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2015.10 

第２０６回 月例研究会 （２０１５年９月１５日開催） 

会員番号 0056 藤野明夫 

【講演テーマ】 「マイナンバーがもたらす社会の大変革 －制度施行直前チェックを含めて－」 

講師：一般財団法人 日本情報経済社会推進協会（JIPDEC） 

常務理事・電子情報利活用研究部 部長 坂下 哲也 氏 

日時： 2015年 9月 15日（火曜日）18:30～20:30 

場所：機械振興会館 地下 2階ホール 

【講演骨子】  

いよいよ 2016 年１月から「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成

25年法律第 27号；以下「番号法」）が施行され、個人番号（以下、「マイナンバー」）・法人番号の利用が開始される。

一方で、7 月時点での JIPDEC のセミナーアンケートでは、準備を進めている事業者は 30%程度しかおらず、周知が

足りない状況である。マイナンバーは、国内に住民票を有する全ての国民に付番され、一生変わらないものであるこ

とから、その管理には十分な注意が必要である。 

一方で、全ての国民にユニークな識別子が付与されることによって、オンライン上での本人確認や、添付書類の

削減などが期待されており、その利活用についての検討も活発に議論されている。 

本講演では、マイナンバーを取り扱う事業者が留意するポイントの解説、現在検討されている利活用ソリューショ

ンの紹介と、それによる社会インフラの変化について解説する。また、IT が進展することによって、様々なデータを利

用するにあたり、事業者が対応すべきポイントについて解説する。 

 

【講演概要】 

はじめに 

本日は、以下の三点についてお話しする。一点目は、法人番号を含むマイナンバー制度の概要と事業者が気を付

けるべきポイント、二点目はマイナンバーの利用について、最後にマイナンバー、マイナンバーカード及びマイナポー

タルの活用による産業構造の変化に向けた取り組みについてご紹介する。 

〔報告者注：以下、参照の便宜のために、参照すべき資料の URLは本文の当該説明部分に記載した。〕 

Ⅰ．マイナンバーについて 

法人番号を含む制度の概要と事業者が行わなければならないこと等についてご説明する。 

１． 制度の概要 

マイナンバー制度の概要について説明する。 

１）番号法とは 

 ２０１３年に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成 25 年法律第 27

号、以下「番号法」）が成立した。従来の個人情報保護法の特別法としての位置づけである。現行の個人情報保護法

にある常時 5000 件以上の個人情報を取り扱うという枠はない。番号法は個人情報保護法の特別法であるから、とくに

定めがないものは個人情報保護法の規定がそのまま適用される。したがって、マイナンバーの管理については個人情

報保護法の安全管理規定に適応しなくてはならない。 

なお、2015 年 9 月 3 日に成立した改正法により、番号法と同時に個人情報保護法も改正され、現行の個人情報保

護法の「個人情報取扱事業者」の定義にある常時 5000件以上の個人情報を取り扱う事業者という枠が撤廃された。 

番号法の最も大きな特長は、利用目的を法のなかで限定していることである。現時点では、マイナンバーは社会保

障と税、災害対策以外の目的で取得してはいけない。一意性が担保されるからといって、社員番号などに利用しては

いけない。マイナンバー占いなどはあり得ない。 
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個人情報保護法とのもう一つの大きな相違点は、目的外利用等に対する直罰（最高 4年以下の懲役・200万円以下

