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コロナ感染症拡大防止のために
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宿舎以外の人は、入館時に管理人室で
検温と入館表の記入が必要です。

それ以外の友人や元寮生は立ち入り禁止です。
違反したときは警告カードを発行します。

荷物を片付ける・運ぶために入館できる人

 家族１名
 同じ宿舎内の友人１名

または
 引っ越し業者のみ



1. 退寮の手順
2. 役所の手順
3. その他
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1. 退寮の手順

ａ．退寮の流れ
ｂ．退去届
ｃ．退去時チェックリスト
ｄ．ルームチェック
ｅ．退寮月のガスの閉栓と料金の支払い

（桑の木S棟、福居宿舎）
ｆ．ゴミ捨て
ｇ．郵便物の転送
ｈ．退寮月の寮費の支払い
ｉ．退寮日当日
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１月１５日
（第１回）

１月１９日
（第２回）

※第１回
欠席者対象

２月１日頃 ２月１５日

退去書類
提出期限

３月１日頃 ３月８日頃 ３月１２日頃 ３月１３日

ルーム
チェック

３月１５日

退寮日

退去書類一式
受け取り
（メールボックス
に投函される）

退寮オリエンテー
ション
参加必須
新アパート探し
帰国チケット手配

退去届提出
（日時変更不可）
退寮日の１ヶ月前
までに

退去時チェックリ
スト提出
退寮日の１ヶ月前
までに

ガス閉栓日決定
※退去時チェック
リストに記入

書類提出締切
2月15日
厳守！

なるべく、ルームチェックまでに引っ越し
を完了できるよう、物件探しは早めに開始
しましょう。

例．ルームチェック ３月１３日、退寮日 ３月１５日の場合

1. 退寮の手順ａ．退寮の流れ

２回のうちいずれか１回は
必ず参加しなくてはなりません。
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１月１５日
（第１回）

１月１９日
（第２回）

※第１回
欠席者対象

２月１日頃 ２月１５日

退去書類
提出期限

３月１日頃 ３月８日頃 ３月１２日
頃

３月１３日

ルーム
チェック

３月１５日

退寮日

退寮準備
部屋の清掃

寮費の支払い
（退寮日１週間前
に請求書が届く）

転送届
（郵便局で手続
き）
ルームチェック
（日時変更可）

ガス閉栓
※桑の木・福居宿
舎のみ
※当日の変更は不
可
退寮日当日
（延長不可）

鍵の返却
（管理人または
自分のメールボッ
クス）

ルームチェックまで
に荷物整理・搬出・
清掃を済ませておき
ましょう。

管理人に現金で
支払います。
おつりがいらな
いように持って
来てください。

退寮日１週間前に、メールボックスに
請求書が投函されます。

ガス閉栓時、立ち会いが必要です。ガス会社スタッフに
現金でガス代を支払います。（おつりが出ます）

退寮日当日の夜は宿舎に泊まることはできません。
3月16日の朝に新居の鍵を受け取るということが
ないように、不動産屋さんに確認してください。

みなさんが指定した日時に、部屋で待っていてください。
管理人が部屋を訪問し、チェックを行います。

支払い期限：
ルームチェック前日

新居の住所が決まり次第、郵便局の窓口で
「転送届」の手続きをします。1年間、無料で
旧住所宛の郵便物を新住所に転送してくれる
サービスです。 登録までに3～7営業日かかります。

1. 退寮の手順ａ．退寮の流れ
例．ルームチェック ３月１３日、退寮日 ３月１５日の場合

6



退寮日の１ヶ月前まで
に管理人に提出する。

提出後、退寮日の変更はできません。
←退寮理由も忘れずに記入してください。
←退寮後の連絡先は e-mailアドレスを記入

してください。

1. 退寮の手順

ｂ．退去届

2

退寮日を決める。1
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入居許可期限 3月15日より
１ヶ月以上前に退寮予定の人

