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字の名称の変更証明書（無料）を、平成２３年４月１日（金）から、宇陀市役所市民課、 

大宇陀地域事務所、菟田野地域事務所および室生地域事務所で交付します。

住所変更の手続きなどで証明書が必要な方はご利用ください。

【書式例】 

証  明  書

  大宇陀町、菟田野町、榛原町及び室生村の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関

する協議書第３条に規定する地域自治区の設置期間満了にあたり、住民票の記載事項

である住所について地域自治区の名称の記載を終了し、平成２３年４月１日からは、地

方自治法第２６０条第１項の規定により、字の名称を下記のように変更したことを証明し

ます。  

                          記    

奈良県宇陀市○○区  奈良県宇陀市  

旧 字 名 新 字 名 

△△ ○○△△ 

□□ ○○□□   

◎◎ ○○◎◎   

  年  月  日 

                    奈良県宇陀市長  髙 見 省 次 公 印

      目               次 

字の名称の変更証明書の交付について（無料交付） 



読  み  方 郵  便  番  号
大宇陀麻生田○番地 おおうだあそだ ６３３－２１０５
大宇陀五津○番地 おおうだいつつ ６３３－２１０１
大宇陀出新○番地 おおうだいでしん ６３３－２１６２
大宇陀岩清水○番地 おおうだいわしみず ６３３－２１２６
大宇陀岩室○番地 おおうだいわむろ ６３３－２１１６
大宇陀内原○番地 おおうだうちわら ６３３－２１１１
大宇陀嬉河原○番地 おおうだうれしがわら ６３３－２１０７
大宇陀大熊○番地 おおうだおおくま ６３３－２１３６
大宇陀春日○番地 おおうだかすが ６３３－２１１４
大宇陀上○番地 おおうだかみ ６３３－２１７４
大宇陀上片岡○番地 おおうだかみかたおか ６３３－２１４１
大宇陀上品○番地 おおうだかみしな ６３３－２１３３
大宇陀上新○番地 おおうだかみしん ６３３－２１６１
大宇陀上茶○番地 おおうだかみちゃ ６３３－２１７１
大宇陀上中○番地 おおうだかみなか ６３３－２１７３
大宇陀上本○番地 おおうだかみほん ６３３－２１７２
大宇陀口今井○番地 おおうだくちいまい ６３３－２１０４
大宇陀栗野○番地 おおうだくりの ６３３－２１４４
大宇陀黒木○番地 おおうだくろぎ ６３３－２１５５
大宇陀小出口○番地 おおうだこいでぐち ６３３－２１７６
大宇陀小附○番地 おおうだこうつけ ６３３－２１１２
大宇陀小和田○番地 おおうだこわだ ６３３－２１３４
大宇陀才ケ辻○番地 おおうださいがつじ ６３３－２１２４
大宇陀芝生○番地 おおうだしぼう ６３３－２１１７
大宇陀下片岡○番地 おおうだしもかたおか ６３３－２１３７
大宇陀下品○番地 おおうだしもしな ６３３－２１３２
大宇陀下竹○番地 おおうだしもたけ ６３３－２１１３
大宇陀下茶○番地 おおうだしもちゃ ６３３－２１７０
大宇陀下出口○番地 おおうだしもでぐち ６３３－２１７７
大宇陀下中○番地 おおうだしもなか ６３３－２１７８
大宇陀下本○番地 おおうだしもほん ６３３－２１７９
大宇陀下宮奥○番地 おおうだしもみやのおく ６３３－２１５３
大宇陀白鳥居○番地 おおうだしらとりい ６３３－２１３８
大宇陀関戸○番地 おおうだせきど ６３３－２１５２
大宇陀大東○番地 おおうだだいとう ６３３－２１５１
大宇陀田原○番地 おおうだたわら ６３３－２１４２
大宇陀調子○番地 おおうだちょうし ６３３－２１２２
大宇陀塚脇○番地 おおうだつかわき ６３３－２１２１
大宇陀中新○番地 おおうだなかしん ６３３－２１７５
大宇陀中庄○番地 おおうだなかのしょう ６３３－２１６５
大宇陀西山○番地 おおうだにしやま ６３３－２１１５
大宇陀野依○番地 おおうだのより ６３３－２１０３
大宇陀迫間○番地 おおうだはさま ６３３－２１６６
大宇陀半阪○番地 おおうだはんさか ６３３－２１０８
大宇陀東平尾○番地 おおうだひがしひらお ６３３－２１３５
大宇陀平尾○番地 おおうだひらお ６３３－２１０２
大宇陀拾生○番地 おおうだひろう ６３３－２１６４
大宇陀藤井○番地 おおうだふじい ６３３－２１２３
大宇陀本郷○番地 おおうだほんごう ６３３－２１５６
大宇陀牧○番地 おおうだまき ６３３－２１４３
大宇陀馬取柿○番地 おおうだまとりがき ６３３－２１０６
大宇陀万六○番地 おおうだまんろく ６３３－２１６３
大宇陀宮奥○番地 おおうだみやのおく ６３３－２１５４
大宇陀守道○番地 おおうだもち ６３３－２１２５
大宇陀山口○番地 おおうだやまぐち ６３３－２１３９
大宇陀和田○番地 おおうだわだ ６３３－２１３１

新   し   い   住   所

奈良県

宇陀市

新 住 所 一 覧 表
大宇陀区
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読  み  方 郵  便  番  号
菟田野稲戸○番地 うたのいなど ６３３－２２２５
菟田野岩﨑○番地 うたのいわさき ６３３－２２２７
菟田野岩端○番地 うたのいわはし ６３３－２２１４
菟田野宇賀志○番地 うたのうかし ６３３－２２２３
菟田野大神○番地 うたのおおがみ ６３３－２２０２
菟田野大澤○番地 うたのおおさわ ６３３－２２０４
菟田野上芳野○番地 うたのかみほうの ６３３－２２１３
菟田野駒帰○番地 うたのこまがえり ６３３－２２２２
菟田野佐倉○番地 うたのさくら ６３３－２２２４
菟田野下芳野○番地 うたのしもほうの ６３３－２２１２
菟田野東郷○番地 うたのとうごう ６３３－２２１５
菟田野入谷○番地 うたのにゅうだに ６３３－２２１１
菟田野平井○番地 うたのひらい ６３３－２２０１
菟田野古市場○番地 うたのふるいちば ６３３－２２２６
菟田野別所○番地 うたのべっしょ ６３３－２２０５
菟田野松井○番地 うたのまつい ６３３－２２２１
菟田野見田○番地 うたのみた ６３３－２２０３