の罰金（併科あり）、さらに違反者が属する法人も罰せられることがある（両罰））が規定されていることである。 

個人に対する発番（市区町村が通知）と併せて法人番号も発番（国税庁が通知）され、平成 28年 1月以降の申告書

等で使用される。マイナンバーと異なり利用目的は限定されず、社内の取引先の管理コードなどに利用できる。また、

国税庁の「法人番号公表サイト」に公開される。 

２）個人番号利用事務と個人番号関係事務 

個人番号を取り扱う事務は番号法により「個人番号利用事務」と「個人番号関係事務」に区分される（表１．参照）。事

業者は個人情報関係事務の実施者となり「個人情報関係事務実施者」と呼ばれる。個人情報関係事務とは、国の行政

機関等が行う個人番号利用事務の処理に関し、他人の個人番号を記載した書面の提出等を行う事務のことである。 

表１．個人番号利用事務と個人番号関係事務 

種類 定義 事例 

個人番号利用事務 

・その事務処理に個人番号を利用する

もののうち、番号法（番号法別表１）、

及び自治体の条例で定められるもの 

・その実施を行う者を「個人番号利用事

務実施者」という。 

・市町村で予防接種を実施する。（予防法第 5条は番

号法別表１で規定） 

→予防接種の委託をうけた医療法人は、個人番

号利用事務を行う。（医療法人は、個人番号

利用事務実施者となる。） 

個人番号関係事務 

 

・国の行政機関等が行う個人番号利用

事務の処理に関して、法律・条令の規

定に基づき他人の個人番号を記載し

た書面の提出等を行う事務 

・その実施を行う者を「個人番号関係事

務実施者」という。 

・従業員への所得税の課税には、所得税法の規定

により源泉徴収が実施される。 

→源泉徴収義務者となる当該事業者（事業主）

は、個人番号関係事務を行う個人番号関係事

務実施者となる。 

→その委託を受ける事業者があれば、同様に個

人番号関係事務実施者となる。 

 

３）マイナンバー制度の目指している方向 

第６回マイナンバー等分科会（2014年 11月11日開催）において発表された中間とりまとめには、目指すべき社会像

として、以下が明示されている。 

・誰もがより安全・安心にインターネットを利用できる基盤を持つ社会 

・誰もが必要な時に自身の情報にアクセスし、利活用でき、サービスへの満足度が向上する社会 

・国・地方・民間の様々な手続き・サービスが、シームレスかつ効率的に連携し、広く電子的に完結できる社会 

４）事業者が取得すべき個人番号 

事業者は従業員等の個人番号を税務申告、届出、社会保険関係の書類等に記載する義務を負う。取得の対象者

は、以下の三種である。 

まず、従業員とその扶養家族（パート、アルバイトを含む）である。雇用契約の締結時点で番号の提供を求めることが

できる。短期であっても、源泉徴収票を出すものは全て対象である。 

次に、株主・出資者等に対する配当等の支払調書に番号を記載する義務を負う（ただし、3 年間の猶予期間あり）。

また、持ち株会に従業員等が入会する場合等においても提出する書類等に番号を記載する義務を負う。 

三番目は、取引先（不動産の貸主、外部人材など）に対する報酬、料金、契約及び賞金の支払調書などに番号を記

載する義務を負う。この場合、契約締結時点で番号の提供を求めることができる。 
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なお、受入派遣社員については、派遣会社で税・社会保障の処理を行う場合、番号の取得は不要である。 

５）いつから個人番号を法定調書に記載するのか 

源泉徴収票については、2016年１月 1日以降の支払いに係る給与所得分から記載しなければならない。また、雇用

保険関係は 2016 年の届出から、健康保険関係は 2017 年の届出から記載しなければならない。なお、国民健康保険

組合については、2016 年１月１日から各種届出書等に記載しなければならない。また、既存の従業員・被扶養者分の

個人番号については、2016 年１月以降いずれかの時期に、健康保険組合・ハローワークに報告することとなる予定で

ある。 

各種法定書類の様式については、国税庁が下記URLに公開している「国税分野における社会保障・税番号制度導

入に伴う各種様式の変更点」を、ご確認されたい。 

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf 

 

