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はじめに 

（１）はじめに 

   千葉市では、住居表示整備事業を、「住民生活の利便性の向上」を図る施策とし

て位置づけ、分かりやすい住所にするよう整備を進めています。この度、中央区

都町及び若葉区加曽利町の一部区域における住居表示実施に伴い、令和２年２月

３日(月)から皆様の住所の表し方が変わります。新しい住所は、同封の住居表示通

知書でご確認ください。

このパンフレットでは、住居表示制度の概要と住所変更の手続きなどについて、

ご説明します。なお、説明が不足している点がございましたら、お手数ですが、お

手続き先に直接ご確認いただきますようお願い申し上げます。

（２）送付物について 

   送付物は以下のとおりです。

☆送付物 

① 住居表示通知書 ５枚 

② 住居番号表示板

③ 住居表示新旧対照図 

　新住所・旧住所の確認ができる地図です。 

④ 通信用無料はがき ５０枚 

　お知り合いの方に住所変更を連絡するためのはがきです。

⑤ パンフレット 

　この冊子です。 

　新住所のお知らせです。住所変更の手続きの際、使用できます。

　※　事前に配布しました説明会資料では、「変更通知書」と記載があり

ますが、上記名称に変更しています。

　戸建住宅の方にのみ送付しています。建物の玄関・門柱へ取り付けを

お願いします。

― 1 ―
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１．住居表示制度について 

（１）制度の概要 

   従来、住所には地番（土地の番号）を用いてきましたが、地番は順序よく並ん

でいないうえに、分合筆によって飛番・欠番が生じたりするため、住所が大変分

かりづらいものとなっていました。

   そこで、一見して住所が確認できる合理的な表示にするため、昭和３７年に「住

居表示に関する法律」が制定され、これに基づいて全国的に住居表示が実施され

るようになりました。

   千葉市においても、昭和３９年に轟町他の住居表示を実施して以来、逐次整備

を進めています。

（２）新しい住所の表し方 

◎これまで ： 「町名」＋「地番」 

〔 例 〕 千葉市中央区 都町     〇〇〇番地 〇〇 

千葉市若葉区 加曽利町   〇〇〇番地 〇〇

町  名       地  番

◎住居表示実施後 ： 「町名」＋「街区符号」＋「住居番号」 

〔例 1〕戸建住宅の場合

        千葉市中央区 都町７丁目  〇 番  〇 号 

町   名   街区符号 　  住居番号

※ 街区符号：道路等で区切られた「街区」に付ける符号

※ 住居番号：街区内の建物に付ける番号 

〔例２〕アパート・マンション等で住所の方書きがある場合は、実施前と同様

に表示されます。

       千葉市中央区 都町７丁目  〇 番  〇 号 

 町   名   街区符号 　  住居番号

(方書き) ●●マンション１０１号
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２．本籍や不動産の表示について 

  本籍及び不動産（土地・建物）の表示について、町名は変更になりますが、住居

表示実施後も、従来どおり「土地の番号」を用います。

〔例〕

 実施前 実施後 備 考 

町名 番地 町名 番地 

住 所 
都町 1000番地 1 都町７丁目 1番 1号 土地の番号とは関係のない合理

的な番号で表示します。 加曽利町 2000番地 2 都町５丁目 2番 2号 

本 籍 
都町 1000番地 1 都町７丁目 1000番地 1 町名は変更しますが、番地は

変わりません。 加曽利町 2000番地 2 都町５丁目 2000番地 2

不動産 
都町 1000番 1 都町７丁目 1000番 1 町名は変更しますが、土地の

番号（地番）は変わりません。加曽利町 2000番 2 都町５丁目 2000番 2 

※ なお、本籍の表示については、転籍の手続きをすることで住所と同様な表示にすることも

できます。具体例は 15 ページ「６．よくある質問について」の質問「住所と本籍は同じに

できますか」をご覧ください。

３．郵便物等について 

(１) 郵便番号について

 都町区域の郵便番号はすべて２６０－０００１となります。

変更前と変更後は以下のとおりです。

旧町名 住居表示実施前 住居表示実施後

中央区都町 260-0001 
２６０－０００１

若葉区加曽利町 264-0017 

(２) 郵便物について

  郵便物は、住居表示実施前の住所でも最低１年間は配達されますが、この期間に同

封の無料通信はがき等で、ご親戚やお知り合いの方に新住所をお知らせしてください。

なお、無料通信はがきが不足する場合は、郵便局にご相談ください。

連絡先：千葉中央郵便局 0570－943－752 
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４. 街区表示板と住居番号表示板について 

