
練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

届出、登録、証明

各種届出

戸籍の届出
　戸籍は、夫婦、親子など、個人の身分関係を登録し、証明す
るものです。

 届出人
　届出人は下表の通りです。届出人とは、届書に署名する方
です。代理人が届書を持ってくる場合でも、署名は届出人が
自署してください。

 本人確認
　届出の種類によっては、届出人の本人確認を行います。本
人確認ができるもの（マイナンバーカード、運転免許証、パス
ポートなど）をお持ちください。代理人（届出人以外の方）が
届書をお持ちになる場合には、代理人の本人確認ができる
ものをお持ちください。

届出先・問合せ先
　戸籍住民課戸籍第一係（本庁舎2階）� ☎5984-4530
　戸籍住民課戸籍第二係（石神井庁舎2階）�☎3995-1105
※�お住まいにかかわらず、区役所と石神井庁舎のどちらでも受け付けて
います。区民事務所では取り扱っていません。

種　類 届出人 届出先 届出期間 必要なものおよび注意事項

出生届

父または母
（父または母が届け
出られないときは、
お問い合わせくだ
さい）

本籍地、または出生
地、あるいは届出人
の住所地の区市役
所・町村役場

生まれた日から
14日以内

届　　書：1通
添付書類：�出生証明書（出生届に付いています。医師また

は助産師に記入してもらってください）、母子健
康手帳、国民健康保険証（加入者のみ）

注　　意：�命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタ
カナに限ります。

死亡届

親族
（親族が届け出られ
ないときは、お問い
合わせください）

死亡者の本籍地、ま
たは届出人の住所
地、あるいは死亡し
た場所の区市役所・
町村役場

死亡の事実を知っ
た日から7日以内

届　　書：1通
添付書類：�死亡診断書（死亡届に付いています。医師に記

入してもらってください）

死体火葬許可申請も同時に手続きしてください（火葬場を決めてからおいでください）。

婚姻届 夫と妻
夫か妻の本籍地、ま
たは住所地の区市
役所・町村役場

－

届　　書：1通
添付書類：�夫婦の一方、または双方の本籍が届出先にない

ときは、本籍が届出先にない方の戸籍全部事項
証明書（戸籍謄本）または戸籍個人事項証明書
（戸籍抄本）1通

注　　意：�①証人（成人2人）の署名が必要です。
②�成年年齢を18歳に引き下げることなどを内
容とする民法の一部改正に伴う経過措置によ
り、未成年者が婚姻する場合は、父母の同意
書が必要です。
③�本人確認ができるもの（マイナンバーカード、
運転免許証、パスポートなど）をお持ちください。

離婚届
夫と妻
（調停（裁判）離婚
の場合は申立人）

夫婦の本籍地、また
は住所地の区市役
所・町村役場

調停（裁判）離婚の
場合は、調停の成
立または審判・判
決の確定日から10
日以内

届　　書：1通
添付書類：�夫婦の本籍が届出先にないときは、戸籍全部事

項証明書（戸籍謄本）1通
�調停（裁判）離婚の場合は調停調書の謄本など
も必要です。

注　　意：�①�証人（成人2人）の署名が必要です（調停（裁判）
離婚の場合は不要）。
②�夫婦間の未成年の子については親権者を定
めてください。
③�本人確認ができるもの（マイナンバーカード、
運転免許証、パスポートなど）をお持ちください。

旧姓に戻らずに婚姻中の苗字をそのまま使いたい場合は、お問い合わせください。

転籍届 戸籍筆頭者と
配偶者

転籍地、現本籍地ま
たは住所地の区市
役所・町村役場

－ 届　　書：1通
添付書類：�戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）1通

その他の届出については、お問い合わせください。
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練馬区わたしの便利帳

　住民基本台帳は、あなたの住所や家族構成などの居住関
係を記録、証明し、印鑑登録、就学、国民健康保険、国民年金、
児童手当などの基礎となるものです。
　住所や家族構成などが変わるときは、下表の届出期間内
に届出を行ってください。期間内に届出がない場合は、過料
が科せられる場合があります。
※�外国人住民の方（中長期在留者、特別永住者など）も住所や家族構成
が変わる場合は日本人同様に下記の届出を行ってください。

届出人
　原則として、本人または世帯主です。やむを得ない場合は
代理人でもかまいません（代理人の場合は委任状が必要です）。

届出先・問合せ先
　・�各区民事務所（⇨24・25p参照）
※外国人住民記録係では取り扱っていません。

住民記録の届出

種　類 どんなとき 届出期間 必要なものおよび注意事項

転入届

区外（国内）から引っ
越してきたとき

引っ越しした日から
14日以内（引っ越
し前の届出はでき
ません）

・�届出人のマイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、在
留カード、特別永住者証明書など本人確認できるもの
・�前住所の区市町村発行の転出証明書（ただし、前区市町村でマイナンバーカー
ドまたは住民基本台帳カードによる特例の転出届を行っている方で転出予定
日から30日以内に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し
て特例の転入をされる方は転出証明書は不要です）
・�マイナンバーカード・住民基本台帳カード（所有者のみ）
・�外国人住民の方は、上記に加え転入される方全員の在留カード、特別永住者
証明書、仮滞在許可書、一時庇護許可書のいずれかが必要です。
・�在学証明書（練馬区立の小中学校に転校する場合のみ）

国外から引っ越して
きたとき
※�住民基本台帳に記
載されていない外
国人の方が、新たに
中長期在留者にな
られたときも同様の
手続きが必要にな
ります。

・�届出人のマイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、在
留カード、特別永住者証明書など本人確認できるもの
・�転入される方全員のパスポート（入国の際は、必ず、入国日のスタンプを押印
して貰ってください。入国日のスタンプがない場合は搭乗券の半券など入国
日が確認できる書類もご提示願います）
・�戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）と戸籍の附票の写し（日本人のみ）
・�外国人住民の方は、転入される方全員のパスポートと在留カード、特別永住
者証明書、仮滞在許可書、一時庇護許可書のいずれかが必要です。
・�基礎年金番号のわかるもの（国民年金第1号被保険者の対象となる方のみ）

転居届 練馬区内で引っ越し
したとき

・�届出人のマイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、在
留カード、特別永住者証明書など本人確認できるもの
・�マイナンバーカード・住民基本台帳カード（所有者のみ）
・�転居される外国人の方は、在留カード、特別永住者証明書、仮滞在許可書、一
時庇護許可書のいずれかが必要です。
・�在学証明書（練馬区立の小中学校に転校する場合のみ）

転出届 区外へ引っ越しする
とき

引っ越しする14日
前から（引っ越し後
も受け付けします）

・�届出人のマイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、在
留カード、特別永住者証明書など本人確認できるもの
・�転出届は郵送でもできます。詳しくは各区民事務所（⇨24・25p）にお問い合
わせください。

世帯
変更届

世帯主が変わった
ときなど

変更があった日か
ら14日以内

・�届出人のマイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、在
留カード、特別永住者証明書など本人確認できるもの
・�詳しくは各区民事務所（⇨24・25p）にお問い合わせください。

※�特別永住者の方が所持する「外国人登録証明書」は、法令で定める期間は、特別永住者証明書とみなされます（「みなし特別永住者証明書」といいます）。
※外国人住民の方は、続柄を証明する書類（外国語の場合は、訳者を明らかにした邦訳文を添付すること）が必要になることがあります。
※��国外からの転入届や転出証明書の提示ができない方の転入届、マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した特例の転入届、マイナンバーカー
ド・住民基本台帳カードの継続利用など、他自治体などへの問合せが必要になる手続きは、平日（祝休日・年末年始を除く月〜金曜）の午前8時30分
から午後5時までに、区民事務所で手続きしてください。
※後期高齢者医療制度�⇨71p、児童手当�⇨56p、介護保険�⇨78pの手続きは各担当課へお問い合わせください。
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

特別永住者証明書の申請

印鑑登録

申請・届出先および窓口受付時間
区民事務所（⇨24・25p参照）月〜金曜��午前8時30分〜午後5時

※土・日・祝休日、年末年始は受け付けません。
※�中長期在留者の在留カードは、出入国在留管理局で取り扱います。
問 戸籍住民課外国人住民記録係 ☎5984-4529

現在お持ちの証明書の種類別の有効期限
　・�外国人登録証明書（みなし特別永住者証明書）
　　①顔写真無し（紙製）：16歳の誕生日まで
　・�特別永住者証明書
　　②��顔写真付き：券面記載の有効期限まで
　　③��顔写真無し：券面記載の有効期限（16歳の誕生日）まで

