
事 務 連 絡  

令和４年（2022年）６月２４日  

 

 関係各課 御中 

市 町 課  

 

マイナンバーカードの出張申請受付等の周知について（依頼） 

 

マイナンバーカードについては、累次の閣議決定において、「令和４年度末までに、ほ

ぼ全国民に行き渡ることを目指す」との方針が示され、６月３０日から開始されるマイナ

ポイント第２弾をはじめ、全国において、マイナンバーカードの普及促進に向けた取組が

加速しているところです。 

そうした中、県内各市町においては、住民の皆様のマイナンバーカードの申請にあた

り、市町職員が、勤務先企業や団体等への訪問や、商業施設等に出向くことにより、一括

して申請受付を行う『出張申請受付』等を実施しています。また、県行政書士会において

も、総務省の委託事業により、行政書士がカードの交付申請書の作成などの申請をサポー

トするなど、マイナンバーカードの取得促進のための取組を実施されているところです。 

つきましては、下記取組の活用について、貴課の関係団体等に対し周知していただくと

ともに、マイナンバーカードの積極的な取得について呼びかけを行っていただきますよ

う、お願いします。 

 

記 

１ 企業等への出張申請受付について（カードは後日、郵送で受け取り） 

① 職場や学校、各種団体などが、マイナンバーカードの出張申請受付を希望される場合、

事前に申込みをすることにより、市町職員が指定の場所に出向いて、マイナンバーカ

ードの申請受付等を行います。 

② 受付時に本人確認を実施するため、申請者は役所に出向くことなく、後日、本人限定

郵便等により、カードを受け取ることができます。 

③ 出張申請受付の申込みについては、各市町において対象団体や実施日時などが定めら

れていますので、詳しくは、各市町のマイナンバーカード担当部署にご連絡ください。

（別紙１ 参照） 

 

 



２ 行政書士による企業等への出張申請サポート（カードは後日、役所で受け取り） 

① 様々な行政手続きに精通し、官公署への提出書類の作成を業とする行政書士が、マイ

ナンバーカードの交付申請書の作成などの申請サポートを実施しています。 

② 行政書士が企業や施設等を訪問して、マイナンバーカード取得のため代理でカード申

請手続を行うことができます。（無料で出張申請サポートを受けることができます） 

③ 病気、身体の障害等やむを得ない理由により、申請者が市町役所に出頭が困難である

と認められる場合においては、行政書士がカードを代理で受け取ることもできます。 

④ 詳しくは、山口県行政書士会にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

３ 商業施設やイベント会場等で出張申請受付イベントについて（カードは後日、郵送で 

受け取り） 

① 商業施設や公民館などで、別紙２により、マイナンバーカードの出張申請受付イベン

トが開催されますので、職員やその家族にご案内ください。 

② 別紙２の開催場所・日程等は、現時点の予定であり、また、市町によっては、本人確

認を後日行う出張申請サポート（カードは後日、役所で受け取り）のみの場合もござ

いますので、詳しくは、お住まいの市町のマイナンバーカード担当部署にご連絡くだ

さい。（別紙２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

山口県行政書士会 ０８３－９２４－５０５９ 

ホームページ https://yamagyo.com/ 

 

