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平成27年7月 
 

マイナンバー 
     やるべきことは？ 

社会保険労務士 梅谷 友子 

http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html
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やらなくてはならないことは、こちらです。 

 取得 
 

 利用・提供 
 

 保管 
 

 廃棄 

 

必要かつ適切な安全管理措置が 

求められています。 

今までもやってたけど・・・ 

取得～廃棄まで、記録を取ることが義務付けられています。 

一つ一つが厳しくなっています。 

安全管理措置を取っていることを明確化
⇒文章化しましょう。 
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なぜ、安全管理措置？ 

 この番号で、いろんなことがわかるからです。 
（マイナポータル） 
 

  ・納税記録 

  ・年金納付記録 

  ・医療費 

  ・預貯金、資産？ 

 

           →番号だけでなく、身分証やパスワードも必要。 
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罰則規定 （一部抜粋） 

主体  行為 法定刑  

 
個人番号利用事 
務、個人番号関 
係事務などに従 
事する者や従事 
していた者  

① 正当な理由なく、業務で取り扱う
個人の秘密が記録された特定個
人情報ファイルを提供  

４年以下の懲役 または200万 
円以下の罰金（併科されること 
もある）  

② 業務に関して知り得たマイナンバ
ーを自己や第三者の不正な利益
を図る目的で提供し、または盗用 

３年以下の懲役 または150万 
円以下の罰金 （併科されること 
もある） 

 
主体の限定なし  

③ 人を欺き、暴行を加え、または脅
迫することや財物の窃取、施設
への侵入、不正アクセス行為な
どによりマイナンバーを取得 

３年以下の懲役 または150万 
円以下の罰金  

④ 偽りその他不正の手段により通知
カード又は個人番号カードの交
付を受けること  

６か月以下の懲役 または50万 
円以下の罰金 

注釈： ①～④は、行為者の他法人も罰金刑が科せられる 
①～③は、国外においても適用される 
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「情報提供ネットワークシステム」 

出典：内閣官房HP「事業者の方向け広報資料『民間事業者の対応』」 
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マイナンバー制度に対する国民の懸念と国の保護措置 

  ①個人情報の外部漏えい  

  ②個人番号の不正利用による被害  

  ③国家による一元管理 

①個人情報を分散管理 
②個人番号を直接用いない情報連携 
③アクセス制御によるヒトの制限と管理 
④暗号化による通信 

①法律の規定以外の個人番号を含む個人情報の収集・保管の禁止 
②特定個人情報保護委員会による監視・監督 
③特定個人情報保護評価の実施 
④罰則の強化 
⑤マイナポータルによる情報提供等記録の確認 

制度面における保護措置 

システム面における保護措置 

国民の 
懸念 
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安全管理措置について 

内閣府ＨＰより 
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安全管理措置について 

 「基本方針」の策定（重要）     
  事業者の名称、関係法令・ガイドライン等の遵守、安全管理措置に関
する事項、質問及び苦情処理の窓口 等 
 

 取扱規程等の策定（義務） 
  取得から廃棄までの各段階における、取扱方法、責任者・事務取扱
担当者及びその任務、安全管理措置と委託管理等を盛り込む 

  ○特定個人情報の取扱いを明確化する 

  ○担当者が変更となる場合、確実な引継ぎを行い責任者が確認する 
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 組織体制の整備 
  【中小】責任者と事務取扱い担当者を区分することが望ましい 

 取扱規程等に基づく運用 
  【中小】特定個人情報等の取扱状況の分かる記録を保存する 

 取扱状況を確認する手段の整備 
  【中小】特定個人情報等の取扱状況の分かる記録を保存する 

 情報漏えい等事案に対応する体制の整備 
  【中小】情報漏えい等の事案の発生に備え、従業者から責任ある立場の者に対
する報告連絡体制等をあらかじめ確認しておく 

 取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し 
  【中小】責任ある立場の者が、特定個人情報等の取扱状況について、定期的に点
検を行う 

