，本店
の通知書と代表者の通知書，
それぞれが必要です。
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法人登記 変更登記申請書様式

• 配布物の中に，法人登記の変更
登記申請書を同封しております。

• また，呉市ホームページでも様式
をＰＤＦとワードファイルで公開し
ておりますので，ご利用ください。

呉市ホームページ www.city.kure.lg.jp

行政の窓口 → 組織で探す →

都市部都市計画課 →

広古新開７丁目・８丁目・９丁目の住居表示再整備
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その他手続き

法人登記をされている

法人事業所様向け
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法人登記の変更で申請手続きが必要なもの
不動産登記名義人の住所 （５ページ右）

• 不動産の登記期間については，法
令上の定めはありません。

• 売買・贈与・抵当権の設定などの事
由が発生したときに，あわせて行っ
ても構いません。

1. まずは法人登記の所在地変更を
行ってください。

※ 広古新開７丁目，８丁目及び９丁目
内の不動産については，登記閉鎖期
間中の手続きは出来ませんので，ご
注意ください。
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関係機関案内
（１２ページ）

• 法人登記のご不明な点に
ついては，広島法務局へ
お問い合わせください。

• 不動産登記のご不明な点
については，広島法務局
呉支局，または管轄法務
局へお問い合わせくださ
い。
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以上が，法人登記をされている法人
事業所様への説明となります。
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住居表示再整備に，みなさまのご理解と
ご協力をお願いいたします。

住所変更手続きに関するお問い合わせ先

呉市 都市計画課 総務グループ

住所 呉市中央４丁目１番６号 呉市役所６階

電話 （０８２３）２５－３３６６
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