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【１. マイナンバー制度とは】

１. マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、国内の全住民にお知らせするマイナンバーを活用して、公平公
正な社会を実現するための仕組みとして導入されたものです。

マイナンバーとは
全住民に通知される 12 桁の番号をマイナンバーといいます。
マイナンバーは生涯ずっと使うものです。
不正に使われるおそれがある場合を除いて、変更されません。

マイナンバーでできること
手続がより便利に
社会保障・税・災害に関する手続きをするときに、区民の皆さんにご用意いただく書
類が減って、 手続きがより簡単・便利になります。
公平・公正な社会の実現
所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなることで、負担を不当に免れたり、
給付を不正に受けたりすることを防止します。さらに、本当に困っている人にきめ細
かな支援を行えるようになります。
業務がよりスピーディーに
行政機関で、個人情報の照合等に使っていた時間が
大幅に減り、業務が正確でより速くなります。

マイナンバーカード申請やマイナポイント申請のお手伝いをしています
各総合支所のブースにて、カード申請やマイナポイントの登録などのお手伝いをしています。

▶ 対応内容

「マイナンバーカード申請のサポート」、「写真撮影」、
「マイナポイント申込等のサポート」、「保険証利用・公金受取口座登録のサポート」

▶ 対応時間

平日

午前 9 時から午後 5 時まで ※水曜は午後 7 時まで
【→各総合支所（台場を除く）の詳細は 14 ページ】
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【２. こんな手続きでマイナンバーが必要です】

２. こんな手続きでマイナンバーが必要です
区でマイナンバーが必要な手続き
引越しや婚姻等で氏名、住所等に変更がある場合は⼿続きが必要です。

必要となる⼿続き

窓口

住民票の転入届、転居届など

各総合支所区民課窓口

どんなときに使うの？
社会保障・税・災害対策などの、法令で定められた手続で、
国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金、医療保険者に利用が限定されています。
書類に、ご自身や、必要に応じて家族のマイナンバーを記入します。
例えば次の図のような場面で使います。それ以外では、大切な番号ですので秘密にしてください。
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【２. こんな手続きでマイナンバーが必要です】

マイナンバーを提供するときに必要となる書類

など

A．マイナンバーが確認できる書類
あなたのマイナンバーを確認する書類です。次のいずれか 1 点が必要です。
1.マイナンバーカード
2.通知カード
3.マイナンバーの記載がある住民票
（住民票と記載事項が

（又は住民票記載事項証明書）

一致する場合のみ）

マイナンバーカードなら

B．本人確認書類

1 枚で OK！

１． 1 点確認（顔写真のある公的機関発行のもの）で良いもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など
２． 2 点確認が必要なもの
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証、社員証、資格証明書 など
※ 提示する時に有効期間内で、「氏名と生年月日」または「氏名と住所」の記載があるものに限ります。
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【３. マイナンバーカードとは】

３. マイナンバーカードとは
有効期限

マイナンバーカードは申込みをした人だけが持つことができる写真入りのカードで、このカード
1 枚でマイナンバーの提示と本人確認ができます。 また、オンラインでの行政手続に使えたり、
コンビニで住民票の写しなどの証明書を取ることができる便利なカードです。

① 4 情報（氏名、住所、生年月日、性別）が記載されています。
４情報の変更（婚姻や引越しなど）があると③④などの更新手続きが必要になります。
② マイナンバーカードの有効期限 （カード発行日から１０回目の誕生日）
※18 歳未満（カード発行日時点）は 5 回目の誕生日
更新は有効期限３か月前の翌日から、有効期限満了日まで可能。（期限を過ぎると失効します）
カード更新には、新たに写真を添えて申請の手続きが必要です。
③ 電子証明書の有効期限 （カード発行日から 5 回目の誕生日、または①に変更があった日まで）
国の受託機関である J-LIS（地方公共団体情報システム機構）から郵送で更新のお知らせが届きます。

更新は有効期限３か月前の翌日から可能です。【→パスワード・暗証番号の詳細は 8 ページへ】
④ 住所等変更の際の記載欄 （ご自身で記載するとカードが無効になります。）
⑤ 臓器提供意思確認欄 （内容確認のうえ、必要があれば署名してください。）
⑥ マイナンバー （１２ケタの数字）
⑦ IC チップ （氏名など、カードに記載されている情報だけ記録されています。）