(１) 街区表示板の設置（図１） 

電柱等の見えやすい場所に「街区表示板」を市が設置します。

  取り付けの際、周辺に電柱など適切な場所がない場合は、皆様のご自宅の塀に取り

付けをお願いすることがありまご理解とご協力をお願いいたします。

（２）住居番号表示板（図２） 

「住居番号表示板」を送付しています。下の例のように建物の入口や、門柱等の、

通行人が見やすいところへ貼り付けてください。

 （図１） （図２）

街区表示板

60 ㎜×120 ㎜

660 ㎜×120 ㎜

住居番号表示板

取り付け位置の例

表札付近 郵便ポスト 

取付方法

裏面に貼り付けてある両面テープ（業務用）で取り付

けてください。両面テープで貼り付けできない場合は、

お手数ですが市販のコンクリート用ボンド等で取り付

けてください。

2-34
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５.住所変更の手続きについて 

  住居表示が実施された場合、住民基本台帳（住民票）など、公簿の多くについて

は行政機関が書き替えますので、皆様による手続きは必要ありません。

ただし、法令上本人が届出るよう規定されている場合や、民間企業等との契約に

よって住所等を届出られている場合などは、お手数をおかけしますが、皆様で住所

変更の手続きをお願いいたします。

☆住所変更の考え方のポイント☆

  届出が義務でない場合、住所変更の要否については、以下の点に考慮し判断して

ください。※関係機関に確認することが一番確実です。

・住所を証明する証として使用しているか。

・郵送物が送付されないと困るかどうか。

・新住所を知らせないことで、不利益があるかどうか。

〈各変更手続：共通〉

◎ 変更手続きの時期 

令和２年２月３日（住居表示実施期日）以降にお願いいたします。

   住居表示実施期日前の変更はできません。

◎住所変更に必要な証明書 

「住居表示通知書」を、世帯あたり 5 通同封しましたので、住所変更手続きの

際、証明書としてご使用ください。住居表示通知書は、千葉地方法務局、千葉運

輸支局、警察署等をはじめとした機関でご使用いただけます。

また、住居表示通知書の枚数が足りない場合には、住居表示の実施期日以降、

各区役所市民総合窓口課及び各市民センターで、「住居表示変更証明書」を申請し

ていただければ、交付手数料は無料で交付いたします。

なお、すべての手続き先で、本通知書また住居表示変更証明書が使用できるか

はわかりかねますので、事前にご確認をお願いいたします。

※以下、住居表示通知書を「通知書」、住居表示変更証明書を「証明書」と記載します。 

◎変更手続きの期限は：法令上は「すみやかに」が大半          

   公的機関が発行している各種証明書等については、法令上「すみやかに」変更

するように求められているものが大半です。

ただし、明確な期限が設定されていないものについては、手続きしないことに

よってただちにこれらの書類が失効するわけではありませんので、更新時などに

手続きをしていただいても結構です。
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(１)原則手続きが不要なもの ※手続きが必要なものは次ページ以降参照 

種類 項目 備考 

区役所等で保

管している台

帳関係 

□住民基本台帳(住民票の住所と本籍) 

□印鑑登録原票(印鑑登録証明書) 

□選挙人名簿 

□犬の登録 

□戸籍、戸籍の附票 

新本籍は２月(住居表示実施後)

以降に通知されます。 

土地・建物登記 

□土地登記簿の所在地(表題部) 

□建物登記簿の所在地(表題部) 

所有者等の住所変更は別途手続

きが必要となります。(２)参照 

保険証関係 

□国民健康保険被保険者証 

(７４歳以下で職場の健康保険に加入

していない方や自営業の方) 

