
引越しの諸手続き
-Procedure-

本ページを印刷の上、引越しの諸手続きのチェックリストとしてご利用ください

光熱費関連

引越し前にすること

　　　　　手続項目                        Check 　　  手続目安 　　　　　　　　　　　　　  　　   手続先

電気 　　　　　　　　　　　　　　　　　　3日前　　　　　　　　　領収書に書いてある営業所

ガス                                   　　　    　　　  3日前　　　　　　　　　都市ガスは領収書の業者プロパンガスは配達の業者

水道 　　　　　　　　　　　　　　　          3日前　　　　　　　　　領収書に書いてある水道局　または市区町村役所の水道課

手続項目 　　　　　　　　　　　　Check         手続目安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手続先

固定電話 　　　　　　　　　　　　　　　　  2週間前　　　　　　　  受け持ちの電話局　１１６番

携帯電話 　　　　　　　　　　　　　　　　  2週間前　　　　　　　  利用している携帯電話会社

インターネットプロバイダー 　　　　　　　　 2週間前　　　　　　　  契約プロバイダー

有線放送 　　　　　　　　　　　　　　　　  2週間前　　　　　　　  利用している有線放送事業者

衛星放送             　　　　　　　　　　　       2週間前　　　　　　　  利用している放送事業者

ケケーブルテレビ 　　　　　　　　　　　　  2週間前　　　　　　  　領収書に記載してある連絡先

NHK住所変更手続き　　　　　　　　　　　   2週間前　　　　　　　 領収書に書いてある営業所

新聞解約手続き 　　　　　　　　　　　　  2週間前　　　　　　　 各販売店

通信費関連

手続項目 　　　　　　　　 　　　 Check   　     手続目安 　　　　　　　　　　　　　　　手続先

転出届　　　 　　　　　　　　　　　　　　1週間前　　　　　  　　市区町村役所

印鑑登録 　　　　　　　　　　　　  　　　 1週間前　　　　　　  　市区町村役所

国民健康保険 　　　　　　　　　　             1週間前　　　　　　  　市区町村役所

乳児医療 　　　　　　　　　　　　　　　　1週間前　　　　　　 　 市区町村役所

老人医療 　　　　　　　　　　　　　　　　1週間前　　　　　　  　市区町村役所

児児童手当 　　　　　　　　　　　　　　　　1週間前　　　　　　  　市区町村役所

原付自転車についての手続き 　　　　　　1週間前　　　　　　 　同一市区町村の場合には手続不要

粗大ゴミ・有害ゴミの処分 　　　　　   　　引越し決定後すぐ　　 　市区町村役所で確認

ペット（犬）の引越し 　　　　　　　　　    1週間前　　　　　　    市区町村役所・保健所

その他役所管轄の業務 　　　　　　　  　　 必要に応じて　　　　    市区町村役所

役所手続

手続項目 　　　　　　　　 　　　 Check 　    手続目安 　　　　　　　　　　　　　　　　　　手続先

銀行口座住所変更 　　　　　　　　　　　  1週間前　　　　　　  　利用している金融機関

銀行の公共料金等の自動振替　　　　　 　  1週間前　　　　　　  　 利用している金融機関

金融関連

クレジットカードの住所変更   　　　　  　　 1週間前　　　　　　      利用しているカード会社

各種保険会社の住所変更 　　　　　　　  1週間前　　　　　　     契約している保険会社

　自動車保険 　　　　　　　　　　  　　　1週間前　　　　　　  　契約している保険会社

　火災保険 　　　　　　　　　　　　 　 1週間前　　　　　　  　契約している保険会社

　生命保険 　　　　　　　　　　　　 　 1週間前　　　　　　  　契約している保険会社

　損害保険 　　　　　　　　　　　　 　 1週間前　　　　　　     契約している保険会社

郵郵便局への転送手続き 　　　　　　   　　  1週間前　　　　　　  　現住所の管轄郵便局

手続き 手続き 

手続項目 　　　　　　　　 　　　 Check 　　 手続目安 　　　　　　　　　　　　　　　　手続先

住居賃貸契約の解約と精算

その他

牛乳や生協などの宅配業者 　　　　　　　  1週間前　　　　　　  　 各販売店

転園・転校の手続 　　　　　　　　  　　　引越し決定後すぐ　　  　 市区町村役所他

