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2015.12 

中部／北信越支部報告【2015年度 SAAJ中部/北信越支部 JISTA中部支部合同研究会】 

『マイナンバー制度がもたらす大変革に我々はどうすべきか』 

会員番号 1281 北信越支部 宮本 茂明 

 

以下のとおり2015年度SAAJ中部/北信越支部 JISTA 中部支部合同研究会を開催しました。 

・日時：2015 年 11 月 28 日(土) 13:30 ～ 29 日(日) 12:00   参加者：21名 

・会場：福井市地域交流プラザ （AOSSA） 

・主催：SAAJ中部支部/北信越支部，日本ＩＴストラテジスト協会(JISTA)中部支部， 

NPO福井県情報化支援協会 

・研究会テーマ：「マイナンバー制度がもたらす大変革に我々はどうすべきか」 

・研究会内容： 

  １）基調講演：「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-」 

       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 様 

２）グループワーク:「マイナンバーがもたらす大変革に我々はどうすべきか」 

 

SAAJ中部/北信越支部 JISTA中部支部合同研究会は、今年で 4年目を迎え、「マイナンバー制度がもたらす

大変革に我々はどうすべきか」をテーマとし、福井市で開催しました。今年度は、福井の ITコーディネータ

地域組織である NPO福井県情報化支援協会の方々にも参加いただき、21名の参加で合同研究会を行いました。 

 マイナンバー制度がいよいよ施行され、その利用が開始されるとともに、今後マイナンバー制度の利活用が

検討されおり、社会インフラが大きく変革することが予想されています。この社会基盤の大変革について基調

講演をいただき、我々はどうすべきかについてグループワークを行い、システム監査人、ITストラテジスト、

ITコーディネータなどの視点で議論を進めました。 

 

１．基調講演 

研究会実施にあたり、「マイナンバー制度」の概要とその利活用について理解するため、JIPDEC 常務

理事 坂下様にお願いしご講演いただくことができました。 

本部の第 206回月例研究会(2015年 9月 15日開催)でもご講演いただいた内容を最新化し追加情報も加

えていただき、「マイナンバー制度概要と事業者が気を付けるポイント」「利活用の検討状況」「データ

利用、オンライン完結を通じた産業構造の変化に向けた取り組み」について解説いただきました。参加者

からは直接お話しを聞き、「マイナンバー制度」の理解を深めることができ、有意義なご講演だったとの

声が多く聞かれました。 

先ずマイナンバーを『守る』ことが重要ですが、今後マイナンバーカー

ドの民間利用が促進され、ビジネスに活用し『攻める』ことの重要性につ

いても理解することができました。 
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２．グループワーク 

４つのグループに分かれ、研究会テーマである「マイナンバー制度がもたらす大変革に我々はどうすべ

きか」について、参加者の事前の課題認識、基調講演の気づきをもとに、グループ・テーマを決め、異な

る所属組織の参加者の様々な視点から議論を進めました。 

議論の結論/方向性をまとめ、発表と質疑応答を行い、参加者全員で情報共有を行いました。詳細は各

グループからの報告をご覧ください。 

・Ａグループ：「マイナンバー対応における委託先管理について」 

・Ｂグループ：「情報セキュリティ対策の強化に向けた監査・コンサルの取組み」 

・Ｃグループ：「マイナンバーの光と影」 

・Ｄグループ：「マイナンバーの活用と課題・対策について」 

グループワークにより、対象課題の理解を深め、新たな知見や気づきを得る場となり、参加者の新たな

研究テーマの発掘や自らの研究テーマの方向性の見極め等、それぞれの今後の活動に活かせればと思いま

す。 

      

 

３．情報交流会 

初日の研究会終了後、17名の参加で情報交流会を開催しました。福井

の魚介類に舌鼓をうちながら、意見交換を繰り広げることができました。 

 

４．観光 

最終日の研究会終了後、福井の有志の方々にご案内いただき、9名の皆さんと

地元で有名なおろし蕎麦をいただいた後、禅の里「永平寺」を参拝しました。

この日は雨も上がり、紅葉の境内も散策でき幸いでした。 

 

[お礼] 

