
発行　草加市総合政策部情報推進課マイナンバー推進室
〒340-8550　草加市高砂１-１-１　電話048-922-1974（直通）マイナポイント特集

令和2年9月から国が実施するマイナポイントの利用が始まりますが利用にはマイナンバーカードが必要です。

マイナポイント申込みページにログインし、利用する
キャッシュレス決済サービスを選択し、申込む

選択したキャッシュレス決済サービスの利用
をすることで、マイナポイントがもらえる

マイナポイント分も利用して買い物

マイナポイントが始まります！
マイナンバーカードの申請はお早めに

マイナポイントの
利用にむけて マイナンバーカードを

取得したら

マイナポイントの予約
（マイキーIDの設定）

マイナンバーカードの申請・取得については、次ページを参考にしてください。
マイナポイントの予約（マイキーIDの設定）については、3ページ以降を参考にしてください。

マイナンバー総合フリーダイヤル　☎0120-95-0178
平日：9時30分～20時00分／土日祝：9時30分～17時30分（年末年始 12月29日～1月3日を除く。）

音声ガイダンスに従って「5番」を
選択してください。

令和2年7月

マイナポイント
申込開始

令和2年9月～

マイナポイント
利用開始！

マイナンバー
カードの準備
（申請・取得）

※マイナポイントは選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして買い物で使えます

※選択した決済サービスによって利用イメージは異なります
※マイナポイントの申し込みは、令和2年7月開始予定です

※買い物にはマイナンバーカードは使いません
※予算案が今後の国会で成立することが前提

詳しくは
こちら→

25％マイナポイント

マイナポイントの利用イメージ

家族合わせて
例えば4人家族が全員マイナンバーカードを持っていれば…

もらえる！
1人あたり上限5,000円分のマイナポイントがもらえる

マイナポイント

+ + + =
５，０００ポイント ５，０００ポイント ５，０００ポイント ５，０００ポイント

　20,000円分の
マイナポイントに！

準　備

最
大

利用先を選択して、
マイナポイントを申し込む

チャージなどに対して、
マイナポイントが付与される 買い物

キャッシュレスで2万円のチャージまたは買い物をすると

チャージまたは買い物

マイナポイントが
もらえる

※パスワードは3回連続で間違えるとロックされますのでご注意ください。ロックされた場合は本
人がカード持参の上、市民課窓口またはサービスセンターでパスワードの初期化を申請してく
ださい。（市民課は、第3土曜日に続く日曜日、土曜日・祝日・年末年始及び水曜夜間窓口19時
30分以降を除く。サービスセンターは、平日8時30分から17時まで手続き可能。） 早速準備を

始めましょう！

お問い合わせ マイナンバー

キャッシュレスでチャージ
または買い物をすると
（2020年9月～）
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マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120-95-0178
平日：9時30分～20時00分/土日祝：9時30分～17時30分（年末年始12月29日～1月3日を除く。）

　　　マイナンバーカードの持主本人のス
　　　マートフォンでなくても設定できます。Point

マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンを準備します。

マイナポイント

マイナポイントの予約（マイキーIDの設定）をする（Android編）

1 スマートフォンの準備とアプリのインストール

3 マイナポイントアプリを起動します。

2 スマートフォンのNFC機能を有効化します。

マイナンバーカードをセットし、スマートフォンで読み取り、「次へ進む」をタップします。
※カードをかざす位置は機種によって異なる場合があります。

マイナポイントアプリを起動し、「マイナポイントご利用
準備をスタート(マイキーIDの発行)」をタップします。

マイナンバーカード受け取り時に設定した利用者証明用
パスワード(数字４桁) を入力し、「OK」をタップします。※

「発行」をタップすると、設定が完了です。「スクリーンショット保存」をクリックして
マイキーIDを保存してください。

１．スマートフォンの［設定］から［NFC/おサイフケータイ設定］に
アクセスします。
　⇒[設定]-[無線とネットワーク内 もっと見る]-[NFC/おサイフ
ケータイ設定]