□限度額認定証 

□特定疾病医療受給者証 

□後期高齢者医療被保険者証 

（７５歳以上のすべての方） 

□介護保険被保険者証 

(６５歳以上のすべての方) 

□介護保険負担割合証 

(介護認定を受けているすべての方) 

□子ども医療費助成受給券 

住居表示実施後、新住所のものを

送付します。 

年金関係 

□被保険者・受給権者の住所変更届 

〈お問い合わせ先〉 

・第 1 号被保険者…区役所または千葉

年金事務所 

・第 2 号被保険者（厚生年金加入者）

…勤務先 

・第 3号被保険者…配偶者の勤務先 

・年金受給者…千葉年金事務所 

日本年金機構で住所の反映がさ

れるまでに１、２か月かかりま

す。日本年金機構からの書類が旧

住所で届く場合には、別途手続き

が必要になる場合があるため、左

記にお問い合わせください。 

公共サービス 

□上下水道 

□東京電力 

□東京ガス 

□ＮＴＴ 

□ＮＨＫ 

左記以外の事業者と契約してい

る場合は個別に確認してくださ

い。 

その他 □旅券(パスポート)  

― 6 ―
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(２)原則手続きが必要な主なもの 

種類 項目 

運転免許証 

車検証 

□運転免許証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ページ 

□普通自動車等の車検証・・・・・・・・・・・・・・８ページ 

□軽自動車の車検証・・・・・・・・・・・・・・・・８ページ 

保険・福祉 

□社会保険、国保組合の健康保険・・・・・・・・・・８ページ 

□身体障害者手帳・療育手帳・・・・・・・・・・・・８ページ 

□精神障害者手帳・自立支援医療受給者証・・・・・・９ページ 

不動産・法人登記 

□不動産登記の所有者等の住所・・・・・・・・・・・９ページ 

□法人の所在地、役員の住所・・・・・・・・・・・・９ページ 

その他 

□住民基本台帳カード(写真付き)・・・・・・・・・・９ページ 

□通知カード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10ページ

□マイナンバーカード・・・・・・・・・・・・・・・10ページ

□在留カード等・・・・・・・・・・・・・・・・・・11ページ

□食品営業許可・・・・・・・・・・・・・・・・・・11ページ

□各種免許・許可証・・・・・・・・・・・・・・・・11ページ

□民間企業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11ページ
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運転免許証の住所・本籍の変更 

