
〇企業等の出張申請受付 （別紙1）

市町名 対象団体 実施日時 条件 問合せ先等

下関市

〇市内の企業、団体、医療

機関、福祉施設、学校等で

あること。

〇実施日：随時（対象団体とは事前に１ヶ月前に日程調

整）

〇時間：平日の午前10時～午後4時まで（場所によって

は開催時間を変更する場合があり）

〇対象団体からの申込

〇概ね10人以上の申請が見込まれること

〇市が用意するスキャナー等の電源を会場で使用できること

〇申請人数に対応できる会場や机、椅子を準備できること

〇市の公用車の駐車場を準備できること

〇申請日当日に、申請者ご本人が来れること

担当：下関市マイナンバーカードセンター

電話：083-227-4178

宇部市

〇市内の企業、地域団体、

病院、福祉施設、学校等

〇実施日：随時（対象団体と日程調整）

〇時間：平日の午前９時～午後４時まで

〇市内の企業、地域団体、病院、福祉施設、学校等からの申込であること

〇市内に住民登録のある方５名以上の申請が見込まれること

○申請希望人数に対応できる会場、机、椅子を準備できること

○市の公用車の駐車場を準備できること

○出張先が個人宅でないこと

○申請から２か月以内に引っ越しの予定がないこと

〇出張申請当日、会場に来ることができること

担当：市民課　マイナンバーカード交付係

電話：0836-34-8264

URL:https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/todok

ede/bangou_card/1001628.html

山口市

〇市内に事業所を有する企

業

〇市内で活動する活動する

各種団体・グループ

〇実施日：随時（対象団体と日程調整）

〇時間：平日の午前１０時～午後３時まで

〇概ね10人以上の申請が見込まれること

〇会場手配、申請者の取りまとめ、関係書類の配布や広報周知が行えること

〇山口市に住民登録があること

〇申請日から２か月以内に山口市外に転出予定がないこと

〇申請者本人（15歳未満の方は法定代理人とともに）が会場に来ることができ

ること

担当：市民課

電話：083-934-2927

URL:https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/29/1032

75.html

萩市

〇市内に事務所を置く企

業、各種学校、福祉施設等

〇市内の地域団体等（自治

会・各種サークル）

〇実施日：随時（対象団体と日程調整）

〇時間：平日の午前９時30分～午後6時まで（土日は要

相談）

〇対象団体からの申込

〇申請希望者が５名以上（少人数は要相談）

〇会場の準備　など

担当：市民課戸籍登録係

電話：0838-25-3493

防府市

〇市内に事務所を置く企

業、各種学校、福祉施設等

〇市内の地域団体等（自治

会・各種サークル）

〇実施日時：平日の午前９時30分～午後３時まで（時間

外は要相談）

〇対象団体からの申込

〇申請希望者が５名以上

〇会場・備品・電源の準備　　等

担当：デジタル推進課マイナンバーカード普及室

電話：0835-25-2605

URL:https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/7/my

number-kigyousinnsei-05.html

下松市

〇市内に事務所を置く企業

〇市内の地域団体等

〇実施日：随時（対象団体と日程調整）

〇時間：平日の午前１０時～午後３時まで

〇対象団体からの申込

〇申請希望者が１０名以上

〇会場の準備　など

担当：市民課

電話：0833-45-1847
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〇企業等の出張申請受付 （別紙1）

