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愛称：マイナちゃん

平成26年10月版

内閣官房社会保障改革担当室

内閣府大臣官房番号制度担当室

行政を効率化し、国民の利便憧
－

昂め、

公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
∴二、’‾ 　∴∴ 経年・公正な社会の実 

；二：＼所得や他の行政サービスの受給状況を把∴： 

言握しやすくなるため、負担を不当に免れ：墨 
：＿＼く＿‾ることや給付を不正に受けることを防止二一三 

∴するとともに、本当に困っている方にき∴ 
繭的、な支援を行うことができます子 　　　　一三＿薫．字、∴‾高言・、千二 ＼＼行政の効率化‾∴　蒸国民ゐ利便性の高域 

／藷藤懸1離籍譲翳 
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辞職聖書韓阜㊦用親ら、国費の馨さ暴三太一人ぼ

マイナンバ＝（個人番号）が、通期され課す。

・住民票を有する全ての方に1人1つの番号（12桁）が通知されます。

・市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。

住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意してください。

軍戯28蒔1月親ら、

社会保障、税、災害対策鎗荷薮華統語

寺請藁ン耕一耕魅要ほなり薫雷の

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続にしか使えません。

‾㊤型 

∴㊧．蟄 
議 

＼蓋＼＼＼ 

・年金の資格取得や確認、給付 

・雇用保険の資格取得や確認、給付 

・ハローワークの事務 

・医療保険の保険料徴収 

・福祉分野の給付、生活保護　　など 

・税務当局に堤出する確定申告書、 

届出書、調書などに記載 
・税務当局の内部事務 

など 

・被災者生活再建支援金の支給 

・’被災者台帳の作成事務 　　など 

※　このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務に
マイナンバーを利用することができます。 3



詔藷藁鼓舞尋謀叛のよう

了毎年6月の児童手当の現況届の際任
市匿閏村に専イナンバーを提示し轟音

証蕃会社や操険会社等ほマイナンパ二 
を彊示し、法定調書等に記載し蒸す 

金融機関　　顧客の個人番号を法定調書 　　　等に記載して税務署などに 

：ロ中ロ 三日ロロ∴ ∴出口甘‾i ＼、－ �提出します 

国籍鶉 
i‾〕＜二　　㌔、＿．，． 

率　へ「「∴∴　憶 

厚生年金の裁定請求の際に年金事務 
所にマイナンバーを提示します 

年金事務所 

：ロ日刊鴻 

勤務先にマイナンバーを提示し、
源泉徴収票等に記載し薫育

従業員やその扶養家族の個人番 号を源泉徴収票等に記載して税 務署や市区町村に提出します　□ �� � 

［二コエコ � � 

令三一一一一三 

繭　ここ　　享‾ �1㌢ノ＝」ニ �：○ �－ �墓室二元こ高吉宗‡＿壷 �　　　　　i潔擬装等莱 署劉悶闇　醒ほ題躍‾・、灘 �‘二羽 ∴∴） 割田四壁菌薩開拓弼 り �閲朔距 �闇討朝岡類語国蛭 ���亜搬一　　　筆墜墾雲霞 

鞋塗躁険の

マ詔芽ジ耕一馨敢

国民 l ���民間事業書 

各種法定調書や被保険者 

紫驚競　欝講等鴇諾 
辛℃下∵誓　　提出します。 

〇一十 ∴：o 

＼＿二一一三三一・詑 ��個人番号 1234・・・・ 巨 匡 �」 ∴、一三：＿ ⊥一一関田害悪麗薬 毒一・．一輪具 従業員や その扶養家族 個 金融機関の顧客 � ��一ij 

番号の �聖聖：　∴三三三≡二‾ 

W‾ 

個人被保険者資格示「「蟻 健康保険、厚生番号氏名年月日箋 ／‾諾議案亜…三権掴 　一〇°＝　圏 

原稿の執筆者など ���　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t 星雲秦豪！車募雲雲重器；基、・一　　書。国手で病　　　　　一・・。－ 

：二、犠懇圏臆音速繋：両軸Ⅲ衰珊帽章≡認遡謁田園踵溺麗 
麗整醸遜1　　認証顎圏亜国選蔑韮囲麗聾 

劇痛鄭窮

閣
醒
輸
闇
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マ諸事シバ三は、雑纂繰醍言説∴災害対策の

