
　マイナンバーカードは12桁のマイナンバー（個人
番号）が記載された顔写真付きのカードです。顔写
真付きの本人確認の身分証明書として使えます。

「仕事が忙しくて時間が作れない！」「申請方法がわからな
い！」そんな皆さんのために職員が地域や企業・団体に出
向き、申請をサポートします！

「病気や障がいがあって市役所に行けな
い」「歳をとって何かとおっくうになって
しまった」という人には行政書士が代理
申請を行います。佐賀県行政書士会にご
連絡または相談会にお越しください。

　先日入籍したのですが、職
場では旧氏を使用しています。
旧氏が併記されたマイナンバー
カードを持っているので、契約
や銀行口座の名義で旧氏を使う
場合でも証明に使えます。

　マイナンバーカードを使って、
仕事帰りにコンビニで住民票を
取ることができました。日中は
仕事で市役所に行けないので助
かりました。土・日曜日も利用
できるので便利ですね。

　この前、運転免許証を自主
返納し、パスポートも持ってい
ないので顔写真付きの本人確
認書類が無料で作れるのはと
てもありがたいです。

20代／女性 40代／男性 70代／男性

郵便郵便証明用写真機証明用写真機パソコンパソコンスマートフォンスマートフォン

受
付
の
流
れ

①

②

③

地域・企業・団体などで市内在住の申請希望者を
５人以上募集してください。
市ホームページから「出張申請申込書」をダウン
ロードして市民課へ提出ください。出張申請日程を
調整します。
出張申請会場で申請を受付。

マイナンバーカード作成後は、ご自宅へ郵送または
市民課にお受け取りに来庁していただきます。

問 佐賀県行政書士会  　36･6051 問 市民課（西館１階）  　37･6100

本人確認書類になる コンビニで住民票の写しなど
公的な証明書が取得できる

オンラインで
確定申告ができる

健康保険証として
利用できる

子育てや介護の手続きが
スマホでできる

証券口座の開設など
オンラインサービスで使える

平日 ８時30分～17時15分
※牛津出張所 ９時30分～18時15分　
毎週木曜日の時間外（要予約）
日曜日

①

②
③

▶

受付時間

市民課窓口（西館１階）・小城・牛津・芦刈出張所
受付場所

②③の詳細は本誌５ページを
ご確認ください

申請に必要なもの

▶

▶

▶

日程

時間

場所 

7月 25日（月）
8月22日（月）
9月26日（月）
10時～13時
佐賀県庁１階  県民ホール

行政書士による相談会

利用者の声

    必
要なものは共通です

運転免許証やパスポートを
お持ちでない人の身分証明書

 こんな人におす
すめ

お手元の
通知カードから
次の方法で簡単に
取得できます

詳しくは
コチラ

あなたの地域・企業などに
おうかがいします！

あなたの地域・企業などに
おうかがいします！

行政書士に
おまかせください！

行政書士に
おまかせください！

運転免許証と健康保険証　計２点

通知カード ※紛失している場合は紛失届に
　記入していただきます。

□

□

✓

✓

※２点で本人確認ができた人は、カードを自宅へ郵送します。
※２点で本人確認ができない人は、市役所窓口での受け取り
になります。
※この２点に代わる書類についてはお問い合わせください。

そんな方は市役所でも申請を受け付けます！そんな方は市役所でも申請を受け付けます！

自分でするのはちょっと不安…

そもそも
マイナンバーカードって
どんなもの？

そもそも
マイナンバーカードって
どんなもの？

マイナンバーカードの作り方マイナンバーカードの作り方

マイナンバーカードの使い方マイナンバーカードの使い方
利用シーンは

少しずつ拡大！

▶

▶

市内に事業所を置く企業・事業所など
市内の地域団体など
（自治会、地域づくり団体、サークルなど）　

対
象
者

Point 1 Point 2

平日は、
小城・牛津・
芦刈出張所でも
受け付けます

〜出張申請受付中〜〜出張申請受付中〜
・・・・

マイナンバーカードへの運転免許情報の一体化も！（令和６年度末予定）

マイナンバーカード所有者の転出、転入手続のワンストップ化（令和５年２月予定）

「マイナンバーカード」はお持ちですか？
これから作ろうと思っている人、迷っている人に
便利でお得な情報をご紹介します！

マイナンバーカードで便利な暮らしを

マイナンバーカードで便利な暮らしを

顔写真は無料で
撮影します！

顔写真は無料で
撮影します！
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1234  5678　9012

マイナポイントを受け取るために必要なマイナンバーカードの申請期限は、
令和４年９月末までとなりますので、早めの申請がおすすめです。
※マイナポイントは先着順ではありません。 ポイント申込は慌てずに行ってください。

なりすましはできません

電子証明書を使うため、オンラインの利用
にはマイナンバーは使われません

顔写真入りのため、対面での悪用は困難！
お
も
て

う 

ら

マイナンバーを見られても
個人情報は盗まれない

マイナンバーを利用するには顔写真付き身分証明書
などでの本人確認があるため、悪用は困難。不正に情報を読み出そうとすると

ICチップが壊れる仕組みです。

プライバシー性の高い情報は
入っていません

次の３つの方法・
場所で申し込み
できます。

マイナポイントアプリの
ダウンロード・予約・
申込方法はこちら ➡

スマートフォン
▶ 小城市役所西館１階
▶ セブン銀行（ATM）
▶ ローソン（マルチコピー機）
▶ドコモショップ三日月店
▶ auショップ小城
▶ソフトバンク小城

▶ ベスト電器佐賀小城店
▶ 小城郵便局
▶ 三日月郵便局
▶ 牛津郵便局
▶ 芦刈郵便局

マイナポイント手続スポット（小城市内）3

カードリーダーが必要

パソコン

予約 ・申込 1

2

カードを作るのは
不安という人に…

マイナポイント 検索
小城市ホームページから

種類

付与されるポイントの種類

準備
するもの

付与方式

今ならお
得！お得！ マイナポイント第●弾！マイナポイント第●弾！●２

マイナンバーカードの新規取得など

（　　　　　　　）マイナポイント第１弾に
申し込んでいない人も含む

最大5,000円分
●マイナンバーカード
●マイナンバーカードの申請時or受け取り時にご自身で設定した利用者証明用電子証明書のパスワード（数字４桁）
●申込に必要な決済サービスID・セキュリティコードが分かる各種カード・アプリなど
●本人名義の預貯金口座（公金受取口座の登録時に必要）

マイナポイント申込で選択した決済サー
ビスでのチャージorお買い物がポイント
の付与対象です。

健康保険証としての利用申込

7,500円分

利用申し込み情報を確認後、マイナ
ポイント申込で選択した決済サー
ビスにポイントが付与されます。

公金受取口座の登録

7,500円分

口座登録情報を確認後、マイナポ
イント申込で選択した決済サービ
スにポイントが付与されます。

マイナポイントの
申込期限 令和５年２月末までマイナンバーカードの

申請期限 令和４年９月末まで

マイナンバーカー
ドは安全です！安全

マイナポイントに関すること 問 企画政策課（西館２階）  　37･6115 【担当】森・田代

マイナンバーカードに関すること 問 市民課（西館１階）  　37･6100 【担当】嘉村・野中
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