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1 はじめに 

1.1 はじめに 

 本登録要領は、一般社団法人キャッシュレス推進協議会が取り扱う自治体マイナポイント事業 

（以下、「本事業」という。）への参画を予定している自治体等に向けて、事業内容の概要や事業ポータ

ルへの自治体等登録に関する要件等を記載したものである。 

 

1.2 用語の定義 

1.2.1 事務局 

 本事業を支援する一般社団法人キャッシュレス推進協議会のことを「事務局」という。 

 

1.2.2 自治体等 

 本要項 3.1 で定める要件を満たす団体のことを本事業における「自治体等」という。 

 

1.2.3 登録自治体等 

 自治体等のうち、「自治体マイナポイント事業ポータル（以下、「事業ポータルという。）」に登録

された者を「登録自治体等」という。 

 

1.2.4 契約自治体等 

 登録自治体等のうち、本要領 1.2.7 に規定する事業者（以下、「登録事業者」という。）との間で

本要領 1.2.13 に規定する契約（以下、「基本契約」という。）自治体等を締結した者を「契約自治体

等」という。 

 

1.2.5 連携自治体等 

 契約自治体等のうち、本要領 1.2.8 に規定する事業者（以下、「契約事業者」という。）との間で

本要領 2.3.3（3）に定める契約行為（以下、「マッチング」という。）が成立した者を「連携自治体

等」という。 

 

1.2.6 キャッシュレス決済事業者 

 以下のいずれかに該当する者を本事業における「キャッシュレス決済事業者」という。 

（ア）資金決済法第 2 条第 1 項に定める前払式支払手段発行者又は同条第 3 項に定める資金移動 

業者。 

（イ） 資金決済法第 2 条第 17 項に定める銀行等であって、為替取引に必要な免許を受けた 

事業者。 

（ウ）割賦販売法に基づき包括信用購入あっせん業者の登録を受けた事業者又は同法第 35 条の 
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17 の 2 に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者。 

（エ）日本に居住する消費者を対象に本要領 1.2.10 に規定するサービス（以下、「キャッシュレス 

決済サービス」という。）を提供し、かつ当該キャッシュレス決済サービスにより、本要領 1.2.11 

に規定する自治体ポイントの付与を行うことが可能な事業者。  

※キャッシュレス決済サービスを自社で発行・提供しておらず、自治体マイナポイントの付与の

みを行うことが可能な事業者は対象外とする。 

 

1.2.7 登録事業者 

 キャッシュレス決済事業者のうち、事業ポータルに登録された者を「登録事業者」という。 

 

1.2.8 契約事業者 

 登録事業者のうち、登録自治体等との間で基本契約を締結した者を「契約事業者」という。 

 

1.2.9 連携事業者 

 契約事業者のうち、契約自治体等との間でマッチングが成立した者を「連携事業者」という。 

 

1.2.10 キャッシュレス決済サービス 

 電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等の電子的な決済サービスのうち、一般的な 

購入に繰り返し利用できるものを、本事業における「キャッシュレス決済サービス」という。 

 

1.2.11 自治体マイナポイント 

 連携事業者が、本事業のために定めた本要領 1.2.12 に規定するプログラム（以下、「施策」とい

う。）ごとに定める条件に基づき、本要領 1.2.16 に定める者（以下「対象者」という。）に付与する

ポイント等のことを、「自治体マイナポイント」という。 

 

1.2.12 施策 

 登録自治体等が、本事業のために定めたプログラムのことを本事業における「施策」という。 

 

1.2.13 自治体マイナポイントの申込 

 本要領 1.2.15 に規定する者（以下、「消費者」という。）が、所定の方法で施策への申込みを行う

ことを、本事業における「自治体マイナポイントの申込」という。 

 

 

1.2.14 消費者 
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 自治体等のマイナポイントの申込を行うことが可能な住民を、本事業における「消費者」とい

う。 

 

1.2.15 対象者 

 消費者のうち、施策で定める自治体マイナポイント付与の要件を満たしている者を、本事業にお

ける「対象者」という。 
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2 自治体マイナポイント事業全体の概要 

