，
担圃島司

私たちがマイナンバー制
度を利用していくには基本
的に2段階の手続きが必要
だ
︒
まず︑叩月以降にロ桁の
番号を記載した紙の﹁通知
カlド﹂が各世帯に郵送さ
れる︒世帯人数分をまとめ

﹁通知力!ド﹂と﹁個人番号力Iド
﹂

番号カlドを受け取るかど
たり︑一部自治体ではコン

どの添付書類が不要になっ
通知カードは叩月5日時

取るにはいくつか注意が必
要だ︒

2段階の手続き必要

身分証明書として使うこと
ビニで住民票を取得したり

方法を明確にするための社
内文書だ︒
その後︑マイナンバーを
扱うことができる取り扱い
担当者を指名する︒マイナ
ンバーを見ることができる
業務端末も限定し︑その端
末にアクセス権限をかけな
げればならない︒ガイドラ
に固定したり端末の周囲を

インは︑端末をワイヤで机
パーティションなどで囲っ
たりする物理的な対応も求
こうした義務に違反して

めている︒
情報漏洩が起きた場合︑特
定個人情報保護委員会から
立ち入り調査や勧告︑是正
ので注意すべきだろう︒

命令を受ける可能性がある
もう一つ︑企業が注意し
なければならないことがあ
る︒既存の従業員情報のデ
ータベースとマイナンバー
のひもづけだ︒
マイナンバー法は従業員

たものを﹁特定個人情報フ
ァイル﹂と定義している︒
特定個人情報ファイルの
取り扱いには厳しい制限が
かげられ︑源泉徴収など﹁関
係事務﹂以外でファイルを
使うことは原則として禁じ
の賞罰や業績評価などでフ

られている︒例えば︑社員
ァイルを使えば違反になっ
てしまう︒
グループ会社間での共有
も要注意だ︒親子会社が共
ことは︑実はマイナンバー

同で一つのファイルを使う

つまり︑マイナンバーを

法では認められてない︒
ひもづけた従業員情報をグ
ループ会社間で使い回すこ
とはできないということ
だ︒ある社員が本社から子
会社に出向になった時に︑
その社員の個人情報とマイ
ナンバーをセットにして子
会社に提供することも違反
になる︒
どうしても子会社に情報
を移したい場合は︑社員自

票のある市区町村の窓口に

取ることができない︒住民

していない人は自宅で受け

引っ越し後に住民票を更新

した場合は再発行も受けら

カlドを取得してから紛失

が受け取ることもできる︒

出かけられない人は代理人

は必要事項を記入して顔写

での申請が必要だ︒申請書

ドと一緒に送られる申請書

とめて申請することもでき

は︑企業が従業員の分をま

個人番号カlドの発行

の番号を集めることができ
る
︒

実際には︑リスクのある

パl運営会社に委託するケ
ースが﹁多くなることが見
込まれる﹂(特定個人情報
マイナンバーの管理を外

保護委員会)︒

ンバー法では﹁委託﹂に当

部に任せることは︑マイナ
たる行為︒委託元の企業は︑
委託先の業者を監督する義
預ける先がクラウド事業

務を負う︒

ないこともある︒基本的に

者の場合は委託義務が生じ
クラウド事業者は︑サーバ
ーの空きスペースを貸すだ
げで︑データの内容を把握
することはない︒
特定個人情報保護委員会
は︑クラウド事業者側が﹁番
一切タッチしない﹂と事前

