
令和４年６月29日 

 

 

お知らせ  
 

 

マイナンバーカード取得促進期間を実施します！ 

 

 マイナポイント第２弾のポイント申込受付が６月30日から本格開始されることを受

け、マイナンバーカードの取得促進を図るため、マイナンバーカード取得促進期間を設

定し、県内の市町村が取得促進の取組を実施することとしましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 期 間 令和４年６月30日（木）～９月30日（金） 

       ※マイナポイント第２弾の対象となるカード申請期限の９月30日まで

を期間に設定 

 

２ 内 容 交付窓口の平日日中以外の開庁、出張申請受付など 

※別紙「令和４年度マイナンバーカード取得促進期間取組一覧」のとお

り。詳細については、各市町村にお問い合わせください。 

 

 

課名 デジタル推進課 

担当 小田、中野 

内線 2462，2466 

直通 086-226-7432 



令和４年度マイナンバーカード取得促進期間取組一覧

１　交付窓口の平日日中以外の開庁

問い合わせ先

担当部署 連絡先 市町村のホームページ

毎月　第２日曜日・第４土曜日　９時～16時 北区役所市民保険年金課

毎月　第２日曜日・第４土曜日　９時～12時 中区・東区・南区役所市民保険年金課

毎週木曜日　19時まで 本庁及び７支所市民課（係）

毎月　第２または第３日曜日　９～12時 本庁市民課

７月10日（日）

７月31日（日）

８月14日（日）

８月28日（日）

９月11日（日）

９月25日（日）

毎週水曜日　19時まで

毎月　第１日曜日　８時30分～17時15分

毎週木曜日　19時まで

毎月　第２土曜日及び翌日日曜日　９時～16時 要予約

井原市 第１、第３木曜日　19時まで 市役所本庁　市民課窓口 要予約（前日まで） 市民課 0866-62-9513 http://www.city.ibara.okayama.jp

総社市 月２回　日曜日9：00～12：00 市役所本庁　市民課窓口 日程確定は市HPで 市民課 0866-92-8370
https://www.city.soja.okayama.jp/shimin/kurashi/mainannba/

mynamber/kojinbanngoukado_2_2.html

086-803-1080 https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000027284.html要予約

倉敷市 市民課 086-426-3265
マイナポイント支援窓口も

同時実施
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/simin/

岡山市マイナンバーカード

駅地下臨時交付センター

行政事務管理課

市町村名 その他実施日時 実施場所

玉野市 市役所本庁市民課窓口

岡山市

津山市 津山市役所１階市民窓口課２番窓口 要予約

平日（火曜日は休業）12時30分～19時

土・日曜日（第３土曜日の翌日の日曜日は休業）10時～16時30分

笠岡市 市役所本庁　市民課窓口 市民課

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から中止又は変更になる場合があります。

総合政策課 0863-32-5505 https://www.city.tamano.lg.jp/site/mynumber/19106.html

0865-69-2170 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/16/35285.html

市民窓口課 0868-32-2052
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令和４年度マイナンバーカード取得促進期間取組一覧

１　交付窓口の平日日中以外の開庁

問い合わせ先

担当部署 連絡先 市町村のホームページ

市町村名 その他実施日時 実施場所

７月15日（金）　17時15分～19時

７月24日（日）　９時～12時

８月７日（日）　９時～12時

８月26日（金）　17時15分～19時

９月11日（日）　９時～12時

９月22日（木）　17時15分～19時

新見市 毎月　第２日曜日 　９時～15時 市役所本庁　市民課窓口 市民課 0867-72-6121
https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/kurashi_detail/ind

ex/1193.html

第２土曜日　９時～12時　※７月のみ第４土曜日

第２第４水曜日　17時15分～19時

①延長窓口におけるマイナンバーカードの交付について

https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/9/2878.html

②マイナンバーカードの申請・交付休日窓口のご案内

https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/9/108594.html

赤磐市 毎月　第２日曜（月によって変動あり）　９時～12時 市役所本庁　市民課窓口 市民課 086-955-1112
http://www.city.akaiwa.lg.jp/kurashi/koseki/mynumber/7702.

html

火曜日、木曜日、金曜日　19時まで 市役所本庁　市民課窓口

月曜日、火曜日、木曜日、金曜日　19時まで 6振興局（係）

美作市 毎月　第１・第３月曜日　19時まで 市役所本庁　市民課窓口 予約制 市民課 0868-72-0926
http://www.city.mimasaka.lg.jp/soshiki/shimin/shimin/myn/1

