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マイナンバーカードが
健康保険証として

利用できます！

マイナンバーカードが
健康保険証として

利用できます！

マイナンバーカードの申請方法

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

マイナンバーカード等
050-3818-1250

その他のお問合せ
050-3816-9405

▼ 一部のIP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合

マイナンバー制度について

0120-0178-26

マイナンバーカード等

0120-0178-27

▼ 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 My Number System Inquiries about My Number Card etc.

0120-95-0178
マイナンバー総合フリーダイヤル

マ イ ナン バー
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！

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！

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/

平　日　9：30～20：00
土日祝　9：30～17：30

受付時間（年末年始を除く）

マイナンバーカード 郵便

※手書き用の交付申請書には、顔写真の貼付とマイナンバーの記入が必要です。

❶ 専用サイトから手書き用の交付申請書と封筒をダウンロードすれば、
郵便で申請ができます！プリントアウトしてご利用ください。

交付申請書をお持ちでない方は、

スマートフォン
❶ スマホで顔写真を撮影。
❷ スマホで交付申請書のQRコードを読み取る。
❸ 申請用WEBサイトでメールアドレスを登録。
❹ 申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、
顔写真を登録、必要事項を入力して申請完了。

カードの仕上がりが
早いスマホでの
申請がおすすめ！

郵便POST

❶ 交付申請書に必要事項を記入し、6か月以内に
撮影した顔写真を貼り付けて郵送し、申請完了。

タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択。❶
撮影用の料金を投入して、交付申請書のQRコードをバーコード
リーダーにかざす。

❷

画面の案内にしたがって、必要事項を入力。❸

証明用写真機

画面の案内にしたがって、顔写真を撮影して送信し、申請完了。❹

証明写真

よくある質問にお答えします

どこで利用できるの？

マイナンバーカードを健康保険証として利用
できる医療機関・薬局は、下のステッカーや
ポスターが目印です！利用できる医療機関・
薬局は、順次増えていきます。

マイナンバーを見られるのが
不安です

マイナンバーカードを
持ち歩いて大丈夫なの？

医療機関や薬局の窓口職員が、マイナンバーを
取り扱うことはありません。
もし見られたとしても、他人があなたのマイ
ナンバーを使って、手続することはできない
仕組みになっています。

健康保険証として使えるようになっても、受診歴
や薬剤情報などプライバシー性の高い情報が
カードのICチップに入ることはありません。
落としたり、失くしたりした場合は、フリーダイヤルで
24時間365日体制でカードの一時利用停止を
受け付けています。

❷ 市区町村の窓口でも、交付申請書を再発行しています。
本人確認書類（運転免許証、パスポート等）を持参の上、お住まいの
市区町村へ行きましょう。

カメラで顔写真を撮影。❶
申請用WEBサイトでメールアドレスを登録。❷
申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、
顔写真を登録、必要事項を入力して申請完了。

❸

パソコン 交付申請書に記載の
申請書IDが必要だよ

申請書IDを
入力！

交付申請書

半分以上の人がオンライン
からの申請なんだって！

交付申請書をお持ちの方は、以下４つの方法から申請できます！

厚生労働省のホームページ
でも利用できる医療機関・
薬局をご案内しています。ステッカー ポスター

令和３年10月改訂

※利用できる医療機関・薬局については、裏面をご覧ください。
※従来の健康保険証が利用できなくなるわけではありません。



スッと置いて
ピッと認証！

手続きなしで限度額を
超える一時的な支払が
不要に!

POINT!

4

限度額適用認定証がなくて
も、高額療養費制度における
限度額を超える支払が免除
されます。
※自治体独自の医療費助成等につ
　いては、書類の持参が必要です。

オンラインで
医療費控除が
より簡単に!

POINT!

3

マイナポータルで、2021年11月
から自分の医療費通知情報が
閲覧できるようになります。
また、2021年分所得税の確定
申告から、医療費控除の手続
で、マイナポータルを通じて
医療費通知情報の自動入力が
可能となります。
※2021年9月分以降の医療費通知情
　報について、閲覧・自動入力が可能
　となります。

どうやって
使うの？

とっても
簡単！ 受 付

診察券入れ

マイナンバーカードの健康保険証
利用には、ＩＣチップの中の「電子
証明書」を使うため、マイナンバー
（12桁の数字）は使われません。

医療機関や薬局の受付窓口でマイ
ナンバーを取り扱うことはありま
せんし、ご自身の診療情報がマイ
ナンバーと紐づけられることもあ
りません。

どんないいことが？ 7 つ の メ リ ッ ト

より良い医療が
可能に!

POINT!

1
本人が同意をすれば、初め
ての医療機関でも、特定健診
情報や今までに使った薬剤
情報が医師等と共有でき、
より適切な医療が受けら
れるようになります。
※薬剤情報は、2021年９月に診
　療したものから３年分の情報
　が閲覧できるようになります。

自身の健康管理に
役立つ!