読  み  方 郵  便  番  号
室生大野○番地 むろうおおの ６３３－０３１５
室生小原○番地 むろうおはら ６３２－０２０４
室生上笠間○番地 むろうかみかさま ６３２－０２０２
室生黒岩○番地 むろうくろいわ ６３３－０４２５
室生三本松○番地 むろうさんぼんまつ ６３３－０３１７
室生下笠間○番地 むろうしもかさま ６３２－０２０１
室生下田口○番地 むろうしもたぐち ６３３－０４２２
室生染田○番地 むろうそめだ ６３２－０２０５
室生瀧谷○番地 むろうたきだに ６３３－０３１３
室生田口元上田口○番地 むろうたぐちもとかみたぐち ６３３－０４２４
室生田口元角川○番地 むろうたぐちもとつのかわ ６３３－０４２３
室生多田○番地 むろうただ ６３２－０２０６
室生砥取○番地 むろうととり ６３３－０３１４
室生西谷○番地 むろうにしたに ６３３－０３１２
室生深野○番地 むろうふかの ６３２－０２０３
室生向渕○番地 むろうむこうぢ ６３３－０３１６
室生無山○番地 むろうむやま ６３２－０２０７
室生○番地 むろう ６３３－０４２１
室生龍口○番地 むろうりゅうぐち ６３３－０３１１

奈良県

宇陀市

新   し   い   住   所

新   し   い   住   所

奈良県

宇陀市

菟田野区

室生区

２



読み方 郵便番号
榛原赤瀬○番地 はいばらあかぜ ６３３－０２０７
榛原赤埴○番地 はいばらあかばね ６３３－０２１３
榛原足立○番地 はいばらあだち ６３３－０２３１
榛原雨師○番地 はいばらあめし ６３３－０２４３
榛原池上○番地 はいばらいけがみ ６３３－０２３２
榛原石田○番地 はいばらいしだ ６３３－０２２３
榛原内牧○番地 はいばらうちまき ６３３－０２１５
榛原大貝○番地 はいばらおおがい ６３３－０２２５
榛原戒場○番地 はいばらかいば ６３３－０２０１
榛原笠間○番地 はいばらかさま ６３３－０２４５
榛原上井足○番地 はいばらかみいだに ６３３－０２２２
榛原栗谷○番地 はいばらくりだに ６３３－０２２８
榛原篠楽○番地 はいばらささがく ６３３－０２４２
榛原澤○番地 はいばらさわ ６３３－０２２６
榛原三宮寺○番地 はいばらさんぐうじ ６３３－０２２７
榛原自明○番地 はいばらじみょう ６３３－０２１７
榛原下井足○番地 はいばらしもいだに ６３３－０２４１
榛原高井○番地 はいばらたかい ６３３－０２１２
榛原高塚○番地 はいばらたかつか ６３３－０２３４
榛原角柄○番地 はいばらつのがわら ６３３－０２５５
榛原長峯○番地 はいばらながみね ６３３－０２０３
榛原荷阪○番地 はいばらにざか ６３３－０２１１
榛原額井○番地 はいばらぬかい ６３３－０２０８
榛原萩原○番地 はいばらはぎはら ６３３－０２５３
榛原檜牧○番地 はいばらひのまき ６３３－０２１８
榛原比布○番地 はいばらひふ ６３３－０２３５
榛原福地○番地 はいばらふくち ６３３－０２０４
榛原福西○番地 はいばらふくにし ６３３－０２３３
榛原母里○番地 はいばらもり ６３３－０２３６
榛原諸木野○番地 はいばらもろきの ６３３－０２１４
榛原安田○番地 はいばらやすだ ６３３－０２４４
榛原八滝○番地 はいばらやたき ６３３－０２１６
榛原柳○番地 はいばらやなぎ ６３３－０２４６
榛原山路○番地 はいばらやまじ ６３３－０２２４
榛原山辺三○番地 はいばらやまべさん ６３３－０２０２
榛原あかね台1丁目○番 はいばらあかねだい ６３３－０２５６
榛原あかね台2丁目○番 はいばらあかねだい ６３３－０２５６
榛原桜が丘○番地 はいばらさくらがおか ６３３－０２５２
榛原高萩台○番地 はいばらたかはぎだい ６３３－０２５４
榛原天満台東1丁目○番 はいばらてんまだいひがし ６３３－０２０５
榛原天満台東2丁目○番 はいばらてんまだいひがし ６３３－０２０５
榛原天満台東3丁目○番 はいばらてんまだいひがし ６３３－０２０５
榛原天満台東4丁目○番 はいばらてんまだいひがし ６３３－０２０５
榛原天満台西1丁目○番 はいばらてんまだいにし ６３３－０２０６
榛原天満台西2丁目○番 はいばらてんまだいにし ６３３－０２０６
榛原天満台西3丁目○番 はいばらてんまだいにし ６３３－０２０６
榛原天満台西4丁目○番 はいばらてんまだいにし ６３３－０２０６
榛原萩乃里○番地 はいばらはぎのさと ６３３－０２２１
榛原榛見が丘1丁目○番地 はいばらはるみがおか ６３３－０２５７
榛原榛見が丘2丁目○番地 はいばらはるみがおか ６３３－０２５７
榛原ひのき坂1丁目○番地 はいばらひのきざか ６３３－０２５１
榛原ひのき坂2丁目○番地 はいばらひのきざか ６３３－０２５１
榛原ひのき坂3丁目○番地 はいばらひのきざか ６３３－０２５１

新   し   い   住   所

奈良県

宇陀市

榛原区

３



市役所関係事務

こ　　と　　が　　ら 関　係　す　る　方 手続き方法など

住民票・戸籍・住民票コード 住所・本籍が市内にある方
手続きの必要は、ありません。（住民票コー
ドは変わりませんので、そのままご利用い
ただけます。）

印鑑登録証 印鑑登録をされている方 手続きの必要は、ありません。

外国人登録証明書 外国人登録をされている方 手続きの必要は、ありません。

基本的にカードは引き続きご使用いただけ
ますが、顔写真付きの住基カードをご使用
いただいている方は、ご使用先により住所
変更されたカードが必要になる場合がござ
いますので、お早めの変更手続きをお勧め
いたします。

　変更手続きの際は、住基カードをお持ちの
上、宇陀市役所市民課または各地域事務
所までお越しください。

公的個人認証 左記証明書の発行を受けておられる方 手続きの必要は、ありません。

国民年金 国民年金の被保険者 手続きの必要は、ありません。

国民健康保険被保険者証

（退職被保険者証を含む）

国民健康保険標準負担額減額
認定証

国民健康保険高齢受給者証

国民健康保険限度額適用・標準
負担額減額認定証

（なお、１割負担の高齢受給者証をお持ちの
方には、平成２３年４月以降も１割負担が継
続されることになりましたので、平成２３年３
月末までに郵送させていただきます。）