市町名 対象団体 実施日時 条件 問合せ先等

岩国市

〇市内に事業所・事務所を

置く企業等

〇市内の地域団体等

〇実施日：対象団体と日程調整

〇時間：平日の午前10時～午後４時まで

〇申請希望者が概ね10人以上

〇会場の準備

〇出張先が個人宅でないこと

担当：市民課　管理班

電話：0827-29-5043

URL：https://www.city.iwakuni.lg.jp/

光　市

〇市内に事業所等を置く企

業、各種学校、福祉施設等

〇市内の地域団体等（自治

会・各種サークル等）

〇実施日：随時（対象団体と日程調整）

〇時間：平日の午前１０時～午後３時まで

※令和４年６月～令和５年２月までの期間

〇対象団体からの申込

〇申請希望者が５名以上

○光市に住民登録があること

○カードの交付申請をしていない

○申請日から２か月以内に転出予定がない

○申請者本人が会場に来ること

○本人確認書類の持参

〇会場・駐車場等の準備

担当：市民課 戸籍住民係

電話：0833-72-1421

URL:https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/3/shimin/kur

ashi/2/mynumber/2715.html

長門市

〇市内に事務所を置く企

業、各種学校、福祉施設等

〇市内の地域団体等（自治

会・各種サークル）

〇実施日：随時（対象団体と日程調整）

〇時間：平日の午前10時～午後４時まで

〇対象団体からの申込

〇申請希望者が10名以上

〇会場の準備

担当：総合窓口課 窓口班

電話：0837-23-1127

URL:https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/7/

37393.html

周南市

・市内に事業所・事務所を

置く企業等

・市内の地域団体等（自治

会、コミュニティ団体、各

種サークル活動団体）

平日午前１０時から午後４時までの間で調整（年末年始

除く）

〇対象団体からの申込

〇申請希望者が概ね１０名以上（市内在住者で初めて申請される方に限る）

〇市内で申請受付会場が準備でき、机、椅子、電源、駐車場が準備できること

〇申請希望者へ当日必要な書類の事前配布、案内等ができること

担当：市民課　異動届出・マイナンバー担当

電話：0834-22-8339

URL:https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/20/69954.h

tml

山陽小野田

市

(1)市内に事業所・事務所な

どを置く企業等

(2)市内に事務所を置く企

業、各種学校、福祉施設等

〇実施日：随時（対象団体と日程調整）

〇時間：平日の午前10時～午後３時まで

(1)市内の企業、団体であること

(2)市内に住民登録がある申請希望者が、５名以上いること

(3)申込企業等で会議室、机、いすなどの備品及び市が持ってくるタブレット端

末等の電源の確保ができること　等

担当：市民課

電話：0836-82-1140

URL:https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/

soshiki/11/syuttyousinnseisapo-tosa-bisu.html

阿武町

・町内に事務所を置く企

業、各種学校、福祉施設等

・町内の地域団体等（自治

会・各種サークル）

・実施日：随時（対象団体と日程調整）

・時間：平日の午前3時間以内または午後3時間以内のい

ずれか

・対象団体からの申込

・申込希望者が5名以上

・会場の準備

・対象者名簿（氏名・住所・生年月日・性別）の事前提出

（町外の方がいる場合は申請書準備の都合上事前相談必要）

担当：戸籍税務課

電話：08388-2-0500
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〇商業施設等での出張申請受付（９月末まで） （別紙2）

市町名 イベント情報 連絡先

下関市

【商業施設での出張申請】

9/3（土）、4（日）１０時～１６時　ゆめシティ

【公民館等での出張申請】

7/8（金）、9（土）１０時～１５時３０分　　勝山公民館

7/15（金）、16（土）１０時３０分～１５時３０分　菊川ふれあい会館アブニール

8/19（金）、20(土）１０時～１５時３０分　長府東公民館

担当：情報政策課

電話：083-231-1580

宇部市

【商業施設での出張申請】

8/21(日)　9時30分～15時　フジグラン宇部　グランモール1階特設会場

(12時～13時は除く。14時30分受付終了)

備考：予約不要

【出張申請支援窓口（市民センター等）】

6/27（月）、7/12（火）　二俣瀬ふれあいセンター

7/14（木）　東岐波ふれあいセンター

7/26（火）　船木ふれあいセンター

7/28（木）　小野ふれあいセンター

時間：全日9時40分～15時(12時～13時は除く。)