631836879834.html

木曜延長窓口

https://www.city.asakuchi.lg.jp/kurashi/koseki/madoguchi.ht

ml

日曜臨時窓口

https://www.city.asakuchi.lg.jp/kurashi/koseki/rinji.html

毎月　第１・第３火曜日　17時15分～19時

偶数月　第１日曜日　８月７日（日）　９時～12時

毎月　第２・第４火曜日　17時15分～19時 佐伯庁舎　総務事業課 総務事業課 0869-88-1103

毎月　第１木曜日　17時15分～19時

毎月　第２・4日曜日　９時～16時30分 予約制（電話）申請は予約不要

浅口市 市役所本庁　市民課窓口 予約制 市民課 0865-44-9042

真庭市 予約制（電話） 市民課 0867-42-1112 https://www.city.maniwa.lg.jp/life/2/5/16/

瀬戸内市 市役所本庁　マイナンバーブース 市民課 0869-22-1115

予約制（電話）交付のみ

高梁市 高梁市役所　市民課窓口

毎週木曜日　19時まで

７月31日（日）　９時～17時

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から中止又は変更になる場合があります。

役場本庁舎　住民課

市民課

備前市 市役所本庁１階　市民課窓口
予約制

（インターネットまたは電話）
市民課

和気町 予約制
https://www.town.wake.lg.jp/kurashiKosodate/tetuduki/kakus

yuSyomei/ｍyNumber/

0866-21-0253
https://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/13/my-

numbercardkouhu2.html

https://www.city.bizen.okayama.jp/site/mainan/8404.html

住民課 0869-93-1125

0869-64-1818
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令和４年度マイナンバーカード取得促進期間取組一覧

１　交付窓口の平日日中以外の開庁

問い合わせ先

担当部署 連絡先 市町村のホームページ

市町村名 その他実施日時 実施場所

7月14日（木）　17時15分～19時

7月31日（日）　8時30分～12時

8月18日（木）　17時15分～19時

8月28日（日）　8時30分～12時

9月8日（木）　17時15分～19時

9月25日（日）　8時30分～12時

毎月　第３木曜日　19時まで

７月３日（日）　９時～12時

８月２８日（日）　９時～12時 http://www.town.satosho.okayama.jp/soshiki/4/7318.html

月曜日～金曜日　19時まで

第２・第４土曜日の午前中

毎週月曜日（祝日を除く）　19時まで窓口延長

７月24日（日）　９時から16時まで

８月11日（祝）　９時から16時まで

９月25日（日）　９時から16時まで

勝央町 第２日曜日　９時～12時まで 勝央町役場　税務住民部 予約制 税務住民部 0868-38-3116 http://www.town.shoo.lg.jp/news/1226

西粟倉村 毎月　第４日曜日　９時～16時 西粟倉村役場　総務企画課 総務企画課 0868-79-2111

７月24日（日）　９時～12時

８月28日（日）　９時～12時

７月３日（日）　８時30分～17時15分

７月31日（日）　８時30分～12時

８月28日（日）　８時30分～12時

９月25日（日）　８時30分～12時

吉備中央町 毎週水曜日　19時まで 本庁　住民課窓口 予約必要 住民課 0866-54-1316 https://www.town.kibichuo.lg.jp/soshiki/7/1502.html

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から中止又は変更になる場合があります。

税務住民課 086-728-2115久米南町役場税務住民課 予約制
https://www.town.kumenan.lg.jp/news/living/mynum_card_k

oufu.html
久米南町

美咲町役場住民税務課

旭・柵原各総合支所地域振興課

７月、8月の日程は確定

９月は予定のため変更の可能性

あり

早島町 早島町役場　町民課窓口 町民課 086-482-2482

美咲町

予約制

鏡野町 役場本庁　住民税務課 住民税務課 0868-54-2985

里庄町 里庄町役場本庁　町民課 町民課 0865-64-3112

矢掛町 矢掛町役場　町民課

http://www.town.hayashima.lg.jp/

住民税務課 0868-66-1114

http://www.town.yakage.okayama.jp/life/info/mynumber.htm

l

https://www.town.misaki.okayama.jp/soshiki/juzei/12492.ht

ml

町民課 0866-82-1011

http://www.town.kagamino.lg.jp

http://www.town.satosho.okayama.jp/soshiki/4/1096.html
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令和４年度マイナンバーカード取得促進期間取組一覧

