
引越しの手引き

令和２年度版

呉地方総監部

（呉地区赴任者用）

この冊子は、異動に伴う隊員及びご家族の不安軽減
の一助として隊員及びご家族の皆さまにあらかじめ
知っていただきたい事項についてまとめたものです。
転居を伴う異動をする隊員を対象に、異動内示を
受けてから新しい部隊へ転属するまでの間の行わな
ければならない諸手続、お得な情報、引っ越しのコ
ツなどを説明しています。少しでもお役にたてれば、
幸いです。
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－ま え が き－

これから初めて呉で勤務する隊員やご家族は、どんな所か知らな
いかもしれません。そこで、安心して呉に赴任、生活できるようガイド
を作成しました。生活に必要な情報やショッピング等の情報をまとめ
ていますので、呉を楽しむ参考にしてもらえれば幸いです。

１ 地勢等
（１）呉市（くれし）は、広島県の南西部に位置する市で。瀬戸内海に
面し、人口規模は広島県内で福山市に次ぐ3位。中核市に指定さ
れている。
（２）呉は、明治初期までは、呉ノ浦に面した農漁村であったが、明
治２２年７月に呉鎮守府が設置され、海軍の拡張と共に人口も増
加し、軍港として造船・鉄鋼・パルプ・機械・金属などを中心とした
臨海工業都市として発展している。地形的に天然の良港と言われ、
古くは村上水軍の一派が根城にしており、明治時代以降は、帝国
海軍の呉鎮守府として海軍の町として発展しました。
（３）呉市と自衛隊の関係
終戦後は、次のような沿革を経て、昭和29年7月1日防衛庁設置
及び海上自衛隊創設と同時に､海上自衛隊呉地方隊が新編され､
その司令部として呉地方総監部が呉鎮守府跡である現在の場所
に置かれ海上自衛隊の拠点となり今では､海上自衛隊と呉は共に
歴史を刻んでいます｡
昭和２７年８月 保安庁警備隊 西部航路啓開隊創設
昭和２９年７月 海上自衛隊 呉地方隊新編
昭和５４年８月 呉地方隊創設２５周年
平成１６年７月 呉地方隊創設５０周年
平成２０年３月 海上自衛隊体制移行
令和 元年７月 呉鎮守府開庁１３０周年

２ 気 候
一般的に瀬戸内温暖気候で年間を通じて過ごしやすい気候で、
夏の暑さは平均的で３３℃を超える日は少なく、周囲を山に囲まれ
ており台風の影響も受けにくく、冬は－１℃を下回る事は珍しい。

呉市について
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３ 商業施設

（１）ゆめタウン呉 - イズミが運営する呉市最大のショッピングセンター

（２）レクレ - 呉駅の操車場を再開発して建てられた商業ビル。

（３）クレスト - 呉駅の駅ビル。

（４）ポポロ -呉れんが通りにある商業ビル。館内には映画館『呉ポポロシ

アター』もある。

（５）呉れんが通り商店街（中通りにあるアーケード）

４ 呉市が舞台（撮影地）の映画 （どんな街か映画でチェック）

佐藤純彌『男たちの大和』

羽住英一郎『海猿』

深作欣二『仁義なき戦い』シリーズ

増村保造『大地の子守歌』

山田洋次『故郷』

沖浦啓之『ももへの手紙』

沖田修一『モヒカン故郷に帰る』

片渕須直『この世界の片隅に』

白石和彌『孤狼の血』

山崎 貴『アルキメデスの大戦』

５ グルメ

（１）「呉海自カレー」呉海自カレーでは、海上自衛隊・呉基地に所属する艦船等で
食べられているカレーを、呉市内の飲食店で食べることができます。各店は海上
自衛隊の調理員から直接作り方を教わって味を忠実に再現、さらに司令や艦艇長
から｢これはうちのカレーだ！｣と認定していただいた特別なカレーです。

（２）「呉海自がんすバーガー」呉地方隊では、魚のすり身に野菜や一味唐辛子を
混ぜ、パン粉をつけて揚げた呉の名物「がんす」と、「愚直たれ」を使用した「呉海
自がんすバーガー」を隊員の給食メニューとして考案しました。隊員に大変好評な
メニューの１つとなっている「呉海自がんすバーガー」です、呉市内の店舗でも提
供しています。
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呉市内図
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大和ミュージアム

てつのくじら館

大和が建造されたドック

呉基地

http://www.kure-kankou.jp/spot.html?id=1087
http://www.kure-kankou.jp/spot.html?id=10


