
・前住所の市区町村で発行した転出証明書
 （福岡市内の他区から転入する場合は不要）
・本人確認書類　※1
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード ※2をお持ちの場
 合は全員分をご持参ください。

・本人確認書類　※1
・国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、マイナン
 バーカード、住民基本台帳カード ※2 などをお持ちの場合
 は全員分をご持参ください。

届出書は市ホームページからダウンロードできます。
※1　運転免許証、パスポートなど。本人確認書類がなくても届出はできますが、本人確認が十分でなかった場合は、異動者本人に郵便でお
知らせします。 
※2　マイナンバーカード、住民基本台帳カードは、暗証番号が必要になります。
※3　マイナンバーカードを利用してオンラインで転出届ができます。⇨P.29　また、上記の届出先へ郵送による転出届ができます。
※引越し手続きをオンラインで予約できます。⇨P.29
※代理届出の場合、委任状が必要です。
※国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療や医療費助成制度、児童手当などの手続きも行ってください。

ご遺族サポート窓口⇨P.31

　本人が登録を希望する印鑑（ゴム・
き損・ま滅・ふちなし印、凹印などは登
録不可）および本人確認書類を持参
し、住所地の区役所・出張所（出張所
は所管区域のみ）でお手続きください。
申請後、本人の意思確認のため照会書
を郵送しますので、受け取り後、再度
手続きした窓口へお越しください。印
鑑登録証（カード）を発行します。
※代理申請の場合、委任状が必要です。
　本人が直接窓口に来庁し運転免許
証やパスポートなど官公署発行の写真
付本人確認書類（有効期限内のもの）
を提示すれば即日発行ができます。

マイナンバーカード（個人番号カード）

マイナンバーカード臨時交付センター

　交付申請書を「地方公共団体情報シ
ステム機構」へ郵送するか、申請書に
記載の申請書 IDを使用してパソコンや
スマートフォンからWEB申請を行った
上で、後日区役所窓口で受け取りが必
要です。
　初回の交付手数料は当面無料です。
※カードの有効期限：18歳以上は10回
目の誕生日、18歳未満は 5回目の誕
生日（令和 4年 4月1日新規より）

■交付申請書（個人番号をお知らせし
た際に同封）を紛失した場合
　住所地の区役所市民課または出張
所（出張所は所管区域のみ）へ連絡の
うえ、新しい申請書 ID付の交付申請書
を受け取るか、マイナンバーカード総合
サイトから手書き用の交付申請書をダ
ウンロードしてください。
https://www.kojinbango-card.go.jp
/kofushinse-yubin/

〔申請書の提出先〕
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局
郵便私書箱第 2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター
〔カードの受取方法〕
　申請後、カードの準備ができました
ら、受け取りのご案内を送付します。申
請者本人が案内の文書に記載の必要
書類をお持ちのうえ、住所地の区役所
市民課又は出張所（出張所は所管区
域のみ）でマイナンバーカードをお受け
取りください。
※申請者本人が来庁することが困難な場合
はお問い合わせください。

　受け取りの案内を受け、予約をすれ
ば、平日の夜間や土日に、区役所の代
わりに天神でマイナンバーカードを受け
取れます。そのほか、写
真撮影から申請までのサ
ポートを受けることができ
ます（予約優先制）。
▶Web予約（24時間）

▶電話予約（センターの開館時間内受付）
☎722-0650

公的個人認証サービス

　インターネットでできる行政手続き
を行う際に他人によるなりすましや
データの改ざんなどを防ぎ、安全・確
実な本人確認を行うための電子証明書
を提供するサービスです。電子証明書
には、次の①および②の2種類があり
ます。
①「署名用電子証明書」：インターネット
等で電子文書を作成・送信する際に
署名の代わりに利用します（例　
e-Tax等の電子申請）。
②「利用者証明用電子証明書」：イン
ターネットやコンビニ等のキオスク端
末等にログインする際に利用します
（例 コンビニでの住民票等の交付）。
■申請に必要なもの
・マイナンバーカード（有効なもの）
・初回の発行手数料は当面無料です。
※マイナンバーカードには、カード申請の際に
電子証明書の発行を希望しない旨の申し出
がない限り、あらかじめ2種類の電子証明
書が格納されています。カード申請の際は
希望せず、その後電子証明書の発行を希
望する場合や電子証明書の更新を希望す
る場合などは，住所地の区役所・出張所
（出張所は所管区域のみ）で申請を受け付
けます。

