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第２特集

マイナンバーカード 普及から活用へマイナンバーカード 普及から活用へ
遅れる利用環境整備、自治体も知恵絞る遅れる利用環境整備、自治体も知恵絞る

マイナンバーカードの申請数が１億件に迫り、2016年の制度開始から７年を経て、ようやく普及
から活用のフェーズに入った。今や運転免許証の保有者数（約8200万人）を超え、行政DX（デジ
タル・トランスフォーメーション）に不可欠な基盤でありながら、利用環境の整備は遅れており、住
民が利便性を実感する機会はまだ少ない。カードの普及活動で疲弊した自治体も、業務効率化につな
がり住民生活に密着した用途の開拓に知恵を絞っている。� （杉野　耕一）

普及活動で疲弊、行政DXや便利さ実感には時間

「マイナンバーカードの申請総数も約9600万件、
人口の４分の３を超え、カードの利用サービスが
着実に広がっている。この流れを加速するため、
重点的にフォローアップを行うとともに、交付金
をはじめとする支援ツールを総動員して、地方の
取り組みを丁寧にサポートしてほしい」

岸田文雄首相は23年３月31日、首相官邸で開い
たデジタル田園都市国家構想実現会議で、マイナ
ンバーカードの利用拡大を指示した。河野太郎デ
ジタル相も「今後は利便性を向上させることでマ
イナンバーカードを拡大しなければならない。ゆ

りかごから墓場まで、様々なシーンで便利になる
ようにしていきたい」と述べた。

法改正で健康保険証と一本化
政府は今国会に、マイナンバーの利用範囲を拡

大する「マイナンバー法（行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律）」の改正案と関連法案を提出した。５月中に
も可決、成立する見通しだ。

法改正は６つの柱で構成されている（表１）。
24年秋をめどに健康保険証を廃止し、マイナンバ

ーカードに一本化する。これには「カード取
得の実質義務化だ」との反発の声があること
から、カードを持たない人には「資格確認
書」を発行する。ただ期間は最長１年で、更
新が必要となる。

マイナンバーの利用範囲も、これまでは社
会保障、税、災害対策の３分野に限定してい
たが、新たに理容師・美容師、小型船舶操縦
士、建築士など約50の国家資格、自動車登
録、在留外国人に関わる行政事務などを追加
する。さらに法律の規定に「準ずる事務」も
対象となり、法改正を経ずに政省令で追加で

表１　マイナンバー法改正のポイント
マイナンバーの
利用範囲の拡大

国家資格、自動車登録などの事務でマイナ
ンバー利用を可能に

マイナンバーの利用と
情報連携の規定見直し

マイナンバー利用が認められている事務に
準ずる事務もマイナンバー利用可能に

マイナンバーカードと
健康保険証の一体化

健康保険証廃止と、必要な場合は「資格確
認書」を提供する。乳児に公布するマイナ
ンバーカードで顔写真が不要に

マイナンバーカードの
普及・利用促進 在外公館でマイナンバーカード交付可能に

マイナンバーカードに
氏名の振り仮名を追加

戸籍、住民票、マイナンバーカードに氏名
の振り仮名を追加

公金受取口座の
登録促進

年金受給者などに対して、同意または一定
期間に回答がなければ公金受取口座として
登録可能に

出所：デジタル庁の資料をもとに作成
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きるようにする。
行政機関が把握している住民の口座を「公金受

取口座」として登録する制度も設ける。約4000
万人いる公的年金受給者らを想定し、給付受給者
に口座をマイナンバーにひも付けることに「同
意」か「不同意」かの回答を求める通知をして、
同意を得るか、一定期間内に回答がない場合は同
意したものとみなして口座を登録する。これによ
り、デジタルに不慣れな高齢者でも登録が可能と
なり、給付の迅速化が図れるとしている。

行政や医療の現場でマイナンバーは少しずつ浸
透しつつある。法律で定める社会保障や税、災害
対策の事務以外にも、自治体が条例で定めれば
「独自利用事務」としてマイナンバーを利用でき
る。その多くは医療費補助、奨学金といった事務
で、国民生活に直結している。国の個人情報保護
委員会によると、独自利用事務の情報連携の届出
は23年３月時点で、47都道府県・1214市区町村の
計1261団体から9418件にのぼる。