有効期間更新申請（有効期限が近づいたとき）

再交付申請

交換希望
　特別永住者証明書をお持ちの方が、任意に特別永住者証
明書を交換したい場合は、有料（1,600円）になります。

申請に必要なもの
　外国人登録証明書、または特別永住者証明書（紛失などで
失っている場合を除く）／有効な旅券（持っている方のみ）／
写真1枚（タテ4cm×ヨコ3cmで3か月以内に撮影し、無帽、
無背景、正面向）／【紛失などによる再交付申請の場合】紛失
などを証明する資料（遺失届出証明書など）／【国籍、氏名な
どの変更届出の場合】変更が生じたことを証明する文書

国籍、氏名などの記載事項変更届出

対象の証明書の区別 申請期間（※1）
顔写真付き（上記②） 有効期限の2か月前から有効期限の日まで

顔写真無し（上記①③）有効期限の6か月前から有効期限の日（16歳の誕生日）まで（※2）

どんなとき 申請期間
証明書を紛失・滅失・盗難

などにより失ったとき
失った事実を知ってから14日以内（国外で
事実を知った場合は再入国後14日以内）

証明書を汚損・毀損したとき なるべく早く申請してください。

どんなとき 届出期間
国籍・地域、氏名、生年月日、性別を変更したとき 変更してから14日以内

（※1）申請期間中に事情で申請できない場合はご相談ください。
（※2）��同一世帯の親族が代理申請してください。16歳の誕生日当日は

本人申請も可能です。

　印鑑登録は、本人自ら申請することが原則です。代理人に
よる申請には委任状などが必要です。

登録できる方
　練馬区の住民基本台帳に登録されている方（15歳未満と
印鑑登録をする意思能力を有しない方を除く）

登録できない印鑑（例示）
　①�8mm四方の中に収まるもの、または25mm四方の中
に収まらないもの（右図参照）

　②�印影が氏名を表していないもの、または氏名以外の記載
（職業など）をしたもの

　③ほかの方（家族を含む）がすでに登録している印鑑
　④印影が不鮮明なもの。または判読が困難なもの
　⑤�ゴム、プラスチックなど、変質しやすかったり、減りやすい材

質で作ったもの（量産されている印鑑は適当ではありません）

※�外国人住民の方は、ローマ字氏名・漢字氏名・通称などを相互に組み
合わせた印鑑は登録できません。このほかにも表記の仕方によっては
登録できない場合がありますので事前にお問い合わせください。

登録手数料
　50円

登録先・問合せ先
　・�各区民事務所（⇨24・25p参照）
※�外国人住民記録係では� �
取り扱っていません。

25mm

8mmこの中に収まる小さな印鑑は不可

この中に収まらない大きな印鑑は不可

窓口に
来る方 方　法 登録証

の交付 手続き

本　人

一般的な方法 数日後

①�登録する印鑑と本人確認書類（健康保険証・年金手帳など）を持って各区民事
務所（⇨24・25p参照）に申請すると、自宅へ照会書が郵送されます。
②照会書に必要事項を記入し、登録印を押印します。
③��上記の照会書を本人確認書類（健康保険証・年金手帳など）とともに30日以
内に申請をした区民事務所に持参すると、印鑑登録証が交付されます。

運転免許証などを利用する方法
（特例①）

即　日

登録する印鑑と申請者本人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、
日本のパスポート、在留カード、特別永住者証明書、写真付き住基カードなどの
官公署発行の写真付き証明書。有効期限内のものに限る）を持って、各区民事
務所（⇨24・25p参照）に申請します。

保証人による方法（特例②）
※�保証人が練馬区に印鑑登録して
いる場合に限ります。

保証書（本人が自署・登録印を押印した申請書の裏側）に、保証人が申請者の氏
名と保証人の住所、氏名、印鑑登録番号を自署し、押印（登録印）の上、本人が各
区民事務所（⇨24・25p参照）に申請します。

※成年被後見人が印鑑登録する場合は、法定代理人の同行が必要です。
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練馬区わたしの便利帳

窓口に
来る方 方　法 登録証

の交付 手続き

代理人

代理人に依頼する方法
※�この方法による場合、その日には、
登録はできません。
※�15歳未満の方および成年被後見
人の方は、代理人になれません。
※�ご家族の方が申請する場合も代
理人として委任状が必要です。

数日後

①��本人が自署、押印（登録印）した委任状と登録印および代理人の本人確認書類
（運転免許証や健康保険証など）を代理人が持って各区民事務所（⇨24・
25p参照）に申請します。
②本人あてに照会書が郵送されます。
③本人自身が照会書に必要事項を記入し登録印を押印します。
④�本人または代理人が、30日以内に上記の照会書（回答書）を、申請した区民
事務所に持参すると印鑑登録証が交付されます。その際、必ず窓口に来る方
の本人確認書類（運転免許証・健康保険証など）をお持ちください。代理人
が持参するときは、上記のほかに委任状と印鑑登録する本人の本人確認書類
（運転免許証・健康保険証など）も必要です。

印鑑登録証明書
必要なもの
　印鑑登録証（印鑑は不要）

請求先・問合せ先
　・�各区民事務所�⇨24・25p参照
※外国人住民記録係では取り扱っていません。

その他
　・�代理人でもとれます（委任状は不要）。
　・�印鑑登録証（カード）をなくした時は、速やかに区民事務
所へ印鑑登録証亡失の届出をしてください。

　・�登録している印鑑をなくしたり、印鑑を変更するときは、
区民事務所に印鑑登録廃止の申請が必要です。

　・�郵便局での請求�⇨34p参照
　・�コンビニ交付サービス�⇨34p参照

戸籍関係の証明書
 請求先

　戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）・戸籍個人事項証明書（戸
籍抄本）など、戸籍関係の証明は、本籍地でしかとれません。請
求の際は本籍・筆頭者を明記してください。また、代理人が申
請する場合は委任状が必要です。⇨33p参照
　相続に使う戸籍を請求する場合は改製原戸籍も必要とな
ることがあります。
① 本籍地が練馬区の方
　戸籍住民課戸籍第一係（本庁舎2階）・戸籍第二係（石神井
庁舎2階）・最寄りの区民事務所（取り扱いできないものがあ
ります。33pの表「戸籍・住民記録手数料」を参照してくださ
い）
② 本籍地が練馬区以外の方
　本籍地の市区町村へ請求してください。

必要なもの
　本人確認ができるもの（マイナンバーカード、運転免許証、
日本のパスポートなど）

証明書のとり方

住民記録関係の証明
住民票の取り扱い
　住民票の写し、住民票記載事項証明書の請求の際、自署が
不可能な場合には認め印が必要となります。同一世帯員以
外の方がその証明書を請求する場合や本人以外の方が除票
（消除された住民票）の写しを請求する場合、正当な請求理由
と、それが確認できる資料などがない場合には請求に応じら
れません。また、代理人が請求する場合は委任状が必要です。
委任状については33pを参照してください。
※�住民票コードまたはマイナンバー（個人番号）が記載された住民票の
写しや住民票記載事項証明書は、本人または同一世帯以外の方は請
求できません。

※�死亡された方の除票の写しには、住民票コードおよびマイナンバー（個
人番号）は記載されません。

必要なもの
　本人確認ができるもの（マイナンバーカード、運転免許証、
日本のパスポートなど）

請求先・問合せ先
　・�各区民事務所�⇨24・25p参照

その他
　・�郵便局での請求�⇨34p参照
　・�コンビニ交付サービス�⇨34p参照
　・�郵送による請求�⇨34p参照
※外国人住民記録係では取り扱っていません。
※�外国人住民の住民票の写しなどには、外国人登録原票に記載されて
いた父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日、過去（平成24年7月8日
以前）の氏名・通称名・国籍・居住地の変更履歴などは記載されません。
ご自分や未成年の子、亡くなった親族などの外国人登録原票の写しが
必要な方は、出入国在留管理庁（外国人登録原票担当�☎5363-
3005）へお問い合わせください。

問合せ先
　・�戸籍住民課戸籍第一係（本庁舎2階）� ☎5984-4530
　・�戸籍住民課戸籍第二係（石神井庁舎2階）�☎3995-1105

 その他
　・�郵便局での請求�⇨34p参照
　・�コンビニ交付サービス�⇨34p参照
　・�郵送による請求�⇨34p参照

32

各
種
届
出

２２０９練馬区8(SG40)行政最終_前半.indd   32２２０９練馬区8(SG40)行政最終_前半.indd   32 2022/08/01   15:37:012022/08/01   15:37:01



練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

戸籍・住民記録手数料

※その他の証明書はお問い合わせください。
＊1��本人、配偶者、直系血族以外の証明書を請求するときは、請求理由を具体的に示してください（法で定められた要件を満たさない場合は交付でき
ません）。

＊2��マイナンバーカードをお持ちの方がコンビニ交付サービスや各区民事務所に設置されている証明書発行機により発行する場合は、（　）内の金額
で取得できます。�⇨34p参照

