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新しい住居表示のお知らせ
（手続のしおり）





1

●

●

●

●

●

社
家
駅

東名高速道路

さ
が
み
縦
貫
道
路(

圏
央
道)

Ｊ
Ｒ
相
模
線

相
模
川

貫
抜
川

至門沢橋

海老名
ＪＣＴ

海老名運動公園

県立有馬高等学校

社家小学校

社家小町児童公園

社家コミュニティセンター

至厚木

中野三丁目中野三丁目
中野二丁目中野二丁目

中野一丁目中野一丁目

中新田四丁目中新田四丁目

今
里
三
丁
目

今
里
三
丁
目

上
河
内

上
河
内

中
河
内

中
河
内

中新田五丁目中新田五丁目

社家社家

社家二丁目社家二丁目 社家三丁目社家三丁目

社家四丁目社家四丁目社家五丁目社家五丁目社家六丁目社家六丁目

社家
一丁目
社家
一丁目

区　域　図



2

はじめに

複雑になった原因

皆様がお住まいの社家地区では、令和３年８月３０日から住居表

示を実施するため、住所の表し方が変わります。

現在の住所は「地番」を用いて表示されています。「地番」は、

住所を表すために付けられたものではないので、土地の売買などに

伴い分筆・合筆が繰り返された結果、大変複雑になっています。

そこで、分かりやすく訪ねやすいまちづくりのため、住居表示を

実施します。

本書では、住居表示の実施により何が変わり、どのような手続が

必要となるかについてご案内します。

何かとお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いしま

す。

・土地の分筆・合筆により、地番の欠番などが増え、順序良く並ん

でいない。

・一筆の面積が大きい土地では、複数の家屋が建ち、同一の住所を

使った建物がある。

・複数の地番にまたがって建っている家屋は、代表地番を住所とし

ているため、隣接した住所との連続性が無い。

住居表示を実施すると

・火災等の緊急時に通報する際、場所の特定がしやすくなる。

・緊急車両の到着が速やかになる。

・郵便、荷物などの集配業務で誤送などが起こりにくくなる。

・場所の案内をしやすくなる。
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郵便番号について

社家一～六丁目 ･･････ 〒２４３－０４２４

旧住所の郵便物について

　住居表示実施以降も、社家地区の郵便番号に変更はありません。

　宛先が旧住所のまま差し出された郵便物は、住居表示の実施以降

も数年程度は配達されます。

　なお、それ以降については、変更時の資料等により把握できる範

囲で配達される予定です。



4

お届けしたもの

新しい住居表示のお知らせ
(手続きのしおり)

・　住居表示の概要や手続等を説明した小冊子です。（本書）

住居表示通知書

住　民･･･ 個人毎に掲載：各８通

事業所･･･ １０通

※

・　あなたの新しい住所が記載された通知書です。

・　各種の住所変更の手続の際に御利用ください。

住居表示新旧対照案内図 ・　今回の住居表示実施区域を表した案内図です。

・　町区域、街区符号、住居番号、旧住所等を記載しています。

登記申請書 ・　不動産登記（土地・建物）の名義人住所を変更するための

　申請用紙です。詳細は本書１４ページ以降をご参照ください。

※不動産の名義人でない場合は、この用紙は使用しません。

※複数枚必要な場合には、コピーして利用してください。

・　お知らせ用はがきにつきましては、はがきが入っていた封

　筒に封入し、投函してください。

住居表示のお知らせ用はがき

(1世帯又は1事業所につき50枚)