該当する方 手続き先 必要書類 期限 

運転免許証をお持ちの方 

本籍については、住居表示実

施区域に本籍がある方のみ 

・千葉運転免許センター 

・流山運転免許センター 

・県内全ての警察署 

〈問合せ先〉 

千葉県警察本部 免許課 

043-274-2000 

・通知書又は証明書 

・本籍変更通知書 

（2月3日以降に送付します）

・運転免許証 

※世帯のうちのお一人が、同

一世帯の他の方の住所変更

手続きをまとめて行うこと

ができます。 

すみやかに

普通自動車等の車検証の住所変更 

該当する方 手続き先 必要書類 期限 

普通自動車 

軽二輪車（126ｃｃ以上） 

小型二輪車（251ｃｃ以上） 

を使用・所有している方 

・千葉運輸支局 

〈問合せ先〉 

自動車手続きヘルプデスク

050-5540-2022 

・通知書又は証明書 

・車検証 

・認印 

・委任状 

（軽自動車以外で代理の場合） 

※住所が前後でつながらない場

合は、手続き先に必要書類を確

認してください。 

原則 

１５日

以内 

軽自動車 

を使用・所有している方 

・軽自動車検査協会 

 千葉事務所 

〈問合せ先〉 

コールセンター 

050-3816-3114 

社会保険、国保組合の健康保険の住所変更 

該当する方 手続き先 

会社員の方 

会社員の方に扶養されている方等 

お勤め先や加入されている健康保険組合に確認して

ください。 

身体障害者手帳・療育手帳の住所変更 

該当する方 手続き先 必要書類 期限 

身体障害者手帳 

療育手帳 

をお持ちの方 

Qiball（きぼーる）13階 

中央区保健福祉センター 

高齢障害支援課 

〈問合せ先〉 

障害支援班 

043-221-2152 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

すみやかに 
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精神障害者手帳・自立支援医療受給者証 

該当する方 手続き先 必要書類 期限 

精神障害者手帳 

自立支援医療受給者証 

をお持ちの方 

Qiball（きぼーる）13階 

中央区保健福祉センター 

健康課 

〈問合せ先〉 

こころと難病の相談班 

043-221-2583 

・精神障害者手帳 

・自立支援医療受給者証 

すみやかに

不動産登記の所有者等の住所変更 

該当する方 手続き先 必要書類 期限 

不動産を所有している方 

抵当権・地上権等の権利者と

して登記している方 

千葉地方法務局 

〈問合せ先〉 

不動産登記部門 

043-302-1312 

・通知書又は証明書 

・登記申請書 

・印鑑 

※登録免許税は非課税 

すみやかに

法人登記の所在地等の変更 

該当する方 手続き先 必要書類 期限 

本店・支店が住居表示実施区

域内にある法人 

法人の役員で住所が住居表

示実施区域内にある法人 

千葉地方法務局 

〈問合せ先〉 

法人登記部門 

043-302-1315 

・通知書又は証明書 

・登記申請書 

・印鑑 

※登録免許税は非課税 

本店 

２週間以内

支店 

３週間以内

住民基本台帳カード(写真付き)の住所変更 

該当する方 手続き先 必要書類 期限

住民基本台帳カード

をお持ちの方 

Qiball（きぼーる）11階

中央区市民総合窓口課

各区市民総合窓口課 

各市民センター 

〈問合せ先〉 

中央区市民総合窓口課

住民異動班 

043-221-2109 

本人又は同一世帯の方の届出 

・住民基本台帳カード 

（暗証番号の入力があります） 

・本人確認書類 

代理人による届出 

・委任状 ※1 次ページ参照 

・代理人の本人確認書類 ※2 

原則

１４

日以

内 
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通知カードの住所変更 

該当する方 手続き先 必要書類 期限

通知カード(緑色)をお持ちの方 Qiball（きぼーる）11階

中央区市民総合窓口課  

各区市民総合窓口課 

各市民センター 

〈問合せ先〉 

中央区市民総合窓口課

住民異動班 

043-221-2109 

本人又は同一世帯の方の届出 

・通知カード 

・本人確認書類 ※2 

※本人の場合も本人確認書類

が必要です。 

代理人による届出 

・委任状 

・代理人の本人確認書類 ※2 

原則

１４

日以

内 

マイナンバーカードの住所変更 

該当する方 手続き先 必要書類 期限

マイナンバーカードをお持ちの

方 

Qiball（きぼーる）11階

中央区市民総合窓口課 

各区市民総合窓口課 

各市民センター 

〈問合せ先〉 

中央区市民総合窓口課

住民異動班 

043-221-2109 

本人又は同一世帯の方の届出 

・マイナンバーカード 

（暗証番号の入力があります) 

・本人確認書類 ※2 

代理人による届出 

・委任状 ※1 

・代理人の本人確認書類 ※1 

原則

１４

日以

内 

※1 住民基本台帳カード(写真付き)とマイナンバーカードの住所変更について、代理人の方が来

庁される場合は必ず「表面記載事項変更照会書」(委任状付き)が必要です。ご要望の方は、中央区

市民総合窓口課までご連絡してください。本人の住所地宛に「転送不要」郵便で郵送いたします。

また、その他必要書類等の詳細も併せてご案内いたします。

※2 本人確認書類の例

A １つの書類で本人確認できるもの

運転免許証、運転経歴証明書、旅券、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き) 等

B （Aがない場合）複数の書類で本人確認できるもの

健康保険・介護保険・後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳 等

― 10 ―
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在留カード等の住居地の変更 

該当する方 手続き先 必要書類 期限

外国人で在留カード 

又は 

特別永住者証明書をお持ちの

方 

Qiball（きぼーる）11階 

中央区市民総合窓口課 

各区市民総合窓口課 

各市民センター 

〈問合せ先〉 

中央区市民総合窓口課 住民異動班

043-221-2109 

・在留カード 

   又は 

・特別永住者証明書

原則

１４

日以

内 

在留カードイメージ図出典：出入国在留管理庁ホームページ（http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html

