
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  江 戸 川 区 

生活振興部 東部事務所 住居表示係 

電話（３６７９）１４６３【直通】 

計画区域（現町名）  新町名〔案〕 

西瑞江二丁目(全部) 

東瑞江二丁目(一部) 

瑞 江四丁目 

東瑞江三丁目 

実施予定日 平成２６年１１月４日（火） 

皆様がお住まいの西瑞江二丁目(全部)・東瑞江二丁目(一部)は区画整理事業

が進み、町並みが整ってまいりました。そこで、誰にでもわかりやすい町に

するため、当地域の住居表示を実施します。 

住居表示の実施に向け、皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

 

実施予定区域 

現在の町界 

実施予定区域 

新しい町界〔案〕 



新しい住所の決め方と表し方        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

新住所の表示方法 

江戸川区 ○○ 一丁目  6 番   14 号 

    江戸川区 ○○ 一丁目  6 番   14 号 △△マンション 201 

江戸川区 ○○ 一丁目  6 番   14-203 号 □□マンション 

 

住 居 番 号 

街区の周囲に一定間隔で基礎

番号を振り、建物の主な入口の

位置で住居番号を決めます（基

礎番号は、西南の角から右まわ

りに振ります）。なお、約 20 戸

以上の中高層住宅はさらに部屋

番号を加えて表します。 

町区域（町名） 

わかりやすい道路・河

川・鉄道線路などを町界に

して区画します。 

 

区画整理・道路建設等に

よる新しい町の形にあわ

せる必要があります。 

街 区 符 号 

道路などによって細か

い街区（ブロック）に分け、

連続するように、符号が付

けられます。 

 

住所・土地・本籍（住所と同じ場所にしている場合）との関係  

現在は               ともに同じ土地地番(番地)で表しています。 

 

住居表示実施後は 住所だけを切り離し、「住所専用番号」を使って表します。 

したがって、住所以外は今までどおり、変更ありません。 

土地の表示と本籍の表示は、土地区画整理の換地処分後に変わります。詳細は下記

にお問い合わせください。 

 

＜本籍について＞     江戸川区東部事務所戸籍住民係  電話：3679-1125 

＜土地区画整理について＞ 東京都第一区画整理事務所    電話：5632-1513 

土地 本籍 住所 

一 般 住 宅 の例 

約 20 戸未満の 
中高層住宅の例 

 約 20 戸以上の 
中高層住宅の例 

 

 

基礎番号 



住居表示実施までのスケジュール       
 

平成 26 年 

4月 1日(火) 町名・町区域の新設・変更の「公示」 ※30日間 

4月 24日(木) 

4月 26日(土) 

住居表示説明会 開催 

※詳細はこのパンフレットの裏面をご覧ください。 

5月上旬～ 居住調査 開始 

※原則としてお宅を訪問することはありませんが、不明な点が 

ある場合は、調査員が直接お尋ねすることがあります。 

6月～7月 町名･町区域の新設･変更の「区議会議決」・「告示」 

9月 1日(月) 住居表示実施の「告示」 

9月上旬～ 各世帯・法人に新住所のお知らせ等、以下の資料を配付 

①「住居番号付定通知書」（15歳以上の方、法人に 5枚ずつ） 

  ※実施日以降、住所変更手続きの証明書としてご使用ください。 

②「住居表示のしおり」（全世帯・法人に配付） 

「住居表示のしおり〔法人用〕」（法人のみに配付） 

※住所変更手続き等を詳しく説明しています。 

③「お知らせ用無料ハガキ」（各世帯・一法人に 50枚） 

④「登記申請書」（不動産所有者用・法人用） 

⑤「住居表示新旧対照案内図」 

⑥「住居番号表示板・町名板取付けの案内文」 

10月中旬～ 住居番号表示板・町名板 取付け 

※取付けは区委託業者が行います。 

11月 4日(火) 住居表示実施〔住民票が新住所に切り替わります〕 

住居表示変更証明書（無料）発行開始 

※この日から各種の住所変更手続きができます。 

 



住居表示実施後の住所変更手続き      
 

 

 

変更手続きの必要がない主なもの 

住民票、印鑑証明書、戸籍の附票、選挙人名簿、

国民年金第１号被保険者〔自営業者等〕、江戸

川区立小・中学校への住所変更手続き、公的個

人認証の電子証明書、飼い犬の登録、食品衛生

営業許可、環境衛生営業許可 

区役所が住所を書き換えます。 

国民健康保険被保険者証・高齢受給者証、後期

高齢者医療被保険者証、乳幼児医療証、子ども

医療証、ひとり親家庭等医療証 

そのままご使用になれます。更新の際、

新住所に書き換えて発行します。希望者

には新しいものと差替えができます。 

介護保険被保険者証 新住所に書き換えたものを交付します。 

国民年金・厚生年金の受給者 住民票コード収録済みの方は手続き不要です。 

原動機付自転車等標識交付証明書 変更の必要はありません。 

東京電力、東京ガス、都水道局、ＮＨＫ 区役所から各機関に通知します。 

パスポート（※任意で住所を記入した場合） 二重線で消し、新住所を記入してください。 

 