証明書の委任状
　用紙は自由ですが、できれ
ば便せん大のものを用いてく
ださい。
＊1「委任内容」について
①  印鑑登録の場合、次の中か

ら選んで記入してください。
　・�印鑑登録申請
　・�印鑑登録証引替交付� �
（カードが破損した場合）

　・�印鑑登録証亡失届（カードをなくした場合）
　・�印鑑登録廃止申請（印鑑の変更、印鑑をなくした場合）
　・�以上の申請および受領の件
②  戸籍および身分証明書の場合、次の内容を記入してください。
　・�必要な戸籍の本籍・筆頭者氏名
　・�戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）、戸籍個人事項証明書
（戸籍抄本）、身分証明書などの別

　・�必要部数
　・�以上の申請および受領の件
③住民票の写しの場合、次の全てを記入してください。
　・�住民票（除票）の写しの申請および受領の件
　・�必要な住民票の写しの住所・氏名
　・�必要部数
　・�使用目的（提出先も含めて具体的に）
　・�世帯全員・一部の別
　・�続柄の記載の要・不要
　・�本籍・筆頭者の記載の要・不要（外国人住民の方を除く）
　・�委任状は日本語で記入してください。
　�※��住民票コードまたはマイナンバー（個人番号）が記載された住民票

の写しや住民票記載事項証明書は、本人と別世帯の方には交付で
きませんのでご注意ください。

委 任 状
     私は、（窓口に来る方の住所）

（窓口に来る方の氏名）
を代理人と定め、下記の事項を委任しました。

記

委任内容
　令和　　年　　月　　日
（委任する方の住所）
（委任する方の氏名） 〔印〕

（
見
本
）

種　類 手数料 区民事務所
での取り扱い

戸籍関係

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）＊1　戸籍に記録されている方全員の証明 1通　450円＊2
（350円） ○戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）＊1　戸籍に記録されている方のうち、必要とする方だけの証明

除籍全部事項証明書（除籍謄本）＊1　除籍になった戸籍に記録されていた方全員の証明
1通　750円

×
除籍個人事項証明書（除籍抄本）＊1
除籍になった戸籍に記録されていた方のうち、必要とする方だけの証明
改製原戸籍謄・抄本＊1　戸籍の電算化や戸籍制度の変更により改製された戸籍の写し
戸籍届受理証明書　戸籍の届出が済んだことを証明するもの
※届出人以外は請求できません。また、発行できるのは届出の受理地のみとなります。 1通　350円
戸籍の附票の写し＊1　各人の住所の異動を記録したもの

1通　300円

○

身分証明書　禁治産、準禁治産、破産の宣告および後見の登記の無いことを証明するもの
※本人以外は委任状が必要です。
不在籍証明書　「××番地に○○の戸籍は無い」ことを証明するもの

住民記録
関係

住民票の写し 1通　300円＊2
（200円）

住民票記載事項証明書 1通　300円不在住証明書
印鑑登録証明書 1通　300円＊2

（200円）

④住民税の証明の場合、次の全てを記入してください。
　・�必要な証明書の種類（課税・非課税・納税の別）
　・�必要通数
　・�必要な年度（例：令和4年度の証明書には令和3年1月〜12月

の所得金額が記載されます）
　・�委任する方の生年月日
　・�証明対象年度の基準日（1月1日）に住んでいた練馬区での住所
　・�委任する方の電話番号
　・�以上の申請および受領の件
⑤  軽自動車税種別割の納税証明書の場合、次の全てを記入してください。
　・�軽自動車税種別割納税証明書の申請および受領の件
　・�標識番号
　・�車台番号
　・�委任する方の電話番号
＊2「委任する方本人の氏名」について
・�氏名は必ず委任する方ご本人が自署してください。
・�外国人住民の方の氏名は、在留カードや特別永住者証明
書に記載されているとおり、または住民票に記載のある通
称で記入してください。

＊3「印鑑」について
印鑑登録申請の場合は、必ず委任する方ご本人が登録する印鑑を押し
てください。印鑑登録以外で自署が不可能な場合は、認め印が必要です。
＊4「窓口に来る方の住所・氏名」について
・�委任状に記載された住所・氏名を確認できる本人確認書
類などをお持ちください。
・�外国人住民の方が代理人になる場合は、窓口に持参する
本人確認書類と氏名の表記を一致させてください。
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練馬区わたしの便利帳

郵送による請求
　戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）・戸籍個人事項証明書（戸
籍抄本）などの戸籍関係の証明書・住民票の写しは、郵送によ
る交付も行っています（戸籍関係の証明書は練馬区に本籍
がある、またはあった場合に限ります）。郵送請求に必要な書
類についてはお問い合わせください。
問（戸籍関係）戸籍住民課戸籍第一係 ☎5984-4530
問（住民票関係）戸籍住民課住民記録係 ☎5984-4745

英訳証明書
　区の発行する証明書（戸籍など）を英訳した証明書の発行
については、事前にお問い合わせください。

証明手数料
　1通300円
問 総務課総務係 ☎5984-2600

マイナンバーカードの交付
　プラスチック製でICチップが付いたカードです。券面に氏
名、住所、生年月日、性別、カード有効期限、マイナンバー（個
人番号）と本人の顔写真が表示されます。本人確認のための
身分証明書として利用できるほか、e-Taxなどの電子証明書
を利用した電子申請、証明書のコンビニ交付サービス（左記
参照）などにもご利用いただけます。

申請
　・�郵送による申請  
「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」
に署名または記名・押印し、顔写真を貼り付け、通知カー
ドまたは個人番号通知書に同封されていた送付用封筒
に入れて、郵送します。

　令和2年5月25日に廃止されたため、再発行および券面の
住所や氏名などの記載変更はできなくなりました。
※�通知カード券面の住所や氏名などが最新の場合に限り、マイナンバー
（個人番号）の確認書類として使用することができます。

通知カード

マイナンバーカード

利用時間
　午前6時30分〜午後11時
　※点検日は休止します。

その他
　各区民事務所に、マイナンバーカードを利用して証明書が
取得できる証明書発行機を設置しています。取得できる証
明書とその手数料は、コンビニ交付サービスと同様です。利
用できる時間は、各区民事務所の開庁日と開庁時間（点検日
を除く）に準じます。
※練馬区に住民登録がない方は、証明書発行機を利用できません。
問（コンビニ交付関係）区民事務所担当課調整担当係 ☎5984-1031

郵便局での住民票の写しなどの請求
　区内11か所の郵便局で証明書の交付を行っています。

郵便局で取り扱う証明書
　・�住民票の写し（注1）（注2）
　・�住民票記載事項証明書（区の様式のみ）（注1）（注2）
　・�印鑑登録証明書（本人のみ）（注2）
　・�戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）・戸籍個人事項証明書
（戸籍抄本）（本人と同一戸籍の方のみ）

　・�戸籍の附票の写し（本人と同一戸籍の方のみ）
　・�住民税の課税（非課税）・納税証明書（注1）（注2）
（注1）��申請日現在練馬区在住の本人および住民票上同一世帯の方のみ

（住民税の証明書は、同一世帯の親族のみ）。
（注2）��他の市区町村への引っ越しなどで練馬区に住民登録がなくなって

いる方は利用できません。
※第三者の請求、委任状による請求はできません。
※��マイナンバー（個人番号）が記載された住民票の写しや住民票記載事
項証明書は郵便局では交付できません。
※区民事務所窓口での取扱いと一部異なる場合があります。

証明書交付を取り扱う郵便局（区内11か所）

証明書のコンビニ交付サービス
　全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー
機で証明書の交付を行っています。利用にはマイナンバーカー
ドと利用者証明用電子証明書の暗証番号（4桁の数字）の入
力が必要です。
※15歳未満の方と成年被後見人の方は利用できません。

取り扱う証明書および手数料
　・�住民票の写し（本人と同一世帯の方のみ）　1通200円
　・�印鑑登録証明書（本人の分のみ）　1通200円
　・�戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）・戸籍個人事項証明書
（戸籍抄本）（本人と同一戸籍の方のみ）　1通350円

　・�住民税の課税（非課税）・納税証明書（本人の分のみ）　1通200円
※�いずれの証明書もA4サイズの普通紙に改ざん防止処理を施して印
刷されます。
※�住民票の写しには、住民票コードとマイナンバー（個人番号）は記載さ
れません。また、転出された方（予定も含む）や亡くなった方が記載さ
れないなど、窓口で交付されるものとは一部異なります。
※�戸籍の証明書は、本籍地が練馬区の方は取得できます。ただし、練馬
区に住民登録がない方は、事前に利用登録が必要です。
※�改製原戸籍謄（抄）本や除籍謄（抄）本は取得できません。
※�年金手続き用住民票など手数料が無料となるものは、窓口で取得して
ください。また、すでに取得された証明書の差し替えや返金はできま
せんのでご注意ください。�

