電子証明書の更新手続
電子証明書の更新は
お住まいの市区町村窓口で行います。
本人が更新手続を行う場合

必要なもの

申請方法

代理人に電子証明書更新申請を委任する方のみ

రᐕ㧥㧞㧤ᣣ


958-0061

✩ቝᶓ㘛

ᡂỖ⎓ሯ⪞㎖✩ቝᶓᄹᡦҬ⽄ሒ刑刖

ᡂỖ⎓ሯ⪞㎖✩ቝᶓᄹᡦҬ⽄ሒ刑刖

①有効期限通知書と現在お持ちのマイナンバーカード
等の本人確認書類を持って市区町村窓口へ。

マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書の記載
事項に誤りや変更がある場合のお問合せ
（市区町村窓口）

00000080 100001
201910072 0000080#

Ҽ҂ҨӑҮӚ҉ӚҧᙤᏧ
ሯ⪞㎖✩ቝᶓᄹᡦҬ⽄ሒ刑刕刑刓刍
刑刑

マイナンバーカードの有効期限通知書
お持ちのマイナンバーカードについて有効期限が近づいています。有効期限の３か月前から更新手続が可能です
ので、オンラインまたは郵送で更新手続をしてください。
※ スマートフォンやパソコン、証明用写真機からのオンライン更新手続が便利です。

②窓口で暗証番号の設定を行う。

≩Ѓ⫱ᄳᭉ

署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書

回答書

≩Ѓ⫱ᄳ

有効期限

划刐划刑ፀђ⿳∩ᡦѢы

有効期限が到来するもの

Ҽ҂ҨӑҮӚ҉Ӛҧ

年

月

日

更新手続

Ҽ҂ҨӑҮӚ҉Ӛҧђᤳᡂᘕ⟠

㧗

（申請者／利用者の住所）
印

（申請者／利用者の氏名）

※ご自身で設定されている従来の暗証番号（英数字6文字以上16文字以下の暗証番号と数字4桁の暗証
番号）をご記入ください。更新後も再度同じ暗証番号を設定致しますので、あらかじめご了承くだ
さい。その際は、数字の「0」と英字の「O」、数字の「1」と英字の「l」などの混同を避けるた
め、分かりやすくご記入ください。

署名用電子証明書の
暗証番号
利用者証明用電子証
明書の暗証番号
住民基本台帳用
暗証番号※

※既に設定している数字４桁の個人番号カードの住民基本台帳ネットワーク
システムに係るアプリケーションに関する暗証番号を記入してください。

委任状

令和

年

月

日

☿ፉᶆ㐳ޓተ

（申請者／利用者の住所）
印

（申請者／利用者の氏名）

●本通知書に記載されている情報は、令和 ర 年 㧥 月㧞㧤日時点の情報となります。
●この通知書は、交付申請書ではないため、郵送しても申請したことにはなりませんので
ご注意ください。
;6A%0A#A2&(

令和

☿ፉᶆ㐳ޓተ
署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書の更新申請は、私の意思によって
申請するものに相違ありません。

利用者氏名

それぞれの申請手続については、有効期限のご案内パンフレットをご覧ください。

私は、下記の者を代理人として電子証明書の更新に関する手続（代替文字の選択を含む）及び電子
証明書の受領についての権限を委任しましたので通知します。
※代替文字の選択とは、申請される方の住所、氏名のコンピュータ入力に際して、画面上に正確に表示されない文字の代わりに
置き換える文字を選ぶ手続のこと。

