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１．はじめに 

 

（１） はじめに 

 

本登録要領は、滋賀県が実施する予定のキャッシュレス決済推進事業を活用するキ

ャッシュレス決済事業者に向けて、事業内容等の概要やキャッシュレス決済事業者の

登録に関する要件等を記載したものである。 

なお本登録要領は、令和２年度補正予算（その２）の成立を前提としたものであり、

予算成立後に登録されたキャッシュレス決済事業者を公表するとともに、補助金の交

付手続等を定める交付要綱を策定、公表する予定である。 

 

（２） 用語の定義 

 

（ⅰ）キャッシュレス決済事業者 

本登録要領において、以下のいずれかに該当する事業者を「キャッシュレス決済事業

者」という。 

（ア） 資金決済に関する法律第 2 条第 1 項に定める前払式支払手段発行者または同条

第 3項に定める資金移動業者（〇〇ペイなど） 

（イ） 資金決済に関する法律第 2 条第 17 項に定める銀行等であって、為替取引に必

要な免許を受けた事業者 

（ウ） 割賦販売法に基づき包括信用購入あっせん業者の登録を受けた事業者（クレジ

ットカード会社など）または同法第 35条の 17の 5第 1項第 5号ニに定めるク

レジットカード番号等取扱契約締結事業者（販売業者に対して、クレジットカ

ード番号等を取扱うことを認める契約（加盟店契約）を締結することを業とす

る事業者） 

（エ） （ア）から（ウ）までに掲げる事業者のほか、日本に居住する消費者に対する

キャッシュレス決済サービスおよびこれに付随したマイナポイント付与を行う

ことが可能な事業者 

 

（ⅱ）キャッシュレス決済サービス 

電子マネー、ＱＲコード決済等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サ

ービスを「キャッシュレス決済サービス」という。 

 

（ⅲ）マイナポイント 

マイナンバーカードを取得し、マイキーＩＤを設定して政府のマイナポイント事業

に参画した者が、キャッシュレス決済サービスに一定金額を前払等した場合に政府が
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実施するマイナポイント事業により付与される当該キャッシュレスサービスで利用可

能なポイントを「マイナポイント」という。 

 

（ⅳ）マイナポイントの申込 

マイナンバーカードを取得し、マイキーＩＤを設定した者が、自ら政府のマイナポイ

ント事業で利用するキャッシュレス決済サービスのうち一つを選択することをいう。 

  



3 

 

２．事業全体概要 

 

（１） 事業目的 

 

滋賀県キャッシュレス決済推進事業は、新型コロナウィルス感染症の影響により落ち込

んだ県内消費の拡大につなげるため、政府のマイナポイント事業※（マイナポイント事業の

キャッシュレス決済事業者登録要領に基づき、補助金事務局に登録されたキャッシュレス

決済事業者）と連携し、積極的に県域内の店舗においてキャッシュレスによる決済を促すた

めの補助制度を創設するものである。 

 

※マイナポイント事業とは、マイナンバーカードを取得し、マイキーＩＤを設定してマイナ

ポイントを申し込んだ者が、キャッシュレス決済サービスに一定金額を前払等した場合

に、マイナポイントとして、当該キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を

付与することにより、消費税率引き上げに伴う需要平準化策として消費の活性化を図る

と同時に、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的と

して実施されるものである。 

 

（２） 滋賀県キャッシュレス決済推進事業費補助制度の概要等 

 

（ⅰ）補助制度の概要 

  滋賀県キャッシュレス決済推進事業費補助制度は、マイナポイント事業によるマイナ

ポイントの付与と連動して、キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等をキ

ャッシュレス決済事業者が独自に上乗せ付与する事業に対し、県内の店舗におけるチャ

ージまたは支払いを条件として補助金を交付するものである。 

 

（ⅱ）独自の上乗せによるポイント付与の内容および付与対象期間 

令和２年９月１日（火）から令和３年３月１日（月）※までの間において、マイナポイ

ント事業において、消費者が自ら選択したキャッシュレス決済サービスを用いて、県域内

の店舗で前払または物品等を購入した場合、マイナポイントの付与と連動して、1つのＩ

Ｄに対し、当該キャッシュレス決済サービスで利用可能な最大 1，000円分のポイントを

予算の範囲内で付与する。 

 

