
マイナポータル新デザインイメージ

いつでもどこでも、暮らしをより良く。
わたしの暮らしと行政との入り口

マイナンバーカードをキーにした、わたしの暮らしと行政との入り口。
わたしが必要な様々な情報をいつでもどこでも取得でき、
暮らしをより良くする色々なサービスを利用できる場所。

内閣府大臣官房番号制度担当室

12月25日～１月15日 アイデアボックスで意見募集



マイナポータルの役割／新デザインの主なポイント

行政機関等にある自分の情報を
いつでもどこでも、簡単に

暮らしを便利に、より良くする
情報・サービスを得られる

行政機関等が保有する自分の情報を、いつでも
どこでもわかりやすく、簡単に取得できるよう
にします。

暮らしの中で自分が享受できる有益な情報を、
自分が欲しい時にわかりやすく利用できるよ
うにし、次の行動へとスムーズにつなげます。

行政機関等へのオンライン申請の手続について、
過去に入力した情報は再入力する必要がないなど、
簡単にできるようにします。

行政機関等への手続を
いつでもオンラインで簡単に
できるプラットフォーム
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新デザインのコンセプト／改善点

目的があって来る人を迷わせない
わかりやすい導線設計とします。

一貫性のあるデザイン、整理され
た適切な情報量で見つけやすくし
ます。

利用法を考えさせない直感的に操
作できる、多くの方に見やすいデ
ザインにします。

一貫性・情報の整理・直感的

生活シーンや生活カテゴリなど
暮らしの中での利用を想定した
設計とします。

暮らしを感じる写真やイラスト
を取り入れます。

多くの方に受け入れられやすい
よう、よくできた公共施設の佇
まいとサービスを目指します。

目的を持って訪れた利用者に、他
の利用法や、便利さへの気づきを
提供し、知らなかった情報を提案
します。

継続して機能やデザインを改善し、
これから広がる可能性を感じてい
ただけるよう、提案していきます。

暮らしを感じるデザイン 気づき・提案・広がり

暮らしに近く迷わせない
考えさせない

気づき・広がり
を与える
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いつでも簡単に手続ができるようにします
ログインしてからオンライン申請を利用する場合、行政機関等にある自分の情報や
申請履歴を活用して、過去に入力した情報は再入力する必要がないなど、簡単に申
請できるようにします。

子育てのサービスって
何があるんだろう？

4※画面は検討中のイメージです

1. 



申請 変更の有無を確認 電子署名 完了

入力フローを最適化して、入力ステップを削減します
入力する項目を直列で配置するのではなく、
分岐を設定して、入力ステップを大幅に削減します。

タスク タスク タスク

分
岐タスク

タスク

タスク

現状

改善

字数を削減、分かりやすくすることで、
画面ごとの入力時間も削減される想定です。

入力ステップの削減イメージ

完了までの完了率、
ステップ数を表示

分岐を設定して入力ステップを削減します

※自治体からのはがきで前年の申請
内容と変更がないことを確認

令和３年６月予定

※ログイン時にマイナンバーカードの券面情報を読取るとともに、
利用登録時の連絡先情報を利用する方法などを検討します。

※画面は検討中のイメージです 5



申請 変更の有無を確認 電子署名 完了

行政機関等にある自分の情報や申請履歴を用いて、再入力をなくします
行政機関等にある情報があらかじめ入力されていることで、
入力の間違いや手間がなくなり、入力画面もさらに減ります。

令和３年秋以降※

行政機関等にある利用者の情報をあらかじめ
入力するための実装方法について自治体関係
者等の意見も聞いて検討していきます。

※自治体のシステムとの連携が必要になるため、令和

３年秋以降、順次利用できるようになる想定です。

※画面は検討中のイメージです 6



おすすめの手続き、便利なサービスなどについて、わかりやすい表示と
導線とすることで、見つけやすくします。

おすすめの情報・サービスを見つけやすくします

おすすめの情報を
ピックアップ表示
します

利用者にとって便利な
サービスをわかりやす
く表示します

お探しの情報が見つか
るよう、サポート情報
を表示します
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どんなサービスが
あるのかな？

手続きをカテゴリ
毎に見やすくまと
めます

※画面は検討中のイメージです

2. 



マイナポータルを知らない方にも、説明ページを設ける
など機能をわかりやすく、利用しやすいようにします。

どんな機能があるかわかりやすくします

できることをわかりやすく伝える
ことで、利用しやすくします。

申込みの多い項目は、ショートカットを用意。内容
をイメージしやすくし、クイックに誘導します。

ショートカットからクイックに誘導

選択するとそのまま確認画面、
完了画面へとすすみます

令和３年６月予定

8※画面は検討中のイメージです



3. オンラインで申請する

音声読みあげにも対応できるよう、メニューを対話型で表示する方法から実装します。

1. あなたへのお知らせを見る

2. あなたの情報を見る

3. オンラインで申請する

4. その他の機能を利用する

1. 税

3. 子育て

5. 福祉・介護

7. 世帯・住まい

2. 年金

4. 健康・医療

6. 雇用・労働

8. 防災・被災

3.子育て

こんにちは！マイナポータルで
したいことを選択してください。

あなたがオンライン申請したい
サービスを選択してください。

令和３年６月以降※

チャットでの
お問い合わせ

対話型の案内機能を実装します

何かお手伝いいたしますか？

児童手当の変更の手続をしたい。

どの地域で手続きをいたしますか？

○○県××市

申請される手続きはこちらの手続きで
よろしいでしょうか？
○○県××市 児童手当の変更手続

はい

音声読みあげ
にも対応

OS標準機能にある音声読みあげ機能を使う際に、
的確に音声案内できるよう、利用者の意見を聞き
ながら、ページの構成を分かりやすくする、注意
書きを減らすなどの対応もしていきます。

