
【個人番号カードの交付について】 
 

申請いただいておりました個人番号カードのご準備ができましたので、お知らせいたします。 
 

※カードの受取には、必ずご本人様がお越しください。お顔の確認等がございます。 
（お子様のカードを受領される場合は、お子様同伴でお越しください。） 

※平日日中、休日は受付順でのお渡しとなりますので、発券機で順番をお取りください。 
※夜間は完全予約制です。ご希望の方は別紙開設時間をご覧いただき、お早めに 

お電話でご予約下さい。 
 
 

【お持ちいただくもの】＊お忘れ物があるとカードのお渡しができない場合があります＊ 
① 同封の白いはがき（個人番号カード交付・電子証明書発⾏通知書） 

 ※はがき裏⾯の本人の住所、氏名、日付欄を予めご記入ください。住所が大字の方は大字住所をご記入ください。 
 

② 通知カード  → 
 
 

③ 本人確認書類  

 ※下記の表から有効期限内のものを２点お持ちください。 

顔写真付の本人確認書類 
（官公署発⾏のもの） 

顔写真のない本人確認書 
（官公署発⾏のもの） 

パスポート、運転免許証、 
運転経歴証明書(H24.4.1 以降交付のもの) 

障害者手帳、在留カード、 
特別永住者証明書 
住⺠基本台帳カード（顔写真付き）       

など            

健康保険証、介護保険証、年⾦手帳 
年⾦証書、医療受給者証  
子ども医療受給者証        など 

 

※ただし「氏名・⽣年⽉日」または「氏名・住所」が漢字
記載された社員証、学⽣証、在学証明書も可とする。            

④ 暗証番号記載票 裏⾯の【暗証番号の登録について】を参考にご記入のうえ、お持ちください。 
⑤ 住⺠基本台帳カード（お持ちの方のみ） 

 
※15 歳未満の未成年者、成年被後⾒人の方については必要書類が異なりますので事前に 

お問い合わせください。 
    ※入院や施設に入所されている方などは代理人でのお受取りが可能です。上記書類のほかに 
      ご準備いただくものがございますので、事前にお問い合わせください。 

※再交付の場合は手数料 1,000 円が必要です。（電子証明書を付けていない場合は 800 円） 
 なお、現在の個人番号カードがお手元にある場合は回収しますのであわせてお持ちください。 
 

《予約・問合先》 別府市役所 市⺠課マイナンバーカード係 TEL 0977－21－1111（内線 7902） 

  

※個人番号が記載された緑色の紙のカードです。
H27.10~R2.5 に発⾏されたものです。 

紛失されている方は紛失届を記入いただきます。

＊裏面に続きます＊ 



 
 

【暗証番号の登録について】 
個人番号カードお受取時に暗証番号の登録が必要です。 
事前に、同封している暗証番号記入用紙へ暗証番号をご記入のうえお持ちください。 

 

 

 

 

マイナンバーカードの顔写真について 
マイナンバーカード交付時、総務省通知により、顔写真と申請者の同一性の判断は、目視及び 
顔認証システムによる判定を併せて⾏うよう指導されています。 
顔認証システムによる判定が基準値を下回る場合は、マイナンバーカードの交付ができません 
ので、来庁される際は次の点にご留意ください。 

 

 

①マイナンバーカードの顔写真と申請者の方の来庁時の印象が化粧等により異なる 
場合は交付ができませんので、写真撮影時と同じ状態でお越しください。 

②マイナンバーカードの写真撮影時にメガネをかけている場合は、同じメガネを 
お持ちください。 

 
 
 

 

※個人番号カードには有効期限があります。 
発⾏時 18 歳以上の方︓発⾏日後 10 回目の誕生日まで 

〃  18 歳未満の方︓発⾏日後 5 回目の誕生日まで 
 

①署名用
電子証明書暗証番号

英数字６文字以上16文字以下
　例︓A12345 等アルファベットの
　大文字と数字を組み合わせたもの

②利用者証明用
電子証明書暗証番号
③住⺠基本台帳用
暗証番号
④券⾯事項入⼒補助用
暗証番号

数字４ケタ
（②③④共通の暗証番号も可）

①②については発⾏を
希望した方のみ 

15 歳未満の方
は不要です 



 

 Issuance of the Individual Number Card 

The Individual Number Card which you have applied for is now available so please bring the 

below required documents and within the limited period stated on the enclosed “Issuance of the 

Individual Number Card / the electronic certificate Issuance Notification & Written Inquiry” 

(postcard), come in person to receive it at the counter of Citizens Affairs Division at main office. 

※For individuals who require an interpreter, please let us know in advance. 

 

◆Required Documents for Receipt 

① Issuance of the Individual Number Card / the electronic certificate Issuance Notification & 

Written Inquiry（enclosed postcard） 

② Notification Card 

③ Basic Residence Register Card (Only individuals who have one. You need a password 

(four-digit number). Cards which have become invalid must be collected as well.)  

④ Residence Card (A valid one within the limited period. If you are in the process of renewing 

this, the part which states this status.) 

⑤ Passport or Health Insurance Certificate (Either one which is within its limited valid 

period.) 

 

◆Registration of Password is Required at the Time of Receipt 

Please fill in the following 4 types of password in advance on the enclosed form of password 

and bring this with you.  

①Password for an Electronic Certificate for 

Signature  

Combination of alphabets(upper-case letters) 

and numbers of 6 or more and within 16 letters 

②Password for an Electronic Certificate for 

User Identification 
4 digit number 

You may use the same 

password 

 

③Password for Basic Residence Register 

Record 
4 digit number  

④ Password for Auxiliary-Input of Face 

Items 
4 digit number 

 

※In the event you cannot come in person to receive your card, please let us know in advance.  

Also, reasons such as “I have to attend school.” or “I am busy with work.” are not acceptable to 

have a proxy to receive it on your behalf. 

※For minors under the age of 15, the required documents for an adult ward to receive the card differs so please 

make sure to contact us at the below given details to confirm this prior to visiting this office for receipt.  

※The Individual Number Card has an expiration date. 

 

《Contact Details》 

Beppu City Hall, Citizens Affairs Division  TEL: 0977-21-1111（ex.7902） 

 

 



 

 

 

 

 

According to the Ministry of Internal Affairs and Communications rules,  

we need to identify the applicant visually and with the face authentication  

system for issuing your card. If we cannot identify it we cannot issue the card.  

Please make sure you follow the points below when you come to the City hall. 

 

  

1) Hair and makeup should be the same as the one on photo. 

  

2) Bring the same glasses with the ones on photo. 

 

 

Face Photo for ”My Number Card” (Individual Number Card) 


