令 和 ２ 年 ５ 月 １ 日
総務省自治行政局特別定額給付金室
内閣府大臣官房番号制度担当 室

マイナポータルを通じた特別定額給付金の
オンライン申請受付開始について

本日、マイナポータルを通じた特別定額給付金のオンライン申請の受付
が開始されました。
詳細は、別添資料を御覧ください。

本件問合せ先：
内閣府大臣官房番号制度担当室
電話 03-6441-3479

マイナポータルを通じた特別定額給付金の
オンライン申請受付開始について
総務省自治行政局特別定額給付金室
内閣府大臣官房番号制度担当室

○

４月30日まで：マイナポータルで、全市区町村がオンライン申請受付可能と
なるよう、内閣府において準備を実施
・ 国による事業紹介・入力フォームなどのセット
・ アクセス集中に対応できる能力拡張などの準備 など

(〇 ４月30日

：国の補正予算の成立)

〇

５月１日

：マイナポータルにおいて、オンライン申請受付を開始
・ 受付開始日は、事業主体である各市区町村が個別に判断
⇒ 679市区町村（別添）が、本日（５月１日）から受付開始

〇

５月以降

：国において、引き続き、以下を強力に実施
・ 全ての市区町村に対し、オンライン申請受付データの早期
処理・早期支給を働きかけ、早期実施に向け積極的に支援
・ 予算成立翌日の受付開始以外の市区町村に対し､早期の申請
受付開始を働きかけ、早期開始に向け積極的に支援
1

【特別定額給付金】５月１日からオンライン申請を開始する市区町村（１/３）
計679団体 (市381団体、特別区5団体、町241団体、村52団体)
都道府県名
（管内市区町村数）

１

北海道（179）

２

青森県（40）

３

岩手県（33）

４

５

６

７

８

宮城県（35）

秋田県（25）

山形県（35）

福島県（59）

茨城県（44）

自治体名(団体数合計・対応率)

函館市,岩見沢市,稚内市,士別市,比布町,下川町,美深町,訓子府
町,佐呂間町,湧別町,様似町,白糠町,根室市,登別市,恵庭市,北
斗市,当別町,知内町,木古内町,森町,黒松内町,京極町,共和町,
南幌町,豊浦町,白老町,安平町,音更町,士幌町,新得町,清水町,
中札内村,大樹町,池田町,本別町,足寄町,鶴居村,鹿追町
【38団体／21.2%】
五所川原市,むつ市,つがる市,平川市,平内町,蓬田村,深浦町,西
目屋村,藤崎町,大鰐町,田舎館村,鶴田町,野辺地町,東北町,大間
町,東通村,三戸町,鰺ヶ沢町,横浜町
【19団体／47.5%】
久慈市,遠野市,釜石市,二戸市,八幡平市,奥州市,矢巾町,金ケ崎
町,九戸村,一戸町
【10団体／30.3%】
石巻市,気仙沼市,名取市,栗原市,東松島市,大崎市,富谷市,蔵王
町,松島町,利府町
【10団体／28.6%】
秋田市,横手市,大館市,男鹿市,湯沢市,潟上市,大仙市,五城目町,
井川町,三種町
【10団体／40%】
酒田市,新庄市,村山市,寒河江市,長井市,天童市,東根市,尾花沢
市,小国町,南陽市
【10団体／28.6%】
福島市,会津若松市,郡山市,白河市,須賀川市,相馬市,桑折町,国
見町,川俣町,大玉村,天栄村,只見町,北塩原村,西会津町,三島町,
西郷村,矢祭町,石川町,平田村,古殿町,三春町,小野町,川内村,
大熊町,双葉町,葛尾村,伊達市,鏡石町,浅川町,いわき市
【30団体／50.8%】
水戸市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,下妻市,常陸太田市,北茨
城市,笠間市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,常陸大宮市,筑西
市,桜川市,行方市,つくばみらい市,東海村,阿見町,八千代町,五
霞町,日立市,高萩市,牛久市,神栖市,鉾田市,境町,小美玉市,那
珂市,常総市,坂東市
【31団体／70.5%】