POINT!

2
マイナポータルで、2021年
10月から、自分の特定健診情
報を順次閲覧できるようにな
り、自分の薬剤情報を閲覧で
きるようになりました。
※特定健診情報は、2020年度以降
　に実施したものから５年分（直近
　５回分）の情報が閲覧できるよう
　になります。
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マイナンバー（12桁の数字）は使いません！

健康保険証
として
ずっと使える!

POINT!

7

就職や転職、引越を
しても、マイナンバー
カードを健康保険証
としてずっと使うこ
とができます。
医療保険者が変わる
場合は、加入の届出が
引き続き必要です。

医療費の
事務コストの
削減!

POINT!

6

医療保険の請求誤り等
が減少することから、
医療保険者等の事務
処理コストが削減で
き、持続可能な制度
運営につながる見込
みです。

医療保険の
資格確認が
スムーズに!

POINT!

5

カードリーダーで
顔写真を確認すれば、
スムーズに医療保険
の資格確認ができ、
医療機関や薬局の受
け付けにおける事務
処理の効率化が期待
できます。

利用申込はカンタン！

ス
マ
ホ
か
ら
で
も

申
込
で
き
る
！

ス
マ
ホ
か
ら
で
も

申
込
で
き
る
！

▼マイナポータル

マイナンバーカードが健康保険証
として利用できます！

マイナンバーカードが健康保険証
として利用できます！

マイナンバーカードのICチップにある
電子証明書により医療保険の資格をオン
ラインで確認します。　　　

オンラインであなたの
医療保険資格を確認！2マイナンバーカードを

カードリーダーに置く１
カードの顔写真を機器で確認します。
※顔写真は機器に保存されません。

ICチップの中の
「電子証明書」で
本人確認！

ICチップには、受診歴や
薬剤情報などの個人情報
は記録されません。

Cost reduction

マイナンバーカードを健康保険証
として利用するためには、申込が
必要です。利用の申込は、マイナ
ポータル*やセブン銀行のATM、医
療機関・薬局の顔認証付きカード
リーダーでできます。

（＊）子育てや介護をはじめとする
行政手続の検索やオンライン
申請がワンストップでできたり、
行政からのお知らせを受け取る
ことができる自分専用のサイト
です。

ここをクリック！ここをクリック！



別添１





ポイントを受け取るには？

マイナポイント第２弾では、

施策①：カードの取得及び２万円までのチャージ又はお買い物（最大5,000円分）

施策②：健康保険証利用申込み（7,500円分）

施策③：公金受取口座登録（7,500円分）

に対し、それぞれポイントがもらえます。※施策②、③は、2022年６月30日から申込開始

それぞれのポイント受取のための手続を以下で紹介します。

※

ポイントをスムーズに受け取るために、キャンペーン１、２，３に合わせて、事前に以下の
準備をすることをおすすめしています。

※以下のような準備をせずにマイナポイントの申込みを行おうとした場合、ポイントの申込み
ができない場合や、ポイントの付与までに時間がかかってしまう場合があります。

※マイナポイントは先着順ではありません。皆さんにポイントを付与できる十分な予算を確保
していますので、ポイント申込みは事前準備をしっかりしてから、慌てずに行ってください。

必要な準備

マイナポイント申込の際の注意点

（１）事前準備

✓ マイナンバーカードの取得
詳しいやり方はこちら https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/flow/mnp-get/

✓ 利用者証明用電子証明書の更新（カード取得から５年以上が経過している方）
更新の手順はこちら

https://faq.myna.go.jp/faq/show/2691?category_id=6&site_domain=default

✓ 利用者証明用電子証明書のＰＷ（４ケタ）の確認・再発行（ＰＷを忘れてしまった場合）
ＰＷの再発行方法はこちら https://www.jpki.go.jp/procedure/password.html

✓ 対応決済サービスの利用申込み

対応決済サービスの検索及び事前手続の要否の確認はこちら
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/service_search/

✓ 利用している対応決済サービスの決済サービスＩＤ及びセキュリティコードの確認
決済サービスID及びセキュリティコードはこちらで各サービスを検索して確認

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/service_search/

✓ 健康保険証利用申込み（２の施策に申込む方）
詳しいやり方はこちら https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

✓ 公金受取口座の登録（３の施策に申し込む方）
詳しいやり方はこちら https://myna.go.jp/html/account_information.html

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/flow/mnp-get/
https://faq.myna.go.jp/faq/show/2691?category_id=6&site_domain=default
https://www.jpki.go.jp/procedure/password.html
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/service_search/
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/service_search/
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
https://myna.go.jp/html/account_information.html