国民健康保険特定疾病療養受
療証

左記の受療証をお持ちの方
次期更新時までそのままご利用いただけま
す。

乳幼児医療費受給資格証

心身障害者医療費受給資格証

母子医療費受給資格証

次期更新時までそのままご利用いただけま
す。ただし、新住所表示での証をご希望の
場合は、平成２３年４月以降、申し出により
交換させていただきます。

左記の資格証をお持ちの方

左記の被保険者証をお持ちの方

住民基本台帳カード 左記のカードをお持ちの方

次期更新時までそのままご利用いただけま
す。ただし、新住所表示での証をご希望の
場合は、平成２３年４月以降、申し出により
交換させていただきます。

現在お持ちの被保険者証は、平成２３年３
月末日までご使用いただけますので手続き
の必要はありません。新しい被保険者証
は、平成２３年３月末日までに郵送させてい
ただきます。

左記の認定証等をお持ちの方

住所表示変更に伴う手続きについて

字の名称が変わることに伴う、市役所や県庁・国などの各機関への手続きに
ついて、主なものを記載いたしました。
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市役所関係事務

こ　　と　　が　　ら 関　係　す　る　方 手続き方法など

介護保険被保険者証

介護保険の各種減額認定証

後期高齢者医療被保険者証

後期高齢者医療限度額適用・標
準負担額減額認定証

後期高齢者医療特定疾病療養
受療証

左記の受療証をお持ちの方 手続きの必要はありません。

身体障害者手帳・療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療（更生・精神）受給
者証

左記の受給者証をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

特別障害者手当

障害児福祉手当　等

障害福祉サービス受給者証 左記の受給者証をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

日常生活用具給付券 左記の給付券をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

補装具費支給券 左記の支給券をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

戦傷病者手帳 左記の手帳をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

戦没者特別給付金 左記の給付金を受給されている方 手続きの必要は、ありません。

母子手帳 左記の手帳をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

妊婦一般健康診査受診票 左記の受診票をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

子宮ガン（個別）検診受診票

乳ガン（個別）検診受診票

子ども手当

児童扶養手当（証書含む。）

特別児童扶養手当（証書含む。）

保育所、幼稚園、小・中学校 左記に通所、通園、通学されている方
手続きの必要は、ありません。ただし、私立
の幼稚園・小・中学校については、それぞれ
にお問い合わせください。

次期更新時までご利用いただけます。　た
だし、新住所表示での証をご希望の場合
は、平成２３年４月以降、宇陀市役所保険年
金課へ申し出により交換させていただきま
す。

左記の手当を受給されている方

左記の被保険者証・認定証をお持
ちの方

手続きの必要は、ありません。

手続きの必要は、ありません。なお、平成２
３年４月１日以降の発行分については随
時、変更後の住所地名で交付させていただ
きます。

手続きの必要は、ありません。

左記の手帳等をお持ちの方

左記の受診票をお持ちの方

手続きの必要は、ありません。

左記の証をお持ちの方

手続きの必要は、ありません。左記の手当等を受給されている方
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市役所関係事務

こ　　と　　が　　ら 関　係　す　る　方 手続き方法など

原動機付自転車（１２５ＣＣ以下
のバイク）及び小型特殊自動車
の標識（ナンバープレート）と交
付証明書

左記の標識等をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

犬の登録 左記の登録をされている方 手続きの必要は、ありません。

一般廃棄物収集運搬業許可証 左記の許可証をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

赤人霊苑墓地使用許可証・予約
許可証

先の許可証をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

特定施設設置届（振動・騒音） 左記の届け出をされている方 手続きの必要は、ありません。

建設工事等入札参加資格審査
申請

左記の申請をされている方 手続きの必要は、ありません。

物品購入等競争入札（見積り）
参加資格審査申請書

左記の登録をされている方 手続きの必要は、ありません。

市道占用許可 左記の許可を受けておられる方 手続きの必要は、ありません。

屋外広告物許可 左記の許可を受けておられる方 手続きの必要は、ありません。

排水設備指定工事店指定証 左記の指定証をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

排水設備工事責任技術者証 左記の技術者証をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

指定給水装置設置工事事業者
指定工事業者証

左記の証書をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

行政財産使用許可 左記の許可を受けておられる方 手続きの必要は、ありません。

境界明示確定書 左記の確定書をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

宇陀市デマンド型乗合タクシー
利用者登録カード

左記の登録申し込みをされている方 手続きの必要は、ありません。

公共施設予約システムユーザー
登録証

左記の登録証をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

6



こ　　と　　が　　ら 関　係　す　る　方 手続き方法など お問い合わせ先

電話番号 利用者の皆さん 電話番号は変わりません。

ＮＴＴ西日本奈良支店
局番なしの１１６
※ＮＴＴ以外の電話については、契
約会社にお問い合わせください。

電話帳記載の住所 利用者の皆さん
一般的には、手続の必要は、
ありません。

ＮＴＴ西日本奈良支店
局番なしの１１６
※ＮＴＴ以外の電話については、契
約会社にお問い合わせください。

大宇陀郵便局　　 ＴＥＬ0745-83-0050
菟田野郵便局 ＴＥＬ0745-84-3100
大和榛原郵便局　ＴＥＬ0745-82-2318
榛原新町郵便局　ＴＥＬ0745-82-3536
榛原高井郵便局　ＴＥＬ0745-82-1200
榛原天満台西郵便局
                    　   ＴＥＬ0745-82-6373
室生郵便局　 　   ＴＥＬ0745-93-2300
三本松郵便局   　ＴＥＬ0745-92-2346
染田郵便局     ＴＥＬ0743-82-0049

大宇陀郵便局　   ＴＥＬ0745-83-0050
菟田野郵便局　   ＴＥＬ0745-84-3100
大和榛原郵便局　ＴＥＬ0745-82-2318
榛原新町郵便局　ＴＥＬ0745-82-3536
榛原高井郵便局　ＴＥＬ0745-82-1200
榛原天満台西郵便局
                    　   ＴＥＬ0745-82-6373
室生郵便局　 　   ＴＥＬ0745-93-2300
三本松郵便局   　ＴＥＬ0745-92-2346
染田郵便局     ＴＥＬ0743-82-0049

ＪＡ貯金 貯金者の皆さん

一般的には、普通貯金等の手
続きの必要はありませんが、
当座貯金のある方は、住所変
更手続きが必要になってくる場
合がありますので、各JA支店
の窓口にお問い合わせくださ
い。

奈良県農業協同組合
大宇陀支店　ＴＥＬ0745-83-0135
菟田野支店　ＴＥＬ0745-84-2047
榛原支店 ＴＥＬ0745-82-2172
室生支店 ＴＥＬ0745-92-2021