・　親戚や知人などへ住所が変更されたことを通知するために、

　日本郵便株式会社が発行する無料はがきです。

手続説明会日程表 ・　住居表示実施に伴う、住所変更手続きに関する説明会開催

　のお知らせチラシです。

本籍表示変更通知書 ・　住居表示実施に伴う町名変更により、本籍の表し方が変更

　(７ページ参照)になったことをお知らせするものです。

　　運転免許証などの本籍変更手続き(１１ページ参照)の際に

　ご利用ください。

Ａ４サイズ・２面割付で

作成しています。

必要に応じて切り離して

ご利用ください。

会社、法人には「会社・法人などの変更登記の手引き」及び、法人用の「変更登記申請書」

を同封していますので、変更登記をする際にご利用ください。

実施日以降にお届けするもの
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社 家 一 丁 目

○-○

住居番号表示板街区表示板

1

社
家
一
丁
目

電柱などに取り付けます。
郵便受けや表札の近くなど

に取り付けます。

　住居表示の実施に伴い、市では街区表示板や住居番号表示板の設置を行います。

　住居番号表示板については、実施日頃までに市が委託した作業員が各戸に訪問い

たしますので、お伺いした際は取付場所の指示等をお願いします。

　なお、ご不在の場合は住居番号表示板をポストへ投函いたしますので、ご自身で

設置をお願いいたします。

住所変更の証明書について

　住所変更の手続の際には、みなさまにお配りした「住居表示通知書」を証明書類としてご使用

いただけます。

　もし不足する場合には、住居表示通知書と同様にご利用いただける｢住居表示変更証明書｣を、

実施日以降、市役所１Ｆ窓口サービス課にて無料で発行します。本人確認ができるものをお持ち

のうえ、窓口へお越しください。

各種表示板
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住居表示の仕組み

住居表示(住所)の表示例

新しい住所の表し方

新町名

新町名

○○○四丁目

○○○二丁目 ○○○一丁目

↑町の区域をはっきり分かりや
　すく区切り、○○○×丁目に
　します。

↑町(○○○×丁目)の中を分
　割してブロックに分け、順
　に街区符号を付けます。

○○○三丁目

12番12番

7番

13番

11番 10番 8番

2番

6番5番4番

14番

3番

9番

↑街区の周りに基礎番号を設定
　し、家の出入口位置によって
　住居番号を決めます。

8

2 13

9

7

6

5

4

10 11 12

18

17

16

15

14

13

1号

4号

7号6号

5号

12号

○○○一丁目 １番 １号

新町名 街区符号 住居番号

海老名市 ○番 ○号

街区符号

地番

住居番号

拡大
拡大

15番

1番

※図面は説明用のもので、今回の実施区域の地形とは異なります。

社家○丁目

海老名市 ○番 ○－１０１号

街区符号 住居番号

海老名市

【実施後】

【実施前】 社家 １２３番地の４

～中高層住宅の場合～

部屋番号基礎番号

　原則として２階以上かつ４部屋以上の建物ならびに
部屋番号が３桁の数字の場合、基礎番号と部屋番号ま
で含めて表示します。（建物名称を省略）

社家○丁目
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不動産の表示例

本籍と不動産の表し方

～建物の所在の場合～

海老名市

地番

社家○丁目

海老名市

【新】

【旧】 社家字宇治山 １２３番地４

１２３番地４

～土地の場合～

新町名

新町名

新町名

海老名市

地番

社家○丁目

海老名市

【新】

【旧】 社家字宇治山 １２３番４

従来どおり地番での表示

従来どおり地番での表示

従来どおり地番での表示

１２３番４

本籍の表示例

海老名市 社家○丁目

地番

海老名市

【新】

【旧】 社家 １２３番地４

１２３番地４

街区符号

※この場合、本籍地の表示は街区符号までです。

もし転籍の手続をした場合は･･･

海老名市 社家○丁目【転籍後】 １番

本籍表示及び不動産表示については新町名及び従来どおりの地番による表示

を用います。 ※新町名に変更する手続は不要です。

※本籍の表示を、地番ではなく街区符号を用いた表示「○番」に変

更することもできます。もし変更を希望する場合は、住居表示実施

後に市役所窓口サービス課へ「転籍届」を提出してください。
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担　当　部　署項　　　目 説　　　明

