
平成２９年９月２１日 

マイキープラットフォームの運用開始等

○ マイキープラットフォーム構想とは、マイナンバーカードを活用し、公共施設

などの様々な利用者カードを一枚にするとともに、各自治体のボランティアポイ

ントや健康ポイントなどをクラウド化することに併せ、クレジットカードなどの

ポイントやマイレージを地域経済応援ポイントとして全国各地に導入・合算し、

様々な住民の公益的活動の支援と地域の消費拡大につなげることを目的とした事

業です。

○ 総務省では、本構想の推進のために必要な、利用者の方のＩＤ等を格納する「マ

イキープラットフォーム」と、地域経済応援ポイント協力企業(※)のポイントを

変換・合算する機能などを有する「自治体ポイント管理クラウド」等の情報基盤

を構築しました。

○ ９月２５日からシステムを稼動し、実証事業として先行自治体による住民向け

のサービス提供がスタートします。

※「地域経済応援ポイント協力企業」

今回の実証事業の実施にあたり、地域経済応援ポイントへの交換にご協力いただ

く企業は以下の通りです。（五十音順）

株式会社ＮＴＴドコモ、株式会社オリエントコーポレーション、関西電力株式会

社、株式会社クレディセゾン、株式会社サイモンズ、株式会社ジェーシービー、

全日本空輸株式会社、中部電力株式会社、日本航空株式会社、三井住友カード株

式会社、三菱ＵＦＪニコス株式会社、ユーシーカード株式会社

○「マイキープラットフォームポータルサイト」のＵＲＬ（平成29年９月25日０

時から稼動）

 https://id.mykey.soumu.go.jp/ 

○「自治体ポイントナビ」のＵＲＬ（平成29年９月25日０時から稼動）

 https://www.point-navi.soumu.go.jp/ 

※なお、実際のポイント交換にあたり、地域経済応援ポイント協力企業の受付

可能時刻は企業によって異なります。

○参考資料：別添のとおり

【連絡先】 

総務省自治行政局地域情報政策室 

担 当：原尻理事官、田島係長、香月事務官 

電 話：03-5253-5525（直通） 

F A X：03-5253-5530 

e-mail：denshijichi＠soumu.go.jp 

（注）迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
送信の際には「＠」を「@」に置き換えてください。



マイナンバーカードを活用した住民総活躍・地域の

消費拡大サイクルの全国展開について 

平成 29 年 9 月 21 日 地域力創造グループ地域情報政策室 

〇マイキープラットフォーム運用協議会とシステムの稼働開始 

- 平成 29 年 8 月 30 日設立（会長：飯泉嘉門 徳島県知事）

- 参加自治体数 228 団体（9 月 20 日現在）

- 平成 29 年 9 月 25 日システム稼働開始(マイナンバーカードの活用)

※ クレジットカード等のポイントやマイレージで地域産物の購入等に活用

※ 全国の図書館など様々な利用者カードとして活用（ワンカード化）

〇実証事業スタートアッププロジェクト

- 「自治体ポイントナビ」の運用開始（様々なサイトとリンク） 

- 地域経済応援ポイント協力企業（クレジットカード会社等）から、会員へ

web やメールで URL を周知(会員数延べ約 2.5 億人)

- 地銀等との連携

- 「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（支援コーナー設置）

※ 総務省ビル（合同庁舎 2 号館）１F 10 月中に設置予定

※ 参加自治体のアンテナショップや観光案内所等でも検討中

- 「マイナンバーカードを持って街に出よう」プロジェクト

※商店街などの中で、マイキーID 設定やポイント交換などを支援する場所

の確保

※東京都豊島区をはじめ、商店街等と連携して検討中

〇マイナンバーカードを活用できる店舗等の拡大に向けた取組 

- タブレット端末（iPad(iOS), AndroidOS）用アプリの提供（平成 30 年 2 月頃）

（※ 実証事業スタート時には WindowsOS 対応端末向けアプリを提供済）

〇平成 30 年度における本格的な展開（概算要求） 

- ①全国展開のための機能強化

- ②各種交付金等の給付業務を自治体ポイントで行うことへの対応

- ③取引履歴等の記録等へのブロックチェーン技術の導入



各市区町村

自治体ポイントによる
住民活動の支援

・図書館利用カード
・区民ひろば利用カード
・体育館利用カード
・美術館利用カード
・商店街利用カード
・スポーツ施設利用カード
・公共交通利用カード
・駐輪場利用カード
・生涯学習講座受講カード 等