皆様ご自身で変更手続きが必要な主なもの 

変更手続き内容 手 続 先 期 限 

土地・建物の所有者の住所 

法務局江戸川出張所 

売買等の際で結構です 

法人の本店・支店の住所、 
代表者の住所 

本店…2週間以内 
支店…3週間以内 

自動車の所有者の住所 足立自動車検査登録事務所 次回の車検の際で結
構です 軽自動車の所有者の住所 軽自動車検査協会 

運転免許証の住所 
都内警察署、運転免許試験
場、運転免許更新センター 

お早めに。更新が近い
方はその際で結構です 

住民基本台帳カード（写真付）の住所 区役所、各事務所 お早めに 

在留カード等の住所 区役所、各事務所 お早めに 

社会保険に加入している事業所の 
所在地、事業主の住所 

江戸川年金事務所 お早めに 

社会保険に加入している事業所に 
勤務する方の住所 

勤務先 お早めに 

金融機関・保険会社と契約のある方、 
その他の各種免許、認可証の住所 

各関係機関 
各関係機関にお問い
合わせください 

 

詳細は９月に配付します『住居表示のしおり』でお知らせします 



よくある質問についてお答えします     
 

★住民説明会について★ 

 質  問 回  答 

1 
必ず出席しなくてはいけ

ませんか？ 

昨年の説明会に引き続き、このパンフレットに基づい

て説明いたします。このパンフレットの内容にご不明

な点がなければ、ご出席いただかなくても結構です。 

2 
２日間のうち、どちらに出

席してもよいのですか？ 

説明する内容は２日間同様ですので、どちらに出席し

ていただいても結構です。 

 

★新しい住所について★ 

 質  問 回  答 

3 
いつ頃教えてもらえるので

すか？ 

９月上旬頃、各世帯・法人宛に各種資料とともに配付

し、新住所をお知らせします。（郵送ではありません。） 

 

4 
希望する番号を付けてもら

えますか？ 

番号は、法令等に規定されている基準に従って、規則

性を保持するため、希望する番号を付けられません。 

5 
隣近所と同じ番号になるこ

とがあるのですか？ 

法令等の基準上、隣近所と建物の入口が近い場合、基

礎番号が同じになることがあり、この場合、同番号と

なります。 

6 

区画整理により実施日時点

ではまだ建築中ですが、住

所はどうなりますか？ 

建物に番号をつけて住所を表す制度ですので、建物が

なければ番号は付けられません。ただし、建築中でも

入口が確認できましたら、番号の付与が可能です。 

7 

住居表示実施(11月 4日)後

に建物が建った時、どのよ

うな手続きが必要ですか？ 

通常の建替えや新築と同様に「新築届」が必要です。 

区役所区民課・各事務所の戸籍住民係へ提出してくだ

さい。この場合、住居番号付定通知書は発行できませ

んので、ご承知おきください。 

 

★郵便番号について★ 

 質  問 回  答 

8 郵便番号は変わりますか？ 

現在、西瑞江二丁目にお住まいの方で、新しく 

瑞江四丁目になる方は、132-0011、 

東瑞江三丁目になる方は、132-0014になります。 

現在、東瑞江二丁目にお住まいの方は変更ありません。 
  



 

 
 

 

 

＜日時及び対象の方＞ 

日 時 対 象 の 方 

平成 26年 4月 24日(木) 

午後 7 時 30 分～ 

新しく「東瑞江三丁目」に変更となる予定の方 

現在、西瑞江 2丁目 13,20,21,28,29,34,35番地 

東瑞江 2丁目 15～19,32～34,53～57番地 

平成 26年 4月 26日(土) 

午前 10 時 30 分～ 

新しく「瑞江四丁目」に変更となる予定の方 

現在、西瑞江 2丁目 14,15,18,22,23,26,27, 

30～33,36～38番地 

 

＜内容＞   

住居表示実施計画と今後の予定について 

（住所変更手続きについても説明します。） 

※会場の都合上、対象者を分けましたが、両 

日同様の説明内容ですので、ご都合のよい 

日にご出席ください。ご欠席される方は、 

電話・窓口でもご質問を承ります。 

 

＜会場＞   

東部区民館 ２階ホール   

住所：江戸川区東瑞江一丁目 17番 1号 

電話：（3679）1926 

 

＜その他＞ 

※新しい住所は、９月上旬頃、皆様にお知らせする予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★区ホームページでも住居表示に関する情報を随時、更新していきます。 

会社・法人の皆様へ 

 平成 26年 11月〔予定〕から新住所へ変更予定ですので、住所の入った印刷

物（名刺・パンフレット等）、ゴム印の作製にご配慮ください。 

 それに伴う経費につきましては、誠に恐れ入りますが、自己負担となりますの

で、あらかじめご承知おきくださいますよう、よろしくお願いします。 