2.1 事業名称 

  自治体マイナポイント事業 

 

2.2 事業目的 

マイナンバーカードの普及促進を強力に後押しするとともに、地域独自のポイント給付施策をオンラ 

インで迅速かつ効果的に実施可能とすることを目的とする。 

 

（ア）マイナンバーカードを保有する者に対し、自治体等が独自の施策ポイントを給付することで  

カードの取得を促進する。 

（イ）住民が登録したキャッシュレス決済サービスにポイントを付与することで、キャッシュレス決済 

の利用を促進する。 

（ウ）ポイントの受取を自治体等が住民に限定することや、地域通貨を活用することで、地域内の消費  

   を喚起し、地域経済を活性化する。 

（エ）自治体等の施策目的に応じて対象を限定（年齢・所得・子育て世帯など）することや、給付額・ 

期間を設定すること、マイナンバーカードの本人確認機能を活用して、正確で重複のない給付と

することなどにより、施策を効果的に推進する。 

（オ）オンラインでの申請・給付とすることで、行政や住民の手続負担を軽減し迅速な給付を実現 

  する。 

 

2.3 事業概要 

2.3.1 事業スキーム 
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2.3.2 自治体マイナポイント事業の事業フロー 

※自治体マイナポイント原資費用（以下、「ポイント原資」という。）の精算に関するフローの 

詳細は、ポータルに公開されている「【5015】自治体 MNP_ポータル操作マニュアル（月次報告・月

次払編）」および「【5017】自治体 MNP_最終月の月次報告に関する運用資料」をご確認ください。 
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2.3.3 自治体マイナポイント事業の契約手続き 

 

 2.3.3.1 基本契約 

  登録自治体等と登録事業者間で締結する、本事業に係る自治体等と決済事業事業者間で、施策実施に向

けた検討と必要となる情報開示および機密保持契約を行うための契約のことを、「基本契約」という。 

 

 2.3.3.2 マッチング（個別契約） 

  基本契約を締結した契約自治体等と契約事業者間において、当該契約自治体等が事業ポータルに登録し

た施策の情報と、当該契約決済事業者が事業ポータルに登録した決済サービスの情報および自治体マイナポ

イントの情報を基に、施策実施に関する契約行為がなされることを、本事業における「マッチング（個別契

約）」という。 

 

（補足）自治体マイナポイント事業のマッチング（個別契約）手続き 

① マッチング検索 

事業ポータルへの登録に施策登録が完了後、すると登録自治体等および施策同施策が実施可能な登録事業者

および決済サービスのマッチング検索が可能となる。 

② 基本契約の締結 

マッチング検索で検索された登録事業者から契約を行う登録事業者を選定し、自治体マイナポイント事業に

おける自治体マイナポイントの付与等の委託に関する基本契約書の締結を行う。 

③ マッチング 

施策ごとに決済サービスを選択し、契約自治体等と契約事業者のそれぞれが施策および決済サービスの個別

詳細項目や施策の実施に係る取決め（申込期間、付与期間、失効率の設定、等）を入力する。双方で入力内

容を承認すると施策への申込受付の開始が可能となる。 

※施策情報の申込受付開始日以降、マッチング完了した決済サービスへの申込が開始される。 
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3 自治体等の登録要件と実施する業務 

3.1 自治体等の登録要件 

3.1.1 事業ポータルに登録する自治体等の登録要件 

    事業ポータルに登録する自治体等は、以下の要件を全て満たすこと。 

① 都道府県または市区町村。 

② 事務局が定める各種規約に同意すること。 

③ 事務局の定めるセキュリティー要件を満たしていること。 

    ※複数の都道府県または市区町村がコンソーシアムとして１団体として登録することも認める。 

 

3.1.2 本事業を実施する自治体等の要件 

事業ポータルを活用し、本事業を実施する自治体等は、以下の要件を全て満たすこと。 

① 本事業を遂行するにあたり事務局の定めるセキュリティー要件を満たしている連携事業者およ

び決済サービスを選定すること。 

② 成果報告会への参加および成果報告を行うこと。 

③ 事務局の求めに応じて自治体等ワーキンググループ等の施策推進の検討会に参加できること。 

④ 登録した情報の一部について本事業のホームページ等において公表されることについて同意で

きること。 

 

