
「マイナンバーカード取得促進キャンペーン」の取組状況・予定等(都道府県一覧)

都道府県名 (１)開始時期 (２)実施期間 (3)共催・
連携

(7)福祉部局と
連携した
取組み

(8)税部局や税
務署と

連携した
取組み

(9)警察署や
免許センター
と連携した

取組み

(10)がん検診
や特定健診等

における
申請受付

(11)その他
官民イベント

における
申請受付

(12)「マイナ
ちゃん」「マイ

キーくん」
の利用

(14)独自の
キャンペーン

(15)マイナン
バーカード

交付申請書用
封筒の周知・

利用促進

具体的な内容

1 北海道 平成29年10月 平成29年10月～ ○ (15)職員に対して差出有効期間の延長等について周知

2 青森県 平成29年6月

(14)平成29年6月～

(7)、(8)、(9)、(15)
平成29年11月～

○ ○ ○ ○ ○
(7)、(8)県民が来庁する窓口において、マイナンバーカードの利点等を紹介するチラシを配布。
(9)県警窓口において、マイナンバーカードの利点等を紹介するチラシを配布。
(14)県ホームページや県広報誌(毎戸配布)における広報の実施。
(15)県ホームページに掲載予定。

3 岩手県 平成29年
10月25日～

平成29年10月～
平成30年3月 ○ ○ ○ ○ 〇

(9)県警と連携し、免許センターに来訪した住民に対してマイナンバーカードの取得についての案内チラ
シを配布。
なお、特に免許返納者への身分証明書としての取得促進を依頼したが、別途、県警では運転経歴証明
書の取得を呼び掛けており、地域交通の割引きの際等に活用されているとのこと。運転経歴証明書の
一体化など、省庁間での連携した取組も必要と考える。

(3)、(12)、(14)
①マイナンバーカード取得キャンペーンとして、マイナちゃんと県内市(盛岡市、宮古市、大船渡市、一関
市)のゆるキャラによる、取得促進のためのチラシ配布による周知・広報活動を実施予定。
②県政番組枠(ラジオ放送、TV)、県公式twitter、県HPトップ(回転バナー)等の媒体を利用した取得呼び
かけ。
③職員へのマイナンバーカード取得促進の働きかけ(庁内インフォメーション、庁内会議等)
(15)HP上にマイナンバーカード交付申請書用封筒の差出有効期間の延長の旨の記載及び封筒様式を
追加掲載。

4 宮城県 平成29年11月～ 平成29年11月～ ○ (14)県広報(県内全世帯配布対象)にマイナンバーカード取得促進に関する内容を掲載。
平成29年8月にラジオ放送を実施

5 秋田県 平成29年
11月1日～

平成29年11月～ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(8)、(12)県税の窓口においてポスターやマスコットを活用した広報を実施
(9)県警と連携し、運転免許証を返納する住民に対してマイナンバーカードの取得についての案内チラシ
を配布予定。県独自の文書により市町村にも周知の上、連携した取り組みを依頼。
(14)県内の全戸に配布する広報紙に特集ページを設けることで広くマイナンバーカードの取得を呼びか
ける予定。(確定申告前の1月を予定)
(15)県のホームページで周知する予定。

6 山形県
平成29年
11月1日～

平成29年11月～
平成30年1月 ○ ○

(9)運転免許返納者を対象にして、県内警察署、運転免許センターにマイナンバーカード広報用のチラシ
と各市町村の担当課の連絡先を配架する。
(14)県広報、ラジオ等を活用し、広く県民にマイナンバーカードの取得を促進するように広報する。

