
公金受取口座登録制度の運用について

（情報提供の開始に当たって）

2022年９月

デジタル庁 デジタル社会共通機能グループ



○ 「公金受取口座登録制度」は、口座登録法※に基づき、国民の皆様に、今後の公金受取のための口座をマイナン
バーとともに登録いただくことで、緊急時の給付金をはじめ、様々な公的給付の支給に利用できるようにするもの。
※公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律（令和三年法律第三十八号）

○ ３月28日より、マイナンバーカードを利用してマイナポータルから公金受取口座の登録等が可能となっている。
○ 給付事務における登録口座情報の利用については、10月11日より運用開始。

※デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和４年（2022年）６月７日）においては、「公金受取口座の登録を推進するとともに、行政機関による登録口座情報
の利用の仕組みについて令和４年度（2022 年度）中の運用開始を目指す。」とされている。

「公金受取口座」
（国民の意思に基づき１人１口座を国に登録）

預貯金口座情報の登録制度なし
（給付金の申請の都度、口座情報を提出）

国民 行政機関等 国民 行政機関等

✓ 申請書に加えて、口座情報の
記載及び通帳の写し等の添付
書類を提出

✓ 行政機関等職員は申請書ごと
に口座情報の確認作業も必要

✓ 口座情報の記載及び添付書類
が不要

✓ 口座情報の確認が不要となり、
給付事務が簡素化

✓ 登録口座は口座存在確認済み
のため、振込不能にならない

申請書＋
添付書類（口座情報）

申請書

迅速な給付

口座情報

デジタル庁が管理する
口座情報登録・連携システム

Before After

公金受取口座登録制度
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マイナポイント第２弾
公金受取口座登録に係る
ポイント申込開始（6/30）

公金受取口座の登録件数推移



今後のスケジュールイメージ

3

○ 公金受取口座の登録（現在）：マイナポータル経由、国税庁（マイナンバーカード方式のe-tax）経由
○ 今後追加予定：国税庁経由（e-tax以外）、日本年金機構経由、その他の行政機関経由（検討中）

2022年３月

口座登録開始

2023年度下期以降

金融機関経由の
口座登録開始

口
座
登
録

口
座
利
用

金
融
機
関
受
付

法
令

国民
マイナンバーカード

保有者

口座情報登録・連携
システム

行政機関等

口座登録

口座情報提供

口座登録
国民

マイナンバーカード
保有者・未保有者

金融機関

準備の整った金融機関から順次開始
予定。（2024年度に、ほぼすべての
金融機関で受付開始）

2022年10月11日

行政機関等への
登録口座情報の提供開始

マイナポータル

確定申告

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

口座登録法公布

2021年５月 2021年12月

デジタル庁令①公布
（マイナポータル、行政機関経由の

口座登録等に係る部分）

施行日政令①公布

2023年中

デジタル庁令②公布
（金融機関受付による

口座登録）

施行日政令②公布 口座管理法施行
（預貯金口座付番申出、

相続時・災害時照会開始）

2024年中

2024年度中

年金新規裁定時の
口座登録開始

デジタル庁で自治体等を
経由した登録を受け付け
るシステム整備を検討

2023年度中

自治体等

2022年1月

確定申告
（e-Tax以外）



デジタル庁
国民

金融機関

預金保険機構

J-LIS

本人情報確認

登録情報

行政機関（利用）
（公金受取口座登録法に

定める事務）

行政機関（提供)

登録情報

登録情報

口座情報

給付金振込

口座実在性確認

統合ATMほか

マイナポータル

• 本人認証（JPKI）
• 公金受取口座登録・連携シ

ステムへの連携
• オンライン口座確認機能
• 通知表示

口座情報登録・連携シ
ステム

• 登録・変更・抹消申請機能
• 職権修正機能
• 通知機能
• 外部連携機能

本人情報確認

リリース済

2022年10月11日開始

2022年度下期以降

順次開始

2022年３月28日開始

2022年３月以降順次開始

10月11日リリース予定

口座情報登録・連携システム概要図
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公金受取口座の活用フロー（イメージ）

○ 国民は、マイナポータル（デジタル庁）等を通じて口座情報登録・連携システムに「公金受取口座(公的給付支給等
口座)」を登録する。

○ 口座を登録している国民は、行政機関等に給付金等の申請をする際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要
となる。