華続の窪輪ぼ諦麒麟開運娃提繰萌蓮場講馨除き、

みに他 Iこ提供することは蜜きま

個人番 ��号 ●● 

9876‥ 

Jt：： ・：士∴憲㌔∴．、、、　育、・・－ ��無 毒暮； 

÷′言‘／ � �「∴一 

＋∴蕃＼．、一こ．∴ ．青 　葉薄縁 

ん。

・マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務

先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。

・他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者が

マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、
処罰の対象となります。

茶朱確認 鎗証明馨達も詔擾

様々な現一藍菜駐剰聞出葉菜雷㊨

（裏面） �一〇 

′∵．r∵＿＿＿、個人番号123456789012 

亀∴∴‘※※※※※※※※※※※※※※※※※※倍大番号 ���i、蒸※ 〉資※ 
・※※※※※※※※※※※※※※※　カード 

oi・”「∴31 

el8－1，一Ol 

食事月日平樋7年●月〇日∴寄　○○　　　字㌻二言 ���∴∴ 

2026年●月〇日まで有効　墨　串 
備重，ガイード＊湘　章一⊥玉章 　　　　　　　　） 

1．1　　サインパネル領域 ） �� 

・マイナンバーの通知後に市区町村に申

請すると、個人番号カードが交付され
ます。

・e一正X等の電子申請等が行える電子証

明書も標準搭載されます。

・図書館利用や印鑑登録証など、自治体

が条例で定めるサービスにも利用でき
ます。

・住基カードは有効期限まで利用できま

す。ただし、個人番号カードとの重複
所持はできません。

※カードには機微な個人情報は記録されません。
・カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、

電子証明書などに限られ、所得などの情報は記録されません。 7



行政機関などから一人一人に 

合った行政サービスなどのお 
知らせが来ます 

：∴∴ 享＿＿＿； � ��‾∴ ∴∴ 十二 � �翳慧繋 �� � � � � 

∴∴ ヾiぐ＿〇二i �．∴l ����∴∴∴∴ ��● 享 ／i掌二、 � �貸 �一斗∴∴． �∴：　∴ 

＿連日 �� � � � �� �� �幸行政機関などが持っ �ている自　二三 

機：予言 � � 

霊分の個人情報の内容を確認で i姑 � �� � �「∴∴＼∴ �� � 

、∵冒＝〃■ ‾÷ �の∴一∴一卜 �� �当：i‾く ��� � ��∴∴きます 

一一i一・十 ��� ���　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴∴1－∴ 言二㌢二言‾ゞ三二〕－薄霞塞素量蓬三1品∴三三二三三三三三三三三三三美装 ∴∴∴∴　∴ネ操∴請書三言∴∴∴∴　　　　　　　　　：∴∴∴ 

；行政機関などへの手続を一度 

三で済ませることができます 

∴∴ �・マイ・ポータル（情報提供 
平成29年1月から稼働す 

等記録開示システム）は、
る予定です。

・マイ・ポータルの機能の詳細は検討中です。

藁難蹄調味i 一曲鎚柄W．c総goJp細語調恵ak擁bange馳hdex血軸 　マイナン′く－　をぎ覧寧定説阜 

マイナンバ÷公式tw請er∴ 
hhps：／／tw腰ert）〇m／MyNumbe∴LPR 　　　　　　　　′）ヾ＼、1 

マイナンバ「ロゴマ一一グ 

☆一国の行政機関や地方公共団 

体などの番号制用事務実施者 
は、マイナンバーの普及啓発 

結誌菩‾クを御使用　1．1 
／☆重言利用事務実施者以外で　　　） 

マイナンバーの普及啓発に御 

協力いただける方は内閣府‾ 
＼‾の承認を受けて、ロゴマークi 

iを御使用いただけますo　　愛称：マイナちゃん 

薫香醍嬢嶽犠 

マイナン耕一 057〇三2〇三〇、詰7歳 
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このパンフレットは、社会保障・税番号（マイナンバー）制度を広報するた

めに、国が作成したものです。

皆様に身近な制度ですので、ぜひご一読ください。

町田市では、皆様に、社会保障・税番号（マイナンバー）制度をご案内して

います。国のホームページと合わせて、

○　広報まちだ

月1回（原則として11日号）に「社会保障・税番号（マイナンバー）

制度」という記事を掲載。

○　町田市ホームページ

トップページ＞暮らし＞住民票・戸籍＞社会保障・税番号（マイ

ナンバー）制度

もご覧ください。

町田市役所　市民部　市民課

正し　042－724－4225（直通）

抑イクル適怪㊨

この節融雪馴鹿、馳駆指の鶉へ

リサイクルで蓮奈す。