国民年金加入者

国民年金受給者

厚生年金受給者

住民票

印鑑登録証明書

戸籍・戸籍の附票

選挙人名簿

日本年金機構で新しい住所に書

き換えます。

※詳しくは厚木年金事務所まで

お問い合わせください。

市役所で新しい住所に書き換え

ます。

※戸籍簿については、新しい町

名に書き換えます。

ご自身で旧住所に二重線を引き、

新住所を記入してください。

住所変更した各証を９月頃に発

送予定です。

住所変更した各証を９月初旬頃

に発送予定です。

住所変更の手続は必要ありません。

日本年金機構 厚木年金事務所
〒243-8688
厚木市栄町1-10-3
℡046-223-7171

市役所　窓口サービス課

市役所　選挙管理委員会事務局

母子健康手帳

妊産婦健康診査費用補助券等

国民健康保険被保険者証

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証

後期高齢者医療被保険者証

限度額適用認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証

特定疾病療養受療証

子 子ども医療証

障 医療受給者証

親 福祉医療証

介護保険被保険者証

介護保険負担割合証

介護保険負担限度額認定証

社会福祉法人利用者負担軽減確認証

ＮＨＫ、ＮＴＴ、東京電力、

東京ガス

市役所　こども育成課

市役所　国保医療課

市役所　介護保険課

各関係機関

※上記以外の電気、ガス、固定電話、有料放送等の契約先につきましては、お手数ですが、それぞれ手
続の必要があるかを各契約先にお問い合わせください。

住所変更の手続は必要ありません。パスポート（旅券） パスポートセンター

住所変更の手続は必要ありません。軍人恩給受給者の住所変更 総務省　政策統括官
(恩給担当)
新宿区若松町19-1
℡03-5273-1400

水道営業所で新しい住所に書き換え

ます。

上下水道 神奈川県企業庁 海老名水道営業所
〒243-0434
海老名市上郷717
℡046-234-4111

実施後の手続

手続が不要な主なもの
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　住居表示の実施に伴い、皆様に住所変更等の手続をしていただく主なものは

次のとおりです。

＜該当するページを御参照ください。＞

法務局の関係

自動車の関係

土地、建物など不動産の所有名義人の住所変更

会社、法人等の本店又は支店等の所在地変更及び役員の住所変更

10ページ

10ページ

11ページ

11ページ

11ページ

11ページ

11ページ

12ページ

12ページ

12ページ

13ページ

13ページ

13ページ

13ページ

13ページ

自動車運転免許証、運転経歴証明書の住所及び本籍変更

標識交付証明書の住所変更（125cc以下の原動機付自転車及び小型特殊自動車）

住民基本台帳カード（顔写真付き）の住所変更

マイナンバー（個人番号）カードの住所変更

在留カード・特別永住者証明書の住所変更

障害者手帳（身体・療育）の住所変更

障害者手帳（精神）の住所変更

自立支援医療受給者証（精神通院）の住所変更

市役所の関係

軍人恩給受給者の住所変更

健康保険証(全国健康保険協会や健康保険組合で管理しているもの）の住所変更

その他

実施後の手続

ご自身で住所変更の手続をしていただくもの

　以上のほか、海老名市立小・中学校以外の学校、勤務先、銀行、生命保険会社、損
害保険会社、各種免許、許可・認可証、携帯電話、ここに記載のない資格をお持ちの

方など、それぞれ手続の必要があるかを各事務担当にお問い合わせください。

注意

１　各手続は、実施日以降に行ってください。

２　住居表示実施による住所変更の手続は、原則として無料です。
　　ただし、「司法書士」等に依頼した場合は、その費用が掛かります。また、一部「申請用紙」

の購入費用や、登録手数料が掛かるものがありますのでご注意ください。

３　マイナンバー（個人番号）カードは、住居表示実施前に申請手続をすると、旧住所のカード
が作成されます。その場合、住居表示実施後に再度住所変更の手続が必要となります。

４　各手続に証明書の添付等が必要な場合は「住居表示通知書」又は「住居表示変更証明書」を
ご利用ください。

　　なお、「住居表示変更証明書」は、実施日以降、市役所１階窓口サービス課にて無料で発行し
ます。

５　実施日直後は、各関係機関の混雑が予想されますのでご注意ください。

車検証の住所変更（普通自動車及び251cc以上の二輪車）

車検証の住所変更（軽自動車）

軽自動車届出済証の住所変更（126～250cc以下の二輪車）
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法務局の関係