ＪＡ貯金　通帳・証書 貯金者の皆さん 手続きの必要は、ありません。

奈良県農業協同組合
大宇陀支店　ＴＥＬ0745-83-0135
菟田野支店　ＴＥＬ0745-84-2047
榛原支店 ＴＥＬ0745-82-2172
室生支店 ＴＥＬ0745-92-2021

JA共済証書 加入者の皆さん 手続きの必要は、ありません。

奈良県農業協同組合
大宇陀支店　ＴＥＬ0745-83-0135
菟田野支店　ＴＥＬ0745-84-2047
榛原支店 ＴＥＬ0745-82-2172
室生支店 ＴＥＬ0745-92-2021

手続きの必要は、ありません。

国・県・その他の事務

郵便番号 利用者の皆さん 郵便番号は、変わりません。

郵便貯金・簡易保険 預金者・契約者の皆さん
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こ　　と　　が　　ら 関　係　す　る　方 手続き方法など お問い合わせ先

南都銀行の預金通帳
等

預金者等の皆さん

預金通帳・証書については、
手続きは、必要ありません。な
お、当座預金、融資取引等の
ある方は、住所変更の手続き
が必要になってくる場合があり
ますので、各金融機関の窓口
にお問い合わせください。

南都銀行
大宇陀支店　TEL0745-83-1331
菟田野支店　TEL0745-84-2621
榛原支店　 TEL0745-82-1501

その他の預金通帳等 預金者等の皆さん

普通預金通帳・定額預金証書
については、手続きは、必要あ
りません。なお、当座預金、融
資取引等のある方は、住所変
更の手続きが必要になってくる
場合がありますので、各金融
機関の窓口にお問い合わせく
ださい。

お取引の金融機関

大和信用金庫のキャッ
シュカード

左記のカードをお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
大和信用金庫　榛原支店
宇陀市榛原区萩原2448番地の1
TEL　０７４５－８２－２３１１

JAキャッシュカード 左記のカードをお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

奈良県農業協同組合
大宇陀支店　ＴＥＬ0745-83-0135
菟田野支店　ＴＥＬ0745-84-2047
榛原支店 ＴＥＬ0745-82-2172
室生支店 ＴＥＬ0745-92-2021

その他のキャッシュ
カード

左記のカードをお持ちの方

一般的には、手続きは必要あ
りませんが、個別事項につい
ては、各金融機関の窓口にお
問い合わせください。

お取引の金融機関

保険証書 加入者の皆さん

一般的には、手続きは必要あ
りませんが、詳細については、
各保険会社の窓口にお問い合
わせください。

お取引の保険会社

クレジットカード 左記のカードをお持ちの方

一般的には、手続きは必要あ
りませんが、詳細については、
各クレジットカード会社の窓口
にお問い合わせください。

お取引のクレジットカード会社

各種有価証券
株券等の有価証券をお持ちの
方

詳細については、各取扱いの
窓口にお問い合わせください。

規約等に定められている窓口

電気 使用者の皆さん 手続きの必要は、ありません。
関西電力高田営業所
大和高田市東中２－１－１
ＴＥＬ０７４５－５３－１１３１

国・県・その他の事務

８



こ　　と　　が　　ら 関　係　す　る　方 手続き方法など お問い合わせ先

全国健康保険協会管
掌健康保険（社会保
険）の被保険者証

左記健康保険の被保険者証を
お持ちの方

手続きの必要は、ありません。

全国健康保険協会　奈良支部
奈良市大宮町７－1－３３
奈良センタービル６階
TEL０７４２－３０－３７００

国民年金・厚生年金保
険

左記年金の被保険者・受給者
の皆さん

手続きの必要は、ありません。
桜井年金事務所
桜井市谷８８－１
ＴＥＬ０７４４－４２-００３３

厚生年金保険加入事
業者の住所

厚生年金保険加入事業所 手続きの必要は、ありません。
桜井年金事務所
桜井市谷８８－１
ＴＥＬ０７４４－４２-００３３

政府管掌健康保険加
入事業者の住所

左記健康保険の加入事業所 手続きの必要は、ありません。
桜井年金事務所
桜井市谷８８－１
ＴＥＬ０７４４－４２-００３３

旅券（パスポート）をお持ちの方

住所変更の必要は、ありませ
ん。なお、旅券最終ページの
「所持人記入欄」の住所は、ご
自身で訂正できます。ただし、
その他のページ（査証欄・追記
欄など）に書き込まないように
ご注意ください。