２．NFC/おサイフケータイロック項目のチェックを外します。

1.「Playストア」で「JPKI利用者ソフト」
（マイナンバーカードの読み取りに
必要なアプリ）を検索します。
2.アプリをインストールします。

1.「Playストア」で、「マイナポイントア
　プリ」（マイキーIDの作成・登録に必
　要なアプリ）を検索します。
2.アプリをインストールします。

上の設定画面は一例です。機種により、操作手順や確認方法
が異なる場合があります。見つからない場合は、スマートフォ
ン内の検索機能で[NFC]と検索してください

1 2 3

マイナポイント特集

※画面のデザイン等は、現時点での
イメージです。変更されている場合が
ありますので、ご注意ください。

国の動向により内容が変更となる場合があります。
マイナポイントに関する最新情報は
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/　をご覧ください。

マイナポイントとは…
普段利用しているキャッシュレス決済サービスを通じて付与されるポイントの総称です。
マイナンバーカードを持っている人が、マイナポイントの予約（マイキーIDの設定）をし、マイナポイントの申し
込みをすると、決済サービスの利用（チャージまたは購入）時にポイントが付与される仕組みです。

マイナンバーカードの申請・取得とマイナポイントの予約（マイキーIDの設定）
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①郵送申請
②スマートフォン申請
③申請機能付き証明写真機申請

マイナンバーカードの持主本人のiPhoneでなくても設定できます。

マイナンバーカードの申請・取得をしましょう

①郵送申請の場合

③申請機能付き証明写真機の場合

②スマートフォン申請の場合

準備①

マイナンバーカード
を受け取りましょう

マイナンバー
カードで
各種証明書が
取れます

Point1

Point

Point2

　　　手元に交付申請書が無い場合や、申請書の記載内容に変更がある場合
は、新しい申請書をお渡ししますので、本人確認書類をお持ちの上、市民
課またはサービスセンターへお越しください。（市民課は、第3土曜日に
続く日曜日、土曜日・祝日・年末年始を除く。サービスセンターは、平日8時30分か
ら17時まで手続き可能。）
■顔写真のサイズは縦4.5cm横3.5cmとなります。マイナンバーカードは公的な
　身分証明書としても使うため、以下のサイトを参考にしてご用意ください。
■顔写真のチェックポイント
　https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-checkpoint/

　　　　　申請から交付通知書の発送まで約1～2ヶ月かかります。余裕をもって申請してください。
　　　　　　　　　　　　受け取りは申請者本人がお越しください。
受け取りの際は、交付通知書、通知カード、本人確認書類等が必要です。交付通知書に同封の案内を確認してください。
本人確認後、ご自分で暗証番号の設定を行っていただき、カードを交付します。

差出有効期間が平成29年10月4日までになっていて
も、令和4年5月31日までそのまま使うことができます。

交付申請書に顔写真を貼り、電話番号、申請日を記入
し、署名・押印してから返信用封筒で郵送してください。

※お手持ちのiPhoneがiOS13.1以上であることを確認してください。

申請サイトにアクセスしたら、
以下の項目を入力してください。
①メールアドレス
②氏名
※交付申請書を再交付した場合は、
申請書ID（23桁）を入力する場合が
あります。

交付申請書のQRコードを読み取ります。
読み取れない場合は、https://net.kojinbango-card.go.jp/
を参照してください。

　カードが出来次第、草加市役所市民課からそれぞれの方に交付通知書と予約の案内を同封した封書を郵送します。
受け取りは予約制となっていますので、事前に日時を予約し、草加市役所市民課窓口までご本人がお越しください。（第3
土曜日に続く日曜日、土曜日・祝日・夜間窓口・年末年始を除く）

●コンビニなどで各種証明書が取得できます。（ご利用には、利用者証明用電子証明書の搭載が必要です。）
毎日６:３０～２３:００（年末年始､メンテナンス時を除く）マルチコピー機が設置されている全国のコンビニ等(約55,000店
舗)で利用可能です。
※戸籍謄本・抄本及び附票の写しは平日9:00～17:00の発行となります。

●取得できる証明書　○住民票の写し　○住民票記載事項証明書　○印鑑登録証明書　○戸籍謄本・抄本
　　　　　　　　　　○戸籍の附票の写し　○課税・非課税証明書　○所得証明書　○納税証明書　　　　　　　
※戸籍謄本･抄本及び戸籍の附票の写しは､草加市に住所と本籍がある人が取得できます。

※カードを受け取った後に氏名・住所等が変更になった場合は手続きが必要となります。市民課またはサービスセンター窓口までお越し
ください。マイナンバーカードの申請・交付に関するお問い合わせは　草加市役所市民課（922-1536）まで