２． 事業者が行うべき対策等について 

事業者がマイナンバー制度実施に向けて、行わなければならない対策等について説明する。 

なお、事業者が行うべき対策については、特定個人情報保護委員会が下記 URLに公開している「特定個人情報の

適切な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」（以下「ガイドライン」）を、参照されたい。 

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

このガイドラインは、個人情報保護法の規制がかかるため、安全管理措置は「経済産業分野における個人情報保護

ガイドライン」がベースになっている。このガイドライン中で「しなければならない」、「してはならない」は、法律に基づくも

のであるので、事業者は必ず対応しなければならない。また、「望ましい」は、可能な限り対応措置をとることを推奨して

いる。なお、「特定個人情報」とは「マイナンバー＋個人情報」になっているものをいう。 

１）従業員等への周知 

 10 月より簡易書留で通知カード（マイナンバーを本人に通知するカード）が世帯主へ発送される。通知カードは、住

民票を置いている住所へ送付される。送付される簡易書留には、世帯全員分の通知カードが封入されている。事業者

は、個人番号を取得しなくてはならないので従業員等へ「紛失しない」、「誤って捨てない」、「みだりに人に教えない」、

「写メを取って SNSにアップしない」ように周知する必要がある。 

２）規約等の整備 

「ガイドライン」では、特定個人情報の取扱いについて、規約等を整備することを求めている。求められている規定、

様式類は、①特定個人情報の保護方針を示す書類、②特定個人情報管理についての規定、③本人確認の手順の規

定、④特定個人情報の管理簿である。上記に付随して、特定個人情報取扱いの同意書・誓約書などの作成、就業規

則等の変更、雇用契約書の変更、業務フローなどの作成が必要になる。 

なお、「ガイドライン」には、中小規模の事業者に過大な負担を強いることを避けるために「中小規模事業者」の特例

的対応を記載している。「中小規模事業者」とは、原則として、従業員の数が 100 人以下の事業者で、事務で取り扱う

マイナンバーの数量が少なく、また特定個人情報等を取り扱う従業者が限定的である等の事業者をいう。これらの事業

者には、上述の規程類の整備までは求めず、簡易的な対応を可能にしている。詳しくは、「ガイドライン」を参照された

い。 

３）利用目的の通知 

マイナンバーは税・社会保障・災害対策以外の利用を厳しく禁じられている。事業者はマイナンバーの取得にあたっ

て、法定調書へ記載する必要がある人（従業員とその扶養家族、パート、アルバイト、株主等）に事前に利用目的を知

らせることが必要である。知らせる方法として雇用契約への記載、社内掲示板への記載、社内研修などの方法がある。 
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なお、事業者が作成する法定調書ばかりでなく、従業員等が作成する法定調書（年末調整、扶養控除異動申告書、

児童手当など）も利用する旨も通知することを推奨する。 

４）特定個人情報の取扱いに関する安全管理措置 

特定個人情報の取扱いについて、漏えいや改ざん、成りすまし等を防止するため、以下のような安全管理措置を取

らなければならない（図１．参照）。なお、本件についても、「ガイドライン」をご一読いただきたい。 

・本人確認の上、マイナンバーを取得する。 

・マイナンバーを保管する場所と、取り扱う場所をしっかり分ける。 

・委託する場合は、マイナンバーがしっかり管理できることを確認する。 

・不要になったマイナンバー（例：法定保存期限が過ぎた帳票など）は速やかに消去・廃棄する。 

 

 

図１．必要な安全管理措置 

 

 以下に、これらについて具体的措置を示す。 

ⅰ）取得時の本人確認について 

個人番号の取得は、右の方法で行う。社員（パート・アルバイトを含む）に、「通知カード」を持参するように連絡し、通

知カードに記載されている「個人番号」を取得する。代理人による対応も可能である。代理人は、委任状、本人の身元

を確認する書類（学生証又は法人若しくは官公署が発行した身分証明書若しくは資格証明書）を持参する必要がある

（図２．参照）。法定代理人の場合は、戸籍謄本が必要である。また、間違って、他人の番号を取得しないように気を付

ける。 

相対で取得が難しい場合（株主、遠方の社員等）は、以下の方法で対応することも認められている。 

郵送等による対応、すなわち、通知カードの写し、本人であることを確認する書類の写しの送付を受けることで取得

することも可能である。郵送には、書留など配達記録郵便の利用を推奨する。また、本人であることを確認する書類の

写しは、確認が終わったら、速やかにシュレッダー等で廃棄する。 

管理区域を明確に作る
・入退室管理
・機器持ち込みの禁止等

取扱区域を明確に作る
・機器等の盗難防止
・間仕切りなど工夫等

事務取扱担当者を決める

本人確認手順
（直接、郵送等）

会計事務所、社労士など

委託

従業員（家族含）、株主など

不要になった個人番号
（特定個人情報）は速や
かに消去・廃棄し、記録
を取る。
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通知カードの画像送信による対応も可能である。本人であることを確認する書類の画像を、電子メールで送付させる。