例 （ポイント付与）
・ボランティアポイント⇒200Pt
・イベント参加ポイント⇒100Pt
・健康ウォークラリー参加

⇒500Pt

マイナンバーカードで図書館カードや
ボランティアポイントなどを利用可能にする

自治体

ポイント

管理

クラウド
（マイナン
バーカードで
自治体ポイ
ント口座を設
定）（自治体
クラウドを活
用し経費率
を低減）

マイ
キープ
ラット
フォー

ム
（マイナン
バーカードで
様々なサー
ビスを呼び
出す共通
ツールとして
利用するた
めの情報基
盤）

地域での
消費拡大

クレジット会社など

貯まったクレジットカード等の
ポイントを地域で活用
（自治体ポイントに交換）

自治体ポイントを利
用して地域の物産を

購入
マイナンバーカード

大学やボランティア
グループとの協働

住民、ポイント協力企業、地方自治体、国の役割（マイキープラットフォーム構想）

公共施設など
利用者カード

市区町村指定の健康事業
（老人会でのラジオ体操など）、

町会活動、ボランティア活動
等

マイナンバーカード１枚で新たな魅力的な生活

ポイントや

マイレージを
合算して活用

ポイント協力企業(現在)
(会員数約2億5千万人、
約3000億円程度／年）

三菱UFJニコス、三井住友カード、
ジェーシービー、クレディセゾン、

ユーシーカード、オリエントコーポレーション、
日本航空、全日本空輸、NTTドコモ、
中部電力、関西電力、サイモンズ 等

（毎年度約4000億円相当の
ポイントのうち）

約３～４割のポイントが使われず
（2014年度）

クレジットカード会社 航空会社
携帯電話会社 電力会社 等

・地域で使う
美術館・博物館等
地域商店街等商店
バス等の公共交通機関 等

・観光で使う
観光振興
（アンテナショップ含む） 等

・オンラインで使う
オンラインで地域の産物購入
クラウドファンディング 等

商店街の店舗など

自治体
ポイント
を付与

様々な住民
活動を支援

自治体（運用協議会を設立）
総務省

(システム調達)
ポイント協力企業

住民（サービス利用者）



「マイナンバーカードで地域の物産を買おう」コーナーの設置

〇9月25日より、マイナンバーカードを活用して、クレジットカードなどのポイントやマイレー
ジを好きな自治体ポイントに変換して地域の物産を購入できる実証事業を始めました。

〇このためには、
① マイキーID（任意の8桁の英数字）を作成すること
② ポイントやマイレージから、好きな自治体ポイントに変換すること

③ 自治体ポイントを活用してオンラインで地域の物産の購入等ができるように事前設
定すること

が必要です。

〇そこで、総務省ビル（合同庁舎2号館）１Fに支援コーナーを設置します（10月中予定。中
央エレベーター付近）。マイナンバーカードをご持参の上、是非、体験してください。

※ ・自治体ポイントを使って、商店等で購入できる自治体もあります。
・マイナンバーカードを全国の様々な図書館などの利用カードとして使える取組も始まっ
ています。
・詳しくは「自治体ポイントナビ」(URL: https://www.point-navi.soumu.go.jp/)



「マイナンバーカードを持って街に出よう」プロジェクトの例

3号店

「座・ガモール」1～3号店
（大正大学の地域連携ショップ）

マイキーID設定・ポイント
交換の支援等

〇豊島区の例

H29.12開設予定



自治体ポイント
管理クラウド

自治体の既存のポイントサービス

・地域で使う
美術館・博物館等
地域商店街等商店
バス等の公共交通機関 等

・観光で使う
観光振興

（アンテナショップ含む） 等

・オンラインで使う
オンラインで地域の産物購入
クラウドファンディング 等

利用者

ボランティアポイント、健康ポイント・・・

自治体ポイント管理システム

職員 ポイント付与
支援業務

自
治
体
に
よ
る

ポ
イ
ン
ト
付
与

自治体ポイント
の利用・提供

金融機関

複数の自治体ポイントが設定可能（自治体ポイント管理クラウドの利用イメージ）

マイキーID 自治体コード 自治体
ポイント

A01
14130 (α市) 4,000
13116 (β市) 5,000

C05
14130 (α市) 12,000
17009 (γ市) 1,000
・・・・・・・・ ・・・・・・・・

各自治体
の指定
金融機関

マイナンバーカード

応援ポイント
会 社

・クレジットポイント
・航空マイル など

金融機関

各社のポイントを地域経済
応援ポイントに変換

各社のポイント
システム

自治体ポイント
に合算して利用

本人による店舗等での利用指示

各社のweb画面から変換指示

ポイントの使途
（自治体が定める）

精算金の動き

（クラウド利用のメリット）
・経費率を激減させ自治体ポイントの
還元率を向上
・地域経済応援ポイントを受け入れ、
自治体ポイントとして利用可能



既存の商店街ポイント
カードやバス利用カードに

ポイントチャージ

ポイントで入館料支払
や商品等を購入

＜自治体ﾎﾟｲﾝﾄ管理ｸﾗｳﾄﾞの活用＞

B 利用者に利用希望ﾎﾟｲﾝﾄを確認し、
画面上でﾎﾟｲﾝﾄ券発行を指示

自治体ﾎﾟｲﾝﾄ
管理ｸﾗｳﾄﾞ画面

美術館・商店等におけるポイント利用（窓口端末業務のｲﾒｰｼﾞ）

窓口端末＋プリンタ

No 自治体ポイント名 保有ポイント

1 Α 市 2,800pt

1,000 pt

残高ポイント

1,800pt 観光案内
所など

A 利用者に利用希望ﾎﾟｲﾝﾄを確認し、
画面上で処理（ｵﾝﾗｲﾝ処理）

窓口端末

No 自治体ポイント名 保有ポイント

1 Α 市 2,800pt

1,000 pt

自治体ﾎﾟｲﾝﾄ
管理ｸﾗｳﾄﾞ画面

残高ポイント

1,800pt

利 用 者

1 ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞをかざし
自治体ﾎﾟｲﾝﾄｸﾗｳﾄﾞにｱｸｾｽ

カードR/W

2

2800

端末のWeb画面で利用者
のポイント残高を確認

A市ﾎﾟｲﾝﾄ

窓口端末

pt.