違約金: 寄宿料１ヶ月分

注意

ただし、月の途中でも 2月（1ヶ月分）の
寄宿料は支払わなくてはいけません。

1. 退寮の手順
ｂ．退去届

例. 2月14日に退寮したい！

退寮日の１ヶ月前（1月14日）までに退去
届を提出しなかったら・・・
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「退去時チェックリスト」とは？

c. 退去時チェックリスト 1. 退寮の手順

 みなさんがルームチェックの日時を指定
する用紙です。

 ガス閉栓日時も指定します。
（桑の木Ｓ棟および福居宿舎の寮生のみ）

 「退去届」提出時に、管理人といっしょ
に日時を決めます。

 管理人がどこをチェックするか、事前に
知ることができます。
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ｄ．ルームチェック
1. 退寮の手順

「ルームチェック」とは？

 みなさんが「退去時チェックリス
ト」で指定した日時に、管理人が
部屋を訪問します。

 みなさんの立ち会いが必要です。

 清掃ができているか、備品が壊れて
いないかをチェックする作業です。

 掃除道具（掃除機、洗剤など）は
管理人室で借りることもできます。

 掃除が不十分なところは再清掃しな
ければなりません。

↑ 入居時と同じ状態にしてください。
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帰国する人は、清掃を済ませ、
荷物を１か所にまとめた状態で
ルームチェックを受けてください。

ｄ．ルームチェック
1. 退寮の手順

帰国する人は？
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 指定の日時に片付けが
終わっていない。

 物が散乱している。

 清掃ができていない。

1. 退寮の手順

ｄ．ルームチェック（居室）

悪い例

ごみは早めに捨てて
おきましょう。

私物を置いて去ることは
できません。

ルームチェック
ができないわ…
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1. 退寮の手順

ｄ．ルームチェック（冷蔵庫）

悪い例

 中が空っぽになっていない。

 中の汚れが残っている。

←中の汚れもきれ
いに拭き取ってく
ださい。
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ｄ．ルームチェック（トイレ）
1. 退寮の手順

 便器の中を掃除していない。

状態があまりにもひどい時は、
清掃費25,000円を支払わなけれ
ばなりません。

注意

悪い例
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1. 退寮の手順

ｄ．ルームチェック（シェアハウス）

 指定の日時に片付けが終わっ
ていない。

 物が散乱している。

 清掃ができていない。

ルームチェック
ができないわ…

悪い例
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1. 退寮の手順

ｄ．ルームチェック（シェアハウス）

 私の物ではない！
私が汚したわけではない！
私は使っていない！
という理由で共用部の掃除を
しない。

 私が先に退寮し、ユニット
メイトはまだ暮らしている
という理由で共用部の掃除を
しない。

悪い例
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1. 退寮の手順

ｄ．ルームチェック（シェアハウス）

個室だけでなく、自分が使っていた所は
すべて一人一人の清掃範囲です。注意
 ベランダ

 共用部
・キッチン・排水口 ・冷蔵庫
・ゴミ箱 ・電子レンジ
・トイレ ・洗濯機 ・エアコン
・洗面台 ・シャワー室
・椅子とテーブル ・カーテン など
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カーテンは洗濯してください。

 シェアハウスは、個室だけでなく、
共用部のカーテンも洗濯が必要です。

 シェアメイトと相談して役割を分担し
ましょう。

 乾燥機にはかけないでください。
カーテンが縮んでしまいます。

 元通りに吊るして干しましょう。

ｄ．ルームチェック（カーテン）
1. 退寮の手順

シェアハウスの人
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ｅ．退寮月のガス閉栓と料金の支払い

 退寮前にガスを止めます。（閉栓）

 ルームチェックの日時を決める時に
ガス閉栓日時も決めます。

 ガス会社のスタッフが、指定された
日時に各部屋を訪問します。

 ガスを止める時間帯は必ず部屋にい
てください。

1. 退寮の手順

桑の木S棟の人

福居宿舎の寮生には、管理人が個別
に詳しく説明します。
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 退寮する前月分のガス料金は、
「使用量のお知らせ」のみメール
ボックスに届き、振込用紙は届き
ません。

