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１．はじめに 

   このたび、大田原都市計画事業野崎駅西土地区画整理事業の施行による換地処分

に伴い、換地処分公告日の翌日から事業区域内（隣接の一部区域を含む。）の町名と地

番が変更されます。 

   変更後に必要な手続きについて、皆様にお知らせするとともに、一日も早く新しい住所

になじんでいただくため、このパンフレットを作成しましたのでご一読ください。 

 

◆実施日について 

平成２３年１月２２日から新しい町名地番に変更になります。 

 

  ◆新しい住所の表し方 

新しい住所は「新町名」、「新地番」を用いて表します。 

     

《例》 

旧住所      大田原市 薄葉２２３６番地５ 

           新住所     大田原市 野崎一丁目１番地１ 

                    

旧住所      大田原市 下石上１７９７番地７ 

新住所     大田原市 野崎二丁目１番地８ 

 

 

《区画整理区域外の方は町名のみ変更し、地番の変更はありません》 

旧住所     大田原市 下石上   １７６３番地４ 

新住所     大田原市 野崎二丁目１７６３番地４ 
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２．新町界図 

２．新町界図 
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３．住所変更通知用はがき 

   郵便事業株式会社から提供された「住所変更通知用はがき」（切手はいりません。）を

１世帯当たり５０枚お配りいたしますので、知人や取引先等への新住所のお知らせにご

利用ください。 

   なお、はがきは、換地処分公告後、下記の５．市から送付するものに同封して配布い

たします。 

 

 

４．新しい郵便番号 

   郵便番号は、１１月末までに決定予定です。 

町  名 郵便番号 

野崎一丁目、二丁目 324 –  

 

 

５．市から送付するもの 

送付するもの 説     明 送付を担当する課 

住所変更通知 

証明書 

（地区内にお住まいの方） 

新しい住所を記載した「住所変更通知」

と「証明書」（世帯主に３通）を送付し

ます。 

（１月２４日以降に送付予定） 

市役所市民課 

0287（23）8752 

本籍変更通知 

（地区内に本籍のある方） 

新しい本籍を記載した「本籍変更通知」

を送付します。 

（１月２４日以降に送付予定） 

市役所市民課 

0287（23）8705 

法人等所在地変更通知 

（地区内に法人設立・設置届出

のある法人） 

新しい所在地番を記載した「法人等所

在地変更通知」を送付します。 

（１月２４日以降に送付予定） 

法人等所在地変更証明書については、

町名変更実施日以降、都市計画課区画

整理係で発行します。 

市役所都市計画課 

区画整理係 

0287（23）8711 

※ 変更後の住所は、住まいや店舗等が建っている土地（数筆にまたがる場合は、建物が多くか

かる筆）の新地番を基に設定いたします。 
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６．主な住所変更手続一覧表 

 

（１）市その他行政側で書き換える公簿類（皆様の手続きは不要です） 

公  簿  名 書き換え欄 説     明 

住民基本台帳（住民票） 

印鑑登録原票（印鑑証明） 

外国人登録原票 

選挙人名簿 

国民健康保険資格台帳 

固定資産課税台帳 

その他各種台帳 

住所欄 市が新しい町名地番に書き換えます。 

戸籍簿 本籍欄 市が新しい町名地番に書き換えます。 

（対象地番が複数ある場合、申出書を提出していた

だくことがあります。また、市役所だけで更正でき

ないものは、転籍届が必要となります。） 

土地登記簿及び建物登記簿 表題部 表題部の所在地番のみ、市が申請し、法務局が書き

換えます。登記名義人などの住所については所有者

の申請があるまで変わりません。 

※住所・本籍の表示は、大田原市野崎○丁目○○番地○となります。 

 土地・建物などの不動産登記、商業登記・法人登記については、8・9 ページをご覧ください。 

 

 

（２）皆様に手続きしていただくもの 

町名地番変更実施日以降、皆様ご自身で手続きをお願いします。 

事   項 届出・問合せ先 届出に必要な書類 摘   要 

自動車運転免許証の 

住所・本籍変更 

大田原警察署 

0287（24）0110 

又は運転免許セン

ター 

0289（76）0110 

運転免許証 

証明書 

町名変更実施日以降、記載事

項変更の届出をしてくださ

い。 

自動車検査証の住所 

変更 

関東運輸局 

栃木運輸支局 

050（5540）2019 

変更申請書（40 円） 

自動車検査証 

証明書 

印鑑（所有者及び使用

者） 

町名変更実施日以降、届出を

してください。 

代理人による申請や所有者

と使用者が異なる場合は、さ

らに必要な書類があります。 

運輸支局にご確認ください。 
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事   項 届出・問合せ先 届出に必要な書類 摘   要 

軽自動車検査証の住

所変更 

軽自動車検査協会

栃木事務所 

 

宇都宮市西川田本

町 1-2-37 

028（645）5161 

受付時間（平日） 

8：45～11：45 

13：00～16：00 

自動車検査証記入申請

書（30 円） 

自動車検査証 

証明書 

印鑑（所有者及び使用

者、法人の場合は代表

者印） 

 