奈良県旅券事務所
奈良市西大寺東町２－４－１
奈良ファミリー５階
ＴＥＬ０７４２－３５－８６０１

旅券（パスポート）を申請される
方

旅券（パスポート）発給申請の
ために、申請の６ヶ月以内に
取得した住民票・戸籍謄（抄）
本は、旧字名称のものでも使
用できます。

高田旅券センター
大和高田市幸町３－１８
オークタウン１階
ＴＥＬ０７４５－５３－８８２２

宇陀警察署　交通課
宇陀市榛原区萩原１９５３－１
ＴＥＬ０７４５－８２－０１１０

奈良県警察本部　運転免許課
橿原市葛本町１２０－３
ＴＥＬ０７４４－２２－５５４１

自動車保管場所
証明書

道路使用許可証

軽自動車（三輪・四輪）を使用・
所有されている方

手続きの必要は、ありません。
なお、変更を希望される方は、
宇陀市で発行する字の名称変
更の証明書等を添付のうえ手
続きを行ってください。（廃車届
を含む。）

軽自動車検査協会奈良事務所
大和郡山市額田部北町９８０－３
ＴＥＬ０７４３－５８－３０１８

普通自動車及び小型二輪自動
車（排気量２５１ＣＣ以上）を使
用・所有されている方

手続きの必要は、ありません。
なお、変更を希望される方は、
宇陀市で発行する字の名称変
更の証明書等を添付のうえ手
続きを行ってください。

近畿運輸局奈良運輸支局
大和郡山市額田部北町９８１－２
ＴＥＬ０７４３－５９－２１５１

宇陀警察署　交通課
宇陀市榛原区萩原１９５３－１
ＴＥＬ０７４５－８２－０１１０

国・県・その他の事務

左記の証明書・許可証をお持ち
の方

手続きの必要は、ありません。

自動車検査証

自動車運転免許証
自動車運転免許証をお持ちの
方

手続きの必要は、ありません。
ただし、変更を希望される方
は、宇陀警察署で手続きを
行ってください。

旅券（パスポート）

９



こ　　と　　が　　ら 関　係　す　る　方 手続き方法など お問い合わせ先

軽自動車届出済証
二輪の軽自動車（１２６ＣＣ～２
５０ＣＣ）を使用・所有されている
方

手続きの必要は、ありません。
なお、変更を希望される方は、
宇陀市で発行する字の名称変
更の証明書等を添付のうえ手
続きを行ってください。

近畿運輸局奈良運輸支局
大和郡山市額田部北町９８１－２
ＴＥＬ０７４３－５９－２１５１

ＮＨＫ放送受信契約
左記の受信契約の申し出住所
の方

手続きの必要は、ありません。
ＮＨＫ奈良放送局　営業部
奈良市鍋屋町２７
ＴＥＬ０７４２－２６－３４１１

不動産（土地・建物）の
登記の所在

手続きの必要は、ありません。
（法務局で順次修正が行われ
ます。）

奈良地方法務局　桜井支局
桜井市粟殿４６１－２
ＴＥＬ０７４４－４２－２８９６

不動産所有者・抵当権
者・仮登記権利者等の
住所

土地登記簿・建物登記簿等に
宇陀市の住所で登記されてい
る方

変更の手続きは、必要ありま
せん。なお、変更を希望される
場合は、宇陀市で発行する字
の名称変更の証明書等を添付
の上、法務局に変更登記申請
をすることができます。（この場
合の登録免許税は、かかりま
せん。）

奈良地方法務局　桜井支局
桜井市粟殿４６１－２
ＴＥＬ０７４４－４２－２８９６

会社等（商業登記簿・
法人登記簿）の本店
（主たる事務所）の住
所

宇陀市内に本店を有する会社
等

手続きの必要は、ありません。
（法務局で順次修正が行われ
ます。）

奈良地方法務局
奈良市高畑町５５２
ＴＥＬ０７４２－２３－５５３４

会社等（商業登記簿・
法人登記簿）の役員等
の住所

宇陀市内に本店を有する会社
等

手続きの必要は、ありません。
（法務局で順次修正が行われ
ます。）

奈良地方法務局
奈良市高畑町５５２
ＴＥＬ０７４２－２３－５５３４

計量証明事業登録
左記の登録・届出をされている
方

宇陀市で発行する字名称変更
の証明書を添付の上、手続き
を行ってください。

奈良県工業技術センター
計量検定室
奈良市柏木町１２９－１
ＴＥＬ０７４２－３０－４７０５

特定計量器製造（修
理・販売）事業届出

左記の登録・届出をされている
方

宇陀市で発行する字名称変更
の証明書を添付の上、手続き
を行ってください。

奈良県工業技術センター
計量検定室
奈良市柏木町１２９－１
ＴＥＬ０７４２－３０－４７０５

適正計量管理事業者
の指定

左記の指定を受けておられる
方

宇陀市で発行する字名称変更
の証明書を添付の上、手続き
を行ってください。

奈良県工業技術センター
計量検定室
奈良市柏木町１２９－１
ＴＥＬ０７４２－３０－４７０５

結核医療費公費負担

肝炎医療費公費負担

小児慢性特定疾患医
療受診券

左記の受診券をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
桜井保健所　健康増進課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１

特定疾患治療研究事
業医療受給者証

左記の受給者証をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
桜井保健所　健康増進課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１

左記の負担を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。
桜井保健所　健康増進課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１
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こ　　と　　が　　ら 関　係　す　る　方 手続き方法など お問い合わせ先

被爆者健康手帳・被爆
者健康診断受診者証

左記の手帳等をお持ちの方
平成23年4月１日後、桜井保健
所へお出向きの際に、変更の
手続きを行ってください。

奈良県医療政策部　保健予防課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８６６０
桜井保健所　健康増進課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１

食品衛生法に係る許
可

左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。
なお、変更を希望される方は、
営業許可証を添付のうえ手続
きを行ってください。

桜井保健所　衛生課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１

と畜場法・食鳥処理法
に係る許可

左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。
桜井保健所　衛生課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１

調理師免許証 左記の免許証をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

奈良県くらし創造部
消費・生活安全課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８６８１

製菓衛生師免許証
左記の免許証をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

奈良県くらし創造部
消費・生活安全課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８６８１

ふぐ処理師免許証 左記の免許証をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

奈良県くらし創造部
消費・生活安全課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８６８１

旅館営業許可
左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。
なお、変更を希望される方は、
許可証を添付のうえ手続きを
行ってください。

桜井保健所　衛生課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１

公衆浴場営業許可
左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。
なお、変更を希望される方は、
許可証を添付のうえ手続きを
行ってください。

桜井保健所　衛生課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１

興行場営業許可
左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。
なお、変更を希望される方は、
許可証を添付のうえ手続きを
行ってください。

桜井保健所　衛生課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１

温泉法に係る許可
左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。
なお、変更を希望される方は、
許可証を添付のうえ、手続きを
行ってください。

桜井保健所　衛生課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１
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こ　　と　　が　　ら 関　係　す　る　方 手続き方法など お問い合わせ先

理容所開設届 左記の届出をされている方

手続きの必要は、ありません。
なお、変更を希望される方は、
検査確認済証を添付のうえ手
続きを行ってください。

桜井保健所　衛生課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１

美容所開設届 左記の届出をされている方

手続きの必要は、ありません。
なお、変更を希望される方は、
検査確認済証を添付のうえ手
続きを行ってください。

桜井保健所　衛生課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１

クリーニング所開設届 左記の届出をされている方

手続きの必要は、ありません。
なお、変更を希望される方は、
検査確認済証を添付のうえ手
続きを行ってください。

桜井保健所　衛生課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１

クリーニング師免許証 左記の免許証をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
桜井保健所　衛生課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１

建築物（清掃・空気環
境測定・空気調和用ダ
クト清掃・飲料水貯水
槽清掃・飲料水水質検
査・配水管清掃・ネズミ
昆虫等防除・環境衛生
総合管理）業の登録

左記の登録をされている方 手続きの必要は、ありません。

奈良県くらし創造部
消費・生活安全課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８６８１

動物の愛護及び管理
に関する法律に係る
許可・登録

左記の許可・登録を受けておら
れる方

手続きの必要は、ありません。
なお、変更を希望される方は、
許可証・登録証を添付のうえ、
手続きを行ってください。

桜井保健所　衛生課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１

たばこ小売販売業許
可証

左記の許可証をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

近畿財務局　理財部理財第２課
大阪市中央区大手前４－１－７６
大阪合同庁舎４号館
ＴＥＬ０６－６９４９－６３６８

県教育委員会の所管
に属する特例民法法
人の登記

左記に該当する各特例民法法
人

現行寄附行為について、県教
育委員会への変更許可の申
請は不要ですが、法人で変更
したうえで、平成23年4月１日
後、速やかに、登記事項証明
書を添付して県教育委員会に
届出を行ってください。