 ガス閉栓時に、ガス会社スタッフ
が最終検針を行います。

 前月分＋ガス閉栓時までの料金を
ガス会社のスタッフに現金で支払
います。おつりが出ます。

ｅ．退寮月のガス閉栓と料金の支払い
1. 退寮の手順

桑の木S棟の人
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 ガスを閉栓すると、シャワーか
らお湯が出なくなります。

 閉栓日を決めるときは気を付け
ましょう。

 個人差はありますが、退寮月の
ガス代は、約２か月分を現金で
まとめて支払わなければなりま
せん。

 お金は、余裕をもって準備して
おきましょう。

ｅ．退寮月のガス閉栓と料金の支払い
1. 退寮の手順

桑の木S棟の人

注意
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月曜日～金曜日
10：00 ～ 18：00

土曜日と日曜日
11：00 ～ 16：00

1. 退寮の手順

ｆ．ゴミ捨て
桑の木・シェアハウスを退寮する人

 退寮する寮生に限り、退寮日の2週間
前から何曜日でもゴミを捨てること
ができます。

 ゴミは分別しましょう。桑の木宿舎の管理人が
いる時間帯に持ってき
てください。

ゴミを捨てられる時間帯
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 岡山市から便利なアプリが提供されて
います。

 ゴミの分別に迷ったときは「ごみ分別
アプリ」で検索するか、管理人に聞い
てください。

ｆ．ゴミ捨て
1. 退寮の手順

「ごみ分別アプリ」
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 退寮するシェアハウスの寮生は、
退寮日の２週間前からゴミを捨てら
れますが、捨てられるのは自分のゴ
ミだけです。

 部屋全員（シェアメイト）分のゴミ
は捨てられません。

 退寮しないシェアメイトのゴミは、
通常のゴミ捨てルールに従ってくだ
さい。

 部屋全員分のゴミを捨てにきた場合
は持って帰らなければいけません。

1. 退寮の手順

ｆ．ゴミ捨て
シェアハウスの人
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 布団を捨てる場合は、ルームチェッ
ク時に管理人に依頼してください。

 管理人から、部屋番号が書かれた
金色のシールを渡します。

 布団の見やすいところに貼って、
管理人室に持ってきてください。

※シールがない布団は処分できません。

N105枕は、
もえるゴミへ

1. 退寮の手順

ｆ．ゴミ捨て
布団を捨てるには？

毛布・布団カバ
ーは、古布へ
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 自転車店に持ち込む。
 回収業者に依頼する。
 粗大ごみとして処分する。
 友達に譲る。

※ 譲る人・もらう人両方による
防犯登録変更の手続きが必要です。

ｆ．ゴミ捨て
1. 退寮の手順

自転車を処分する方法は？

宿舎に置き去りに
しないで・・・
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 「粗大ごみ戸別収集手数料」で手数料
を確認してください。

 粗大ごみ処理券（有料）が必要です。
コンビニで買うことができます。

 「粗大ごみ受付センター」に電話で
申し込みます。（日本語のみ）

 「粗大ごみネット受付」は、過去に
戸別収集を利用したことがあること
が要件となっています。

ｆ．ゴミ捨て
1. 退寮の手順

粗大ごみを出すには？

粗大ごみの出し方｜岡山市
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 郵便局には、旧住所あての郵便物を
新住所に一年間無料で転送してくれる
便利なサービスがあります。

 日本に残る人は、引っ越し先が決まり
次第、最寄りの郵便局窓口へ行き、
「転送届」を提出してください。

※郵便局のウェブサイトでも手続きが
できます。（ＩＤ登録が必要です。）

海外へ転送はできません。

ｇ．郵便物の転送
1. 退寮の手順

新居に郵便物を転送するには？

手続きに必要なもの：
本人確認ができる、住所が
記載された身分証明書
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 請求書は、ルームチェックの１週間
前にメールボックスに届きます。