JIPDEC坂下様には、ご多忙の中スケジュール調整いただき、ご講演ありがとうございました。 

合同研究会参加の皆様、積極的にグループワーク討議を進めていただき、研究会を盛会に終えることができ、

感謝いたします。 

また、北信越支部事務局の長谷部様、小嶋様、栃川様、梶川様、角屋様には、研究会準備段階から運営・進

行まで多岐にわたりご協力いただき、ありがとうございました。 

 

北信越支部では、今後も引き続き他支部、他組織の皆様と情報交流を進め、システム監査に関連する知識、

技術力の向上に努めていきたいと考えております。 

以上 
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◇グループワーク報告：Ａグループ 「マイナンバー対応における委託先管理について」 

報告者（会員番号 1739 小嶋 潔） 

役割分担（ﾘｰﾀﾞｰ・会報：小嶋、発表：安井、ﾒﾝﾊﾞｰ：田中、藤原、宮本） 

現在あらゆる業種や業務において外部委託が拡大しているが、不祥事・不正事件の発生もあって近年委託先に

対する管理強化が求められている。特にマイナンバー対応においては、通常の個人情報よりも広範囲の企業に対

してより厳格な管理が求められるが、どこまで対応し管理する必要があるのか、またどこまで監査すればよいのかと

いった点について、グループワークメンバー（委託側・受託側双方）の関心も高かったため、標記テーマを選定し課

題や問題認識を中心に検討を行った。 

１．現状と課題 

（１）委託の多層化・多重構造化 

・委託元は二次委託先以下に対しても、一次委託先同様の管理を求められるが、管理や監査のレベルにつ

いて具体的な基準がないため、どこまでやればよいのか悩ましい。 

・さらに受託者側も、再委託先に対して委託元と同様な管理責任があるが、委託元と同様の悩み。 

（２）パッケージやクラウドサービス利用の進展 

・外部委託だけでなく、パッケージやクラウドサービスの利用も拡大しているが、これらのサービスの利用にお

いて、仕様がユーザの基準を満たしているかどうか、また契約や約款が自社基準と適合しているか必ずしも

明確でない場合がある。 

・これらのサービス選定時のリスク評価や、運用開始後の委託先管理や監査は十分に行われているとは言え

ないのではないか。 

（３）運用状況・管理状況の確認・把握の困難性 

・パッケージやＢＰＯ、クラウドサービス利用時に、仕様の理解が不十分なまま、例えばアクセス権限の設定作

業まで委託したが、権限レベルの設定内容の確認が十分に行われないケースもある。 

・委託先やサービス提供者がＰマーク等の認証を持っているからといって、必ずしも保証にはならないという

不安がある。 

（４）中小・零細業者の問題 

  ・マイナンバー制度や安全管理措置への理解が不十分な場合が、委託元・委託先共に考えられる。 

２．対応案 

（１）委託契約での手当 

・委託元は再委託先も含めてすべての委託先に責任があるが、それでも一次委託先が再委託先以下に責

任を負う旨契約で担保する。 

・ＰＩＡと同等の内容を確認することを、契約や約款に盛り込めないか。 

（２）外部認証・外部監査結果の利用 

・Ｐマーク認証や外部監査結果を利用することで、委託先に対する監査を代替できないか。またＰマークにつ

いては、マイナンバー専用の認定制度があると、より安心できるのではないか。 

（３）中小・零細業者向けのコンサルティング 

・個人事業者向けのコンサルティングや説明会、マニュアルの整備 

（４）人の問題 

・いくら委託先の管理を強化しても、最終的には人と人の繋がり・コミュニケーションが重要である。 

以上 
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◇グループワーク報告：Ｂグループ「情報セキュリティ対策の強化に向けた監査・コンサルの取組み」 