専用カードケースに入れておくと…

性別、臓器提供意思確認欄、マイナンバーが隠れて見えなくなります！
※ 専用カードケースは各総合支所区民課窓口で無料配布しています。

4 / 14

【４. マイナンバーカードのここが知りたい！】

４. マイナンバーカードのここが知りたい！

港区から転出した場合は？ 国外転出する場合は？
マイナンバーカードは引越し先の自治体でも引き続き利用できます。
住所変更と電子証明書の更新手続きが必要になりますので、転入手続きのときにマイナンバーカー
ドを提示してください。
国外へ転出する場合、マイナンバーカードは失効しますが、帰国後・再発行手続きが完了するまで、
必ず保管してください。新しいカードを受け取るときに古いカードが必要になります。
区内で住所変更や氏名変更があった場合は？
マイナンバーカード表面の記載内容の変更手続きと電子証明書の更新が必要です。
変更手続き時に本人または同一世帯の方がカードを持参して、最寄りの総合支所区民課窓口に
届け出をしてください。（ご自身で記載するとカードが無効になります）
※ 電子証明書の手続きは、原則本人のみ手続き可能です。
電子証明書の有効期限ってあるの？
有効期限は電子証明書の発行日から 5 回目の誕生日までです。
有効期間満了日の 3 か月前の翌日から更新手続きができます。手続きは本人がカードを持参し
て、最寄りの総合支所区民課窓口にお越しください。
カードの有効期限が近づいたら？
J-LIS（地方公共団体情報システム機構）から郵送で更新のお知らせが届きます。
有効期限３か月前の翌日から、有効期限満了日まで更新が可能です。（期限を過ぎると失効します）
新たに写真を添えてカード更新申請の手続きと、総合支所でのカード受け取りが必要です。
新しいカードを受け取るときに、古いカードを返却した場合は、カード更新料は無料です。
カードの再交付や更新をしたい場合は？
紛失・盗難等に伴うマイナンバーカードの再交付を希望する方には、最寄りの総合支所区民課窓口
にて申請書をお渡しします。

【→紛失・盗難の詳細は 6 ページ】

再発行手数料 1,000 円（カード代 800 円+電子証明書 200 円）が、かかります。
※天災その他、本人に責が無い場合は、再発行手数料は無料です。
※有効期限や記載面の満了、カードエラーで、古いカードを返却した場合は、再発行手数料は無料です。

外国人で在留期間の定めがある場合はどうなるの？
カードの有効期限は在留期間までとなります。在留期間に変更があった場合でも、自動更新されません。
マイナンバーカードと在留カードを持参して、最寄りの総合支所区民課窓口にお越しください。

※ カード発行日から１０回目（１８歳未満は 5 回目の誕生日）の誕生日は越えられません。
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有効期限

マイナンバーカードの「こんなときどうしたらいいの？」

【４. マイナンバーカードのここが知りたい！】

マイナンバーカードは本当に安全なの？
安心してください！ 最先端の安全対策

失くした時
紛失・盗難の場合は？
① マイナンバーカードの紛失や盗難にあった場合
下記のフリーダイヤルにご連絡ください。24 時間 365 日、カードの機能を一時停止できます。

連絡先：マイナンバー総合フリーダイヤル（J-LIS）

☎ 0120-95-0178

（音声案内の後に 2 を押してください）

② 警察に『遺失届』を提出してください。
③ カードが見つかった場合
見つかったマイナンバーカードと本人を確認できる書類（運転免許証、パスポート等）を持参して、
最寄りの総合支所区民課窓口で『一時停止解除の届』を提出してください。
④ カードが見つからず廃止にしたい場合
最寄りの総合支所区民課窓口で『廃止届』を提出してください。改めてカードを申請することもできます。

パスワード（暗証番号）はロックされるの？
なりすましを防止するため、署名用電子証明書（パスワード）の場合は 5 回、利用者証明用電子証明
書（暗証番号）の場合は 3 回、連続して間違えるとロックがかかります。 【→暗証番号は８ページ】
ロックの解除（パスワード・暗証番号の再設定）は最寄りの総合支所区民課窓口でできます。
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【５. マイナンバーを安全に取り扱います】

５. マイナンバーを安全に取り扱います
みなさんの個人情報を守ります！
マイナンバーの利用は法律や条例で定められた事務に限定されています。また、マイナンバーを利
用する場合は、マイナンバーの紛失や漏えい防止などのために、適切な安全対策を講じる義務も課
されています。今後も区は皆さんのマイナンバーを安全に取り扱うために、個人情報保護対策を徹