 ルームチェックの前日までに現金で
管理人に支払ってください。

 おつりがいらないように持って来て
ください。

ｈ．退寮月の寮費の支払い
1. 退寮の手順

退寮月の寮費は？

桑の木S棟・福居宿舎の人

ガス代は、閉栓時にガス会社スタッフに
直接支払います。
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 シェアハウスの光熱水道代は、
入居日数が退寮月の半分以下の場合
は半額です。

（30日以上の月は15日以内が半額）

 寄宿料が半額になるのは、3月に退寮
する場合に限ります。

ｈ．退寮月の寮費の支払い
1. 退寮の手順

シェアハウスの人
注意
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ｉ．退寮日当日
1. 退寮の手順

 退寮日は、入居した時のように何も
ない状態にして退寮してください。

 私物やごみを残していった場合は、
戻ってきて自分で処分しなければ
なりません。

 戻って来られない場合は、指導教員
に報告します。

 奨学金の選考時の受給順位も下がり
ます。

注意

↑ 入居時と同じ状態にしてください。
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 メールボックスに自分宛ての郵便物
が残っていないか確認してください。

 退寮後、メールボックスに郵便物が
残っていた場合は、不要物とみなし
処分します。

 退寮後に届いた郵便物は、すべて配
達員に返却します。

 寮に届かないように、郵便局で「転
送届」の手続きをしておきましょう。

ｉ．退寮日当日
1. 退寮の手順

メールボックス
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 部屋の鍵とカードキーは管理人に返却
してください。

 管理人不在時に退寮する場合は、自分
の部屋番号のメールボックスに入れて
退去してください。

 鍵をなくしたり、返却しなかった場合
は鍵の代金を支払わなければいけませ
ん。

ｉ．退寮日当日
1. 退寮の手順

鍵の返却
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2. 市役所への届け出、解約、住所変更

ｊ．市役所で行う手続きの流れ
ｋ．市役所の手続きに持っていくもの
ｌ．住民異動届
ｍ．国民健康保険・国民年金
ｎ．生協・学生保険
ｏ．銀行口座
ｐ．携帯電話とポケットWi-Fi
ｑ．学生証・在留カード
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ｊ．市役所で行う手続きの流れ

出国日が決まった日

３月１５日

退寮日

３月１６日

出国

３月３０日

引っ越し後１４日

住民異動届

国民健康保険・国民年金
（解約/住所変更）

生協・学生保険
（加入者のみ）
（退会/住所変更）

銀行口座
（解約/住所変更）

携帯/ ポケットWi-Fi
（解約/住所変更）

学生証
在留カード

日本に残る人は、
住所変更手続き

を
早めに行いまし

ょう。

帰国する人は、
出国日が決ま

り次第、
退寮日までに
市役所で手続
きをしましょ

う。

奨学金の
入金や

支払いの
精算後に
解約しま
しょう。

退会日から保険
が無効になるの

で注意！

日本に残る人は、
引っ越し後14日以内

に
市役所で手続きをしま

しょう。

学生証は、学部・研究科
によっては返却が求めら
れます。

2. 役所への届け出、解約、住所変更

例．退寮日 ３月１５日、出国日 ３月１６日の場合

帰国する人

日本に残る人
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① パスポート
② 在留カード
③ 国民健康保険証
④ 国民年金手帳（国民年金加入者のみ）
⑤ 帰りの航空券（あれば）
⑥ 支払い証明書/レシート（あれば）

2. 役所への届け出、解約、住所変更

ｋ．市役所の手続きに持っていくもの
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帰国日が決まったら、帰国日を証明する
書類（航空券やＥ－チケット) を持って
市役所に届け出をしましょう。