送信時に、メールアドレスを間違えないように注意することが必要である。本人であることを確認する書類の写しは、確

認が終わったら、速やかに削除する。 

 

図２．個人番号取得時の作業イメージ（本人確認を含む） 

ⅱ）アクセス制御等の物理的安全管理措置 

ガイドラインにおいて重視されているのは、アクセス制御等の物理的安全管理措置である。システム化が進んでいる

事業者における物理的安全管理措置の例を図３．に示す。 

 

図３．物理的安全管理措置の例 

 図３．に示すように、個人番号取り扱い区域を限定し、個人番号を保管するサーバは、みだりに立ち入ることのできな

い管理区域に設置する措置をとらなければならない。 

運転免許証などの身分
証明書を使い、氏名・
住所などを確認し、
「本人の個人番号であ
る」ことを確認してか
ら、転記

※確認につかえる書類例
個人番号が印字された住民票、
運転免許証、運転経歴証明書、
パスポート、身体障害者手帳、
精神障害者保健福祉手帳、療育
手帳、在留カード、特別永住者
証明書、写真付きの学生証や資
格証など

取得の記録を取って
おく。

管理区域
・入退室管理
・機器の持ちこみ
禁止等

取り扱い区域
・電子媒体等の外部からの持ち
込み禁止等

・のぞき見防止（間仕切り、
フィルター等）

・追跡可能な移送手段等

記録

取扱い担当者

従業員

取扱い担当者
（とりまとめ等）

本人確認

記
録

●法定期限等が過ぎた書類や
データを速やかに破棄

●退職者の特定個人情報ファ
イルを速やかに破棄
（委託先が実施した場合は、
その証明等を受理）

番号確認書類の
写し等の送付
（ID、パスワード
による送信）
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ⅲ）個人番号の保管について 

個人番号は、税や社会保障でのみ取り扱うものであり、源泉徴収票や社会保険などの取り扱いにしか使えない。ま

た、その取り扱いを行う人にしか教えてはいけない。社員（パート、アルバイトを含む）から個人番号を預かったら、鍵が

かかる引出し、棚や書庫、金庫等に保管して、しっかり管理しておくことが必要である。 

ⅳ）パソコン等を使って個人番号を入出力する場合の留意点 

使用するパソコンは、ログイン ID/パスワードで他の人が勝手に使えないように管理する。共用のパソコンを使う場合、

個人番号を扱うアプリケーション（Excel などの表計算ソフト、給与計算ソフト、財務ソフトなど）を、他の人が勝手に使え

ないように保護する。また、個人番号を取り扱うアプリケーションを立ち上げたまま、長時間、席を離れないように気を付

ける。パソコン等でプリントアウトを行ったら、速やかに出力した帳票を保管し、速やかにアプリケーションを終了する。 

ⅴ）消去・廃棄について 

源泉徴収票・社会保険の届出等の控えは、法律で指定された期限まで、施錠できる場所で保管し、法律で指定され

た期限がきたら、速やかに消去・廃棄しなければならない。また、エビデンスとして、消去・廃棄の記録を必ず取らなけ

ればならない。 

ⅵ）番号法における委託について 

個人番号を利用する事務（利用事務、関係事務）の委託を受けた事業者は、委託者（委託元事業者）自らが果たす

べき安全管理措置と同様の措置を講じることが求められる。また、委託を行う者は、委託を受ける者を適切に監督しな

ければならない。さらに、委託先は、委託者の許可を得て再委託を行うことができるが、再委託を行う（一次)委託先は、

再委託先に対して安全管理措置に関する監督の責務を負う（図４．参照）。委託者は、委託先に対して直接的監督義

務を負い、さらに、再委託先に対して間接的監督義務を負う。委託先は、再委託先に対して直接的監督義務を負う。 

 