奈良県教育委員会　企画管理室
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－９８３０

国・県・その他の事務
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こ　　と　　が　　ら 関　係　す　る　方 手続き方法など お問い合わせ先

恩給受給者 恩給を受給されている方 手続きの必要は、ありません。
総務省　人事・恩給局
東京都新宿区若松町１９－１
ＴＥＬ０３－５２７３－１４００

通訳案内士登録 左記の免許をお持ちの方
手続きの必要は、ありません。
なお、変更を希望される方は、
手続きを行ってください。

奈良県文化観光局
国際観光課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８５５３

旅行業及び旅行業代
理業

左記の免許をお持ちの方・奈良
県知事登録旅行業者及び旅行
業者代理者

手続きの必要は、ありません。
なお、変更を希望される方は、
手続きを行ってください。

奈良県文化観光局
観光振興課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８４８２

宗教法人規則変更認
証

宗教法人 手続きの必要は、ありません。
奈良県総務部総務課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８３４７

特定非営利活動法人
の主たる事務所・従た
る事務所及び理事

法人及び理事

宇陀市内に主たる事務所を有
する法人については、奈良地
方法務局で順次修正が行なわ
れます。

奈良県くらし創造部　協働推進課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８７１３

医療法人の登記事項
変更の届出

各医療法人 手続きの必要は、ありません。
奈良県医療政策部　医療管理課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８６５３

病院・診療所・助産所・
歯科技工所・施設所の
開設届

左記の届出をされている方 手続きの必要は、ありません。

桜井保健所　総務課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１
奈良県医療政策部　医務管理課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８６５３

医薬品・医療部外品・
化粧品・医療用具の製
造・輸入販売・修理業
許可

左記の許可を受けておられる
方

変更届を提出してください。
奈良県医療政策部　薬務課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８６７０

薬局開設・医薬品販売
業許可

左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。
奈良県医療政策部　薬務課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８６７０

医療用具の販売・賃貸
業届

左記の届出をされている方 手続きの必要は、ありません。
奈良県医療政策部　薬務課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８６７０

配置従事者の身分証 左記の身分証をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
奈良県医療政策部　薬務課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８６７０
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こ　　と　　が　　ら 関　係　す　る　方 手続き方法など お問い合わせ先

毒物劇物販売（製造・
輸入）業登録

左記の登録をされている方 手続きの必要は、ありません。
奈良県医療政策部　薬務課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８６７０

麻薬小売業者 左記の登録をされている方 手続きの必要は、ありません。
奈良県医療政策部　薬務課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８６７０

麻薬施用者・管理者
左記の登録をされている方 手続きの必要は、ありません。

奈良県医療政策部　薬務課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８６７０

警備業認定証 左記の許可証等をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
宇陀警察署　生活安全課
宇陀市榛原区萩原１９５３－１
ＴＥＬ０７４５－８２－０１１０

警備業各検定証（本
籍）

左記の許可証等をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
宇陀警察署　生活安全課
宇陀市榛原区萩原１９５３－１
ＴＥＬ０７４５－８２－０１１０

古物営業許可証 左記の許可証等をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
宇陀警察署　生活安全課
宇陀市榛原区萩原１９５３－１
ＴＥＬ０７４５－８２－０１１０

質屋営業許可証 左記の許可証等をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
宇陀警察署　生活安全課
宇陀市榛原区萩原１９５３－１
ＴＥＬ０７４５－８２－０１１０

風俗営業許可証 左記の許可証等をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
宇陀警察署　生活安全課
宇陀市榛原区萩原１９５３－１
ＴＥＬ０７４５－８２－０１１０

銃砲刀剣類所持許可
証

左記の許可証等をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
宇陀警察署　生活安全課
宇陀市榛原区萩原１９５３－１
ＴＥＬ０７４５－８２－０１１０

猟銃用火薬類等譲受
許可証

左記の許可証等をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
宇陀警察署　生活安全課
宇陀市榛原区萩原１９５３－１
ＴＥＬ０７４５－８２－０１１０

狩猟免状 左記の免状をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
奈良県農林部　森林整備課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７４８０

家畜商免許証 左記の許可証をお持ちの方
平成23年4月１日後、速やか
に、登録変更申請書を県畜産
課へ提出してください。

奈良県農林部　畜産課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７４５２

動物用医薬品販売業
許可証

左記の許可証をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
奈良県家畜保健衛生所
大和郡山市筒井町６００－３
ＴＥＬ０７４３－５９－１７００

動物診療施設の開設
届

左記の届出をされている方 手続きの必要は、ありません。
奈良県農林部　畜産課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７４５０
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こ　　と　　が　　ら 関　係　す　る　方 手続き方法など お問い合わせ先

介護サービス提供事
業者の指定・許可

左記の指定・許可を受けておら
れる方

手続きの必要は、ありません。
奈良県健康福祉部　長寿社会課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８５３２

障害者自立支援法にお
けるサービス提供事業者
の指定

左記の指定を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。
奈良県健康福祉部　障害福祉課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８５１３

介護福祉士等修学資
金貸付

左記の貸付を受けておられる
方

変更手続きを行ってください。
奈良県健康福祉部　地域福祉課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８５０３

母子寡婦福祉資金貸
付金

左記の貸付を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。
奈良県こども家庭局　こども家庭課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８６０６

奈良県の物品購入等
競争入札参加資格者
名簿登録

左記の登録をされている方 手続きの必要は、ありません。
奈良県会計局　総務課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８９０８

奈良県庁の公的支出
にかかる口座振替申
出書兼相手方登録

左記の登録をされている方 手続きの必要は、ありません。
奈良県会計局　会計課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８９０９

公害関係法令の届出・
登録・許可

左記の届出・登録をされている
方

手続きの必要は、ありません。

奈良県景観・環境局
環境政策課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８７３４

浄化槽設置届
左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。

奈良県景観・環境局
環境政策課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８７３４

浄化槽保守点検業者
登録

左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。

奈良県景観・環境局
環境政策課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８７３４

一般廃棄物・産業廃棄物
処理施設設置許可

左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。

奈良県景観・環境局
廃棄物対策課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－
（一般廃棄物）８７４６
（産業廃棄物）８７４７

産業廃棄物処理業許可
左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。

奈良県景観・環境局
廃棄物対策課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－
（一般廃棄物）８７４６
（産業廃棄物）８７４７

肥料登録の申請 普通肥料（知事登録）生産業者

平成23年4月1日後、速やか
に、肥料登録事項変更届出書
及び肥料登録証の書換申請
書を県農業水産振興課に提出
してください。

奈良県農林部　農林水産振興課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７４４２

国・県・その他の事務
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こ　　と　　が　　ら 関　係　す　る　方 手続き方法など お問い合わせ先