届 出 先 必要書類など期 限

期限はありません。
売買･抵当権設定･抵
当権抹消などの事由
が生じた時に合わせ
て手続されても構い
ません。

・住居表示通知書(又は証明書)

・登記申請書

・印（認印で可）

土地、建物など不動産の所有者名義人の住所変更

不動産の所在地を管轄する
法務局

※海老名市内の不動産の管轄
は、横浜地方法務局大和出張所

横浜地方法務局大和出張所

〒242-0021

大和市中央1-5-20

℡046-261-2645

届 出 先 必要書類など期 限

本 店 （ 主 た る 事 務
所）を管轄する法務
局においては２週間
以内

支店（従たる事務
所）を管轄する法務
局においては３週間
以内

・住居表示通知書(又は証明書)

・変更登記申請書

・印(法務局に登録した印)

・上記の登記が完了した事を　

証する履歴事項全部証明書

（申請書に会社法人番号を記入

　することで添付省略可）

・変更登記申請書

・印(法務局に登録した印)

会社、法人等の本店又は支店等の所在地変更及び役員の住所変更

本店（又は支店）の所在地を
管轄する法務局

※海老名市内の商業・法人登記

の管轄は、横浜地方法務局湘南

支局

横浜地方法務局湘南支局

〒251-0041

藤沢市辻堂神台2-2-3

℡0466-35-4620

(音声ガイダンス 3番)

※申請書の作成要領は、14ページ
以降を御参照ください。

実施日以降に手続をしてください。
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自動車の関係

届 出 先 必要書類など期 限

・住居表示通知書(又は証明書)

・車検証

・住居表示通知書(又は証明書)

・軽自動車届出済証

車検証の住所変更（普通自動車及び２５１ｃｃ以上の二輪車）

軽自動車届出済証の住所変更（１２６～２５０ｃｃ以下の二輪車）

届 出 先 必要書類など期 限

なるべく速やかに変更手続
してください。

なるべく速やかに変更手続
してください。

なるべく速やかに変更手続
してください。

市役所　市民税課
℡046-235-8593

届 出 先 必要書類など期 限

・標識交付証明書

標識交付証明書の住所変更（１２５ｃｃ以下の原動機付自転車及び小型特殊自動車）

新住所が記載された標識交
付証明書が必要な時に手続
してください。

届 出 先 必要書類など期 限

車検証の住所変更（軽自動車）

軽自動車検査協会
神奈川事務所相模支所
〒243-0303

愛川町中津字桜台4071-5

℡050-3816-3120

神奈川運輸支局
相模自動車検査登録事務所
〒243-0303

愛川町中津字桜台7181番地

℡050-5540-2037

神奈川運輸支局
相模自動車検査登録事務所
〒243-0303

愛川町中津字桜台7181番地

℡050-5540-2037

・住居表示通知書(又は証明書)

・車検証

※事業用の普通自動車（緑ナン

バー）の場合、手続が異なりま

す。詳しくは神奈川運輸支局輸

送課（℡045-939-6801）までお

問い合わせください。

届 出 先 必要書類など期 限

なるべく速やかに変更手続し
てください。

住所変更の場合
・住居表示通知書(又は証明書)
・自動車運転免許証
 (又は運転経歴証明書)

本籍変更の場合
・本籍表示変更通知書(又は証明書)

自動車運転免許証、運転経歴証明書の住所及び本籍変更

海老名警察署

〒243-0411

海老名市大谷2-1

℡046-232-0110

運転免許センター（二俣川）

℡045-365-3111

実施日以降に手続をしてください。
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市役所の関係

届 出 先 必要書類など期 限

・マイナンバーカード

※手続の際に、あらかじめ設

　定している4桁の暗証番号が

　必要です。

※署名用電子証明証を搭載し

　ている方は、あらかじめ設

　定している6桁以上16桁以下

　の英数混在の暗証番号が必

　要です。

マイナンバー（個人番号）カードの住所変更

市役所　窓口サービス課
℡046-235-4869

市役所　窓口サービス課
℡046-235-4869

届 出 先 必要書類など期 限

・住民基本台帳カード

※手続の際に、あらかじめ設

　定している4桁の暗証番号が

　必要です。

住民基本台帳カード（顔写真付き）の住所変更

期限はありませんが、身分証
明書であるため、お早めに変
更手続してください。
※署名用電子証明書の住所変
更手続も併せて行います。

期限はありませんが、身分証
明書であるため、お早めに変
更手続してください。
※顔写真のないカードをお持
ちの方は、手続不要です。

在留カード・特別永住者証明書の住所変更

・在留カード又は特別永住者
　証明書

市役所　窓口サービス課
℡046-235-4869

※上記において、代理人が手続を行う場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。代理人が同一世帯の