１ 赴任先での居住先を探す
①自衛隊宿舎に住む場合
お問い合わせ先
呉基地業務隊厚生科宿舎係
TEL:0823-22-5511

②部屋を借りる場合
ベネフィットステーションのサイトから
「らくらく部屋さがし窓口」へ
その他大手賃貸会社の割引きもあります。

③呉共済支部提携業者で借りる

④ネットの賃貸検索サイトで探す

⑤現地で不動産屋を回って探す

２ 宿舎退去の流れ
（１）宿舎退去届（内示後、すみやかに）
（２）退去前点検 （宿舎係との調整）
（３）原状回復、清掃（ハウスクリーニング等の活用）、宿舎整備費用（積立）の振込
宿舎整備実施基準及び「宿舎のしおり」により原状復帰
（４）退去当日点検（荷物搬出後の最終点検）
※内示後、基地業務隊宿舎係と点検日時を直接調整
３ 宿舎入居の流れ
（１）異動先部隊（人事係等）を通じて宿舎係と入居調整、駐車場、入居可能日等の必要
事項を確認、鍵（宿舎）の授受の要領を調整
※入居申請及び駐車場の使用申請は、入居後に実施
（２）宿舎貸与申請書
（３）自動車の保管場所貸与申請書
（４）（共益費）自動払込利用申請書
（５）公務員宿舎入居時チェックリスト
※注意事項
宿舎については、必ずしも希望どおりに入居できるものではありません。ご了承ください。
なお、宿舎に入居できず、民間アパート等に入居した場合、住居手当が支給されます。

住む所を探す
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見積もり依頼 （３社以上から見積もりを取って安い所を探す。）

①メタサーチサイトによる検索・見積もり

②ベネフィットの防衛省共済組合専用「一度でらくらく引っ越し窓口」

引っ越し業者を探す

引越ラクとＮＡＶＩ 電話のやりとりはコンセルジュと１回だけ。提携業者62社

引越し侍 提携会社が最多の307社

引越の達人 優待券（ニトリやビックカメラなど）が魅力、提携業者は210社

スバット引越比較 電気ガス水道等の変更手続きサービス有、提携業者225社

ＳＵＵＭＯ引越 メールによるやり取りで、電話番号が不要、提携業者104社

主
な
サ
イ
ト
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宿泊（宿泊を伴う異動時）

旅行予約サイト等を利用すれば、交通機関及び宿
泊料の割引きが受けられる。なお、公費（出張費、

赴任旅費）による宿泊には、共済組合の宿泊補助金
は適用されません。

１ 店舗で申し込む

２ WEBからの申し込み

３ 電話での申し込み

宿泊先を探す
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異動時にお得なサービス

-８-

ベネフィットステーション利用方法
〇「ベネフィットステーション」は、宿泊関連の助成や、
ライフスタイルに応じた様々なサービスを提供するもの
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業種 サービス内容 会員特典

宿泊 ベネフィットと提携している国内約２０，０００の
宿泊施設が利用可能

通常料金からの割引特典
あり

引越

一度で比較！らくらく引越窓口
ベネフィットと提携している引越業者 全国４０社

引越料金最大５０％OFF

賃貸

一度で比較！らくらくお部屋探し窓口

ベネフィットと提携している不動産業会社 全国
１７０社
エイブル・アパマンショップ・レオパレス等

仲介手数料割引特典あり

通信 一度で比較！らくらくネット窓口
ベネフィットと提携している通信会社 全国４０社

入居先で利用できるネット
回線サービスを無料調査

掃除 ベネフィットと提携しているハウスクリーニング
退去前の部屋掃除になど
ダスキン・お掃除本舗等

通常料金から５～１０％
OFF

家電 ベネフィットと提携している家電レンタル
エアコン・冷蔵庫などを手軽にレンタル
ヤマダ電機・手軽にレンタルあるる等

通常料金からの割引特典
あり

車両

ベネフィットと提携しているレンタカー
日産レンタカー・オリックスレンタカー等

通常料金から１０～５０％
OFF

ベネフィットと提携している中古車販売・買取
ラビット・JMC等

会員特典あり

ベネフィットと提携している
ガソリンスタンド
コスモ石油・宇佐美等

通常料金からの割引特典
あり

通販 ベネ通販で挨拶品等の購入 会員限定価格

異動自に利用できるお得なサービス（一例）
〇「ベネフィットステーション」を最大限活用することで、引越し・新生活にか
かる費用が節約可能
〇赴任までのわずかな時間で、様々な準備が簡単かつ便利
〇ライフスタイルに合わせて利用すればするほどお得