音声読みあげと音声入力の方法については、
どのようにすれば的確で便利な案内となるか、
視覚障がい者の意見も聞きながら、実装方法
について検討していきます。

音声読みあげと音声入力の例
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※６月から一部実装し、利用者の意見を

聞きながら改善していきます。



※画面は検討中のイメージです

ログイン後は、自分への通知などを見やすくまとめることで、次の行動へと
スムーズにつなげます。

自分への情報を見やすくし、次の行動へとつなげます

結果

新着情報をまとめて表示し、選択した
項目から直接に結果を表示します。

閲覧した項目の最新情報を再取得
する場合も簡単にできます。
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去年の所得はいくら
だったのだろう？

ログイン後

3. 



ログイン前 ログイン後ログイン

利用できるサービスを分かりやすく

ログイン前の画面では、ログイン
すると利用できるサービスを分か
りやすく説明します

マイナポータルアプリ（マイナ
ポータルAP）を起動させると、
上の画面が表示されます

新着の通知はマイナポータルア
プリ（マイナポータルAP）に
バッジでもお知らせできます

ログイン後は新着情報を見やすく
令和３年６月予定

※公的個人認証サービスの利便性向上（スマートフォン搭載）

等に対応した見直しは、令和４年度以降を想定しています。
3
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カラーによるイメージ

黄色・オレンジによって感じるイメージは、
明るい、幸福、あたたかい、家庭的などがあ
り、ポジティブな印象も感じる色合いです。

暮らしと伴にあるマイナポータルとなるよう、
イメージカラーを表現します。

線で描かれたアイコン的なイラストを用いる
ことで、シンプルにわかりやすく案内します。

角のない丸みがあるイラストにより、やわら
かさも表現します。

カラー／イラストデザイン

イラストによるイメージ

明るい・幸福・あたたかい・家庭的 記号的・シンプル・親しみ感
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マイナポータルのデザイン・機能改善 当面のスケジュール（イメージ）

令和３年６月（予定） デザイン・機能改善のリリース（ターム１）
・トップページ、わたしの情報、子育て関係の申請画面の見直し 等

令和２年12月下旬 マイナポータルの新デザインイメージ（ターム１）の公表

令和３年１月中旬まで アイデアボックスで意見募集

令和３年２月～ ターム１のデザイン等の確定、システム実装、追加機能等の検討

令和３年秋頃
デザイン・機能改善のリリース（ターム２）
・薬剤情報の閲覧の開始（10月）、利用者の意見を踏まえた改善
・介護、被災者支援等の申請画面の見直し 等

公的個人認証サービスの利便性向上（スマートフォン搭載）等に対応した改修・リリース

利用者からの意見を改善内容に反映

令和４年度～
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現在

モックアップ動画の公表 アイデア、コメント・投票募集
on アイディアボックス

対応の優先度と
スケジュールの公開

改善に向けたプロセスを公開します

• タームごとの主要な機能の見直しについては、モックアップ動画を公表して、アイデアボックスで意見を募ります。
• 投票やコメントの数が多い、利用者視点で優先度が高い意見を抽出し、改修に反映させるものを公開します。
• 制度的な対応や難易度が高く、実装に時間を要するものは、次以降のタームでの対応とさせていただきます。

マイナポータルのデザイン・機能改善に向けて、アイデアボックスで意見を募ります。
改善に向けたプロセスを公開します。

ターム 1

1 2 3

あなたの声をマイナポータルの改善に反映します

ターム２

令和３年６月
リリース

令和３年秋頃
リリース

ターム３

令和４年度
リリース

タームのタイミングを待つことなく
小規模改修で可能な改善は継続的に実装
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こちらから説明動画とデザインイメージをご確認いただけます
アイデアボックス特設ページ

マイナポータルの新しいデザイン・機能に関するご意見を募集します（12月25日～1月15日）

https://ideabox.cio.go.jp/ja/news/2020/0024/

説明動画 デザインイメージ

https://youtube.com/wa
tch?v=oidp92hbrgQ

A.いつでも簡単に手続が
できるようにします

B.おすすめの情報・サー
ビスを見つけやすくし
ます

C.自分への情報を見つけ
やすくし、次の行動へ
とつなげます

https://youtube.com/wat
ch?v=c3QcNLhuU_0

https://youtube.com/wa
tch?v=zUIQirriJ5A

https://myna.go.jp/mock/
a_00.html

https://myna.go.jp/mock/
b_00.html

https://myna.go.jp/mock
/c_00.html
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