町名変更実施日以降、届出を

してください。 

来所される前に自動車検査

証をご確認ください。 

不動産登記簿の所有

者の住所変更 

（詳細については P8 の

(1)土地建物などの不動

産登記をご覧ください） 

不動産の所在地を

管轄する法務局 

登記申請書 

証明書 

印鑑 

期限はありませんが、換地処

分に伴う登記完了後に名義

人の住所変更登記申請をし

てください。 

証明書の提出により登録免

許税は非課税になります。 

法人登記の本店、また

は支店の所在変更 

（詳細については P8 の

(2)商業登記・法人登記を

ご覧ください） 

 

本店及び支店を管

轄する法務局 

登記申請書 

登録印 

法人等所在地変更証明

書 
町名変更実施日以降、本店は

２週間以内、支店は３週間以

内に変更する必要がありま

すので、すみやかに変更登記

申請をしてください。 

法人等所在地変更証明書・証

明書の提出により登録免許

税は非課税になります。 

法人登記の本店、また

は支店の役員の住所

変更 

（詳細については P8 の

(2)商業登記・法人登記を

ご覧ください） 

本店及び支店を管

轄する法務局 

登記申請書 

登録印 

証明書 

国民年金・厚生年金受

給者の住所変更 

届出先 

大田原年金事務所 

問合せ先 

市役所国保年金課 

国民年金係 

0287（23）8928 

年金受給者住所変更届

（はがき） 

町名変更実施日以降、すみや

かに手続きしてください。 

届出用紙（はがき）は市役所

本庁国保年金課国民年金係

にあります。 

厚生年金・共済組合加

入者の住所変更 

各事業主 健康保険・厚生年金保

険被保険者住所変更届 

町名変更実施日以降、すみや

かに手続きしてください。 
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事   項 届出・問合せ先 届出に必要な書類 摘   要 

国民年金第 3 号被保

険者の住所変更 

配偶者の勤務先 健康保険・厚生年金保

険被保険者住所変更届

（国民年金第 3 号被保

険者住所変更届） 

町名変更実施日以降、すみや

かに手続きしてください。 

農業者年金加入者の

住所変更 

JA 野崎支店 

0287（29）0003 

農業者年金被保険者住

所変更届、農業者年金

受給者・払渡機関（口

座番号）変更届 

町名変更実施日以降、都合の

よいときに手続きしてくだ

さい。 

各種営業許可証の 

営業施設の所在変更 

営業者の住所変更 

医療機関・施術所の所

在変更 

介護施設の所在変更 

県北健康福祉セン

ター 

大田原市住吉町

2-14-9 

0287（22）2257 

許可証 

法人等所在地変更証明

書 

証明書 

印鑑など 

 

業種により必要書類がこと

なりますので、県北健康福祉

センターにご確認ください。 

 

 

 

写真付住民基本台帳 

カードの住所変更 

 

市役所市民課窓口 

0287（23）8752 

 

住民基本台帳カード 

 

 

町名変更実施日以降、都合

のよい時に手続きしてくだ

さい。ご本人か同一世帯の

方が手続きできます。 

電子証明書（公的個人

認証）の住所変更 

 

 

市役所市民課窓口 

0287（23）8752 

 

 

住民基本台帳カード 

 

 

町名変更実施日以降、都合

のよい時に手続きしてくだ

さい。ご本人が手続きして

ください。 

外国人登録証明書（カ

ード）の住所変更 

 

市役所市民課 

0287（23）8705 

外国人登録証明書（カ

ード） 

（裏面記載欄の余白が

ない場合は写真２枚） 

町名変更実施日以降、都合の

よいときに手続きしてくだ

さい。 

ご本人か同居の親族の方が

手続きできます。 

パスポート 市役所市民課 

0287（23）8752 

県外への転籍や氏名変更がない限り、変更手続きの必

要はありません。旅券の「所持人記入欄」に新住所を

書き込みください。 

【修正液等を使用しないでください】 

学校（市内の小中学校を除く）、勤務先などへの住所変更届出 

金融機関の預金通帳や各種保険書、証券などの住所変更届出 

ＮＨＫ、東電、ガス会社への住所変更届出 

電話会社、インターネット接続会社、クレジット会社などへの住所変更届出 

※ その他許可、免許類で法令により住所変更の届出を要するものは、それぞれ所定の手続きを

してください。 
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（３）手続きに必要な証明書の発行について 

証明書（個人の住所変更） １月２４日以降、市役所市民課窓口で発行しますの

で、申請される方の印鑑をご持参のうえ窓口に申出

ください。（期限なく無料交付します。） 

法人等所在地変更証明書 １月２４日以降、市役所都市計画課で発行しますの

で、申請される方の印鑑をご持参のうえ申出くださ

い。（期限なく無料交付します。） 

 