※申請者本人が来庁することが困難な場合
はお問い合わせください。

各区市民課、各出張所 ⇨P.22～25

各区市民課、各出張所 ⇨P.22～25

　パソコンや携帯電話等から、区役所
の市民課、保険年金課及
び証明サービスコーナー
の窓口の待ち人数が確認
できます。

マイナンバー制度

　マイナンバー制度は、住民票に記載
されたすべての人に１人ひとつの番号を
付与して、社会保障、税、災害対策の
分野で個人の情報を正確かつ効率的
に連携させるための制度です。
■マイナンバーが必要になる手続き
　マイナンバーは、勤務先などの給与
支払者への提示が必要となるほか、年
金医療保険、雇用保険や税の手続きな
どで必要になります。
■本人確認の実施
　マイナンバーを利用する手続きでは、
成りすまし等の不正行為を防止するため
に本人確認を行います。手続きの際に
は、「マイナンバーカード」か、次の①と
②の両方の書類を必ずお持ちください。
①「通知カード」またはマイナンバーが
記載された住民票

※手続未了の記載事項変更（転居等）がある
「通知カード」は利用できません。
② 運転免許証やパスポート等の身元を
確認できる書類

※顔写真がない書類（健康保険証等）の場
合は 2点必要
■マイナポータル
　マイナポータルは、子育て等に関する
手続きがワンストップででき、さまざま
な情報を確認できるオンラインサービス
です。利用にはマイナンバーカードが必
要です。

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
9:30～20:00（土日祝日は、17:30ま
で、年末年始を除く）

※外国語（英・中・韓・スペイン・ポル
トガル）対応
　0120-0178-26

〒810-0001　中央区天神1-1-1
アクロス福岡 3階
　水・木・金曜 12:00~20:00
　土・日曜 9:30~17:30
　月・火曜、祝日、年末年始
　※臨時休館有り　

ウェルカメラネット

コラム

区役所における引越し手続き
のオンライン予約サービス

福岡市　マイナンバーカード予約

休

　https://welcamera.city.fukuoka.lg.jp/

・（平成16年 4月2日～平成18年 4月1日
生まれの女性が 18 歳になる前に届出す
る場合）父母の同意書

お問合せ 市引越し手続き案内コールセンター　☎515-1787　　月～金曜9：00～20：00（祝休日・年末年始を除く）

　来庁希望日の５営業日
前までに住所変更などの
情報を送ることで、窓口の
来庁予約ができ、短い待
ち時間で手続きが簡単に
なります。
　
オンライン転出届
　市外への転出届がオ
ンラインで完結します。マ
イナンバーカードとスマー
トフォンを使って来庁不要
で申請できます。

・本人確認書類　※1
・国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証などをお持
 ちの人はご持参ください。

転出届　※3

・婚姻届書（証人2人（成人）の署名が必要
です）
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・前住所の市区町村で発行した転出証明書
 （福岡市内の他区から転入する場合は不要）
・本人確認書類　※1
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード ※2をお持ちの場
 合は全員分をご持参ください。

・本人確認書類　※1
・国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、マイナン
 バーカード、住民基本台帳カード ※2 などをお持ちの場合
 は全員分をご持参ください。