No 自治体ﾎﾟｲﾝﾄ名 保有ポイント

1 Α 市 2,800pt

2 B 町 2,000pt

3 C 村 1,740pt

自治体ﾎﾟｲﾝﾄ
管理ｸﾗｳﾄﾞ
画面

Aさん

Aさん保有ﾎﾟｲﾝﾄ一覧

つかう

券発行

ポイント券発行

ポイント券
イメージ

★★★ポイント券★★★

【有効期間】
2017年12月15日～2017年12月17日

印
発券番号：1234567890123

【利用ポイント】

発行日：2017/12/15

★○○商店街の各店舗でご利用頂けます。

＜ポイント券イメージ＞

＜利用店舗印＞

1,000 ポイント

印

＜発行認印＞

A市ポイント

※利用ポイントは、ポイント残高の範囲内で
ポイント数を指定可能



入口部分 出口部分

ふるさとﾁｮｲｽ運営の

ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ 名物ﾁｮ

ｲｽ

市有施設利用料

（アーツ前橋、

前橋文学館 等）

前橋駅物産館

「ｳﾞｪﾝﾄﾏｴﾊﾞｼ」

前橋市役所

応援ﾎﾟｲﾝﾄ会社

（ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ会社、

航空会社 等）

地域活動ﾎﾟｲﾝﾄ

（生活課）

自治体ポイント管理ｸﾗｳﾄﾞ

（総務省構築）

ﾎﾟｲﾝﾄに応じた資金
を入金（１回／月）

（＝市の歳入として

受け入れ）

利用者が各自のﾎﾟｲﾝﾄを
「自治体ﾎﾟｲﾝﾄ」に変換

請求

支払

端末、カードＲＷ、
回線準備

・名物ﾁｮｲｽ申し込み
・店舗登録作業

・ｻｰﾋﾞｽ利用料

自治体ﾎﾟｲﾝﾄ管理
ｸﾗｳﾄﾞに参加

・利用者は、商品代金を
「自治体ﾎﾟｲﾝﾄ」で支払い

・使われたﾎﾟｲﾝﾄを後日清

算

・利用者は、入館料を
「自治体ﾎﾟｲﾝﾄ」で支払い

・使われたﾎﾟｲﾝﾄを後日清算

端末、カードＲＷ、
回線準備

大型商業店舗・商店街

（Qのまち商品券）

端末、カードＲＷ、
回線準備

支払

支払

支払

①

②

③

④

利用者が各自のﾎﾟｲﾝﾄを
「自治体ﾎﾟｲﾝﾄ」に変換

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分上乗せ

（検討中）

マイキープラットフォーム等の活用検討例：群馬県前橋市



ワンカード化の実現（複数図書館利用の例）

マイキープラットフォーム既存図書館
システム

利用者

図書館窓口

既存図書館
システム

マイキーID 事業者ID（図書館ID） 利用者番号

MY123456 A1 789145

B1 234209

MY654321 A1 456578

自動貸出機

①図書館窓口で
マイナンバーカードを
図書館利用カードとして提示
（カードRWにかざす）

③A1図書館の利
用者番号を返信④返信された利用者番号を

既存の図書館システムに入力。
その後、従来どおりに図書館業務
が行える。
（自動貸出機にも利用できる）

利用者

カードR/W

カード
R/W

マイキーIDと利用者番号をマイキープラットフォームに登録することで、マイナンバー
カード一枚で様々なサービスを受けることが可能となる。

注：A1：A市中央図書館、B1：B市中央図書館

A市中央図書館

B市中央図書館

＜通常の図書館の場合＞

＜自動貸出機の場合＞

①

②③

④

②マイナンバーカード
でA1図書館の利用者番号
を問い合わせ



ポイント利用等により
日々膨大な履歴が発生

ブロックチェーン技術で
確実な安全を目指す

データの改ざんやシステムの停止による
経済的影響が極めて大

・・
・

・・
・

ポイントの
取引履歴

マイキーIDの
利用履歴

ポイント付与

ポイント利用

・・
・

・・
・

・全国に所在するサーバ群へ履歴
データを分散保存し、相互チェック
(全部の改ざんは不可能)
・データの連鎖構造により攻撃
ポイントが判明し、容易に復元

地域経済応援ポイント いわゆる行政ポイント

・・・・・

クレジットカード会社のポイントや
マイレージ等を変換して発生するポイント

・・・・・

自治体ポイント管理クラウド

マイキープラットフォーム

・・
・

・・
・

・・
・・
・・

・・
・・
・・

・・
・・
・・
・・
・・

・・
・・
・・
・・
・・・・
・

・・
・

・・
・・
・・

・・
・・
・・

・・
・・
・・
・・
・・

・・
・・
・・
・・
・・・・
・

全国の商店や公共施設等の
登録端末と日々やり取り

(参加可能施設全国70万以上)

マイナンバーカードを活用した住民総活躍・地域の消費拡大サイクル構築プロジェクト 30要求：10.1億円

①4.3億

③4.3億

利用用途の拡大
②1.5億 利用用途の拡大

機能強化等により全国展開

経済対策や各種交付金の
給付等への活用への対応



地域経済応援ポイント協力会社からのポイント交換
ポイント交換の方法と地域経済応援ポイント協力会社

現在地域経済応援ポイント協力会社のポイントを交換する方法と、対応する地域経済応
援ポイント会社は以下の４とおり。

No. 方式 地域経済応援ポイント会社

１ ＩＤ連係による交換
日本航空
中部電力
ＮＴＴドコモ
セゾンカード

２－１
クーポンコード（紙のクーポン郵送）
による交換

三菱ＵＦＪニコス
ＵＣカード

２－２
クーポンコード（メール等電子的な方法で通知）
による交換

オリコカード
全日空（※１）

２－３ クーポンコード（ＵＲＬクリック）による交換
三井住友カード
ＪＣＢ（※２）
関西電力
サイモンズ

※１ ９月時点は２－２の方式、１月以降２－３の方式へ移行
※２ １２月以降ポイント交換可能



 

 

地域経済応援ポイントの移行に関する民間事業者との 

確認事項のフレームについて 

（マイキープラットフォーム運用協議会の主な機能） 
 

１ 地域経済応援ポイント協力企業から自治体へポイント交換する場合の考え方について 

＜Ａが甲会社のポイントやマイレージを乙の自治体ポイント1,000ポイント（1,000円相当）

に交換指示したと想定した場合＞ 

 甲会社は乙の自治体ポイント1,000ポイントを乙から購入し、Ａに景品として提供すると

ともに、乙に精算金（代金）として1,000円を支払うものとする。 

 