7 福島県 平成29年
11月1日～

平成29年
11月1日～ ○ (14)市町村からの問い合わせが多い事案について全市町村に情報提供を行っている。

8 茨城県 平成29年11月～ 平成29年11月～ ○ (15)県ホームページに交付申請用封筒の期限の延長について掲載

9 栃木県 平成29年
11月13日～

平成29年11月13日～
平成30年3月31日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(7)健康福祉センター等、保健福祉手続き窓口にマイナンバーカード取得促進のチラシを設置し、申請者
に配布
(8)確定申告会場及び県税事務所窓口に取得促進のチラシの設置及びポスターの掲示、自動車税納税
通知等封筒へのマイナンバーカードPRの掲載
(9)警察署や運転免許センターの運転免許手続き窓口等にマイナンバーカード取得促進のチラシを設置
するとともに、ポスターを掲示
(12)県庁舎受付、マイナンバー制度主管課窓口にマイナちゃんぬいぐるみを設置し、PR
(14)・県内全市町と協調して取り組むキャンペーン期間の設定
・商業施設のストアチャンネルを活用したマイナンバーカード周知、広報
・県HP等、各種広報媒体を活用したマイナンバーカードの周知、広報
・県職員や関係団体への取得勧奨
・他自治体の取組事例の情報提供等市町支援
(15)県HP上にマイナンバーカード交付申請用封筒の差出有効期間の延長の旨の記載及び封筒様式を
追加掲載

10 群馬県 平成29年11月～ ○ ○ ○

(9)運転免許証の自主返納者に対するマイナンバーカード取得促進の取組(運転経歴証明の交付制度を踏ま
えた取組)の検討を行う。
(14)県内市町村のマイナンバーカードを活用したサービスを県ホームページにて一覧で掲載する(コンビニ交付
サービスや子育てワンストップサービス、マイキープラットフォーム実証事業の実施状況等)。
(15)県ホームページ上に、マイナンバーカード交付申請書用封筒の差出有効期間の延長の旨の記載及び封
筒様式を追加掲載する(内閣府ホームページへのリンク)。

11 埼玉県 平成29年11月～ 平成29年11月～ ○ (15)県HP上のマイナンバー制度に関するページにリンク掲載



都道府県名 (１)開始時期 (２)実施期間 (3)共催・
連携

(7)福祉部局と
連携した
取組み

(8)税部局や税
務署と

連携した
取組み

(9)警察署や
免許センター
と連携した

取組み

(10)がん検診
や特定健診等

における
申請受付

(11)その他
官民イベント

における
申請受付

(12)「マイナ
ちゃん」「マイ

キーくん」
の利用

(14)独自の
キャンペーン

(15)マイナン
バーカード

交付申請書用
封筒の周知・

利用促進

具体的な内容

12 千葉県 平成29年11月20日 平成29年11月～ ○ (15)HP上にマイナンバーカード交付申請書用封筒の差出有効期間の延長の旨の記載及び封筒様式を
追加掲載。

13 東京都 ○ (15)ホームページ更新(作業中)

14 神奈川県 平成29年12月～ 平成29年12月～ ○ (15)HP上にマイナンバーカード交付申請書用封筒の差出有効期間の延長の旨の記載及び封筒様式を
追加掲載。

15 新潟県 平成29年10月 平成29年10月～ ○ (15)県HPでマイナンバーカード交付申請書用封筒の差出有効期間の延長及び封筒様式について周
知。

16 富山県 平成29年10月25日
平成29年10月～
平成30年3月 ○ ○ ○

(3)10/25市町村との会議において、市町村での周知広報を依頼するとともに各団体での広報内容につ
いて情報共有。
(9)運転免許証を返納する住民に対してマイナンバーカードの取得に係る案内チラシの作成・配布を市
町村に依頼。
(14)県広報媒体を活用し、マイナンバーカードの利便性、取得促進に向けた広報を実施(29年11月新聞
広告)。

17 石川県 平成29年11月1日 平成29年11月～ ○ ○ ○

(7)、(8)県民が来庁する窓口において、マイナンバーカードを紹介するチラシの設置
(14)
・市町に対して、他自治体の取り組み事例の情報提供
・県ホームページにおいて広報の実施予定
県事業において、一般住民の方に対してマイナンバーカードの紹介

18 福井県 平成29年12月1日 平成29年12月～ ○ (14)県内主要地方紙にマイナンバーカード取得を呼びかける広告を掲載(予定)

19 山梨県 平成29年11月～ 平成29年11月～ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(3)、(15)県・市町村合同会議(11～12月に予定)を開催し、先進事例の紹介、取組の実施に向けた意見
交換を行う。
(7)～(10)庁内連絡会議を開催し、福祉部局等と連携した取組を検討する。
(12)、(14)山梨テクノＩＣＴメッセや県民の日記念行事においてブースを出展し、マイナちゃんぬいぐるみや
マイキーくん着ぐるみを活用し、マイナンバーカードの取得についての案内チラシ、マイナちゃんグッズ
等を配布する。

