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マイナンバー関連広告活発化 
～制度・周知・コマーシャル～ 
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マイナンバー関連広告 【ＣＭなど】 

 タレント＋マイナちゃん 
 
      テレビCM 

電車 
広告 

映画
広告 

TV
広告 
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マイナンバーカード無料に 

■２０１5/1/8  

マイナンバーカード無料に、政府来年１月から交付。 

出典：2015/1/8 「日本経済新聞」 

希望者は申請することにより 
２０１６年１月から、通知 
カードをマイナンバーカードに 
無料で引き換えることが 
できる。 
 
※申請書と返信用封筒は、通知カードに同封。 
 また、スマホを利用しての申請も可能。 
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マイナンバーカードが健康保険証代わりに 

■２０１5/1/19  

マイナンバーカード、健康保険証代わりに。 

出典：2015/1/19 「読売新聞」 

早ければ２０１７年７月 
から、運用開始。 
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マイナンバー（保管/廃棄） 

■２０１４/12/11  

マイナンバー、退職７年で廃棄、政府が企業向け指針。 

出典：2014/12/11 「日本経済新聞」 

民間企業が、従業員等から収集した 
マイナンバー情報を保管、管理する際の 
指針が政府から出されました。 
・従業員が退職した場合。 
 原則７年間保管後、破棄する。 
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行政への報告帳票類 

■ ２０１５年４月１７日時点  
２０１６年１月～スタートする帳票類。 

※現時点で想定される例であり、今後の検討過程で変更があり得ます。 

・所得税、法定調書 
  ⇒給与所得の源泉徴収票 
 
・支払報告書 
  ⇒給与支払報告書（個人明細書） 

・所得税、法定調書 
  ⇒退職所得の源泉徴収票、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 
   不動産の使用料等の支払調書、不動産の譲り受けの対価の支払い調書 
   不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 
・支払報告書 
  ⇒給与支払報告書（総括表） 
・社会保障、雇用保険 
  ⇒雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届 
   高年齢雇用継続給付受給資格確認票・高年齢雇用継続給付申請書 
   育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支払申請書 
   介護休業給付金支給申請書 

こんな時に。。。 

・２０１６年１月に。。。。 
 入社 
 退職 
 短期アルバイト 
 中途採用  など 

・２０１７年１月に 
 税務署へ提出 
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（ご参考）給与所得の源泉徴収票サンプル 

■ ２０１７年１月に源泉徴収票の提出が必要。 

個人番号１２桁記入欄 
【扶養者関係】 

個人番号１２桁記入欄 
【従業員】 

法人番号１３桁記入欄 
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個人情報保護法より厳しい罰則規定！ 

■管理体制に問題があれば罰則を受ける。 
 個人情報保護法を上回る厳しい罰則！ 
※従来の保護法から見て２倍の重みがある。 

内閣府資料 
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マイナンバー制度 
～スタートまでのスケジュール～ 
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民間企業での対応スケジュール 

■ ２０１６年１月～スタート待ったなし！ 
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マイナンバー制度 
～必要となるセキュリティ対応は～ 
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安全管理措置のガイドライン 

内閣府資料 

■ ４つの安全管理措置を実施することが必要。 

（組織的、人的、物理的、技術的） 
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ガイドライン（法律） 

 
-- 第１ はじめに – 

 
 

本ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「してはならない」と記述し
ている事項については、これらに従わなかった場合、法令違反と判断される
可能性がある。 

  
一方、「望ましい」と記述している事項については、 これに従わなかったことを
もって直ちに法令違反と判断されることはないが、  
番号法の趣旨を踏まえ、事業者の特性や規模に応じ可能な限り対応する
こと が望まれるものである。  
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ガイドライン（経営者の責任） 

 
ｰｰ 第３－５ 特定個人情報保護のための主体的な取組について ｰｰ 
  
事業者が特定個人情報の適正な取扱いを確保するためには、経営者自らが特定個人情
報に対する保護措置の重要性について十分な認識を持って適切な経営管理を行うことが
重要である。  
 
その上で、事業者は、番号法等関 係法令並びに本ガイドライン及び主務大臣のガイドラ
イン等に従い、特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な方策について検
討し、 実践するとともに、業務の実態、技術の進歩等を踏まえ、点検・見直しを継続的に
行う体制を主体的に構築することが重要である。  
 
なお、番号法第６条において、個人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、団
国及び地方公共体が個人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとす
るとされている。  
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安全管理措置の分類 

対応が必要な安全管理措置は以下4分類 
 

（1）組織的安全管理措置 
（2）人的安全管理措置 
（3）物理的安全管理措置 
（4）技術的安全管理措置 
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ガイドラインの記載から見た対応ソリューションの必要性 