○ 行政機関等は、情報提供NWSにより、デジタル庁より公金受取口座情報を取得し、当該口座に給付金等を支給する。

①公金受取口座登録 ②給付申請(+利用意思表示) ③行政機関等における口座情報取得 ④支給手続

国民→口座情報登録・連携システム 国民→行政機関等 行政機関等→口座情報登録・連携システム 行政機関等→国民

公金受取口座の
登録

行政機関等

給付申請書（イメージ）

□公金受取口座を利用する
(利用する者は口座情報の記入不要）

□振込口座を指定する

銀行名 支店名

口座番号

✓

• 国民がマイナポータル等から、公金受
取口座を登録

• 国民が行政機関等に給付金等の申請を
行う際に、登録している公金受取口座
を給付金の受取口座とする旨の意思表
示

• 情報提供NWSによる情報連携により、
口座情報登録・連携システムから公金
受取口座情報を取得

• 行政機関等は、公金受取口座に振込を
実施

行政機関等
口座情報登録・連携システム

（デジタル庁）

登録口座照会

口座情報取得

給付名簿（イメージ）

名前 口座情報
公金受取
口座ﾌﾗｸﾞ

XXXX

Aさん
ABC銀行
霞が関支店
1234567

利用 XXXX

Bさん
〇銀行
XXXXX

- XXXX

行政機関等 金融機関

振込依頼

振込実施

国民 国民

国民

給付申請
（＋公金受取口座利用

の意思表示）

公金受取口座登録名簿（イメージ）

名前 口座情報 個人番号 XXX

Aさん
ABC銀行
霞が関支店
1234567

123XXX XXXX
公金受取口座を登録していない方は、マイナ
ポータルから簡単に登録いただけます。
通帳等の写しの提出が不要になります。

• 複数の給付金等を
一括して意思確認
することができる。

• 口座を登録されて
いる方に対して、
当該口座へ振り込
む旨通知すること
もできる。

口座情報登録・連携システム

（デジタル庁）
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給付申請書（イメージ）

窓口・郵送申請手続での公金受取口座の利用＜情報連携による口座情報取得＞(イメージ)

国民

マイナンバー
カード等

行政機関等 デジタル庁
①窓口・郵送で

給付申請
（＋公金受取口座
利用の意思表示）

情報提供NWS

②口座情報照会

口座情報登録・連携
システム

口座情報
マイナンバー等

中間サーバ

【申請者情報】

【必要情報】

【口座情報記入欄】

受取口座

□公金受取口座を利用する
(利用する場合は口座情報の記入不要）

□振込口座を指定する

銀行名 支店名

預金種別 口座番号

申請者 XX XX

XXX XXXXXX

XXX XXXXXX

XXX XXXXXX

XXX XXXXXX

XXX XXXXXX

✓

③口座情報取得

情報提供NWSを使用してデジタル庁に情報照会を行い、
公金受取口座情報を取得する機能の追加

中間サーバ

業務システム

公金受取口座を登録していない方は、マイ
ナポータルから簡単に登録いただけます。
通帳等の写しの提出も不要になります。

申請書等で、公金受取口座の利用の意思表示
（公金受取口座利用を優先的に表示）

未登録者へ登録し、公金受取口座で給付金等を
受け取ることを促す旨の文言を追加
※マイナポｰタル、リーフレット等のQRコードも

利用可能
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情報連携されるデータ項目
（データ標準レイアウト 特定個人情報番号８９ 一部抜粋）
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データ項目
構成
文字種

桁数
可変/
固定

説明

公的給付支給等
口座情報

金融機関コード 半角数字 ４ 固定 金融機関コードを指定する。
ゆうちょ銀行口座の場合も指定する。

金融機関名
（カナ）

半角 15 可変 金融機関名称（カナ）を指定する。
ゆうちょ銀行口座の場合も指定する。

店番 半角数字 ３ 固定 支店番号を指定する。
ゆうちょ銀行口座の場合も指定する。

支店名
（カナ）

半角 15 可変 支店名称（カナ）を指定する。
ゆうちょ銀行口座の場合も指定する。

預貯金種目
コード

半角数字 １ 固定 預貯金種目コードを指定する。（1:普通、
2:当座、4:貯蓄）
ゆうちょ銀行口座の場合も指定する。

口座番号 半角数字 ７ 固定 口座番号を指定する。
ゆうちょ銀行口座の場合も指定する。

名義人氏名
（カナ）

半角 30 可変 名義人氏名（カナ）を指定する。
ゆうちょ銀行口座の場合も指定する。

公的給付支給等口座
情報（ゆうちょ銀行
（記号番号）表示）

記号 半角数字 ５ 固定 ゆうちょ銀行口座の記号を指定する。
ゆうちょ銀行口座以外については「NULL」を
指定する。

番号 半角数字 ８ 固定 ゆうちょ銀行口座の番号を指定する。
ゆうちょ銀行口座以外については「NULL」を
指定する。 7



項目 概要

事務関連

① 様式の改正 給付金等の事務手続に係る申請書様式等の改正

② 事務マニュアル、職員研修等 事務マニュアル、研修資料等を必要に応じて改定した上で、職員研修の実施等

③ 窓口対応等 窓口等において、申請者等へ公金受取口座情報の取扱いを周知等

システム
関連

④ 特定個人情報保護評価（PIA） 特定個人情報（公金受取口座情報）の取扱い等の事務フロー変更に伴うPIA対応

⑤ 中間サーバの改修等 公金受取口座情報の連携に必要な改修、テスト等

⑥ 各業務・受付システム

（窓口・郵送申請手続における必要な対応）
・情報提供NWSから公金受取口座情報を取得する機能を業務システムに追加
・公金受取口座の利用の意思表示した者の管理機能（必要に応じて）

（オンライン申請手続における必要な対応）
・自治体サイト等の給付申請画面におけるマイナポータルからの情報取得ボタンの
追加
・マイナポータルとのAPI連携による口座情報取得機能の追加