肥料販売業務の届出　肥料販売業者

平成23年4月1日後、速やか
に、変更届出書を県東部農林
振興事務所に提出してくださ
い。

奈良県東部農林振興事務所
農業普及課
宇陀市榛原区三宮寺１２５
ＴＥＬ０７４５－８２－３２４８

特殊肥料生産業務の
届出

特殊肥料生産業者

平成23年4月1日後、速やか
に、変更届出書を県東部農林
振興事務所に提出してくださ
い。

奈良県東部農林振興事務所
農業普及課
宇陀市榛原区三宮寺１２５
ＴＥＬ０７４５－８２－３２４８

農薬販売業の届出 農薬販売業者

平成23年4月1日後、速やか
に、変更届出書を県東部農林
振興事務所に提出してくださ
い。

奈良県東部農林振興事務所
農業普及課
宇陀市榛原区三宮寺１２５
ＴＥＬ０７４５－８２－３２４８

農業改良資金
農業改良資金を借り受けされて
いる方

手続きの必要は、ありません。
奈良県農林部　農業経営課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７４２７

保安林内立木伐採許
可

左記の許可証をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
奈良県農林部　森林整備課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７４８０

保安林内作業許可 左記の許可証をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
奈良県農林部　森林整備課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７４８０

保安林内立木伐採届・
間伐届・下草・落葉ま
たは落葉の採取届

左記の届出をされている方 手続きの必要は、ありません。
奈良県農林部　森林整備課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７４８０

保安林の指定の解除
左記の解除申請をし、解除予定
告示保安林となっている場所を
お持ちの方

手続きの必要は、ありません。
奈良県農林部　森林整備課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７４８０

林地開発許可
左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。
奈良県農林部　森林整備課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７４８０

【大臣許可】
国土交通省　近畿地方整備局
大阪市中央区大手前１－５－４４
大阪合同庁舎１号館
ＴＥＬ０６－６９４２－１１４１

【知事許可】奈良県土木部
建設業指導室
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７４８６

建設業許可

国・県・その他の事務

左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。
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こ　　と　　が　　ら 関　係　す　る　方 手続き方法など お問い合わせ先

建設工事入札参加資
格者名簿登録

左記の名簿に登録されている
方

手続きの必要は、ありません。

【知事許可】奈良県土木部
公共工事契約課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７４８６

都市公園占用・設置・
管理・使用等許可

左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。

奈良県土木部まちづくり推進局
公園緑地課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７５１７

国定公園内行為許可
左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。
奈良県景観・環境局　自然環境課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８７５７

道路占用許可
左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。
奈良県土木部　道路管理課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７４９９

河川占用許可
左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。
奈良県土木部　河川課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７５０３

砂防指定地内行為許
可

左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。
奈良県土木部　砂防課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７５１４

地すべり防止区域内
行為許可

左記の許可を受けておられる
方

手続きの必要は、ありません。
奈良県土木部　砂防課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７５１４

保全地区内行為届出 左記の届出をされている方 手続きの必要は、ありません。

奈良県景観・環境局
自然環境課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８７５７

行政書士登録の変更申
請

左記の登録をされている方
名簿登録住所が宇陀市である
行政書士については、県行政
書士会より通知があります。

奈良県地域振興部
市町村振興課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８４１９

建築士事務所登録 左記の登録をされている方 手続きの必要は、ありません。

奈良県土木部まちづくり推進局
建築課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７５６８

一級建築士免許 左記の免許をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

奈良県建築士会
奈良市大宮町２丁目５番７号
奈良県建築士会館
TEL０７４２－３０－３１１１

二級・木造建築士免許 左記の免許をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

奈良県土木部まちづくり推進局
建築課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７５６８

国・県・その他の事務
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こ　　と　　が　　ら 関　係　す　る　方 手続き方法など お問い合わせ先

宅地建物取引業者免
許証

左記の免許証をお持ちの方
平成23年4月１日から３０日以
内に、所定の様式により変更
手続きを行ってください。

奈良県土木部まちづくり推進局
建築課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７５６８

宅地建物取引主任資
格登録

左記の登録をされている方で、
宅地建物取引主任者証書をお
持ちでない方

手続きの必要は、ありません。

奈良県土木部まちづくり推進局
建築課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７５６８

宅地建物取引主任者
証

左記の主任者証をお持ちの方
平成23年4月１日後、速やか
に、所定の様式により変更手
続きを行ってください。

奈良県土木部まちづくり推進局
建築課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７５６８

不動産鑑定士（補）登
録

左記の登録をされている方
平成23年4月１日後、速やか
に、所定の様式により変更手
続きを行ってください。

奈良県土木部まちづくり推進局
建築課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７５６８

不動産鑑定業者の登
録

左記の登録をされている方
平成23年4月１日後、速やか
に、所定の様式により変更手
続きを行ってください。

奈良県土木部まちづくり推進局
建築課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７５６８

公共事業用地の取得
に伴う代替地登録

左記の登録をされている方 手続きの必要は、ありません。
奈良県土木部　用地対策課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７４９１

解体工事業・浄化槽工
事業の登録

左記の登録をされている方 手続きの必要は、ありません。
奈良県土木部　建設業指導室
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－７４８６

農業者年金 左記の年金被保険者・受給者
手続きの必要は、ありません。
（農業委員会で手続きを行い
ます。）

農業者年金基金
東京都港区西新橋１－６－２１
NBF虎ノ門ビル　５F
ＴＥＬ０３－３５０２－３１９９

農業共済の利用者及
び水田所在地

水稲共済・任意共済等に加入さ
れている方

手続きの必要は、ありません。

宇陀農業共済組合
宇陀市榛原区萩原
元萩原７６０－４
ＴＥＬ０７４５－８２－１１６４

森林国営保険証書
左記の保険契約者及び被保険
者

手続きの必要は、ありません。
奈良県森林組合連合会
奈良市内侍原町６番地
ＴＥＬ０７４２－２６－０５４１

危険物取扱者免状 左記の免状をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

消防試験研究センター
奈良県支部
奈良市高畑町１１１６－６
なら土連会館３F
ＴＥＬ０７４２－２７－５１１９

消防設備士免状 左記の免状をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

消防試験研究センター
奈良県支部
奈良市高畑町１１１６－６
なら土連会館３F
ＴＥＬ０７４２－２７－５１１９

国・県・その他の事務
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こ　　と　　が　　ら 関　係　す　る　方 手続き方法など お問い合わせ先

屋外広告業登録 左記の登録をされている方 手続きの必要は、ありません。

奈良県景観・環境局
風致景観課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－
（屋外広告・景観計画）８７５６
（採石業者）８７４９

採石業者の登録 左記の登録をされている方 手続きの必要は、ありません。

奈良県景観・環境局
風致景観課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－
（屋外広告・景観計画）８７５６
（採石業者）８７４９