食品営業許可証の住所変更 

該当する方 手続き先 必要書類 期限

申請者が個人の場合で住所が

住居表示実施区域内にある方

申請者が法人の場合で所在地

が住居表示実施区域内にある

方 

千葉市総合保健医療センター2階 

保健所 食品安全課 

〈問合せ先〉 

食品指導班 

043-238-9934 

・通知書又は証明書 

・食品営業許可証 

・代表印(登記印) 

・法人の場合は、主た

る事務所の所在地を変

更した旨が記載されて

いる登記簿謄本 

すみ

やか

に 

各種免許・許可証等の住所変更 

該当する方 手続き先 

各種免許・許可証をお持ちの方 大変お手数ですが、各発行元にご確認をお願いいたしま

す。 

契約等のため民間企業等に住所を届け出ている方 

 大変お手数ですが、必要に応じて各届出先にご確認をお願いいたします。 

 例：金融機関・保険会社・勤務先、通学先等 

― 11 ―
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（３）不動産登記申請書の書き方について 

ア．申請書作成の際、ご注意いただくこと 

（ア） 申請書はＡ４の用紙に記載し、他の添付書類と共に左とじにして提出して

ください。紙質は長期保存できる丈夫なもの（上質紙等）にしてください。 

（イ） 文字は、直接パソコン（ワープロ）を使用し入力するか、インク、黒色ボ

ールペン、カーボン紙等ではっきりと書いてください。鉛筆は、使用できま

せん。 

（ウ） 代理人が申請する場合は、申請人からの委任状を添付の上、代理人が申請

書に署名・押印してください。 

（エ） 申請書が２枚以上に続くときは、申請人が毎葉の綴目に割印をしてくださ

い。 

イ．申請方法に関すること 

（ア） 郵送による申請も可能です。申請書等を郵送する場合は、申請書等を入れ

た封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上、書留郵便により送付

してください。 

（イ） インターネットを利用したオンライン申請が導入されました。申請方法等

の詳細については法務省のサイトをご参照ください。 

不動産登記の電子申請について

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatu_index.html     

オンライン申請のご案内   

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00003.html

※ 平成２０年７月１４日すべての法務局（本局・支局・出張所）において電子申請

登記が可能となりました。

― 12 ―
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ウ．具体的な記入方法 

◎記載例（一戸建住宅で旧住所が都町の場合） 

      登 記 申 請 書

登記の目的  所有権登記名義人住所変更

原   因  令和２年２月３日 住居表示実施 

変更後の事項 住所 千葉市中央区都町７丁目１番１号

申 請 人 千葉市中央区都町７丁目１番１号 

          千  葉  太  郎   ○印

連絡先の電話番号０００－００００－００００

添付書類 

登記原因証明情報   

令和 年  月 日申請 千葉地方法務局  

登録免許税 登録免許税法第５条第４号の規定により免除 

不動産の表示

※不動産番号  １２３４５６７８９０１２３

所   在  千葉市中央区都町７丁目

 地   番  １０００番

 地   目  宅  地

 地  積  １２３．４５平方メートル

※不動産番号  ０９８７６５４３２１０９８ 