クリーニング・レンタルビデオ              　 　　 1週間前　　　　　　  　各販売店

会社への住所変更届 　　　　　　　　  　引越し決定後すぐ　　      勤務先

塾・習い事の中止連絡 　　　　　　  　　　引越し決定後すぐ　　  　塾・習い事の連絡先

引越しご挨拶状（はがき） 　　　　　　　  2週間前　　　　　　     任意

引越しご挨拶状(粗品） 　　　　　　   　　   2週間前　　　　　　     任意

等の料金精算

(家賃、駐車場）　
賃貸借契約書の

条文に準ずる　

家主または管理会社へ賃貸借契約書の内容をお確かめの上、

連絡をして下さい

手続項目 　　　　　　　　  　　　 Check 　　  手続目安 　　　　　　　　　　　　　　　　手続先

電気 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　3日前　　　　　　　  　管轄営業所

ガス 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　3日前　　　　　　　  　轄営業所

水道 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　3日前　　　　　　　  　水道局または市区町村役所の水道課

引越し後にすること

光熱費関連

手続項目 　　　　　　　　 　　　 Check 　 　手続目安 　　　　　　　　　　　　　　　　手続先

インターネットプロバイダー 　　　　　　　　2週間前　　　　　　 　契約プロバイダー

有線放送 　　　　　　　　　　　　 　　　　2週間前　　　　　　　 利用する有線放送事業者

衛星放送 　　　　　　　　　　　　 　　　　2週間前　　　　　　 　利用する放送事業者

ケーブルテレビ 　　　　　　　　　　  　  2週間前　　　　　　    利用する事業者

新聞契約申込み      　　　　　　　　　　  必要に応じて　　　　    各販売店

通信費関連

手続項目 　　　　　　　　 　　　  Check 　　 手続目安 　　　　　　　　　　　　　　　　手続先

転入届 引越し後　　　　　　　　　　 　　14日以内　　　　　　　 市区町村役所

印鑑登録 　　　　　　　　　　　　 　　　　必要に応じて　　　　 　市区町村役所

国民健康保険 　　　　　　　　　　  　　　  引越し後14日以内　　　 市区町村役所

国民年金 　　　　　　　　　　　　 　　　　引越し後14日以内　　　市区町村役所

老齢年金 　　　　　　　　　　　　 　　　　引越し後14日以内　　　市区町村役所

乳乳児医療 　　　　　　　　　　　　 　　　　引越し後14日以内　　　市区町村役所

老人医療 　　　　　　　　　　　　 　　　　引越し後14日以内　　　市区町村役所

児童手当 　　　　　　　　　　　　 　　　　引越し後14日以内　　　市区町村役所

原付自転車についての手続き 　　　　　　必要に応じて　　　　　市区町村役所

粗大ゴミ・有害ゴミの収集日確 　　　 　　  必要に応じて　　　　    市区町村役所

役所手続

ペット（犬）の引越し 　　　　　　　　       引越し後30日以内　　　市区町村役所・保健所

その他役所管轄の業務 　　　　　　　　　　必要に応じて　　　　　 市区町村役所

認

手続項目 　　　　　　　　 　　　 Check 　    手続目安 　　　　　　　　　　　　　　　　　　手続先

各種保険会社の住所変更 　　　　         　1週間前　　　　　　  　契約している保険会社

　火災保険 　　　　　　　　　           　  1週間前　　　　　　     利用予定の保険会社

　損害保険 　　　　　　　　　           　  1週間前　　　   　　　  利用予定の保険会社

銀行口座開設 　　　　　　　　　　 　　　  1週間前～引越し後　      利用予定の金融機関

金融関連

手続項目 　　　　　　　　 　　　 Check 　 　手続目安 　　　　　　　　　　　　　　　　手続先

運転免許証の住所変更 　　　　　　  　　　引越し後　　　　　　 　 所轄の警察署または運転免許センター

自動車の登録変更 　　　　　　　　 　　　 引越し後　　　　　　 　 所轄の陸運事務局

牛乳や生協などの宅配業者 　　　　  　　   引越し後　　　　　　     各販売店

転園・転校の手続 　　　　　　　　 　　　 引越し決定後すぐ　　     市区町村役所他

引越しご挨拶状（はがき） 　　　　  　　　翌日以降　　　　　　　 任意

引引越しご挨拶状(粗品） 　　　　　　  　　　翌日以降　　　　　　　 任意

その他