20 長野県 平成29年11月
平成29年11月～
平成31年5月 ○

(15)県のホームページ上に、マイナンバーカード交付申請用封筒の差出有効期間の延長されたこと、マ
イナンバーカード交付申請用の封筒が地方公共団体情報システム機構のホームページからダウンロー
ド可能になったことを記載

21 岐阜県 平成29年4月1日
平成29年4月～
平成30年4月 ○ ○ ○

(7)、(8)国広報チラシを出先機関等に配布している(今後、県作成の広報チラシを配布予定)。
(14)出前トークや広域に渡る一般向けマイナンバー説明会を開催し、マイナンバー制度及びカードの普
及啓発に取り組んでいる。
(14)チラシを作成し、コンビニ等に配布予定(県公報計画の都合上、3月以降を予定)。
(14)県マイナンバーHPにてマイナンバー制度及びカードの普及啓発を行っている。

22 静岡県 平成29年9月1日 平成29年9月1日～ ○ ○
(3) コンビニ・スーパーでのポスター掲示・パンフレット配架
富士山周辺におけるサイバーセキュリティ推進合同会議広報啓発活動でのチラシ配布
(14) 県ホームページによる広報

23 愛知県
平成29年
11月1日～

平成29年11月～ ○ (14)県関係イベント(例：県庁舎公開イベント等)においてカード取得促進関連のポスターの掲示及びチラ
シ配布

24 三重県 平成29年
11月1日～

平成29年11月～ 〇

(15)HP上にマイナンバーカード交付申請書用封筒の差出有効期間の延長の旨の記載及び封筒様式を
追加掲載。

マイナンバーカードの「交付推進キャンペーン」及び「利活用の推進」の各項目例、特に、(4)無料写真撮
影、(5)申請補助、(6)休日交付、(13)一括申請・出張、(15)差出期限延長周知など交付事務にかかって、
あるいは、コンビニ交付、マイナポータル活用、マイキー活用等の利活用にかかって、県内外の先進的
な事例の情報・報道ニュースを抽出・収集し、ほぼ毎朝一番で全市町宛てメール送信を行い、またホー
ムページや広報紙等による住民周知の取組状況についても特に注力して、アップトゥデイトな参考情報
の提供を平成26年度以来継続して行っている。

25 滋賀県 平成29年11月1日 平成29年11月～ ○ ○ (12)滋賀県ホームページのマイナンバー制度説明ページにてキャラクターを使用。
(15)マイナンバーカード交付申請の説明にて封筒の記載のあるリンク先(J-LISページ)を設定。

26 京都府 - - ○ (8)キャンペーンとして実施するものではないが、各府税事務所等においてポスターの掲示、チラシを配
架し、府民に取得に関する周知を行っている。
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27 大阪府 平成29年11月5日
平成29年
11月～12月 ○ ○ ○

(7)福祉部局と連携し、里親シンポジウム・里親希望者相談会に参加する住民に対して、マイナンバー
カードの取得についての案内チラシを配布。
(8)税担当部局と連携し、税を考える週間のイベントに参加する住民に対して、マイナンバーカードの取
得についての案内チラシを配布。
(14)青少年健全育成担当部局と連携し、スマホサミットに参加する住民に対して、マイナンバーカードの
取得についての案内チラシを配布。

28 兵庫県 平成29年11月6日
平成29年11月～
平成30年3月 ○ ○

(9)県警と連携し、県内の各警察署の窓口にマイナンバーカード取得についてのチラシを配架。(H29.8.1
～)
(15)HP上にマイナンバーカード交付申請書用封筒の差出有効期間の延長の旨の記載及び封筒様式を
追加掲載。
※その他、職員のマイナンバーカード取得を推進(H29.11.6～)

29 奈良県 平成29年11月1日 平成29年11月～ ○ (15)県HP上に、マイナンバーカード交付申請書用封筒の差出有効期間の延長の旨の記載及び封筒様
式を追加掲載する。