利用時間
　【平日】午前9時〜午後4時
※土・日・祝休日、年末年始は受け付けません。
問（住民票関係）戸籍住民課住民記録係 ☎5984-2796
問（戸籍関係）戸籍住民課戸籍第一係 ☎5984-4530
問（税証明関係）税務課税証明・軽自動車税担当 ☎5984-4536

窓  口 住  所 窓  口 住  所
練馬桜台二 桜台2-17-13 練馬北町 北町1-32-5
練馬貫井 貫井5-10-4 練馬

高野台駅前 高野台1-7-3
練馬春日南 春日町1-12-3
練馬土支田 土支田2-29-16 練馬関一 関町南1-6-1
練馬旭町 旭町2-43-11 練馬南大泉五 南大泉5-21-24

練馬田柄二 田柄2-19-36 大　泉 大泉学園町4-20-23
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

住民基本台帳カード（住基カード）
　住基カードの発行は平成27年12月に終了しました。新た
に発行（再発行含む）することはできませんが、現在、有効な
住基カードは、有効期限またはマイナンバーカードの交付を
受けるまでは使用できます。

　・�パソコンやスマートフォンによるオンライン申請
　　�顔写真を撮影し、地方公共団体情報システム機構の申
請用ウェブサイト（個人番号カードのオンライン申請サ
イト）にアクセスして、申請することができます（申請書に
記載された申請書IDまたは二次元コードが必要です）。

　・�まちなかの証明写真機からの申請
　　�マイナンバーカードの申請に対応した証明写真機から
申請できます（申請書に記載された二次元コードが必要
です）。

　・�窓口での申請
　　�各区民事務所の窓口に、①通知カードまたは個人番号
通知書②顔写真③申請書（申請書がない場合は、窓口
で用意します。）④本人確認書類（運転免許証やパスポー
トなど写真付きは1点、健康保険証、年金手帳などは2点）
⑤住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）を持参してく
ださい（受付時間【平日】午前9時〜午後5時）。

　・�窓口でのオンライン申請補助サービス
　　�各区民事務所では、専用タブレットを使って顔写真撮影
（無料）から申請までの手続きをお手伝いします。

受付時間
【平日】午前9時〜午後5時（要予約。練馬区民事務所のみ
予約不要）

【土曜】午前9時〜午後5時（練馬区民事務所のみ。要予約）
各区民事務所（⇨24・25p）� �
または個人番号カード事務センター� �
☎5984-4595　（平日午前9時〜午後5時）

※「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に印字されて
いる住所・氏名などに変更がある場合は、添付されている申請書では
申請することができませんのでお問い合わせください。

交付
　交付準備が整いましたら交付通知書を送付します。
　交付通知書が届きましたら、所定の窓口でカードの交付を
受けることができます（予約制）。所定の窓口は交付通知書と
合わせてお知らせします。
　「窓口での申請」や「窓口でのオンライン申請補助サービス」
をした方で、必要書類がそろっている方は、マイナンバーカー
ドを本人限定受取郵便で郵送します。
※申請から交付までには、1か月程度かかります。

再交付
　紛失・汚破損など、本人の責により再交付を受ける場合は、
1枚につき800円（電子証明書ありの場合は1,000円）の手
数料がかかります。カードの追記欄の余白がなくなった場合
などの本人の責によらない再交付は無料です。
問  戸籍住民課マイナンバーカード交付管理係  

 ☎5984-1639

電子証明書（公的個人認証）
　マイナンバーカードのICチップ内に記録されます。コンビ
ニ交付サービスの利用、マイナポータルへのログイン、
e-Taxをはじめとする電子申請など通信回線を利用して行う
さまざまな手続きの際に必要になります。

電子証明書の種類（2種類）
　・署名用電子証明書
　　�e-Taxなどの電子申請をする際に、改ざんなどが行われ
ていないこと、本人が送信したことを証明するために使
用します。

　・利用者証明用電子証明書
　　�コンビニ交付サービス、e-Tax、マイナポータルなどの
ログインの際に、本人認証として使用します。

電子証明書の有効期限
　次のいずれか早い日が有効期限となります。
　①電子証明書発行後、5回目の誕生日
　②マイナンバーカードの有効期間満了日
　③外国人の方の在留期間満了日
※�署名用電子証明書は、①〜③のほかに、氏名・住所・性別・生年月日に
変更があると失効します。

電子証明書の発行・更新
　電子証明書の新規発行や更新を希望する方は、原則、本人
がカードを持参し、区民事務所で手続きしてください。

受付・問合せ先
　各区民事務所�⇨24・25p参照

住民票コード変更請求
　住民票に記載されている「住民票コード」を変更することが
できます。請求は原則として本人に限ります。
　本人確認できるもの（運転免許証・健康保険証など）と変更
前の住民票コードが必要です。

変更請求・問合せ先
　各区民事務所�⇨24・25p参照

マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号の初期化・再設定
　暗証番号を失念した場合や、誤入力によりロックがかかって
しまった場合は、区民事務所で初期化・再設定の手続きをする
ことができます。本人が有効なマイナンバーカードおよび別
の本人確認書類を持参し、手続きを行ってください。
※�署名用電子証明書のみ、全国のセブンイレブン、ロー
ソンに設置されたキオスク端末（マルチコピー機）で
初期化・再設定できます。スマートフォンと専用アプ
リが必要です。詳しくは、区ホームページでご案内し
ています。
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練馬区わたしの便利帳

国民健康保険

保険証
　加入者の方には一人一枚の保険証を交付します。加入の
手続きから1週間程度で世帯主の方あてに、世帯全員の保険
証を一括して郵送（簡易書留郵便）します。
　手続きと同時に保険証が必要な方は、事前にお問い合わ
せください。
問 国保年金課こくほ資格係 ☎5984-4554

高齢受給者証
　70歳から74歳までの加入者の方に交付されます。
　高齢受給者証は70歳になる誕生日の翌月（1日生まれの
方は誕生月）から対象となります。医療機関にかかる時は、保
険証と一緒に提示してください。
　なお、一部負担金の割合には、2割と3割があります。負担
割合は住民税の課税状況などにより、毎年8月1日を基準日
に見直し、新しい高齢受給者証を交付します。
問 国保年金課こくほ資格係 ☎5984-4554

国民健康保険の加入・脱退
加入対象者
　区にお住まいの方（住民登録している外国人住民の方を
含む）で、次の①〜④を除くすべての方
　①��職場の健康保険（健康保険組合・協会けんぽ・国保組合
など）加入者とその被扶養者

　②��後期高齢者医療制度加入者（75歳以上および一定の障
害のある65歳以上の方）

　③��生活保護受給者
　④��医療目的やその介助、観光・保養目的やその同行の外国
人住民の方

届出人
　原則として世帯主です。代理人（別世帯の方）の届出には
委任状が必要です。

本人確認・マイナンバー（個人番号）確認
　加入・脱退の届出の際は、次のものをお持ちください。
　①��届出人（代理人含む）の本人確認ができるもの（マイナ
ンバーカード、運転免許証など）

　②��届出が必要な方および世帯主のマイナンバー（個人番号）
確認ができるもの（マイナンバーカードなど）

　　※②はなくても手続き可能です。

加入・脱退の届出
　下表に該当するときは必要なものをお持ちの上、14日以内
に届出をしてください。加入の届出が遅れても、保険料は加
入すべき日までさかのぼって納めることになります。届出され
なかった間の医療費は、全額自己負担になる場合があります。
　脱退の届出が遅れても、届出されるまで保険料は引き続
き請求されます。届出が1年以上遅れると、保険料が減額に
ならず、払いすぎた保険料が戻らない場合がありますのでご
注意ください。そのまま受診すると、後日、区が負担した医療
費をお返しいただくことになります。

国民健康保険の手続き

こんなときには 必要なもの 届出先

国
保
に
加
入
す
る
と
き

職場の健康保険などの資
格がなくなったとき 健康保険資格喪失

証明書

国保年金課
こくほ資格係
（本庁舎3階）
および
こくほ石神井
係（石神井庁
舎2階）、また
は各区民事務
所（練馬・石神
井を除く�
⇨25p参照）

健康保険などの被扶養者
からはずれたとき

生活保護を
受けなくなったとき

保護決定通知書また
は 保護受給証明書
（廃止日が分かるもの）

子どもが生まれたとき 母子健康手帳

※�転入、転居、世帯の変更（分離・合併）など住民記録の届出をした場合、
後日保険証を郵送します。変更前の保険証はお返しください。
※国保を脱退したときは、保険証をお返しください。
問 国保年金課こくほ資格係 ☎5984-4554