3.2 自治体等が実施する業務 

3.2.1 自治体等が連携事業者と実施する業務 

① 所定のプラットフォームを介して、対象者の審査結果の情報を連携事業者に連携すること。 

② 連携事業者を通して対象者に対して自治体マイナポイントの付与を実施すること。 

③ 連携事業者から提出される実績報告書の確認および承認を行い、ポイント原資の精算業務を行

うこと。 

 

3.2.2 自治体等が対象者に対して実施する業務 

① 自治体等は実施する施策が円滑に遂行できるように、必要に応じて対象者に対して申請手続き

や申込状況の問合せ窓口の設置等サポートできる体制を整えること。 

② 自治体等が独自に連携事業者の決済サービスの加盟店の募集・登録を行う場合は、利用可能な

店舗の情報、対象者の不利益につながる可能性がある事項についてあらかじめ公表し、個別の

問い合わせに対応できる体制を整えること。また不当な取引を防止するための措置を適切に講

じること。 キャッシュレス決済事 
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4 自治体等登録の手順と登録更新 

4.1 自治体等の公募 

 本要領 3.1 で定めるすべての要件を満たすものを公募対象とする。 

 

4.2 自治体等の登録手順 

本事業への登録手続きは、事務局が提供する事業ポータル上で行う。事業ポータルのアカウント 

発行は、2022 年 7 月 14 日（木）より、事務局のホームページで受付を開始している。 

URL：https://portal-mnp.paymentsjapan.or.jp/lom/viewCreateMunicipalityAccount 

 

本事業への登録手続きに係る事業ポータルの操作方法は、事業ポータルにログイン後、「自治体マイ

ナポイント事業ポータル操作マニュアル （登録編）」をダウンロードして確認すること。 

※事務局への登録申請書類の持ち込み、郵送、FAX、電子メールでの申請は受け付けないこととする。 

※アップロードした書類は、自治体等で保管しておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 申請および提出書類 

ポータルの申請画面に入力して申請する。提出書類である「セキュリティー要件チェックシート」に

関しては、事業ポータルからフォーマットをダウンロードの上、必要事項を記入しポータルにアップロ

ードする形で提出すること。 

 

4.4 登録審査 

本要領 3.1 で定めるすべての要件を満たす者を登録対象とする。 

 

4.5 自治体等の登録 

登録審査により選考された自治体等について、事務局は登録を行う。 

必要に応じて、事務局と自治体等間での面談を行う場合がある。 

事務局は登録完了後に登録通知を行い、その際に本事業の適正な遂行に必要な範囲において、必要な

条件を付すことができる。 

https://portal-mnp.paymentsjapan.or.jp/lom/viewCreateMunicipalityAccount
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4.6 登録情報の変更 

登録情報の変更や追加が必要になった場合は、速やかに事務局に変更内容を連絡するとともに、連携

する決済事業者等にも連絡しなければならない。 

変更内容が承認されない場合や、変更内容により登録要件を満たさないと事務局が判断した場合は、

登録を取り消す場合がある。 

 

4.7 登録情報の削除 

自治体等は、事業ポータルへの登録を削除したい場合は、事務局にその旨を申請することにより登録

情報を削除できる。 

 

4.8 登録抹消 

事務局は、自治体等として登録要件を満たさない、もしくは不適切であると判断をした場合、自治体

等登録およびその登録に係る全ての登録情報を抹消することができる。 

自治体等は、要件に適さなくなることが見込まれる場合、計画に遅延が生じる場合は、速やかに契約

事業者および事務局に連絡しなければならない。 

 

4.9 登録情報の公表 

外部に公表するために必要な情報を事務局が収集する際に協力しなければならない。 
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更新の履歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ver 変更・更新日付 対象ページ数 変更後 変更前 備考 

1.0 2023 年 4 月 12 日 初版 - ‐ ‐  

      



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ、申請方法等の相談・連絡 

（自治体等登録 問い合わせ窓口 TEL：0570-033-650 

受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～18:00 

（土日祝日および年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く） 

 

 