届出書は市ホームページからダウンロードできます。
※1　運転免許証、パスポートなど。本人確認書類がなくても届出はできますが、本人確認が十分でなかった場合は、異動者本人に郵便でお
知らせします。 
※2　マイナンバーカード、住民基本台帳カードは、暗証番号が必要になります。
※3　マイナンバーカードを利用してオンラインで転出届ができます。⇨P.29　また、上記の届出先へ郵送による転出届ができます。
※引越し手続きをオンラインで予約できます。⇨P.29
※代理届出の場合、委任状が必要です。
※国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療や医療費助成制度、児童手当などの手続きも行ってください。

ご遺族サポート窓口⇨P.31

　本人が登録を希望する印鑑（ゴム・
き損・ま滅・ふちなし印、凹印などは登
録不可）および本人確認書類を持参
し、住所地の区役所・出張所（出張所
は所管区域のみ）でお手続きください。
申請後、本人の意思確認のため照会書
を郵送しますので、受け取り後、再度
手続きした窓口へお越しください。印
鑑登録証（カード）を発行します。
※代理申請の場合、委任状が必要です。
　本人が直接窓口に来庁し運転免許
証やパスポートなど官公署発行の写真
付本人確認書類（有効期限内のもの）
を提示すれば即日発行ができます。

マイナンバーカード（個人番号カード）

マイナンバーカード臨時交付センター

　交付申請書を「地方公共団体情報シ
ステム機構」へ郵送するか、申請書に
記載の申請書 IDを使用してパソコンや
スマートフォンからWEB申請を行った
上で、後日区役所窓口で受け取りが必
要です。
　初回の交付手数料は当面無料です。
※カードの有効期限：18歳以上は10回
目の誕生日、18歳未満は 5回目の誕
生日（令和 4年 4月1日新規より）

■交付申請書（個人番号をお知らせし
た際に同封）を紛失した場合
　住所地の区役所市民課または出張
所（出張所は所管区域のみ）へ連絡の
うえ、新しい申請書 ID付の交付申請書
を受け取るか、マイナンバーカード総合
サイトから手書き用の交付申請書をダ
ウンロードしてください。
https://www.kojinbango-card.go.jp
/kofushinse-yubin/

〔申請書の提出先〕
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局
郵便私書箱第 2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター
〔カードの受取方法〕
　申請後、カードの準備ができました
ら、受け取りのご案内を送付します。申
請者本人が案内の文書に記載の必要
書類をお持ちのうえ、住所地の区役所
市民課又は出張所（出張所は所管区
域のみ）でマイナンバーカードをお受け
取りください。
※申請者本人が来庁することが困難な場合
はお問い合わせください。

　受け取りの案内を受け、予約をすれ
ば、平日の夜間や土日に、区役所の代
わりに天神でマイナンバーカードを受け
取れます。そのほか、写
真撮影から申請までのサ
ポートを受けることができ
ます（予約優先制）。
▶Web予約（24時間）

▶電話予約（センターの開館時間内受付）
☎722-0650

公的個人認証サービス

　インターネットでできる行政手続き
を行う際に他人によるなりすましや
データの改ざんなどを防ぎ、安全・確
実な本人確認を行うための電子証明書
を提供するサービスです。電子証明書
には、次の①および②の2種類があり
ます。
①「署名用電子証明書」：インターネット
等で電子文書を作成・送信する際に
署名の代わりに利用します（例　
e-Tax等の電子申請）。
②「利用者証明用電子証明書」：イン
ターネットやコンビニ等のキオスク端
末等にログインする際に利用します
（例 コンビニでの住民票等の交付）。
■申請に必要なもの
・マイナンバーカード（有効なもの）
・初回の発行手数料は当面無料です。
※マイナンバーカードには、カード申請の際に
電子証明書の発行を希望しない旨の申し出
がない限り、あらかじめ2種類の電子証明
書が格納されています。カード申請の際は
希望せず、その後電子証明書の発行を希
望する場合や電子証明書の更新を希望す
る場合などは，住所地の区役所・出張所
（出張所は所管区域のみ）で申請を受け付
けます。