①組織的安全管理措置   

ガイドラインでの記載（抜粋） 対策

組織として取り組むために、

基本方針を策定することが重要

具体的な取扱いを定める

取扱規程等を策定

しなければならない

コンサルティング

サービス

・基本方針の策定

・取扱規程等の策定

・体制の整備　　etc.　・体制の整備

　・運用状況の確認手段

　・取扱状況の確認手段

　・情報漏えい等事故発生に備えた

    体制整備

　・取扱い状況の把握と見直し

組織的

安全管理措置
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基本方針・取扱規程・組織的安全管理の策定 

（１）組織的安全管理措置 

（２）人的安全管理措置 

（３）物理的安全管理措置 

（４）技術的安全管理措置 

基本方針/取扱規程 
文書化する必要。 

既に管理規程がある 
Pマーク・ISMSなど 

管理規程がない 
個人情報がないなど 

業務ﾌﾛｰ等の文書化を支援 

マイナンバーポリシー策定コンサル 既設文書を修正で対応 

PDCA 
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ガイドラインの記載から見た対応ソリューションの必要性 

②人的安全管理措置   

人的

安全管理措置

　・事務取扱担当者の監督

　・事務取扱担当者の教育

・従業員に対する

  教育の実施
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人的安全管理の策定 

（１）組織的安全管理措置 

（２）人的安全管理措置 

（３）物理的安全管理措置 

（４）技術的安全管理措置 

■全従業員向け動画コンテンツ 
・マイナンバーとは？～会社への個人番号提供義務 
・理解度テスト 
 
■マイナンバー業務担当者向け動画コンテンツ 
・帳票作成、申告業務上での注意すべきポイント 
・理解度テスト 
 
 

２ヶ月間利用 

（クラウドサービス型） 

オンプレ型 

定期的な従業員への教育研修が必要！（例：１回/年） 
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ガイドラインの記載から見た対応ソリューションの必要性 

③物理的安全管理措置 

ガイドラインでの記載（抜粋） 対策

　・特定個人情報等を

    取り扱う区域の管理

・パーティション

・カードキー

・監視カメラ

　・機器及び電子媒体等の

    盗難等の防止

・セキュリティロッカー

・キーボックス

・ワイヤーロック

　・電子媒体等を持ち出す場合の

    漏えい等の防止

・データ暗号化

・鍵付搬送用機

・目隠しシール

　・個人番号の消去、

    機器及び電子媒体等の廃棄

・極小裁断型シュレッダー

・データ削除ソフトウェア

物理的

安全管理措置
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物理的安全管理の策定 

（１）組織的安全管理措置 

（２）人的安全管理措置 

（３）物理的安全管理措置 

（４）技術的安全管理措置 

衝立 

監視カメラ 

セキュリティ 
ワイヤー 

極小裁断型 
シュレッダ 

キーケース（施錠ロッカー） 
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技術的安全管理措置 

①アクセス制御 
情報システムを使用して個人番号関係事務又は個人番号利用 
事務を行う場合、事務取扱担当者及び当該事務で取り扱う特 
定個人情報ファイルの範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行う 
 

②アクセス者の識別と認証 
特定個人情報等を取り扱う情報システムは、事務取扱担当者が 
正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証する 
 

③外部からの不正アクセス等の防止 
   情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組

みを導入し、適切に運用する 
 

④情報漏えい等の防止 
   特定個人情報ファイルをインターネット等により外部に送信する場合、通信経路

における情報漏えい等を防止するための措置を講じる 
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①アクセス制御/②アクセス者の識別と認証 

①アクセス制御 
  <手法例> 

・ 個人番号と紐付けてアクセスできる情報の範囲をアクセス制御により限定する 
・ 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを、アクセス制御により限定する 
・ ユーザーＩＤに付与するアクセス権により、特定個人情報ファイルを取り扱う 
  情報システムを使用できる者を事務取扱担当者に限定する 
 

⇒マイナンバー情報にアクセスできるユーザーを制御できる 
   システムが必要（ID-Password管理、認証） 
 
②アクセス者の識別と認証 
   <手法例> 
   ・事務取扱担当者の識別方法としては、 
    ユーザーＩＤ、パスワード、磁気・ＩＣカード等が考えられる 
 

⇒アクセス者を識別し、認証できるシステムが必要 
   （ID-Password管理、認証） 
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③外部からの不正アクセス等の防止 