公金受取口座の利用開始に向けた対応事項

○ 利用開始日（公金受取口座情報の情報連携が可能となる日）は、2022年10月11日。
○ 2022年12月末までは試行運用期間とする。
○ 利用開始日前までに自治体において準備いただきたい事項は、以下のとおり。
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試行運用期間の公金受取口座情報の利用

【試行運用期間について】

・公金受取口座情報の提供開始日から、2022年12月末までの間を試行運用期間とする。

・試行運用は、今後の運用改善に当たり課題を把握することを目的としており、例えば、公金受取口座の登録をしていないにも関わら
ず、公金受取口座の利用を希望されるケースがどの程度発生するかを把握することなどを想定している。

【試行運用期間中の口座情報の取扱いについて】

（窓口、郵送等での口座情報の取扱いについて）

・（原則）公金受取口座の利用の意思表示の有無を確認した上で、申請書等に口座情報の記載を求める。

・（対面手続において、登録状況の照会が可能な場合）公金受取口座を利用する意思表示があった場合に、その場で公金受取口座情報
を取得し、当該口座情報を本人に直接示すことが出来る場合には、申請書への記載は省略する。

（オンライン手続での取扱いについて）

・（自治体独自で運営する申請サービスを利用している場合）オンライン申請フォームにおいて公金受取口座の利用の意思表示の有無
を確認し、口座情報の入力を求める。
※自己情報取得APIとの連携が可能な場合、自己情報取得APIにおいて公金受取口座情報を取得するため、口座情報の入力が不要。

・（ぴったりサービスを利用する場合）オンライン申請フォームにおいて公金受取口座の利用の意思表示の有無を確認する。ぴったり
サービスでは、試行運用期間においても、公金受取口座を利用する旨の選択がされた場合に振込口座の入力ができない仕様であるこ
とに留意。なお、従来の標準様式も引き続き提供。

【留意事項】

・いずれの場合も、公金受取口座を利用する意思表示をした者については、口座番号等を確認するための通帳・キャッシュカードの写
しなどの添付資料の提出は求めない。

・公金受取口座を利用する意思があったものの、公金受取口座が登録されていない場合、記載された口座情報を利用して差し支えない。

・試行運用中の取扱い（公金受取口座を利用する者にも口座情報を記載させること）について、申請者に理解を求めること。

※試行運用中の取扱いについての統一的な説明は、デジタル庁ウェブサイトに説明用ページを設ける。

【参考】

問：試行運用を行うことは必須か。例えば、口座情報を試行期間中から記載させないことは可能か。公金受取口座の利用開始時期
を試行期間終了後としてよいか。

答：今後の運用改善に当たり課題を把握する観点から、可能な限り、上記の試行運用期間中の取扱いに沿って対応いただきたい。
試行運用期間にシステム対応等が間に合わない場合には、試行運用期間終了後の利用開始も可能。
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試行運用期間の公金受取口座情報の取扱い(イメージ)

国民

マイナンバー
カード等

行政機関等 デジタル庁①給付申請
（＋公金受取口座
利用の意思表示）

情報提供NWS

②口座情報照会

口座情報登録・連携
システム

口座情報
マイナンバー等

中間サーバ

③口座情報取得

中間サーバ

業務システム

給付申請書（イメージ）

【申請者情報】

【必要情報】

【口座情報記入欄】

受取口座

□公金受取口座を利用する
(利用する場合は口座情報の記入不要）

□振込口座を指定する

銀行名 ABC銀行 支店名 霞ヶ関支店

預金種別 普通 口座番号 1234567

申請者 XX XX

XXX XXXXXX

XXX XXXXXX

XXX XXXXXX

XXX XXXXXX

XXX XXXXXX

✓

公金受取口座を登録していない方は、マイ
ナポータルから簡単に登録いただけます。
通帳等の写しの提出も不要になります。

申請書等で、公金受取口座の利用の意思表示
利用意思を確認した場合にも、口座情報の記載を求める
（試行運用期間中のみ）
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○ デジタル庁では、本人の同意により行政機関等が保有する自分の情報を取得し、システム間で連携する機能
（「自己情報取得API」）を提供している。

○ 自治体が独自で運営する電子申請サービスが自己情報取得APIと連携することで、行政機関保有情報を取得し
活用することが可能となる。

○ 2022年10月11日より、自己情報取得APIにおいて公金受取口座情報も取得可能となる予定。

※ 別途、自治体が電子申請サービスの委託を行っている事業者から、「マイナポータルAPI仕様公開サイト」
より利用申請等が必要。

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

①目的サイトにログイン

②自己情報の提供について
本人がその都度同意

（マイナカードで本人確認）

利用者のログインが１回ですむ
ログイン先が自動で切り替わる

自治体サイト

公金受取口座情報を自動で取得・転記

○情報連携による口座情報の取得が不要に
（事務の効率化）

○住民サービス向上やオンライン利用促進につながる

連携後 口座情報の自動転記が可能となる

※API(ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ）により、外部のウェブサービスのシステムからマイナポータルにアクセスして、
その機能を活用できるように連携

