
 市民課　  86-7810

年末年始を除く毎日　6：30 ～ 23：00 まで

※コンビニによって画面の表示が異なります。

※電子証明書（コンビニ交付）の更新について
マイナンバーカードの電子証明書には有効期限があ
ります。更新は有効期限の 3 カ月前から可能です。

マイナンバーカードの申請 マイナポータル
交付手数料がお得

仕事帰りでも利用できます

使い方

コンビニ交付

デジタルを
活用しよう！

〇住民票の写し（本人・同一世帯の人）
〇印鑑登録証明書（本人のみ）
〇戸籍の謄抄本（本人 ･ 同一戸籍に記載されている人）
〇戸籍の附票の写し（本人 ･ 同一戸籍の附票に記載されている人）
〇所得課税証明書【最新年度】（本人のみ）
〇納税証明書（市県民税 ･ 固定資産税）【最新年度】（本人のみ）

①インターネット・窓口・郵送で申請する
　（窓口はその場で申請用の写真撮影ができます）

　マイナンバーカードを持っている人ならコンビニエ
ンスストアやイオンで各種証明書が発行できます。休
日にも発行できて、全国どこでも最寄りのコンビニエ
ンスストアなどで利用できるのでとても便利！

　急激に技術が進歩し、さまざまなものが機械化しました。多くの家
庭でインターネットが利用でき、買い物やイベントの予約はデジタル
で行える時代です。
　最近ではスマートフォンの普及によって、財布の中身（カードやお
金）も持ち歩く必要がなくなるなど、速いスピードで変化を続けてい
ます。そこで今回は市役所が提供しているデジタル化されたサービス
を紹介し、より多くの人に活用してもらえればと思います。

①マルチコピー機の行政サービス・
　証明書交付サービスボタンをクリック

⑦証明書発行完了 !! マイナンバーカードをお忘れなく

④証明書の種別を選択（住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の謄
抄本、戸籍の附票の写し、各種税証明書）

⑤交付種別・記載事項・部数を選択　

⑥発行内容確認・料金支払い
※料金はマルチコピー機の料金投入口で支払い

③証明書交付市町村の選択

②マイナンバーカードのセット

市民課 橋本 千晴

 発行できる証明書の種類 

市民課 宮木 貢司

住民票の写し、印鑑登録証明書な
どが 150 円。窓口の半額です！

①

③ ④

②市役所からマイナンバーカードの準備ができたと
いう通知が届く

③必要なものを持参し市役所でカードを受け取る

マイナポータルは、マイナ
ンバーカードを活用した、
政府が運営するオンライン
サービスです。行政機関か
らのお知らせを確認できた
りします。
※利用のためにはカード

リーダーや、その代わり
になるスマートフォンな
どが必要です。
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三重県いなべ市（公式）
　日常のイベント情報や観光情
報、災害時には避難情報など、多
岐に渡る情報を発信。市のホーム
ページをすぐに確認できるように
しているため、情報を集めるなら
フォローをおすすめ。

　人々の交流を目的に活用されてきた SNS（ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス）は、現在では情報収集のツールとしても重
宝されています。市ではイベント情報や日常の風景を発信するツー
ルとして SNS を活用しています。

SNS

5G って何だろう？
　最近よく聞く「5G」って何のことでしょう。「G」は

「ジェネレーション（generation）＝世代」のこと。「5G」
とは次世代の通信規格のひとつです。電波は新しいもの
が登場すれば、古いものが消えていきます。
　現在の携帯電話には 3G と 4G（LTE) で動いている
ものがあります。5G が始まっても機械が対応していな
かったら使えません。それどころか 3G が終わると、使
えなくなる携帯電話が出てきます。自分の携帯電話がど
の通信規格に対応しているのか調べておきましょう。

キャッシュレス決済について

メリット

5G の特長

デメリット

　10 月の増税にあわせて話題になった言葉の 1 つが「キャッシュ
レス」。キャッシュ＝現金の意味で、現金を出さない支払いは全て
キャッシュレスと呼びます。クレジットカードを持っている人は、
すでに活用していることになります。