共済組合提携サービス
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宿 泊

賃 貸

引 越



自分の異動が決まった！はて？何をすればいいんだっけ…そ
んな方は読んでください。

見積り？領収書？面倒くさいまぁいっか、通用しません。なんと
かなるだろう、なりません。
最低限の必要書類（王道パターン２種）をまとめてみました。

移動：公共機関・私有車両
移転：引越業者（配送含む）

・見積り３社
・領収書（引越代、梱包代等）
・領収書の内訳（金額合致）
・送り状（配送の場合）
・移動に係った領収書
（切符、ガソリン代、高速代）

移動・移転：私有車両のみ

・見積り３社（※）
・領収書（梱包代等）
・領収書の内訳（金額合致）
・移動に係った領収書
（ガソリン代、高速代）

※引越業者に頼む予定が
なくても原則必須です。

見積り３社は必須です。１社でも書面で取得できない場合（断
られた、電話応対のみ等）は

必ず電話記録を付けてください（問い合わせ日時、業者、見積
金額、見積できない理由等）
「チェックシート兼申立書」を活用していただくと便利です。

異動時の手続き
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転入時提出書類について（経理・厚生関係）



転入者の部隊での手続き（住居の移動が伴う転入）

居住場所は・・・？

＊官 舎
＊実 家
＊自 宅

◎通勤届
・住民票

＊借 家

◎通勤届
◎住居届
・契約書（原本を確認します）等

・住民票

《通勤手段がバスの場合》
乗降するバス停により定期券及び回数券の適用が
異なるため、経理と調整後、定期券または回数券の
コピーを提出をしてください。

通勤届は事実の発生した日から
15日以内

住居届は事実の発生した日から
自衛官は30日以内
事務官等は15日以内

経理に提出してください！

＊独 身
＊帯 同

＊単身赴任

居住場所により、住居・通勤手当の届出

☆配偶者と別居した理由は？
①自宅管理
②配偶者の就業
③子の養育
④同居の親族等の介護
⑤その他（要確認）

◎単身赴任届
・住民票（本人・家族分）
・①の場合…全部事項証明書（建物 ）

・②の場合…配偶者の就業証明

・③の場合…小・中・高校生以外

は在園・在学証明書

・④の場合…医師の診断書等

《注意事項》
単身赴任手当が認定された場合で、配偶者が借家に居住
している場合は住居手当を受給できますので、手続きを
してください。

家族は・・・？

-１３-



転入時提出書類チェックシート
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手続き（申請） チェック 必要書類 手続先 参考