①タッチパネルから「個人番号カードの直接申請用メニュー」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQR
　コードをバーコードリーダーにかざします。
②画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。（申請書控が出力されます。）

※草加市役所第二庁舎にも申請機能付き証明写真機を設置しています。

顔写真

個人番号カード交付申請書
（上下部分は切り取って保管）

「App store」を起動します。

1.「App store」で、「マイナポイントアプリ」（マイキーIDの作成・登録に必要な
　アプリ）を検索します。
2.アプリをインストールします。

顔写真を貼付マイナポイントの利用には証明書が
必要です。チェックしないでください。

マイナポイントの予約（マイキーID設定）をしましょう準備②
マイナポイントの予約（マイキーIDの設定）には

　①マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン
　②インターネットに接続できるパソコンとカードリーダー　のどちらかが必要です。

　②のパソコンとカードリーダーを使った設定方法については、
　https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/flow/mykey-get/　を参考にしてください。

マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンを使った設定方法について解説します。
iPhoneとAndroid端末では、設定方法が異なります。また、マイナンバーカード読み取りに対応した
機種については、https://www.jpki.go.jp/prepare/pdf/nfclist.pdf　を参照してください。

マイナポイントの予約（マイキーIDの設定）をする

1 iPhoneの準備とアプリのインストール

2 マイナポイントアプリを起動します。

マイナンバーカードをセットし、
「次へ進む」をタップします。

「発行」をタップすると、設定が完了です。
「スクリーンショット保存」をクリックして、マイキーIDを保存してください

マイナポイントアプリを起動し、「マイナ
ポイントご利用準備をスタート(マイ
キーIDの発行)」をタップします。

マイナポイント特集 マイナポイント特集

入手

その他申請に必要な情報を入力しま
す。
画面の案内にしたがって、必要事項
を入力し送信すると、登録したメール
アドレス宛てに申請完了のメールが
届きます。

登録されたメールアドレス宛に通知さ
れる申請者専用WEBサイトにアクセ
スし、スマートフォンのカメラで撮影し
た顔写真を登録

※あらかじめ撮影しなくても操作中に
撮影することもできます。

電話番号を記入 申請日の記入と署名・押印

申請の準備をしま
しょう ※必要な物は？

　　

マイナンバーカード
を申請しましょう

申請方法は3種類

マイナンバーカード受け取り時に設定した利用者証
明用パスワード(数字４桁) を入力し、「OK」をタップし
ます。※
※パスワードは3回連続で間違えるとロックされます
のでご注意ください。ロックされた場合は、本人が
カードを持参の上、市民課窓口またはサービスセン
ターでパスワード初期化の申請をしてください。

（市民課は、第3土曜日に続く日曜日、土曜日・祝日・
年末年始及び水曜夜間窓口19時30分以降を除く。
サービスセンターは、平日8時30分から17時まで手
続き可能。）

※画面のデザイン等は、現
時点でのイメージです。変
更されている場合がありま
すので、ご注意ください。

iPhone編
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　　　手元に交付申請書が無い場合や、申請書の記載内容に変更がある場合
は、新しい申請書をお渡ししますので、本人確認書類をお持ちの上、市民
課またはサービスセンターへお越しください。（市民課は、第3土曜日に
続く日曜日、土曜日・祝日・年末年始を除く。サービスセンターは、平日8時30分か
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■顔写真のサイズは縦4.5cm横3.5cmとなります。マイナンバーカードは公的な
　身分証明書としても使うため、以下のサイトを参考にしてご用意ください。
■顔写真のチェックポイント
　https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-checkpoint/

　　　　　申請から交付通知書の発送まで約1～2ヶ月かかります。余裕をもって申請してください。
　　　　　　　　　　　　受け取りは申請者本人がお越しください。
受け取りの際は、交付通知書、通知カード、本人確認書類等が必要です。交付通知書に同封の案内を確認してください。
本人確認後、ご自分で暗証番号の設定を行っていただき、カードを交付します。
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も、令和4年5月31日までそのまま使うことができます。