･ ポイント還元やクーポンでお得。
・現金を持ち歩く必要がなくなる。
・支払い記録が残るので家計簿の代わりになる。

･ 高速で大容量
今までの 100 倍の通信速度に。高画質や立体
映像などもスムーズに見られます。

・低遅延
データの遅延（タイムラグ）が少ないため、離
れた場所の機械を操作することが可能。

･ 読み取る機械を導入している店でしか使えない。
・スマートフォンなどの操作に慣れないと使えない。
・端末の電池がなくなると使えない。

・多接続
同時に多くの人がインターネットに接続して
も、通信トラブルになりにくい。

GCI（グリーンクリエイ
ティブいなべ）
　いなべの資源を素材に、都会的
なものに磨きあげて魅力を感じて
もらおうと取り組んでいる「グ
リーンクリエイティブいなべ」。
　複数の SNS を活用して、取り
組みの紹介やイベント情報、にぎ
わいの森の情報などを発信してい
ます。

　自転車に関する情報を発信して
います。サイクルイベントはもち
ろん、食事や休憩ができるサイク
ルラック設置店の紹介やサイクリ
ングで訪れたくなる風景など、自
転車の旅を楽しむための情報が満
載です。

inabe_official（いなべ探し）
　いなべ市の風景や食べ物など身
近で魅力あふれるものを紹介。　

「いなべ探し」の言葉を使って、
フォロワーのみなさんと一緒にい
なべ市の写真を投稿。過去には投
稿いただいた写真を使って写真展
を開催しました。

いなべ山女子フェスタ
　毎年開催される日本のまんなか
♥いなべ山女子フェスタの公式ア
カウント。
　イベントの情報のほかに、登山
やキャンプに関する写真も投稿し
ています。実行委員が魅力を発信
しています。

いなべサイクル通信

LINEFacebook InstagramTwitter
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 広報秘書課　  86-7740

　役所の手続きというと窓口に来て、紙に名前を記入してと
いうイメージがあるかと思います。実は一部の手続きについ
ては市のホームページなどで申請することが可能です。

スマートフォン講習を開催します

電子申請

・図書館の図書貸し出し予約（図書館）
・文化、スポーツ施設などの利用予約（生涯学習課）
・上下水道の使用開始と一時中止届（水道お客様センター）
・地方税申告手続き（市民税課）
・研修、講習、イベントなどの申し込み（各課）
・電子入札（管財課）
・犬の登録申請、死亡届（健康推進課）
・公園（いなべ公園）内行為の許可申請（都市整備課）
・ふるさと納税の申請（財政課）
・後援名義使用申請（広報秘書課・教育委員会）
・火入れに関する許可の申請（農林課）

カタログポケット
　スマートフォンやタブレット、パソコンで紙媒体を見ることがで
きるアプリ「カタログポケット」を導入しました。情報誌 Link な
どの発行物のほか、今後は各種書類も閲覧できるように活用してい
きます。

対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字 ･ 繁体字）、
韓国語、ポルトガル語、タイ語、スペイン語、インド
ネシア語、ベトナム語

読みたい場所を触れると、ページ全体を見ながら文字
サイズを拡大して記事を読むことができます。（ポッ
プアップモード）

①アプリをインストールする
（左の QR を読み込むか、
Google Play･App Store で検索）

②検索から「いなべ市」で検索

②

③

④

③マイコンテンツに追加すると更新され
たときにプッシュ通知が来ます

④対応言語から 10 カ国語が選べます

 電子申請を導入しているサービス  

主な利用状況（平成 30 年度の電子申請の利用率）

カタログポケットを
使ってみよう！！

文字を拡大して見られる

Link は配布日に
最新号が見られます

10 カ国語で表示が可能10 カ国語で表示が可能

iOS

Android

※一部のサービスについては事前に登録が必要なものがあります。

時間を問わず申請
できるので、ぜひ活
用してください。

●日時　12 月 3 日（火）スマートフォンを持っていない人向け
　　　　① 10：00 ～ 11：00　　② 13：00 ～ 14：00
　　　　12 月 4 日（水）スマートフォンを使い始めたばかりの人向け
　　　　③ 10：00 ～ 11：00　　④ 13：00 ～ 14：00
　　　　※全ての講習で会場で用意したらくらくスマートフォンを使用します。　　　
●場所　市役所シビックコア棟第 5 研修室
●対象者　市内に在住・在勤・在学の人
●定員　各回 10 人（先着順）
●申込方法　広報秘書課窓口もしくは電話で予約

情報課 近藤 雅記

図書貸し出し
予約など

35.9％ 25.9％ 4.6％

研修、講習、イベント
などの申し込み

文化・スポーツ施設
などの利用予約

2.1％

後援名義
使用申請

6.9％

水道の使用開始
届けなど

10月から
スタート！

広報秘書課 伊藤 祐輔

音声での
読み上げも対応

 広報秘書課　  86-7740  情報課　  86-7744
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