マイナンバーカードを健康保険証として利用す
る「マイナ保険証」は、医療機関に設置された顔
認証付きのカードリーダーで読み取って本人確認
をする。患者が同意すれば過去の治療や処方薬な
どを医師らが確認でき、高額な医療費を支払う際
の手続きも簡単になる。厚生労働省によると、マ
イナンバーカードの保険証利用登録件数は6000
万件に迫り、医療機関・薬局のカードリーダーの

運用も全施設の約７割の16万施設に増えた。
４月からマイナンバーカードを健康保険証とし

て使用するシステムの導入が医療機関に原則義務
化された。システムが稼働し始めた医療機関では、
従来の保険証を使った場合、窓口負担が３割の患
者は初診、再診ともに６円高くなる。５月11日か
らマイナンバーカードの電子証明書機能がスマー
トフォン（Android端末）に搭載できるようになる。

コロナ禍を追い風にポイント大盤振る舞い
16年１月のマイナンバー制度発足から、カード

の普及のために自治体は大きな負担を強いられて
きた。各市区町村は庁内での申請窓口業務に加え、
出張申請受付や夜間・休日窓口業務を実施し、職
員が戸別訪問をしているところもある。

19年まで10％台に伸び悩んでいたカードの普及
率が、20年からの３年間で急伸したのには、新型
コロナウイルス禍という“追い風”があったから
だ（図１）。政府が20年５月、国民１人10万円の
特別定額給付金の支給にあたり、マイナンバーカ
ードによるオンライン申請を導入し、国民の暮ら
しを守る社会インフラとして認知され始めた。

しかし給付金事務はマイナンバー法に規定がな
かったため、マイナンバーを利用した情報連携が
できず、市区町村の窓口では大量の作業が発生し
た。さらにカードの取得申請や暗証番号の再設定、
電子証明書の更新にも住民が殺到し、システム障

マイナンバーカードの交付枚数、交付率の推移図１

出所：総務省、デジタル庁の資料をもとに作成
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害も重なって、各地で混乱が起きた。
続いて政府が打ち出したのが「マイナポイン

ト」だ。20年９月からの第１弾で、カード取得者
がキャッシュレス決済で買い物やチャージをする
と5000円分のポイント、第２弾では22年６月末か
ら健康保険証との一体化で7500円、公金受取口座
とのひも付けで7500円と、最大で２万円分のポイ
ントを付与した。予算額は第１弾で2979億円、第
２弾で１兆8134億円と、合計２兆円を超す大盤振
る舞いとなった。

マイナポイント第２弾のカードの申請期限だっ
た23年２月末には申請者が殺到し、各市区町村の
窓口やオンライン申請サイトが混雑したために、
政府は期限を１日延長した。カード取得者がポイ
ントを受け取る申請期限も、カード交付が遅れて
いるために「５月末」「９月末」と延長を繰り返
し、各自治体は今も周知徹底に追われている。

大盤振る舞いをしたのは国だけではない。国の
システムを利用して自治体が独自にポイントを付
与する「自治体マイナポイント」がそれだ。21年
のモデル事業に17自治体、22年度の事業には22自
治体が参加した。

参加自治体の多くは国のマイナポイントの「上
乗せ」に活用した。香川県はカード取得者に１人
5000円分、同県さぬき市は１万円分のポイントを
付与し、さぬき市のカード取得者は最大３万5000
円分の恩恵が受けられた。市プロジェクト推進室
は「目的は住民の生活支援で、マイナポイントは
あくまで手段だった。財源は国からのコロナ交付
金などを充てた」と説明する。総務省によると、
参加自治体のカード交付枚数は事業開始の22年