利用者

例：○○市

児童手当の申請

マイナポータル

口座情報登録・連携システム
（デジタル庁）

③自己情報
(公金受取口
座情報)を
照会→転記

自己情報取得APIの仕組みを活用した公金受取口座の利用
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オンライン申請手続での公金受取口座の利用＜API連携による口座情報取得＞(イメージ)

国民

マイナンバー
カード

行政機関等 デジタル庁

①給付申請（＋利用意思表示） ②口座情報提供同意 ②’公金受取口座情報取得

行政機関

オンライン申請/ 受取方法登録

受取口座

→未登録の方はコチラ

金融機関名等

本支店名

預金種類 口座番号

V

V

V

入力終了（次へ）

②情報提供取得

公金受取口座を利用する

提供する目的・相手・自己情報
について同意

マイナンバーカードで
利用者証明を実施

行政機関への口座情報登録の
ためにマイナポータルを通じ
て、以下の情報を取得します

・公金受取口座情報

マイナポータルの利用規約に
ご同意いただき、上記情報を
行政機関に提供する場合、マ
イナンバーカードを利用した
本人確認を行います。

受取方法の選択で「公金受取口座を利用する」を
選択し、公金受取口座情報を取得するために、マイ
ナポータルに遷移

マイナポータルの画面に切り替わり、行政機関への
公金受取口座情報の提供について同意

公金受取口座の情報を口座情報登録・連携システム
から取得し、口座情報の入力画面を自動入力

口座情報
マイナンバー等

マイナポータル
自己情報
取得API

（公金受取口座）

行政機関

オンライン申請/ 受取方法登録

入力終了（次へ）

銀行ABC

支店霞ヶ関

普通 XXXXXXX

（自動入力）

未登録者へ登録を促すため
マイナポータルのリンクを追加

マイナポータルとのAPI連携

オンライン申請

①給付申請
（＋公金受取口座利用の

意思表示）

業務システム

受付システム

受取口座

→未登録の方はコチラ

金融機関名等

本支店名

預金種類 口座番号

公金受取口座を利用する

マイナポータルとAPI連携に
よる口座情報取得機能の

追加

イ
メ
ー
ジ

公金受取口座の利用の意思確認
（マイナポータルからの情報

取得ボタン）の追加

口座情報登録・連携
システム

自治体サイト 自治体サイトマイナポータル
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J-LIS
地方公共団体

情報システム機構

政府共通
ＮＷ

ぴったりサービス

省庁連携機能

LGWAN
自治体向け申請データ
ダウンロード機能

開示システム

マイナンバー利用事務系

LGWAN接続系

連携サーバ

地方公共団体マイナポータル

電子署名の有効性確認

LGWAN
接続ルータ

申請データの
ダウンロード 基幹システム

口座情報登録・連携システム
（デジタル庁）

公金受取
口座情報

マイナポータル（ぴったりサービス）における公金受取口座情報の活用

○ 住民がマイナポータル（ぴったりサービス）において給付等に係る手続の電子申請を行う際、登録済の公金受取口
座情報を表示して入力欄に自動転記し、住民による受取口座の入力を不要とする予定。（2022年度中対応予定）
※ 申請画面では、住民の選択により公金受取口座以外の口座の入力も可能。

○ 自治体においても、提供された口座情報が公金受取口座か否かについて確認できる予定。
○ なお、API連携実現までの暫定的な対応として、各標準様式に公金受取口座の利用意思確認欄を設けることを検討。
詳細については決定次第、情報提供を予定。

☑公金受取口座を利用する

表示されている公金受取口座と異なる口
座を利用する場合は、チェックを外して
ください。

普通

公金口座登録情報を
テキスト表示

初期表示は
チェックあり

ABC銀行

○○支店

住民 申請画面（案）

児童手当の認定請求

○○県○○市

13



公金受取口座情報利用開始に伴うPIA①

下記事項は、情報提供ネットワークシステムを使用して既に情報連携を行っている事務に係る特定個人情報保護評
価書（以下「評価書」という。）の記載内容に、法令の改正等により変更が生じるケースを念頭において記載してい
る。新たに評価を実施する事務については、下記内容を参考に適切にご対応ください。

【評価の再実施】（特定個人情報保護評価指針の解説（平成26年４月20日個人情報保護委員会）第６の２（２）107ページ以降をご参照）

評価実施機関は、保有する特定個人情報ファイルに重要な変更を加えようとするときは、当該変更を加える前に、
特定個人情報保護評価を再実施する必要がある。事前に特定個人情報保護評価の再実施が義務付けられる「重要な変
更」とは、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを相当程度変動させると考えられるもの。

具体的には、
・特定個人情報ファイルの対象となる本人の範囲、
・特定個人情報の使用目的
・特定個人情報の突合
・リスク対策（重大事故の発生を除く。）
など、指針の別表に掲げられている、重点項目評価書と全項目評価書の中の幾つかの項目の記載内容に限られる。
これら以外の評価書の記載項目への変更の場合は、既に公表している評価書を修正し、公表すること。