図４．委託時の監督義務 

委託者は、委託先の選定に際し、委託先選定規定を作成し、①規定、②体制、③人的安全管理措置、④従業者の

役割・責任の明確化、⑤組織的安全管理措置の周知・教育、⑥技術的安全管理措置の確認、⑦利用者の認証・許

可・監査及び監査証跡の記録について、委託者のセキュリティ・ポリシーと同等以上か、確認する。なお、上記の要件

は既存の認証（プライバシーマーク、ＩＳＭＳなど）で代替できる。 

委託者は、委託先と、安全管理措置を遵守させるために必要な契約を締結しなければならないが、この契約には、

①秘密保持義務、②事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止、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定（書面の提出などで定期的

な報告を受ける、必要に応じ現地監査を行う等）などを盛り込まなければならない（「ガイドライン」、P20）。 

事業者
委託先
（例）
・人事・給与事務
・経理処理
・データ保管など

直接的
監督義務

直接的
監督義務

間接的監督義務

委託先
（例）
・人事・給与事務
・経理処理
・データ保管など
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 なお、特定個人情報をクラウドによって取り扱う場合についても、クラウド事業者を選択する際に、適切なガバナンス

を有する事業者を選択するとともに、合意事項として、責任分界点等を取り決めておく必要がある。 

ⅶ）記録について 

 運用記録等は、特定個人情報の事故の原因究明や、訴訟等において、「故意ではなかった」、あるいは「安全管理

措置に問題はなかった」ことを示す客観的な証拠としても大変重要である。「ガイドライン」においても、「組織的安全管

理措置」の中で、運用記録を残すことを重要視している。記録を残すタイミングを以下に示す。 

・個人番号を取得する段階（記録の例：本人確認記録など） 

・個人番号を利用する段階（記録の例：処理記録、ログインや入出力のシステムログ、入退室記録など） 

・個人番号を保存する段階（記録の例：処理記録、システムログ、入退室記録など） 

・個人番号を提供する段階（記録の例：持ち出し記録、送信記録、配達記録など） 

・個人番号を削除・廃棄する段階（記録の例：処理記録、裁断記録、マニュフェストなど） 

ⅷ)業務フローの平準化について 

安全管理措置の一環として、業務フローを作成・検討し、個人番号を取り扱う業務がきちんと運用されるようにするこ

とが必要である。個人番号の取扱いを通じて、事故等が発生しないように BPR（Business Process Re-engineering）を行

うことが望ましい。自治体における特定個人情報保護評価も同じ観点で実施されている。業務フローの作成・検討にあ

たっては、標準的な業務にすること、誰がやっても質が同じになること、効率的な作業になること、進捗管理が可視化で

きること等を考慮する。 

ⅸ）特定個人情報を含む安全管理措置が十分であることの対外的な明示について 

 事業者として、対外的に特定個人情報を含む安全管理措置が十分であることを明示する方策を表２．に示す。 

 