       ※【中小】は、中小規模事業者（100人以下）における対応方法 

安全管理措置について 「組織的」 
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 事務取扱担当者の監督 

  特定個人情報等が取扱規程等に基づき適正に取り扱われ
る様、事務取扱担当者に対して必要かつ適正な監督を行う 

 事務取扱担当者の教育 

  事務取扱担当者に、特定個人情報等の適正な取扱いを周
知徹底するとともに適切な教育を行う 

  ＊ 特定個人情報等の取扱いに関する留意事項等について、従業者に 

    定期的な研修等を行う 

  ＊ 特定個人情報等についての秘密保持に関する事項を就業規則等に 

    盛り込むことが考えられる 

安全管理措置について 「人的」 
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 特定個人情報等を取り扱う区域の管理 
  ＊入退室管理及び管理区域へ持込む機器等の制限等 

  ＊壁又は間仕切り等の設置及び座席配置の工夫等 

 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 
  ＊特定個人情報を取り扱う機器、電子媒体又は書類等を、施錠できる 

   キャビネット・書庫等に保管する 

  ＊特定個人情報ファイルを取り扱う情報システム機器（PC）をセキュリティ 

   ワイヤー等により固定する 

 電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止 
  【中小】特定個人情報等が記録された電子媒体・書籍等を持ち出す場合は、パス
ワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、安全な方策を講ずる 

 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄 
  【中小】特定個人情報等を削除・廃棄したことを、責任ある立場の者が確認する 

安全管理措置について 「物理的」 
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 アクセス制御 
  【中小】特定個人情報等を取扱う機器を特定し、機器に標準装備されているユー
ザーアカウント制御により、情報システムを取扱う事務取扱担当者を限定するこ
とが望ましい 

 アクセス者の識別と認証 
  ＊識別方法としては、ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等が考えられる 

  【中小】上記アクセス制御と同様の対応 

 外部からの不正アクセス等の防止  
  ＊情報システムと外部ネットワークとの接続箇所にファイアウォール等を設置 

  ＊情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウエア等を導入 

 情報漏えい等の防止 
  ＊外部通信経路における情報漏えい防止策として、通信経路の暗号化 

  ＊情報システム内の個人情報等の漏えい防止策として、データの暗号化又はパ
スワードによる保護等 

安全管理措置について 「技術的」 
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必要かつ適切な安全管理措置の元、  さあ、やるぞ！ 

 取得 
 

 利用・提供 
 

 保管 
 

 廃棄 

 

この４つを行います。 

 

 とはいえ、平成２７年１０月から 

マイナンバーは配布されます。 

とにかく、できることから始めましょう！ 
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マイナンバー導入のスケジュール 

•  

マイナンバー導入スケジュール 

2015年 

10月～ 
市区町村がマイナンバーを通知（通知カード＋申請書＋返信用封筒） 

2016年～ 

「個人番号カード」の申請（申請書＋顔写真）→発行 

行政が税、社会保障、災害の３分野で個人情報を管理 

企業が源泉徴収票に記載し国などに提出 
雇用保険被保険者資格取得・喪失届に個人番号を記載 

2017年～ 

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得・喪失届に個人番号を記載 

行政手続きで住民票などの添付書類不要に 

ネットで税金や年金の記録を閲覧（マイナポータル） 
納税や保険料納付も【予定】 

引っ越し手続きの一元化 

2018年～ 

預金口座にマイナンバーを任意で登録【予定】 

健康保険証、運転免許証、金融、カルテなど医療情報への利用【検討】 
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 事前の周知（教育）を行いましょう。 