給与関係 単身赴任届 赴任先経理 単身赴任手当用

給与関係 本人住民票(写） 赴任先経理 通勤手当用、単身赴任手当用、扶養手当用

給与関係 通勤届 赴任先経理 通勤手当用

給与関係 家族住民票(写） 赴任先経理 通勤手当用

給与関係 定期券（写） 赴任先経理 通勤手当用

給与関係 扶養親族届 赴任先経理 扶養手当用

給与関係 広域異動手当支給調書 赴任先経理

旅費関係 本人住民票 赴任先経理

旅費関係 振込口座（写） 赴任先経理

旅費関係 ホテル等の領収書 赴任先経理 宿泊者・ホテル名・宿泊期間が入ったもの

旅費関係 宿泊証明書 赴任先経理
上記の記載がある領収書であれば本人の申し出欄のみ記入。

入ってなければホテル証明欄に証明が必要になります。

旅費関係 宿泊申立書 赴任先経理 宿泊を伴う移動をした際に提出

旅費関係
交通費（切符・航空券

・高速代）等の領収書
赴任先経理

切符の領収書

航空券の領収書・半券

ガソリン等代のレシート又は領収書

高速等有料道路の使用区間に係る通行料のレシート又は領収書

（カードの明細画面等でも可）

自動車航送等に係る運賃のレシート又は領収書（カードの明細

画面等でも可）

旅費関係
引越業者の見積もり

（３社分）
赴任先経理 見積りが３社未満の場合、３社未満となったことを証明する資料

（メタサーチサイトの検索結果の画面印刷等）

旅費関係 チェックシート兼申立書 赴任先経理

旅費関係 引越業者の領収書 赴任先経理 発送、到着、納入予定日で記入のものは不可、差替依頼

旅費関係 引越荷物の送り状 赴任先経理 必ず発令日以降に届く物が必要

旅費関係 荷物状況証明書 赴任先経理

領収書のほとんどは、発送日、到着日、納入日が予定日

となっている場合が多く、実際の納入日等がはっきりしない領

収書については、業者証明欄に証明が必要になります。その

際、会社名と社印だけの依頼をする。また、発送と納入が同一

業者か別業者かで証明欄が違うので注意が必要です。

旅費関係 移転料精算金額確認書 赴任先経理

厚生関係 被扶養者申告書 赴任先厚生 組合員証用

厚生関係
共済組合員証等

記載事項変更届
赴任先厚生 組合員証用

厚生関係 本人住民票（写） 赴任先厚生 組合員証用

厚生関係 家族住民票（写） 赴任先厚生 組合員証用

厚生関係 在学証明 赴任先厚生 扶養手当用

厚生関係 パート収入証明 赴任先厚生 扶養手当用

厚生関係 長期組合員資格変更届 赴任先厚生 年金用

厚生関係
国民年金第３号被保険者

住所変更届
年金用

厚生関係 宿舎貸与希望申請書 官舎用

厚生関係
自動車の保管場所

貸与希望申請書
官舎用

厚生関係
共益費等自動払込

利用請求書
官舎用

厚生関係 住居届 賃貸用

厚生関係 賃貸契約書の写し 賃貸用

給与関係

旅費関係

厚生関係



〇転入届
呉市外から住所を変更する場合、転入の届出が必要です。

届出期限
引越をした日から14日以内
引越をした日から14日目が市役所の休日にあたるときは、その休日の翌日まで
※未来日での届出は出来ません。
届出人
引越する本人または同一世帯の人
受付窓口
市民窓口課（市役所1階）、各市民センター
※市民サービスコーナーでは、住所変更の届出はできません。
必要なもの
１ 前住所の市区町村で発行をうけた転出証明書
※郵便でもご請求いただけます。詳しくは呉市HPを参照ください
２ 届出人の本人確認ができるもの（運転免許証、官公署発行の顔写真付の証明書
など）
３ 認め印 ※転入に伴う手続きで使用する場合があります。
４ マイナンバーカード、住基カード
別世帯の人が代理で手続きする場合上記1～4に加えて、委任状が必要です。
※住所が同一であっても、世帯は別である可能性があります。
その場合、代理人がご親族の方であっても手続きには委任状が必要ですのでご注
意ください。

〇マイナンバー（個人番号）カード・住基カードの住所変更手続き
表面に新住所を記載し、カード内の情報を新住所に書き換えます。カードを窓口でご
提示ください。
パスワード（数字4桁、英数6桁以上）の入力が必要です。
届出期限
転入した日から14日目か、転出届に書かれた転出予定日から30日目かのどちらか
先に到達する日 までです。
※転入届出同日に継続利用手続きができなかった場合は、転入届出日より90日以内
に手続きしないとカードは廃止になります。
パスワードを忘れた場合
カード名義人本人が、マイナンバーカード・住基カード以外の本人確認書類（運転免許
証、健康保険証等）をお持ちの上、窓口でご相談ください。

引越しの際に必要な役所関係の手続き一覧（呉市）

-１５-

https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/54/shisei0805120055.html
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/31/tennyu.html#hituyou


健康保険・国民年金に関する手続き

制度など 問い合わせ窓口

国民健康保険
保険年金課 国民年金グループ
(市役所3階) 0823-25-3158

後期高齢者医療
保険年金課 高齢者医療グループ

(市役所3階) 0823-25-3156

国民年金

保険年金課 国民年金グループ
(市役所3階) 0823-25-3157

呉年金事務所 (呉市宝町２－11)

0823-22-1691

健康保険・国民年金に関する手続き
詳細は、問い合わせ窓口に連絡してください。

制度など 問い合わせ窓口

児童手当
子育て支援課
支援グループ
(市役所2階)

0823-25-3173

乳幼児等医療費助成

児童扶養手当

ひとり親家庭等医療助成

放課後児童会
子育て支援課 企画グループ

(市役所2階)

0823-25-3254

妊婦・乳児健康診査受診票

地域保健課 西保健センター
（すこやかセンターくれ3階）

0823-25-3542

東保健センター （広市民センター2階）
0823-71-9176

保育所の入所相談・手続き
子育て施設課 (市役所3階)

0823-25-3144

転校手続き
学校教育課 (市役所8階)

0823-25-3453

子供に関する手続き 詳細は、問い合わせ窓口に連絡してください。

税・市営サービスに関する手続き 詳細は、問い合わせ窓口に連絡してください。

制度など 問い合わせ窓口

原動機付自転車(125cc以下)
市民税課 諸税グループ

(市役所3階) 0823-25-3198

犬の登録
動物愛護センター
0823－70－3711

上下水道の使用開始・中止

上下水道局
お客様サービスセンター
（つばき会館3階）
0823-26-1622
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https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/6/shisei021209.html
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/6/henko.html
http://www.kure-kosodate.com/docs/2011011900027/
http://www.kure-kosodate.com/docs/2010120100014/
http://www.kure-kosodate.com/docs/2014121800010/
http://www.kure-kosodate.com/docs/2011011100038/
http://www.kure-kosodate.com/docs/2011011100069/
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/44/tennyuusaretaninhusan-nyuuyouzinohogosya.html
https://www.city.kure.lg.jp/site/nyugaku-nyuen/