申請書ＩＤ

（代理人の住所）



（代理人の氏名）

交付申請用
ＱＲコード
（ＵＲＬ）

現在お持ちの
マイナンバーカード

（本人との関係）

有効期限通知書

③更新手続が完了。

照会書兼回答書

あなたの意思に基づく更新申請に相違がないか照会します。相違がなければ下記の回答書に必要事項を記載の
上、署名又は記名押印して、代理人が持参して下さい。
（ご注意）
（１）本書はやむを得ず更新申請を代理人に依頼する場合に必要となるもので、ご自身が来庁される場合には必要
ありません。
（２）やむを得ず更新申請を代理人に依頼されるときは、以下の点を守ってください。
・回答書欄には、電子署名を行う際に必要となる署名用電子証明書用暗証番号やマイナポータルのログイン
等に必要となる利用者証明用電子証明書用暗証番号、その他必要事項を記入し、他人の目に触れないよう
同封されている封筒に封入した上で、代理人に持参させてください。
・委任状欄には、必要事項を記載の上、押印してください。
・あなたが指定した代理人が本人であることを確認するため、代理人の個人番号カード等の本人確認書類を
提出することが必要です。
・電子証明書を格納するための個人番号カードを代理人に持参させてください。
（３）回答書は必ず代理人が来庁の上、提出して下さい。郵送その他の方法により提出された場合は、受付けでき
ません。
（４）本書の有効期限は電子証明書の有効期限と同日です。

以下のいずれかの方法により、マイナンバーカードの更新手続が可能です。
①スマートフォンで申請（交付申請用QRコードは右下にあります。）
②パソコンで申請
③証明用写真機で申請（交付申請用QRコードは右下にあります。）
④郵送で申請

※窓口では、現在設定済みの暗証番号を入力します。
お忘れの場合は再設定が可能です。



マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書に関す
るお問合せ
個人番号コールセンター
０１２０－９５－０１７８

≩Ѓ⫱ᄳᭉ

代理人に更新手続をお願いする場合

必要なもの

申請方法

代理人に電子証明書更新申請を委任する方のみ

రᐕ㧥㧞㧤ᣣ


958-0061

✩ቝᶓ㘛

ᡂỖ⎓ሯ⪞㎖✩ቝᶓᄹᡦҬ⽄ሒ刑刖

ᡂỖ⎓ሯ⪞㎖✩ቝᶓᄹᡦҬ⽄ሒ刑刖

①「照会書兼回答書」
に必要事項を記入して封筒に入れ、
有効期限通知書とマイナンバーカードとともに代理
人に渡す。

マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書の記載
事項に誤りや変更がある場合のお問合せ
（市区町村窓口）

00000080 100001
201910072 0000080#

Ҽ҂ҨӑҮӚ҉ӚҧᙤᏧ
ሯ⪞㎖✩ቝᶓᄹᡦҬ⽄ሒ刑刕刑刓刍
刑刑

マイナンバーカードの有効期限通知書
お持ちのマイナンバーカードについて有効期限が近づいています。有効期限の３か月前から更新手続が可能です
ので、オンラインまたは郵送で更新手続をしてください。
※ スマートフォンやパソコン、証明用写真機からのオンライン更新手続が便利です。

利用者氏名

≩Ѓ⫱ᄳ

有効期限

划刐划刑ፀђ⿳∩ᡦѢы

有効期限が到来するもの

Ҽ҂ҨӑҮӚ҉Ӛҧ

更新手続

Ҽ҂ҨӑҮӚ҉Ӛҧђᤳᡂᘕ⟠

≩Ѓ⫱ᄳᭉ

署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書

を見られないように同封されている封筒に封入した上で代理
人の方に渡してください。

なお、回答書に記入する暗証番号については、現在設定され

回答書

令和

年

月

日

☿ፉᶆ㐳ޓተ
署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書の更新申請は、私の意思によって
申請するものに相違ありません。

㧗

（申請者／利用者の住所）
印

（申請者／利用者の氏名）

※ご自身で設定されている従来の暗証番号（英数字6文字以上16文字以下の暗証番号と数字4桁の暗証
番号）をご記入ください。更新後も再度同じ暗証番号を設定致しますので、あらかじめご了承くだ
さい。その際は、数字の「0」と英字の「O」、数字の「1」と英字の「l」などの混同を避けるた
め、分かりやすくご記入ください。

署名用電子証明書の
暗証番号
利用者証明用電子証
明書の暗証番号

以下のいずれかの方法により、マイナンバーカードの更新手続が可能です。
①スマートフォンで申請（交付申請用QRコードは右下にあります。）
②パソコンで申請
③証明用写真機で申請（交付申請用QRコードは右下にあります。）
④郵送で申請