行政班 担当：刀根 

T E L：083-933-2307 F A X：083-933-2339 

E-mail：tone.takahiko@pref.yamaguchi.lg.jp 



〇企業等の出張申請受付 （別紙1）

市町名 対象団体 実施日時 条件 問合せ先等

下関市

〇市内の企業、団体、医療

機関、福祉施設、学校等で

あること。

〇実施日：随時（対象団体とは事前に１ヶ月前に日程調

整）

〇時間：平日の午前10時～午後4時まで（場所によって

は開催時間を変更する場合があり）

〇対象団体からの申込

〇概ね10人以上の申請が見込まれること

〇市が用意するスキャナー等の電源を会場で使用できること

〇申請人数に対応できる会場や机、椅子を準備できること

〇市の公用車の駐車場を準備できること

〇申請日当日に、申請者ご本人が来れること

担当：下関市マイナンバーカードセンター

電話：083-227-4178

宇部市

〇市内の企業、地域団体、

病院、福祉施設、学校等

〇実施日：随時（対象団体と日程調整）

〇時間：平日の午前９時～午後４時まで

〇市内の企業、地域団体、病院、福祉施設、学校等からの申込であること

〇市内に住民登録のある方５名以上の申請が見込まれること

○申請希望人数に対応できる会場、机、椅子を準備できること

○市の公用車の駐車場を準備できること

○出張先が個人宅でないこと

○申請から２か月以内に引っ越しの予定がないこと

〇出張申請当日、会場に来ることができること

担当：市民課　マイナンバーカード交付係

電話：0836-34-8264

URL:https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/todok

ede/bangou_card/1001628.html

山口市

〇市内に事業所を有する企

業

〇市内で活動する活動する

各種団体・グループ

〇実施日：随時（対象団体と日程調整）

〇時間：平日の午前１０時～午後３時まで

〇概ね10人以上の申請が見込まれること

〇会場手配、申請者の取りまとめ、関係書類の配布や広報周知が行えること

〇山口市に住民登録があること

〇申請日から２か月以内に山口市外に転出予定がないこと

〇申請者本人（15歳未満の方は法定代理人とともに）が会場に来ることができ

ること

担当：市民課

電話：083-934-2927

URL:https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/29/1032

75.html

萩市

〇市内に事務所を置く企

業、各種学校、福祉施設等

〇市内の地域団体等（自治

会・各種サークル）

〇実施日：随時（対象団体と日程調整）

〇時間：平日の午前９時30分～午後6時まで（土日は要

相談）

〇対象団体からの申込

〇申請希望者が５名以上（少人数は要相談）

〇会場の準備　など

担当：市民課戸籍登録係

電話：0838-25-3493

防府市

〇市内に事務所を置く企

業、各種学校、福祉施設等

〇市内の地域団体等（自治

会・各種サークル）

〇実施日時：平日の午前９時30分～午後３時まで（時間

外は要相談）

〇対象団体からの申込

〇申請希望者が５名以上

〇会場・備品・電源の準備　　等

担当：デジタル推進課マイナンバーカード普及室

電話：0835-25-2605

URL:https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/7/my

number-kigyousinnsei-05.html

下松市

〇市内に事務所を置く企業

〇市内の地域団体等

〇実施日：随時（対象団体と日程調整）

〇時間：平日の午前１０時～午後３時まで

〇対象団体からの申込

〇申請希望者が１０名以上

〇会場の準備　など

担当：市民課

電話：0833-45-1847
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〇企業等の出張申請受付 （別紙1）