(注１)自分のポイントやマイレージを自治体ポイントに交換しようとする消費者（利用者）

をＡとする。 

(注２)Ａがポイントやマイレージを保有しているクレジットカード会社等を甲会社とする

（甲は応援ポイント会社）。 

(注３)ポイントやマイレージの交換先の自治体ポイントを自治体ポイント管理クラウドに

設定している自治体を乙とする。 

 

２ 地域経済応援ポイント協力企業と各参加自治体とのルール設定について 

 １のようなポイントやマイレージの交換ルールについては、地域経済応援ポイント協力

企業各社とマイキープラットフォーム運用協議会（仮称、以下「協議会」という）との間で

合意し、確認書を取り交わしておくことにする。各参加自治体は協議会に加入することによ

り、確認書のルールに基づき、地域経済応援ポイント協力企業各社のポイントやマイレージ

を各自治体ポイントに交換することができるものであること。 

 

 

マイキープラットフォーム
運用協議会
構成員：参加自治体

地域経済応援ポイント協力企業各社

Ａ Ｂ Ｃ

「確認事項」
※確認事項の主な内容
・交換率のあり方について
・交換の方法について
・精算のあり方について

・ ・ ・ ・ ・



マイキープラットフォーム運用協議会役員

会 長 徳島県知事   飯泉 嘉門 

副会長 京都府知事   山田 啓二 

八戸市長     小林 眞 

前橋市長     山本 龍 

川口市長     奥ノ木 信夫 

豊島区長   高野 之夫 

立川市長   清水 庄平 

川崎市長   福田 紀彦 

相模原市長   加山 俊夫 

南あわじ市長 守本 憲弘 

天理市長   並河 健 

都城市長   池田 宜永 

肝付町長   永野 和行 

監 事 津市長   前葉 泰幸 

小国町長   北里 耕亮 



都道府県名 

（管内団体数） 
会員（地方公共団体） 

北海道（180） 網走市、倶知安町、東川町 

青森県（41） 青森県、八戸市、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、中泊町 

岩手県（34） 奥州市 

宮城県（36） 宮城県 

秋田県（26） 大館市 

山形県（36） 山形県 

福島県（60） 福島県、福島市、桑折町 

茨城県（45） 茨城県、水戸市、北茨城市、笠間市、牛久市 

栃木県（26） 栃木県、足利市、真岡市、茂木町 

群馬県（36） 前橋市、下仁田町 

埼玉県（64） 川口市、吉見町 

千葉県（55） 千葉市、船橋市、成田市、東金市、いすみ市、酒々井町、栄町、横芝光町、長柄町、長南町 

東京都（63） 港区、豊島区、八王子市、立川市、三鷹市、日野市、奥多摩町、八丈町 

神奈川県（34） 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、茅ヶ崎市 

新潟県（31） 魚沼市、見附市 

富山県（16） 富山市、立山町 

石川県（20） 石川県 

福井県（18） 福井市、越前市 

山梨県（28） 
南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、市川三郷町、身延町、富士川町、西桂町、鳴沢村、小