  ・マイナンバー制度一般についての教育 

  ・住民票届け出住所の確認と確実な「通知カード」の受領 

  ・社内LANやポスターなどで周知   

個人番号の取得（事前準備） 

◇「社会保障」「税」「災害対策」で使用する。 

◇住民票の住所に、簡易書留で世帯主に家族分まとめて 

 届く。 

◇本人確認のため、住民票（通知カード）の住所と会社に 

 届け出ている住所を一致させる。 

◇１０月に配布される通知カードは、絶対になくさないこと。 
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おまけ： 個人番号カード 
（H27年10月以降申請、H28年1月以降取得可） 

個人番号カードの構成 
 

【表 面】 
氏名、住所、生年月日、性別、有
効期間、セキュリティコード、顔
写真、サインパネル領域（住所変
更などがあった場合に利用） 
 
【裏 面】 
マイナンバー等が記載され、ICチ
ップが搭載 

＊番号は生涯不変であるが、犯罪等不正に 

 使われる恐れがあれば変更できる 

＊有効期間は、20歳未満5年、20歳以上10年 

＊氏名、住所などの変更は２週間以内に市区 

 町村窓口に届出が必要 

http://mainichi.jp/graph/2015/05/05/20150505ddm010010004000c/002.html
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おまけ： 法人にもマイナンバー、あります。 

  

 
  

個人番号 法人番号 

制度の名称 社会保障・税番号制度 

番号の構成 
12桁（住民票コードを変
換） 

13桁 

付番対象と 
付番する機関 

市町村の住民（個人） 
市町村長 

国の機関・法人・団体 
国税庁長官 

摘要時期 2015年10月から通知開始、2016年１月から利用開始 

身分証明書 
（カード等） 

個人番号カード なし 

利用範囲 
社会保障・税・災害対策に
限定 

限定なし 

民間利用 
法の規定によるもの以外は
利用禁止 

自由に利用できる 
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個人番号の取得 

 番号の収集方法 

   
  ・（任意の書式）「番号提供依頼書」による収集 

             

  ・扶養控除等（異動）申告書による収集 
 

 本人確認が必要 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

◇パートもアルバイトも、給与を払う人全員から個人番号を
もらい、本人確認を取る必要があります。 

◇番号提供について、就業規則への記載も。（採用時の提
出書類、提供協力への服務規律等） 
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 本人確認について 

    ・通知カード or 住民票＋免許証 or パスポート等 

  ・個人番号カード（平成28年1月以降） 

  ・委任状による配偶者（第３号被保険者）の個人番号     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

出典：内閣官房HP「事業者の方向け広報資料『民間事業者の対応』」 

個人番号の取得 
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個人番号の利用・提供 

 利用・・・書類作成 
提供・・・届出 
 
定められたこと以外に利用・提供してはいけません。 
 

◇番号を記載する必要のある書類を確認しておきましょう。 

◇誰またはどの部署が、番号を取り扱うのか確認しておき
ましょう。（もちろん責任者も） 
◇届出の方法も見直す必要があるかもしれません。 

◇書類作成をする場所も限定する必要があります。 

◇不適切な使用に対する懲戒も検討している場合は、就業
規則も改定。 
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 役員・従業員に係わる個人番号関係事務 
  ・給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務 (H28.1) 

  ・雇用保険届出事務 (H28.1) 

  ・健康保険・厚生年金保険届出事務 (H29.1) 
 

 社外の個人に係わる個人番号関係事務 
  ・報酬・料金等の支払徴収書作成事務 

  ・配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書作成事務 

  ・不動産の使用料等の支払調書作成事務 

  ・不動産の譲受けの対価の支払調書作成事務 
 

※ 関係書類の新様式は、国税庁、厚労省のHPなどで確認 

 できます。 

番号を記載する関係書類の一例 
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個人番号の保管 

 必要がある場合のみ、保管が許されています。 

 

 鍵付きキャビネット 
不特定多数の目に触れないように。 
 

◇流用はできません。限定された目的のみ。転籍先等へ回
すことはできません。 

◇とにかく厳密に！誰でもみれます、は絶対にダメ。 

◇書類作成する場所も含め、厳密さが必要です。  
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個人番号の廃棄 