号をただ保管するだけで︑
に約束し︑アクセス制限も
かけているような場合は委
託には当たらないとの考え
方を示している︒

門の税理士)といえる︒

つになる﹂(ベンチャー専

にとって有力な選択肢の一

ことも﹁ベンチャーや中小

ドに預けて負担を軽くする

も管理の行き届いたクラウ

増えている︒マイナンバー

ここ数年︑会計や経理で

H
ってしまう
ファイルを 作

身が本社から子会社に情報
を移す作業ができるように

ことを避けるため︑マイナ クラウドサービスを活用す
ンバーの管理を社外のサ! るベンチャーや中小企業は

H

システムを改修しておくべ
きだろう︒

利用には厳しい制限

既存の従業員情報とひもづけ

マイナンバーをひもづけし

申請すると︑凶年1月以
ことを知らせる通知書が市

降に︑発行の準備ができた
区町村から届く︒通知書と
通知カ1ド︑本人確認書類
を持って市区町村の窓口に
は暗証番号も設定する︒住

行げば取得できる︒窓口で
民基本台帳カードを持って

取りに行くか︑居住地の市
会社員やアルバイトとし

れるが︑手数料も必要にな
る
︒

寝たきりなどで窓口まで

区町村で再発行の手続きを

ことになる︒企業は源泉徴

て働く人は勤め先の企業か

収票や支払調書に従業員の

ら番号の提供も求められる

個人番号カiドを受け取

いる︒
るまでに紛失した場合は市
番号を記入する必要がある

真を貼り︑同封の返信用封

ためだ︒今年叩月に番号が

区町村の窓口に申請すれば
通知されれば企業は従業員

筒で郵送する︒申請書にあ

などすればカードを受白取

に出向いて本人確認をする

ォンで読み取ればウェブ上

ることができる︒

る︒市区町村の職員が現場

での申請もできる︒

るQ Rコードをスマートフ

希望する場合は︑通知カー

再発行を受けられる︒
個人番号カードの発行を

住民票の異動を呼びかけて

する必要がある︒総務省は

いる人はこのときに返却す
ることになる︒

うかは個人の自由だが︑児

写真は総務省提供

点で住民票に記載されてい

童手当の申請など行政手続

‑通知力一ド、交付通知書、本人確認
書類が必要

る住所に郵送されるため︑

ができる︒当面︑無料で交

それぞれのカlドを受け

有効期限は却歳以上は叩

f
個人番号カード J
の配布

2
.

て世帯主あてに簡易書留で

伊

16年 1月

付される︒

.QRコードをスマホで読み取りウエブ申請も可

届く︒後に必要になるので

‑同封の申苧書で発行申請

大切に保管しよう︒

，.I 1~ t.'c.胸

できるようになる︒

→現住所と異なると受け取れず

った所得証明書や住民票な

.10月5日時点の住民票の住所に郵送

きの際にそろえる必要があ

h

年︑加歳未満は5年︒個人

「通知カード jの配布

通知カードには番号のほ
か住所︑氏名︑生年月日︑
性別が記載されている︒マ
イナンバー制度の運用が始
市区町村の窓口などで番号

まる2016年1月以降に
の提示を求められた際に使
える︒

2015年 10月

の個人情報データベースに

など
など

2段階目が︑来年1月以

‑原則、市区町村の窓口で発行
e
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ているほか顔写真なども入

1
.

番号通知︑準備大詰め

マ イ ナ ン バ ー 制 度 に は2
種類のカードがある

￨

4

るため︑通知カ1ドと違い︑

ことを約束する宣言文のよ

って適切に番号を取り扱う

作成︒基本方針は法律を守

本方針﹂と﹁取扱規程﹂の

として必要になるのが﹁基

まず体制を整備する前提

書いてある︒

ドライン(事業者編)﹂に

適正な取扱いに関するガイ

公表した﹁特定個人情報の

すべきことは︑特定個人情
報保護委員会が昨年四月に

も過言ではない︒具体的に

管理するための体制を整え
ることがほぼ全てと言って

は︑マイナンバーを安全に

民間企業がやるべきこと

番号を記載する作業だ︒

康保険の資格取得届などに

票や給与支払い報告書︑健

トも合む従業員の源泉徴収

になる︒例えば︑アルバイ

た﹁関係事務﹂を担うこと

はなく︑利用事務に付随し

ものを使う﹁利用事務﹂で

企業はマイナンバーその

本番を迎える。制度の理解は十分に進んで

うなものだ︒取扱規程は従

‑ハッキング防止
など

‑漏洩時の報告
連絡体制の整備

1
2桁の番号の通知が始まり、企業の対応も

.利用・保管・削除などの

‑取り扱い担当者
に対する教育
‑担当者の権限と
役割の明確化

が1
0月からいよいよ動き出す。国民向けに

業員のマイナンバーの取得

‑取り扱い担当者
に対する監督

‑責任者の指名

税と社会保障の共通番号(マイナンバー)

個人はどうすれば

h
いないが、今から備えればまだ間に合う。

企業はどうすれば

2 0 1 5年 ( 平 成 27年 )9月 2 5日 ( 金 曜 日 )
穆
当R 議斤

点豆

バ
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Eヨ
【第三種郵便物認可】

.
9
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マイナシバーいよいよ雪崩〈

¥

与党が検討している消費税
としてマイナンバー制度を活

率叩%時の家計の負担軽減策
用する案が出ている︒財務省
が考えた個人番号カ1ドを使
って飲食料品の購入額の2%
を消費者に還付する仕組み
だ︒ただカlドがどれほど普
及するかは不透明で︑別の方