２　出張申請受付・出張申請サポート

問い合わせ先

担当部署 連絡先 市町村のホームページ

７月４日（月） 岡山大学　ピーチユニオン１Fロビー

７月11日（月） 岡山大学　マスカットユニオン１Ｆロビー

７月25日（月） 岡山大学　ピオーネユニオン２F食堂

７月14日（木）、21日（木）、28日（木） 就実大学　V 館 1F カフェ ベーカリー

７月16日（土） 12時～16時

７月17日（日） 10時～14時

令和４年８月頃～年度末までの期間で委託予定 未定 県内の企業・団体等を想定 出張申請サポート 市町村との共同も想定

令和４年６月25日～年度末の期間で委託業者が実施 委託業者が調整 委託業者が調整 出張申請サポート

７月４日（月） 岡山大学　ピーチユニオン１Fロビー

７月11日（月） 岡山大学　マスカットユニオン１Ｆロビー

７月25日（月） 岡山大学　ピオーネユニオン２F食堂

７月14日（木）、21日（木）、28日（木） 就実大学　V 館 1F カフェ ベーカリー

倉敷市 調整中 調整中 調整中（企業等） 出張申請受付、出張申請サポート 市民課 086-426-3265 https://www.city.kurashiki.okayama.jp/simin/

７月５日（火） 加茂町公民館

７月７日（木） 阿波公民館

７月12日（火） 勝北公民館

７月14日（木） 久米公民館

７月19日（火） 市立図書館

７月21日（木） 高田公民館

７月26日（火） 高倉公民館

７月28日（木） 高野公民館

８月２日（火） 河辺公民館

８月４日（木） 大崎公民館

８月９日（火） 広野公民館

８月16日（火） 清泉公民館

８月18日（木） 院庄公民館

８月23日（火） 11時～16時 田邑公民館

８月25日（木） 佐良山公民館

８月30日（火） 福南公民館

９月１日（木） 11時～16時 成名公民館

９月６日（火） 10時～15時 西苫田公民館

９月８日（木） 11時～16時 城西公民館

９月13日（火） 津山東公民館

９月14日（水） 東苫田公民館

９月20日（火） 二宮公民館

９月22日（木） 中央公民館

９月27日（火） 11時～16時 一宮公民館

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から中止又は変更になる場合があります。

実施内容 その他市町村名 実施日 実施場所実施時間

出張申請サポート、マイナポイント申込み補助

津山市

10時～15時

11時～16時

出張申請サポート（公民館・市立図書館）

マイナポイント設定（公民館・市立図書館）

公民館・市立図書館は要予

約。

マイナポイント設定も、電

子証明書の有効期限や持参

物の確認を行うため、要予

約としている。

8月以降に、地元スーパー

での出張申請を予定。

市民窓口課 0868-32-2052 https://city.tsuyama.lg.jp/index2.php?id=8939

10時～15時

11時～16時

10時～15時

10時～15時

10時～15時

行政事務管理課 086-803-1080
https://www.city.okayama.jp/kurashi/category/1-11-6-

2-2-0-0-0-0-0.html

県

11時30分～13時30分 出張申請サポート、マイナポイント申込み補助 県と共同で実施
岡山市

岡山県立大学
オープンキャンパスでのチラシ等の配布，出張申請受付，出張申請サ

ポート
総社市と共同で実施

デジタル推進課 086-226-7432

岡山市と共同で実施11時30分～13時30分
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令和４年度マイナンバーカード取得促進期間取組一覧

２　出張申請受付・出張申請サポート

問い合わせ先

担当部署 連絡先 市町村のホームページ

実施内容 その他市町村名 実施日 実施場所実施時間

笠岡市
出張申請（サポート）の希望者を募り、調整のうえ実施。

希望者10名程度から。出張会場、日時等を調整。

ホームページ等へ案内を掲

載予定
市民課 0865-69-2170

http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/16/28002

.html

７月14日（木）、21日（木）、28日（木） 10時～12時・14時～16時 総社市総合福祉センター ワクチン接種会場でのチラシ等の配布，出張申請サポート

７月16日（土） 12時～16時

７月17日（日） 10時～14時

平日 10時～15時 希望の会場
各種グループ（5人以上）から申し込みがあれば、指定の場所に職員

が出向いて申請書類作成のサポートや写真撮影などを実施する。

https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/kurashi_det

ail/index/14417.html

７月５日（火） 10時～14時 哲西支局 出張申請受付

７月７日（木） 10時～14時 哲多支局 出張申請受付

７月１２日（火） 10時～14時 神郷支局 出張申請受付

７月１４日（木） 10時～14時 大佐支局 出張申請受付

９月中 10時～14時 市民センター 出張申請受付
https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/kurashi_det