菅村 

長野県（78） 
長野県、大町市、塩尻市、佐久市、小海町、佐久穂町、喬木村、大桑村、山ノ内町、信濃町、飯

綱町、栄村 

岐阜県（43） 岐阜県、大垣市、可児市 

静岡県（36） 藤枝市、袋井市 

愛知県（55） 一宮市、犬山市、東海市、大府市、尾張旭市、東郷町 

三重県（30） 津市、鳥羽市、大紀町 

滋賀県（20） 滋賀県、大津市、草津市、多賀町 

京都府（27） 

京都府、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、城陽市、八幡市、京田辺市、京丹後市、

南丹市、木津川市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根

町、与謝野町 

大阪府（44） 池田市、枚方市、泉佐野市、寝屋川市、四條畷市 

兵庫県（42） 南あわじ市、宍粟市 

奈良県（40） 天理市、斑鳩町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町 

和歌山県（31） 和歌山市、橋本市、白浜町 

鳥取県（20） 鳥取県 

島根県（20） 松江市 

岡山県（28） 
岡山県、井原市、備前市、真庭市、美作市、浅口市、新庄村、勝央町、西粟倉村、久米南町、美

咲町 

広島県（24） 広島県、竹原市、安芸太田町 

山口県（20） 山口県、宇部市、山口市、下松市、岩国市 

徳島県（25） 徳島県、徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、勝浦町 

香川県（18） 高松市、東かがわ市、三豊市、三木町 

愛媛県（21） 愛媛県、松山市、久万高原町 

高知県（35） 南国市、須崎市、田野町、大豊町、中土佐町、三原村 

福岡県（61） 福岡県、柳川市、八女市、大川市、宗像市、広川町 

佐賀県（21） 佐賀県、多久市、伊万里市、江北町 

長崎県（22） 長崎県、島原市、平戸市、壱岐市、東彼杵町、波佐見町 

熊本県（46） 熊本県、八代市、玉名市、阿蘇市、南関町、長洲町、和水町、小国町、山江村、球磨村、苓北町 

大分県（19） 大分県、大分市、臼杵市、杵築市、豊後大野市 

宮崎県（27） 宮崎県、都城市、日南市、小林市、川南町 

鹿児島県（44） 
鹿児島県、鹿児島市、鹿屋市、西之表市、さつま町、長島町、大崎町、錦江町、南大隅町、肝付

町、龍郷町、喜界町、和泊町 

沖縄県（42） 沖縄県、与那国町 

合計 ２２８団体（平成 29 年 9月 20 日現在） 



都道府県名 市区町村名 図書館
めいぶつ
チョイス

商店等 備考

青森県 ● ※

青森県 中泊町 ●

茨城県 笠間市 ● ●
めいぶつチョイス：H29.10頃未定
商店等：H29.9.25スタート

群馬県 前橋市 ● ●
めいぶつチョイス：H29.9.25スタート
商店等：H29.10.2（予定）

千葉県 東金市 ● ※

東京都 豊島区 ● ●
図書館：H29.9.25スタート
商店等：H29.11.1スタート

富山県 富山市 ●

山梨県 市川三郷町 ●

山梨県 小菅村 ● ●
めいぶつチョイス：H29.12.1スタート
商店等：H29.9.25スタート

長野県 塩尻市 ● ●
図書館：H29.9.25スタート
商店等：H29.12.1スタート

岐阜県 可児市 ●

静岡県 袋井市 ●

愛知県 大府市 ●

三重県 津市 ●

京都府 ●

京都府 福知山市 ● ※

兵庫県 南あわじ市 ● ● ※

奈良県 天理市 ●

奈良県 明日香村 ● ※

和歌山県 橋本市 ● ※

岡山県 井原市 ● ※

岡山県 美咲町 ●

愛媛県 ●

高知県 田野町 ●

高知県 中土佐町 ●

福岡県 大川市 ●

長崎県 平戸市 ●

熊本県 小国町 ●

大分県 臼杵市 ● ※

宮崎県 都城市 ● ● ●
図書館：H29.9.26スタート
めいぶつチョイス：H29.9.25スタート
商店等：H29.9.25スタート

宮崎県 川南町 ●

鹿児島県 ●

鹿児島県 大崎町 ●

9 21 11 延べ４１団体（３３団体）
※マイキープラットフォーム運用協議会参加団体数228（他の団体は準備中）
※運用協議会への参加は随時受付
※備考欄中の※「実施体制が整い次第開始」の自治体

参加手続済自治体 9月20日15時現在

計



マイナンバーカードでつくる豊かな暮らし
参考：マイキーIDの設定手順について（画面遷移）

「 マイキーID作成・登録準備ソフトのダウンロード」ボタンをクリックして、ダウンロード・インストールする。







一覧に戻る





自治体ポイントナビ　トップ画面

おすすめ自治体ポイント ～気になる自治体ポイント名をクリックしてください～

マイナンバーカード1枚で豊かなくらしそのためには

設定済自治体ポイント一覧

自治体ポイントが使える商店や美術館など 自治体ポイントがオンラインで使える

前橋市ポイント

豊島区ポイント

京都府「もうひとつの京都」ポイント

北津軽郡中泊町ポイント

リンクを選択するとオンラインショップのサイトが表示されます。

可児市ポイント

小国町北里柴三郎ポイント

都城市ポイント

１ マイナンバーカードを
お持ちですか？

自治体ポイントの利用にはマイナンバー
カードが必要です。カードをお持ちで
ない方はカードを発行してください。

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ総合ｻｲﾄへ

マイキーIDを
作成済みですか？

いない方は、マイナンバーカードと
ICカードリーダーライタを準備の上
マイキープラットフォームで作成して

２

ください。

ﾏｲｷｰﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑへ

地域経済応援ポイント協力会社の
ポイントやマイレージから自治体
ポイントへ交換される方はこちら

ポイントやマイレージから
自治体ポイントに交換しますか？

３

地域経済応援ﾎﾟｲﾝﾄ協力会社

ポイント残高（留保ポイント、
自治体ポイント、特定支援イベント
ポイント）の確認はこちら

自治体ポイントの残高照会は
こちら（利用者マイページ）

４

利用者マイページへ

これからポイントやマイレージを自治体ポイントに交換される方はこちら

都城市ポイント

天理市ポイント

玉名市ポイント

図書館を探す。～マイナンバーカードを図書館利用カードとして使ってみよう。～

青森県立図書館 豊島区立図書館 一宮市立図書館

美咲町立図書館 臼杵市立臼杵図書館 鹿児島県立図書館

自治体ポイントへの交換は、
マイキーIDの登録が必要です。

・図書館利用カード
・体育館利用カード
・商店街利用カード 等

・市区町村指定の健康事業
・町会活動
・ボランティア活動 等

ポイントをためる

住民活動参加
公共施設利用自治体ポイント付与

で住民活動を支援

（ポイント協力企業）
三菱UFJニコス、三井住友カード、
ジェーシービー、クレディセゾン、
ユーシーカード、オリエントコーポレーション、
日本航空、全日本空輸、NTTドコモ、
サイモンズ、中部電力、関西電力

協力企業のポイントから交換

ポイント・マイレージを
自治体ポイントに交換

ポイントをつかう

・地域で使う
美術館、博物館等
地域の商店、公共交通機関 等
・観光で使う
観光振興（アンテナショップ含む）等
・オンラインで使う
オンラインで地域物産を購入
クラウドファンディング 等

