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転入・転居・転出・世帯変更ほか

市内から見える自然や歴史、文化、風土などが
感じられる景観を再発見し、愛着と誇りを持って
守り育てるため、長野らしさが感じられる景観
「ながの百景」を選び、ながの百景図鑑や市ホー
ムページなどで紹介しています。
ながのし暮らしの便利帳にも、「ながの百景」
の一部を掲載しましたのでご覧ください。

⹂▶市民窓口課（第一庁舎2階） ☎ 026-224-7949

shimado@city.nagano.lg.jp

引っ越しに伴う住所の異動
⹂▶市民窓口課住民記録担当（第一庁舎2階） ☎ 026-224-7949
届出書をご提出いただく際にお持ちいただくものがありますので、下枠内をご覧ください。また、全ての届け出で
本人確認をさせていただきます。本人確認のできる書類をお持ちください。
種類

届け出・手続き

届け出期間

上記以外でお持ちいただくもの

転入届
（市外→市内）

住み始めた日から
14日以内※

□転出証明書（前住所地で発行されたもの。た
だし、前住所地でマイナンバーカードまたは
住民基本台帳カードでの特例転出をされた人
は不要）
□負担区分等証明書（県外から転入された人で
後期高齢者医療制度に加入の人）
※外国籍の人は、在留カード、特別永住者証明
書（外国人登録証明書）のいずれかと、世帯
主との続柄がわかる書類をお持ちください。

◦国外からの転入には以下のものが必要です。
□パスポート
□本籍地が市外の人は戸籍謄本または抄本と戸
籍の附票の写し
◦外国籍の人が国外から転入したときは、転入
手続きと同時に在留カードへ住所の記載が必
要です。
◦マイナンバーカードの変更手続きが必要です。

ご注意いただくこと

転居届
（市内→市内）

住み始めた日から
14日以内

□長野市福祉医療費給付金受給資格者証（福祉
医療を受けている人）
□介護保険被保険者証（交付を受けている人）

◦アパート・マンションなどで部屋が変わった
ときも届けてください。
◦署名用電子証明書の交付を受けている人は失
効します。
◦マイナンバーカードの変更手続きが必要です。

◦事前に届け出ることができます。
◦国外へ転出するときも、この届けをしてくだ
□国民健康保険被保険者証（加入者）
返送先FAX番号： 026－263－3977
返送先FAX番号： 026－263－3
さい。
□印鑑手帳（印鑑登録をしている人）
◦新住所地では、長野市発行の転出証明書をお
□長野市福祉医療費給付金受給資格者証（福祉
転出届
持ちになり、住み始めてから14日以内に転
転出する日まで
医療を受けている人）
（市内→市外）
入の手続きをしてください。
【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
【原稿確認のお願い】
確認後、□へチェックをお願いします。
□後期高齢者医療被保険者証（交付を受けてい
◦マイナンバーカード・住民基本台帳カードは
る人）
□ 名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。
□ 名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。
継続利用できます。
□介護保険被保険者証（交付を受けている人）
◦署名用電子証明書の交付を受けている人は失
□ 画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。
□ 画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。
効します。

商品名： ながのし 暮らしの便利帳

商品名： ながのし 暮らしの便利帳
2021

2021

□ 自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。
□ 自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。
①修正がない場合、

世帯変更届
（世帯主変更、 本人確認書類と印鑑をお持ちください。
①修正がない場合、
②修正がある場合、
合併、
分離など）

【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください

※マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転入については転入日から14日以内かつ、転出予定日から30日以内に手続きをしてく
②修正あり
① 修 正 な し （ださい。
校了）
①②修修正正なあしり（ 校 了 ）
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの人で転入された人は届け出後90日以内に券面記載事項変更届を行わないとカード
年 年 月 月 日 日
年
月
日
年
月 が失効します。
日
印 印
印
※国内の転入、転居の手続きで在留カードなどへの住所の記載が後日になる場合は、住居地を定めた日から14日以内に住所情報の書き換
えを行うようにしてください。
※本人もしくは旧住所で同世帯員（世帯変更届は現世帯員）以外の人が手続きされる場合は委任状が必要です。
※引っ越しシーズン（3～5月）は窓口が大変混み合います。そのため証明発行まで時間がかかることがございますので、あらかじめご了
■画像著作権：確認済
承ください。
■ロゴの著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済 ※児童手当・福祉医療費・障害者手帳など、福祉の手続きが必要な場合の持ち物は担当課へご確認ください。
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