30 和歌山県 平成29年11月～
平成29年11月～
平成30年3月 ○

(14)・ラジオ放送県庁だよりにて、マイナンバーカードの利用促進を周知
・県ホームページにてマイナンバーカードの取得促進を周知
・県広報紙にてマイナンバーカードの取得促進を周知

31 鳥取県 平成29年11月 平成29年11月～ ○ ○
(8)自動車税納税通知封筒にマイナンバーカード取得に関するお知らせを同梱する予定。
(15)HP上にマイナンバーカード交付申請書用封筒の差出有効期間の延長の旨の記載及び封筒様式を
追加掲載。

32 島根県 平成29年
10月1日～

平成29年
10月1日～ ○ (14)マイナンバーカード取得を促す広報を実施。

33 岡山県
平成29年
11月10日～

平成29年11月～ ○ ○ ○

(9)平成30年5月から、県警と連携し、運転免許証返納窓口に、マイナンバーカードの取得についての啓
発資材を設置予定
(14)平成30年5月から、住民に対し、マイナンバーカードの取得についての啓発資材を配布予定
(15)平成29年11月から、県情報政策課HPによる周知を予定。また、時期不定だが、岡山県トップページ
への掲載を検討中

34 広島県 平成29年11月～ 平成29年11月～ ○ (15)県ホームページに掲載予定。

35 山口県 平成29年
11月1日～

平成29年
11月～12月 ○ ○ ○ ○ ○ ○

(3)キャンペーンの実施について市町との連携。
(7)子育て所管部局と連携し、PRを実施。
(8)県税事務所や税務署と連携し、PRを実施。
(9)県警と連携し、運転免許証を返納する住民に対してマイナンバーカードの取得についての案内チラシ
を配布。
(14)キャンペーン期間中に広報媒体(テレビ、ラジオ、県広報誌)を活用し、PRを実施。
PRチラシ(3,000枚)を作成し、本庁、出先に配布。
庁内放送や待合室に設置されている来庁者用モニターでPR動画を流す。
(15)HP上にマイナンバーカード交付申請書用封筒の差出有効期間の延長の旨の記載及び封筒様式を
追加掲載。

36 徳島県 平成29年
9月4日～

平成29年
9月～12月 ○ ○ ○ ○ ○

(3)徳島県及び県内24市町村が連携してマイナンバーカード普及促進キャンペーンを実施中。
(7)福祉部局にマイナンバーカード普及促進キャンペーンのポスターを送付し、保健所等での掲示を依
頼。
(8)県内税務署にマイナンバーカード普及促進キャンペーンのポスターを送付し、掲示を依頼。
(12)徳島駅前等の街頭啓発において、「マイナちゃん」の着ぐるみを活用。
(14)「マイナちゃん」と県のキャラクター「すだちくん」をコラボさせたシールを作成し、市町村へ配付。市
町村窓口において、キャンペーン期間中のマイナンバーカード申請者や交付者に対し、シールを配付し
ている。

37 香川県 平成29年10月25日
平成29年10月～12月
(必要に応じて延長) ○ ○ ○ ○ ○ ○

(7)福祉関係の窓口や施設に案内チラシを設置(一部口頭で説明した上で手交)
(8)県税事務所窓口にチラシを設置
(9)警察本部受付及び運転免許センターにチラシを設置
(12)県政広報テレビ番組でマイナちゃんを活用(予定)
(14) (7)、(8)及び(9)の他、各種窓口や施設、県民向け説明会会場でのチラシの設置・手交、職員への
カード取得の呼びかけ、ラジオ番組、テレビ番組での広報(予定)
(15)HP上にマイナンバーカード交付申請書用封筒の差出有効期間の延長の旨の記載及び封筒様式を
追加掲載