【公金受取口座情報の利用開始に伴う評価の再実施】
公金受取口座情報の利用に係る業務の一般的なフローは以下のとおりです。

①公金受取口座登録：住民が、国（デジタル庁）に口座情報を事前登録。
②給付申請（＋利用意思表示）：住民が給付申請の際に公金受取口座を利用する旨の意思表示。
③行政機関等における口座情報取得：情報提供NWSによる情報連携により、口座情報登録・連携システムから
公金受取口座情報を取得

④支給手続：行政機関等は、（取得した情報を元に）公金受取口座に振込を実施。
評価書の再実施又は修正の要否は上記業務フロー、現在の評価書の記載内容及び現在の業務フロー等並びに特定個

人情報保護評価指針（平成26年特定個人情報保護委員会告示第４号）及び指針の解説を踏まえ、適切にご対応くださ
い。
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公金受取口座情報利用開始に伴うPIA②

【評価書の記載の変更があり得る項目（全項目評価書の例示）】
※下記以外の項目の記載の変更もあり得るため、最終的な評価書の再実施又は修正の要否は業務フロー等、特定個人
情報保護評価指針及び指針の解説を踏まえ、各評価実施機関において適切に対応ください。

＜Ⅰ 基本情報＞
「２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム」箇所について

「５．個人番号の利用」箇所について （※特定公的給付に係る評価書の場合）

「６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携」箇所について （※特定公的給付に係る評価書の場合）

「（別添1） 事務の内容」箇所について

＜Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞
「２．基本情報」箇所について

「３．特定個人情報の入手・使用」箇所について

「（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目」箇所について

②システムの機能
情報提供ネットワークシステムを通じて口座登録・連携ファイル関係情報を取得
する機能を追記

法令上の根拠 番号法別表第一 項番101を追記（法律の記載方法は各評価書の平仄に合わせる）

法令上の根拠 番号法別表第二 項番121を追記（法律の記載方法は各評価書の平仄に合わせる）

情報提供ネットワークシステムに関する説明に、情報連携で取得する情報を個別で記載している場合には「口
座登録・連携ファイル関係情報」を取得するフローを追加

④記録される項目 主な記録項目 「その他」に「口座登録・連携ファイル関係情報」を追記

①入手先 「行政機関・独立行政法人等」に「デジタル庁」を追記

「口座登録・連携ファイル関係情報」を追記
15



○ 公金受取口座の行政機関等経由登録は、2023年度中の開始を予定。
○ デジタル庁が開発するシステムに自治体が行政機関等経由登録申請ファイル（CSVファイル）をアップロードし、その

後自動で口座情報登録・ 連携システムに連携する想定。
○ システム概要は以下のとおりで、詳細はおって連絡する。

行政機関等

①データ抽出

行政機関等
経由登録申請
ファイル

②データレイアウトに基
づき行政機関等経由登
録申請ファイル作成

③行政機関等経由登
録申請ファイルを
アップロードする

デジタル庁が開発するシステム

行政機関等経由登録
申請の登録及び連携

口座情報登録・ 連携システム

ファイルチェック
結果連携

行政機関等経由
登録申請受付API

④行政機関等経由登録申請ファイル
のチェック

⑤行政機関等経由
登録申請ファイル
の受付結果を画面
に表示

行政機関等経由
登録口座情報の登録

⑥行政機関等経由
登録口座情報

国民

⑦登録結果を郵送などで国民へ通知する

項番 手順 実施主体 システム 備考欄

①
行政機関等で管理しているデータ(給付実績有りの口座情報)から公金受取口
座に登録したい口座情報を抽出する

行政機関等 行政機関等毎のシステム -

② IF仕様に沿った項目で行政機関等経由登録申請ファイル（CSVファイル）を作成 行政機関等 行政機関等毎のシステム -

③
申請画面を用いてデジタル庁が開発するシステムに行政機関等経由登録申請
ファイルを登録する

行政機関等
デジタル庁が開発するシ
ステム

デジタル庁が開発するシステムから公金受取口座へ行政機関等経由
登録申請ファイルを連携する

④
口座情報登録・連携システムにて行政機関等経由登録申請ファイルがIF仕様
通りかチェックを行う

-
口座情報登録・連携シ
ステム

連携された行政機関等経由登録申請ファイルがIF仕様に沿ったファ
イルであるかチェックを行い、チェック結果をデジタル庁が開発するシ
ステムへ返却する

⑤ 行政機関等経由登録申請ファイルの受付結果を画面にて確認する 行政機関等
デジタル庁が開発するシ
ステム

行政機関等経由登録申請ファイルのチェック結果を画面へ表示する

⑥ 行政機関等経由登録口座情報を取り込み、登録を行う -
口座情報登録・連携シ
ステム

バッチ処理を想定

⑦

行政機関等経由登録口座情報の登録結果をファイル出力し、郵送で国民へ通
知する。※マイナポータル開設済みの国民に対しては、マイナポータル経由で
通知する。

-
口座情報登録・連携シ
ステム

-

ファイル
アップロード

画面

ファイル
受付結果
画面

行政機関等の作業範囲

受付結果は、行政機関等経由
登録申請の登録結果とは異な
り、IF仕様に沿ったファイル
であるか否かのチェック結果
がすぐに返る

LGWAN接続端末

国民にのみ登録結果の通
知がなされる※自治体に
は通知されない

行政機関等経由登録について
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公金受取口座情報の利用対象事務①

