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委 任 状 (住民異動用) 

※委任者(異動する方)が全て自署にて記入してください。 

江東区長殿 

     年   月   日 

<委任者(異動する方)>  

住 所                                                                                 

氏 名                                                 

連 絡 先        ―               ―           (日中連絡がつくもの)                      

私は、下記の者を代理人として、下記の権限を委任します。 

<委任事項> ※該当する項目に必ず☑(チェック)してください。 

□転入届・・・・・・・・・他区市町村(国外含む)から江東区へのお引越し 

□転居届・・・・・・・・・江東区内でのお引越し 

□転出届・・・・・・・・・江東区から他区市町村(国外含む)へのお引越し 

□世帯変更届・・・・・・・世帯や世帯主の変更 

□(                            )に関する手続き 

<代理人(窓口に来る方)>  ※委任者(異動する方)が記入してください。 

住  所                                                                                

氏  名                                                 

 生年月日        年    月     日  

※代理の方は必ず代理人の本人確認ができるもの(免許証・パスポート・健康保険証等)をお持ちく

ださい。 

※住民票の請求や印鑑登録の申請がある場合、別途委任状が必要となります。 

※虚偽の届出をした場合は、5万円以下の過料に処せられます(住民基本台帳法第５２条)。  

Power of attorney     (For change of resident registration) 

※The delegator himself/herself must fill out all the items on this form. 

Year     Month    Day 

<Delegator> 

 Address 

 Name 

 Phone number 

I hereby authorize the following person as my agent. 

 <Delegated matter> ※Be sure to check the applicable items. 

 Moving-in from another city (including overseas)  

 Moving within Koto City 

 Moving-out to another city (including overseas) 

 Change of household structure 

 Other procedures for updating resident registration (Please specify.) 

 <Agent (Person who comes to the counter)> ※The delegator himself/herself must also fill out these items. 

 Address 

 Name 

 Date of birth Year     Month      Day 

The agent must bring his/her identity verification documents (driver's license, passport, health insurance card, etc.) 

To the Mayor of Koto City 
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委 任 状 (住民異動用)  

※委任者(異動する方)が全て自署にて記入してください。 

江東区長殿 

〇〇〇〇 年 〇 月 〇 日 

<委任者(異動する方)>  

住 所           4-11-28，Toyo，Koto-ku，Tokyo                                                                      

氏 名           Koto Ichiro                                      

連 絡 先   03   ―     3647    ―    9111  (日中連絡がつくもの)                                    

私は、下記の者を代理人として、下記の権限を委任します。 

<委任事項> ※該当する項目に必ず☑(チェック)してください。 

□転入届・・・・・・・・・他区市町村(国外含む)から江東区へのお引越し 

□転居届・・・・・・・・・江東区内でのお引越し 

□転出届・・・・・・・・・江東区から他区市町村(国外含む)へのお引越し 

□世帯変更届・・・・・・・世帯や世帯主の変更 

□(                            )に関する手続き 

<代理人(窓口に来る方)>  ※委任者(異動する方)が記入してください。 

住  所         4-5-1，Ojima，Koto-ku，Tokyo                                                            

氏  名         Koto Hanako                             

 生年月日  〇〇〇〇  年   〇 月   〇日  

※代理の方は必ず代理人の本人確認ができるもの(免許証・パスポート・健康保険証等)をお持ちく

ださい。 

※住民票の請求や印鑑登録の申請がある場合、別途委任状が必要となります。 

※虚偽の届出をした場合は、5万円以下の過料に処せられます(住民基本台帳法第５２条)。  

                                                        

Power of attorney     (For change of resident registration) 

※The delegator himself/herself must fill out all the items on this form. 

Year     Month    Day 

<Delegator> 

 Address 

 Name 

 Phone number 

I hereby authorize the following person as my agent. 

 <Delegated matter> ※Be sure to check the applicable items. 

 Moving-in from another city (including overseas)  

 Moving within Koto City 

 Moving-out to another city (including overseas) 

 Change of household structure 

 Other procedures for updating resident registration (Please specify.) 

 <Agent (Person who comes to the counter)> ※The delegator himself/herself must also fill out these items. 

 Address 

 Name 

 Date of birth Year     Month      Day 

The agent must bring his/her identity verification documents (driver's license, passport, health insurance card, etc.) 

To the Mayor of Koto City 

Sample 記入例 

✔ 

該当する項目にチェックしてください 

Please check the applicable items 

※委任者(異動する方)が記入してください 

The delegator himself/herself must also fill out these items. 