に割り振られた個人番号を

て︑行政の効率化を図ろう
というのが﹁企業版マイナ
ンバー(法人番号)﹂の最

コンなどから手続きをすれ

そうだ︒
ただ︑財務省案には反対意
見も多い︒まず︑個人番号カ

財務省は読み取り機ではマ

が発生する︒

いるが︑買い物のたびにカー

の情報は読み取らないとして
ドをかざすのに抵抗を感じる

イナンバーや住所︑氏名など

みを受けられる︒消費者に還

ば︑還付ポイントを現金化し

付する金額は年間で1人あた
えない高齢者はコンビニや郵

人もいそうだ︒パソコンを扱

て本人名義の口座への振り込

り4000円以上の上限を設

が根強いことを踏まえ︑生活

与党は財務省案に反対意見

便局で申請しなければならな

ける方針だ︒
財務省案では個人番号カー
る専用のインターネットサイ
必需品の一部の消費税率を低

ドを買い物と還付手続きをす

で使うことになる︒この案が

トを利用する際の2つの場面
く抑える軽減税率制度も並行
して検討していく方針だ︒

いる可能性もある︒番号に

妙に異なった形で管理して

署ごとに名称や事業所を微

実現すれば︑日常的に個人番
号カlドに触れることになり

法人番号で簡単に名寄せして︑
取引情報の一括管理がしやすい
ひも付けすることで︑取引
情報が会社ごとに一括管理
することも可能︒業務の効
率化につながることが期待
されている︒
経済産業省は﹁番号で企
業が特定できる﹂ことだけ
でも︑業務効率化などを通
じて年叩億円の経済効果が
あるとはじく︒
ただ︑民間では既に信用
調査会社や業界団体が作っ