引越前チェックリスト

-１７-

時期目安 チェック 手続き内容 手続先 準備事項

１か月前 引っ越し日程を決定 異動先部隊

１か月前 宿舎、アパート、駐車場の賃貸契約の解約 宿舎係、不動産、大家等

１か月前 子供の転校届 学校、移動先の市役所

１か月前 転出先の居住の問い合わせ、仮予約 宿舎係、不動産等 間取り、家賃、下見、ネット検索等

１か月前 引っ越し業者探し 引っ越し業者
３社以上で見積もり、ネット見積も

り

１か月前 宿舎等の退去点検の調整 宿舎係、不動産、大家等

１か月前 NHK受信料の住所変更 NHK
フリーダイヤル（0120-151515）-

またはインタ ーネットから連絡

１か月前 インターネット解約手続き プロバイダー 回線の撤去日調整

２～３週間前 切符の予約 JR,旅行会社等 領収書

２～３週間前 宿泊先の予約 旅行会社等

２～３週間前 児童手当・各種医療制度など 市役所 インターネットや電話にて確認。

２～３週間前 転出先の居住の契約手続き 宿舎係、不動産、大家等 契約書、敷金の入金等

１週間前 転出届の提出 市役所 印鑑、身分証明書

１週間前 印鑑証明の廃止 市役所
廃止する印鑑、廃止する登録証、身

分証明書

１週間前
各種住所変更手続き（電気、ガス、水道、

NHK受信料、保険、クレジットカード等）
契約先

現住所・新住所、引越し日時、お客

様番号(検針票などに記載)など電話

またはインターネットにて連絡。

１週間前 郵便物の転送手続き 郵便局 申込書、インターネットにて連絡

１週間前 不用品処分、大型ごみ処分 自治体、処分業者 リサイクル券、処分料の領収書

１週間前 梱包準備、住まいの清掃

引越し後すぐ使うものはダンボール

に目印をつけておく。梱包物の個数

も控えておくと良い。荷物を整理す

るのと同時に掃除も開始する。梱包

資材（段ボール、ガムテープ等）購

入費用のレシート又は領収書

３～５日前 公共料金（ガス・水道・電気）の清算 契約先 引越し日

３～５日前 挨拶品の準備、こ?近所への挨拶（引越し元） 引越し元、引越し先 名字「のし」

３～５日前 灯油の処分 スタンド

３～５日前 家具の配置図の作成

前日 引越し当日の段取りチェック

前日 冷蔵庫の中身の始末
電源を切り、製氷機の氷や蒸発皿の

水を捨てる。

前日 洗濯機の水抜き

傾けて中の水を全て出し切る。ホー

ス内の水も抜き、外してコードと一

諸に固定しておく。

当日（引越前） 旧居の掃除、ごみ処理

当日（引越前） 引越し料金の精算 引越業者
領収書、配送等の内容物が確認でき

る資料（送り状等）

当日（引越前） 電気のブレーカを下げ、水道の元栓を閉める

当日（引越前） 退去点検、鍵の返納 宿舎係、不動産、大家等

当日（引越前） 宿泊代 ホテル等 領収書、宿泊証明

１か月前

２～３週間前

１週間前

３～５日前

前日

当日（引越前）



引越後チェックリスト
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時期目安 チェック 手続き内容 手続先 準備事項

当日（引越後） 鍵の受領
宿舎係、不動産屋、

大家等

当日（引越後） 電気、ガス、水道の使用開始

備え付けの使用開始申込書に

必要事項を記入し、早めに投

函

当日（引越後） 新居の掃除

当日（引越後） 新居の目に付く傷や汚れの撮影
気になる箇所があれば写真を

撮って不動産屋等に連絡

当日（引越後） ご近所への挨拶

引越し後

2週間以内
転入届 市役所

引越し後

2週間以内
マイナンバーの変更手続き 市役所

同一世帯の家族全員分のマイ

ナンバーカード

運転免許証などの身分証明書

・印鑑

・転出証明書

引越し後

2週間以内
住民票の交付 市役所 ・職場、免許書、

引越し後

2週間以内
印鑑登録 市役所

登録する印鑑

身分証明書

引越し後

2週間以内
転入先の学校への手続 転入先の学校 市区役所や学校に確認

引越し後

2週間以内
運転免許証の記載事項変更

警察署または

運転免許センター

運転免許証記載事項変更届

運転免許証

新住所を確認できるもの

（住民票・健康保険証など）

印鑑

引越し後

2週間以内
自動車の登録変更 運輸支局

車検証

新住所の住民票

車庫証明書

印鑑

現車

引越し後

2週間以内

車庫証明

（自動車保管場所証明書）

新住所地管轄の

警察署

自動車保管場所証明申請書・

保管場所

標章交付申請書

保管場所使用権原疎明書面ま

たは保管

場所使用承諾証明書

保管場所の所在図・配置図

印鑑

引越し後

2週間以内
ぺットの登録住所変更 市区役所

または保健所
印鑑
旧所在地で交付された鑑札

当日（引越後）

引越後
２週間以内



チェックシート兼申立書 
注）該当する各項目に☒又は☑（チェック）してください。チェック漏れがある場合は、移転料が不支給となる場合がありますので確実なチェックをお願いします。 