10月末から23年１月末までの３カ月間で平均21.5
％増と、全国平均の17.5％増を上回った。

こうした取り組みにより、コロナ禍前の20年２
月には15％だったカード交付率は、23年３月には
67％と４倍以上になり、申請率は75％を超えた。
政府は３月末までに「ほぼ全ての国民」への普及
を目指すとしてきたが、松本剛明総務相は４月４
日の記者会見で「ほぼ全ての国民に行き渡らせる
水準までは到達したと考えている」と表明した。

申請率で交付税や補助事業を優遇
ただ、政府が打ち出したのは“アメ”ばかりで

はない。22年６月に閣議決定した「デジタル田園
都市国家構想基本方針」で、マイナンバーカード
の交付率を自治体に配る地方交付税の財政需要に
反映させることを明記した。23年度からカードの
普及率上位の自治体に500億円を重点配分する
「マイナンバーカード利活用特別分」を設ける。
デジタル田園都市国家構想の交付金でも、カード
の申請率が７割超の自治体だけを対象にした補助
事業を新設した。

自治体は交付率の向上に血眼になり、各地で混
乱も生まれた。高知県四万十町は22年９月から、カ
ード取得者に３万円分の商品券を配布し、交付率が
同年７月末の全国1741市区町村中1730位（27.9％）
から、23年２月末には23位（85.6％）に急上昇した。

きっかけは22年６月、政府がカードの普及率を
地方交付税の算定に反映させる考えを打ち出した
ためで、歳入の３分の１以上を交付税に頼る町は
財政調整基金から４億円を取り崩して、９月議会
に取得済みの人も含めて町民に商品券を配る補正
予算案を提出した。町議会では「金で釣っている
ようだ」との声も出たが、町側は「現時点でカー
ドのメリットは少ないが、今後の行政事務で必
要」などと説明し、予算は認められた。

高知県内では宿毛市も20～21年度に地域振興券
１万5000円分を配り、申請率が８割を超えた。高
知市も23年２月まで１万円分の商品券が最大２万
人に当たるキャンペーンをした。都道府県でも、
群馬県が国のマイナポイントの申請期限が過ぎた

多くの市区町村がマイナンバーカードの出張申請受付をした
（兵庫県姫路市）
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群馬県の「１万円」キャンペーンのポスター

３月以降にカードを申請した県民１万人に抽選で
１万円分のQUOカードを贈るキャンペーンを始め
た。同県は交付率が２月末で59.8％と、都道府県
別で全国44位に低迷している。

岡山県備前市は、マイナンバーカードの取得を
保育料や給食費の無償化の条件にする方針を打ち
出した。県弁護士会が「憲法の平等原則に反す
る」と再考を求める声明を出すなか、３月の市議
会で条例案を可決した。しかし反対署名が５万筆

以上集まり、市は４月５日、条件を撤回した。吉
村武司市長は「国の地方創生臨時交付金を受けら
れることになり、財源が確保できた」と説明した。

自治体DXとの連携も課題に
自治体のDXはこれから本番を迎える。政府は全

自治体の基幹系システムを25年度末までに標準化
仕様に準拠したシステムに統一し、デジタル庁が
調達するガバメントクラウドで運用する方針を決
めている。23年３月には全国で初めて、岡山県倉
敷市と松山市で、自治体の基幹業務システム標準
化に対応した住民情報システムが稼働した。

今後、各自治体にはシステム機器の購入費、情
報システムの委託費、アウトソーシング費など膨
大な事業費と人員の負担がのしかかる。システム
標準化までに、マイナンバーカードの利用環境を
どこまで整えられるか。業務の効率化とともに住
民の利便性向上が伴わなければ、「住民不在の自
治体DX」といわれかねない。

向上は十分ではないことを忘れてはいけない。マ
イナンバーの安全性や透明性を高めて、国民の信
頼を得る努力も続けていく必要がある。

人口減少が進んで公務員も人手不足になる
「2040年問題」への備えは喫緊の課題だ。職員の
負担を軽くするためには、単に新たなツールを入
れることが解ではない。仕事の進め方や組織文化
などを根本から変えることが大事だ。