※申請者本人が来庁することが困難な場合
はお問い合わせください。

各区市民課、各出張所 ⇨P.22～25

各区市民課、各出張所 ⇨P.22～25

　パソコンや携帯電話等から、区役所
の市民課、保険年金課及
び証明サービスコーナー
の窓口の待ち人数が確認
できます。

マイナンバー制度

　マイナンバー制度は、住民票に記載
されたすべての人に１人ひとつの番号を
付与して、社会保障、税、災害対策の
分野で個人の情報を正確かつ効率的
に連携させるための制度です。
■マイナンバーが必要になる手続き
　マイナンバーは、勤務先などの給与
支払者への提示が必要となるほか、年
金医療保険、雇用保険や税の手続きな
どで必要になります。
■本人確認の実施
　マイナンバーを利用する手続きでは、
成りすまし等の不正行為を防止するため
に本人確認を行います。手続きの際に
は、「マイナンバーカード」か、次の①と
②の両方の書類を必ずお持ちください。
①「通知カード」またはマイナンバーが
記載された住民票

※手続未了の記載事項変更（転居等）がある
「通知カード」は利用できません。
② 運転免許証やパスポート等の身元を
確認できる書類

※顔写真がない書類（健康保険証等）の場
合は 2点必要
■マイナポータル
　マイナポータルは、子育て等に関する
手続きがワンストップででき、さまざま
な情報を確認できるオンラインサービス
です。利用にはマイナンバーカードが必
要です。

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
9:30～20:00（土日祝日は、17:30ま
で、年末年始を除く）

※外国語（英・中・韓・スペイン・ポル
トガル）対応
　0120-0178-26

〒810-0001　中央区天神1-1-1
アクロス福岡 3階
　水・木・金曜 12:00~20:00
　土・日曜 9:30~17:30
　月・火曜、祝日、年末年始
　※臨時休館有り　

ウェルカメラネット

コラム

区役所における引越し手続き
のオンライン予約サービス

福岡市　マイナンバーカード予約

休

　https://welcamera.city.fukuoka.lg.jp/

・（平成16年 4月2日～平成18年 4月1日
生まれの女性が 18 歳になる前に届出す
る場合）父母の同意書

お問合せ 市引越し手続き案内コールセンター　☎515-1787　　月～金曜9：00～20：00（祝休日・年末年始を除く）

　来庁希望日の５営業日
前までに住所変更などの
情報を送ることで、窓口の
来庁予約ができ、短い待
ち時間で手続きが簡単に
なります。
　
オンライン転出届
　市外への転出届がオ
ンラインで完結します。マ
イナンバーカードとスマー
トフォンを使って来庁不要
で申請できます。

・本人確認書類　※1
・国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証などをお持
 ちの人はご持参ください。

転出届　※3

・婚姻届書（証人2人（成人）の署名が必要
です）
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証明
サービス
コーナー
（千早・
博多駅・
天神 ）

■千早証明サービスコーナー
東区千早 4-21-45 なみきスクエア1階
　 674-3983 ○F 674-3974

市税に関する証明
⇨P.32

※2 除籍に関する証明は、平成 18年 10月7日以降のものに限ります。 
※3 請求される住民票に記載されている方のみ請求できます。マイナンバーカード、住基
　   カードまたは官公署発行の写真付き本人確認書類の持参が必要です。
□事前予約を行うと、土・日曜にマイナンバーカードを受け取ることができます。（第３土曜
　翌日曜を除く。）
予約方法　受取希望日の３営業日前までに住所地の区役所・出張所に電話。予約電話
の際は、区役所・出張所から届いた「交付通知書兼照会書」をご準備ください。 
予約受付時間　8：45～17：15 　交付時間　9：00～16：00 
注意 
・千早証明サービスコーナーは、東区住民の方のみ受け取ることができます。 
・予約は、時間帯単位で受け付けます。 
・予約申し込み多数の場合、ご希望の日・時間帯での予約をお受けできない場合があ
ります。 
・予約は、お届けした「交付通知書兼照会書」に記載の受け取り（回答）期限内のみお
受けすることができます。 
・受け取り期限の延長を希望する場合は、交付通知書兼照会書に記載の交付場所
（住所地の区役所・出張所）へご連絡ください。 
・土日交付サービスは、本人が直接証明サービスコーナーで受け取りが可能な人のみ
が対象です。代理受領は、住所地の区役所・出張所のみで交付します。 

