
高岡市長あて FAO: The Mayor of Takaoka   転 出 届 （ 郵 送 ）Notification of Moving Out (By Mail) 

下記のとおり転出しますので、転出証明書をお送りください。              年   月   日 

  届

出

人 

氏名(Name)                         

電話番号(Tel)      －    －      

日中連絡のとれる番号 

Phone Number (Daytime) Moving Date 

異動の日 

year   month    day 

年  月  日 

New Address 

新 し い 

住 所 

 
House-holder 

新世帯主 
 

受付区分 異動区分 異動事由 

□郵送 □世帯全部 

□世帯一部 

□転出 

□カード転出 

□国外転出 

Old Address 

今までの

住 所 

Toyama-ken, Takaoka-shi 
House-holder 

旧世帯主 
 

受付 入力 照合 

   

Full names of people who will move to new address 

転出者氏名 

Date of Birth 

生年月日 

Male or Female 

性別 

Relationship to  
house-holder 

世帯主との続柄 

 
次の書類を同封してください 

・身分証明書のコピー（在留カード、運転

免許証、パスポート等） 

・返信用封筒（住所・氏名を記入し、切手

を貼ったもの） 

 
Please enclose the following documents 
・Copy of an ID (Residence Card, Driver's 

License, Passport, etc.) 
・Return envelope (with your name and 

address filled in and stamps affixed).  

 
year    month     day 

年   月   日 男・女  

 
year    month     day 

年   月   日 男・女  

 
year    month     day 

年   月   日 男・女  

 
year    month     day 

年   月   日 男・女  

 
Year    month     day 

年   月   日 男・女  

☆新しい住所に住み始めた日から１４日以内に、新住所地の市区町村窓口で、転入届をしてください。 
Please file a move-in notification at the municipal office of your new address within 14 days of starting to live at your new address. 

 

 

 〒９３３－８６０１ 

高岡市広小路７番５０号 

高岡市役所(Takaoka City Hall) 

市民課 住民記録係  宛 

※This is the mailing address. Please cut 

along the dotted line and affix it to the 
envelope.↓ 

マイナンバーカードをお持ちの方へ To Those Who Have the My Number Card 

○Do you need a "Move-Out Certificate"? (Yes, No) ※Please circle either. 

 If you have a My Number Card, you can submit a move-in notification at the city, ward, town or village you 
are moving to, even if you do not have a "Move-Out Certificate". You will need to show your card and enter your 
PIN when you notify the move-in. 

In this case, it is not necessary to enclose a return envelope. As soon as the administrative procedure is 

completed, the Takaoka City Family Registration Section will notify you by phone. 