都道府県名 (１)開始時期 (２)実施期間 (3)共催・
連携

(7)福祉部局と
連携した
取組み

(8)税部局や税
務署と

連携した
取組み

(9)警察署や
免許センター
と連携した

取組み

(10)がん検診
や特定健診等

における
申請受付

(11)その他
官民イベント

における
申請受付

(12)「マイナ
ちゃん」「マイ

キーくん」
の利用

(14)独自の
キャンペーン

(15)マイナン
バーカード

交付申請書用
封筒の周知・

利用促進

具体的な内容

38 愛媛県
平成29年
11月13日～

平成29年11月13日
～11月17日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(3)愛媛県及び県内全市町が連携しマイナンバーカード取得促進キャンペーンを計画
(7)福祉部局の窓口に独自作成したスマートフォンでのマイナンバーカード申請方法の周知チラシを設置
(8)確定申告会場でのマイナンバーカード申請について各税務署に対し、市町から協力要請があった場
合の積極的な対応を要請
(9)免許返納者に対するマイナンバーカード取得勧奨について愛媛県警に対し協力要請
(12)マイナちゃんを使ったスマートフォンでのマイナンバーカード申請方法の周知チラシを作成し配布
(14)スマートフォンでのマイナンバーカード申請方法の周知チラシを作成し配布
(15)庁内のマイナンバー利用関係各課窓口において交付申請書用封筒周知チラシを設置

39 高知県 平成29年11月 平成29年11月～ ○
(15)HP上にマイナンバーカード交付申請書用封筒の差出有効期間の延長の旨の記載及び封筒様式を
追加掲載。
全市町村でオンライン申請等補助を実施するよう依頼。
県広報誌による広報を実施予定。

40 福岡県 平成29年11月～ 平成29年12月～ ○ (15)県HP上にマイナンバーカード交付申請書用封筒(差出期限延長や様式)について追加記載

41 佐賀県 平成29年11月
平成29年11月～
平成30年3月 ○ ○

(3)マイナンバーカード取得促進として、団体一括申請を近隣市町に呼び掛けて実施を検討（平成29年
11月～平成30年1月）
(14)平成29年11月の情報連携本格運用開始に合わせて、新聞記事下広告を掲載。
     県の申請窓口等でマイナンバーカード取得チラシ等を配置予定（平成29年11月～平成30年1月）

42 長崎県 平成29年11月1日
平成29年11月～
平成30年3月 ○ ○ ○ ○

(7)福祉事務所等の福祉関係地方機関へ、案内チラシを配置。
(8)県の出先機関(振興局、県税事務所等)へ、案内チラシを配置。
(9)県警及び警察関係出先機関へ、案内チラシを配置。
(14)職員への周知活動として、ポータルサイトに毎月案内を掲示。

43 熊本県 平成29年11月～ 平成29年11月～ ○ ○ (14)、(15)県HPにおける広報

44 大分県 平成29年11月 平成29年11月～ ○ ○ ○ ○
(3)カード普及促進を図るための市町村を対象とした会議を開催した。
(9)運転免許センターの窓口にチラシを設置する予定である。
(12)大分市と共同で街頭啓発を実施する予定である。
(15)県ホームページで周知する予定である。

45 宮崎県 平成29年11月1日
平成29年11月～
平成30年3月 ○ ○ ○

(3)市町村が開催するイベント会場において県で作成したマイナンバー制度周知広報のぼりを展示。
(14)県庁舎においてマイナンバー制度周知広報パネル展を実施予定。また、県庁においてマイナンバー
カードの取得についての案内チラシを配布予定。
(15)HP上にマイナンバーカード交付申請書用封筒の差出有効期間の延長の旨の記載及び封筒様式を
追加掲載予定。

46 鹿児島県 平成29年11月1日
平成29年11月～
平成30年6月 ○ ○

(3)総務省が実施した「マイナンバーカードで地域の物産を買おう」プロジェクトへの参加
(3)県と協定を締結している民間企業へマイナンバー制度の周知広報を依頼
(14)職員へ取得状況調査を実施するとともに，取得への協力を依頼

47 沖縄県 平成29年11月
平成29年11月～
平成30年3月 ○ ○ ○

(3)市町村と連携し、県庁において県職員を対象としたマイナンバーカード交付申請会を開催。
(8)県税事務所等と連携し、来庁舎に対してマイナンバー取得の案内チラシを配付。
(15)HP上にマイナンバーカード交付申請書用封筒の差出有効期間の延長の旨の記載及び封筒様式を
追加掲載。
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