方の場合は、委任状は不要です。ただし、マイナンバー（個人番号）カードの手続の際、署名用電子証明書の

住所変更及び暗証番号の再登録が必要となる場合には、同一世帯の方であっても委任状が必要です。また、代

理人が手続を行った場合、即日で手続が完了しないことがあります。詳しくは、市役所１階窓口サービス課へ

お問い合わせください。

　なお、窓口が混雑する場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。

なるべく速やかに変更手続
してください。

届 出 先 必要書類など期 限

実施日以降に手続をしてください。
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市役所の関係

届 出 先 必要書類など期 限

自立支援医療受給者証（精神通院）の住所変更

届 出 先 必要書類など期 限

障害者手帳（精神）の住所変更

・障害者手帳
・その他、更新申請等に必要
　な書類

市役所　障がい福祉課
℡046-235-4813

更新申請等の手続をする
際、併せて住所変更してく
ださい。

・自立支援医療受給者証
（精神通院）
・その他、更新申請等に必要
　な書類

市役所　障がい福祉課
℡046-235-4813

更新申請等の手続をする
際、併せて住所変更してく
ださい。

障害者手帳（身体・療育）の住所変更

・障害者手帳市役所　障がい福祉課
℡046-235-4813

なるべく速やかに変更手続
してください。

届 出 先 必要書類など期 限

その他

健康保険証（全国健康保険協会や健康保険組合で管理しているもの）の住所変更

勤務先の担当者にお問い合わせください。勤務先の担当者または
会社の健康保険組合

届 出 先 必要書類など期 限

実施日以降に手続をしてください。

実施日以降に手続をしてください。
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不動産（土地・建物）所有者の住所変更の登記

登記申請書の作成要領

記載事項

横浜地方法務局大和出張所
TEL046-261-2645大和市中央1-5-20

詳しくは法務局までお問い合わせください

〒242-0021 

不動産の所有名義人の住所が住居表示により変更となる場合は、変更登記が必要です。
下記の「記載事項」や各記載例を参考にして申請してください。

○土地登記の全部事項証明書・・・表示例
○単独所有の場合等・・・・・・・記載例①
○共同所有の場合・・・・・・・・記載例②
○敷地権付き区分所有の場合・・・記載例③

・　登記申請書を１枚作成の上、登記原因証明情報として住居表示通知書又は住居表示変更証明書を添
付し、所在地を管轄する法務局に申請してください。

　　なお、郵送で申請する場合は、簡易書留で所在地を管轄する法務局に送付してください。登記完了
証を郵送で受け取る場合は、申請書及び添付書類のほかに、返信用封筒（完了証返信のため簡易書留
以上の切手貼付、宛名記入したもの　）を同封してください。

・　土地と建物などが同一の所有名義人の場合は、同時に申請することが可能です。なお、申請したい
不動産を１枚に書ききれない場合は、本書に同封している継続紙に残りの不動産の表示を記入し、つ
づり目に所有名義人の印で割印をしてください。