ail/index/1193.html

高梁市 随時 本人希望による 個人宅
身体が不自由などの理由で窓口へ来ることができない人を対象に自宅

でマイナンバーカード申請受付や申請サポート、交付を行う。
市民課 0866-21-0253

https://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/13/mynumber

-card-kojintaiou.html

備前市 随時 調整のうえ決定 市内の企業、施設、公民館　等
出張申請（サポート）の希望者を募り、調整のうえ実施。

希望者５名程度から。出張会場、日時等を調整。

７月頃からホームページ等

へ案内を掲載予定
市民課 0869-64-1818

https://www.city.bizen.okayama.jp/site/mainan/19585

.html

７月下旬ごろ～ ゆめトピア長船
新型コロナワクチン４回目の集団接種会場にて、出張申請受付及び出

張申請サポート、チラシ等の配布

７月12日（火）
ライフサポート講座にて、出張申請受付及び出張申請サポート、チラ

シ等の配布

７月20日（水）、８月31日（水）
ふれあいサロン講座にて、出張申請受付及び出張申請サポート、チラ

シ等の配布

８月24日（水）
ヤクルト健康教室にて、出張申請受付及び出張申請サポート、チラシ

等の配布

７月16日（土）、７月23日（土）、７月30日（土） 久世保健福祉会館

９月３日（土）、９月10日（土） 蒜山振興局

随時 企業等と相談の上決定 企業等 出張申請受付及びチラシ等の配布を行う。

美作市 ７月９日（土） ８時30分～17時 市役所本庁横　市民センター 出張申請受付、出張申請サポート
 市民課 0868-72-0926
http://www.city.mimasaka.lg.jp/soshiki/shimin/shimin/

myn/1655706086375.html

早島町 随時 町内公民館等 通いの場にて出張申請受付、出張申請サポート、チラシ等の配布 町民課 086-482-2482 http://www.town.hayashima.lg.jp/

矢掛町 ９月頃 未定 未定 出張申請受付、出張申請サポート 町民課 0866-82-1011
http://www.town.yakage.okayama.jp/life/info/mynum

ber.html

勝央町 8月23日（火）～26日（金）、30日（火）～31日（水） 13時30分、15時（1日2回） 勝央町公民館２階　大会議室

スマホ教室【マイナポイント設定支援講座】

マイナポイントの制度内容についての説明を行い、マイナポイント第

2弾のポイント設定支援講座を行う。

総務部 0868-38-3111 http://www.town.shoo.lg.jp/news/1226

美咲町 調整中
企業や地域サロン、学校等

と相談

民間企業、地域サロン、通いの場

各小中学校
出張申請受付 住民税務課 0868-66-1114

https://www.town.misaki.okayama.jp/soshiki/juzei/12

175.html

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から中止又は変更になる場合があります。

瀬戸内市 いずれも１時間程度

総社市 市民課

https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/kurashi_det

ail/index/16919.html

市民課

https://www.city.maniwa.lg.jp/life/2/5/16/

0869-22-1115 https://www.city.setouchi.lg.jp/life/1/30/

真庭市
14時～17時

コロナワクチン集団接種会場にマイナンバーカード申請サポートの特

設窓口を開設し、ワクチン接種後にマイナンバーカードを取得してい

ない人を対象に申請サポートを行う。

http://www.city.soja.okayama.jp/siseizyouhouka/kuras

hi/Mynumber/my-number-seido2015.html
岡山県立大学

長船町公民館美和分館

市民課 0867-42-1112

オープンキャンパスでのチラシ等の配布，出張申請受付，出張申請サ

ポート
岡山県と共同で実施

0866-92-8370

新見市 市民課 0867-72-6121

5/7



令和４年度マイナンバーカード取得促進期間取組一覧

３　啓発活動

問い合わせ先

担当部署 連絡先 市町村のホームページ

県
岡山駅前でのマイナンバーカード普及啓発（６月30日）

新聞へのマイナンバーカード及びマイナポイント第２弾の広告の掲載
デジタル推進課 086-226-7432

岡山市

市広報紙（７月号）にマイナポイント第２弾啓発チラシ折り込み

時間外窓口でマイナポイント支援・申請サポートを同時実施

市ホームページでの啓発

商業施設・岡山駅地下連絡通路・区役所等で国の広報素材（テレビCM動画）の放映

行政事務管理課 086-803-1080 https://www.city.okayama.jp/kurashi/category/1-11-6-2-2-0-0-0-0-0.html

玉野市 広報紙、市ホームページでの啓発 総合政策課 0863-32-5505 https://www.city.tamano.lg.jp/life/1/2/109/