 なんとなくとっておく、は許されません 

 

 法定保存期間が過ぎたら、廃棄すること 
 
 

◇各書類の保存期間を確認しておきましょう。 

◇廃棄は、再現不可能なように。 

シュレッダーであれば、少なくともクロスカッターであること。 

◇年度末にまとめて廃棄、という程度の遅れは許容されて
います。 
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委託先の管理 

番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等
の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければ
ならない 

 個人番号取扱委託先 
 ・関係書類作成を依頼する社会保険労務士や税理士の適切な選定 

  具体的な確認事項 

   ①委託先の設備 

   ②技術水準 

   ③従業者に対する監督・教育の状況 

   ④その他委託先の経営環境等 

   ＊「従業者」とは、事業者の指揮監督を受けて事業者の業務に従事して 

  いる者。具体的には、従業員の他、取締役、監査役、理事、監事、派 

  遣社員等を含む 
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 委託契約書の整備 
 ・委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約を締結する 

  主な契約内容 

    
①秘密保持契約 
②事業所内からの特定個人情報しの持出の禁止 
③特定個人情報の目的外利用の禁止 
④再委託における条件 
⑤漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任 
⑥委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄 
⑦従業者に対する監督・教育 
⑧契約内容の遵守状況について報告を求める規程 
⑨特定個人情報を取扱う従業者の明確化 
⑩委託者が委託先に対して実地の調査を行うことができる規程 

＊委託者・委託先間の合意内容を客観的に明確化できる手段であれば、 
 書式の類型を問わない（誓約書、合意書の作成でも可） 

委託先の管理 
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 再委託先・再々委託先の監督 
 ・委託者の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができる 

 ・委託先だけでなく、再委託先、再々委託先の監督責任も負う 

 ⇒委託契約の内容に、再委託する場合の取扱いを定め、再委託を行う 

  場合の条件、再委託した場合の委託者に対する通知義務を盛り込む 

  ことが望ましい 

 

 ※システム会社は委託先に該当するか？ 

  ・個人番号の収集・本人確認、保管、廃棄・削除作業もする場合は、 

    委託となる 

 

委託先の管理 
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情報漏洩対策 

情報漏洩のケース 

 紛 失 持出し 操作ミス ウィルス感染 不正アクセス 

情報漏洩させないための対策 

  基本方針・取扱規程策定    従業員教育     内 部 監 査   

チェックポイント 

 

 

 

 

 

    ≪運用≫ 
利用状況の記録 

書類・電子媒体の持出記録 

削除・廃棄の記録 

定期的な従業員教育 

定期的な監査  

    ≪物理的≫ 
入退室ルール 

PC等盗難防止（施錠） 
電子媒体のパスワード設定 

電子情報の暗号化 

 

   ≪ネットワーク≫ 
PCセキュリティ（ウィルス）ソフト
の更新 

ネットワークの保護対策 

情報の外部保存（クラウド） 
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 特定個人情報の適正な取扱に関するガイドライン（事業者編）  

     URL: http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf  

 マイナンバー 社会保障・税番号制度（内閣官房）  

      URL: http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/  

 事業者の方向け広報資料「民間事業者の対応」 （内閣官房） 
   URL : 

      html#busias.gness 

 社会保障・税番号制度の導入に向けて（社会保障分野） 厚生労働省 
URL: http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-     

Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf 

 国税の番号制度に関する情報 国税庁 

      URL: http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jyoho.htm  

 

参考資料 

マイナンバーのコールセンター 

 ０５７０－２０－０１７８ 
平日9：00～17：00(土日祝・年末年始を除く） 

http://www.co.jp/jp/seisaku/bangoseido/kouhousiryoshu. 

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jyoho.htm
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ご清聴有難う御座いました。 
 

平成27年7月 

『マイナンバー これをやっておこう！』 
梅谷社会保険労務士事務所 