・　数字は（０１２３４５６７８９）で記入してください。

・　不動産所有権登記名義人の住所変更には期限がありませんので、売買、相続、抵当権設定、抵当権
抹消などの事由が生じたときに手続をすれば問題ありません。

１　変更後の事項
　住居表示で変更になった新しい住所を記入してください。

２　申請人
　新しい住所、氏名、連絡先の電話番号を記入し、押印してください。

　　（※認め印で構いません。スタンプ印は不可です。）

３　添付書類
　　登記原因証明情報（住居表示通知書又は住居表示変更証明書）を各申請人分添付してください。

★注意（事前に必ず御確認ください）
　　住居表示通知書又は住居表示変更証明書に記載されている氏名や変更前の住所が、登記上の名義人（所有

者）やその住所と異なる場合は、その移転等を証明するもの（住民票や戸籍謄(抄)本等）が必要となります。
詳しくは法務局にお問い合せください。

４　申請年月日
　申請する年月日と、提出する法務局の名称を記入してください。

５　不動産の表示
　皆様がお持ちの登記済証（権利証）等を参照し、記入してください。

　※権利証がない方や増改築等で変更のあった方などは、法務局で登記事項要約書又は登記事項証明書を申請す
るなど登記内容を御確認の上、記入してください。

～登記相談窓口は予約制となります。事前に電話又は窓口でお申し込みください～

　※ご来庁の時に、現在の登記の内容を確認する必要がある場合は、登記事項要約書や登記事項証

明書が必要になります。(法務局で取得できます。登記事項要約書＝1通450円、登記事項証明書

＝1通600円)
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神奈川県海老名市社家９９９９－９９ 全部事項証明書 （土地）

表　題　部 （土地の表示）

（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

調製

地図番号

所　　在

①　地　番 ②地　目 ③　　地　　　　積　　　㎡ 原因及びその日付〔登記の日付〕

筆界特定

不動産番号令和○年○月○日

海老名市社家字宇治山

９９９９番９９ 宅地 ３００ ００ ９９９９番１から分筆

〔令和○年○月○日〕

０１２３４５６７９０１２

権　利　部　（ 甲 区 ）

順位番号 登　記　の　目　的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

１ 所有権保存 令和○年○月○日

第１１１１１号

所有者　海老名市社家９９９９番地９９

　海老名太郎

（所　有　権　以　外　の　権　利　に　関　す　る　事　項）権　利　部　（ 乙 区 ）

順位番号 登　記　の　目　的 受付年月日・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

１

　これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。

令和○年○月○日

横浜地方法務局大和出張所 登記官 登　記　太　郎 （印）

令和○年○月○日

第２２２２２号

抵当権設定 原因　令和○年○月○日設定

極度額　金３，０００万円

債権の範囲　銀行取引　手形債権　小切手債権

債務者　海老名市社家９９９９番地９９

　海老名太郎

抵当権者　東京都千代田区丸の内一丁目○番○号

　株式会社○○銀行

　（取扱店　海老名支店）

共同担保　目録 (あ )第３３３３号

余　白 余　白

余　白

↑地番に変更はありません↑地番に変更はありません

↑所有者の申請により変更します↑所有者の申請により変更します

ただしただし

不動産所有者の住所変更については、手続の期限はありません。

売買や相続等の手続と同時に住所変更手続を行っても構いません。

また、住所変更の登録免許税 (手数料 )は無料となります。

住居表示の実施により、所有者の

住所表記が変わりますので、変更

の申請が必要になります。

←法務局が変更します←法務局が変更します

土地登記の全部事項証明書（表示例）
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○○ ○

海老名　太郎 000-000-0000

XX XX XX 横浜地方 大和出張所

海老名市社家○丁目

海老名市 社家○丁目 123

123

123

宅地 400.00

150.00 90.00

居宅 木造瓦葺２階建

1234567890123

0987654321012

登　記　申　請　書

登 記 の 目 的 所有権登記名義人住所変更

変更後の事項 住所　海老名市　社家　　丁目　　　　番　　　　号

不動産の表示

登 録 免 許 税 登録免許税法第５条第４号により非課税

令和３年８月３０日　住居表示実施原 因

登記原因証明情報添 付 書 類

申 請 人 住所　同所　同番　同号

連絡先の電話番号

令和　　年　　月　　日申請　　　　　　　　法務局 　　　　　　　 御中

捨印

氏名 印

土　地

所　　　　在不動産番号 地　　番 地　積地　目

番

番

㎡

建　物

種　類

所　在不動産番号

構　造

床 面 積 １階 ㎡ ２階 ㎡

番地

家屋番号 番

新しい住所
を記入

住居表示通知書(又は証明書)を添付

新しい住所、
氏名、連絡先
を記入し押印

捨印

法務局へ申請する年月日と
提出先の法務局の名称を記入

登記済証（権利証）や登記事項証明書（登記簿謄本）の記載どお
り正確に記入。ただし所在欄の町名は新町名にする。　

新町名 所在地番（従来の地番）

不動産番号(13桁)を記載した場合は、破線で囲われた部分（土地の所在、地番、地目及び地積、
建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積）の記載を省略することができます。