③外部からの不正アクセス等の防止 
  <手法例> 

・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し、 
  不正アクセスを遮断する。 
・情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等 
（ウイルス対策ソフトウェア等）を導入する。 
・導入したセキュリティ対策ソフトウェア等により、入出力データにおける 
 不正ソフトウェアの有無を確認する。 
・機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、 
  ソフトウェア等を最新状態とする。 
・ログ等の分析を定期的に行い、不正アクセス等を検知する。 
 

⇒以下が必要 
    ファイアウォール、ウイルス対策ソフト、 
    IT資産管理、セキュリティパッチ管理、ログ管理 
     脆弱性診断 
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④情報漏えい等の防止 

④情報漏えい等の防止 
 
  <手法例> 

・通信経路における情報漏えい等の防止策としては、通信経路の暗号化等が 
 考えられる。 
・情報システム内に保存されている特定個人情報等の情報漏えい等の防止策 
 としては、データの暗号化又はパスワードによる保護等が考えられる。 
 
 

⇒以下が必要 
    ・通信経路の暗号化 
     ・マイナンバー情報の暗号化  
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技術的安全管理措置 

①アクセス制御/②アクセス者の識別と認証 
   ・ID-Password管理 
   ・認証 
 
③外部からの不正アクセス等の防止 
   ・ファイアウォール 
   ・ウイルス対策ソフト 
   ・IT資産管理 
   ・セキュリティパッチ管理 
   ・ログ管理 
   ・脆弱性診断 
 
④情報漏えい等の防止 
   ・通信経路の暗号化 
   ・マイナンバー情報の暗号化 
 



All Rights Reserved,Copyriht ©DAiKO 2015 

www.daikodenshi.jp

セキュリティアプライアンスサーバの対応範囲 

①アクセス制御/②アクセス者の識別と認証 
   ・ID-Password管理 
   ・認証 
 
③外部からの不正アクセス等の防止 
   ・ファイアウォール 
   ・ウイルス対策ソフト 
   ・IT資産管理 
   ・セキュリティパッチ管理 
   ・ログ管理 
   ・脆弱性診断 
 
④情報漏えい等の防止 
   ・通信経路の暗号化 
   ・マイナンバー情報の暗号化 
 

技術的安全管理措置
以外の対応機能 
・マイナンバー収集 
・データバックアップ 
・データ消去/廃棄証明 
・監査レポート作成 
・保管期間管理 
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技術的安全管理の策定 

（１）組織的安全管理措置 

（２）人的安全管理措置 

（３）物理的安全管理措置 

（４）技術的安全管理措置 
～全ての機能と、運用面も考慮したオールインワンモデル～ 
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組織全体 
・個人情報保護管理者の設置と運用 
・情報セキュリティ委員会の設置と運営 組織的措置 

体制の整備 

組織全体 
・個人情報保護管理者の設置と運用 
・情報セキュリティ委員会の設置と運営 

+ 

民間企業のあるべき姿（マイナンバーセキュリティ対策） 

人事/総務部 

今まで 

・帳票業務実施区域を明確、立入制限、盗難対策 
            保管庫の施錠 

・オープンスペースで不特定多数が出入り、操作可能 
・一般的なセキュリティ対策(ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ/ｳｲﾙｽ対策） 物理的措置 

施錠、立ち入り制限 

マイナンバー施行後 

人事/総務部 

人事/総務部 
・不正ｱｸｾｽ防止策、帳票業務毎にｱｸｾｽ制御、 
              帳票ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰﾃﾞｰﾀ暗号化 

・ｵｰﾌﾟﾝなインターネット活用、社内情報資産を共有 
・ｻｰﾊﾞ内ﾃﾞｰﾀへのｱｸｾｽ共有 技術的措置 

セキュリティ対策 

人事/総務部 

人事/総務部 
・従業員全体に対するﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ教育・研修 
・帳票業務に関係する人事/総務要員への特化教育、研修 

・一般的に情報セキュリティ、個人情報管理に関する 
e-ラーニングを実施 人的措置 

教育・研修 

人事/総務部 

・安全管理者の設置、業務事務取扱い者明確化 
・特定個人情報の範囲の明確化 
・取扱い状況を確認できる手段と運用を整備 

ID/ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ ﾜｲﾔｰﾛｯｸ 
ｽｸﾘｰﾝｾｰﾊﾞ 

FW FW 
              
        

              
        

ハッカー 
 対策  ﾃﾞｰﾀ 

暗号化 

入退出 安全 
保管・廃棄 

盗難防止 

情報ｾｷｭﾘﾃｨ教育 
個人情報保護教育 

情報ｾｷｭﾘﾃｨ教育 
個人情報保護教育 + ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ業務教育 

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ教育 
人事総務向け 

 
目的外 
利用禁止 

29 
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ご清聴ありがとうございました 