所 在 地 番 千葉市中央区都町７丁目１０００番地

 家 屋 番 号 １０００番

 種   類  居  宅

 構   造  木造瓦葺２階建

 床 面 積  １階 ４３．２１平方メートル

２階 ３４．５６平方メートル

 ＊ これは記載例です。下に線が引かれている部分を申請内容に応じて書き直してください。

通知書又は証明書を添付。登記記録上の住所から２回以上住所を変

更している場合は、戸籍の附票の写し（本籍地の市区町村役場で発

行）など住所の移転の経緯が分かる書類を添付 

所有権の登記名義人(所有者)の署名・押印

（認印で可） 

記載事項に補正すべき点がある場合に、登

記所の担当者が連絡するための電話番号 

登記の申請をする不動産を登記事項証明書

のとおりに正確に記載 

地積、床面積の単位は平方メートル、㎡の

いずれの記載も可 

※不動産番号を記載した場合は、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。 

法務局に提出する日を記載してください 

住居表示実施期日 

住居表示実施後の新住所 

登録免許税は非課税 

地番については、３ページをご確認下さい。

また、都町３丁目に変更となった方には別

途、新地番を通知いたします。
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◎記載例（一戸建住宅で旧住所が加曽利町の場合） 

      登 記 申 請 書

登記の目的  所有権登記名義人住所変更

原   因  令和２年２月３日 ①住居表示実施

       令和２年２月３日 ②行政区画変更

変更後の事項 住所 千葉市中央区都町５丁目１番１号

申 請 人 千葉市中央区都町５丁目１番１号 

          千  葉  太  郎   ○印

連絡先の電話番号０００－００００－００００

添付書類 

登記原因証明情報   

令和 年  月 日申請 千葉地方法務局  

登録免許税 登録免許税法第５条第４号の規定により免除 

不動産の表示

※不動産番号  １２３４５６７８９０１２３

所   在  千葉市中央区都町５丁目

 地   番  １０００番

 地   目  宅  地

 地  積  １２３．４５平方メートル

※不動産番号  ０９８７６５４３２１０９８ 

所 在 地 番 千葉市中央区都町５丁目１０００番地

 家 屋 番 号 １０００番

 種   類  居  宅

 構   造  木造瓦葺２階建

 床 面 積  １階 ４３．２１平方メートル

２階 ３４．５６平方メートル

 ＊ これは記載例です。下に線が引かれている部分を申請内容に応じて書き直してください。

通知書又は証明書を添付。登記記録上の住所から２回以上住所を変

更している場合は、戸籍の附票の写し（本籍地の市区町村役場で発

行）など住所の移転の経緯が分かる書類を添付 

所有権の登記名義人(所有者)の署名・押印

（認印で可） 

記載事項に補正すべき点がある場合に、登

記所の担当者が連絡するための電話番号 

登記の申請をする不動産を登記事項証明書

のとおりに正確に記載 

地積、床面積の単位は平方メートル、㎡の

いずれの記載も可 

※不動産番号を記載した場合は、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。 

法務局に提出する日を記載してください 

住居表示実施期日 

住居表示実施後の新住所 

登録免許税は非課税 

区の変更期日 

地番については、３ページをご確認下さい。
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6. よくある質問について 