こんなときには 必要なもの 届出先

国
保
を
脱
退
す
る
と
き

職場の健康保険などに加
入したとき

加入した方全員の新
しい保険証 国保年金課

こくほ資格係
（本庁舎3階）
および
こくほ石神井
係（石神井庁
舎2階）、また
は各区民事務
所（練馬・石神
井を除く�
⇨25p参照）

生活保護を受け始めたとき
保護決定通知書また
は 保護受給証明書
（開始日が分かるもの）

死亡したとき
死亡届に基づき脱
退となるため届出は
不要です。

75歳になったとき 届出は不要です。

そ
の
他

保険証を汚損・紛失したとき 汚損したときは
保険証

加入者の在留資格を短期
滞在に変更したとき パスポート・保険証

こくほ資格係
（本庁舎3階）

修学のため子どもが区外
へ転出するとき 在学証明書

児童福祉施設に入所し住
所変更したとき 在園証明書

障害者支援施設に入所し
住所変更したとき 入所証明書

老人ホームなどの介護保
険施設に入所または長期
入院のために区外へ転出
したとき

入所証明書
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

葬祭費
　国民健康保険の被保険者が死亡し、葬儀を行ったときに支
給します。

【支給額】70,000円
【申請者】喪主
【申請期間】葬儀を行った日の翌日から2年間
【必要なもの】会葬礼状または葬儀の領収書など（喪主の氏
名が確認できるもの）、喪主名義の口座番号（通帳など）、保
険証（返却した場合は不要です）
問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553

特定疾病の認定申請
　「人工透析を実施している慢性腎不全」「血友病」「血液凝
固因子製剤の投与に起因する（血液製剤による）HIV感染症」
に該当する方は、申請によりその診療にかかる1か月の一部
負担金の自己負担限度額が1医療機関につき1万円または2
万円となる受療証を発行します。
問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553

窓口負担の軽減
70歳未満の方
　限度額適用認定証を医療機関に提示することで、一部負担
金が、高額療養費の自己負担限度額までの負担になります。
　限度額適用認定を受けるには申請が必要です。

70〜74歳の方
　高齢受給者証を医療機関に提示することで、一部負担金
が高額療養費の自己負担限度額までの負担になります。
　ただし、所得区分が現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方、住民税非課税Ⅰ・
Ⅱの方は、限度額適用認定証の申請が必要です。
問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553

療養費の支給
　次の①〜④の理由などで医療費を全額負担したときは申
請が可能です。審査・決定の上、国民健康保険の負担分を後
日支給します。
　①��旅先での急病や緊急のときなど、やむを得ない理由で
保険証を持たずに治療を受けたとき

　②��医師が治療上必要があると認め、コルセットなどの治療
用装具をつくったとき

　③��治療の経過からみて、医師がはり・きゅう・マッサージな
どの施術の必要性を認め、同意したとき

　④��海外で診療を受けたとき（治療目的で渡航した場合を除
く。申請は帰国後、窓口受付のみ）

　手続きの方法などは、こくほ給付係へお問い合わせください。
【申請期間】医療費を支払った日の翌日から2年間

問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553
出産育児一時金

　国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産時の世帯
主に支給します。妊娠85日以上の死産、流産も対象となりま
す。なお、職場の健康保険に、本人として1年以上加入してい
た方が、健康保険資格喪失後6か月以内に出産された場合は、
職場の健康保険と国民健康保険のどちらから支給を受ける
か選択することができます。
　直接支払制度や受取代理制度を利用する場合、出産育児
一時金を区から医療機関などへ直接支払うことができます。
手続きの方法などは、こくほ給付係へお問い合わせください。
　直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合、出産後
にこくほ給付係への申請となります。

【支給額】420,000円（令和4年8月1日現在）
【申請者】世帯主
【申請期間】出産日の翌日から2年間

保険給付
　病院、診療所など保険医療機関を受診するときは必ず保
険証を提示してください。保険医療機関でその医療費の一
部負担金を支払うだけで受診することができます。残りの費
用は国保から支払われます。一部負担金は次の通りです。
※�なお、医療費助成の医療証（◯乳◯子◯障証など）をお持ちの方は、都内の医
療機関で診療を受ける際に、保険証と一緒に提示すると医療証に応じ
て一部負担金が助成されます。

※1���義務教育就学前の方が対象です（6歳に達する日以後の最初の3月
31日まで）。

問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553

年　齢 一部負担金（負担割合）
0〜6歳※1 2割
7〜69歳 3割

70〜74歳 2割または3割（所得に応じて負担割合が変わり
ます）※高齢受給者証の提示も必要です。

令和4年8月1日現在

入院時食事代などの減額申請
　世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合、申請に
より、入院時の食事代などが減額になる認定証を発行します。
減額は申請した月の1日から適用になります。
問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553

【必要なもの】保険証、母子健康手帳（出生届出済証明のある
もの）、世帯主名義の口座番号、診断書（死産・流産の場合の
み）、直接支払制度を利用しているか否かの合意文書、出産
費用の領収・明細書、海外で出産した場合は、出産した方のパ
スポートと出生証明書および訳文、出産費用の領収・明細書
および訳文、現地調査に関する同意書
問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553
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練馬区わたしの便利帳

交通事故や傷害によりけがをしたとき
　事故などの治療で国民健康保険証を使用する場合は届出
が必要です。また、併せて警察への届出も必要です。
問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553

高額医療・高額介護合算制度
　医療費・介護保険サービスの自己負担額の合計が年間限
度額を超えた場合に、超えた額のうち医療費の利用割合に応
じた額を支給します。自己負担の限度額は世帯で計算し、年
齢・所得によって変わります。限度額や申請方法については
お問い合わせください。

【計算期間】8月〜翌年7月
【申請者】世帯主

問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553

　保険料は、皆さんが病気やけがをした時の医療費などを賄
う大切な財源です。一人ひとりの保険料が国民健康保険を
支えています。
　年間保険料（4月〜翌年3月）は6月中旬〜下旬頃お知らせ
しています。詳しくはお問い合わせください。

非自発的失業者軽減制度について
　企業の倒産や解雇などにより非自発的失業者となられた
方の保険料の軽減制度を実施しています。減額の適用には
申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

対象となる方（下記の条件を全て満たす方）
　①�雇用保険受給資格者証の離職理由コードが�
11,12,21,22,23,31,32,33,34の方

�　　※「特例受給資格者」は除く
　②離職日の時点で65歳未満の方
問 国保年金課こくほ資格係 ☎5984-4554

高額療養費資金の貸付
　医療を受けた月から高額療養費が支給されるまで通常5
〜6か月かかります。その間、医療機関への支払いが困難な
場合、高額療養費をお貸ししています。
　医療を受けた月の翌月1日から受付を開始します。予約制
のため事前に連絡してください。

【貸付金額】高額療養費支給見込額の一部（100万円未満は
85％以内、100万円以上は80％以内）

【利子】無利子
問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553

納付方法
口座振替による納付
　国民健康保険料は、原則、口座振替での納付をお願いします。

【申し込み方法】
①口座振替依頼書の郵送による申し込み
②区内の金融機関（郵便局を含む）窓口での申し込み
③�収納課窓口（区役所内）、こくほ石神井係窓口（石神井庁舎
内）でのキャッシュカードによる申し込み
④インターネットからの申し込み
※�口座振替開始までの保険料は、納付書により納付してください。
※�口座振替依頼書が必要な場合など、詳しくは収納課へお問い合わせ
ください。

振替日
　原則として毎年6月〜翌年3月の毎月末日（末日が金融機
関休業日の場合は、翌営業日）です。
　振替日の前営業日までに入金してください。

納付書による納付
　区から郵送する納付書で、お近くの金融機関、郵便局、収
納課窓口（区役所内）、こくほ石神井係（石神井庁舎内）、各区
民事務所（練馬・石神井を除く）、コンビニエンスストアで各月
末日（末日が金融機関休業日の場合は、翌営業日）までに納
付してください。なお、領収証書は2年間保存してください。
　コンビニエンスストア（MMK端末設置店含む）、スマートフォ
ンアプリ（モバイルレジ、モバイルレジクレジット、各種電子マ
ネー）での納付は、金額が30万円以下で、表面にバーコード
が印刷されている納付書に限ります。
※�モバイルレジクレジットは、決済手数料が本人負担となります。
※ご利用可能な電子マネーは区ホームページでご確認ください。

特別徴収（公的年金からの引き落とし）による納付
　特別徴収の対象となった世帯は、国民健康保険料を年金
から引き落とします。口座振替も選択できます（納付書での
お支払いはできません）。
問 収納課こくほ収納係 ☎5984-4559

保険料の納付

保険料

高額療養費の支給
　月の1日から末日までに受けた診療の保険適用分の一部
負担金が、自己負担限度額を超えた場合、超えた額が支給さ
れます。ただし、保険診療以外（差額ベッド代など）は、支給の
対象になりません。
　なお、高額療養費に該当した世帯には、診療月から3〜4か
月後に支給申請書を送付しますので、それから申請してくだ
さい。