表２．対外的な明示の方策 

 対応策 メリット デメリット 

1 プライバシーマークを取得する。 “既にプライバシーマークを取得して

いる情報保有機関については、情

報保護評価書にその旨を記述する

ことで、個人情報保護に対して適切

な体制をとっていることを宣言するこ

とができる”と記載（平成 25年度政

府「中間整理」他）があり、当該認証

によって、特定個人情報を含む安全

管理措置が十分であることが対外

的に明示できる。 

・時間を要する。 

・費用がかかる。 

・法人格を持っているこ

とが必要である。 

2 特定個人情報を取り扱う部署を新

設し、その部署において ISMSを取

得する。 

3 自己宣言（自治体の評価書などを

活用してチェックする等） 

・自社のペースで準備ができる。 

・費用も少ない。 

・法人格を持っていなくてもできる。 

・事故があった場合に

十分な説明ができる

かどうか 

4 しっかり管理できる事業者へ委託

する。 

・本人確認、安全管理措置の全て、

または一部のリスクを転嫁できる。 

・『しっかり管理できる』

宣言ができる委託先

が必要。 
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Ⅱ．マイナンバーの利用について 

マイナンバーは、現在、社会保障、税及び災害関連における利用に限定されているが、2015年 9月 3日に、番号法

の改正法が成立した。これにより新たなマイナンバーの利活用の道が開かれた。これを含め、今後のマイナンバー利

用の拡張について説明する。 

１． 改正番号法によって実現できること 

改正番号法には、預貯金への付番、及び、特定健診（メタボ健診）の結果や予防接種の履歴情報を共有するための

番号活用が盛り込まれた。 

3年後を目処に、預貯金に個人番号を紐づける。当初は新規開設の口座が対象（既存口座は窓口において勧奨）

である。銀行等による社会保障制度の資力調査、国・地方による税務調査等の効率化を図ることが目的である。具体

的な効果としては、給付付き税額控除の実現が挙げられる。今回の改正では、預金保険機構を番号法における「個人

番号利用事務実施者」として位置付け、マイナンバーの利用を可能にする。 

また、検診情報等での個人番号利用も盛り込まれた。これにより、乳幼児が受けた予防接種の記録を個人番号で管

理する、あるいは、健康保険組合が、特定健診（メタボ検診）の情報を個人番号で管理するといったことが実現する。転

居した場合でも、個人番号で紐づけされているので、転居先の自治体で当該情報を活用し、予防接種や保健指導を

行うことができる（図５．参照）。 

 
図５．検診、予防接種等での利用のイメージ 

 

２． マイナンバーで便利になることは何か 

個人番号の導入によって、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくする等により、公平・公正な社会が

実現する。また、添付書類の削減など行政手続が簡素化され行政が効率化すると同時に国民の利便性が向上する。 

添付書類の削減等を例示すると、①児童手当の新規認定に際し課税証明の提出が不要になる、②ばらばらに申請

していた「出生届、健康保険の加入、家族に給付される乳幼児医療費助成、児童手当金、出産育児一時金、出産手

当金、育児休業給付金、高額医療費」を一括で申請することができる、③死亡届、年金受給停止届、介護保険資格喪

失届、住民票の抹消届、世帯主の変更届、遺言書の検認等が一括で対応可能になるといったことである。 

マイナンバーは、「正確な本人確認」ができる重要な社会基盤である。まずは行政分野で大きな制度変化が起きるこ

とが期待される。 

まず、税制の面であるが、あらかじめ所得などの金額が印刷された申告書（税務署が送付前に本人の所得等を印刷
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する）をベースにして確定申告を行う記入済み申告書制度の導入が考えられる。これが実現すると、企業側の年末調

整作業が廃止され、家族のプライバシー情報を会社へ提出する必要がなくなる。 

現金支払い時に領収書を発行してもらうことにより、現金領収書制度による経済活性化が期待できる。この制度は、

韓国で既に導入され、正確な売上捕捉のために利用されている。 

土地・家屋の所有者・相続者を明確にすることができる。農地台帳・森林台帳へ適用し、所有者を明確にすることに

より、農地・森林の再開発等に利用することができる。 

家族制度に関しては、個人が完全に特定できるので戸籍制度の必要がなくなり、事実婚を前提とした家族関係登録

などが実現するかもしれない。 

当初の目的である社会保障、医療保険、年金制度の一元化が実現し、さらに税と一体化することにより、公平・公正

な社会の実現が期待できる。 

なお、地方自治体の業務、約 2000のうち、現時点で 150ほどが電子化される見込みである。さらなる利活用の推進

によって、残りの 1850の業務のどこまでが電子化されるか、今後の進展に期待したい。 

 