情報照会者 事務

1 全国健康保険協会 健康保険法による保険給付の支給に関する事務

2 健康保険組合 健康保険法による保険給付の支給に関する事務

3 全国健康保険協会

船員保険法による保険給付又は平成十九年法律第三十号附則第三
十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法
律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給
付の支給に関する事務

4 厚生労働大臣 労働者災害補償保険法による保険給付の支給に関する事務

5 厚生労働大臣
労働者災害補償保険法による社会復帰促進等事業の実施に関する
事務

6 市町村長
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高
額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児
相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務

7 都道府県知事
児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は
特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務

8 市町村長
予防接種法による給付（同法第十五条第一項の疾病に係るものに限
る。）の支給に関する事務

9 市町村長 予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務

10 市町村長
予防接種法による給付（同法第十五条第一項の障害に係るものに限
る。）の支給に関する事務

11 都道府県知事等
生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する
事務

12 市町村長
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条
例による地方税の賦課徴収に関する事務

13 都道府県知事
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条
例による地方税の賦課徴収に関する事務

14 社会福祉協議会
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融
通する事業の実施に関する事務

15 厚生労働大臣
戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、遺族年金又は遺族
給与金の支給に関する事務

16
日本私立学校振興・
共済事業団

私立学校教職員共済法による短期給付又は年金である給付の支給
に関する事務

17
厚生労働大臣又は共
済組合等

厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に関
する事務

18
文部科学大臣又は都
道府県教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への
就学のため必要な経費の支弁に関する事務

19 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務

20
国家公務員共済組合
連合会

国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に
関する施行法による年金である給付の支給に関する事務

情報照会者 事務

21
市町村長又は国民健
康保険組合

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する
事務

22 厚生労働大臣
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料の
納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務

23 国民年金基金 国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務

24 国民年金基金連合会 国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務

25 都道府県知事等 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務

26 国税庁長官
国税通則法その他の国税に関する法律による国税の還付に関する事
務

27 地方公務員共済組合 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務

28
地方公務員共済組合
又は全国市町村職員
共済組合連合会

地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付
等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務

29 都道府県知事
母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金
の貸付けに関する事務

30 都道府県知事等 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務

31
厚生労働大臣又は都
道府県知事

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当
の支給に関する事務

32 都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若
しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十
七条第一項の福祉手当の支給に関する事務

33
厚生労働大臣又は都
道府県知事

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する事務

34
地方公務員災害補償
基金

地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤による災害に
対する補償に関する事務

35
地方公務員災害補償
基金

地方公務員災害補償法による福祉事業の実施に関する事務

36 石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法による年金である給付又は一時金の支給に関
する事務

37

市町村長（児童手当
法第十七条第一項の
表の下欄に掲げる者
を含む。）

児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務

38 厚生労働大臣 雇用保険法による失業等給付の支給に関する事務

39 厚生労働大臣 雇用保険法による育児休業給付の支給に関する事務

40
後期高齢者医療広域
連合

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支
給に関する事務

41 市町村長
高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事
務 17



公金受取口座情報の利用対象事務②

情報照会者 事務

42厚生労働大臣
昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚
生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保
険給付の支給に関する事務

43厚生労働大臣
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留
邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による一時金の
支給又は保険料の納付に関する事務

44都道府県知事等 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務

45
都道府県知事又は広
島市長若しくは長崎市
長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当、
特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給に関する
事務

46
都道府県知事又は広
島市長若しくは長崎市
長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による保健手当又は葬
祭料の支給に関する事務

47
都道府県知事又は広
島市長若しくは長崎市
長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支給
に関する事務

48厚生労働大臣
平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項の規定により厚生年
金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の
支給に関する事務

49

平成八年法律第八十
二号附則第三十二条
第二項に規定する存
続組合又は平成八年
法律第八十二号附則
第四十八条第一項に
規定する指定基金

平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金であ
る給付の支給に関する事務

50市町村長
介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険

料の徴収に関する事務

51都道府県知事
被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金の支給に関す
る事務

52
都道府県知事又は保
健所を設置する市の
長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による
費用の負担又は療養費の支給に関する事務

53

確定給付企業年金法
第二十九条第一項に
規定する事業主等又
は企業年金連合会

確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関
する事務

54
確定拠出年金法第三
条第三項第一号に規
定する事業主

確定拠出年金法による企業型年金の給付又は脱退一時金の支給に
関する事務

55国民年金基金連合会
確定拠出年金法による個人型年金の給付又は脱退一時金の支給に
関する事務

情報照会者 事務

56 厚生労働大臣

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図
るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則
第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給
するものとされた年金である給付の支給に関する事務

57
独立行政法人農業者
年金基金

独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支
給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第
一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた
平成十三年法律第三十九号による改正前の農業者年金基金法若しく
は平成二年法律第二十一号による改正前の農業者年金基金法による
給付の支給に関する事務