液化石油ガス設備士
免状

左記の免状をお持ちの方

手続きの必要は、ありません。
なお、書き換えを希望される方
は、県商工課で手続きができ
ます。

奈良県産業・雇用振興部　商工課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８４２３

電気工事業登録証 左記の登録証をお持ちの方

手続きの必要は、ありません。
なお、書き換えを希望される方
は、県商工課で手続きができ
ます。

奈良県産業・雇用振興部　商工課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８４２３

電気工事士免状（第１
種・第２種）

左記の免状をお持ちの方
手続きの必要は、ありません。
免状の住所欄は、ご自身で訂
正してください。

奈良県産業・雇用振興部　商工課
奈良市登大路町３０
ＴＥＬ０７４２－２７－８４２３

労働保険 事業主の皆さん

手続きの必要は、ありません。
ただし、字名称の変更に伴い
社名・屋号の一部に変更があ
る場合（例えば松山支店→大
宇陀松山支店や大野支店→
室生大野支店に変更される場
合など）は、変更届の提出が
必要です。

桜井公共職業安定所
桜井市外山２８５－４－５
ＴＥＬ０７４４－４５－０１１２

無線従事者免許 左記の免許をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

近畿総合通信局無線通信部
航空海上課
大阪市中央区大手前１－５－４４
大阪合同庁舎第１号館
ＴＥＬ０６－６９４２－８５４０

無線局免許
（アマチュア無線局、
簡易無線局など）

左記の免許をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

近畿総合通信局無線通信部
陸上第三課
大阪市中央区大手前１－５－４４
大阪合同庁舎第１号館
ＴＥＬ０６－６９４２－８５６２

国・県・その他の事務
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こ　　と　　が　　ら 関　係　す　る　方 手続き方法など お問い合わせ先

小型船舶操縦免許証 左記の免許をお持ちの方
次回の更新時にあわせて訂正
してください。（字の名称変更
の証明書等は不要です。）

近畿運輸局海上安全環境部
船員労働環境・海技資格課
大阪市中央区大手前４－１－７６
大阪合同庁舎第４号館
ＴＥＬ０６－６９４９－６４３４

栄養士・管理栄養士免
許

左記の免許をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
桜井保健所　総務課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１

薬剤師免許 左記の免許をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
桜井保健所　総務課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１

医師・歯科医師免許 左記の免許をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
桜井保健所　総務課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１

保健師・助産師・看護
師・准看護師免許

左記の免許をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。
桜井保健所　総務課
桜井市粟殿1000　桜井総合庁舎内
ＴＥＬ０７４４－４３－３１３１

理容師・美容師免許 左記の免許をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

（財）理容師美容師試験研修セン
ター
東京都江東区有明3-7-26
有明フロンティアビルB棟9F
ＴＥＬ０３－５５７９－０９１１

歯科衛生士免許 左記の免許をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

（財）歯科医療研修振興財団
東京都千代田区九段北4-1-20
歯科医師会館内
TEL０３－３２６２－３３８１

あんまマッサージ指圧
師免許

左記の免許をお持ちの方 手続きの必要は、ありません。

（財）東洋療法研修試験財団
東京都港区芝大門１丁目１６番３号
芝大門１１６ビル　６Ｆ
TEL０３－３４３１－８７７１

国・県・その他の事務
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宇陀市の字の名称変更に伴う、不動産登記及び商業・法人登記の事務処理について、お知らせ 

します。 

１ 不動産登記について 
  登記事項中、「宇陀市大宇陀区」、「宇陀市菟田野区」、「宇陀市榛原区」、「宇陀市室生区」の 

旧名称については、不動産登記規則第９２条の規定により、それぞれ、「宇陀市大宇陀」、「宇

陀市菟田野」、「宇陀市榛原」、「宇陀市室生」の新名称に変更登記があったものとみなされます。 

不動産の所在については、奈良地方法務局桜井支局で、登記官の職権により順次、「宇陀市

大宇陀」、｢宇陀市菟田野｣、「宇陀市榛原」、「宇陀市室生」への所在変更登記を行います（ただ

し、全ての所在変更登記が完了するまでに、およそ２ヶ月かかりますので、あらかじめご了承

願います。）。 

職権で変更することのできない登記事項（例；所有者、抵当権者及び抵当権の債務者等の住 

所など）について、変更を希望される場合は、所有者及び抵当権者等から、宇陀市役所が発

行する字の名称変更の「証明書」を添付して登記名義人の住所変更登記を申請していただけ

れば、変更することができます（登録免許税は非課税となります。）。 

 なお、所有権移転及び抵当権設定登記等の登記申請の際には、登記名義人の住所変更登記は、

省略することができます。 

（お願い） 

＊ 職権による所在変更登記が完了するまでの間は、名称変更前の表示で登記事項証明書等が発

行されますので、あらかじめご了承願います。なお、この場合は登記事項証明書等の欄外に、

宇陀市○○区は、字の名称変更により、区が削除され宇陀市○○に変更になった旨を表示して

発行されます（注；登記情報交換システムを利用して、奈良地方法務局桜井支局以外の法務局

で登記事項証明書を請求された場合は、この表示がされません。）。 

＊ 公図、地積測量図及び建物図面等の所在欄についても、変更手続きを順次行いますが、作業

完了までに相当の期間を要しますので、ご理解願います。 

２ 商業・法人登記について
  登記事項中、「宇陀市大宇陀区」、「宇陀市菟田野区」、「宇陀市榛原区」、「宇陀市室生区」の

旧名称については、商業登記法第２６条及び組合等登記令第２５条の規定により、それぞれ、

「宇陀市大宇陀」、「宇陀市菟田野」、「宇陀市榛原」、「宇陀市室生」の新名称に変更登記があっ

たものとみなされます。 

宇陀市内に本店（主たる事務所）がある会社（法人）の所在については、奈良地方法務局で

職権により「宇陀市大宇陀」、「宇陀市菟田野」、「宇陀市榛原」、「宇陀市室生」への変更記載

を行います。 

  また、宇陀市内の会社（法人）の役員等の住所についても、奈良地方法務局で職権により「宇

陀市大宇陀」、「宇陀市菟田野」、「宇陀市榛原」、「宇陀市室生」への変更記載を行います。 

 上記、宇陀市の字の名称変更に伴う登記処理について、不明な点がございましたら、下記の法

務局窓口にお問い合わせください。 

記 

不動産登記については、 

 桜井市粟殿４６１－２ 奈良地方法務局桜井支局 （TEL０７４４－４２－２８９６） 

商業・法人登記については、 

 奈良市高畑町５５２  奈良地方法務局     （TEL０７４２－２３－５５３４） 

字の名称変更に伴う登記処理について 
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