2. 役所への届け出、解約、住所変更

ｌ．住民異動届

帰国する人
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2. 役所への届け出、解約、住所変更

ｌ．住民異動届

日本に住む人

39

 新しい住所が書かれた在留カードを
必ず国際部で提出してください。

 市役所に行って、住民異動届を提出
しましょう。在留カードの住所が変
更されます。



 市役所で住民異動届の手続きをした
あと、保険料を清算し、国民健康保
険証を返却してください。

2. 役所への届け出、解約、住所変更

ｍ．国民健康保険・国民年金
帰国する人

 最終月の保険料を現金で支払わなけ
ればならない場合があります。

 解約手続きを忘れると、帰国後も国
民健康保険料等が請求されることが
あります。

 国民年金に加入している場合は、
年金手帳を持って行き、解約しまし
ょう。

解約手続きを済ませても、出国日
まで保険は有効です。
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市役所で住民異動届を提出してください。
国民健康保険・国民年金は継続します。

2. 役所への届け出、解約、住所変更

日本に住む人

ｍ．国民健康保険・国民年金
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 帰国、卒業する加入者は、退会手続き
をしてください。

 ピーチユニオン１階の生協窓口ででき
ます。

 加入料が返金されます。

2. 役所への届け出、解約、住所変更

ｎ．生協・学生保険

退会した日から保険が効かなくなってし
まいます。
退会手続きをする日に注意しましょう。

加入者のみ
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 銀行の窓口で口座を解約してください。

 解約は、口座引き落としの支払いが済
み、奨学金や給与などを全て受け取っ
たあとに行います。

 在留期限が切れたあとは口座からお金
が引き出せません。帰国前に必ず解約
しましょう。

口座解約時に持って行くもの
① 通帳
② キャッシュカード
③ 在留カード
④ 印鑑（登録した人のみ）

2. 役所への届け出、解約、住所変更

ｏ．銀行口座
帰国する人

日本に住む人

 住所変更の手続きをしてください。
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 自己責任で携帯電話・ポケットWi-Fi
の解約をしてください。

 支払い手続きに時間がかかることが
あります。

 解約をせずに帰国してしまうと、宿
舎に督促状が送られ続け、重大な問
題になります。

ｐ．携帯電話とポケットWi-Fi
帰国する人

日本に住む人

2. 役所への届け出、解約、住所変更

 住所変更の手続きをしてください。
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学生証

 学部・研究科によっては
学生証の返却が求められます。

 学部・研究科に問い合わせてく
ださい。

ｑ．学生証・在留カード
2. 役所への届け出、解約、住所変更

在留カード

空港の出国審査で返却して
ください。

穴を開けた後、思い出のた
めに返してもらえます。
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ｒ．荷物を送る・集荷
ｓ．アパートへ引っ越す場合

3. その他
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 荷物を送るときは、集荷サービスを
使うと便利です。

 電話・インターネットで予約できま
す。
※管理人室の電話番号は使用しない
でください。

 重い荷物を空港まで届けてくれるサ
ービスもあります。

 ダンボールはスーパーでもらえます。

ｒ．荷物を送る・集荷
3. その他

集荷サービスヤマト運輸 日本郵便
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設備の破損や住人との間に問題が発生
したときは、管理会社や家主さんに
相談しましょう。

管理人

管理会社や家主さん

3. その他

ｓ．アパートへ引っ越す場合

①アパートに関する相談

今後は…
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 捨てる場所、曜日、時間を守りましょう。

 ゴミ袋は指定されている地域がほとんど
です。

 今までどおり、ゴミの分別をきちんとし
ましょう。

 ごみ捨てについてわからない場合は
管理会社や大家さんに聞きましょう。

3. その他

ｓ．アパートへ引っ越す場合

②ゴミの出し方
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 電気・ガス・水道を使うには手続き
が必要です。

 基本的には自分で手続きをしますが、
入居先の管理会社によっては、
代行してくれるところもあります。

3. その他

ｓ．アパートへ引っ越す場合

③光熱水道の手続き

岡山ガス

中国電力

岡山市水道局
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また会いましょう！
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