Ⅲ．マイナンバー、マイナンバーカード及びマイナポータルによる産業構造の変化に向けた取り組み 

マイナンバー制度の発足にともない、希望者に個人番号カード（以下、マイナンバーカードという）が交付される。こ

のマイナンバーカードの利用により、行政はもとより民間においてもネットワーク上であらゆる手続きが完結する社会が

実現する可能性がある。最後にマイナンバーの利用によって、どのような変化が起きるかを瞥見したい。 

１． マイナンバーカードとマイナポータルについて 

10月から開始される番号の通知カード送付の封筒に、個人番号カード（マイナンバーカード）交付申請書が同封さ

れる。この申請書には、通知カードに記載の住所、氏名、生年月日、性別が印字済である。交付希望者は、この申請

書に署名し、電話番号、個人番号カードへの点字表記希望の有無、個人番号カードに搭載する電子証明書の発行希

望の有無等を記載する。さらに顔写真（4.5cm×3.5cm）を添付して、同封される返信用封筒に封入し、郵送により申請

する。１か月後に住民票を有する自治体から発行が通知されるので、「通知カード、本人確認書類（運転免許証など）」

を持って、自治体窓口で受領する。なお、交付開始は 2016年 1月以降である。また、交付手数料は、初回は無料と

なっている。マイナンバーカードの様式を図６．に示す。 

なお、マイナンバーカードの交付にともない、住基カードは終了する。 

 

図６．マイナンバーカードの様式 

マイナンバーカードには顔写真が貼付されているので、運転免許証等と同様に、これだけで本人確認ができる身分

証明書として機能する。ただし、裏面に記載される個人番号は、番号法の制約を受けており、目的外で裏面を見せたり、
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コピーを求めたりしてはいけない。 

希望により公的個人認証（JPKI）を搭載することができる。これにより、従来の署名認証機能（e-taxなど）に、利用者

証明認証機能（マイナポータルのログインなど）を追加することができる。マイナンバーカードでは、電子署名と電子利

用者証明の検証者の範囲を拡大し、行政機関だけでなく総務大臣の認定を受けた民間企業も対象になる予定であ

る。 

マイナンバーカードの利用の場を大きく広げるマイナポータルについて説明する。マイナポータルとは、別名「情報

提供等記録開示システム」といい、個人情報のやりとりの記録を、本人がインターネット上で確認できるシステムである。

２０１７年 1月から利用可能になる予定である。ちなみに、以前は「マイ・ポータル制度」と呼ばれていたが、2015年 4月

に正式名称が「マイナポータル」に決まった。 

マイナポータルでは、自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したかの確認、行政機関などが持っている自分の個

人情報の内容の確認、行政機関などから提供される一人ひとりに合った行政サービスなどの確認の三つのことができ

る。個人のパソコンでの利用を想定しているが、パソコンがない人でもマイナポータルを利用できるよう、公的機関への

端末設置を予定している。マイナポータル利用の際に、なりすましにより特定個人情報を詐取されることのないように、

マイナンバーカードのＩＣチップに搭載される公的個人認証を用いたログイン方法が採用される。 

以上のように、マイナンバーカードによる公的個人認証を経たマイナポータルの利用により、例えば各種社会保険

料の支払金額等、確定申告等を行う際に必要となる情報の入手がネット上で行えるようになる。 また、引越し等におい

て官民横断的な手続のワンストップ化や納税などの決済をキャッシュレスで電子的に行うサービスも検討されている。 

 

２． マイナンバー、マイナンバーカード及びマイナポータルのさらなる利活用の推進について 

マイナンバー、マイナンバーカード及びマイナポータルのさらなる利活用の推進について、事例によって紹介する。 

 