失くした時

底していきます。

集中管理ではなく分散管理で
マイナンバー制度では、所得税の情報は税務署、住民税の情
報は区というように、これまでと同じように個人情報を分散
して管理します。また、平成 29 年度から、行政機関同士での
情報のやりとりが開始されました。その際は区民の皆さんの
マイナンバーは使いません。
さらに、通信は暗号化されるなどマイナンバーを使って個人
情報を盗み出すことができないように安全・安心な仕組みに
なっています。

詐欺に注意！お宅訪問や電話は 100％サギ！
マイナンバー制度をかたる問い合わせにご注意ください。
区の職員が電話や訪問により、マイナンバーや暗証番号を
聞き出したり、通帳やカードを預かったり、銀行やコンビニの
ATM の操作を要求することは

絶対にありません。

怪しいと思ったら、下記のフリーダイヤルにご連絡ください。

連絡先：マイナンバー総合フリーダイヤル（J-LIS）

☎ 0120-95-0178

（音声案内の後に１を押してください）

7 / 14

【６. マイナンバーカードのパスワード・暗証番号と使いみち】

６. マイナンバーカードのパスワード・暗証番号と使いみち
マイナンバーカードの IC チップに搭載されている電子証明書
電子証明書とは、インターネット上でデータのやり取りを行っている相手が本人であること、そのデータが
第三者によって改ざんされていないこと、処理が正しく行われたことを確認するためのものです。

▶ 署名用電子証明書

（パスワード：6 桁から 16 桁の英（大文字のみ）数字）

e-Tax 等の税の電子申請等インターネットで電子文書を作成送信する時に利用します。

私

のパスワード

※パスワードの初期化・再設定の方法はこちら【J-LIS のホームページへ→】→→→→→→

パスワード

▶ 利用者証明用電子証明書 （暗証番号：4 桁の数字）
マイナポータルへのログイン、コンビニでの住民票の写し等、各種証明書の交付に利用します。

私

の暗証番号

【→有効期限の詳細は 4 ページへ】

※パスワードは 5 回、暗証番号は 3 回、累積で間違えるとロックがかかります。
※パスワード・暗証番号を忘れたとき、ロックを解除したいときは各総合支所の窓口へ。
※パスワード・暗証番号の変更は、スマートフォンでマイナポータルアプリからできます。→

コンビニ交付が利用できます
マイナンバーカードで、全国の主要なコンビニで住民票の写しなどの証明書を取得できます。
港区では窓口よりも 100 円安くなっています。
※ただし、令和 4 年度まで、コンビニ交付は 10 円です。

港区民に限り、令和 4 年度まで港区の窓口での証明書は無料です。 【→詳細は 10 ページ】

電子申請が利用できます
マイナンバーカードで、住民票の写しなどを Web から交付申請・取り寄せができます。
窓口へ行かなくても、専用アプリから申請し、証明書の料金と送料をクレジットカードで
支払えば、住民登録されているご住所に郵送されます。
※郵送であるため、お急ぎの場合はコンビニ交付をお勧めします。

確定申告（税申告）電子申請や健康保険証、マイナポータルが利用できます
e-Tax(税申告)電子申請や健康保険証利用、マイナポータルなどにカードを使用します。

「マイナポータル」のアプリ
をダウンロードすると便利

あらかじめ保険証利用登録手続きが必要です。
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【７.

マイナンバーカード関連サービス】

７. マイナンバーカード関連サービス
マイナポイント第２弾 （ポイントの申請はお早めに！）
【マイナポイント第 2 弾】 ①②③で合計 20,000 円相当のポイント
① 令和５年２月末までにマイナンバーカードの交付申請をした人が対象です。
また、第 1 弾の 5,000 円分のマイナポイントを申込みしなかった人も対象です。
キャッシュレス決済を登録して、2 万円のお買い物やチャージをするとポイントが付きます。
※ポイントのお問い合わせについては、登録した決済サービスの会社へご確認ください。