【申請者】世帯主
【申請期間】原則として診療月の翌月の1日から2年間

問 国保年金課こくほ給付係 ☎5984-4553
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納付案内
　納期限を経過しても納付が確認できない場合、電話・自動
音声・SMS（ショートメッセージ）・訪問による納付の案内を行っ
ています。

【実施時期】土・日・祝休日を含む午前9時〜午後8時
※業務の一部を委託しています。
※訪問員は、区発行の身分証を携帯しています。
※�電話などでATMからの振込を案内することはありません。� �
「振り込め詐欺」にご注意ください。
問 収納課納付相談係（納付案内センター）
 ☎5984-4547

納付相談
　病気や災害、退職や事業の廃止などの理由により期限内
の納付が困難なときは、ご相談ください。
　滞納をそのままにしておくと、滞納処分（差押え）を行うこ
とがあります。また、滞納が続くと保険証有効期限の短縮、保
険証の返還を求め被保険者資格証明書の交付、限度額適用
認定証の交付制限を受けることになります。
問 収納課納付相談係（納付案内センター）
 ☎5984-4547

特定健康診査　対象年齢は、翌年3月末時点の年齢です

　対象となる方には、受診券と案内を送付します。
40〜64歳の方
 【実施会場】協力医療機関、練馬区役所健康診査室、練馬
区医師会医療健診センター
65〜74歳の方

【実施会場】協力医療機関
問 健康推進課成人保健係 ☎5984-4669

特定保健指導
　特定健康診査の結果から、生活習慣の改善の必要がある
方には特定保健指導を行います。対象となる方には健康診
査の結果説明時に、案内をお渡しします。
問 健康推進課健康づくり係 ☎5984-4624

保険料・医療費が払えないとき
　災害や傷病など、特別な事情で一時的に保険料や医療費
の支払いが困難なときに、減額・免除する制度がありますの
でご相談ください。
問 保険料の減免 国保年金課こくほ資格係
 ☎5984-4554
問 医療費の減免 国保年金課こくほ給付係
 ☎5984-4553

特定健康診査・特定保健指導
　区の国民健康保険に加入している40歳から74歳までの
方を対象に特定健康診査を行います。自己負担金は300円
（前年度の住民税が非課税の国保世帯の方は無料）です。一
般胸部エックス線検査を受診される場合は、別途自己負担金
200円（65歳以上の方は無料）がかかります。また、特定健康
診査の結果、生活習慣の改善が必要な方には特定保健指導
（自己負担金は無料）を行います。
　なお、特定健康診査・特定保健指導は、加入している健康
保険ごとに行います。区の国民健康保険以外の健康保険に
加入している方は、各保険者（健康保険組合、協会けんぽ、共
済組合など）にお問い合わせください。

国民年金

加入対象者

年金への加入

強制加入
第1号被保険者
　日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業・学生の方など

第2号被保険者
　会社員や公務員などで厚生年金や共済組合に加入してい
る方

第3号被保険者
　第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の
配偶者

任意加入
　次の方は任意加入できます。
①�海外に住んでいる日本人（20歳以上65歳未満）…在外任意加入
②60歳以上65歳未満の方…高齢任意加入
③�65歳になるまでに年金を受けるために必要な期間を満た
せなかった方（昭和40年4月1日以前に生まれた方で70歳
未満の方）…特例高齢任意加入

※�20歳以上の日本国内に住所を有する外国人住民の方も強制加入、任
意加入（②、③のみ）ともに対象となります。
※�日本国内に協力者（親族など）がいない場合の①および③の窓口は、
練馬年金事務所となります。
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保険料

保険料の免除・納付猶予
　第1号被保険者（強制加入）で保険料を納めることが困難
な方は、免除の制度があります。また、50歳未満の方を対象
とした納付猶予制度や、学生の方を対象とした学生納付特例
制度、出産される方を対象とした産前産後期間の免除制度
があります。詳しくはお問い合わせください（区民事務所では、
免除・納付猶予の手続きはできません）。
問 国保年金課国民年金係 ☎5984-4561

保険料の納付
　年金事務所から送られる納付書で、お近くの金融機関・郵
便局・コンビニエンスストアなどで納めるか、口座振替・クレジッ
トカードにより納めてください（区役所・年金事務所では、保
険料の納付はできません）。
　国民年金保険料は税の社会保険料控除の対象となります。
問 練馬年金事務所 ☎3904-5491㈹

保険料の額（月額）
定額保険料
　16,590円（令和4年度）

付加込み保険料
　16,990円（令和4年度）
　月額400円の付加保険料制度は、申し込みに応じて希望
者に適用されます。申し出月から加入でき、老齢基礎年金の
受給時に年額（200円×付加保険料納付月数）が毎年受給で
きます。
問 国保年金課国民年金係 ☎5984-4561
問 練馬年金事務所 ☎3904-5491㈹

　受給要件（⇨41p参照）を満たした方は各自で請求の手続
きをしてください。請求先や必要なものは、年金の種類によ
り異なります。年金事務所へ事前にお問い合わせください。

受給開始年齢の繰り上げ・繰り下げ
　老齢基礎年金は、希望により受給開始を60〜64歳に繰り
上げたり、66〜75（※）歳に繰り下げたりできます。繰り上げ、
繰り下げを行うと受給率が変わり、その受給率が生涯続きます。
※�令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上
げられました。� �
令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方（昭和27年4月2日
以降生まれの方）または受給権を取得した日から5年経過していない
方が対象となります。

問 練馬年金事務所 ☎3904-5491㈹

年金の受給

加入、変更などの手続き
 国保年金課国民年金係・各区民事務所（練馬を除く）で
取り扱う手続き
　本人確認とマイナンバー（個人番号）確認ができるものを
お持ちください。

問 国保年金課国民年金係 ☎5984-4561

手続きの種類 必要なもの

高齢任意加入の手続き
年金手帳または基礎年金番号通
知書・通帳・通帳の届出印他
※�国民年金係へ事前にお問い合わ
せください。

※1�扶養している配偶者がいるときには併せて届出をしてください。
※2��厚生年金に加入したときは原則として自動的に資格を喪失しますの
で手続きは必要ありません。

※�令和元年10月から、20歳になった方には日本年金機構から国民年金
に加入したお知らせが送られるようになりました（厚生年金加入者を
除く）。

国保年金課国民年金係のみで取り扱う手続き
　60歳に達しても老齢基礎年金の受給資格がない方や、受
給資格はあるが満額に近づけたい方は、65歳になるまで任
意加入できます。

手続きの内容 必要なもの

配偶者（厚生年金加
入者）の扶養からはず
れたとき

種別変更の手続き
（3号→1号）

年金手帳または基
礎年金番号通知書
扶養からはずれた
年月日の分かるもの

付加保険料を納めた
いとき・やめたいとき

付加保険料申出
（辞退）の手続き

年金手帳または基
礎年金番号通知書

厚生年金をやめたとき
（60歳前に退職したと
き）※1

加入の手続き

年金手帳または基
礎年金番号通知書
退職年月日の分か
るもの

共済組合に加入した
とき※2 喪失の手続き

年金手帳または基
礎年金番号通知書
健康保険証
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年金の種類 （令和4年8月1日現在）

種　類 受給要件 年金額（年額）

老齢基礎年金 10年（120月）以上保険料を納めた方などが、65歳になったとき 40年間（480月）保険料を納めた場合（満額）
777,800円

障害基礎年金

①�被保険者期間中、または被保険者期間満了後基礎年金を受給す
るまでに初診日がある病気やけがによって障害の状態となり、次
の条件を満たした場合
　㋐国民年金法に定める1または2級の障害に該当していること
　㋑初診日の前日において一定の納付要件が満たされていること
②�初診日が20歳前で、傷病により重度の障害の状態にあるとき（本
人に限度額以上の所得や公的年金などを受けている場合は支
給額に制限あり）

1級障害�972,250円
2級障害�777,800円
受給権者に生計を維持されている18歳到達
年度の末日までの子、または障害のある20歳
未満の子がいる場合、加算あり
・2人目まで（1人につき）各223,800円
・3人目から（1人につき）各� 74,600円

遺族基礎年金

次のいずれかに該当する方が死亡したとき、その方と生計維持関
係にあった子のある配偶者またはその子に支給
（※）�対象となる子は「18歳到達年度の末日を迎えていない子」ま

たは「障害がある20歳未満の子」です。
①�国民年金に加入している方。ただし死亡日の前日において一定
の納付要件が満たされている必要があります
②保険料納付済期間、免除期間などを合わせて25年以上ある方

子のある配偶者が
受ける場合

1人のとき1,001,600円
2人のとき1,225,400円
3人目以降（1人につき）
74,600円を加算

子のみが
受ける場合

1人のとき777,800円
2人のとき1,001,600円
3人目以降（1人につき）
74,600円を加算

寡婦年金
夫が第1号被保険者として受給資格期間を満たした後、年金を受け
ずに死亡したとき、妻に60歳から65歳までの間支給。ただし妻は
夫に生計を維持され10年以上婚姻関係があること