以下の内容を確認し、申立てする場合は☒又は☑（チェック）してください。 

☐ （申立書） 

今回の引っ越しに係る費用については､社会通念上逸脱する物品等の経費(購入費､運搬費､処分

費等）が含まれていないことを申立てし､引っ越しに係る必要書類(見積書､領収書､移転料精算金

額確認書及び本紙等)を提出するほか、求めに応じ移転料支給に必要な追加資料を提出します。 
注）移転料支給に当たり、必要書類(見積書及び領収書等)で確認が出来なかった場合、確認できた範囲内における実費支給となる場合があります。 

上記の内容に相違ありません。  

令和  年  月  日 

Ⅰ 赴任等に伴う引っ越し方法 
 ☐ 引っ越し業者  ☐ 配送・郵送  ☐ 自家用車  ☐ レンタカー  
☐ その他（          ）        ※該当する項目を選択してください。（複数選択可） 

Ⅱ 引っ越し業者へ見積りを依頼した方法     【Ⅰで「引っ越し業者」を選択した場合のみ。】 
 ☐ メタサーチサイト    ☐ 電話等      ※該当する項目を選択してください。（複数選択可） 
Ⅲ 引っ越し費用の内訳が記載された見積書の受領数【Ⅰで「引っ越し業者」を選択した場合のみ。】 
 ☐ ３社   ☐ ２社   ☐ １社       ※該当する項目を１つ選択してください。 
Ⅳ 見積りが３社未満となった理由及び証明資料  【Ⅲで１社又は２社を選択した場合のみ。】 
 ☐ メタサーチサイトによる検索等の結果、対応可能な業者が１～２社だった。 
  👉 メタサーチサイトの検索結果の画面印刷又は画面コピーの提出 
 ☐ メタサーチサイトによる検索等の結果、３社以上あったが、電話等で依頼した結果、対応可能

な業者が１～２社だった。 
  👉 メタサーチサイトの検索結果の画面印刷又は画面コピーの提出及び電話記録簿へ記入 
 ☐ 電話等により依頼した結果、対応可能な業者が１～２社だった。 
  👉 電話記録簿へ記入 
  ☐  その他（                       ） 
【電話記録簿】 

引っ越し業者名    

担当者氏名    

依頼年月日 令和 年  月  日 令和 年  月  日 令和 年  月  日 

回答内容等 

(簡潔に記載) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

その他参考となる事項  
 

  

  
Ⅴ 「対象外経費」の有無        ※具体的な「対象外経費」は、マニュアルＰ●●を参照してください。 

 ☐ 対象外経費はある。 ⇒ 「対象外経費」分は移転料としては不支給 
 ☐ 対象外経費はない。 

  

Ⅵ 見積書、領収書又はその他関係資料で「対象外経費」の内容及び金額の確認の有無 
☐ 確認できる。    ⇒ 「対象外経費」分を除算した移転料が支給 

 ☐ 確認できない。 
Ⅶ 領収書等の有無 
 ☐ 引っ越しに要した費用を証明するレシート又は領収書等がある。 
 ☐ 領収証等がない。 
Ⅷ 見積書と領収書の金額の一致の有無      【Ⅰで「引っ越し業者」を選択した場合のみ。】 
 ☐ 一致している。 
 ☐ 一致していない。  ⇒ 見積書の修正又は領収書に差額の内訳等を記載するなど差額が分かる資料を提出 
Ⅸ 移転料請求に必要な書類（見積書、領収書等）の有無 
 ☐ 必要な書類は全て揃っている。 
 ☐ 必要な書類は一部揃っている。 
Ⅹ 赴任等に伴う引っ越しの今後の予定（扶養親族のみの引っ越しも含む。） 
 ☐ 今後、赴任等に伴う引っ越しの予定はない。（今回の請求のみ。１回） 
 ☐ 今後、赴任等に伴う引っ越しの予定はある。（２回以上｡扶養親族のみも含む｡） 
   ☐２回（時期：   月頃） ☐３回（時期：   月頃） ☐３回以上（時期：   月頃） 



