
最新の情報はマイナポイント事業
ホームページをご覧ください！

マイナポイント

マイナポイント事業をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意してください。

マイナポイントの申込みのサポートは、マイナポイント事業ホームページ記載の
「マイナポイント手続スポット」でお受けください。

マイナポイントの利用は

安心・安全です！
●マイナポイントの申込みにはマイナンバーカードの
「電子証明書」を使うので、なりすましなどの悪用は困難です。

●国が買い物履歴を収集・保有することはできません。

※1マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスで20,000円までのチャージまたはお買い物をする
と、ご利用金額の25％のマイナポイント(最大5,000円分)を受け取ることができます。※2マイナンバーカードを既に
取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申込者も含みます。※３第1弾で5,000円分のマイナポイントを取得済み
の方は対象外となります。※4マイナポイントの対象となるマイナンバーカード申請期限後にカードを申請された場
合、マイナポイントの申込みをすることはできません。※5健康保険証利用申込み情報や公金受取口座登録情報を確認
後、マイナポイント申込で選択した決済サービスにポイントが付与されます。

マイナンバーカードの
新規取得等で

5,000円分の
マイナポイント

7,500円分の
マイナポイント

健康保険証としての
利用申込みで

公金受取口座の
登録完了で

7,500円分の
マイナポイント

※1、2、3、4 ※4、5 ※4、5

本人確認書類・
各種書類取得に便利

いいこと 1

医療ますます便利

2
給付金の受け取りが
スマートに！

3

お好きな
キャッシュレス
決済サービスで
使える！

健康保険証としての利用申込み＋公金受取口座の登録によるマイナポイント申込がスタート！

マイナポイントを受け取るために必要なマイナンバーカードの
申請期限は、12月末までとなります。

大
最

いいこと いいこと



市民課・内線693

　マイナポイントの申込、健康保険証利用申込、公金受取口座登録にはマイ
ナンバーカードに搭載されている利用者証明用電子証明書を利用します。こ
の電子証明書の有効期限は、カードを発行してから5回目の誕生日までとな
っていますので、更新をしていない方は手続きをしてください。なお、電子
証明書の更新・発行をすると即日中にマイナポイント申込等はできませんの
で、ご注意ください。

※電子証明書の期限が切れる約3カ月前に、地方公共団体情報システム機構より、更
新の通知書が発送されます。なお、申請時に電子証明書を不要とした方には通知は送
付されません。

場所　市民課（市役所本庁舎1階）　日時　平日午前8時30分～午後5時まで 共 通

※各行政サービスセンターでは写真撮影を行っていません。
　 各行政サービスセンターで申請する場合は、申請時の持ち物
（下記参照）と写真（縦4.5cm×横3.5cm）を持参してください。

　職員が写真撮影から申請まで、あなたのマイナンバーカード申請をサポー
トします。この機会にマイナンバーカードを取得しませんか？

電子証明書の
更新・発行はお早めに！

マイナンバーカードの
写真撮影が無料です！

　申請時に必要な持ち物がそろっている
方は準備ができ次第、マイナンバーカー
ドを本人限定受取郵便で郵送します。

※持ち物が全てそろわない方はお問い合わせ下
　さい。
※15歳未満の方が申請する場合は必要書類が異
なります。また、本人と法定代理人の来庁が
必要です。詳しくはお問い合わせください。

※通知カードは申請時に提出していただきます
ので、必要な方は事前に写しをおとりくださ
い（提出後は返却できません）。

持ち物

通知カード、住民基本台帳カード（お持
ちの方）、本人確認書類（下記から2点）
※有効期限内で記載事項が最新のもの

本人確認書類
運転免許証・運転経歴証明書（平
成24年4月1日以降に交付したも
の）・パスポート・障害者手帳・在
留カード・特別永住者証明書・健
康保険証・介護保険証・年金手帳・
学生証・子ども医療費助成受給券・
預金通帳など