（４）その他の手続き（皆様の手続きは不要です。） 

事      項 届出・問合せ先 摘   要 

印鑑登録証（大田原市民カード）の住所変更 市役所市民課窓口 

0287（23）8752 

手続きは不要です。 

国民健康保険被保険者証 

高齢受給者証 

特定疾病受療証 

後期高齢者医療被保険者証 

市役所国保年金課 

国保医療係 

0287（23）8857 

新しい被保険者証などを自

宅へ郵送しますので、手続

きは不要です。 

国民年金第１号被保険者の住所変更 市役所国保年金課 

国民年金係 

0287（23）8928 

市役所で一括して住所変更

し、日本年金機構に報告し

ますので、手続きは不要で

す。 

犬の登録 市役所生活環境課 

市民生活係 

0287（23）8706 

飼い主の手続きは不要で

す。 

 

こども医療費受給資格者証 

妊産婦医療費受給資格者証 

重度心身障害者医療費受給資格者証 

ひとり親家庭医療費受給資格者証 

市役所国保年金課 

医療助成係 

0287（23）8792 

 

新しい受給資格者証を自宅

へ郵送しますので、手続き

は不要です。 

 

（５）市から住所変更情報を提供する機関（皆様の手続きは不要です。） 

機  関  名 提 供 理 由 備    考 

郵便事業株式会社 

（大田原郵便局） 

郵便物の誤配防止のため 郵便貯金や簡易保険に関して

の住所変更は各自届出してく

ださい。 

大田原地区消防組合 緊急時又は防災上、必要があるため  

大田原警察署 緊急時又は防犯上、必要があるため  

 提供するものは、新町名及び地番のみが記載された図面で、お住まいの方の氏名、土地の面積

等の記載はありません。 
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７．不動産・商業・法人登記について 

 

（１）土地・建物などの不動産登記は 

   土地登記・建物登記の表題部（所在・地番・地積等）は、法務局で変更されますが、登記

名義人の住所変更は、登記名義人の申請に基づくものであるため施行者での書き換えはでき

ませんので、所有者の方が変更手続きをしてください。 

（１） 換地処分公告日の翌日から登記が完了するまでの期間、土地・建物の登記はできなく

なります。 

（２） 所有権等の登記名義人の住所は、上記（１）の登記停止期間終了後に不動産を管轄す

る法務局で変更手続きをしてください。 

※なお、この変更登記申請は、直ちにしていただかなくてはならない手続きではあり

ません。ただし、不動産の売買、名義人変更、分合筆等をする場合には必ず併せて

手続きをしてください。 

（３） 変更登記申請用紙は、市役所都市計画課でもお渡ししております。 

（４） 変更登記申請は、後日発行の『証明書』（法人の場合は『法人等所在地変更証明書』）

を添付すれば登録免許税が非課税となります。（登録免許税法第５条第５号） 

証明書が更に必要な場合は、１月２４日以降に市役所市民課で『証明書』を、都市計

画課で『法人等所在地変更証明書』の交付をいたしますので申し出てください。 

 

（２）商業登記・法人登記は 

   商業登記（会社関係）に登載の本店・支店及び役員の住所、あるいは法人登記（会社を除

く法人）に登載の主たる事務所、従たる事務所および役員の住所については法務局へ変更登

記を申請してください。 

（１） 商業登記・法人登記については、換地処分公告日の翌日から変更手続きを行うことが

できます。 

（２） 変更登記期間は原則としてその登記の事由が発生したとき（換地処分公告日の翌日）

から、本店の所在地においては２週間以内、支店の所在地においては３週間以内とさ

れていますので、速やかに変更登記申請をしてください。（会社法第９１５条第１項，

第９３０条第３項） 

（３） 変更登記申請用紙は市役所都市計画課でもお渡ししております。 
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（４） 変更登記申請は、後日発行の『証明書』（法人の場合は『法人等所在地変更証明書』）

を添付すれば登録免許税が非課税となります。（登録免許税法第５条第５号） 

証明書が更に必要な場合は、平成２３年１月２４日以降に市役所市民課で『証明書』

を、都市計画課で『法人等所在地変更証明書』の交付をいたしますので申し出てくだ

さい。 

 

◆ 不動産・商業・法人登記についてのお問合せ先 

○土地・建物などの不動産登記に関すること 

  宇都宮地方法務局 大田原支局  電話０２８７－２３－１１５５ 

  〒324-0041 大田原市本町一丁目２６９５番地１０９ 

○商業登記・法人登記に関すること 

  宇都宮地方法務局 法人登記部門 電話０２８－６２３－０９１６ 

  〒320-8515 宇都宮市小幡二丁目１番地１１号 

（宇都宮地方法務合同庁舎１階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野崎駅西土地区画整理事業に関する問合せ先 

大田原市建設部都市計画課 区画整理係 

〒３２４－８６４１ 大田原市本町１丁目４番地１ 本庁舎（２階） 

電話 ０２８７－２３－８７１１（直通） 