「マイナポイント」を受け取るためには、申込みが必要です。手続はスマートフォンやパソコンで
簡単に行うことができます。（機種によって画面は少し異なる場合があります）

簡単な操作で24時間申込可能、新型コロナウイルス感染症の感染リスクや窓口での待ち時間もな
いオンライン手続がおすすめです！

マイナポイント申込の際の注意点

（２）ポイントを申し込む ～オンライン～

①マイナポイントアプ

リをインストールし、

アプリ上で「申し込

む」をタップ。

②数字４桁のパスワード※

を入力し、カードを読取る

※公的個人認証サービス利用者証明用

PW。マイナンバーカードを受け取る際

に設定したもの。忘れてしまった場合

は、住民票のある市区町村窓口に顔写

真付の公的証明書を持参して手続をす

る必要があります。

③キャンペーンを選ぶ。 ④決済サービスを選ぶ。 ⑤決済サービス情

報を入力する。

⑥申込内容を確認する。⑧保険証利用登録に同意す

る（キャンペーン２申込時のみ）。

⑦利用規約に同意する。⑨申込完了

※キャンペーン３申込の場合はマ

イナポータルへ。

【2022年６月30日～】



スマートフォンやパソコンがない場合も、マイナポイントの申込みは全国約６万箇所の手続ス
ポットで無料で行うことができます。

手続スポットは市区町村窓口や郵便局、コンビニ（マルチコピー機・ATM）、携帯ショップな
ど様々な場所に設置されています。

マイナポイント申込の際の注意点

（２）ポイントを申し込む ～手続スポット～

！手続スポットでのお手続の際の注意点

✓ 手続には以下のものが必要です。お出かけ前に必ず確認してください。
・ マイナンバーカード
・ 数字４ケタのパスワード（公的個人認証サービス利用者証明用パスワード）
・ ポイント受取に使用する決済サービスの決済サービスID
・ ポイント受取に使用する決済サービスのセキュリティコード

※このほかにも１ページ目の事前準備の枠内を参照し、必要なものを余裕をもって準備してください。

✓ キャンペーン３に申し込む場合は、事前に公金受取口座の登録を済ませておくと、スムーズにポ
イントを受け取ることができます。

詳しいやり方はこちら https://myna.go.jp/html/account_information.html

✓ キャンペーン２及びキャンペーン３開始直後は特に手続スポットが混雑する可能性があります。
新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点からも、空いている時間・場所でのお手続をお願
いします。

※マイナポイントは先着順ではありません！慌てずに申込みを行ってください。

✓ 手続スポットごとに営業時間が定められています。営業時間内にお手続をお願いします。

■KDDI（auショップ）

■NTTドコモ（ドコモショップ）

■イオングループ（総合スーパー（GMS）、一部の食品スーパー（SM））

■セブン銀行（ATM）

■ソフトバンク（ソフトバンクショップ/ワイモバイルショップ）

■ビックカメラ

■ヤマダ電機

■郵便局

■ローソン（マルチコピー機）

■市区町村窓口

マイナポイント手続スポット

マイナポイント手続スポット検索

「マイナポイント手続スポット」は、マイナポイント事業ホームページから簡単に検索できます。

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/reserve_search/

※手続の方法はスポットや使用する機械によって異なりますので、操作はスポットに備えつけられている手順

書等に従って実施してください。

https://myna.go.jp/html/account_information.html
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/reserve_search/


③表示の例（全て未申込）

③表示の例（１のみ申込済）

マイナポイント申込の際の注意点

（３）ポイントを受け取る

キャンペーン１のマイナンバーカードの新規取得等により付与されるマイナポイントは、選
択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をすることでキャッシュレス

決済サービスを通じて付与されます。（上限は5,000円分）

キャンペーン２の「健康保険証としての利用申込み」とキャンペーン３の「公金受取口座の

登録」に関しては、マイナポイント申込み後、チャージやお買い物をしなくてもそれぞれ
7,500円分のポイントが付与されます。（2022年６月30日開始）

取得したポイントは電子マネーやQR コード決済など、普段のお買い物に利用できます。

申込み状況の確認

マイナポイントの申込状況は、オンラインで以下のとおり簡単に確認することができます。

手続スポットでの手続の場合の申込状況の確認は、スポットや使用する機械によって異なります。詳しくは手

続スポットにある表示等をご覧ください。

①マイナポイントアプ

リトップで「申込み状

況を確認する」をタッ

プ。

②数字４桁のパスワー

ド※を入力し、カード

を読取る

※公的個人認証サービス利用

者証明用PW。マイナンバー

カードを受け取る際に設定し

たもの。忘れてしまった場合

は、住民票のある市区町村窓

口に顔写真付の公的証明書を

持参して手続をする必要があ

ります。

【2022年６月30日～】