夫が受けるはずだった老齢基礎年金の4分の3

死亡一時金 3年以上保険料を納めた方が、年金を受けずに死亡したとき 120,000〜320,000円

特別障害給付金
　国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障
害基礎年金などを受給していない障害者の方についての福
祉的制度です。

 対象者
　現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する方で、
初診日が①かつ②の期間にあり、障害基礎年金・障害厚生年
金・障害共済年金などを受給できない方
①�国民年金任意加入対象であった平成3年3月31日以前の
学生または昭和61年3月31日以前の厚生年金・共済組合
などの加入者の配偶者であった期間
②任意加入していなかった期間
※�65歳に達する日の前日までに障害基礎年金1級・2級相当の障害状態
に該当することが必要です。

支給金額（月額）
　1級52,300円・2級41,840円
※所得制限やほかの公的年金などを受けている場合には制限があります。
問 国保年金課国民年金係 ☎5984-4561

年金生活者支援給付金制度
　公的年金などの収入や所得額が一定基準以下の年金受給
者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるも
のです。現在、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金
を受給している方が対象となります。また、受給には手続き
が必要となります。受給要件や請求手続きについてはお問
い合わせください。
問 練馬年金事務所 ☎3904-5491㈹
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国保年金課国民年金係�☎5984-4561
　国民年金のみの相談

練馬年金事務所�☎3904-5491㈹
　①国民年金、厚生年金保険のこと
　②保険料、納付書のこと
　③第3号該当届のこと
　④第2号・第3号被保険者期間がある方の年金請求のこと
　⑤�カラ期間を含めることで受給資格期間が10年以上とな
る方の年金請求のこと

　⑥年金記録、納付記録に関すること

日本年金機構
【年金相談に関する一般的なお問合せ】
「ねんきんダイヤル」
� ☎0570-05-1165（ナビダイヤル）
（050で始まる電話でおかけになる場合）� ☎6700-1165
【来訪相談のご予約】
「予約受付専用電話」
� ☎0570-05-4890（ナビダイヤル）
（050で始まる電話でおかけになる場合）� ☎6631-7521
【年金の加入に関する一般的なお問合せ】
国民年金加入者向け「ねんきん加入者ダイヤル」
� ☎0570-003-004（ナビダイヤル）
（050で始まる電話でおかけになる場合）� ☎6630-2525
事業所、厚生年金加入者向け「ねんきん加入者ダイヤル」
� ☎0570-007-123（ナビダイヤル）
（050で始まる電話でおかけになる場合）� ☎6837-2913
【「ねんきん定期便」「ねんきんネット」に関するお問合せ】
「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」
� ☎0570-058-555（ナビダイヤル）
（050で始まる電話でおかけになる場合）� ☎6700-1144

特別区民税・都民税（住民税）
　区や都の行政サービスに必要な経費を住民の方々が広く
負担するものです。特別区民税と都民税は、区で合わせて課
税・徴収します。
　税額は、所得金額に応じて課税される所得割額と、所得金
額にかかわらず定額で課税される均等割額（※）との合計額
です。
※�防災・減災事業の財源を確保するため、平成26年度〜令和5年度の間
に限り、均等割が1,000円引き上げられます。引き上げ後の均等割は、
5,000円です。

課税される方
　①�1月1日に練馬区に住んでいて、前年中に条例で定めた
一定額以上の所得があった方

�　※1月2日以降に練馬区外に転出しても練馬区で課税されます。
　②�1月1日に練馬区外に住んでいて、練馬区内に事務所、
事業所などがある方（練馬区では均等割のみ課税）

申告書の提出
　前記①②に該当する場合は、「特別区民税・都民税申告書」
を区役所に提出してください。

課 税

年金の相談 税 金

相談や問合せ
区税

特別区民税・都民税（住民税）、軽自動車税種別割
問 区役所税務課、収納課 ☎3993-1111㈹

都税
固定資産税、不動産取得税など

問 練馬都税事務所（豊玉北6-13-10） ☎3993-2261
法人事業税・法人都民税、個人事業税

問 豊島都税事務所（豊島区西池袋1-17-1） ☎3981-1211
事業所税

問 新宿都税事務所（新宿区西新宿7-5-8） ☎3369-7151
自動車税種別割・自動車税環境性能割

問  東京都自動車税コールセンター ☎3525-4066

国税（所得税、消費税、相続税、贈与税など）
問 練馬東税務署（栄町23-7） ☎6371-2332
管轄区域…下記練馬西税務署の管轄区域以外の地域

問 練馬西税務署（東大泉7-31-35） ☎3867-9711
管轄区域…石神井町、石神井台、上石神井、上石神井南町、
下石神井、立野町、関町東、関町南、関町北、東大泉、西大泉、
西大泉町、南大泉、大泉町、大泉学園町

石神井公園駅

練馬年金事務所

石神井
幼稚園

石神井幼稚園入口

石神井
四局

米店

光和
小学校

石神井公園
ピアレス

貸自転車

石神井庁舎

大泉街道

富士街
道

西口 北口

南口

至大泉学園 西武池袋線

至大泉学園

至池袋

至目白
通り

至谷原交差点

電車：石神井公園駅北口下車徒歩15分
バス：石神井公園駅北口から成増駅南口行または石神井循環（下屋敷経

由）で「石神井幼稚園入口」下車徒歩3分／大泉学園駅北口から新
江古田駅前行または練馬駅行で「石神井幼稚園入口」下車徒歩3分
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

軽自動車税種別割
　4月1日に軽自動車やバイク、小型特殊自動車などを所有
している方に1年分の税額が課税されます。

バイク・軽自動車などの手続き（申告）�⇨90p参照
問 税務課税証明・軽自動車税担当 ☎5984-4536

特別区たばこ税
　たばこの製造業者などが区内の小売店にたばこを売り渡
した際に課税されます。
　製造業者などが区に納めますが、小売価格に税金が含ま
れているので、実質的にはたばこの消費者が負担しています。
　区内の小売店の売り上げが多くなれば、区の税収も増え
ますので、たばこは区内で買いましょう。
問 税務課区税事務係 ☎5984-1694

入湯税
　区内の鉱泉浴場に入湯すると、1人1日あたり150円が入
湯料金に合わせて徴収されます。鉱泉浴場の経営者が区に
納めます。

特別区民税・都民税（住民税）、  
軽自動車税種別割の減免
特別区民税・都民税（住民税）
　①生活保護法による扶助を受けることになったとき
　②�失業などで著しく生活に困窮し、当分の間この状況の回
復の見込みがないとき（生活保護基準を下回る程度ま
で生活に困窮されている方）

　③�災害などにより自己が居住する住宅および家財に甚大
な被害を受けたとき

　詳しくはお問い合わせください。
問 税務課区税第一～第四係 ☎5984-4537

軽自動車税種別割
　①生活保護法による生活扶助を受けることになったとき
　②�災害により自己が居住する住宅に甚大な被害を受けたとき
　③�心身に一定の障害のある方（または同一生計者など）が
軽自動車などを所有し、一定の条件で運転している場合
（普通自動車を含め1台に限る）

　④�車検証の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸
送車」または「入浴車」などである場合

　上記①〜④に該当する場合は、納期限（5月末）までに減免
の申請をしてください。申請書は、ホームページからもダウ
ンロードできます。詳しくは、お問い合わせください。
問 税務課税証明・軽自動車税担当 ☎5984-4536

納 税
特別区民税・都民税（住民税）、  
軽自動車税種別割の納付
納期（各月末日。土・日・祝休日の場合は翌平日となります）
　軽自動車税種別割�����������������������������������������������������������5月
　特別区民税・都民税（普通徴収分）第1期������������������������6月
　特別区民税・都民税（普通徴収分）第2期������������������������8月
　特別区民税・都民税（普通徴収分）第3期��������������������� 10月
　特別区民税・都民税（普通徴収分）第4期����������������翌年1月

延滞金
　納期限までに納付のない場合は、延滞金が加算されます。

窓口での納付
　特別区民税・都民税（普通徴収分）は6月、軽自動車税種別
割は5月に、納税通知書と納付書をお送りします。納付書を
持参して、次の窓口でお納めください。
　①銀行、信用金庫など（特別区公金収納取扱店）
　②ゆうちょ銀行、郵便局
　③�区役所本庁舎4階収納課、石神井・早宮・光が丘・大泉・関
区民事務所（納付書がない場合も納められます）

　④�納付書裏面に記載のあるコンビニエンスストア（バーコー
ドが印刷されている納付書に限ります）

スマートフォンによる納付
　金額が30万円以下で、バーコードが印刷されている納付
書は、スマートフォンのアプリを利用して納付することができ
ます。以下のいずれかの方法をご利用ください。
　①モバイルレジでの納付
　　�インターネットバンキングやクレジットカードを利用して
納付できます。なお、クレジットカードの場合、決済手数
料は本人負担となります。