　コンビニエンスストア等（セブンイレ
ブン、ローソン※１、ファミリーマート、ミ
ニストップ、ポプラ、イオン九州、日本
郵便※２、ココカラファイン）の多機能コ
ピー機で住民票の写しなどの証明書が
とれます。ただし、多機能コピー機の
操作には、利用者証明用電子証明書が
搭載されたマイナンバーカードが必要
です。
　また、交付手数料は区役所の窓口よ
り５０円安くなります。
※１　ローソンストア100は除く。
※２　市内は和白・福岡東郵便局のみ。
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・証明書の申請受付の際に、本人確認を行います。運転
免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類をご
持参ください。

天神証明サービスコーナーおよび千早証明サービスコーナーで
は、インターネットによる事前予約を行うことにより、市税に関する証
明書（一部の証明書に限る）を、休日※1（9:00～20:00）または時間外
（平日 17:00～20:00）に受け取ることができます（本人のみ）。⇨P.32
※1 休館日を除く。

個人市県民税課税・非課税証明書（所得証明書）

福岡桧原

　戸籍謄抄本、戸籍の附票、住民票の写し（本籍または国籍等の記載があるもの
に限る）などを第三者や代理人に交付した場合に、本人に郵便で通知する制度で
す。本人に通知することで、結婚・就職差別等につながる身元調査を目的とするさ
まざまな不正取得の抑止になります。希望する人は事前に登録が必要です（無
料）。
　※交付の可否を事前に本人へ確認したり、第三者等に交付できないようにするも
のではありません。
■登録できる人
市内に住所がある人、本籍がある人

■通知内容
交付した月の翌月末に、証明書の交付年月日、証明書の種別、通数、請求書の区
分（代理人または第三者）を記載した通知書をお送りします。
■登録方法
申請書に本人確認書類を添えて、住所地または本籍地の区役所市民課・出張所
の窓口に提出してください。申請書は市ホームページからダウンロードできます。ま
た、郵送による申請も可能です。

事前登録型本人通知制度

各区市民課、各出張所⇨P.22～25

博多区博多駅中央街地下鉄博多駅博多口お客様
サービスセンター（定期券うりば）横

コンビニ等

■請求に必要なもの　
　本人確認書類（運転免許証、パ
スポートなど）、委任状（代理申請
の場合）、コンビニ交付において
は、利用者証明用電子証明が搭載
されたマイナンバーカード
※1 印鑑登録証の持参が必要（コンビニ
交付はマイナンバーカード）　
※2 マイナンバーカード、住基カードまた
は官公署発行の写真付き本人確認書類
の持参が必要（請求される住民票に記載
されている方しか請求できません）　
※3 コンビニ交付の証明書発行手数料
は、窓口に比べて50円減額されます。
※4 博多区役所2階 証明発行コーナーで
は、住民票の写し等のみ土日祝日も発行
できます。（8：45～17：15 12/29～1/3除く）
※5 上質受理証明書（1,400円）は、届出
を受理した区役所（出張所）でしか発行
できません。　

　住民票の写し、戸籍全部・個人・一部事項証明書、戸籍謄（抄）本、除籍・改製原戸籍、戸籍附票の写し、身分証明書、市税に関する証
明書については、①申請書、②本人確認書類の写し、③定額小為替（郵便局発行）、④返信用切手・封筒をそえて、郵送で請求すること
ができます。場合によって、その他必要となる書類があります。
　住民票・戸籍に関する証明書については、福岡市住民票等郵送請求センター（〒810-8562  中央区長浜3-11-3  ☎711-7088）
　市税に関する証明書については、福岡市税証明郵送請求センター（〒812-8512  博多区博多駅前2-8-1  博多区役所9階  ☎292-2069）