自治体はまず、行政サービスのオンライン化に
しっかり対応するのが王道だと思う。独自のサー
ビスも、職員の業務改善や負担軽減に資するもの
であってほしい。小ネタを増やしていくようなア
プローチだけでなく、市民が「確定申告が楽にな
った」「給付金がすぐもらえた」などと利便性を
実感できる機会を多くつくるべきだ。

マイナンバーカードの公的個人認証の活用は進
めるべきだが、必要以上に「個人データを取りた
い、使い倒したい」と考える民間事業者もいるの
で慎重に見極めたい。社会的な合意を得ながら丁
寧に進めていく必要がある。

政府はマイナンバーカードが
「ほぼ全国民に行き渡った」と宣
言した。マイナポイント事業など
の普及策は「邪道」といわれても効果があった。
しかし、健康保険証との一体化によりカードの保
有を事実上義務化するのなら、全員がカードを持
つ社会や行政のあり方について、もっと正面から
議論すべきだった。今からでもやるべきだと思っ
ている。

マイナンバー制度のきっかけは、年金記録問題
だったことを思い起こしてほしい。その後もコロ
ナ給付金の支給の遅れ、公文書の改ざん、統計不
正など行政の情報管理にかかわる問題が相次ぎ露
呈した。マイナンバーは社会保障、税務、災害支
援の３分野に限定して始まった。利用範囲の拡大
を求める声もあるが、この３分野でさえ利便性の

マイナンバーの原点を忘れず
「2040年問題」への対応急げ

武蔵大学教授　庄司　昌彦 氏
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自治体、独自サービス競う～市民生活に密着、利用促す

マイナンバーカードの普及が進んでも、住民が
日常生活や行政窓口でカードの恩恵を感じられる
機会はまだまだ少ない。せっかく取得したカード
も持ち歩かずに、家庭にしまっている人が多いの
が実態だ。

デジ田交付金で500超すサービスが始動
政府は2022年度第２次補正予算で、デジタル田

園都市国家構想交付金に800億円を計上。この中
の「デジタル実装タイプ」では取り組みの内容や
レベルによって、３つのタイプに分類した。採択
ベースで「タイプ１」（847団体）は他地域の優
良事例を活用したデジタル技術の実装、「タイプ
２」(24団体)は都市OSなどデータ連携基盤の活用、
最上位の「タイプ３」（８団体）はマイナンバー
カードの高度利用型と位置づけている（図２）。

さらにマイナンバーカードの申請率が７割以上
の自治体を対象に事業費を全額補助する「マイナ
ンバーカード利用横展開事例創出型」（タイプ
Ｘ）を創設し、52団体を採択した。先進自治体の
取り組み事例を、全国の自治体に広く普及させる。

このタイプ１、２、３、Ｘに採択された全国
394自治体で、565のマイナンバーカードの利活
用サービスがスタートする（図３）。最も多いの
が「書かない窓口」など手続きの時間を短縮する

「窓口DX」の124で、「行かない窓口・電子申請」
109、「コンビニ交付」89、「市民ポータル」の53
を合わせると、行政窓口のデジタル化が３分の２
を占める。一方、市民生活に密着したサービスは
「医療・健康・子育て」は55、「地域通貨・ポイ
ント」42、「公共交通」20などにとどまる。

河野太郎デジタル相は「優良事例を支えるサー
ビスやシステムを、今夏にもカタログ化して公表
したい。自治体が調達時に作業しやすいよう、標
準機能や要件を整理して公表する」と話している。
ただ、各自治体は先進事例を取り入れるだけでな
く、地域の実情や住民のニーズに対応した新たな
サービスを開発する努力が求められている。

前橋市、「グンマース」や「めぶくID」
群馬県と前橋市は23年３月15日、前橋市の次

世代移動サービス「MaeMaaS（マエマース）」を、
県内全域を対象にした「GunMaaS（グンマー
ス）」に移行させた。共同記者会見で、山本龍市
長は「いろいろな交通資源が１つに結ばれて、決
済の仕組みを（交通系ICカードの）Suicaと連携
させ、マイナンバー情報によって障害者割引、妊
婦さん割引、市民割引に使える、とても優れた交
通の仕組みだ」と強調。山本一太知事は「23年度