58
独立行政法人医薬品
医療機器総合機構

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による副作用救済給付又
は感染救済給付の支給に関する事務

59
独立行政法人日本学
生支援機構

独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与及び支給に関
する事務

60 厚生労働大臣
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別
障害給付金の支給に関する事務

61
都道府県知事又は市
町村長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によ
る自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務

62 厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等
に関する法律による保険給付又は給付の支給に関する事務

63 厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る
加算金の支給に関する法律による保険給付遅延特別加算金又は給
付遅延特別加算金の支給に関する事務

64 厚生労働大臣
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律によ
る職業訓練受講給付金の支給に関する事務

65 市町村長
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子
育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事
業の実施に関する事務

66 厚生労働大臣
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援
給付金の支給に関する事務

67

平成二十五年法律第六
十三号附則第三条第十
三号に規定する存続連
合会又は企業年金連合
会

平成二十五年法律第六十三号による年金である給付又は一時金の
支給に関する事務

68

公的給付の支給等の迅
速かつ確実な実施のた
めの預貯金口座の登録
等に関する法律第十条
に規定する特定公的給
付の支給を実施する行
政機関の長等

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登
録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎
とする情報の管理に関する事務

※地方公共団体は、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務で
あって、条例で定める事務（独自利用事務）について、個人情報保護委員会へ必要な手続
を行うことで、公金受取口座の情報連携が可能。 18



QA①

項目 ご質問概要 ご回答

登録対象口座

✓ 登録可能な金融機関はどこか。
✓ 登録対象となる金融機関は、デジタル庁HPに公表している。
✓ https://www.digital.go.jp/policies/posts/account_registration_finance

✓ 登録可能な口座はなにか。
①預金種別は何か。
②海外口座は含まれるか。
③屋号等付、旧姓、通称名で開設された口座は登録できるか。

✓ 登録可能な預金種別は、普通預金、当座預金となる。
✓ 口座名義人は、口座登録を行う本人名義の口座に限る。
✓ 海外口座（国内銀行海外支店口座を含む。）は登録できない。
✓ 屋号等が口座名義に含まれる口座は登録できない。
✓ 旧姓、通称で開設された口座については、住民票にその旧姓等が登録されているものに限り登録

できる。

✓ 子ども（例えば15歳未満）は登録をどのように行うのか。

✓ 法定代理人（親権者等）が、マイナポータルから、本人のマイナンバーカードを利用して、本人名
義の口座を登録できる。

✓ 仮に、親権者等の法定代理人が手続する場合でも、本人名義の口座の登録のみ可能で、代理
人名義の口座は登録できない。

利用開始時期

✓ 公金受取口座の口座情報はいつから利用可能か。
✓ 登録口座の情報提供NWSを通じた情報連携は、令和４年10月11日開始。サービス開始まで

は、テスト等を除き、情報提供NWSのコアシステムでの制御を行う予定のため、照会はできない。
✓ 本人への登録完了（変更）通知の送達後には、行政機関はすぐに

口座情報を照会できるか。
✓ 未登録（新規登録時）又は更新前（変更時）となるか。

✓ 登録（変更）通知の送達を完了した時点で、新たに登録された口座情報が利用できるようにな
るため、各行政機関においても情報提供NWSによる照会が可能となる（それまでは、変更の場
合は変更前の口座が回答される）。

✓ 口座変更が完了した旨の通知はデジタル庁が行い、給付金を支給す
る振込口座の変更を各行政機関が個別に通知する必要はないか。

✓ 各種給付制度における対応はどのようなものが想定されるか。

✓ 公金受取口座の変更の完了は、デジタル庁が通知するため、個別の通知は不要。
✓ 給付金の申請時等に、公金受取口座の利用の申出を行った者に対しては、○日時点（口座照

会を行う日）の登録口座に振込を行う旨を説明いただくことが必要。

登録口座の確認

✓ 行政機関又はマイナポータルから、複数の口座情報が別々に登録申
請された場合には、どの口座が登録されるのか

✓ デジタル庁（口座情報登録・連携システム）への申請の到達日時ではなく、デジタル庁に連携さ
れた申請日時が最新のものが登録される。

✓ 登録されている口座を本人はどのように確認できるのか。
✓ 口座情報をどの行政機関の何の給付金の受取のために提供されたか、

マイナポータル上で把握できないのか。

✓ マイナポータルから、登録口座（及びその登録履歴等）を確認することが可能。
✓ 情報提供先の行政機関は本人がマイナポータルから情報提供記録等として本人が確認すること

が可能。
✓ どの給付金の受取に利用されているかはデジタル庁が確認する方法がないことから、給付金の受

給者から各給付主体にお問い合わせいただくことを想定している。

口座確認
✓ 各給付主体でも情報連携により提供される口座情報が本人のもので

あるか否かを確認する必要があるか。
✓ 各給付主体での確認はどのように行えばよいか。

✓ 口座登録の申請時には、本人確認及び口座の実在確認を行う。
✓ 給付主体は申請者の本人確認とともに、提供される口座情報について、現行と同様の審査（本

人から口座情報の提供を受ける場合と同様）を行う必要がある。

情報提供NWS
✓ 口座情報の処理件数について、処理可能件数はどのくらいか。照会件

数の調整は発生するか。

✓ 例年、１月頃に各接続機関に対して次年度の情報照会予定件数の照会を行う。
✓ 仮に、コアシステム上限を超える情報照会を行う予定の機関が発生した場合、１日の照会件数