記載例①（単独所有の場合など）

　この記載例①は、単独の名義人について住所変更するための例です
～注意～



17

海老名　太郎

共有者海老名太郎及び海老名花子の

000-000-0000

XX XX XX 横浜地方 大和出張所

住所　同所　同番　同号

氏名　海老名　花子 連絡先の電話番号　000-000-0000

海老名市 社家○丁目

海老名市 社家○丁目 123

123

123

宅地 400.00

150.00 90.00

居宅 木造瓦葺２階建

1234567890123

0987654321012

○ ○○

登　記　申　請　書

登 記 の 目 的 所有権登記名義人住所変更

変更後の事項 住所　海老名市　社家　　丁目　　　　番　　　　号

不動産の表示

登 録 免 許 税 登録免許税法第５条第４号により非課税

令和３年８月３０日　住居表示実施原 因

登記原因証明情報添 付 書 類

申 請 人 住所　同所　同番　同号

連絡先の電話番号

令和　　年　　月　　日申請　　　　　　　　法務局 　　　　　　　 御中

捨印

氏名 印

土　地

所　　　　在不動産番号 地　　番 地　積地　目

番

番

㎡

建　物

種　類

所　在不動産番号

構　造

床 面 積 １階 ㎡ ２階 ㎡

番地

家屋番号 番

捨印

法務局へ申請する年月日と
提出先の法務局の名称を記入

申請人全員の氏名、住所、
連絡先を記載し押印

「共有者○○の住所 海老名市社家○丁目～」
という表現で、それぞれの共有者の新しい住所
を記入

共有者それぞれの
住居表示通知書(又は証明書)
を添付

登記済証（権利証）や登記事項証明書（登記簿謄本）の記載どお
り正確に記入。ただし所在欄の町名は新町名にする。　

新町名 所在地番（従来の地番）

不動産番号(13桁)を記載した場合は、破線で囲われた部分（土地の所在、地番、地目及び地積、
建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積）の記載を省略することができます。

記載例②（共有の場合）

　この記載例②は「共有の不動産で、複数の名義人が住所変更」となる場合の例です。
　なお、今回の住居表示地区外の共有者については申請の必要はありません。

～注意～



18

○ ○-101

海老名　太郎 000-000-0000

XX XX XX 横浜地方 大和出張所

社家○丁目 123 の101 101

鉄骨鉄筋コンクリート造１階建居宅

120.001

1

海老名市 社家○丁目

海老名マンション

123

海老名市 社家○丁目

宅地

所有権 100分の1

1111.11

123

０１２３４５６７８９０１２

○

登　記　申　請　書

登 記 の 目 的 所有権登記名義人住所変更

変更後の事項 住所　海老名市　社家　　丁目　　　　番　　　　号

登 録 免 許 税 登録免許税法第５条第４号により非課税

令和３年８月３０日　住居表示実施原 因

登記原因証明情報添 付 書 類

申 請 人 住所　同所　同番　同号

令和　　年　　月　　日申請　　　　　　　　法務局 　　　　　　　 御中

連絡先の電話番号

捨印

氏名 印

不動産の表示

一棟の建物の表示

建物の名称

所　　在

不動産番号

専有部分の建物の表示

建物の名称

種　　類

家屋番号

構　　造

床 面 積 階部分 ㎡

地　　積

所在及び地番

敷地権の表示（土地の符号　　）

㎡地　　目

敷地権の種類 敷地権の割合

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　番

　　　　　　　　 　　　　　　　　　　番地　

　　　　　 　　　　　 番

新しい住所
を記入

新しい住所、
氏名、連絡先
を記入し押印

捨印

法務局へ申請する年月日
と提出先の法務局の名称
を記入

新町名 所在地番（従来の地番）

新町名 所在地番（従来の地番）

家屋番号（従来の番号）

登記済証(権利証)や登記事項証明書(登記簿
謄本)の記載どおり正確に記入。
ただし所在欄の町名は新町名にする。　

不動産番号(13桁)を記載した場合は、破線で囲われた部分（土地の所在、地番、地目及び地積、
建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積）の記載を省略することができます。
ただし、敷地権の種類、敷地権の割合は省略できません。