デジタル田園都市国家構想交付金の分類図２

出所：内閣府の資料から抜粋

カードの新規用途
開拓かつ総合評価が
優れている取り組み

データ連携基盤を活用
した、複数のサービス
実装を伴う取り組み

国費：６億円
補助率：2/3

国費：２億円
補助率：1/2

国費：１億円
補助率：1/2

優良モデル・サービスを
活用した実装の取り組み

デジタル実装に取り
組もうとする地域の
計画づくりを支援

委託事業計画策定
支援事業

優良モデル
導入支援型
【TYPE1】

データ連携
基盤活用型
【TYPE2】

マイナンバーカード
高度利用型
【TYPE3】

デジ田交付金により生まれるマイナンバーカード
利用サービス

図３

出所：デジタル庁舎の資料をもとに作成 
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は県内各地域でモデルづくりをやり、25年度には
県内全域に広げられるよう普及促進を図ってい
く」と語った。

前橋市は19年度からマエマースの実証実験を始
めた。スマートフォンでバスや鉄道、タクシー、
シェアサイクルなどの経路を検索でき、一部サー
ビスはシステム上で決済できる。グンマースでは
タクシーとデマンドバスの予約も可能になる。さ
らにマイナンバーカードと交通系ICカードを連携
させて、市内バスの運賃を最大で半額程度割り引
く。高齢者らの移動困難者にタクシー運賃を補助
する「マイタク」事業では、22年から利用をマイ
ナンバーカード取得者に限定し、約３万人いる利
用登録者のカード取得を促した。

こうした取り組みにより、前橋市のカードの申
請率は１月に70％を超え、デジ田交付金のタイプ
Ｘに採択された。23年度は３億円の交付金を活用
して、商業と交通の決済連携による地域活性化に
取り組む。マイナンバーカードを活用して、商業
施設で公共交通を利用した来店客への割引やポイ
ント付与、路線バスなどでの属性（市民・高齢者
など）割引運賃をする。

前橋市のDXのもう一つの柱が、独自に開発し
たデジタル個人認証「めぶくID」だ。国の認定
を受けた電子署名法の認定証明書を備えた信頼性
の高いIDで、スマホでマイナンバーカードによ
る本人確認をして、電子証明書を発行する。ID
を使うので個人情報のやりとりがないため匿名性
が保たれ、利用者が個人データをどの事業者・サ
ービスに提供するかを選ぶことができる自己主権
型のデータ管理モデルになっている。市は22年10
月、民間企業８社と新会社「めぶくグラウンド」
を設立。本社をJR前橋駅前の複合施設「アクエ
ル前橋」に置き、ID発行やデータ連携基盤の運用
を担う。

23年度はデジ田交付金のタイプ３に採択された
「共助のまちづくり事業」で、めぶくIDを活用
して、まちづくりを議論するコミュニティーを形
成する「めぶくファーム」、視覚障害者の外出を
支援する「めぶくEYE」を構築する。

群馬県と前橋市の「グンマース」についての共同記者会見（３月９日）

めぶくIDは全国各地の自治体で導入を予定して
いる。前橋市など30以上の市区町は「デジタル&
ファイナンス活用による未来型政策協議会」を結
成し、参加自治体が互いのノウハウを生かしなが
ら、デジタル技術の新サービスの事業化を目指す。

江別市、「ｅダイアリー」提供
そのひとつの北海道江別市は３月、めぶくID

に登録した市民を対象に、毎日の運動量や食事を
記録するアプリ「ｅダイアリー」の提供を始めた。

22年６月にデジ田交付金のタイプ２に採択され
た「生涯健康プラットフォーム推進事業」で、３
種類のスマホ用アプリを開発。スマホと専用スマ
ートウォッチ（ｅウォッチ）を無料で貸し出して
いる。ｅウォッチは約2000台、スマホは約400台
を用意し、貸与期間はいずれも３年間。市は人工
知能（AI）が健康状態を評価するアプリ「ｅラ
イフトレーナー」、健康に配慮した地場産食品の
買い物アプリ「えべつ市場」も公開した。市デジ
タル政策室は住民説明会を順次開いて、「健康づ