都道府県名
（管内市区町村数）

自治体名(団体数合計・対応率)

９

栃木県（25）

宇都宮市,足利市,小山市,那須町,鹿沼市,上三川町,さくら市
【7団体／28%】

10

群馬県（35）

前橋市,桐生市,沼田市,館林市,渋川市,藤岡市,安中市,下仁田町,
南牧村,甘楽町,みなかみ町,富岡市,明和町,大泉町,太田市,邑楽
町
【16団体／45.7%】
川越市,川口市,行田市,所沢市,飯能市,本庄市,狭山市,蕨市,戸
田市,朝霞市,和光市,新座市,桶川市,久喜市,北本市,富士見市,
三郷市,幸手市,日高市,ふじみ野市,三芳町,小川町,吉見町,鳩山
町,ときがわ町,皆野町,長瀞町,小鹿野町,東秩父村,神川町,上里
町,寄居町,宮代町,美里町,杉戸町
【35団体／55.6%】
東庄町,松戸市,四街道市,木更津市,銚子市,船橋市,多古町,君津
市,神崎町,白子町,東金市,袖ケ浦市,印西市,流山市,山武市,匝
瑳市,睦沢町,佐倉市,市原市,市川市,鎌ケ谷市,成田市,白井市
【23団体／42.6%】

11

埼玉県（63）

12

千葉県（54）

13

東京都（62）

品川区,渋谷区,江戸川区,足立区,北区,武蔵野市,調布市,小平市,
多摩市,小金井市,町田市
【11団体／17.7%】

14

神奈川県（33）

鎌倉市,伊勢原市,座間市,寒川町,開成町,相模原市,横須賀市,綾
瀬市
【8団体／24.2%】

15

新潟県（30）

16

富山県（15）

17

石川県（19）

18

福井県（17）

19

山梨県（27）

長岡市,三条市,新発田市,十日町市,見附市,燕市,五泉市,阿賀野
市,胎内市,聖籠町,出雲崎町,刈羽村,関川村,柏崎市
【14団体／46.7%】
富山市,高岡市,魚津市,氷見市,滑川市,黒部市,砺波市,小矢部市,
南砺市,射水市,舟橋村,上市町,立山町,入善町,朝日町
【15団体／100%】
金沢市,小松市,加賀市,かほく市,能美市,野々市市,内灘町,能登
町,志賀町,津幡町
【10団体／52.6%】
敦賀市,大野市,勝山市
【3団体／17.6%】
甲府市,山梨市,韮崎市,身延町,富士川町,富士河口湖町,丹波山
村
【7団体／25.9%】

2

【特別定額給付金】５月１日からオンライン申請を開始する市区町村（２/３）
都道府県名
（管内市区町村数）

20

21

22

23

長野県（77）

岐阜県（42）

静岡県（35）

愛知県（54）

24

三重県（29）

25

滋賀県（19）

26

京都府（26）

27

28

大阪府（43）

兵庫県（41）

自治体名(団体数合計・対応率)

都道府県名
（管内市区町村数）

東御市,塩尻市,辰野町,松本市,麻績村,青木村,南箕輪村,佐久市,
飯綱町,飯田市,朝日村,箕輪町,長和町,木島平村,筑北村,駒ヶ根
29
市,木祖村,売木村,信濃町,小布施町,北相木村,坂城町,千曲市,
上田市,飯島町,阿智村,伊那市,喬木村,生坂村,高森町,小諸市,
中川村
【32団体／41.6%】
30
美濃市,各務原市,飛騨市,本巣市,郡上市,笠松町,垂井町,関ケ原
町,北方町,関市,海津市,恵那市,土岐市
31
【13団体／31%】
三島市,富士宮市,藤枝市,下田市,伊豆市,伊豆の国市,西伊豆町,
長泉町,小山町,富士市,焼津市
32
【11団体／31.4%】
春日井市,豊川市,碧南市,刈谷市,安城市,西尾市,蒲郡市,江南市,
小牧市,新城市,大府市,高浜市,岩倉市,日進市,豊山町,蟹江町,
幸田町,豊根村,豊橋市,設楽町
33
【20団体／37%】
津市,松阪市,鈴鹿市,度会町,南伊勢町,多気町,四日市市,桑名市
【8団体／27.6%】

