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 通知カードについて 
平成 27年 10月 5日から令和 2年 5月 24日までの間、出生や海外からの転入などによりマイナンバー

（個人番号）が付番された際に、マイナンバーを通知するために地方公共団体情報システム機構より送付さ

れていたものです。 

※通知カードは令和 2年 5月 25日をもって廃止され、以降は個人番号通知書が送付されています。 
 

 ご自宅で受け取れなかった時 
送付期間中にご不在だった場合、７日間程度郵便局で保管された後に、住所地を所管する鹿児島市役所

の本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課に１年間保管されます。裏面（２ページ目）の保管場所を

確認の上、下表の本人確認書類をご持参ください。 

（注）郵便局から市に返戻された通知カードを準備するにはお時間を要するため、事前に、保管場所 

（本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課）にお電話の上、来庁ください。 
 

 通知カードの受け取りの際、本人確認書類が必要です。 

本人確認書類（例） 

A 

官公署が発行した 

顔写真付きのものを 1点 

マイナンバーカード（個人番号カード）、住民基本台帳カード、運転免許証、運転

経歴証明書（平成 24年 4月 1日以降発行のものに限る）、旅券、身体障害者手帳、

精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、敬老パス（鹿

児島市発行）、友愛パス（鹿児島市発行）  等 

Ｂ 

2 点以上 

但し、1点以上は官公署が

発行したもの 

健康保険証、こども医療費受給者証、介護保険証、医療受給者証、年金手帳、児童

扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、市区町村長が適当と認

める書類 

（「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限る） 

●本人確認書類の文字や写真などが汚損等で確認できない場合は、事前に再交付を受けてからお越しください。  

●有効期限のある本人確認書類は、来庁時に有効期限内のものに限ります。 

●本人確認書類は、必ず原本をお持ちください。コピーは不可です。 

 どなたが来庁し、手続きするかで必要な書類が異なります。 

 受け取り手続をする方 必要な書類のチェック欄 

１ 

 

通知カードの名義人 

（本人） 

 ご利用可能な本人確認書類（例） 

A の中から１点、またはBの中から２点 

（ご注意） 

通知カードが同じ封筒に入っている場合でも、受け取り時点で同一世帯

でない場合は、代理人による手続き（次の２・３を参照）になります。 

２ 

 

法定代理人 

（親権者や後見人等） 

 通知カードの名義人（本人）の本人確認書類 
A の中から１点、またはBの中から２点 

 法定代理人の本人確認書類 

A の中から１点、またはBの中から２点 

 
 （本人と法定代理人が

別世帯の場合は追加で

必要） 

 戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類 

本籍地が鹿児島市であり、親権の資格確認ができる場合は不要 

３ 

 

任意の代理人  通知カードの名義人（本人）の本人確認書類 
Aの中から１点または Bの中から２点 

 代理人の本人確認書類 

Aの中から１点または Bの中から２点 

 （本人と任意代理人が

別世帯の場合は追加で

必要） 

 委任状 

本人が代理人に「通知カードの受け取り」について委任した

ことを確認できるもの 

通知カードの送付と受け取りについて（お知らせ） 
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郵便局から返戻された通知カードの保管場所一覧表  

本庁  谷山支所  吉野支所  喜入支所 

ｱ 荒田 1～2丁目 ﾀ 中央港新町  ｱ 魚見町  岡之原町  喜入瀬々串町 

池之上町 中央町  小原町  川上町  喜入町 

泉町 皷川町  卸本町  下田町  喜入中名町 

稲荷町 樋之口町  ｶ 上福元町  大明丘 1～3丁目  喜入生見町 

上荒田町 照国町  希望ケ丘町  緑ヶ丘町  喜入一倉町 

上之園町 天保山町  錦江台 1～3丁目  吉野 1～2丁目  喜入前之浜町 

宇宿 1～9丁目 常盤 1～2丁目  皇徳寺台 1～5丁目  吉野町（一部）   

小川町 常盤町  五ヶ別府町  (11446 番地、9551
～10694 番地以外) 