「めぶくID」の仕組み図4

出所：前橋市の資料をもとに作成

電子証明書

マイナンバーカードを
使用した本人確認

国が定める認定電子認証局
による電子証明書の発行
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くりのきっかけに活用してほしい」と呼びかけて
いる。

姫路市、ポイント活用して多彩な事業
兵庫県姫路市はマイナンバーカードの交付が始

まった16年、全国で初めて電子証明書を活用した
図書館サービス、各種証明書のコンビニ交付サー
ビスを始めた。カード１枚で近隣の自治体の図書
館を共通利用できるサービスを６市３町（33館）
まで広げた。近い将来、播磨圏域連携中枢都市圏
の８市８町（37館）に拡大していく。

市デジタル情報室の原秀樹主幹は「制度開始当
初から、市民生活に密着して、市民が利便性を実
感してもらえるサービスをコツコツと検討してき
た」と話す。市のデジタル戦略推進本部は21年度
から毎年、庁内公募で係長以下の若手職員を10人
程度集めてタスクフォースを設置し、デジタルに
よる課題解決を提案させながら、デジタル人材育
成の場にしている。

国の自治体マイナポイント事業に参加し、「ひ
めじポイント」で市民の健康増進や介護支援をサ
ポートしてきた。21年度のモデル事業では国保特
定保健指導、糖尿病予防歯科検診、栄養食事指導
を受けた人などにポイントを付与する６つの事業
を実施。22年度は出産祝いや婚活支援などを加え
た８事業を展開した。しかし国が定めた事業実施
期間が３～４カ月と短く、キャッシュレス決済事
業者の参加が少なかったことから、利用件数は21
年度で約350件、22年度は約200件にとどまった。

それでも新たな成果も出ている。介護支援ボラ

表２　姫路市のマイナンバーカード利用の取り組み

2016年 証明書のコンビニ交付サービス開始
図書館の貸し出しサービス

17年
マイナポータル（子育てワンストップ）
行政情報提供端末設置
申請書自動作成サービス

19年 オンライン手続きポータル
21年 自治体マイナポイントモデル事業（６事業）

22年

自治体マイナポイント事業（８事業）
遠隔行政窓口の導入
認証プリンターの運用開始
職員の入退庁・出退勤管理導入

23年 市民アプリ「ひめパス」の機能拡充
姫路ライフ・スマート都市実装事業

ンティアへのポイント
付与から生まれたのが、
市民アプリ「ひめパ
ス」だ。当初は介護支
援のサポーターの認定
証を登録してスマホ画
面に表示していたが、
機能を拡充してダウン
ロード数は23年３月末
時点で約1600件に増え
た。今後、マイナンバ
ーカード認証を活用し、
個人の属性に応じた行
政情報をプッシュ配信
するとともに、市民が子育てに関する情報を投稿
し、アプリ内で共有できる機能を構築する。

原主幹は「サービスが普及するには一定の利用
者数が必要だ。高齢者層への配慮はもちろん必要
だが、スマホの操作になじんでいる子育て世代を
ターゲットに利用者を増やし、新しいサービスを
育てていきたい」と話す。

23年度は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目
のない支援をする「姫路ライフ・スマート都市実
装事業」を実施する。デジ田交付金タイプ３の交
付金も活用して、乳幼児健診のデジタル化やウェ
アラブル機器による妊娠期の健康管理の支援をし、
行政からの各種通知をデジタル化する。ひめじポ
イントでも、新たに大腸がん検診、母子歯科保健
にポイントを付与する計画だ。

医療・福祉、観光分野にも広がる
鳥取県米子市と鳥取大学医学部付属病院は23年

度、マイナンバーカードで医療・福祉・行政の情
報を連携させる「米子市ヘルスケアプラットフォ
ーム実装事業」を始める。デジ田交付金のタイプ
Ｘの交付金を活用し、ポータルサイトアプリ「よ
なゴーゴー」を開発。７月から運用を開始して、
フレイル予防プログラムに取り組み、地域共通デ
ジタル診察券の開発も進める。４月３日に開いた
キックオフ会議には、市と付属病院のほかに、市