笠岡市

マイナンバーカードを新規に申請・交付された７５歳以上の方に3,000円分の笠岡市内共通商品券を贈呈

広報誌・市ホームページへの記事の記載

国の広報素材（テレビCM動画等）の活用

公民館等への広報資材の配布、案内

市民課 0865-69-2170 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/16/44122.html

井原市

広報誌への記事の掲載

地元ケーブルテレビで広報

出前講座での出張申請支援の受付

市立公民館への広報資材の配布、案内

市民課 0866-62-9513 http://www.city.ibara.okayama.jp

高梁市 広報紙への記事の掲載 市民課 0866-21-0253 https://www.city.takahashi.lg.jp/site/koho/

新見市
マイナンバーカードの申請方法や利活用について紹介する行政番組を作成し、７月中旬からケーブルテレビで

放送
市民課 0867-72-6121 https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/kurashi_detail/index/1193.html

備前市

CATVでの総務省啓発動画放映

広報誌への記事の掲載

ホームページへ出張申請（サポート）の案内掲載（予定）

時間外窓口でマイナポイントの受付も同時実施（７月）

市民課 0869-64-1818 https://www.city.bizen.okayama.jp/site/mainan/19585.html

瀬戸内市
広報紙、HPへの休日窓口についての掲載

庁舎内でのチラシの配布
市民課 0869-22-1115 https://www.city.setouchi.lg.jp/life/1/30/

赤磐市

広報誌への記事の掲載

広報付きティッシュの配布

受取勧奨通知の送付

市民課 086-955-1112 http://www.city.akaiwa.lg.jp/kurashi/koseki/mynumber/8329.html

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から中止又は変更になる場合があります。

内容市町村名
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令和４年度マイナンバーカード取得促進期間取組一覧

３　啓発活動

問い合わせ先

担当部署 連絡先 市町村のホームページ

内容市町村名

真庭市
広報紙等への記事の記載

地域興し関係の団体などの会合等でのチラシの配布
市民課 0867-42-1112 https://www.city.maniwa.lg.jp/life/2/5/16/

美作市
広報誌・市ホームページ・市公式アプリ・市ケーブルテレビ（みまちゃんネル）のデータ放送への記事の掲

載、告知放送
市民課 0868-72-0926 http://www.city.mimasaka.lg.jp/soshiki/shimin/shimin/myn/index.html

浅口市
広報誌への記事の記載

公民館講座での広報資材の配布
市民課 0865-44-9042 https://www.city.asakuchi.lg.jp/gyose/on-line/number/kojin-card.html

和気町 広報誌への記事掲載 住民課 0869-93-1125 https://www.town.wake.lg.jp/kurashiKosodate/tetuduki/kakusyuSyomei/ｍyNumber/

早島町 広報誌への記事の記載 町民課 086-482-2482 http://www.town.hayashima.lg.jp/

里庄町 カード申請啓発用チラシを作成し、町内へ回覧 町民課 0865-64-3112 http://www.town.satosho.okayama.jp/soshiki/4/1305.html

矢掛町 広報紙への記事の掲載 町民課 0866-82-1011 http://www.town.yakage.okayama.jp/gyosei/kohou/yakage/

鏡野町

広報誌へのチラシ折込、掲載

町ケーブルテレビでの告知、データ放送

町内告知放送

住民税務課 0868-54-2985 http://www.town.kagamino.lg.jp

勝央町

マイナンバーカードを持って、転入してこられた方及びマイナンバーカードを新たに取得された方に商品券

（2,000円）分を配布

マイナポイント専用窓口の設置

期間：７月１日～７月31日までの月～金（９時00分～16時00分）（期間延長の可能性あり）

場所：勝央町役場　総務部窓口前

広報紙への記事の掲載

総務部 0868-38-3111 http://www.town.shoo.lg.jp/news/1226

西粟倉村 広報誌への記事の掲載 総務企画課 0868-79-2111

久米南町
町広報紙にマイナンバーカード取得及びマイナポイントの周知について掲載予定

その他、ホームページ、公式ライン、メール等で配信予定
税務住民課 086-728-2115 https://www.town.kumenan.lg.jp/living/mynumber/index.html

美咲町 ホームページや広報誌への記事掲載 住民税務課 0868-66-1114 https://www.town.misaki.okayama.jp/life/1/1/27/

吉備中央町 出張申請受付や平日開庁時間延長について、町広報紙やホームページ等で広報活動の実施 住民課 0866-54-1316 https://www.town.kibichuo.lg.jp/soshiki/7/9431.html

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から中止又は変更になる場合があります。
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