図７．マイナンバー、マイナンバーカード及びマイナポータルの転職にともなう諸手続きでの利用 

最初に紹介するのはマイナポータルの転職活動への適用である（図７．参照）。転職を希望する人は、マイナポータ

ルによって、大学等の資格の発行元等に各種資格情報の提供を要求する。このとき、マイナンバーカードによって本

人確認が行われているので、資格の発行元は個別に確認をとる必要なしに各種の資格情報を提供できる。また、転職

先の事業者には、資格情報等必要な個人情報のみが送信される。採否の決定も事業者からマイナポータルに通知さ

れる。転職にともなう引越に際し、役所への転出及び転入手続きや、転出、転入にともなうガス、水道、電気等の契約

の解除及び新規の締結手続きも、マイナポータルにより本人のパソコン上で一元的に行うことができる。 
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マイナポータルを含む当該利用者の情報を、マイナポータル上のアプリケーションが本人の代理として収集し、利用

する仕組み（ネット上の代理人）も検討されている。各種控除等を含む納税のためのデータ収集と処理を、まずはマイ

ナポータルが本人に代わって実施し、その結果をサービス事業者に預けることにより、ほとんど本人の手を煩わすこと

なく納税手続きが完結する。図８．を参照されたい。 

 
図８．納税手続きにおけるネット上の代理人のイメージ 

最後に、「ＩＴ利活用基盤」として想定されるマイナンバー、マイナポータル等のユースケース案を図９．に示す。 

 

出典：第 9回マイナンバー等分科会資料 

図９．「ＩＴ利活用基盤」として想定されるマイナンバー、マイナポータル等のユースケース案 
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家計簿サービス

税理士

ライフ
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図 9.に示すように、普段は個々の病院等で厳重に管理され開示されることのない医療情報等を災害・救急時に開示

するための事前の保管サービス、未病・発病早期発見等の先進センサー機器をネットワークに接続して実現する高度

検診支援サービス等、これまで技術的には可能であっても個人情報保護の観点から実現できなかった種々の高度か

つ重要な活動が、マイナンバー制度の強固な本人確認機能と安全管理機能により実現されるようになるであろう。 

 

おわりに 

本日は、はじめに、ご参加の方々が強い関心をお持ちの、間もなく送付が開始される個人番号に関して、事業者が

実施しなければならい各種の措置を中心にご説明した。お役に立ったであろうか。次に、マイナンバー、マイナンバー

カード及びマイナポータルの利活用によって、社会がどのように変化していくかを瞥見した。マイナンバー制度の導入

により、行政はもとより民間においても、これまで紙媒体を通じて行なってきた各種の手続きの多くがネット上で完結す

るようになる。そうなると日本の社会全体が大変革を遂げざるを得なくなる。その辺りの見通しについて少しでもご理解

いただけたら幸いである。 

【報告者の所感とお詫び】 

個人番号送付開始の 2週間前、番号法及び個人情報保護法の改正法成立の 2週間後という絶妙のタイミングで開

催された文字どおり時宜を得た講演であった。また、上記のタイミングに相応しい内容の濃い講演であった。講演後、

たいへん活発な質疑が行われたが、紙面の都合で割愛させていただいた。深くお詫び申し上げる。 

【参考情報】 

政府マイナンバー・コールセンター  

0570-20-0178（平日 9:30から 17:30；土日祝日、年末年始を除く） 

〔URL〕 

・社会保障と税番号制度（内閣官房） 

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

・JIPDEC支援サイト 

 http://www.jipdec.or.jp/project/mynumber_support.html 

〔本文中で参照した政府のＷｅｂ公開資料〕 

・「特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」 2014年 12月 11日、特定個人情報保護委員会 

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

・「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」 2015年 8月、国税庁 

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf 

〔書籍〕 

・影島広泰著『マイナンバー制度への実務対応』（清文社） 

・榎並利博著『マイナンバー制度と企業の実務対応』（日本法令） 

・袖山喜久造『マイナンバー制度と企業の実務』（税務研究会出版局） 

・JIPDEC編『特定個人情報保護評価の進め方』（アマゾン・プリントオンデマンド） 

・瀬戸洋一他著 『プライバシー影響評価 PIA と個人情報保護』（中央経済社） 

〔文献〕 

・坂下哲也「個人番号関係事務実施者としてのマイナンバー対策について」（『自治体ソリューション』2015年 6月号） 
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