チェックシート兼申立書（記載例） 
注）該当する各項目に☒又は☑（チェック）してください。チェック漏れがある場合は、移転料が不支給となる場合がありますので確実なチェックをお願いします。 

以下の内容を確認し、申立てする場合は☒又は☑（チェック）してください。 

☒ （申立書） 

今回の引っ越しに係る費用については､社会通念上逸脱する物品等の経費(購入費､運搬費､処分

費等）が含まれていないことを申立てし､引っ越しに係る必要書類(見積書､領収書､移転料精算金

額確認書及び本紙等)を提出するほか、求めに応じ移転料支給に必要な追加資料を提出します。 
注）移転料支給に当たり、必要書類(見積書及び領収書等)で確認が出来なかった場合、確認できた範囲内における実費支給となる場合があります。 

上記の内容に相違ありません。  

令和●●年 ●月●●日 

Ⅰ 赴任等に伴う引っ越し方法 
 ☒ 引っ越し業者  ☐ 配送・郵送  ☐ 自家用車  ☐ レンタカー  
☐ その他（          ）        ※該当する項目を選択してください。（複数選択可） 

Ⅱ 引っ越し業者へ見積りを依頼した方法     【Ⅰで「引っ越し業者」を選択した場合のみ。】 
 ☐ メタサーチサイト    ☒ 電話等      ※該当する項目を選択してください。（複数選択可） 
Ⅲ 引っ越し費用の内訳が記載された見積書の受領数【Ⅰで「引っ越し業者」を選択した場合のみ。】 
 ☐ ３社   ☐ ２社   ☒ １社       ※該当する項目を１つ選択してください。 
Ⅳ 見積りが３社未満となった理由及び証明資料  【Ⅲで１社又は２社を選択した場合のみ。】 
 ☐ メタサーチサイトによる検索等の結果、対応可能な業者が１～２社だった。 
  👉 メタサーチサイトの検索結果の画面印刷又は画面コピーの提出 
 ☐ メタサーチサイトによる検索等の結果、３社以上あったが、電話等で依頼した結果、対応可能

な業者が１～２社だった。 
  👉 メタサーチサイトの検索結果の画面印刷又は画面コピーの提出及び電話記録簿へ記入 
 ☒ 電話等により依頼した結果、対応可能な業者が１～２社だった。 
  👉 電話記録簿へ記入 
  ☐  その他（                       ） 
【電話記録簿】 

引っ越し業者名 (株)●●●● ●●●●(株)  

担当者氏名 ●● ●● ●● ●●  

依頼年月日 令和●年 ●月●●日 令和●年 ●月●●日 令和 年  月  日 

回答内容等 

(簡潔に記載) 

 見積依頼を行ったと 
ころ、引っ越し繁忙期 
により●月●●日以降 
なら対応可能との理由 
から見積りを断られた 

 見積依頼を行ったと 
ころ、●月●●日まで 
は個人申込みの受付は 
していないとの理由か 
ら見積りを断られた 

 

 

その他参考となる事項 ●月●●日までの異動 
が必須 

●月●●日までの異動 
が必須 

 

  
Ⅴ 「対象外経費」の有無        ※具体的な「対象外経費」は、マニュアルＰ●●を参照してください。 

 ☒ 対象外経費はある。 ⇒ 「対象外経費」分は移転料としては不支給 
 ☐ 対象外経費はない。 

  

Ⅵ 見積書、領収書又はその他関係資料で「対象外経費」の内容及び金額の確認の有無 
☒ 確認できる。    ⇒ 「対象外経費」分を除算した移転料が支給 

 ☐ 確認できない。 
Ⅶ 領収書等の有無 
 ☒ 引っ越しに要した費用を証明するレシート又は領収書等がある。 
 ☐ 領収証等がない。 
Ⅷ 見積書と領収書の金額の一致の有無      【Ⅰで「引っ越し業者」を選択した場合のみ。】 
 ☒ 一致している。 
 ☐ 一致していない。  ⇒ 見積書の修正又は領収書に差額の内訳等を記載するなど差額が分かる資料を提出 
Ⅸ 移転料請求に必要な書類（見積書、領収書等）の有無 
 ☒ 必要な書類は全て揃っている。 
 ☐ 必要な書類は一部揃っている。 
Ⅹ 赴任等に伴う引っ越しの今後の予定（扶養親族のみの引っ越しも含む。） 
 ☐ 今後、赴任等に伴う引っ越しの予定はない。（今回の請求のみ。１回） 
 ☒ 今後、赴任等に伴う引っ越しの予定はある。（２回以上｡扶養親族のみも含む｡） 
   ☒２回（時期： ●月頃） ☐３回（時期：   月頃） ☐３回以上（時期：   月頃） 