報告者（会員番号 1766 長谷部久夫） 

役割分担（ﾘｰﾀﾞｰ：栗山、発表：澤田、書記：佐藤、ﾒﾝﾊﾞｰ：河村、会報：長谷部） 

１．はじめに 

   2005 年 4 月の個人情報保護法の全面施行から 10 年が経過した本年、個人情報保護法及びその特別法に位置 

付けられる番号利用法が改正された。当グループは、今般の法改正については、個人情報保護法施行をきっかけ 

として各事業者等が取り組んできた情報セキュリティ対策を見つめ直す良い機会であると考えた。 

そこで、昨今の情報セキュリティ管理を巡る外部環境の変化を分析した上で、システム監査人・IT ストラテジスト・ 

IT コーディネータの立場から、我々が取り組むべきことについて考察することにした。 

２．情報セキュリティ管理を巡る外部環境の変化 

個人情報保護法施行後、情報セキュリティ管理を巡る外部環境については、以下の変化が生じている。  

（１）外部委託業務の拡大…重要インフラ事業者等で顕著な拡大傾向、クラウド利用が中小事業者等を含めて普及 

（２）インターネットを利用した取引の拡大、IoT の普及…サイバー攻撃の脅威の高まり 

（３）情報セキュリティ対策への社会的要請の高まり…個人情報保護法、J－SOX に加えて番号利用法が施行 

   重要インフラ事業者等は、外部委託先における不正防止や、サイバー攻撃の脅威への対応などの課題を抱え、 

引続きセキュリティ強化が必要である。一方、小規模の事業者等でも、クラウドの利用・インターネット取引の拡大・  

番号利用法への対応などから、セキュリティ対策不十分では済まされない状況となっている。 

３．我々が取り組むべきこと 

   我々が取り組むべきことを考える上では、その対象先として、これからセキュリティ対策を実施していく事業者等と 

従来セキュリティ対策を実施してきた事業者等の２つを想定した。両者について、①課題、②達成策、③我々が為す 

べきこと、④そのために必要なスキルを検討し、下表に検討結果をまとめた。 

 これから対策を実施していく先 従来対策を実施してきた先 

課題 情報セキュリティに関する意識と 

リテラシー・スキルの底上げ 

現状のセキュリティ対策実効性の 

見直し 

達成策 経営層を含む啓蒙・教育 

成熟度モデルに基づくセキュリティ 

対策のレベル評価 

システムリスク・アセスメントを軸とする

監査・コンサルティング 

我々が為すべきこと  

          

 

 

そのために必要なスキル   

 

上表にまとめた活動に取組むことにより、①国民生活の安全、②社会の成長に貢献できる。マイナンバー制度の 

導入は、我々が本活動を推進する上では、“チャンス”の到来と捉えるべきである。 

以上 

 

の獲得 

 

 

第３者視点でのアドバイス 

 

 

必要性の分かりやすい 

アドバイス 

 

 

他者事例に基づいた 

 

 

事例共有・経験伝承 

他国・他業種の視点 
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◇グループワーク報告：Ｃグループ 「マイナンバーの光と影」 