備考：予約制。定員に達し次第受付終了。

担当：市民課

電話：0836-34-8264

山口市

【商業施設】

8/27（土）～8/28（日）各日10時～15時　サンパークあじす

9/3（土）～9/4（日）　各日10時～15時　フジグラン山口

【地域交流センター】

7/25（月）10時～12時　仁保地域交流センター　14時～16時　宮野地域交流センター

7/27（水）10時～12時　小鯖地域交流センター　14時～16時　大歳地域交流センター

7/28（木）10時～12時　陶地域交流センター　　14時～16時　鋳銭司地域交流センター

7/29（金）10時～12時　吉敷地域交流センター

8/1（月）  10時～12時　大内地域交流センター

8/3（水）  10時～12時　平川地域交流センター

8/4（木)    10時～12時　名田島地域交流センター　14時～16時　二島地域交流センター

8/17（水）10時～12時　嘉川地域交流センター　　14時～16時　佐山地域交流センター

8/18（木）10時～12時　大海総合センター

8/19（金）10時～12時　生雲分館（阿東）　14時～16時　嘉年分館（阿東）

8/22（月）10時～12時　篠生分館（阿東）　14時～16時　地福分館（阿東）

8/24（水）10時～12時　島地分館（徳地）　14時～16時　串分館（徳地）

8/25（木）10時～12時　八坂分館（徳地）　14時～16時　柚野分館（徳地）

8/29（月）10時～12時　大殿地域交流センター　14時～16時　白石地域交流センター

8/31（水）10時～12時　湯田地域交流センター

9/12（月）10時～12時　小郡地域交流センター

9/14（水）10時～12時　秋穂地域交流センター　14時～16時　阿知須地域交流センター

9/15（木）10時～12時　徳地地域交流センター（徳地山村開発センター）

               14時～16時　阿東地域交流センター

担当：市民課

電話：083-934-2927



〇商業施設等での出張申請受付（９月末まで） （別紙2）

市町名 イベント情報 連絡先

防府市

【商業施設での出張申請】

7/9（土）  10時～15時　イオンタウン防府（期日前投票会場前）

7/17（日）10時～15時　イオン防府店

以降も月に１回（基本的には毎月第３土曜日の翌日の日曜日）に実施予定

【公民館での出張申請】

・７月　　　　　　　　　　　　　　・８月

7/7（木）　9～12時　西浦公民館　　8/4（木）   9～12時　西浦公民館

7/8（金）　9～12時　大道公民館　　8/5（金）   9～12時　向島公民館

7/13（水） 9～12時　華城公民館　　8/10（水）  9～12時　華城公民館

7/14（木） 9～12時　向島公民館      8/12（金）  9～12時　大道公民館

7/21（木） 9～12時　中関公民館　　8/22（月）  9～12時　牟礼公民館

7/22（金） 9～12時　富海公民館　　8/25（木）  9～12時　中関公民館

7/26（火） 9～12時　小野公民館　　8/26（金）  9～12時　富海公民館

7/27（水） 9～12時　牟礼公民館　　8/30（火）  9～12時　小野公民館

7/29（金） 9～12時　右田公民館　　8/31（水）  9～12時　右田公民館

担当：デジタル推進課

マイナンバーカード普及室

電話：0835-25-2605

下松市

【商業施設での出張申請】

9/3（土）10時～15時　ゆめタウン下松内  １階海の広場

9/6（火）10時～15時　サンリブ下松１階　中央広場

担当：市民課

電話：0833-45-1847

岩国市

【商業施設での出張申請サポート】

7/17(日)、7/18日(月祝) 　10：00～17：00　中央フード川下店、平田店

7/23（土)、7/24(日)　10：00～17：00  フジグラン岩国、ゆめタウン南岩国

7/30（土)、7/31(日)　10：00～17：00  フジグラン岩国、ゆめタウン南岩国

担当：市民課

電話：0827-29-5043

長門市

【商業施設での出張申請】

9/3（土）　10時～16時　フジ長門店

担当：総合窓口課

電話：0837-23-1127

美祢市

【商業施設での出張申請】

6/24（金）14時～18時 サイサイみとう

7/8（金）14時～18時 ザ・ビッグ 美祢店

7/16（土）14時～18時 ウエスタまるき 美祢店

7/24（日）10時～14時 サンマート 美祢店

7/30（土）14時～18時 サイサイみとう

8/6（土）14時～18時 ザ・ビッグ 美祢店

8/21（日）10時～14時 ウエスタまるき 美祢店

8/27（土）14時～18時 サンマート 美祢店

9/2（金）14時～18時 サイサイみとう

9/11（日）10時～14時 ザ・ビッグ 美祢店

9/16（金）14時～18時 ウエスタまるき 美祢店

9/22（木）14時～18時 サンマート 美祢店

9/25（日）10時～14時 サイサイみとう

担当：デジタル推進課

電話：0837-52-1311



〇商業施設等での出張申請受付（９月末まで） （別紙2）

市町名 イベント情報 連絡先

山陽小野田市

【商業施設での出張申請サポート】

7/14(木)、7/28日(木) 　9時～12時　アルク小野田店

7/19(火)、8/2(火)　9時～12時  マックスバリュ厚狭店

7/22(金)、8/2(金)　9時～12時  マルキュウ厚狭店

【地域交流センター等での出張申請】

6/29(水)　13:30～16:00　本山地域交流センター

7/6(水)　13:30～16:00　須恵地域交流センター

7/13(水)13:30～16:00　高泊地域交流センター

7/20(水)　13:30～16:00　有帆地域交流センター

7/27(水)　13:30～16:00　出合地域交流センター

8/3(水)　13:30～16:00　厚陽地域交流センター

8/10(水)　13:30～16:00　津布田会館

担当：市民課

電話：0836-82-1140

和木町

【期日前投票所での申請サポート】

7/7(木)、7/8(金)　17時15分～19時

7/9（土)　9時～19時

和木町役場議会棟　　相談室

担当：住民サービス課

電話：0827-52-2194

田布施町

【マイナポイント申請支援特設ブースの設置】

令和4年7月～8月　8:30～17:15　　田布施町役場

担当：町民福祉課

電話：0820-52-5811