コンビニエンスストア等

　身近な方が亡くなられた後の、ご遺
族の負担を少しでも軽減できるよう、
手続きをご案内する「ご遺族サポート
窓口」を各区市民課に設けています。
また、手続きをまとめた区版のガイド
ブックを配布しています。亡くなられた
方の住所のある区へお問い合わせくだ
さい。

▶東区　　645-1046
▶博多区　419-1017
▶中央区　718-1148
▶南区　　559-5028
▶城南区　833-4014
▶早良区　833-4347
▶西区　　895-7016
9：00～17：00
 （土・日・祝日、年末年始を除く）

ご遺族サポート窓口

　本人と同一世帯員の現在の住民票および本人の税務証明は、オンラインで申請することができます。
　マイナンバーカードでの本人確認と手数料の支払いが完了した後、証明書を郵送します。
　必要なものは、①マイナンバーカード②署名用電子証明書暗証番号③クレジットカード（手数料決済用）④スマートフォン（事
前にアプリのインストールが必要）です。詳細は、市ホームページ（「福岡市　ネットで手続き」で検索）で確認してください。
　なお、交付手数料は区役所窓口より50円安くなります。

オンライン申請

人

時

郵送請求・オンライン申請⇨P.31

※2

※3

⇨P.31

※4

※4

※4

※5
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証明
サービス
コーナー
（千早・
博多駅・
天神 ）

■千早証明サービスコーナー
東区千早 4-21-45 なみきスクエア1階
　 674-3983 ○F 674-3974

市税に関する証明
⇨P.32

※2 除籍に関する証明は、平成 18年 10月7日以降のものに限ります。 
※3 請求される住民票に記載されている方のみ請求できます。マイナンバーカード、住基
　   カードまたは官公署発行の写真付き本人確認書類の持参が必要です。
□事前予約を行うと、土・日曜にマイナンバーカードを受け取ることができます。（第３土曜
　翌日曜を除く。）
予約方法　受取希望日の３営業日前までに住所地の区役所・出張所に電話。予約電話
の際は、区役所・出張所から届いた「交付通知書兼照会書」をご準備ください。 
予約受付時間　8：45～17：15 　交付時間　9：00～16：00 
注意 
・千早証明サービスコーナーは、東区住民の方のみ受け取ることができます。 
・予約は、時間帯単位で受け付けます。 
・予約申し込み多数の場合、ご希望の日・時間帯での予約をお受けできない場合があ
ります。 
・予約は、お届けした「交付通知書兼照会書」に記載の受け取り（回答）期限内のみお
受けすることができます。 
・受け取り期限の延長を希望する場合は、交付通知書兼照会書に記載の交付場所
（住所地の区役所・出張所）へご連絡ください。 
・土日交付サービスは、本人が直接証明サービスコーナーで受け取りが可能な人のみ
が対象です。代理受領は、住所地の区役所・出張所のみで交付します。 

　コンビニエンスストア等（セブンイレ
ブン、ローソン※１、ファミリーマート、ミ
ニストップ、ポプラ、イオン九州、日本
郵便※２、ココカラファイン）の多機能コ
ピー機で住民票の写しなどの証明書が
とれます。ただし、多機能コピー機の
操作には、利用者証明用電子証明書が
搭載されたマイナンバーカードが必要
です。
　また、交付手数料は区役所の窓口よ
り５０円安くなります。
※１　ローソンストア100は除く。
※２　市内は和白・福岡東郵便局のみ。
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・証明書の申請受付の際に、本人確認を行います。運転
免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類をご
持参ください。

天神証明サービスコーナーおよび千早証明サービスコーナーで
は、インターネットによる事前予約を行うことにより、市税に関する証
明書（一部の証明書に限る）を、休日※1（9:00～20:00）または時間外
（平日 17:00～20:00）に受け取ることができます（本人のみ）。⇨P.32
※1 休館日を除く。