番号公表サイト﹂で検索す

た企業コlドが普及し︑企

どだ︒番号の通知書は叩月
辺日に国の機関や東京お区

コードと法人番号とをどう
使い分けるのかは︑企業に

業は既存のコードを情報管
理に活用している︒既存の

よって対応が分かれそう

行政側からみれば︑機関
ごとにバラバラに持ってい

載する作業は口年からにな
る
︒

た企業の情報が法人番号で

の①名称②本庖所在地③法
人番号の3つの基本情報を

れば︑番号に対応する法人

調べることができる︒公表

ているかという事が常に公

法人にどの番号がつけられ

降にスタートする事業年度

税の申告なら︑同年1月以

野から始まる︒例えば法人

年2016年1月に税の分

行政手続きでの活用は来

活用の余地がありそうだ︒

民間企業でも法人番号は

率化される可能性がある︒

簡単になり︑行政事務が効

取得状況などの状況確認が

ば入札参加資格や許認可の

も今後の課題になる︒

ように相乗効果を生むのか

る︒民間のサービスとどの

管理できるようになってい

などで取引先情報を簡単に

クラウドサービスやアプリ

近年では中小企業向けの

開され︑誰でも自由に番号

からが対象になるため︑実

取引先情報では︑社内の部

は叩月お日から始まる︒

だ
︒

のを皮切りに︑日月初日ま
で複数回に分りて送られ
る
︒
個人が対象のマイナンバ

を使える点だ︒ネット上で

際に申告書に法人番号を記

政府が開設予定の﹁法人

情報技術)
ビッグなどIT(

人番号を﹁収集﹂して個人

なさを助長する﹂(野村総

たことで﹁企業の緊張感の

年5カ月延期することが決
まった︒猶予期闘が生まれ

しかも︑地域差も大きく︑

社内の協力を得にくい状態

経営層の無理解もあって︑

もあった︒企業の担当者が

談相手がいない﹂という声

い﹂﹁不明点があっても相

られており︑これを取り込

数百万円の投資が必要とみ

小の制度対応には数十万i

を展開する︒園内企業のう
ち中小は ・7%︑385
万3000社にのぼる︒中

各社は︑中小向けシステム

確認書類と照合する作業

合研究所の嶋本正社長)こ
とにつながっている︒

地方に拠点を構える中小企

の地方銀行と連携し︑中小

記述回答では﹁経営層に

は︑叩月から必須になる︒

対応遅れの要因として経

企業の制度対応を支援す

答えた企業の担当者は全体
の却・6%にとどまった︒

来年1月1日以降に退職す

営層の関心が盛り上がらな

マイナンバー対策を巡る商

業の準備が進んでいない︒

ンバー法で︑基礎年金番号

る従業員の退職金払いや臨

いことも影響している︒日

でセミナーを開き︑意識向

む作戦だ︒各社は全国各地

一方︑従業員の源泉徴収

まとめたアンケート調査に

(東京・港)などが6月に

企業が今も主戦場となって

戦はそれゆえ︑地方の中小

を受け︑番号の収集・管理

る︒各行から取引先の紹介

セコムは横浜銀行など口

上と受注獲得を狙う︒

票に番号を記載して役所に

いる︒

目指す︒

などを一括代行することを
バー対応の危機感があると

よると︑経営層にマイナン

NECや大塚商会︑オl

提出するといった作業は年

に置かれているようだ︒

ω

時で雇ったアルバイトの給

本情報経済社会推進協会

との連結については最大1 重要性を理解してもらえな

載しなければならない︒

与明細などには︑番号を記

‑年程度余裕がある︒ 9月
3日に成立した改正マイナ

検索することもできる︒

ーとの最大の違いは︑どの

つながることになる︒例え

内の企業などに発送される

税務署に何らかの申告書を
出しているその他の団体な

や国の機関・地方自治体︑

ように設立登記された法人

法人番号の対象は企業の

大の目的だ︒

ードや読み取り機が国民や小
売屈にきちんと行き渡るのか

軽減税率︑並 行して検討

﹁収集﹂し︑源泉徴収票な

という点だ︒カードの取得は
任意で︑受げ取らない人が出

の2%分の﹁還付ポイント﹂

送信︒このとき︑カ!ドのI
Cチップに入っている個人を
る可能性がある︒読み取り機

をもらう︒
の符号も一緒にセンターに送

識別するための公的個人認証

に置かれた読み取り機に個人

を庖に支払う︒その際︑レジ

類を除く飲食料品を買うとき
レジなどから購入日時や総

は最大で数百億円の財政負担

を小売店に普及させるために

に︑叩%の消費税を合む代金
額などの情報を﹁還付ポイン
る︒センターでは符号ごとに

ト蓄積センター(仮称)﹂に

﹁夏から商談や導入が本

どに書き込んで﹁使用﹂し

消費者は後日︑自宅のパソ

購入の情報を蓄積する︒

番号カードをかざし︑支払額

格化する﹂﹁8月が対策の

たうえで︑一定期間だけ番

纏覇欝

策を主張する公明党などの反
ている︒

対の声は多い︒議論は難航し
消費税は所得の多い人にも
少ない人にも同じ税率が適用
ほど負担感が大きい︒与党は

府は企業などの法人に番号

天王山になる﹂︒マイナン

号を﹁保管﹂後︑﹁廃棄﹂
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末調整の時期になるため︑
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されるため︑所得が少ない人
消費税率を叩%に上げても飲
食判明品など生活必需品の一部
については消費者の負担感を
抑える制度の導入を目指して
いる︒
制度案として財務省が考え
たのが﹁日本型軽減税率制

をつ白ていたが︑省庁など

バー制度の開始に合わせ︑

する︒企業は4段階で専用

取引先:・・商事ムム支社
所在地:名古屋市中区‑‑

消費者はスーパーなどで酒

マイナンバーの陰に隠れ

大手に続き中堅・中小企業

システムを用意することが

管理コード :
C8901
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度﹂︒仕組みはこうだ︒

がちだが︑企業にも叩月か
番号だった︒これを統一し

行政機関ごとにバラバラの

の対策がこの夏までに進む

求められている︒今年目月

部 署3

法人にもマイナンバー

ら悶桁の番号が振られるこ

行政や企業を効率化
とになる︒これまでも︑政
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との見方が当初広がってい

管理コード :B5678
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経営層の関心︑盛り上がらず

た︒だが蓋を開けてみると︑

もっとも︑直ちにすべて

には番号の通知が始まる︒

取引先:(株)・・商事
所在地:東京都千代田区大手町‑‑
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中小企業︑対応に遅れ

の︑中堅・中小は遅れが目

の業務を終える必要はな
い︒従業員と扶養家族の個

部 署2

@ レジで欝み取り憾にマイナンバーカードをかざす

大手は準備が進んだもの
立っている︒
企業は従業員と扶養家族

管理コード :
A1234
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所在地:千代田区大手町~~

財務省案はマイナンバーの普及が課題に
たくさんの人が嘗加した大阪府の事業者向けマイ
ナンバー制度の脱明会 (
8月、大阪市住之江区)

還付ポイント
醤積センター
(仮称)

取引先:..商事0 0
部

消費税還付に財務省が活用提案