記入例①：借家は直ちに入居可能であるが、荷物が届かなかったため、ホテルに宿泊した場合

令和 ３０ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ３０ 年 ４ 月 ５ 日 （　４泊）

住　　 所：広島県呉市〇〇

ホテル名：〇〇ホテル

　入居予定の賃貸住宅は、直ちに入居可能であるが、発送した

荷物の到着が４月５日以降であるため、上記の期間、〇〇ホテルに

宿泊したものである。

上記のとおり宿泊したことを申し立てます。

住　 所： 広島県呉市青山町〇〇

氏名㊞： 海　尾　　守　　㊞

上記のとおり宿泊したことを証明します。

　

住　 所： 広島県呉市〇〇

氏名㊞： 〇〇ホテル　㊞

宿舎番号

上記のとおり証明します。

課名・役職名：

官職・氏名㊞：

宿　　泊　　申　　立　　書

直ちに国設宿舎又は自宅に入れなかった理由 荷物未着のため

宿泊期間（泊数）

宿　　泊　　者
　本人：海尾　　守　　

　家族：海尾　舞子（妻）　　海尾　守男（長男）　　海尾　麗子（長女）

宿　泊　場　所

宿　泊　理　由

令和３０年　４ 月　６ 日

令和３０年　４ 月　６ 日

入居可能日 令和　　　年　　　月　　　日

令和　　年　　　月　　　日

宿泊した全員の氏名、続柄を記入する。

荷物状況証明書と引越し荷物の領収書もあ
わせて提出する。

氏名は自筆

ホテルの領収書を添付する。

領収書で宿泊日が分からない時は

宿泊先で証明してもらう。





記入例①：領収書等で証明できる場合

〈領収書等で証明できる場合〉

荷物発送年月日 令和 ３０ 年 ４ 月 １ 日 （午前・午後）

荷物到着年月日 令和 ３０ 年 ４ 月 ５ 日 （午前・午後）

運　送　方　法 トラック　コンテナ　宅急便　小荷物扱　その他（　　　　　　　）

上記のとおり申し立てます。

　 令和 ３０ 年 ４ 月 ６ 日

住　 所： 広島県呉市青山町〇〇

氏名㊞： 海　尾　　守　　㊞

〈領収書等で証明できない場合〉

「荷物発送・到着が同一業者で証明できる場合」

荷物発送年月日 令和 年 月 日 （午前・午後）

荷物到着年月日 令和 年 月 日 （午前・午後）

上記のとおり証明します。

令和 年 月 日

会社名：

氏名㊞：

「荷物発送・到着が同一業者で証明できない場合」

荷物発送年月日 令和 年 月 日 （午前・午後）

上記のとおり証明します。
令和 年 月 日

会社名：
氏名㊞：

荷物到着年月日 令和 年 月 日 （午前・午後）

上記のとおり証明します。

令和 年 月 日

会社名：
氏名㊞：

荷　物　状　況　証　明　書

運 送 業 者 名
○○運輸㈱　○○支店　担当：△　△　△　△

℡：０９５６－×××－××××

領収書に発送年月日、到着年月日が明
確に記されている場合のみ。

氏名は自筆



記入例②：領収書等で証明できない場合（発送、到着が同一業者の時）

〈領収書等で証明できる場合〉

荷物発送年月日 令和 ３０ 年 ４ 月 １ 日 （午前・午後）

荷物到着年月日 令和 ３０ 年 ４ 月 ５ 日 （午前・午後）

運　送　方　法 トラック　コンテナ　宅急便　小荷物扱　その他（　　　　　　　　）

上記のとおり申し立てます。

　 令和 年 ４ 月 ６ 日

住　 所： 広島県呉市青山町〇〇

氏名㊞： 海　尾　　守　　㊞

〈領収書等で証明できない場合〉

「荷物発送・到着が同一業者で証明できる場合」

荷物発送年月日 令和 ３０ 年 ４ 月 １ 日 （午前・午後）

荷物到着年月日 令和 ３０ 年 ４ 月 ５ 日 （午前・午後）

上記のとおり証明します。

令和 ３０ 年 ４ 月 ５ 日

会社名： ○○運輸㈱　○○支店

氏名㊞： △　△　△　△　㊞

「荷物発送・到着が同一業者で証明できない場合」

荷物発送年月日 令和 年 月 日 （午前・午後）

上記のとおり証明します。

令和 年 月 日

会社名：

氏名㊞：

荷物到着年月日 令和 年 月 日 （午前・午後）

上記のとおり証明します。

令和 年 月 日

会社名：

氏名㊞：

荷　物　状　況　証　明　書

運 送 業 者 名
○○運輸㈱　○○支店　担当：△　△　△　△

℡：０９５６－×××－××××

業者に証明してもらう。

氏名は自筆
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