
 

令和５年３月２４日 

総 務 局 

 

マイナンバーカード申請等に係る都内自治体実施事業について 

 

 マイナンバーカードの申請等において実施している、都内自治体の事業について別紙のと

おりリンク集の形でまとめましたので、お知らせいたします。お住まいの自治体の情報を調べる

際に、ご活用ください。 

  

【問合せ先】 

総務局行政部振興企画課 

電話：０３－５３８８－２４４８ 



 

＜リンク一覧＞                            令和５年３月 24 日時点 

千代田区  

 中央区 区役所本庁舎において、マイナンバーカードの申請サポートを実施しています。 

https://www.city.chuo.lg.jp/a0012/kurashi/touroku/mynumber/card/shinsei/u

ser_kumin_time/index.html  

 港区 マイナンバー制度やマイナンバーカードについて分かりやすく紹介しているガイドブックを作成していま

す。 

https://www.city.minato.tokyo.jp/shibamadochou/mynumber/mynumbercard

_guidbook.html  

 新宿区 マイナンバーカードの申請をお手伝いします 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki03_002016_00002.html  

 文京区 マイナンバーカード申請サポート窓口をご利用ください！ 

https://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/koseki/mynumberseido/mynumberca

rd/mynumbercard-shinseijiraityo.html  

 台東区 (1)マイナンバーカードの申請について 

https://www.city.taito.lg.jp/kurashi/zeibangouseido/mynumber-card/shinsei.h

tml 

(2)マイナンバーカードの交付について 

https://www.city.taito.lg.jp/kurashi/zeibangouseido/mynumber-card/kouhu.h

tml  

 墨田区 (1)マイナンバーカードの申請をお手伝いします！ 

https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/mynumber/sinnsei.html 

(2)マイナンバーカードのお受け取りおよび電子証明書等に関する手続きの予約ができます 

https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/mynumber/mainayoyaku.html  

 江東区 (1)マイナンバーカード交付のための土曜臨時窓口 

https://www.city.koto.lg.jp/060301/doyoukaityou.html  

(2)これからマイナンバーカードを申請する方へ（マイナンバーカードの申請・交付方法） 

https://www.city.koto.lg.jp/060301/kurashi/mynumber/card/94138.html  

 品川区 マイナアシストによる申請支援実施中 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kuseizyoho/kuseizyoho-mynumber/2

0220525182823.html  

 目黒区 (1)マイナンバーカードの受け取りと電子証明書に関する手続きのための窓口を開設します 

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/my-number/card/mynumber_rinji_

madoguchi.html  

(2)マイナンバーカードのガイドブックを作成しました「あなたといっしょにマイナンバーカード 

」https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/my-number/card/guidebook_MN.

html  

 大田区 (1)申請補助について 

https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/mynumber/tetuduki/shinsei-hojo-ser

vice.html  

(2)交付について（土日開庁日あり） 

https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/mynumber/tetuduki/moushikomi_uk

etori/uketori.html  
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 世田谷区 マイナンバーカード交付期間限定窓口を開設します【交付のみ】 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/002/003/d00202288.html  

 渋谷区  

 中野区 マイナンバーカードのオンライン申請サポートについて 

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/213000/d031358.html  

 杉並区  

 豊島区 マイナンバーカード(個人番号カード)取得促進キャンペーン  

https://www.city.toshima.lg.jp/495/2111221354.html  

 北区 (1)行政書士会との連携による申請サポート(北区役所第二庁舎 4 階) 

https://www.city.kita.tokyo.jp/koseki/mynumber/sinseisapo_dainityosya.html 

(2)マイナンバーカード交付窓口の開設日時について 

https://www.city.kita.tokyo.jp/koseki/mynumber/2020kaisetunitizi.html  

 荒川区 (1)マイナンバーカード申請・マイナポイント申込の支援窓口を開設しています！ 

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a010/todokede/mynumbercard/mainapoin

tmadoguti.html  

(2)マイナンバーカードの出張申請窓口をふれあい館に開設中です！ 

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a010/todokede/mynumbercard/20221018

syuttyousinnsei.html  

 板橋区  

 練馬区 マイナンバーカードの申請をお手伝いします 

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/mynumber/index/shinseihojo.html  

 足立区  

 葛飾区 (1)区内施設でマイナンバーカード申請とマイナポイント申し込みのお手伝いをします。 

https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000046/1001402/1029533.html  

(2)希望する団体へマイナンバーカード出張申請サポートを行います。 

https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000046/1001402/1030881.html  