　我孫子市民プラザでマイナンバーカードの申請受付を行います。当日は無料で写
真を撮影します（代理申請はできません）。

※ 定員に達した場合、ホームページやSNSでのお知らせはしていませんので、あらかじめ
ご了承ください。

申請時の持ち物共通マイナンバーカードの出張申請を行います！
完全予約制

　休日開庁日はマイナンバー
カードの申請（予約不要）、受
取（要予約）、電子証明書の更
新（予約不要）の業務を行って
います。申請時の写真撮影も
無料で実施しています。

開庁日 予約開始日
12月4日㈰ 受付中
12月17日㈯ 受付中
12月24日㈯ 12月7日㈬午前9時～

令和5年1月7日㈯ 12月21日㈬午前9時～
令和5年1月14日㈯ 12月28日㈬午前9時～
令和5年1月29日㈰ 令和5年1月11日㈬午前9時～

場所　市民課（市役所本庁舎1階）　
時間　午前9時～午後5時
予約方法
①電話（予約締切日は前日まで）☎7185－4326　平日午前9時～午後5時
② インターネット（予約締切日は3開庁日前まで）右のQRコードをスマ
ートフォンから読み込むと、予約サイトへ進みます。

マイナンバーカード業務の休日開庁を行います！

場所　我孫子市民プラザ（あびこショッピングプラザ3F）
日時　12月11日（日）午前9時30分～11時30分（最終受付11時）
定員 先着64名　
予約 ☎7185－4326

予約
受付中

マイナポイントがもらえる最後のチャンス！
（マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は12月末まで ）



マイナンバーカードは安全です！

顔写真入りのため、
対面での悪用は困難です。

なりすましはできません

おもて

マイナンバーを見られても
個人情報は盗まれません

オンラインの利用には
電子証明書を使います
マイナンバーは使いません

プライバシー性の高い
個人情報は入っていません

うら

紛失・盗難の場合は、24時間365日体制で一時利用停止可能
アプリ毎に暗証番号を設定し、一定回数間違うと機能ロック
不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れる仕組み

万全の
セキュリティ
対策

他人が悪用できないように
なっているんだね！

よくある疑問に答えます！

Q. マイナンバーカードを落としたら悪用されない？
A. セキュリティ対策は万全です！

Q.
A.

マイナンバーを知られたら、なりすまし被害が起きませんか？

本人確認を徹底し、なりすましを防いでいます。

Q. マイナンバーを集めて、悪用されたりしませんか？
A. 悪用されないよう、法令で厳しく制限しています。

Q. マイナンバーで預貯金額や医療などのあらゆる情報を国から監視されるの？

A.マイナンバー制度は監視できる仕組みではありません。
Q.
A.

マイナンバーのシステムの安全対策はどうなっているの？

アクセスできる人を制限し、通信も暗号化しています。

Q.
A.

マイナンバーカードのICチップには大事な情報が
入っているの？

ICチップには税や年金などの大事な情報は入って
いません！

マイナンバーの利用範囲は、法令で厳しく制限されています。法令で定め
られた利用範囲を超えてマイナンバーを収集・提供した場合、刑事罰が科
せられることもあります。

マイナンバーを使う手続では、必ず本人確認書類などによる本人確認を行う
ことが義務づけられています。マイナンバーだけで手続はできません。

個人情報はこれまでどおり各機関で分散して管理し、手続きを受け付ける
行政職員だけが、その手続きに必要な情報に限ってアクセスすることが許
されています。

マイナンバーカードのICチップに入っているものは、住所氏名などマイナ
ンバーカードに記載されている情報や電子証明書などで、税や年金などの
プライバシー性の高い情報は入っていません。

マイナンバーカードのICチップを使うときは暗証番号が必要になるため、
他の人は使えません。また、暗証番号は一定回数間違えると、カードの機
能がロックされるようになっています。万が一落としてしまっても、24時
間365日体制のマイナンバー総合フリーダイヤルで、マイナンバーカード
の一時利用停止ができます。