市町名 対象団体 実施日時 条件 問合せ先等

岩国市

〇市内に事業所・事務所を

置く企業等

〇市内の地域団体等

〇実施日：対象団体と日程調整

〇時間：平日の午前10時～午後４時まで

〇申請希望者が概ね10人以上

〇会場の準備

〇出張先が個人宅でないこと

担当：市民課　管理班

電話：0827-29-5043

URL：https://www.city.iwakuni.lg.jp/

光　市

〇市内に事業所等を置く企

業、各種学校、福祉施設等

〇市内の地域団体等（自治

会・各種サークル等）

〇実施日：随時（対象団体と日程調整）

〇時間：平日の午前１０時～午後３時まで

※令和４年６月～令和５年２月までの期間

〇対象団体からの申込

〇申請希望者が５名以上

○光市に住民登録があること

○カードの交付申請をしていない

○申請日から２か月以内に転出予定がない

○申請者本人が会場に来ること

○本人確認書類の持参

〇会場・駐車場等の準備

担当：市民課 戸籍住民係

電話：0833-72-1421

URL:https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/3/shimin/kur

ashi/2/mynumber/2715.html

長門市

〇市内に事務所を置く企

業、各種学校、福祉施設等

〇市内の地域団体等（自治

会・各種サークル）

〇実施日：随時（対象団体と日程調整）

〇時間：平日の午前10時～午後４時まで

〇対象団体からの申込

〇申請希望者が10名以上

〇会場の準備

担当：総合窓口課 窓口班

電話：0837-23-1127

URL:https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/7/

37393.html

周南市

・市内に事業所・事務所を

置く企業等

・市内の地域団体等（自治

会、コミュニティ団体、各

種サークル活動団体）

平日午前１０時から午後４時までの間で調整（年末年始

除く）

〇対象団体からの申込

〇申請希望者が概ね１０名以上（市内在住者で初めて申請される方に限る）

〇市内で申請受付会場が準備でき、机、椅子、電源、駐車場が準備できること

〇申請希望者へ当日必要な書類の事前配布、案内等ができること

担当：市民課　異動届出・マイナンバー担当

電話：0834-22-8339

URL:https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/20/69954.h

tml

山陽小野田

市

(1)市内に事業所・事務所な

どを置く企業等

(2)市内に事務所を置く企

業、各種学校、福祉施設等

〇実施日：随時（対象団体と日程調整）

〇時間：平日の午前10時～午後３時まで

(1)市内の企業、団体であること

(2)市内に住民登録がある申請希望者が、５名以上いること

(3)申込企業等で会議室、机、いすなどの備品及び市が持ってくるタブレット端

末等の電源の確保ができること　等

担当：市民課

電話：0836-82-1140

URL:https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/

soshiki/11/syuttyousinnseisapo-tosa-bisu.html

阿武町

・町内に事務所を置く企

業、各種学校、福祉施設等

・町内の地域団体等（自治

会・各種サークル）

・実施日：随時（対象団体と日程調整）

・時間：平日の午前3時間以内または午後3時間以内のい

ずれか

・対象団体からの申込

・申込希望者が5名以上

・会場の準備

・対象者名簿（氏名・住所・生年月日・性別）の事前提出

（町外の方がいる場合は申請書準備の都合上事前相談必要）

担当：戸籍税務課

電話：08388-2-0500
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〇商業施設等での出張申請受付（９月末まで） （別紙2）

市町名 イベント情報 連絡先

下関市

【商業施設での出張申請】

9/3（土）、4（日）１０時～１６時　ゆめシティ

【公民館等での出張申請】

7/8（金）、9（土）１０時～１５時３０分　　勝山公民館

7/15（金）、16（土）１０時３０分～１５時３０分　菊川ふれあい会館アブニール

8/19（金）、20(土）１０時～１５時３０分　長府東公民館

担当：情報政策課

電話：083-231-1580

宇部市

【商業施設での出張申請】

8/21(日)　9時30分～15時　フジグラン宇部　グランモール1階特設会場

(12時～13時は除く。14時30分受付終了)

備考：予約不要

【出張申請支援窓口（市民センター等）】

6/27（月）、7/12（火）　二俣瀬ふれあいセンター

7/14（木）　東岐波ふれあいセンター

7/26（火）　船木ふれあいセンター

7/28（木）　小野ふれあいセンター

時間：全日9時40分～15時(12時～13時は除く。)