①最大 5,000 円相当のポイント
② 健康保険証として利用登録をした人へ、 ②7,500 円相当のポイント
③ 公金受取用の口座の登録をした人へ、

③7,500 円相当のポイント

デジタル版 新型コロナワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）
新型コロナワクチン接種証明書（電子版）が、マイナンバーカードで取得できます。
スマートフォンで、専用アプリから申請・取得、ワクチン接種証明書の表示ができます。
【用意するもの】
① マイナンバーカードと暗証番号
② スマートフォン（カードを読み取れる機種）
③ 旅券（パスポート）（国外利用する場合）
【接種証明書の詳細は、厚生労働省ホームページへ→】
【アプリの詳細はデジタル庁ホームページへ→】
※コンビニでも新型コロナワクチン接種証明書が１２０円で取得できるようになりました。
【利用可能な店舗等、詳細についてはこちら→】

保険証登録やパスワードの変更ができるマイナポータルとは？
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パスワード

※マイナポイント①②③の申請は、スマホ等にマイナポイントアプリをダウンロードしてもできます。
【マイナポイントの詳細は、総務省ホームページへ→】
※令和４年７月以前に②③の事前登録をした方は、別途マイナポイントの申請手続きが必要です。

【８. お得で便利!コンビニ交付】

８. お得で便利!コンビニ交付
利用できる時間
6 時 30 分から 23 時まで土・日・祝日も利用できます。（システムメンテナンス日を除く。）

利用できるコンビニ

総合支所の窓口よりも

100 円安くとれるよ！
全国の セブンイレブン
ローソン
ファミリーマート
ミニストップ
各店でマルチコピー機を設置している店舗

手数料の注意点
港区では窓口よりも 100 円安くなっています。（新型コロナワクチン接種証明書を除く）
（ただし、令和 4 年度まで、コンビニ交付は 10 円です。港区民に限り、港区の窓口での証明書は無料です。）

証明書の種類
コンビニ交付

住民票の写し （通常２００円・令和４年度まで１０円）
① 日本人住民の場合は続柄及び本籍の記載の有無を選択することができます。
外国人住民の場合は続柄、国籍及び在留資格等の記載の有無を選択することができます。
② 本人及び同一世帯員の住民票の写しの取得が可能です。
③ マイナンバーが記載された住民票の写しの取得が可能です。
※ マイナンバーの記載の必要性を事前に提出先に確認してください。【2 ページ参照】
※ 住民票コード記載の住民票の写し、改製原（履歴が記載された）住民票の写し、記載事項証明書、
除票（亡くなられた方や転出された方の住民票）の写しは取得できませんので窓口にお越しください。

印鑑登録証明書 （通常２００円・令和４年度まで１０円）
事前に港区で印鑑登録を行う必要があります。

戸籍証明書、戸籍の附票の写し（本籍地が港区の方が対象

戸籍通常３５０円・附票通常２００円 令和４年度まで１０円）

本籍地が港区の場合は、戸籍全部事項証明（戸籍謄本）・戸籍個人事項証明（戸籍抄本）・戸籍の附票の写しの
取得が可能です。
本籍地が港区以外の場合のお取り扱いは、本籍地の市区町村へお問い合わせください。

特別区民税・都民税の課税証明書・納税証明書 （通常２００円・令和４年度まで１０円）
各年度の 1 月 1 日に港区に住民登録がある方で、申告済みの方に限ります。※直近 3 年分のみ取得が可能です。

新型コロナワクチン接種証明書 （厚生労働省のコンビニ交付サービス） （120 円）
コンビニでも新型コロナワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）が取得できます。
ただし、海外用については、令和４年７月２１日以降に新型コロナワクチン接種証明書アプリで海外用
の接種証明書を取得している必要があります。
【利用可能な店舗等、詳細についてはこちら→】
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【８. お得で便利!コンビニ交付】

操作方法
コンビニにあるマルチコピー機のタッチパネルで操作します。 【操作方法はこちら→】
証明書の取り方
① マルチコピー機のメインメニューから
行政サービス ⇒ 証明書交付サービス を選択します。
② マイナンバーカードをセットします。
③ 暗証番号（利用者証明用４桁）を入力します。【8 ページ参照】
④ 希望する証明書の種別、記載事項、部数を選択します。
⑤ 手数料を入れます。
⑥ 証明書がプリントされます。