マイナンバーのシステムにアクセスできる人を制限し、またシステムにア
クセスする際の通信も厳重に暗号化しています。

マイナンバー法では、個人情報保護法などよりも
厳しい罰則が設けられているよ。

マイナンバーカードには顔写真があるのでマイナ
ンバーの確認と本人確認が１枚でできるよ！

マイナンバー法では、マイナンバーで情報を1か所
に集めて監視することを禁止しているよ！

健康保険証として使用しても、特定健診情報や
薬剤情報などがICチップに入ることはないよ！

持ち歩いても大丈夫だよ！失くさないように注
意してね。

システムに不正なアクセスがされないように、
第三者機関の「個人情報保護委員会」が監視・
監督しているよ！

マイナンバーを利用するには、顔写真付き
本人確認書類などでの本人確認が必要であ
るため、悪用は困難です。

ICチップ部分には、税や年金などの個人情報は記載されません。
健康保険証として利用する場合でも、特定健診情報や薬剤情報など
がICチップに入ることはありません。



※1 毎日6:30から23:00まで利用できます　※2 対応する医療機関・薬局は順次拡大していきます　※3 マイナンバーカード読み取りに対応しているスマートフォン又はICカードリーダーとパソコンが必要です 

新型コロナワクチン接種証明書が
スマートフォンアプリで発行できる！
日本国内用と海外用の接種証明書を
スマートフォンアプリで取得でき、
アプリを起動すればいつでも表示できます。
※アプリに対応しているスマートフォンが必要です
※海外用の接種証明書の取得のためには有効なパスポートが必要です

オンラインで
行政手続きができる！※3

確定申告（e-Tax）をはじめ、
子育てなどに関する手続きも
オンライン申請で便利に行えます。

便利な「マイナポータル」が
使える!※3
ご自身の情報の確認や
オンライン申請ができる
自分専用サイト「マイナポータル」が
使えるようになります。

マイナポータル

民間のサービスにも拡大中！※3

各種オンライン決済サービスにおける口座登録、
オンラインでの住宅ローン契約や
証券口座開設などのときに使えて、
書類郵送などの手間がかかりません。

コンビニで各種証明書が
取得できる！※1
忙しくて市役所の窓口に
行けないときも、
コンビニで住民票の写しなどの
公的な証明書を発行できます。

本人確認書類として使える！

マイナンバーと本人確認書類が
同時に必要な場面も、これ1枚でOK！
他にもライブ会場の入場や会員登録など
幅広く使えます！

マイナンバー
7

1 2 3 4 5 6

8 9 0 1 2

給付金の受け取りがスマートに！
公金受取口座を登録することで、
年金や児童手当など、今後申請をするときに、
口座情報の記入や通帳の写しなどを
提出する必要がなくなります。

健康保険証としても使える！※2

本人が同意すれば、全国どこにいても、
医療機関や薬局で
過去の服薬履歴や
特定健診情報などが
確認できます。

マ イ ナ ン バ ー 制 度 ・ マ イ ナ ン バ ーカードについてのお問合せ

マイナンバー総合
フリーダイヤル

■英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル
This telephone number is toll-free corresponding to English,Chinese,Korean,Spanish and Portuguese.

Inquiries about Social Security and Tax Number System.

0120 -0178 -26
Inquiries about Individual Number Card etc.

0120 -0178 -27

0120-95-0178
マ ナンイ バー 平　日: 9時30分～20時00分

土日祝: 9時30分～17時30分
紛失・盗難によるマイナンバーカードの
一時利用停止については24時間365日受付

年末年始
を除く

マイナンバー制度について

■一部のＩＰ電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合

050 -3818 -1250 050 -3816 -9405
マイナンバーカード等 その他のお問合せ

マイナンバーカード等

マイナンバー
カードの
申請方法は
こちら

https://www.kojinbango-card.go.jp/
kofushinse/

ますますベンリに！マイナンバーカード！ ■ スマホにカード機能が搭載！
■ 運転免許証と一体化！※2024年度末（予定）

※2023年度5月（予定）
　まずはAndroidスマホから開始！