質問 回答 

住所と本籍は同じにできますか。 「転籍届」の手続きが必要となります。 

転籍届後の戸籍は以下の例となります。 

〈例〉住居表示実施後 

旧 住所 中央区都町１０００番地 

本籍 中央区都町１０００番地 

新 住所 中央区都町７丁目１番１号 

  本籍 中央区都町７丁目１０００番地 

→転籍届後 中央区都町７丁目１番 

※「１号」は建物の番号のため戸籍には記載さ

れません。 

住居表示通知書が足りない場合はどうすればい

いですか。 
 住居表示変更証明書は、住居表示実施期日(令
和２年２月３日）以降に、区役所及び市民セン

ターにおいて無料で交付いたします。 
住居表示通知書や住居表示変更証明書に有効期

限はありますか。 
市では有効期限を定めておりません。 
提出先で有効期限を定めていることがありま

すので、お手数ですがご確認ください。 
提出先の期限を経過している場合は、区役所

及び市民センターにおいて新たに「住居表示変

更証明書」を無料で交付いたします。 
住所変更をしていない運転免許証や健康保険証

は本人確認書類として使用できますか。 
 運転免許証や健康保険としての効力には影響

しませんが、すみやかに変更をお願いします。

住居番号表示板は必ずつける必要があります

か。 
 法令により、住居番号の表示が義務付けられ

ていますので、ご協力をお願いいたします。 
宅配は通常どおり配達されますか。 
 

複数の大手宅配業者については、住居表示実

施期日以降も、通常どおり配達が可能と伺って

います。 
自治会に影響はありますか。 ありません。変更するのは住所のため、町内

会や地域の活動等を分断するものではありませ

ん。 
選挙の投票所に変更はありますか。  旧住所が若葉区加曽利町の方は、投票所が「都

小学校」に変更となる予定です。それ以外の方

は、変更はありません。詳しくは、選挙時に送

付される入場整理券でご確認ください。 
ごみの収集日に変更はありますか。 旧住所が若葉区加曽利町の方は、都町のごみ

収集日に変更となります。その他の方は、変更

ありません。 
必要ありません。学区外の市内小・中学校に通学している場合、

手続きは必要ですか。

― 15 ―

国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入さ

れている方は、新住所の保険証が送付されます。
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７. お問合せ先一覧 
問合せ内容 問合せ先 

住居表示に関すること 千葉市区政推進課 住居表示班 043-245-5135 

〒260-8722 千葉市中央区千葉港１番１号 

住民票、戸籍、国民健康保険、

後期高齢者医療保険、住居表示

変更証明書、通知カード、マイ

ナンバーカード、住民基本台帳

カード、在留カード等に関する

こと 

中央区市民総合窓口課 

住民異動班 043-221-2109 

戸籍班 043-221-2110 

国民健康保険班 043-221-2131 

高齢医療・年金班 043-221-2133 

〒260-8733千葉市中央区中央４丁目５番１号 Qiball 11階 

証明書の郵送請求に関するこ

と 

区政事務センター 043-241-5650 

（郵送請求先） 〒260-8734 千葉市中央区千葉港２番１号 

身体障害者手帳、介護保険、精

神障害者手帳、子ども医療費助

成に関すること 

中央区保健福祉センター 

高齢障害支援課 障害支援班 043-221-2152 

介護保険室 043-221-2189 

健康課 こころと難病の相談班 043-221-2583  

こども家庭課 043-221-2149 

〒260-8511 千葉市中央区中央４丁目５番１号 Qiball 13・14階 

食品営業許可に関すること 千葉市保健所食品安全課 食品指導班 043-238-9934 

〒261-8755 

千葉市美浜区幸町１丁目３番９号 千葉市総合保健医療センター2階

選挙に関すること 中央区地域振興課 選挙統計班 043-221-2104  

〒260-8733 千葉市中央区中央４丁目５番１号 Qiball 11階 

ごみの収集に関すること 千葉市収集業務課 家庭系廃棄物班 043-245-5246 

〒260-8722 千葉市中央区千葉港１番１号 

学区外通学に関すること 千葉市教育委員会学事課 学務班 043-245-5927 

〒260-8730

千葉市中央区問屋町１番３５号　千葉ポートサイドタワー11階 

年金に関すること 千葉年金事務所 043-242-6320(自動音声) 

〒260-8503 千葉市中央区中央港１丁目１７番１号 

不動産登記、法人登記に関する

こと 

千葉地方法務局 

不動産登記部門 043-302-1312 

法人登記部門 043-302-1315 

〒260-8518 千葉市中央区中央港１丁目１１番３号 

運転免許証に関すること 千葉県警察本部 免許課 043-274-2000 

〒260-8668 千葉市中央区長洲１丁目９番１号 

車検証に関すること 千葉運輸支局 自動車手続きヘルプデスク 050-5540-2022 

〒261-0002千葉市美浜区新港１９８番地 

軽自動車検査協会 千葉事務所コールセンター 050-3816-3114 

〒261-0002千葉市美浜区新港２２３番地８号 

郵便、通信用無料はがきに関す

ること 

千葉中央郵便局 0570-943-752   

〒260-8799 千葉市中央区中央港１丁目１４番１号 
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住居表示に関するお問合せは 

〒260-8722

千葉市中央区千葉港１－１

◆千葉市役所◆

市民局市民自治推進部区政推進課 住居表示班

TEL ０４３－２４５－５１３５

E-mail kusei.CIC@city.chiba.lg.jp

パンフレット作成：令和元年１０月