住居表示通知書(又は証明書)を添付

記載例③（敷地権付き区分所有の場合）

　この記載例③は「敷地権付き区分所有」（＝分譲マンションなど）の場合の例です。
（※「不動産の表示」部分の書式が、記載例①②とは異なります。）

～注意～
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国
道
129
号 相

模
川

国道246号

相
鉄
線

Ｊ
Ｒ
相
模
線

小
田
急
小
田
原
線

バスセンター

海老名駅

厚木駅

本厚木駅

相模自動車検査登録事務所

軽自動車検査協会神奈川事務所相模支所

☆横浜地方法務局大和出張所

　住所：大和市中央１－５－２０

　電話：０４６－２６１－２６４５

　交通：小田急線・相鉄線「大和駅」より

　　　　徒歩５分

☆軽自動車検査協会 神奈川事務所 相模支所

　住所：愛川町中津字桜台４０７１－５

　電話：０５０－３８１６－３１２０

　

☆神奈川運輸支局 相模自動車検査登録事務所

　住所：愛川町中津字桜台７１８１

　電話：０５０－５５４０－２０３７

関係行政機関位置図
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よくある質問

☆Ｑ－１　建物が建っていない土地にも住居表示はされますか

☆Ａ－１　住居表示は建物に対して番号を付けるものです。したがって、建物がない土地には番

号は付きません。

☆Ｑ－２　住所を選ぶことはできますか

☆Ａ－２　希望する番号を選ぶことはできません。法令などにより規定された基準に従い決定さ

れます。

☆Ｑ－３　住居表示による住所変更を証明するものは何がありますか

☆Ａ－３　手続のしおり（本書）と一緒にお配りした「住居表示通知書」をご利用ください。

　　　　　不足する場合には、実施日以降に市役所１Ｆ窓口サービス課にて無料で発行できる

　　　　　「住居表示変更証明書」をご利用ください。(本人確認できるものが必要です。）

☆Ｑ－４　「住居表示通知書」と「住居表示変更証明書」に有効期限はありますか

☆Ａ－４　どちらも有効期限はありません。

☆Ｑ－５　住居表示実施日に住居表示実施区域に住んでいませんでしたが、「住居表示変更証明

書」は発行できますか

☆Ａ－５　発行できません。住居表示が実施された時点で、実施区域内に住んでいる個人及び所

在している法人が対象です。

☆Ｑ－６　本籍変更証明書に記載された本籍が、住所と同じではありません

☆Ａ－６　本籍は地番（土地の番号）を基に表しています。本籍は住所とは違い、町名のみ変更

となっています。(6・7ページをご参照ください。)

☆Ｑ－７　実施前の住所で郵便物はどのくらいの期間届きますか

☆Ａ－７　実施後数年の間（旧住所が確認できる限り）配達されるようですが、できるだけ速や

かに、相手方に住所変更をお伝えください。

☆Ｑ－８　住居表示実施に伴う各種手続は、いつからできますか。また、期限はありますか。

☆Ａ－８　実施日以降に手続を行ってください。法人登記手続を除いて、各種手続は特に期限は

定められていません。

☆Ｑ－９　実施日以降に個人で契約をしている企業で手続をしようとしたが、システム対応が遅

れているため、手続を断られました。いつから対応されるでしょうか

☆Ａ－９　各企業で対応は異なりますので、市ではお答えできません。





えび～にゃ
海老名市イメージキャラクター

海老名市役所 まちづくり部 住宅まちづくり課

電話０４６－２３５－９６０６
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