「ひめパス」のスマホ画面
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内の３病院や金融機関の関係者も出席。伊木隆
司市長は「地域の健康を守るため、多くの人に
使ってもらえるシステムを構築したい」と述べ
た。

岡山県吉備中央町は22年３月、国の「デジ
タル田園健康特区」に指定され、「誰一人取り
残さないエンゲージメント・コミュニティの創
生事業」がデジ田交付金のタイプ３に採択され
た。町が抱えている医療・移動手段の不足、コ
ミュニティー活動の低下、社会的孤立の課題を解
決し、誰一人取り残さない地域社会の実現を目指
す。

町内に産科・小児科の病院がないことから、マ
イナンバーカードのマイナポータル情報と母子健
康手帳などの情報を組み合わせて、妊娠・子育て
期の母親を支援。救急車の中で医療機関と連携し
て、搬送時に迅速、適正な医療行為ができるよう
にする。

三重県中西部に位置する多気町、大台町、明和
町、度会町、紀北町の５町は、デジ田交付金タイ
プ３の広域連携モデルとして、一つの仮想自治体
「美村（びそん）」と位置付けてブランド化し、
地域の魅力を発信する。21年に開業して年間約
350万人が訪れる複合リゾート施設「VISON（ヴ
ィソン）」を中心に、観光・生活の両面からデジ
タル基盤を発展させ、マイナンバーカードを活用
した地域の周遊促進やデジタル地域通貨、地域の
新たな収益構造の構築に取り組んでいく。

民間企業や住民からアイデア募集
各地で始まったマイナンバーカードの独自サー

ビスも、国の補助を得るための折衝・調整に追わ
れて、「役人目線」にとらわれてしまう恐れがあ
る。持続可能なサービスに育てるために、民間企
業のアイデアや住民のニーズをくみ上げて「利用
者目線」のサービスを検討する動きも出てきた。

香川県と県内市町は22年10～12月、マイナンバ
ーカードを活用した新たなサービスのアイデアを
募るコンテスト「マイナちゃんピオンシップ・か
がわ2022」を開催した。全国から24件の提案が集

まり、12月にファイナリスト６者による最終プレ
ゼンテーション大会が行われた。最優秀賞に「ワ
ンニャンバーカード　スマート愛犬家シティ構
想」（個人提案）、優秀賞には「信頼性を担保した
デジタル市民参加プラットフォーム「参加型予
算」をかたちに」（Liquitous社提案）が選ばれた。

県は22年４月、県内全市町、民間事業者と、デ
ジタルによる地域課題解決を通じたまちづくりに
取り組む官民共創のコミュニティーとして「かが
わDX Lab（ラボ）」を創設。県と市町の職員がデ
ジタル技術の情報共有、地域課題についての意見
交換を重ねている。コンテストもその取り組みの
一環で、事務局を務めた県デジタル戦略課は「コ
ンテストの後もファイナリスト、市町との交流を
続けている。まだ次の段階に進めるものはないが、
23年度中に前に進むものが出てきたらいい」と期
待している。

23年４月には高松市の高松シンボルタワー３階
に拠点施設をオープンした。施設内には、民間事
業者が入居できるオフィス、行政と民間事業者が
気軽に意見交換できる「オープンイノベーション
スペース」を設け、入居企業を募集している。

滋賀県の産学官で構成する滋賀県地域情報化推
進会議は２月、「マイナンバーカード活用ワーク
ショップ」を大津市内で開催した。有識者を含め
て約30人が参加し、「滋賀らしさ」を表す３つの
分野（健康・環境・小売観光）でマイナンバーカ
ードを活用するアイデアを参加者が提出。その後、
投票やグループワークを経て、絞り込まれた４つ
のアイデアの実現可能性を探った。優れたアイデ
アは引き続き実用化の検討をしていく。

香川県で開かれた「マイナちゃんピオンシップ・かがわ2022」