 松元支所 

ｶ 加治屋町 唐湊 1～4丁目  小松原 1～2丁目   入佐町 

春日町 ﾅ 長田町  ｻ 坂之上 1～8丁目    石谷町 

上竜尾町 中町  桜ヶ丘 1～6丁目  吉田支所  上谷口町 

上本町 永吉 1～3丁目  慈眼寺町  西佐多町  松陽台町 

鴨池 1～2丁目 南林寺町  下福元町  東佐多町  直木町 

鴨池新町 西坂元町  自由ケ丘 1～2丁目  本城町  春山町 

祇園之洲町 西千石町  清和 1～4丁目  本名町  平田町 

錦江町 西田 1～3丁目  ﾀ 谷山港 1～3丁目  宮之浦町  福山町 

金生町 西別府町  谷山中央 1～8丁目  牟礼岡 1～3丁目  四元町 

甲突町 西紫原町  中山 1～2丁目     

向陽 1～2丁目 ﾊ 浜町  中山町  桜島総務市民課  郡山支所 

高麗町 原良 1～7丁目  東開町  桜島赤水町  有屋田町 

郡元 1～3丁目 原良町  ﾅ 七ッ島 1～2丁目  桜島赤生原町  川田町 

郡元町 東郡元町  南栄 1～6丁目  桜島小池町  郡山岳町 

呉服町 東坂元 1～4丁目  西谷山 1～4丁目  桜島西道町  郡山町 

ｻ 坂元町 東千石町  ﾊ 東谷山 1～7丁目  桜島白浜町  西俣町 

桜ヶ丘 7～8丁目 日之出町  光山 1～2丁目  桜島武町  花尾町 

三和町 冷水町  平川町  桜島藤野町  東俣町 

清水町 平之町  星ケ峯 1～6丁目  桜島二俣町  油須木町 

下荒田 1～4丁目 広木 1～3丁目  ﾔ 山田町  桜島松浦町   

下竜尾町 船津町  ﾜ 和田 1～3丁目  桜島横山町   

城西 1～3丁目 堀江町     新島町   

城南町 本港新町  伊敷支所     

城山 1～2丁目 ﾏ 真砂町  ｱ 伊敷 1～8丁目  東桜島総務市民課   

城山町 真砂本町  伊敷台 1～7丁目  有村町   

新栄町 松原町  伊敷町  黒神町   

新照院町 南郡元町  犬迫町  高免町   

新町 南新町  小野 1～4丁目  野尻町   

新屋敷町 紫原 1～7丁目  小野町（一部）  東桜島町   

住吉町 名山町  (5143～5842 番地以外)  古里町   

西陵 1～8丁目 明和 1～5丁目  ｶ 花野光ヶ丘1～2丁目  持木町   

千日町 ﾔ 薬師 1～2丁目  小山田町     

草牟田 1～2丁目 易居町  ｻ 下伊敷 1～3丁目     

草牟田町 柳町  下伊敷町     

ﾀ 大黒町 山下町  千年 1～2丁目     

大竜町 山之口町  ﾅ 西伊敷 1～7丁目     

鷹師 1～2丁目 与次郎 1～2丁目  ﾏ 皆与志町     

田上 1～8丁目 ﾜ 若葉町    

田上台 1～4丁目  小野町（一部）   窓口 電話番号（直通） 

田上町  （5143～5824番地のみ）    本庁 特設会場※(西別館 1階) 099-803-0482 

武 1～3丁目  吉野町（一部）    谷山支所 市民課市民係 099-269-8407 

武岡 1～6丁目    (11446 番地、 

  9551～10694 番地のみ) 

   伊敷支所 総務市民課市民係 099-229-2115 

玉里団地 1～3丁目    吉野支所 総務市民課市民係 099-244-7284 

玉里町      吉田支所 総務市民課市民係 099-294-1212 

      
 桜島支所 

 桜島総務市民課 099-293-2347 

       東桜島総務市民課 099-221-2111 

       喜入支所 総務市民課市民係 099-345-3754 

       松元支所 総務市民課市民係 099-278-2114 

       郡山支所 総務市民課市民係 099-298-2113  

通知カードの保管状況等について、 

住所を所管する本庁、各支所の窓口に

事前に確認の上、ご来庁ください。 

※マイナンバーカード交付等特設会場 


