R3.4.1 市民課

転出される方へ（ご案内）
★転入の手続き
引っ越しした日から14日以内に、新住所地の市区町村役場で手続きをしてください。手続の詳細や持ち物
等については、新住所地の市区町村役場へお問い合わせください。
★予定日や転出先に変更があったときは・・・
転出証明書はそのまま使えますので、変更があったことを転入先の市区町村役場に申し出てください。
★転出を取り止めたときは・・・
転出証明書、本人確認書類を持って、市民課または支所で早めに手続きをしてください。
項

目

印鑑登録

安城市役所での手続き
登録は転出（予定）日に抹消されます。印鑑登録証は、ご自身で破棄してください。
（本庁舎１階１番窓口 市民課 電話 71-2221）

マイナンバーカード
住民基本台帳カード

海外に転出する方は、カードを返納してください。
（本庁舎１階２番窓口 市民課 電話 71-2268）

児童手当

手当を受給されている方は、子育て支援課で手続きをしてください。
（本庁舎１階３番窓口 子育て支援課 電話 71-2227）

児童扶養手当
遺児手当
(ひとり親家庭等）

手当を受給されている方は、子育て支援課で手続きをしてください。児童のみ転出の場
合も、手続きが必要です。（手当の支給が止まっている方も手続きが必要です。）

児童クラブ

退会届を児童クラブ又はあんぱ～くに提出してください。育成料等の納め忘れのあるとき
は、あんぱ～くで精算してください。

（本庁舎１階４番窓口 子育て支援課 電話 71-2229）

（あんぱ～く <大東町> 子育て支援課 電話 72-2319）
保育園
認定こども園
幼稚園

入園している児童がいる方、保育料等の未納がある方は、窓口にて手続きをしてくださ
い。認定こども園・幼稚園は各園へお問い合わせください。
（本庁舎１階６番窓口 保育課 電話 71-2228）

施設等利用給付認定 施設等利用給付認定（新１号、新２号及び新３号）を受けている方は、新住所地
（幼稚園・認定こども への転入日で認定が取消されます。「辞退等申出書」をご提出ください。
園の預かり保育、認可 新住所地の市町村役場にて認定が開始されるまでの間、無償化の対象外となる可能
外保育施設の幼児教 性があります。申請手続きの詳細については、新住所地の市区町村役場へお問い合わせ
育・保育の無償化） ください。
（本庁舎１階６番窓口 保育課 電話 71-2228）
医療費受給者証
医療費受給者証をお持ちの方は、新住所地への転入日から使えませんので、返却して
ください。
新住所地で手続きをするまでの間に医療機関を受診される場合は、自己負担分を窓
口でお支払いいただきますので、その旨を医療機関に申し出てください。
（本庁舎１階８番窓口 国保年金課 電話 71-2232）
養育医療券

医療券をお持ちの方は返却してください。
新住所地への転入日から安城市の資格はなくなります。
（本庁舎１階８番窓口 国保年金課 電話 71-2232）

後期高齢者医療

後期高齢者医療被保険者証等をお持ちの方は、手続きが必要ですので医療係へお
越しください。
（本庁舎１階８番窓口 国保年金課 電話 71-2232）

国民健康保険

保険証等を返却してください。世帯主が転出する場合は、保険税について説明しますの
で、国保係へお越しください。
（本庁舎１階９番窓口 国保年金課 電話 71-2230）

国民年金

国民年金第1号被保険者の方で海外に転出する方は、資格喪失の手続きが必要で
すので年金係にお越しください。年金手帳かマイナンバーカード、基礎年金番号のわかるも
のをお持ちください。
（本庁舎１階１０番窓口 国保年金課 電話 71-2231）
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安城市税について
国民健康
保険税

市県民税

固定資産税

日本国内に住んでいる方は、必ずいずれかの健康保険(国民健康保険や社会
保険など)に加入することが義務付けられています。
国民健康保険税は、住民票のある市区町村より世帯単位で課税され、納税
義務者は世帯主です。世帯主が国保加入者でなくても、世帯主に対して課税さ
れます。
転出されると、月割計算により税額が変更となります。後日、変更した納税通
知書を送付します。納め過ぎとなった分は翌月以降に返金いたします。

窓口 ９

１月１日現在において居住していた市区町村で１年分が課税されます。
※１月2日以降に転出された場合でも、１年分は安城市での課税となります。
※市県民税が課税されている方で海外へ転出する場合は、納税管理人の設定
の手続きをしてください。

窓口 ５０

１月１日現在において土地、家屋、償却資産を所有している方に課税されま
す。
※転出された場合でも、市内に該当物件があれば、安城市から課税されます。
※固定資産(土地、家屋、償却資産)をお持ちの方又はその送付先もしくは納税
管理人となっている方で海外へ転出する場合は、送付先の設定又は納税管理
人の設定の手続きをしてください。

窓口 ５７

（本庁舎１階）

国保年金課
国保係
電話 71-2230

（北庁舎２階）

市民税課
市民税係
電話 71-2214
（北庁舎２階）

資産税課 家屋係
窓口 ５８
資産税課 土地係
窓口 ５９
資産税課
償却資産係

安城市税の納付手続きのご案内
項

目

市税の
口座振替

内

容

持 ち 物

担

当

市税振替口座の登録は継続されます。振 ・通帳又は口座内容の確認できる 窓口 ６０
替口座の変更・廃止を希望する場合は、手 もの
（北庁舎２階）
続きが必要です。
・通帳印
納税課 管理係
電話 71-2216