備考：予約制。定員に達し次第受付終了。

担当：市民課

電話：0836-34-8264

山口市

【商業施設】

8/27（土）～8/28（日）各日10時～15時　サンパークあじす

9/3（土）～9/4（日）　各日10時～15時　フジグラン山口

【地域交流センター】

7/25（月）10時～12時　仁保地域交流センター　14時～16時　宮野地域交流センター

7/27（水）10時～12時　小鯖地域交流センター　14時～16時　大歳地域交流センター

7/28（木）10時～12時　陶地域交流センター　　14時～16時　鋳銭司地域交流センター

7/29（金）10時～12時　吉敷地域交流センター

8/1（月）  10時～12時　大内地域交流センター

8/3（水）  10時～12時　平川地域交流センター

8/4（木)    10時～12時　名田島地域交流センター　14時～16時　二島地域交流センター

8/17（水）10時～12時　嘉川地域交流センター　　14時～16時　佐山地域交流センター

8/18（木）10時～12時　大海総合センター

8/19（金）10時～12時　生雲分館（阿東）　14時～16時　嘉年分館（阿東）

8/22（月）10時～12時　篠生分館（阿東）　14時～16時　地福分館（阿東）

8/24（水）10時～12時　島地分館（徳地）　14時～16時　串分館（徳地）

8/25（木）10時～12時　八坂分館（徳地）　14時～16時　柚野分館（徳地）

8/29（月）10時～12時　大殿地域交流センター　14時～16時　白石地域交流センター

8/31（水）10時～12時　湯田地域交流センター

9/12（月）10時～12時　小郡地域交流センター

9/14（水）10時～12時　秋穂地域交流センター　14時～16時　阿知須地域交流センター

9/15（木）10時～12時　徳地地域交流センター（徳地山村開発センター）

               14時～16時　阿東地域交流センター

担当：市民課

電話：083-934-2927



〇商業施設等での出張申請受付（９月末まで） （別紙2）

市町名 イベント情報 連絡先

防府市

【商業施設での出張申請】

7/9（土）  10時～15時　イオンタウン防府（期日前投票会場前）

7/17（日）10時～15時　イオン防府店

以降も月に１回（基本的には毎月第３土曜日の翌日の日曜日）に実施予定

【公民館での出張申請】

・７月　　　　　　　　　　　　　　・８月

7/7（木）　9～12時　西浦公民館　　8/4（木）   9～12時　西浦公民館

7/8（金）　9～12時　大道公民館　　8/5（金）   9～12時　向島公民館

7/13（水） 9～12時　華城公民館　　8/10（水）  9～12時　華城公民館

7/14（木） 9～12時　向島公民館      8/12（金）  9～12時　大道公民館

7/21（木） 9～12時　中関公民館　　8/22（月）  9～12時　牟礼公民館

7/22（金） 9～12時　富海公民館　　8/25（木）  9～12時　中関公民館

7/26（火） 9～12時　小野公民館　　8/26（金）  9～12時　富海公民館

7/27（水） 9～12時　牟礼公民館　　8/30（火）  9～12時　小野公民館

7/29（金） 9～12時　右田公民館　　8/31（水）  9～12時　右田公民館

担当：デジタル推進課

マイナンバーカード普及室

電話：0835-25-2605

下松市

【商業施設での出張申請】

9/3（土）10時～15時　ゆめタウン下松内  １階海の広場

9/6（火）10時～15時　サンリブ下松１階　中央広場

担当：市民課

電話：0833-45-1847

岩国市

【商業施設での出張申請サポート】

7/17(日)、7/18日(月祝) 　10：00～17：00　中央フード川下店、平田店

7/23（土)、7/24(日)　10：00～17：00  フジグラン岩国、ゆめタウン南岩国

7/30（土)、7/31(日)　10：00～17：00  フジグラン岩国、ゆめタウン南岩国

担当：市民課

電話：0827-29-5043

長門市

【商業施設での出張申請】

9/3（土）　10時～16時　フジ長門店

担当：総合窓口課

電話：0837-23-1127

美祢市

【商業施設での出張申請】

6/24（金）14時～18時 サイサイみとう

7/8（金）14時～18時 ザ・ビッグ 美祢店

7/16（土）14時～18時 ウエスタまるき 美祢店

7/24（日）10時～14時 サンマート 美祢店

7/30（土）14時～18時 サイサイみとう

8/6（土）14時～18時 ザ・ビッグ 美祢店

8/21（日）10時～14時 ウエスタまるき 美祢店

8/27（土）14時～18時 サンマート 美祢店

9/2（金）14時～18時 サイサイみとう

9/11（日）10時～14時 ザ・ビッグ 美祢店

9/16（金）14時～18時 ウエスタまるき 美祢店

9/22（木）14時～18時 サンマート 美祢店

9/25（日）10時～14時 サイサイみとう

担当：デジタル推進課

電話：0837-52-1311



〇商業施設等での出張申請受付（９月末まで） （別紙2）

市町名 イベント情報 連絡先

山陽小野田市

【商業施設での出張申請サポート】

7/14(木)、7/28日(木) 　9時～12時　アルク小野田店

7/19(火)、8/2(火)　9時～12時  マックスバリュ厚狭店

7/22(金)、8/2(金)　9時～12時  マルキュウ厚狭店

【地域交流センター等での出張申請】

6/29(水)　13:30～16:00　本山地域交流センター

7/6(水)　13:30～16:00　須恵地域交流センター

7/13(水)13:30～16:00　高泊地域交流センター

7/20(水)　13:30～16:00　有帆地域交流センター

7/27(水)　13:30～16:00　出合地域交流センター

8/3(水)　13:30～16:00　厚陽地域交流センター

8/10(水)　13:30～16:00　津布田会館

担当：市民課

電話：0836-82-1140

和木町

【期日前投票所での申請サポート】

7/7(木)、7/8(金)　17時15分～19時

7/9（土)　9時～19時

和木町役場議会棟　　相談室

担当：住民サービス課

電話：0827-52-2194

田布施町

【マイナポイント申請支援特設ブースの設置】

令和4年7月～8月　8:30～17:15　　田布施町役場

担当：町民福祉課

電話：0820-52-5811



マイナンバーカード
こんなとき、あってよかった！

マイナンバーPRキャラクター マイナちゃん

令和３年６月改訂

スマートフォン

マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカード 郵便

❶ スマホで顔写真を撮影

❷ スマホで交付申請書の
     QRコードを読み取る

❸ 申請用WEBサイトで
     メールアドレスを登録

❹ 申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、
　  顔写真を登録、必要事項を入力して申請完了

❶

❷

マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問合せ
マイナンバー総合
フリーダイヤル 0120-95-0178