を行政機関ごとに調整を行うこととなる。
19



QA②

項目 ご質問概要 ご回答

取得した口座情報
の取扱い

✓ 本人が公金受取口座の登録を抹消した場合、情報連携で
取得した公金受取口座情報も消去（廃棄）しなければな
らないか。

✓ 情報提供NWSにより取得した公金受取口座情報は、その後本人が登録を抹消し
たかに関わらず、当該情報照会を行うこととなった給付金等の支給事務の処理に必
要な限り、利用することができる。

✓ 各給付システム等において保有する個人情報については、各行政機関の定める個
人情報取扱規則等に則り、適切に対処いただきたい。

特定個人情報
保護評価
（PIA）

✓ 個人情報保護評価書の公表期限はいつになりますか。

✓ 他のマイナンバーを活用した情報連携と同様、システム利用開始前（情報照会開
始前）までに個人情報保護評価を行い、必要に応じて評価書の公表を行っていた
だきたい。

✓ 個人情報保評価のひな形を示す予定はありますか
✓ 口座情報の取得経路の追加のみであり、給付金ごとに利用しているシステム構成等
が大きく異なるなどの理由から、評価書の改訂例をお示しする予定はない。

データ標準レイアウト

✓ データ標準レイアウト（様式B-089）項番13及び14（ゆ
うちょ銀行の記号番号及び口座番号）は、それぞれデータ
桁数が５桁と８桁で固定とされている。

✓ ゆうちょ口座番号が７桁以下の場合、情報照会で取得した
口座番号はどのように表示されるのか。

✓ 口座番号が７桁以下の場合、右詰めとし、先頭に「０」を付番されたものが提供さ
れる。

✓ 公金受取口座がゆうちょ銀行口座の場合、様式B089の照
会結果は、項目「公的給付支給等口座情報」と項目「公的
給付支給等口座情報（ゆうちょ銀行（記号番号）表
示）」がどちらもセットされたものが取得できると考えてよいか

✓ どちらもセットされたものが取得できる場合、口座への入金を
銀行振込にするか郵便振替にするかは情報照会者が選択
してよいか。

✓ ご理解のとおり。
✓ 公金受取口座がゆうちょ銀行の貯金口座の場合はどちらもセットされるため、口座へ
の入金を銀行振込にするか郵便振替にするかは情報照会者に選択いただきたい。

利用開始
✓ 市町村等が給付主体となっている給付金について、対応可
能な自治体等から順次実施で差し支えないか。

✓ ご理解のとおり。

利用できる
公的給付

✓ 公金受取口座は、どのような公的給付に使えるのか。

✓ 利用対象事務は17・18ページに記載のとおり。
✓ 利用を開始している給付金等一覧は、デジタル庁ウェブサイトにて順次掲載。
公金受取口座登録制度｜デジタル庁 (digital.go.jp)
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QA③

項目 ご質問概要 ご回答

時点照会

✓ どの時点の情報を照会できるのか、
✓ 過去の任意の時点を照会することはできるが、事務に必要な範囲を超えて過去の日
付を指定して実施しない。

✓ 口座登録してから情報提供が可能となるまでの期間はどのくら
いか

✓ マイナポータル経由で公金受取口座を登録してから行政機関への情報提供が可能
になるまで数日から最大１カ月程度かかる場合がある。

✓ 照会結果が返却されるまでどのくらいかかるのか ✓ 原則、即日返却するが、通信の遅延等により、翌日以降となる可能性もある。

取得方法
✓ １件別に取得することとなるのか、複数まとめて自動取得でき
るのか

✓ 手動による１件ずつの取得の場合、情報が必要になったタイミングで中間サーバ接
続端末等から情報を取得する運用となる。

✓ 複数まとめて自動取得をする場合、情報提供ネットワークシステムを利用して口座情
報登録・連携システムから情報を取得できるようにする対応が必要。

⇒「地方公共団体 情報連携中間サーバーシステム・ソフトウェア」操作マニュアル（デ
ジタルPMO掲載済）を参照いただきたい。

取得と利用のタイミ
ング

✓ 一度取得した口座情報を一定期間利用してもよいか

✓ 毎回最新情報を取得した上で給付事務を実施していただくことを推奨します。
✓ 一方、一定期間ごとに口座情報を取得し、その期間内に複数回の口座情報を取得
する必要がある場合には、前回取得済みの口座情報を利用して給付事務を行うこ
とも可能だが、古い口座に振込を実施するリスクもあるため、給付事務の内容に応じ
てご検討いただきたい。

✓ 預貯金者等の口座情報が変更された場合、それまでに口座
情報を取得した機関等に変更の通知が行われるのか

✓ デジタル庁から既に口座情報を取得した機関等に変更の通知は行われることはない
ため、機関側から再度取得いただく必要がある。
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