　②各種電子マネーでの納付
※�各種アプリやクレジットカード会社の利用規約の内容を確認の上、ご
利用ください。
※ご利用可能な電子マネーは区ホームページでご確認ください。

ペイジーによる納付
　「ペイジーマーク」が入った納付書は、パソコンやスマートフォ
ン、金融機関のATMなどからペイジーで納付できます。以
下のいずれかの方法をご利用ください。
　①インターネットバンキングでの納付
　　�パソコンなどからインターネットバンキング用のページ
にログインして、「税金・料金払込」などのメニューをご利
用ください。

　②ATMでの納付
　　�金融機関に設置されているペイジーマークの付いた
ATMの「税金・料金払込」などのメニューをご利用くだ
さい。

※�スマートフォンやペイジーによる納付について詳しくは、区ホームペー
ジをご覧になるか、担当係までお問い合わせください。

問 収納課個人収納係 ☎5984-4542

※ただし、①のうち、次の場合は提出不要です。
　（ア）税務署に所得税の確定申告書を提出した場合
　（イ）�前年中の所得が給与や年金だけで、勤務先や年金支払者から区

に支払報告書が提出されており、医療費控除など控除内容に変更・
追加のない場合

※�非課税の場合でも、所得金額の記載のある非課税証明書の交付や国
民健康保険などの保険料の軽減などを受けるためには、住民税の申
告が必要です。

問 税務課区税第一～第四係 ☎5984-4537

　ただし、①12歳未満の方、②共同浴場・一般公衆浴場、③
料金が1,200円以下の場合は入湯税は課税されません。
問 税務課区税事務係 ☎5984-1694
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練馬区わたしの便利帳

必要なもの 本人の申請 代理人の申請
来庁者の本人確認ができるも
の（運転免許証、マイナンバー
カード、在留カードなど官公署
発行の写真付証明書は1点で
可。健康保険証、介護保険証、
年金手帳など写真のないもの
は2点の提示）

◎ ◎

委任状※（委任する方ご本人が
自署して窓口に来る方に原本
を渡してください）

◎

※「委任状の見本」は�⇨33p参照

取扱窓口
　・�税務課税証明・軽自動車税担当（本庁舎4階）
　・�各区民事務所�⇨24・25p参照
　・�区内11か所の郵便局� �
（取扱時間：平日の午前9時〜午後4時）

※�郵便局では、区に住民登録がある本人および住民票上同一世帯の親
族の方への交付が可能です。
※郵便局では次の受付はできません。
　①区外へ転出された方による申請
　②委任状や第三者による申請
　③交付手数料の免除

時間外の取扱窓口
※時間外窓口サービス�⇨26p参照
※予約が必要な窓口では委任状による申請はできません。

窓　口 住　所 窓　口 住　所

練馬桜台二 桜台
2-17-13 練馬北町 北町

1-32-5

練馬貫井 貫井
5-10-4 練馬高野台駅前 高野台

1-7-3

練馬春日南 春日町
1-12-3 練馬関一 関町南

1-6-1

練馬土支田 土支田
2-29-16 練馬南大泉五 南大泉

5-21-24

練馬旭町 旭町
2-43-11 大泉 大泉学園町

4-20-23

練馬田柄二 田柄
2-19-36

特別区民税・都民税（住民税）の証明書
　証明の対象年度の基準日（1月1日）に住所のある区市町
村が交付します。

証明書の種類
　課税証明書、非課税証明書、納税証明書（申請日5年前の
年度から最新年度分まで）
※�区役所に住民税の申告をしてから証明書が交付できるまで、日数がか
かります。詳しくは、税務課へお問い合わせください。
※�納税証明書は、納めた金額が証明書へ記載されるまで、2週間程度か
かります。直ちに納めた金額の証明書が必要な場合は、税務課へお問
い合わせください。

手数料
　1通�300円� �
　（コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機・
各区民事務所に設置されている証明書発行機で取得する場
合は200円�⇨34p参照）

税の証明

納付相談
　病気や災害、退職や事業の廃止などの理由により期限内
の納付が困難なときは、ご相談ください。
　滞納をそのままにしておくと、延滞金が加算されます。また、
滞納処分（差押え）を行うことがあります。
問 収納課納付相談係（納付案内センター）
 ☎5984-4547

証明の対象となる方
　①税務署または練馬区に税の申告をしている方
　②�給与から住民税が差し引かれている方（勤務先から練馬
区に「給与支払報告書」の提出がある方）

　③�日本年金機構などから練馬区に公的年金などの支払報
告がされている方

　④上記①〜③の親族で、税法上扶養されている方
※�④の方は、住民税の申告をしていない場合、証明書には所得金額が記
載できません。勤務先での扶養認定などのため、所得金額の記載の
ある証明書が必要な方は、所得額が0円の場合でも、住民税の申告を
行ってください。

申請に必要なもの

口座振替による納付
　特別区民税・都民税（普通徴収分）は、口座振替で納付でき
ます。

【申し込み方法】
①区内の金融機関（郵便局を含む）窓口での申し込み
②専用はがき（口座振替依頼書）の郵送による申し込み
③収納課窓口（区役所内）でのキャッシュカードによる申し込み
④インターネットからの申し込み
※専用はがきが必要な場合など、詳しくは収納課へお問い合わせください。

問 収納課個人収納係 ☎5984-4542

納付案内
　納期限を経過しても納付が確認できない場合、電話・自動
音声・SMS（ショートメッセージ）・訪問による納付の案内を行っ
ています。

【実施時期】土・日・祝休日を含む午前9時〜午後8時
※業務の一部を委託しています。
※訪問員は、区発行の身分証を携帯しています。
※�電話などでATMからの振込を案内することはありません。� �
「振り込め詐欺」にご注意ください。
問 収納課納付相談係（納付案内センター）
 ☎5984-4547
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

軽自動車税種別割の納税証明書
手数料
　1通300円、ただし車検用は無料です。

納税証明書にかわるもの
　軽自動車の車検の際は、納税通知書に付いている軽自動
車税種別割納税証明書（継続検査用）も納税証明書としてご
利用できます。なお、「滞納」の表記のあるものは納税証明に
は使えません。

取扱窓口
　・�税務課税証明・軽自動車税担当（本庁舎4階）
　・�早宮、光が丘、石神井、大泉、関区民事務所（⇨24・25p
参照）

※時間外窓口サービス�⇨26p参照
※郵送での申請についてはお問い合わせください。

申請に必要なもの
　来庁者の本人確認ができるもの⇨前ページ表「申請に必
要なもの」を参照
※�代理人の場合は、委任状（⇨33p参照）または車検証（写し可）も必要
です。

問 税務課税証明・軽自動車税担当 ☎5984-4536

都税・国税の証明書
　都税・国税の証明書は下記にお問い合わせください。

都税（固定資産税・法人事業税・個人事業税など）
　・�練馬都税事務所（他の都税事務所でも発行可）� �

☎3993-2261
国税（所得税・消費税・相続税・贈与税など）
　・�練馬東税務署  ☎6371-2332
　・�練馬西税務署 �☎3867-9711

郵送で申請するとき
　下記の4点をお送りください。なお、郵送申請は本人申請
のみ受け付けます。
　①次の事項を便せんなどに記載したもの
　　・�証明書の種類（課税・非課税・納税の別）と必要通数
　　・�必要な年度�
　　※その年度の前年中の所得金額が記載されます。
　　・�証明対象年度の基準日（1月1日）の練馬区での住所� �

（例：令和4年度の場合は令和4年1月1日の練馬区で
の住所）

　　・�氏名・フリガナ・生年月日
　　・�現在の住民登録地の住所と昼間の連絡先電話番号
　　・�使用目的（例：医療費助成の申請のため）
　②��手数料（1通300円・郵便局で定額小為替を購入してく

ださい）
　③��切手を貼った返信用封筒（あて先は現在の住民登録地の住所）
　④��前ページ表「申請に必要なもの」に記載された「来庁者
の本人確認ができるもの」のうち、現住所の記載がある
ものの写し

※�健康保険証と後期高齢者医療被保険者証は、記号・番号（または被保
険者番号）を見えないように消してください。

コンビニエンスストア・証明書発行機で取得するとき
　全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチ
コピー機と各区民事務所に設置されている証明書発行機で
取得できます。
【取得できる住民税の証明書】
①��課税（非課税）証明書（申請日の5年前の年度分以降のもの）
②��納税証明書（申請日の5年前の年度分以降のもの）

　※�利用にはマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の暗証番号
（4桁の数字）の入力が必要です。⇨34p参照

問 税務課税証明・軽自動車税担当 ☎5984-4536
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