※予算の範囲を超えた場合には、付与対象期間を短縮することがある。 

 

（ⅲ）補助対象事業者 

本登録要領に基づき、登録されたキャッシュレス決済事業者を対象とする。 
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（ⅳ）補助対象期間 

① 補助事業開始日 

補助事業の開始日は、滋賀県が補助事業の交付を決定した日（交付決定日）とする。 

 

② 補助事業完了およびポイント付与の精算 

補助事業の完了日は、補助対象事業の検収日とし、令和３年３月上旬から中旬ごろ

までの間において設定する。なお、補助対象経費補助事業によるポイント付与は、

令和３年３月１日（月）に終了するものとし、付与対象期間終了後、令和３年３月

上旬から中旬ごろまでの間において設定する日に、精算払請求により総額の確定を

行うものとする。 

 

（ⅴ）補助率および上限額 

補助率は、10/10以内とする。 

上限額は、１マイキーＩＤあたり 1，000円相当に失効率を乗じた値とする。  

 

（ⅵ）補助金の算定方法 

独自の上乗せポイント付与による補助金額の算定については、キャッシュレス決済

事業者単位で算出した「ポイントの発行数」および「ポイントの失効率」を基に算定す

ることとし、具体的には、以下の算定式によることとする。 

 

補助金額＝①ポイント単価×②期間中のポイント発行数×（１－③ポイント失効率） 

 

① ポイント単価 

１単位のポイント金額換算価値をポイント単価とする。 

 

② 期間中のポイント発行数 

期間中のポイント発行数は、マイナンバーカードを取得しマイキーＩＤを設定し

た者が、一つのキャッシュレス決済サービスを選択した後、当該キャッシュレス

決済事業者が自らのキャッシュレス決済サービスを選択した者であることを確

認した上で、当該者が本県域内の店舗において前払または物品等を購入した者を

対象者として、当該対象者が行った前払額または決済額に応じて、キャッシュレ

ス決済事業者が発行した総ポイント数とする。 

※「前払額または決済額に応じて」とは、キャッシュレス決済事業者において付

与の対象となる 20，000円以下となる最小単位を任意に設定し、付与対象期間

内の一または複数の前払または決済の合計に対して、5％を下回らない額を付
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与する。 

 

③ ポイント失効率 

ポイント失効率は、「失効率の算定手順書」および「失効率申告書」を用いて算出

することとし、その計算根拠となる「失効率申告書」の提出を求める。 

※失効率の算出にあたっては、過去のキャンペーン等で付与した期間限定ポイン

ト等本事業で付与されるポイントと有効期限が異なるポイントは含まずに算出

すること。 

※失効率の算出にあたっては、そのデータが従前の会計処理等で活用されたもの

であるかどうか、公認会計士の確認を求めることとする。 

※ポイント失効率の算定手順書に基づき算出された失効率とキャッシュレス決

済事業者が会計処理時に用いている失効率に差がある場合、会計処理時の失効率

提出を求める場合がある。 

 

（ⅶ）補助対象経費等 

① 補助対象経費 

キャッシュレス決済事業者が、補助対象期間中の対象となる取引について行う上

乗せポイント（マイナポイント事業および本事業以外のポイント付与を除く）の

付与に対して、上記に掲げる補助金の算定方法により算出された金額を、補助対

象経費とする。 

② 補助対象外となる経費 

以下の経費については、補助対象外とする。 

・不当な取引として滋賀県が別に定めるものに該当する上乗せポイント付与相当

額 

・その他、滋賀県が補助対象外と判断した経費 

③ 他の補助金との重複 

本補助金と国または地方公共団体（滋賀県を除く。）からの補助金（負担金、利子

補給金並びに補助金適正化法第 2条第 4項第 1号に掲げる補助金、および同項第

2号に掲げる資金を含む。）の併用はできないものとする。 
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３．公募の対象となるキャッシュレス決済事業者 

 

（１） 公募の対象となるキャッシュレス決済事業者 

 