軽自動車等の 原付(125㏄以下)・小型特殊は、新住 ＜新住所地のお手続き＞
住所変更等
所地の市役所等で手続きしてください。
新住所地の市役所等にお問い合
廃車のみの場合は、安城市役所市民税 わせください。
課で手続きしてください。
＜廃車のみのお手続き＞
・ナンバープレート ・印鑑
・本人確認書類
軽自動車・二輪車(125㏄超)は、他機
関での手続きになります。
該当機関をご案内します。

自動車の種類によって異なります。

海外へ転出される場合は、送付先変更の ・印鑑
手続きをしてください。
・本人確認書類
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窓口 ５１
（北庁舎２階）

市民税課
軽自動車係
電話 71-2213

～出国前に必ずご確認ください！！～
滞納額 or 未納額はありますか？（不明の場合は納税係へ）

YES

NO

出国の日までに、滞納額・未納額を全額支払うことは可能ですか？

YES
納付書で全額を支払った上での出国をお願いします。
（納付書がない場合は納税係へ）

下図【翌年度課税について】へ

NO
《①滞納額がある場合》

→

納税係へ

《②滞納額はなく、未納額のみある場合》
→

口座登録もしくは納税管理人の設定が必要です

①
下図【翌年度課税について】へ

滞納額について
納税係職員と決定した納付方法にて、全額
支払いをお願いします。

②
未納額について
口座登録

→

管理係へ

納税管理人の設定
→

市民税係へ

☆ 補足 ☆
・市民税係 … 北庁舎2階50番窓口
・管理係

… 北庁舎2階60番窓口

・納税係

… 北庁舎2階61番窓口

下図【翌年度課税について】へ
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項

目

安城市役所での手続き

在外選挙人名簿への 海外へ転出する方で、出国時に在外選挙人名簿への登録の移転の申請を希望される
登録の移転
方は、選挙管理委員会で手続きをしてください。（申請者本人による署名が必要になり
ます。） 持ち物:本人確認書類
（本庁舎２階２６番窓口 行政課(選挙管理委員会) 電話 71-2208）
障害(児)者福祉
手当を受給されている方は、喪失の手続きをしてください。
（北庁舎１階３８番窓口 障害福祉課 電話 71-2225）
障害福祉サービスを受給されている方は、取消の届出をしてください。
（北庁舎１階３９番窓口 障害福祉課 電話 71-2259）
更生医療
育成医療
高齢者福祉

自立支援医療（更生医療、育成医療）を受給されている方は、受給者証を返却し
てください。
（北庁舎１階３９番窓口 障害福祉課 電話 712259）
介護人手当の受給者は喪失の手続き、高齢者サービスの利用者は、廃止の手続きを
してください。
貸与機器（福祉電話器、緊急通報装置、認知症高齢者支援事業用機器）は返
却してください。 持ち物:印鑑
（北庁舎１階４４番窓口 高齢福祉課 電話 71-2223）

介護保険

被保険者証・負担割合証・負担限度額認定証等を返却し、保険料の精算をしてくだ
さい。
要介護認定申請中又は認定を受けている方は、受給資格証明書の発行手続きをし
てください。
（北庁舎１階４７番窓口 高齢福祉課 電話 712226）
海外転出に伴う犬の
飼い主が海外へ転出される場合は、環境都市推進課で手続きをしてください。
届出
（北庁舎２階５３番窓口 環境都市推進課 電話 71-2206）
固定資産税

市営住宅

固定資産（土地・家屋等）をお持ちの方又はその送付先もしくは納税管理人となって
いる方で、海外へ転出する場合は、送付先の設定又は納税管理人の設定の手続きをし
てください。
（北庁舎２階５７番窓口 資産税課 電話 71-2215）
退去又は同居者異動の届出が必要です。
（北庁舎３階６５番窓口 建築課 電話 71-2240）

桜井駅周辺
土地区画整理地区
保留地の所有者の住
所変更
小・中学校

転出により保留地所有者の住所を変更した場合は、届出をしてください。
持ち物:印鑑、転出証明書
（本庁舎４階９０番窓口 区画整理課 電話 71-2261）
在学証明書や教科用図書給与証明書などを在籍校から受け取り、就学予定校へお
持ちください。引き続き安城市内の学校を希望される方は、学校教育課へご相談くださ
い。
（教育センター３階 ＜横山町＞ 学校教育課 電話 71-2254）

妊産婦・乳児健康診 妊産婦・乳児健康診査受診票、新生児聴覚検査受診票、妊婦・産婦歯科健康診
査等、予防接種
査受診票、予防接種予診票兼接種券は、安城市のものは使用できなくなります。転出
先の市町村でお早めに交換手続き等について相談してださい。
（保健センター ＜横山町＞ 健康推進課 電話 76-1133）
新型コロナワクチン接 転出後は、安城市が発行した、新型コロナワクチン接種クーポン券は使用できません。
種クーポン券
転出先の市町村で交換手続き等について相談してください。
（新型コロナワクチン接種コールセンター ＜横山町＞ 電話 91-3567）
水道

使用中止の手続きをし、料金の精算についてご確認ください。電話でも受け付けます。
（西庁舎１階 水道業務課 電話 71-2249）

ごみ処理

引越しに伴う多量ごみは収集できませんので、市の施設に直接搬入してください。
（清掃事業所 ＜堀内町＞ 電話 76-3053）
（環境クリーンセンター ＜和泉町＞ 電話 92-0178）

図書館利用者カード

現在利用者カードをお持ちの方は、本人確認書類を持って住所の変更をしてください。
（利用者カードは安城市外在住の方も利用できます。）
（アンフォーレ（図書情報館）＜御幸本町＞アンフォーレ課 電話 76-6111）
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