奈良県（39）

和歌山県（30）
鳥取県（19）

島根県（19）

奈良市,大和郡山市,橿原市,香芝市,葛城市,山添村,三郷町,斑鳩
町,安堵町,三宅町,田原本町,曽爾村,御杖村,明日香村,上牧町,
広陵町,吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,十津川村,平群町,河合町,
川西町,川上村
【25団体／64.1%】
海南市,橋本市,有田市,紀の川市,岩出市,広川町,有田川町,みな
べ町,古座川町,北山村,かつらぎ町,紀美野町
【12団体／40%】
南部町,米子市,八頭町,北栄町,大山町,江府町
【6団体／31.6%】
松江市,奥出雲町,西ノ島町,飯南町
【4団体／21.1%】
岡山市,倉敷市,津山市,玉野市,井原市,総社市,西粟倉村,新見市

岡山県（27）

34

広島県（23）

【4団体／21.1%】

35

山口県（19）

福知山市,舞鶴市,亀岡市,城陽市,南丹市,木津川市,京丹波町,伊
根町,大山崎町,宇治田原町
【10団体／38.5%】

36

徳島県（24）

彦根市,米原市,豊郷町,竜王町

堺市,枚方市,泉佐野市,寝屋川市,松原市,和泉市,箕面市,柏原市,
門真市,摂津市,交野市,熊取町,田尻町,岬町,千早赤阪村,守口市, 37
羽曳野市,高石市,河南町,貝塚市,富田林市,四條畷市
【22団体／51.2%】
38
神戸市,西宮市,洲本市,芦屋市,伊丹市,豊岡市,西脇市,三木市,
川西市,小野市,三田市,養父市,南あわじ市,加東市,たつの市,多
可町,市川町,上郡町,香美町,新温泉町,丹波篠山市,朝来市,宝塚
市,丹波市
39
【24団体／58.5%】

自治体名(団体数合計・対応率)

香川県（17）

【8団体／29.6%】
府中市,竹原市,三原市,福山市,大竹市,府中町,海田町,熊野町,
世羅町,坂町
【10団体／43.5%】
山口市,萩市,防府市,長門市,柳井市,山陽小野田市,上関町,田布
施町
【8団体／42.1%】
鳴門市,小松島市,阿南市,阿波市,石井町,神山町,那賀町,美波町,
板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町,吉野川市
【13団体／54.2%】
高松市,観音寺市,さぬき市,三豊市,三木町
【5団体／29.4%】

愛媛県（20）

松山市,今治市,宇和島市,八幡浜市,新居浜市,伊予市,四国中央
市,上島町,内子町,伊方町,愛南町,松前町
【12団体／60%】

高知県（34）

高知市,室戸市,南国市,須崎市,大川村,四万十町,黒潮町,安芸市
【8団体／23.5%】

3

【特別定額給付金】５月１日からオンライン申請を開始する市区町村（３/３）
都道府県名
（管内市区町村数）

自治体名(団体数合計・対応率)

40

福岡県（60）

北九州市,福岡市,飯塚市,筑後市,大川市,豊前市,筑紫野市,大野
城市,太宰府市,うきは市,みやま市,宇美町,篠栗町,志免町,須恵
町,芦屋町,水巻町,遠賀町,小竹町,桂川町,大刀洗町,糸田町,大
任町,福智町,吉富町,上毛町,柳川市
【27団体／45%】