ポイント利用

マイナンバーカードを活用した
新たな魅力的な生活、地域
の消費拡大サイクルの構築を
目指す取組み

マイナンバーカード1枚
で利用可能に

※ポイント利用以外にも

～それぞれのポイントを合算する～ ～合算したポイントを有効に使う～

ポイントの有効期限などご確認ください
（ 利 用 規 約 ）

自治体ポイントは、「1自治体ポイント＝1円分」として、地域の商店街での商品購入、公共施設の利用料、およびオンラインでの物産の購

入等に利用できるポイントです。

自治体ポイントとは

自治体ポイントの利用には
マイキーIDが必要です。
マイキーIDを作成して



操作について確認されたい方はこちら

使えるポイントを選ぼう

マイキープラットフォーム運用協議会の自治体一覧

お探しの都道府県・市区町村を選んでください。

地図の都道府県をクリックすると、使えるポイントが表示されます。

マイキープラットフォームとは？

事前にID連携が必要な方はこちらの手順をお願いします。

お住いの自治体からポイントが付与される場合もあります

日本航空（JAL）、中部電力、NTTドコモを

ご利用の方へ

オンラインショップ、クラウドファンディングを

ご利用の方へ

マイレージ、カエテネポイント、ｄポイント（ドコモポイント）を「地域経

済応援ポイント」として、それぞれの「自治体ポイント」に合算して使える

ようにするためには、移行用のサービスID（以下、「サービスID」とい

う。）の登録が必要です。

サービスIDを登録していない方は、以下の手順で登録してください。

1.「マイキープラットフォーム利用者マイページへ」ボタンを選択します。

2.利用者マイページにログインします。（マイキーIDとパスワードを入力）

3.地域経済応援ポイント移行用等のサービスID設定等の画面が表示されます。

4.登録を希望する日本航空（JAL）、中部電力、NTTドコモのロゴを選択します。

5.選択した日本航空（JAL）、中部電力、NTTドコモのIDとパスワードを登録します。

めいぶつチョイス（オンラインショップ）、セキュリテ（クラウドファンディン

グ）にて「自治体ポイント」を使えるようにするためには、移行用のサービスID

（以下、「サービスID」という。）の登録が必要です。

サービスIDを登録していない方は、以下の手順で登録してください。

1.「マイキープラットフォーム利用者マイページへ」ボタンを選択します。

2.利用者マイページにログインします。（マイキーIDとパスワードを入力）

3.地域経済応援ポイント移行用等のサービスID設定等の画面が表示されます。

4.登録を希望するオンラインショップ、クラウドファンディングのロゴを選択します。

5.選択したオンラインショップ、クラウドファンディングのIDとパスワードを登録します。

マイキープラットフォームポータルサイト利用者マイページ マイキープラットフォームポータルサイト利用者マイページへ

お問い合わせはこちら よくある問い合わせはこちら メールはこちら

クレジットカードのポイントや航空会社のマイレージ、あるいは携帯電話会社や電力会社等のポイントを、
「地域経済応援ポイント」として、それぞれの「自治体ポイント」に合算して使うことができます。

保有されているポイントやマイレージを自治体ポイントに交換しましょう。

自治体ポイントを使ってオンラインで地域の特産品を買ったり、応援投資をしましょう。

１．マイナンバーカードで商店の買物や美術館の入館料等で、自治体ポイントを使う担当者向けはこちら

２．図書館カードや診察券等としてマイナンバーカードを利用する場合の担当者向けはこちら

３．ポイント券を発行して買物に利用する担当者向けはこちら

４．いわゆる行政ポイントとしての自治体ポイント付与業務を行う担当者向けはこちら

５．一般利用者の方向けはこちら

６．自治体の担当者向けはこちら

一括でダウンロードされる方はこちら

オンラインショップで全国の特産品を選ぶ
ポイントで投資をしよう

自治体が独自に発行するボランティアポイントや健康ポイントなど（その自治体の財源を原資として、いわゆる行政ポイントとして当該自治体

が付与する自治体ポイント）

・１回ごとに付与するポイント数を定め、参加の度に付与するタイプ

清掃ボランティア等への参加（１回１００ポイント等）、体操など健康事業等への参加（１回２０ポイント等）、手話奉仕員養成講座や

認知症サポーター養成講座等への参加（１回５００ポイント等） 等

・結婚祝い、転入歓迎、成人記念等、各自治体にとって望ましい出来事に対して付与するタイプ（付与ポイント数は１０００ポイントを

超えるものが多いようです。）

・介護支援ボランティア制度のように、年間を通じて、ボランティア活動の回数や時間に応じてポイントが付与され、貯まったポイントは

換金や寄付などができる仕組みに対応するもの（ポイントを自治体ポイントとして、地域の商店での買い物等に活用できるものとする

検討が期待されます。）



　市区町村ピックアップ

群馬県前橋市 鹿児島県大崎町 宮崎県都城市
ぐるぐるウィンナーギフト ゆうのこころ　1,800ml 黒毛和牛カタローススライス

6,384 円(送料込み) 3,500 円(送料込み) 5,495 円(送料込み)

熊本県小国町 宮崎県都城市 群馬県前橋市
おぐ豚しゃぶしゃぶセット 黒毛和牛うで・ももスライス 米粉のガトーショコラ抹茶

6,250 円(送料込み)  3,297 円(送料込み) 6,000円(送料込み)

宮崎県都城市 熊本県小国町 群馬県前橋市
都城和牛ウデ・モモ切落し すき焼き用 あるくカフェのモーニングプリン（小豆） 福豚ロース肉の味噌漬けと塩麹漬け

49,605 円(送料込み) 4,250 円(送料込み) 4,356 円(送料込み)

鹿児島県大崎町 群馬県前橋市 熊本県小国町

鹿児島県産うなぎ長蒲焼2尾 ほっこり本革セット (オレンジ)

4,900 円(送料込み) 9,000 円(送料込み) 6,250 円(送料込み)

観光農園あかぎおろし厳選！まえば
し産葡萄詰め合せ

オープニング特集　～京都府～

京都の魅力は無限大。自治体がおすすめする、あなたの知らない京都
を手に入れよう。あなたはどれから始める？

自治体からのオススメ商品

人気の商品



TOP/ 特集一覧/ お茶の京都特集

※ 商品はいずれも現時点の案で、調整の結果、変更になる場合があります。

〈京都・一保堂茶舗〉 玉露・煎茶桐箱詰 〈京都・井六園〉 肴七味屋抹茶わらび餅 〈京都・井六園〉 銘茶詰合せ

■0,000円（送料込み） ■0,000円（送料込み） ■0,000円（送料込み）

■0,000円（送料込み） ■0,000円（送料込み） ■0,000円（送料込み）

〈京都・笹屋伊織〉 涼菓詰合せ 〈京都・井六園〉 宇治銘茶詰合せ 〈京都・井六園〉 肴七味屋抹茶わらび餅

〈お茶の京都オリジナル茶器セット〉

お茶の京都博実行委員会監修
スペシャル高級宇治茶とお茶の京都オリジナル茶器セット

■0,000円(送料込み)