ロックがかかってしまった場合は
暗証番号を 3 回連続で間違えてロックがかかってしまった場合は、ご本人が最寄りの総合支所の
区民課窓口にマイナンバーカードを持ってお越しください。カードのロックを解除します。
コンビニ店舗では、以下の証明書等を受け取ることができません
① 氏名、住所にシステム上使用できない文字が使われている証明書等
② すでに区外へ転出した方または転出を予定している方の証明書等
③ 同一世帯に転出予定者がいる場合の住民票の写し
④ 申し出等により発行制限のかかっている方の証明書等
⑤ 申告後発行可能な日数をまだ経過していない方の税証明書
◇ このほかにもコンビニ店舗で受け取れない条件があります。住民票の写し、印鑑登録証明書は最寄りの
総合支所区民課窓口、税証明書は港区役所の税務課にお問い合わせください。

その他
▶ 間違って証明書を取得しても交換や返金はできません。
▶ コンビニで取得した証明書に、表面・裏面問わず不鮮明部分があった場合、提出先で証明書として
認められない場合があります。直ちにコンビニ等店舗の店員に、すべての印刷物とレシートを添え
て申告すれば、証明書に無効印を押印の上、返金してもらえる場合があります。証明書は改めて取
得してください。
▶ 無料の証明書（公的年金受給手続き用等）は各総合支所区民課窓口のみとなります。
▶ コンビニでのパスワードの初期化・再設定の方法はこちら【J-LIS のホームページへ→】→
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コンビニ交付

※本籍地が、港区以外の場合は、その市区町村が戸籍のコンビニ交付に
対応しているか確認した上で、事前の利用登録申請が必要
です。詳しくは本籍地の市区町村にお問い合わせください。
【本籍地利用登録の方法はこちら→】
※港区以外の証明書は「他市区町村の証明書（お住まいの市区町村以外の証明書）」のボタンから操作します。

【９. よくある質問】

９. よくある質問
マイナンバー
質問

マイナンバーは自由に番号を
選ぶことができますか？

マイナンバーと住民票コード
はどう違いますか？

回答
マイナンバーは生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に選ぶことは
できません。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれ
があると市区町村長が認めた場合に限り、本人の申請または市区町村長
の職権により変更することができます。
マイナンバーは住民票コードを基に作成されますが、一方の番号からも
う一方の番号を特定できないようにするなど安全対策をとっています。
行政機関が保有するあなた自身の情報を検索し、確認できます。

マイナンバーの取扱いについて
質問

回答

自分のマイナンバーを知りた

区が電話でマイナンバーをお教えすることはありません。
すぐにマイナンバーを知りたいときは、マイナンバー入りの住民票の写し
をお取りください。

い場合、電話で教えてくれま
すか？

マイナンバーを使うときに何
に気をつけたら良いです
か？

マイナンバーが漏えいしたら
個人情報も全部漏れません
か？

法律の定める手続き以外では、他人に教えたり、マイナンバーをコピー・
メモなどさせないでください。クレジットカードの番号や銀行の口座番号
と同じように大切にしてください。具体的にはパスワードに使ったり、イ
ンターネット等でマイナンバーを公表しないでください。
今まで各機関で管理していた個人情報は引き続き当該機関で管理して
もらい、必要な情報を必要なときだけやりとりする「分散管理」の仕組み
を採用しています。やりとりをするときにはマイナンバーを使わないの
で、個人情報がまとめて漏れるようなことはありません。
特定の機関に共通のデータベースを作り、そこに個人情報を集中管理す
るといったことはありません。

マイナンバーカードや電子証明書について
質問
カードや電子証明書の更新
は、いつからできますか。

回答
有効期限 3 か月前の翌日から可能です。また、有効期限 3 か月前の翌
日が存在しない場合はその次の日からとなります。（例：4 月 1 日まで
→1 月 2 日から／5 月 30 日まで→3 月 1 日から）
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【９. よくある質問】

●カードの有効期限 10 年
顔写真付き身分証明書として機能するためには、顔写真とご本人実物
を見比べて同一人物だと判別できなければなりません。人の容姿は時
間経過により変化しますので、ある程度の期間で顔写真を更新する必
要があり、期間については、パスポート等の他の顔写真付き身分証明書
どうしてカード、電子証明
書に有効期限があるので
すか。
また、なぜカードと電子証
明書で有効期限が異なっ
ているのですか。