報告者（会員番号 1267 角屋 典一） 

役割分担（ﾘｰﾀﾞｰ：梶川、発表：森田、ﾒﾝﾊﾞｰ：若原、坪田、堤、会報：角屋） 

１．はじめに 

あらゆる制度導入において、必ず光と影の部分が生じる。そのため我々のグループでは、マイナンバー導入が

もたらす光と影の部分について、直近と将来、光と影に分けて、４つの視点からマイナンバーの全体像や将来に

対する展望などを議論することとした。 

２．直近の光と影 

（１）光の部分 

まず光とは、個人に対する直接的メリット、あるいは期待するもう少し大きなマクロ的観点からみた行政サービス

の向上などと考えられるが、我々が直接的に行政サービスのメリットを享受できるものとして、ワンストップサービス

（Ｏｎｌｉｎｅ申請）がある。その他様々なメリットが考えられるが、そこから付随するマクロ的効果として、行政手続きの

全般的簡素化、税負担の公平感、あるいは、マイナンバーが医療に使用されると、医療費の削減効果も考えられ

る。 

ただし、マイナンバー制度が定着し、本当の効果を得るためには、子供や高齢者といった社会的弱者に対する

周知・利用に対する配慮する必要があり、そのための手続きや実行スケジュールを検討する必要がある。 

（２）影の部分 

目の前にあることは企業負担の増加である。マイナンバーの安全管理対策の確立が必要となる。基本論になる

が、マイナンバーの取扱に関するルールの整備、運用が必要となる。 

注意すべきこととして、外部委託先管理、（契約・監査の問題）、さらに巷で宣伝されているクラウド契約に対す

る安全管理措置の実態把握、あるいは、監査といった問題が発生する。 

しかし、中小零細事業者とっては、身の丈にあった整備が必要であり、過大なシステムの提供やＩＳＭＳやＰマー

クの取得などの便乗商法に注意すべきである。 

３．将来の光と影 

（１）光の部分 

マイナンバー制度の利活用に柔軟性が出てくると、新技術との融合による新たなビジネスチャンスが出てくるこ

とが期待される。 

行政サービスの簡素化などの改善と新たなビジネスの創設が人材のシフト化を促進し、高齢化社会の中で、労

働人口の配置の最適化が期待できるのではないか。そして、我々が最も関心のある財政の健全化に寄与すれば、

次世代の人々たちの憂いを解消することにつながる。 

（２）影の部分 

マイナンバー制度に限ったことではないが、セキュリティリスクの増大に対する対応がますます重要となってく

る。 

一方、マイナンバー制度が適切に運用されなければ、プライバシー侵害の問題や、民主主義の根幹を揺るが

せる国家による統制に利用される懸念があり、どのような運用になっているかを我々は絶えず監視していく必要が

ある。適切な運用による、行政サービスの提供、税の公平感、最終的には財政健全化を期待するものである。 

さらに、アングラマネー（課税できていないマネー）など、反社勢力や抵抗勢力は絶えず存在することから、これ

まで捕捉できなかったマネーの流れについても改善されることを期待する。 

以上 
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◇グループワーク報告：Ｄグループ 「マイナンバーの活用と課題・対策について」 

報告者（会員番号 848 森広志） 

役割分担（ﾘｰﾀﾞｰ：栃川、発表：大友、書記：石黒、ｽｹｼﾞｭｰﾙ：桜井、会報：森） 

 

  当グループではテーマを決めるにあたり、マイナンバー制度の手続きや内容説明に忙しく携わっているメンバー

もいるため、将来に向けた前向きな活用とその課題や対策について、ざっくばらんに議論することとしました。 

以下は、マイナンバーを「便利・安心」に活用するアイディア提案と、課題・対策の内容です。 

１． 「便利」に活用 

（1）民間事務効率化 

・金融機関口座の名寄せ、・生命保険入院給付の事務効率、・リコール対応、・生活保護未受給者の調査・

防犯灯契約の名寄せ等 

（2）行政事務効率化 

・事務のワンストップサービス（行政手続きの届け出・申請）、・戸籍管理、・空き家管理、等 

 2．「安心」に活用 

（1）高齢社会対応 

・薬飲み忘れ防止、・災害時の薬の配布、・家族のｽｹｼﾞｭｰﾙ提供、・行方不明者の捜索、・跡見人の不正防

止等 

（2）個人認証 

・婚活での身元保証、・無資格医療行為の防止、・個人スキルと雇用のマッチングサイト等 

（3）死亡後手続き、終活 

・相続手続漏れ防止、・保険金や借入金の把握、・電子遺言状等 

 3．「便利・安心」活用に対する課題と対策 

マイナンバーは行政事務効率だけではなく、上記のように多くの「便利・安心」に活用できますが、そのための

課題と対策を、以下の内容で議論しました。 

（1）マイナンバーカードの普及 

マイナンバーカードの普及は必須課題であり、このためには官民一体の普及が望まれます。その一つとし

て、名寄せの協力のため金融機関にマイナンバーカードを提示した場合、預金利息をアップする等、民間

企業に於いても普及促進に努めることが重要との認識を強めました。 

（2）組織・地域の壁撤去 

例として、薬事のお薬手帳についてもマイナンバーのサブキーを活用できれば、地域だけでなく全国利用

もできると考えます。又、他のサービスも同様であり、組織・地域の壁を越える顧客サービスを実現するビジ

ネスモデルの創出が望まれます。 

（3）代理機関の設置 

「便利・安心」のリスクとして、マイナンバー制度に便乗した詐欺や悪徳商法の横行、プライバーシー情報の

漏洩、なりすまし、が考えられます。対策として、本人の同意に基づき個人情報を代理機関に預け活用する

ことでリスク低減が可能です。又、代理機関の個人情報は金融機関と同レベルの情報セキュリティが必要な

ため、第三者監視も重要と考えます。 

以上 
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