41

佐賀県（20）

佐賀市,唐津市,鳥栖市,多久市,武雄市,神埼市,基山町,有田町,
伊万里市,小城市
【10団体／50%】

42

長崎県（21）

43

熊本県（45）

44

大分県（18）

45

宮崎県（26）

46

鹿児島県（43）

鹿屋市,阿久根市,出水市,垂水市,薩摩川内市,曽於市,霧島市,志
布志市,姶良市,長島町,東串良町,肝付町,日置市
【13団体／30.2%】

47

沖縄県（41）

石垣市,浦添市,大宜味村,読谷村,南風原町,竹富町,宜野湾市
【7団体／17.1%】

佐世保市,諫早市,松浦市,五島市,西海市,南島原市,長与町,東彼
杵町,新上五島町,川棚町,島原市
【11団体／52.4%】
八代市,人吉市,玉名市,宇土市,宇城市,阿蘇市,天草市,長洲町,
大津町,南小国町,嘉島町,山都町,錦町,相良村,山江村,球磨村,
上天草市,御船町,熊本市
【19団体／42.2%】
日田市,津久見市,竹田市,豊後高田市,杵築市,宇佐市,豊後大野
市,由布市,国東市,姫島村,日出町,別府市,中津市,佐伯市,臼杵
市,玖珠町
【16団体／88.9%】
宮崎市,都城市,延岡市,日南市,小林市,串間市,高原町,国富町,
綾町,新富町,木城町,川南町,都農町,三股町
【14団体／53.8%】

※対応率：各都道府県の域内の団体数に対する対応団体数の割合

4

「特別定額給付金」のフローについて

①郵送申請

住民基本台帳などの情報を用いて、
・申請書用紙
（世帯主の氏名などをプレ印字）、
・送付用封筒
（世帯ごと、送付先住所を印字）
を作成して、
全世帯（約5,800万世帯）へ送付

市区町村

②オンライン申請

申請書用紙を待たず、
速やかに、
申請可能

申請書用紙のプレ印字事項を確認し、
振込先口座を新たに記入して、
申請書を完成させ、
返信用封筒に封入して
市区町村に返送

本人

全世帯

参考

市区町村

申請内容を確認の上、
申請書に記載された
振込先口座に
世帯の人数×10万円
を振込

申請サイト（マイナポータル）に
アクセスし、
申請書を作成して、
振込先口座の確認書類をアップロードし、
マイナンバーカードで電子署名し、送信

本人

市区町村

5

「特別定額給付金」におけるマイナンバーカードを活用したオンライン申請
○

政府が運営するオンラインサービス・マイナポータルの「ぴったりサービス」（市町村の行政手続の
検索・オンライン申請機能）に、特別定額給付金の申請画面を設ける。
○ マイナンバーカードの所持者は、上記申請画面において、マイナンバーカードに搭載した電子署名
機能による本人確認を行い、オンライン上で申請手続を完結。郵送より早く申請を行うことが可能。
※

補正予算成立の翌日から、マイナポータルにおける申請受付が可能となるよう準備。

マイナンバーカード所持者は、
マイナポータルにおいてオンライン申請を実施
① マイナポータルにアクセス
マイナポータル未接続団体(806団体)
② 「お住まいの市区町村」を選択
を含めた全市区町村において、オンラ
③ 「特別定額給付金の申請」を選択
イン申請ができるようにする
④ 「制度内容」で要件等を確認
国が接続サービス提供業者と包括接続
⑤ 「申請する」を押下し、「申請書」を作成
契約を締結し、市町村が利用
⑥ マイナンバーカードによる電子署名を実施
＜ぴったりサービスイメージ＞

① 「申請書」データを取得
② 申請内容の確認、給付決定
③ 申請者の本人名義の口座に振込

申請書データの取得、確認

受付開始日：YYYY年MM月DD日

〇〇県

市区町村は、申請を受け、国民への
給付金振込を実施

国 がマイナ ポータル に
お いて、市 区町村が 処
理しやすい申請受付
ファイル等を作成

市区町村

××市

給付金の振込
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