
※この委任状は、全て委任者が自筆で書いて

If you are 

代理人（役場に来る方）

     

上記の者を代理人と定め、住民異動届

□転入

□転出

に関する権限を委任します。

※I delegate authority to a person above as a proxy to register the checked matter.

※Please attach/provide the applicant individual number card to update information.

※転入・転居届については

表面記載事項変更届出についても併せて委任します。

令和  

委任者（依頼した人）

氏名

生年月日

住

電話番号

   ※不明な点がある場合、委任者へ電話連絡をさせていただく場合があります。連絡のつきやすい番号をご記入ください。

異動者氏名

生年月日

新しい住所

新しい住所に住み始めた日

新しい住所での世帯主名

※この委任状は、全て委任者が自筆で書いて

If you are unable to file thes

代理人（役場に来る方）

住所

     氏名

電話番号

※代理人は、本人確認書類（免許証等）を

上記の者を代理人と定め、住民異動届

□転入 move in

□転出 move out   

に関する権限を委任します。

I delegate authority to a person above as a proxy to register the checked matter.

Please attach/provide the applicant individual number card to update information.

※転入・転居届については

表面記載事項変更届出についても併せて委任します。

  年  

委任者（依頼した人）

氏名 Name                                                      

生年月日 Date of birth

住 所 Address

電話番号 Phone number                                                    

※不明な点がある場合、委任者へ電話連絡をさせていただく場合があります。連絡のつきやすい番号をご記入ください。

異動者氏名

生年月日 Date of birth

新しい住所

新しい住所に住み始めた日

新しい住所での世帯主名

※この委任状は、全て委任者が自筆で書いて

unable to file these documents

代理人（役場に来る方）

住所 Proxy's 
address     

氏名 Proxy's 
  name    

電話番号 Phone number                                                    

※代理人は、本人確認書類（免許証等）を

Please attach a proxy’s identification card.

上記の者を代理人と定め、住民異動届

move in  □転居

move out   □その他

に関する権限を委任します。

I delegate authority to a person above as a proxy to register the checked matter.

Please attach/provide the applicant individual number card to update information.

※転入・転居届についてはマイナンバーカード

表面記載事項変更届出についても併せて委任します。

  月  日

委任者（依頼した人）Applicant

Name                                                      

Date of birth

Address         

Phone number                                                    

※不明な点がある場合、委任者へ電話連絡をさせていただく場合があります。連絡のつきやすい番号をご記入ください。

異動者氏名 Name                                                      

Date of birth

新しい住所 new address 

新しい住所に住み始めた日

新しい住所での世帯主名

※この委任状は、全て委任者が自筆で書いて

委  
Letter of 

e documents in person, you are required to submit a letter of attorney.

代理人（役場に来る方）Proxy (the person to appear on your behalf)

     

       

Phone number                                                    

※代理人は、本人確認書類（免許証等）を

Please attach a proxy’s identification card.

上記の者を代理人と定め、住民異動届

□転居 another move within Chatan

□その他

に関する権限を委任します。 

I delegate authority to a person above as a proxy to register the checked matter.

Please attach/provide the applicant individual number card to update information.

マイナンバーカード

表面記載事項変更届出についても併せて委任します。

日  ←この委任状を記入した日付を書いてください。

Applicant 

Name                                                      

Date of birth     

         

Phone number                                                    

※不明な点がある場合、委任者へ電話連絡をさせていただく場合があります。連絡のつきやすい番号をご記入ください。

Name                                                      

Date of birth     

new address                                            

新しい住所に住み始めた日 Date of move

新しい住所での世帯主名 Name of head of household

※この委任状は、全て委任者が自筆で書いて  

 
  任  

Letter of attorney

in person, you are required to submit a letter of attorney.

roxy (the person to appear on your behalf)

            

           

Phone number                                                    

※代理人は、本人確認書類（免許証等）を

Please attach a proxy’s identification card.

上記の者を代理人と定め、住民異動届（※該当の

another move within Chatan

□その他 other changes

I delegate authority to a person above as a proxy to register the checked matter.

Please attach/provide the applicant individual number card to update information.

マイナンバーカードの表面記載事項に変更が生じるため、

表面記載事項変更届出についても併せて委任します。 

この委任状を記入した日付を書いてください。

 

Name                                                      

             

                  

Phone number                                                    

※不明な点がある場合、委任者へ電話連絡をさせていただく場合があります。連絡のつきやすい番号をご記入ください。

Name                                                      

             

                                          

Date of move  

Name of head of household   

※この委任状は、全て委任者が自筆で書いてください。（鉛筆、消えるペンで書かないで

 

  状 
attorney 

in person, you are required to submit a letter of attorney.

roxy (the person to appear on your behalf)

       

           

Phone number                                                    

※代理人は、本人確認書類（免許証等）をお持

Please attach a proxy’s identification card.

該当の箇所に☑）

another move within Chatan

changes（     

I delegate authority to a person above as a proxy to register the checked matter.

Please attach/provide the applicant individual number card to update information.

の表面記載事項に変更が生じるため、

  

この委任状を記入した日付を書いてください。

Name                                                      

             

                 

Phone number                                                    

※不明な点がある場合、委任者へ電話連絡をさせていただく場合があります。連絡のつきやすい番号をご記入ください。

Name                                                      

             

                                          

        

                    

ください。（鉛筆、消えるペンで書かないで

 

in person, you are required to submit a letter of attorney.

roxy (the person to appear on your behalf) 

           

       

Phone number                                                    

持ちください。

Please attach a proxy’s identification card. 

に☑） 

another move within Chatan

     

I delegate authority to a person above as a proxy to register the checked matter.

Please attach/provide the applicant individual number card to update information.

の表面記載事項に変更が生じるため、

この委任状を記入した日付を書いてください。

Name                                                      

  年   月

        

Phone number                                                    

※不明な点がある場合、委任者へ電話連絡をさせていただく場合があります。連絡のつきやすい番号をご記入ください。

Name                                                      

  年   月

                                          

 年    月

                            

ください。（鉛筆、消えるペンで書かないで

in person, you are required to submit a letter of attorney.

         

           

Phone number                                                    

ちください。 

another move within Chatan 

        

I delegate authority to a person above as a proxy to register the checked matter. 

Please attach/provide the applicant individual number card to update information. 

の表面記載事項に変更が生じるため、 

この委任状を記入した日付を書いてください。 

Name                                                         印

月   日

        

Phone number                                                    

※不明な点がある場合、委任者へ電話連絡をさせていただく場合があります。連絡のつきやすい番号をご記入ください。

Name                                                         

月   日

                                          

月    日 

         

ください。（鉛筆、消えるペンで書かないで

in person, you are required to submit a letter of attorney. 

    

     

Phone number                                                    

     ） 

印 

日 

         

Phone number                                                     

※不明な点がある場合、委任者へ電話連絡をさせていただく場合があります。連絡のつきやすい番号をご記入ください。 

   印 

日 

                                           

  

  

ください。（鉛筆、消えるペンで書かないでください。）

     

 

Phone number                                                     

ください。）

 