滋賀県キャッシュレス決済推進事業においては、マイナポイント事業のキャッシュレス

決済事業者登録要領に基づき、補助金事務局に登録されたキャッシュレス決済事業者と連

携して事業を実施することを想定している。 

このため、事業期間内に積極的に県域内の店舗においてキャッシュレスによる決済を促

すため、以下の（２）に掲げる所定の条件を満たす事業者を、マイナポイント事業の登録キ

ャッシュレス決済事業者の中から公募により選定するものとする。 

 

（２） 公募の対象となるキャッシュレス決済事業者の要件 

 

（ⅰ）マイナポイント事業の登録キャッシュレス決済事業者であること。 

  マイナポイント事業のキャッシュレス決済事業者登録要領に基づき、補助金事務局に

登録されたキャッシュレス決済事業者であること。 

 

（ⅱ）独自の上乗せポイント付与が以下に掲げる所定の条件で実施可能であること。 

① 独自の上乗せポイント付与に係る条件 

独自の上乗せポイントの付与は、原則として、マイナポイントの付与と同様の方法

で実施することができる事業者であること。具体的には、経済対策の趣旨を踏まえ、

ポイント付与の対象となる前払または物品等の購入の日以後で一または複数の前

払または物品等の購入の合計値が付与の対象となる最小単位に達してから 2 ヶ月

以内の範囲でキャッシュレス決済事業者が任意に一定の期間を設定して行うこと

ができる事業者であること。 

② 独自の上乗せポイント付与の対象者に係る条件 

キャッシュレス決済事業者は、マイナンバーカードを取得しマイキーＩＤを設定し

た者が、一つのキャッシュレス決済サービスを選択した後、当該キャッシュレス決

済事業者が自らのキャッシュレス決済サービスを選択した者であることを確認し

た上で、当該者が本県域内の店舗において前払または物品等を購入した者を対象者

として上乗せポイントを付与することができる事業者であること。 

なお、キャッシュレス決済事業者のうち、前払をした者であることを確認した上で

ポイントを付与する事業者については、当該前払をした者が滋賀県内に居住する者

であることを確認することができると滋賀県が認める事業者であること。 

③ 独自の上乗せポイントの条件 

独自の上乗せポイントは、原則としてマイナポイント事業と同じものとし、本事業
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の対象となるキャッシュレス決済サービスと併せてまたは単独で、当該キャッシュ

レス決済サービスが使用できる全ての店舗において幅広く物品等の購入の決済時

に電子的に日本円で換算可能な利用ができるもの、その他これに類するものとして

滋賀県が認めるもの（主に特定商取引の利用に充てられるものを除く。）。 

 

（３） キャッシュレス決済事業者が実施する業務 

 

（ⅰ）独自ポイントの付与に係る報告等 

  独自ポイントを付与するキャッシュレス決済事業者は、滋賀県がキャッシュレス決済

事業者の契約店舗数等に応じて定めるポイント付与実施計画（予算配分計画）に基づき、

対象者に独自ポイントの付与を実施することとし、ポイント付与の実績について１ヶ月

以内の範囲でキャッシュレス決済事業者が任意に一定の期間を設定して報告すること。 

（ⅱ）独自ポイントの付与状況の閲覧性の確保 

 キャッシュレス決済事業者は、独自ポイントの付与状況等について、対象者への通知、

対象者が閲覧できる履歴の表示、対象者からの個別の問い合わせへの対応等のうち少な

くとも一つの方法により、対象者に独自ポイントの利用状況を説明できる体制を整える

こと。 

（ⅲ）情報の公表への同意 

 対象者に対して提供するキャッシュレス決済サービス、独自ポイントの付与方法、付与

のタイミング等の情報を他のキャッシュレス決済事業者の情報とともに公表することに

同意すること。 

（ⅳ）不当な取引を防止するための措置 

 不当な取引を防止するための措置を適切に講じること。また、対象者に帰責する不当な

取引に対して、提供するキャッシュレス決済サービスの使用を停止し、滋賀県またはキャ

ッシュレス決済事業者に損失が生じた際に、損失額に相当する金額を対象者に請求する

ための根拠となる会員規約その他の規定を備えること。 

（ⅴ）本事業の周知・協力等 

 本事業の周知に可能な限り協力し、消費者に対する制度の理解を促進すること。 

（ⅵ）補助金に係る情報の保存 

  本事業において取得した補助金に係る情報について、事業完了後５年間保存すること。 
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４．キャッシュレス決済事業者の登録に係る手続 