商品詳細を見る

img03-04

お茶の京都

The Uji　京都宇治碾茶

■0,000円(送料込み)

・あまり市販されない稀少な碾茶
宇治川、木津川などが流れる京都の南部地域は、年間雨量、
土質、小高い傾斜のある地形などお茶づくりの最適な条件を
備えています。そこで鎌倉時代から始まった宇治茶は、室町
時代には足利幕府の奨励を受けて茶園が開かれ、広く愛飲さ
れるようになりました。この800年の歴史の・・・

img03-01

京都府南部地域（宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市・久御山町・井手町・宇治田原町・笠置町・和束町・精華町・南
山城村）の「お茶の京都」は、日本茶の生産地として最も長い歴史を有し、素晴らしい景観を形成するとともに、現在も最高品
質の宇治茶を生産しています。世界文化遺産登録に向けた取組みとともに、宇治茶をテーマにお茶生産の美しい景観維持や
お茶産業の振興、お茶文化の継承・発展などに努めています。

商品詳細を見る

朝日焼　茶器　Sakura Edition

img03-02

サクラの花のように繊細で上品なピンク色。
対象的に色気を放つような二つの黒、光沢のあるものと光沢
を抑えたマットなもの。
今までにない朝日焼の新しい色合いとなりました。

■0,000円(送料込み)

商品詳細を見る

上津屋の浜茶　日本遺産に認定

城陽市は宇治茶の主産地の一つで、主に抹茶の原料となる
「てん茶」を生産しています。 本市の茶園の多くは、市の西部
を流れる木津川河川敷にあり、木津川上流からの肥沃な土砂
の流入と砂地であることから、茶の生産に適し高品質な茶が
生産されています。（生産農家約25戸、生産面積約30ha、生産
量（荒茶）約28t）また、伝統的な「よしず」や「こも」を・・・

■0,000円(送料込み)

商品詳細を見る

商品詳細を見る 商品詳細を見る 商品詳細を見る

商品詳細を見る 商品詳細を見る 商品詳細を見る 

商品詳細を見る 商品詳細を見る 商品詳細を見る 



TOP/ 特集一覧/ 森の京都特集

※ 商品はいずれも現時点の案で、調整の結果、変更になる場合があります。

環境にやさしい特別栽培米コシヒカリ
「丹の国穂まれ」

黒豆ゼリー　82ｇ×12入り 京都府産コシヒカリ　丹波美人　5kg

■0,000円（送料込み） ■0,000円（送料込み） ■0,000円（送料込み）

■0,000円（送料込み） ■0,000円（送料込み） ■0,000円（送料込み）

綾部で育てた！！スッポン鍋 京都府産コシヒカリ「聖米」白米5kg☓2袋 渋皮栗甘納豆 

「甘くて」「苦味が少ない」京都府綾部農夢の京みず菜(150g)

img01-04

お客様に安心・安全の京野菜をお届けしております。常に鮮
度を考え、こだわりの土づくりと徹底した品質管理、栽培管理、
出荷管理によって、京ブランドとして最高品質の京みず菜であ
ると自負しております。
※天候の影響で発送が遅れる場合がございます。

■0,000円(送料込み)

商品詳細を見る

丹波の贈り物　丹波栗

甘くておいしい綾部市旭町の丹波栗を是非ご賞味ください。

■0,000円(送料込み)

商品詳細を見る

丹波松茸と丹波栗(篭入り)

味・香りとも日本一の呼び声高い丹波松茸と丹波栗の詰合
せ。松茸は平年作を予想していますが、不作年又、豊作年の
変化も激しく対応できない事もございますので、その旨ご承知
おきくださいませ。

■0,000円(送料込み)

商品詳細を見る

商品詳細を見る

森の京都

京都府中部地域（亀岡市、南丹市、京丹波町、福知山市、綾部市、京都市右京区京北）の「森の京都」には、日本の原風景が
残る美山かやぶきの里や芦生の森をはじめとした豊かな自然、鮎や丹波くりや北山杉などの森の恵み、京都市中心部から約
１時間と都会からも近く、人と人とのつながりのある豊かな暮らしが残る地域です。

img01-01

丹波松茸(篭入り)280g

味・香りとも日本一の呼び声高い丹波松茸。採取量が年々減
少し、希少価値が高まってします。松茸は不作年、豊作年の
変化も激しく対応できない事態もございます。その旨ご承知お
き下さい。

■0,000円(送料込み)

商品詳細を見る 商品詳細を見る 商品詳細を見る 

img01-10 img01-09 

商品詳細を見る 商品詳細を見る 商品詳細を見る 



TOP/ 特集一覧/ 海の京都特集

※ 商品はいずれも現時点の案で、調整の結果、変更になる場合があります。

京都府北部（宮津市・京丹後市・舞鶴市・福知山市・綾部市・伊根町・与謝野町）の「海の京都」では、歴史や景観、食などの豊かな地
域資源を活かした地域活性化と観光振興を目指してさまざまな事業を実施しています。京都縦貫自動車道や舞鶴若狭自動車道の
開通などアクセスが飛躍的に向上したことから、多くの観光客を呼び込み、全国有数の競争力ある観光圏となることを目指していま
す。