マ ナンイ バー

平　日 : 9 時 30 分～ 20 時 00 分
土日祝 : 9 時 30 分～ 17 時 30 分

https://www.kojinbango-
card.go.jp/kofushinse/

マイナンバーカードの
申請方法はこちら

交付申請書をお持ちの方は、以下4つの方法から申請できます！

交付申請書をお持ちでない方は、

紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用
停止については 24 時間 365 日受付

パソコン
カメラで
顔写真を撮影

❶

❷ 申請用WEB
サイトでメール
アドレスを登録

❸ 申請者専用
WEBサイトの
URLが届いたら、
顔写真を登録、
必要事項を入力
して申請完了

証明用
写真機

タッチパネルから
「個人番号カード申請」
を選択

❶

証明写真

❷ 撮影用の料金を投入
して、交付申請書の
QRコードを
バーコードリーダー
にかざす

❸ 画面の案内に
したがって、
必要事項を入力

❹ 画 面 の 案 内 にした
がって、顔写真を撮
影して送信し、申請
完了

半分以上の人が
オンラインからの
申請なんだって！

カードの仕上がりが
早いスマホでの

申請がおすすめ！

郵 便POST

交付申請書に
必要事項を記入し、
６か月以内に
撮影した顔写真を
貼り付けて郵送し、
申請完了

❶

年末年始
を除く

専用サイトから手書き用の交付申請書と封筒をダウンロードすれば、
郵便で申請ができます！プリントアウトしてご利用ください。
※手書き用の交付申請書には、顔写真の貼付とマイナンバーの記入が
　必要です。
市区町村の窓口でも、交付申請書を再発行しています。
本人確認書類（運転免許証、パスポート等）を持参の上、お住まいの
市区町村へ行きましょう。

交付申請書

マイナンバーカードは
安全です！

なりすましはできません
顔写真入りのため、対面での悪用は困難です。

紛失・盗難の場合は、
24時間365日体制で一時利用停止可能
アプリ毎に暗証番号を設定し、
一定回数間違うと機能ロック
不正に情報を読み出そうとすると、
ICチップが壊れる仕組み

万全の
セキュリティ

対策

マイナンバーを見られても個人情報は
盗まれません

マイナンバーを利用するには、
顔写真付き本人確認書類などでの
本人確認があるため、悪用は困難です。

オンラインの利用には電子証明書を使います
マイナンバーは使いません

ICチップ部分には、税や年金などの個人情報は記載されません。
健康保険証として利用する場合でも、特定健診情報や薬剤情報
などがICチップに入ることはありません。

プライバシー性の高い個人情報は入って
いません

他人が
悪用できない
ようになって
いるんだね！

お
も
て

う
ら

QRコードは（株）デンソーウェーブ
の登録商標です。

※



・ライブ会場の入場、携帯電話の
　契約、会員登録などに使える！
・旧姓（旧氏）の併記ができる！
・行政手続などでマイナンバーの
  提示を求められたときに、
  １枚で済む！

本人確認書類
になる!

1

メリットいっぱい！マイナンバーカード

市区町村窓口に行けないときも
近くのコンビニで住民票の写しや
課税証明書などが取得できる！

コンビニで
各種証明書が
取得できる!

2

※市区町村によってサービスが異なります。
※毎日6:30～23:00。

・対応する医療機関・薬局は、順次拡大！
・あなたの同意のもと、医師と服薬履歴   
　などが共有でき、より良い医療が可能に！

健康保険証
としても使える!

3

「マイナポータル」で
暮らしがもっと
ベンリに!

6

マイナポータルを使えば…
・行政機関などが持つあなたの情報を確認できる！
・行政機関などからのお知らせを受け取れる！
さらに、これからは！
・今後、あなたの特定健診情報※1、薬剤情報、医療費
　通知情報※2が確認できるようになる！
・確定申告の医療費控除※３がカンタンに！

※１…2021年10月までに順次閲覧できるようになります。
　　　なお、保険者により開始時期が異なります。
※２…薬剤情報は2021年10月（予定）から。
　　　医療費通知情報は2021年11月（予定）から。
※３…2021年分所得税の確定申告（予定）から、
　　　マイナポータルを通じて2021年9月分以降の
　　　医療費通知情報が自動入力できるように
　　　なります。

・オンラインでの住宅ローン 
 契約や証券口座開設などに
 使える！書類郵送などの
 手間がかからない！
・職員証としての利用も！

民間のサービス
でも使える!

5

・子育てなどに関する手続も
  オンラインで！ワンストップで！
   ※市区町村によってサービスが異なります。

・マイナンバーカードを使って、
  e-Taxがもっとベンリに！

オンラインで
行政手続!

4

ますますベンリに！
マイナンバーカード！
スマホにカード機能が搭載！

※2022年度中（予定）
運転免許証と一体化！
※2024年度末（予定）

マイナンバーカード読取対応機種も拡大中！

・手続きをしなくても、限度額を超える
　自己負担の支払いが不要に！

2021年10月までに本格運用が
開始されます。それまでは健康
保険証の持参もお願いします。

※