についても、更新に要する住民の負担軽減のために、有効期限は最長
10 年とされています。それを踏まえ、カードについても、原則、発行の
日から 10 回目の誕生日までとしています。
ただし、18 歳未満の方については、容姿の変化が大きいことから、顔
写真を考慮して 5 回目の誕生日としています。
●電子証明書の有効期限 5 年
オンライン上で本人確認ができる電子証明書ですが、高い暗号技術に
よって、なりすましを防いでいます。一方で、この暗号技術を解読する
ための技術も日々進歩しています。ですから、解読されることのないよ
うに、電子証明書の有効期限は、カード自体よりも短い、発行の日から
5 回目の誕生日までとしています。
以下の条件で失効します。(1)～(3)は窓口にて発行してください。

オンラインでの行政手続をし
た際に、「電子証明書が失効
しています」と表示される
が、どうしたらよいですか。

(1)住民票の 4 情報（氏名、住所、生年月日及び性別）の記載が修正
（変更）された場合。
※自動失効するため、改めて発行申請する必要あり。
※利用者証明用電子証明書は失効しない。
(2)失効申請をした場合

(3)有効期間が満了した場合

(4)本人が死亡した場合
令和元年 11 月 5 日から、住民票に旧姓（旧氏）が記載できるようにな
カードに旧姓（旧氏）を
記載できますか。

りました。マイナンバーカードへの旧姓（旧氏）記載を希望される方は、
まず、旧姓（旧氏）の登録をしてください。
住民票への旧姓（旧氏）記載の手続き終了後、マイナンバーカードに
旧姓（旧氏）を記載できるようになります。

コンビニ交付
質問
戸籍の証明書はとれますか。

回答
本籍が港区の場合は取得できます。本籍地が港区以外の場合でも本籍
地の自治体が戸籍交付に対応していれば取得できます。

コンビニ等店舗で印刷され

証明書を持ち帰らずに、直ちにすべての印刷物とレシートを添えてコン

た証明書の印刷状態が悪く、

ビニ等店舗の店員に申告すれば、証明書に無効印を押印の上、返金して

証明書として認められません

もらえる場合があります。

でした。

改めて別のコンビニのマルチコピー機等で証明書をお取りください。
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【１０. 困ったなと思ったら・問合せ先】

１０. 困ったなと思ったら・問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル（J-LIS）（マイナンバー制度に関する問い合わせ）
▶

電話番号

▶ 対応内容

0120-95-0178（フリーダイヤル）
「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関することや、
「マイナポイント」や関連アプリ、マイナンバー制度に関すること

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1 番 マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード
2 番 マイナンバーカードの紛失・盗難
3 番 マイナンバー制度・法人番号
4 番 マイナポータル
5 番 マイナポイント第２弾

マイナンバーカード総合サイト

6 番 公金受取口座登録制度
▶ 受付時間

平日

午前 9 時 30 分から午後 8 時まで

土・日・祝日

午前 9 時 30 分から午後 5 時 30 分まで

※紛失・盗難による一時停止は 24 時間受付
※English、簡体中文、한국어、Español、Português ไทย नेपाली bahasa Indonesia Tiếng Việt Tagalog
上記外国語でのお問合せは

TEL：0120-0178-27

港区役所のマイナンバーナビダイヤル（カード申請、受取予約、受取方法の問合せ等）
0570-00-1277（音声案内の後に「1」を押してください）

▶ 電話番号
▶ 対応内容

「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「受取予約」に関すること

▶ 受付時間

平日

▶ 対応言語

日本語、英語 English、中国語

※通話料がかかります。

午前 8 時 30 分から午後 5 時 00 分まで ※水曜は午後 7 時まで
※１１時～１４時は電話が混み合いつながりにくくなります。

11. 港区役所の窓口（マイナンバーカード受取り・券面変更・電子証明書の更新の窓口）
※当日のカード受取り予約や、窓口に関することは各支所にお問い合わせください

▶ 芝

地区総合支所 窓口サービス係 港区芝公園１－５－２５

03-3578-3139

麻布地区総合支所 窓口サービス係 港区六本木５－１６－４５ 03-5114-8821
赤坂地区総合支所 窓口サービス係 港区赤坂４－１８－１３

03-5413-7012

高輪地区総合支所 窓口サービス係 港区高輪１－１６－２５

03-5421-7612

芝浦港南地区総合支所 窓口サービス係 港区芝浦１－１６－１

03-6400-0021

▶ 窓口受付時間

平日 午前９時００分から午後５時００分まで ※水曜は午後７時まで
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