住民基本台帳用
暗証番号※

※既に設定している数字４桁の個人番号カードの住民基本台帳ネットワーク
システムに係るアプリケーションに関する暗証番号を記入してください。

委任状

令和

年

月

日

☿ፉᶆ㐳ޓተ

（申請者／利用者の住所）
印

（申請者／利用者の氏名）

●本通知書に記載されている情報は、令和 ర 年 㧥 月㧞㧤日時点の情報となります。
●この通知書は、交付申請書ではないため、郵送しても申請したことにはなりませんので
ご注意ください。
;6A%0A#A2&(

照会書兼回答書

あなたの意思に基づく更新申請に相違がないか照会します。相違がなければ下記の回答書に必要事項を記載の
上、署名又は記名押印して、代理人が持参して下さい。
（ご注意）
（１）本書はやむを得ず更新申請を代理人に依頼する場合に必要となるもので、ご自身が来庁される場合には必要
ありません。
（２）やむを得ず更新申請を代理人に依頼されるときは、以下の点を守ってください。
・回答書欄には、電子署名を行う際に必要となる署名用電子証明書用暗証番号やマイナポータルのログイン
等に必要となる利用者証明用電子証明書用暗証番号、その他必要事項を記入し、他人の目に触れないよう
同封されている封筒に封入した上で、代理人に持参させてください。
・委任状欄には、必要事項を記載の上、押印してください。
・あなたが指定した代理人が本人であることを確認するため、代理人の個人番号カード等の本人確認書類を
提出することが必要です。
・電子証明書を格納するための個人番号カードを代理人に持参させてください。
（３）回答書は必ず代理人が来庁の上、提出して下さい。郵送その他の方法により提出された場合は、受付けでき
ません。
（４）本書の有効期限は電子証明書の有効期限と同日です。

それぞれの申請手続については、有効期限のご案内パンフレットをご覧ください。

※「照会書兼回答書」は、申請者本人が記入し、他人に暗証番号



マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書に関す
るお問合せ
個人番号コールセンター
０１２０－９５－０１７８

≩Ѓ⫱ᄳᭉ

私は、下記の者を代理人として電子証明書の更新に関する手続（代替文字の選択を含む）及び電子
証明書の受領についての権限を委任しましたので通知します。
※代替文字の選択とは、申請される方の住所、氏名のコンピュータ入力に際して、画面上に正確に表示されない文字の代わりに
置き換える文字を選ぶ手続のこと。

申請書ＩＤ

（代理人の住所）



（代理人の氏名）

交付申請用
ＱＲコード
（ＵＲＬ）

本人の
マイナンバーカード

（本人との関係）

有効期限通知書

ている暗証番号を記入してください。

代理人に電子証明書更新申請を委任する方のみ

రᐕ㧥㧞㧤ᣣ


958-0061

✩ቝᶓ㘛

ᡂỖ⎓ሯ⪞㎖✩ቝᶓᄹᡦҬ⽄ሒ刑刖

ᡂỖ⎓ሯ⪞㎖✩ቝᶓᄹᡦҬ⽄ሒ刑刖

③持参した回答書に記載された暗証番号を元に、市区
町村職員が暗証番号の設定を行う。
④更新手続が完了。

2

Ҽ҂ҨӑҮӚ҉ӚҧᙤᏧ
ሯ⪞㎖✩ቝᶓᄹᡦҬ⽄ሒ刑刕刑刓刍
刑刑

マイナンバーカードの有効期限通知書
お持ちのマイナンバーカードについて有効期限が近づいています。有効期限の３か月前から更新手続が可能です
ので、オンラインまたは郵送で更新手続をしてください。
※ スマートフォンやパソコン、証明用写真機からのオンライン更新手続が便利です。