(3)マイナンバーカードを申請した方にクオ・カードを差し上げます 

https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000046/1001402/1031415.html  

 江戸川区  

 八王子市 マイナンバーカード（個人番号カード）とは【申請書のご用意もコチラ】 

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/kosekijumin/005/002/p004484.ht

ml  

 立川市 マイナンバーカード（個人番号カード）をつくりませんか 

https://www.city.tachikawa.lg.jp/shimin/kurashi/jumintoroku/mynumber/my

numbercard-tukurimasenka.html  
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 武蔵野市 マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りと予約方法について 

http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/todokede/1004553/1030755.

html  

三鷹市 (1)三鷹市マイナンバーカードセンターのご案内 

https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/098/098254.html 

(2)マイナポイントのご案内 

https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/094/094476.html  

 青梅市 (1)マイナンバーカード申請・受取りのための休日臨時窓口のご案内 

https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/57103.html  

(2)マイナンバーカード申請サポートサービス 

https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/34262.html  

 府中市  

 昭島市 (1)マイナンバーカード出張申請サポートを実施します 

https://www.city.akishima.lg.jp/s025/010/100/20220809130348.html  

(2)マイナンバーカードの無料写真撮影・申請サポート 

https://www.city.akishima.lg.jp/s025/010/100/20220218100726.html  

 調布市 マイナンバーカード申請・マイナポイント申込の申請支援窓口を開設しています 

https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1611564311965/index.html  

 町田市 (1)町田市内各地でマイナンバーカードの申請を受付します！ 

https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/mynumber/tetuduki/mynumber_d

emaeshinnsei.html  

(2)町田市マイナンバーカードセンターのご案内 

https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/mynumber/mynumbercenter.html 

 小金井市 マイナンバーカードのお受け取りについて 

https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/410/shakaihoshou/mynumbercardkoh

u.html  

 小平市  

 日野市 マイナンバーカードの受け取り予約制導入 

https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/mynumber/card/1016350/1016335.html  

 東村山市 (1)マイナンバーカードの出張申請を行います 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/koseki/syuttyousinnsei.ht

ml 

(2)【マイナンバーカード交付限定】臨時窓口を開設します 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/keikaku/mynumber/maina

rinnji.html 

(3)マイナンバーカード夜間交付窓口の開設 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/koseki/chiikiservice/yaka

nkoufu.html 

(4)マイナンバーカードガイドブックを配布しています 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/keikaku/mynumber/mynu

mbercardguidbook.html  

 国分寺市  
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 国立市  

 福生市 マイナンバーカード申請サポートを毎日行います！ 

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/resident/1008515/1008752.html  

 狛江市  

 東大和市 (1)マイナンバーカード出張申請受付コーナーを開設します 

https://www.city.higashiyamato.lg.jp//kurashi/todokede/1001685/1006592.h

tml 

(2)市役所窓口でマイナンバーカードの申請ができます 

https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kurashi/todokede/1001685/1007667.ht

ml  

 清瀬市 (1)土曜窓口でマイナンバーカードの申請支援を行います。 

https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/todoke_shoumei/mynumber/1011812.h

tml  

(2)「マイナンバーカードの申請から自宅で受け取るまでを一括で！5 人以上の団体やグループに向

けおうちで受取方式」を行います。 

https://www.city.Kiyose.lg.jp/kurashi/todoke_shoumei/mynumber/1011128.h

tml  

 東久留米市 マイナンバーカード（個人番号カード）の交付について 

https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/joho/1005146/1016865.html  

 武蔵村山市 マイナンバーカード出張申請受付の実施について 

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/todoke/1005179/1016139.

html  

 多摩市  

 稲城市  

 羽村市 (1) マイナンバーカードについて 

https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008537.html  

(2)マイナンバーカード申請時来庁方式 

https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000016651.html  

 あきる野市  

 西東京市  

 瑞穂町  

 日の出町  
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 檜原村 マイナンバーカード申請のご案内  

https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/0000001401.html  

 奥多摩町  

 大島町  

 利島村  

 新島村 マイナンバーカード申請用タブレット端末を導入いたしました！（HP 等への掲載なし） 

問い合わせ先：新島村役場 民生課 住民年金係（TEL 04992-5-0243 内線 111） 

 神津島村 
 

 三宅村 
 

 御蔵島村  

 八丈町  

 青ヶ島村  

 小笠原村 
 

 

https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/0000001401.html