商品詳細を見る

丹後の活さざえ1kg 中サイズ10～15ヶ

丹後・日本海荒波育ちの活さざえを漁師直、前浜直結で新鮮さ
そのままお届け。つぼ焼き、お造りがお勧めです。

■0,000円(送料込み)

img02-01

幻の活間人（たいざ）かに

全国的にも有名なブランド松葉かにの間人（たいざ）かには日帰り
漁が主流のため鮮度は抜群です。しかし小型船の為に漁獲量も少
なく天候の影響も受けやすいのであまり漁に出られず大変希少な
為に幻の松葉かにと呼ばれています。※天候の影響で出航や漁獲
水揚げが少ない場合、発送が遅れる場合がございます。

■0,000円(送料込み)

日本海エテカレイ一夜干し特大サイズ５枚セット
丹後王国「食のみやこ」自家製ソーセージ
【5袋セット】【丹後王国】

京前ぐじの一夜干し（小中2枚入り）

京都丹後半島・若狭湾の釣り漁により漁獲される、ぐじ（アカアマダ
イ）の釣れたて品を直ぐにさばき、地酒と天然塩だけのシンプルな
製法で仕上げております。
素材の良さが自慢です。

■0,000円(送料込み)

商品詳細を見る

伊根満開 赤米酒・古代米 720ml

img02-04

伊根満開 赤米酒・古代米 古代米の赤い酒。ロゼワインのよう
な爽やかな味わいの新感覚の日本酒です。

■0,000円(送料込み)

京前・丹後魚の一夜干し（三種セット）

■0,000円（送料込み）

海の京都

■0,000円（送料込み） ■0,000円（送料込み）

商品詳細を見る

日本海丹後産活さざえ1kg（10～14個） 日本海ハタハタ一夜干し　１０尾セット
 丹後王国「食のみやこ」自家製ソーセー
 ジ 【3袋セット】【丹後王国】

■0,000円（送料込み）

商品詳細を見る

img02-03

■0,000円（送料込み） ■0,000円（送料込み）

img02-05 

商品詳細を見る 商品詳細を見る 商品詳細を見る 

商品詳細を見る 商品詳細を見る 商品詳細を見る 



TOP/ 特集一覧/ 竹の里・乙訓特集

※ 商品はいずれも現時点の案で、調整の結果、変更になる場合があります。

■0,000円（送料込み） ■0,000円（送料込み） ■0,000円（送料込み）

■0,000円（送料込み） ■0,000円（送料込み） ■0,000円（送料込み）

京都府名産品 筍 筍水煮 2号缶 公長斎小菅 / キッチンツール3点セット
京都府名産品 筍ご飯の素 竹取物語 2～
3合用

公長斎小菅 / 竹製靴ベラセットL (ブラック)京都府名産品 たけの子佃煮詰合せ　薫
筍（かおりたかうな）

京都・美濃吉三昧

六つ目丸蓋物中　白

六つ目編みで出来た、可愛らしい蓋物です。

昔ながらの蓋付き籠です。
お料理の器や菓子器、小物入れとしてなど何かと重宝いたしま
す。

■0,000円(送料込み)

商品詳細を見る

竹の里・乙訓

商品詳細を見る

商品詳細を見る

二条城から程近い場所にある和菓子店「二條若狭屋」竹水羊羹
は、60年間愛される夏限定菓子です。

■0,000円(送料込み)

乙訓地域（向日市、長岡京市、大山崎町）は、京都駅から電車で約10分、大阪駅から約25分の立地にあり、それぞれに魅力的な
観光スポットがコンパクトに凝縮されているため周遊のしやすさも抜群です。

〈京都・鳥羽マルイ〉京都産 朝堀りたけのこ 

京都で朝採れた新鮮なたけのこをお届けいたします。

■0,000円(送料込み)

ニ條若狭屋　京の夏・竹水羊羹

img02-05 

商品詳細を見る 商品詳細を見る 商品詳細を見る 

商品詳細を見る 商品詳細を見る 商品詳細を見る 


	【セット版差替え】参考資料１
	
	○　マイキープラットフォーム構想とは、マイナンバーカードを活用し、公共施設などの様々な利用者カードを一枚にするとともに、各自治体のボランティアポイントや健康ポイントなどをクラウド化することに併せ、クレジットカードなどのポイントやマイレージを地域経済応援ポイントとして全国各地に導入・合算し、様々な住民の公益的活動の支援と地域の消費拡大につなげることを目的とした事業です。
	○　総務省では、本構想の推進のために必要な、利用者の方のＩＤ等を格納する「マイキープラットフォーム」と、地域経済応援ポイント協力企業(※)のポイントを変換・合算する機能などを有する「自治体ポイント管理クラウド」等の情報基盤を構築しました。
	○　９月２５日からシステムを稼動し、実証事業として先行自治体による住民向けのサービス提供がスタートします。
	※「地域経済応援ポイント協力企業」
	今回の実証事業の実施にあたり、地域経済応援ポイントへの交換にご協力いただく企業は以下の通りです。（五十音順）
	株式会社ＮＴＴドコモ、株式会社オリエントコーポレーション、関西電力株式会社、株式会社クレディセゾン、株式会社サイモンズ、株式会社ジェーシービー、全日本空輸株式会社、中部電力株式会社、日本航空株式会社、三井住友カード株式会社、三菱ＵＦＪニコス株式会社、ユーシーカード株式会社
	○「マイキープラットフォームポータルサイト」のＵＲＬ（平成29年９月25日０時から稼動）
	https://id.mykey.soumu.go.jp/
	○「自治体ポイントナビ」のＵＲＬ（平成29年９月25日０時から稼動）
	https://www.point-navi.soumu.go.jp/
	※なお、実際のポイント交換にあたり、地域経済応援ポイント協力企業の受付可能時刻は企業によって異なります。
	○参考資料：別添のとおり
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