利用者氏名

≩Ѓ⫱ᄳ

有効期限

划刐划刑ፀђ⿳∩ᡦѢы

有効期限が到来するもの

Ҽ҂ҨӑҮӚ҉Ӛҧ

更新手続

Ҽ҂ҨӑҮӚ҉Ӛҧђᤳᡂᘕ⟠

署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書

照会書兼回答書

あなたの意思に基づく更新申請に相違がないか照会します。相違がなければ下記の回答書に必要事項を記載の
上、署名又は記名押印して、代理人が持参して下さい。
（ご注意）
（１）本書はやむを得ず更新申請を代理人に依頼する場合に必要となるもので、ご自身が来庁される場合には必要
ありません。
（２）やむを得ず更新申請を代理人に依頼されるときは、以下の点を守ってください。
・回答書欄には、電子署名を行う際に必要となる署名用電子証明書用暗証番号やマイナポータルのログイン
等に必要となる利用者証明用電子証明書用暗証番号、その他必要事項を記入し、他人の目に触れないよう
同封されている封筒に封入した上で、代理人に持参させてください。
・委任状欄には、必要事項を記載の上、押印してください。
・あなたが指定した代理人が本人であることを確認するため、代理人の個人番号カード等の本人確認書類を
提出することが必要です。
・電子証明書を格納するための個人番号カードを代理人に持参させてください。
（３）回答書は必ず代理人が来庁の上、提出して下さい。郵送その他の方法により提出された場合は、受付けでき
ません。
（４）本書の有効期限は電子証明書の有効期限と同日です。

回答書

令和

年

月

日

☿ፉᶆ㐳ޓተ
署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書の更新申請は、私の意思によって
申請するものに相違ありません。

㧗

（申請者／利用者の住所）
印

（申請者／利用者の氏名）

※ご自身で設定されている従来の暗証番号（英数字6文字以上16文字以下の暗証番号と数字4桁の暗証
番号）をご記入ください。更新後も再度同じ暗証番号を設定致しますので、あらかじめご了承くだ
さい。その際は、数字の「0」と英字の「O」、数字の「1」と英字の「l」などの混同を避けるた
め、分かりやすくご記入ください。

署名用電子証明書の
暗証番号
利用者証明用電子証
明書の暗証番号

以下のいずれかの方法により、マイナンバーカードの更新手続が可能です。
①スマートフォンで申請（交付申請用QRコードは右下にあります。）
②パソコンで申請
③証明用写真機で申請（交付申請用QRコードは右下にあります。）
④郵送で申請

住民基本台帳用
暗証番号※

※既に設定している数字４桁の個人番号カードの住民基本台帳ネットワーク
システムに係るアプリケーションに関する暗証番号を記入してください。

委任状

令和

年

月

日

☿ፉᶆ㐳ޓተ

（申請者／利用者の住所）

それぞれの申請手続については、有効期限のご案内パンフレットをご覧ください。

（申請者／利用者の氏名）

●本通知書に記載されている情報は、令和 ర 年 㧥 月㧞㧤日時点の情報となります。
●この通知書は、交付申請書ではないため、郵送しても申請したことにはなりませんので
ご注意ください。
;6A%0A#A2&(

②代理人は、
自分の本人確認書類とともに、本人から預
かった有効期限通知書、本人のマイナンバーカード、
照会書兼回答書が入った封筒を持参し市 区 町 村
窓口へ。

マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書の記載
事項に誤りや変更がある場合のお問合せ
（市区町村窓口）

00000080 100001
201910072 0000080#

≩Ѓ⫱ᄳᭉ


マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書に関す
るお問合せ
個人番号コールセンター
０１２０－９５－０１７８

≩Ѓ⫱ᄳᭉ

印

私は、下記の者を代理人として電子証明書の更新に関する手続（代替文字の選択を含む）及び電子
証明書の受領についての権限を委任しましたので通知します。
※代替文字の選択とは、申請される方の住所、氏名のコンピュータ入力に際して、画面上に正確に表示されない文字の代わりに
置き換える文字を選ぶ手続のこと。

申請書ＩＤ

（代理人の住所）



代理人の本人確認書類
マイナンバーカードや
運転免許証等

交付申請用
ＱＲコード
（ＵＲＬ）

（代理人の氏名）
（本人との関係）

照会書兼回答書