交付申請書に顔写真を貼り、電話番号、申請日を記入
し、署名・押印してから返信用封筒で郵送してください。

※お手持ちのiPhoneがiOS13.1以上であることを確認してください。

申請サイトにアクセスしたら、
以下の項目を入力してください。
①メールアドレス
②氏名
※交付申請書を再交付した場合は、
申請書ID（23桁）を入力する場合が
あります。

交付申請書のQRコードを読み取ります。
読み取れない場合は、https://net.kojinbango-card.go.jp/
を参照してください。

　カードが出来次第、草加市役所市民課からそれぞれの方に交付通知書と予約の案内を同封した封書を郵送します。
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①タッチパネルから「個人番号カードの直接申請用メニュー」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQR
　コードをバーコードリーダーにかざします。
②画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。（申請書控が出力されます。）

※草加市役所第二庁舎にも申請機能付き証明写真機を設置しています。

顔写真

個人番号カード交付申請書
（上下部分は切り取って保管）

「App store」を起動します。

1.「App store」で、「マイナポイントアプリ」（マイキーIDの作成・登録に必要な
　アプリ）を検索します。
2.アプリをインストールします。

顔写真を貼付マイナポイントの利用には証明書が
必要です。チェックしないでください。

マイナポイントの予約（マイキーID設定）をしましょう準備②
マイナポイントの予約（マイキーIDの設定）には

　①マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン
　②インターネットに接続できるパソコンとカードリーダー　のどちらかが必要です。

　②のパソコンとカードリーダーを使った設定方法については、
　https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/flow/mykey-get/　を参考にしてください。

マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンを使った設定方法について解説します。
iPhoneとAndroid端末では、設定方法が異なります。また、マイナンバーカード読み取りに対応した
機種については、https://www.jpki.go.jp/prepare/pdf/nfclist.pdf　を参照してください。

マイナポイントの予約（マイキーIDの設定）をする

1 iPhoneの準備とアプリのインストール

2 マイナポイントアプリを起動します。

マイナンバーカードをセットし、
「次へ進む」をタップします。

「発行」をタップすると、設定が完了です。
「スクリーンショット保存」をクリックして、マイキーIDを保存してください

マイナポイントアプリを起動し、「マイナ
ポイントご利用準備をスタート(マイ
キーIDの発行)」をタップします。

マイナポイント特集 マイナポイント特集

入手

その他申請に必要な情報を入力しま
す。
画面の案内にしたがって、必要事項
を入力し送信すると、登録したメール
アドレス宛てに申請完了のメールが
届きます。

登録されたメールアドレス宛に通知さ
れる申請者専用WEBサイトにアクセ
スし、スマートフォンのカメラで撮影し
た顔写真を登録

※あらかじめ撮影しなくても操作中に
撮影することもできます。

電話番号を記入 申請日の記入と署名・押印

申請の準備をしま
しょう ※必要な物は？

　　

マイナンバーカード
を申請しましょう

申請方法は3種類

マイナンバーカード受け取り時に設定した利用者証
明用パスワード(数字４桁) を入力し、「OK」をタップし
ます。※
※パスワードは3回連続で間違えるとロックされます
のでご注意ください。ロックされた場合は、本人が
カードを持参の上、市民課窓口またはサービスセン
ターでパスワード初期化の申請をしてください。

（市民課は、第3土曜日に続く日曜日、土曜日・祝日・
年末年始及び水曜夜間窓口19時30分以降を除く。
サービスセンターは、平日8時30分から17時まで手
続き可能。）

※画面のデザイン等は、現
時点でのイメージです。変
更されている場合がありま
すので、ご注意ください。

iPhone編
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令和2年9月から国が実施するマイナポイントの利用が始まりますが利用にはマイナンバーカードが必要です。

マイナポイント申込みページにログインし、利用する
キャッシュレス決済サービスを選択し、申込む

選択したキャッシュレス決済サービスの利用
をすることで、マイナポイントがもらえる

マイナポイント分も利用して買い物

マイナポイントが始まります！
マイナンバーカードの申請はお早めに

マイナポイントの
利用にむけて マイナンバーカードを

取得したら

マイナポイントの予約
（マイキーIDの設定）

マイナンバーカードの申請・取得については、次ページを参考にしてください。
マイナポイントの予約（マイキーIDの設定）については、3ページ以降を参考にしてください。

マイナンバー総合フリーダイヤル　☎0120-95-0178
平日：9時30分～20時00分／土日祝：9時30分～17時30分（年末年始 12月29日～1月3日を除く。）