個人市県民税課税・非課税証明書（所得証明書）

福岡桧原

　戸籍謄抄本、戸籍の附票、住民票の写し（本籍または国籍等の記載があるもの
に限る）などを第三者や代理人に交付した場合に、本人に郵便で通知する制度で
す。本人に通知することで、結婚・就職差別等につながる身元調査を目的とするさ
まざまな不正取得の抑止になります。希望する人は事前に登録が必要です（無
料）。
　※交付の可否を事前に本人へ確認したり、第三者等に交付できないようにするも
のではありません。
■登録できる人
市内に住所がある人、本籍がある人

■通知内容
交付した月の翌月末に、証明書の交付年月日、証明書の種別、通数、請求書の区
分（代理人または第三者）を記載した通知書をお送りします。
■登録方法
申請書に本人確認書類を添えて、住所地または本籍地の区役所市民課・出張所
の窓口に提出してください。申請書は市ホームページからダウンロードできます。ま
た、郵送による申請も可能です。

事前登録型本人通知制度

各区市民課、各出張所⇨P.22～25

博多区博多駅中央街地下鉄博多駅博多口お客様
サービスセンター（定期券うりば）横

コンビニ等

■請求に必要なもの　
　本人確認書類（運転免許証、パ
スポートなど）、委任状（代理申請
の場合）、コンビニ交付において
は、利用者証明用電子証明が搭載
されたマイナンバーカード
※1 印鑑登録証の持参が必要（コンビニ
交付はマイナンバーカード）　
※2 マイナンバーカード、住基カードまた
は官公署発行の写真付き本人確認書類
の持参が必要（請求される住民票に記載
されている方しか請求できません）　
※3 コンビニ交付の証明書発行手数料
は、窓口に比べて50円減額されます。
※4 博多区役所2階 証明発行コーナーで
は、住民票の写し等のみ土日祝日も発行
できます。（8：45～17：15 12/29～1/3除く）
※5 上質受理証明書（1,400円）は、届出
を受理した区役所（出張所）でしか発行
できません。　

　住民票の写し、戸籍全部・個人・一部事項証明書、戸籍謄（抄）本、除籍・改製原戸籍、戸籍附票の写し、身分証明書、市税に関する証
明書については、①申請書、②本人確認書類の写し、③定額小為替（郵便局発行）、④返信用切手・封筒をそえて、郵送で請求すること
ができます。場合によって、その他必要となる書類があります。
　住民票・戸籍に関する証明書については、福岡市住民票等郵送請求センター（〒810-8562  中央区長浜3-11-3  ☎711-7088）
　市税に関する証明書については、福岡市税証明郵送請求センター（〒812-8512  博多区博多駅前2-8-1  博多区役所9階  ☎292-2069）

コンビニエンスストア等

　身近な方が亡くなられた後の、ご遺
族の負担を少しでも軽減できるよう、
手続きをご案内する「ご遺族サポート
窓口」を各区市民課に設けています。
また、手続きをまとめた区版のガイド
ブックを配布しています。亡くなられた
方の住所のある区へお問い合わせくだ
さい。

▶東区　　645-1046
▶博多区　419-1017
▶中央区　718-1148
▶南区　　559-5028
▶城南区　833-4014
▶早良区　833-4347
▶西区　　895-7016
9：00～17：00
 （土・日・祝日、年末年始を除く）

ご遺族サポート窓口

　本人と同一世帯員の現在の住民票および本人の税務証明は、オンラインで申請することができます。
　マイナンバーカードでの本人確認と手数料の支払いが完了した後、証明書を郵送します。
　必要なものは、①マイナンバーカード②署名用電子証明書暗証番号③クレジットカード（手数料決済用）④スマートフォン（事
前にアプリのインストールが必要）です。詳細は、市ホームページ（「福岡市　ネットで手続き」で検索）で確認してください。
　なお、交付手数料は区役所窓口より50円安くなります。

オンライン申請

人

時

郵送請求・オンライン申請⇨P.31

※2

※3

⇨P.31

※4

※4

※4

※5
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