 

（１） キャッシュレス決済事業者の公募 

 

滋賀県キャッシュレス決済推進事業においては、マイナポイント事業のキャッシュ

レス決済事業者登録要領に基づき、補助金事務局に登録されたキャッシュレス決済事

業者と連携して事業を実施することを想定している。 

このため、本登録要領に定める全ての要件を満たすマイナポイント事業のキャッシ

ュレス決済事業者の応募を受け付けるものとする。 

 

（２） 応募手続 

 

本登録要領のキャッシュレス決済事業者の応募手続は、しがネット受付サービスに

おいて受け付ける。アドレスは下記のとおりである。 

https://s-kantan.jp/pref-shiga-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8108 

 

（３） 提出書類 

 

以下の提出物をしがネット受付サービスで、各型式でアップロードすること。 

 書類名称 形式 備考 

１ 役員名簿 PDF 
 書類提出時点の、全ての役員を記載（執行役員

を除く）。 

２ 会社概要 

PDF 

または

URL 

 「業種」「資本金」「従業員数」の確認ができる

会社パンフレット等。 

 ホームページ等でも可。 

３ 

キャッシュ

レス決済事

業者の要件

を満たすこ

とを確認で

き る 書 類

（提供する

サービスに

該当するも

のすべて） 

登録済通知

書または登

録証明の写

し 

PDF 

 貸金移動業者 

 銀行等（為替取引に必要な免許を受けた事業者

を除く） 

 包括信用購入あっせん業者 

管轄する財

務（支）局長

宛てに提出

した前払式

支払い手段

の発行届出

書または登

録申請書の

写し 

PDF 
 自家発行者は発行届出書の写し 

 第三者型発行者は登録申請書の写し 
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主管局担当

課より、通

知された登

録済通知書

または主管

局担当課が

発行した登

録証明の写

し 

PDF  クレジット番号等取扱契約締結事業者 

４ 

個人情報保

護のための

情報セキュ

リティ基準

に関する書

類 

個人情報の

保護のため

に、個人情

報の適正な

取り扱いが

されている

ことを示す

第三者認証

の認定書 

PDF 

 申告した第三者認証を受けたことを示す証明書

の写しをすべて添付すること。 

例：JIS Q 15001, ISO/IEC 27001 

個人情報の

許可のない

利用を防止

するための

体制、イン

フラが整備

されている

ことを示す

第三者認証

の認定書 

PDF 

 申告した第三者認証を受けたことを示す証明書

の写しをすべて添付すること。 

例：PCI DSS 

５ 

キャッシュレス決済サー

ビス及び付与するポイン

ト等の概要が確認できる

書類 

PDF 

または

URL 

 キャッシュレス決済サービス及び付与するポイ

ント等の双方の書類を提出。 

 複数のキャッシュレス決済サービスを提供する

場合には、登録するサービス毎に添付すること。 

 ホームページ等でも可。 

６ 

キャッシュレス決済サー

ビス及び付与するポイン

トの利用規約・約款（ひな

形でも可） 

PDF 

または

URL 

 キャッシュレス決済サービス及び付与するポイ

ント等の双方の書類を提出。 

 複数のキャッシュレス決済サービスを提供する

場合には、登録するサービス毎に添付すること。 

 ホームページ等でも可。 

７ 

本要領３（２）の各要件を
満たす方法を説明する書
類 

PDF 
 複数のキャッシュレス決済サービスを提供する

場合には、登録するサービス毎に添付すること。 
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（４） 提出書類の受付期間 

 

令和２年７月６日（月）10:30～令和２年７月 15日（水）12:00 

 

（５） キャッシュレス決済事業者の登録および公表 

 

 滋賀県は本要領で定めた条件を満たすと認められる事業者に対して、本事業におけ

る登録を行う。また、登録に際して、各キャッシュレス決済サービス事業者と、必要に

応じて面談を行う場合がある。 

 本事業における登録が完了したキャッシュレス決済事業者に対して、滋賀県は登録

の完了を通知するとともに、結果を滋賀県ホームページにて公表する。 
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５．その他 

 

 本募集要領は公表した時点の情報であり、補助金交付要綱を制定した際に内容を変更す

る場合がある。 
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