音声ガイダンスに従って「5番」を
選択してください。

令和2年7月

マイナポイント
申込開始

令和2年9月～

マイナポイント
利用開始！

マイナンバー
カードの準備
（申請・取得）

※マイナポイントは選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして買い物で使えます

※選択した決済サービスによって利用イメージは異なります
※マイナポイントの申し込みは、令和2年7月開始予定です

※買い物にはマイナンバーカードは使いません
※予算案が今後の国会で成立することが前提

詳しくは
こちら→

25％マイナポイント

マイナポイントの利用イメージ

家族合わせて
例えば4人家族が全員マイナンバーカードを持っていれば…

もらえる！
1人あたり上限5,000円分のマイナポイントがもらえる

マイナポイント

+ + + =
５，０００ポイント ５，０００ポイント ５，０００ポイント ５，０００ポイント

　20,000円分の
マイナポイントに！

準　備

最
大

利用先を選択して、
マイナポイントを申し込む

チャージなどに対して、
マイナポイントが付与される 買い物

キャッシュレスで2万円のチャージまたは買い物をすると

チャージまたは買い物

マイナポイントが
もらえる

※パスワードは3回連続で間違えるとロックされますのでご注意ください。ロックされた場合は本
人がカード持参の上、市民課窓口またはサービスセンターでパスワードの初期化を申請してく
ださい。（市民課は、第3土曜日に続く日曜日、土曜日・祝日・年末年始及び水曜夜間窓口19時
30分以降を除く。サービスセンターは、平日8時30分から17時まで手続き可能。） 早速準備を

始めましょう！

お問い合わせ マイナンバー

キャッシュレスでチャージ
または買い物をすると
（2020年9月～）

4令和2年（2020年）2月20日号

マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120-95-0178
平日：9時30分～20時00分/土日祝：9時30分～17時30分（年末年始12月29日～1月3日を除く。）

　　　マイナンバーカードの持主本人のス
　　　マートフォンでなくても設定できます。Point

マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンを準備します。

マイナポイント

マイナポイントの予約（マイキーIDの設定）をする（Android編）

1 スマートフォンの準備とアプリのインストール

3 マイナポイントアプリを起動します。

2 スマートフォンのNFC機能を有効化します。

マイナンバーカードをセットし、スマートフォンで読み取り、「次へ進む」をタップします。
※カードをかざす位置は機種によって異なる場合があります。

マイナポイントアプリを起動し、「マイナポイントご利用
準備をスタート(マイキーIDの発行)」をタップします。

マイナンバーカード受け取り時に設定した利用者証明用
パスワード(数字４桁) を入力し、「OK」をタップします。※

「発行」をタップすると、設定が完了です。「スクリーンショット保存」をクリックして
マイキーIDを保存してください。

１．スマートフォンの［設定］から［NFC/おサイフケータイ設定］に
アクセスします。
　⇒[設定]-[無線とネットワーク内 もっと見る]-[NFC/おサイフ
ケータイ設定]

２．NFC/おサイフケータイロック項目のチェックを外します。

1.「Playストア」で「JPKI利用者ソフト」
（マイナンバーカードの読み取りに
必要なアプリ）を検索します。
2.アプリをインストールします。

1.「Playストア」で、「マイナポイントア
　プリ」（マイキーIDの作成・登録に必
　要なアプリ）を検索します。
2.アプリをインストールします。

上の設定画面は一例です。機種により、操作手順や確認方法
が異なる場合があります。見つからない場合は、スマートフォ
ン内の検索機能で[NFC]と検索してください

1 2 3

マイナポイント特集

※画面のデザイン等は、現時点での
イメージです。変更されている場合が
ありますので、ご注意ください。

国の動向により内容が変更となる場合があります。
マイナポイントに関する最新情報は
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/　をご覧ください。

マイナポイントとは…
普段利用しているキャッシュレス決済サービスを通じて付与されるポイントの総称です。
マイナンバーカードを持っている人が、マイナポイントの予約（マイキーIDの設定）をし、マイナポイントの申し
込みをすると、決済サービスの利用（チャージまたは購入）時にポイントが付与される仕組みです。

マイナンバーカードの申請・取得とマイナポイントの予約（マイキーIDの設定）
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