
 詳細は、各市町村の申込・問い合わせ先にお問い合わせください。 （R4.11.1現在）

最少実施
人数

他市町村住民の
受付の可否

対応可能期間 その他

1 水戸市 市民課 10 〇 令和5年3月まで
他市町村にお住まいの方はQRコード付き申請書をお持ち
ください。

certification@city.mito.lg.jp

2 日立市 市民課 2 ○
令和2年11月～
※繁忙期（毎年3～4月）を除く

他市町村にお住まいの方はQRコード付き申請書をお持ち
ください。
※出張申請受付窓口設置は市内の事業所等に限る

0294-22-3111（内線507）

3 土浦市 市民課 10 ×
令和4年12月末まで
（令和5年度以降も実施予定）

市内企業対象
029-826-1111
shimin@city.tsuchiura.lg.jp

4 古河市 市民総合窓口課 20 × 令和4年11月～
打合せ・準備の都合上、申込みから1ヶ月程度時間をいた
だきます。

sougou@city.ibaraki-koga.lg.jp
0280-92-3111

5 石岡市 市民課 10 ○ 令和5年2月末まで
shimin@city.ishioka.lg.jp
0299-23-1111

6 結城市 市民課 3 × 常時
simin@city.yuki.lg.jp
0296-34-0409

7 龍ケ崎市 市民窓口課 約10 ○ 常時
事前調整等で申し込みから実施までに１ヵ月程度かかり
ます。

shimin@city.ryugasaki.lg.jp
0297-64-1111(内線206）

8 下妻市 総務課 10 ○ 令和4年度中
打合せ・準備の都合上、申込みから1ヶ月程度時間をいた
だきます。

jyoho@city.shimotsuma.lg.jp
0296-43-2117

9 常総市 市民課 3 × 令和4年9月上旬～ なし
shiminkakanri@city.joso.lg.jp
0297-23-2909

10 常陸太田市 市民課 5 × 令和4年4月～令和5年3月
mynumber@city.hitachiota.lg.jp
0294-85-8815

11 高萩市 市民課 10 ○ 令和4年10月～令和4年2月 市内在住の方10人以上
shimin@city.takahagi.jp
0293-23-2116

12 北茨城市 市民課 5 × 令和4年12月末まで
shimin@city.kitaibaraki.lg.jp
0293-43-1111（内線176、177）

13 笠間市 市民課 5 × 常時 市内企業対象 0296-77-1101

14 取手市 市民課 10 ○ 令和5年2月まで 出張申請サポートのみ（※）
siminka@city.toride.ibaraki.jp
0297-74-2141

15 牛久市 総合窓口課 10 × 令和4年11月以降 市内企業対象 029-873-2111

16 つくば市 市民部市民窓口課 10 ○ 令和5年6月上旬～ 市内企業対象
ctz020@city.tsukuba.lg.jp
029-883-1111

17 ひたちなか市 市民課 5 ○ 常時
市外に立地する企業は要相談。他市町村にお住まいの方
はQRコード付き申請書をお持ちください。

simin@city.hitachinaka.lg.jp
029-273-0111（内線1176）

18 鹿嶋市 総合窓口課 10 × 令和4年12月まで
simin1@city.ibaraki-kashima.lg.jp
0299-82-2911（内線322）

19 潮来市 市民課 5 ○ 令和4年度末まで
他市町村にお住まいの方はQRコード付き申請書をお持ち
ください。

shimin@city.itako.lg.jp
0299-63-1111（内線115）

20 常陸大宮市 市民生活部市民課 10 ○ 常時
shimin@city.hitachiomiya.lg.jp
0295-52-1111

21 那珂市 市民課 5 ○ 常時 029-298-1111（内線157）

22 筑西市 市民課 1 ○ 常時
siminka@city.chikusei.lg.jp
0296-24-2101（直通）

23 坂東市 市民課 10 ○ 令和4年7月∼令和５年3月
市内企業対象、近隣企業要相談。他市町村にお住まいの
方はQRコード付き申請書をお持ちください。

shimin@city.bando.ibaraki.jp
0297-35-2121（内線1114）

24 稲敷市 市民窓口課 5 × 令和4年6月～令和5年3月
shimin@city.inashiki.lg.jp
TEL:029-892-2000

25 かすみがうら市 市民課 5 × 常時 shiminka@city.kasumigaura.lg.jp

26 桜川市 市民課 3 ○
令和５年２月末まで
（令和５年度以降も実施予定）

市内企業対象・近隣企業要相談。他市町村にお住まいの
方は申請書ID入りの交付申請書を持参ください。

shiminka_s@city.sakuragawa.lg.jp
0296-75-3132

27 行方市 市民福祉部総合窓口課 5 × 令和4年10月上旬～ 市内企業対象
name-tsogo@city.namegata.lg.jp
0299-55-0111

28 鉾田市 総務部市民課 10 ○
受付 令和5年2月末まで
実施 令和5年3月2週目まで

市内企業対象。他市町村にお住まいの方はQRコード付き
申請書をお持ちください。

simin@city.hokota.lg.jp
0291-36-7157

29 つくばみらい市 市民窓口課 5 × 令和5年2月まで
ccw01@city.tsukubamirai.lg.jp
0297-58-2111

30 小美玉市 市民課 4 × 常時（10:00～15:00）
市内企業対象
近隣企業要相談

TEL:0299-48-1111(内線1111～1112）
FAX:0299-48-1199

31 茨城町 町民課 5 ○ 常時（10:00～16:00）
町内企業対象。他市町村にお住まいの方はQRコード付き
申請書をお持ちください。

i-cyoumin@town.ibaraki.lg.jp
TEL:029-292-1111（内線103）
FAX:029-292-1193

32 大洗町 住民課 5 × 令和4年12月末まで 町内企業対象
jyumin@town.oarai.lg.jp
029-267-5111（内線112,114）

33 城里町 町民課 5 × 令和4年12月末まで 町内企業対象
choumin@town.shirosato.lg.jp
029-288-3111

34 東海村 住民課 10 × 令和4年12月中旬まで 村内企業及び近隣市町の企業（要相談）
jyuumin@vill.tokai.ibaraki.jp
029-282-1711（内線1125）

35 大子町 町民課 1 × 常時（閉庁日を除く） 町内企業対象（受付後、日程等調整有）
tyoumin01@town.daigo.lg.jp
0295-72-1112

36 阿見町 町民課 5 × 常時 町内企業対象 029-888-1111

37 河内町 町民課 5 × 令和4年10月～ 町内企業対象
jumin@town.ibaraki-kawachi.lg.jp
0297-84-6984

38 八千代町 戸籍住民課 5 ○ 常時
jumin@town.ibaraki-yachiyo.lg.jp
0296-48-1111(内線1110)

39 五霞町 町民税務課 10 × 令和5年1月以降
tyoumin@town.goka.lg.jp
0280-84-1965

40 境町 住民課 2 × 令和4年11月～
myna@town.ibaraki-sakai.lg.jp
0280-81-1303

（※出張申請サポート・・・写真撮影や申請手続きのお手伝いのみを行います。カードは後日市町村窓口に受け取りに行く必要があります。）

マイナンバーカード出張申請窓口市町村一覧
～市町村が出向いて申請を受け付けます！～

市町村名 担当課名
出 張 申 請 受 付

申込・問い合わせ先
（メール・電話・その他）


