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マイナンバー運用支援ソリューション 

１．マイナンバー制度の基礎知識 

  ・個人番号とは 

  ・個人番号の利用範囲 

  ・個人番号カードと通知カード 

  ・法人番号とは 

  ・民間事業者の役割 
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マイナンバー運用支援ソリューション 

個人番号とは 

 住民票を有する全ての方に１人１つの番号（12桁）が通知

されます。 

 市町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが

送られます。 
住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意してください。 

国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは付番されません。 

帰国して住民票が作成される際にマイナンバーの指定や通知が行われます。 

外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイ

ナンバーが付番されます。 

  マイナンバーは一生使うものです。 大切にしてください。 
番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生

変更されません。 
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マイナンバー運用支援ソリューション 

個人番号の利用範囲 
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社会保障、税、災害対策の行政手続で     
マイナンバーが必要になります。 

 マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律
で定められた行政手続にしか使えません。 

社会保障 

•年金の資格取得や確認、給
付 

•雇用保険の資格取得や確認、
給付 

•ハローワークの事務 

•医療保険の保険料徴収 

•福祉分野の給付、生活保護  
など 

税 

•税務当局に提出する申告書、
届出書、調書などに記載 

•税務当局の内部事務    
など 

災害対策 

•被災者生活再建支援金の支
給 

•被災者台帳の作成事務    
など 



マイナンバー運用支援ソリューション 

通知カードと個人番号カード 

 おもて面には氏名、住所、生年月日、性別、顔写真

が表示され身分証明書として使用可能です。 

 うら面には、個人番号が記載されます。 

 これらの事項等が ＩＣチップに記録されます。 
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（裏面） 
 
 

 

 （表面） 

個人番号カードの様式（案） 

 氏名、住所、生年月日、性別と個人番号が記載され

た紙のカードです。 

 市町村から世帯主宛に簡易書留で郵送されます。 

 通知カードと身分証明書（運転免許書等）を組み合

わせることで個人番号の収集に利用可能です。 

 市町村に申請することによって個人番号カードに交

換することができます。 

通知カード 

個人番号カード 



マイナンバー運用支援ソリューション 

法人には、13桁の法人番号が割り振られます。 
国税庁長官から、①設立登記法人、②国の機関、③地方公共団体、

④その他の法人や団体に13桁の法人番号を指定します。 

上記以外の法人等でも一定の要件を満たす場合、届け出ることによ

り法人番号の指定を受けることができます。 

 

個人番号とは異なり、インターネットで公表され

、どなたでも知ることができます。 
①法人番号とそれに紐づく②名称、③所在地をインターネットを通

じて公表します。 

 

法人番号とは 
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マイナンバー運用支援ソリューション 

帳票サンプル(「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」) 

 個人番号の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 法人番号の追加 
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マイナンバー運用支援ソリューション 

民間事業者 

人事 

給与 

会計 

民間事業者の役割 
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特定 
個人情報 従業員、家族 

12345… 

12345… 

市役所 

税務署 

ハローワーク 

 

源泉徴収票 
支払調書 等 

支払報告書 等 

資格取得届 
資格喪失届 等 

被保険者資格取得届 
被扶養者(異動)届 等 

12345… 

12345… 

12345… 

年金事務所 
健康保険組合 

 

番号収集・本人確認 マイナンバー運用・管理 マイナンバーを記載して提出 
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マイナンバー運用支援ソリューション 

２．WonderWebLGのご紹介 
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マイナンバー運用支援ソリューション 

自治体へ導入される共通基盤システム 
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【自治体向けサービス】

地方自治体

住民記録

税 務

介 護

WonderWebLG

国資産

情報提供

ネットワーク

国資産

中間

サーバー

団体内統合宛名ＤＢ

文
字
コ
ー
ド
変
換
等

連
携
モ
ジ
ュ
ー
ル

マイナ・ポータル

マイナンバーＤＢ

１

２３

４ ５

【民間企業向けサービス】

人 事

給 与

経 理

WonderWebLG

団体内統合宛名ＤＢ

文
字
コ
ー
ド
変
換
等

番
号
収
集
モ
ジ
ュ
ー
ル従業員端末

マイナンバーＤＢ

１

２

５

４

３

サービス サービス内容

導入計画策定サービス 番号法に係る現状調査と要件ヒアリングを行い、自治体様ごとに異なるシステム基盤

へのマイナンバー導入計画の策定サービス

団体内統合宛名ＤＢ構築 WonderWebLGをベースとした、システムごとに異なるユニークキーを一元的に紐付けて

サービス 管理するため、団体内統合宛名DB（関連情報）の構築サービス

中間サーバー連携 中間サーバー連携用のインターフェース、通信制御等をパッケージの標準機能として提供

サービス し、マイナンバー運用支援をサポート。

マイナ・ポータル連携 国民向け公共ポータル（2017年１月サービス開始）への情報連携インターフェース、

サービス 通信制御を標準機能として提供。　※将来構想

自治アイクラウド導入 自治体クラウドへの移管に伴う計画から導入、システム移行までのトータルサービス。

サービス 　※将来構想

48期

○

○

○

○

○

49期以降

１

２

３

４

５

サービス サービス内容

マイナンバー導入サービス システムごとに異なるユニークキーを一元的に紐付けて管理するため、団体内統合宛名DB

（関連情報）の構築サービス

番号収集サービス 従業員からのマイナンバー収集のための仕組みと運用ルール等について具体的な導入サービス。

法定調書代行印刷 マイナンバー運用の開始に伴う法定調書の書式及び出力内容の変更を一元的に管理・対応

サービス するサービス。

特定個人情報程導入 特定個人情報保護としてマイナンバー運用に必要となる法規及び推奨ガイドラインをベースに

サービス 社内規程の導入支援サービス。

番号収集代行サービス 自治体クラウドへの移管に伴う計画から導入、システム移行までのトータルサービス。

　※検討中サービス

○

48期 49期以降

○

○

○

○

１

２

３

４

５



マイナンバー運用支援ソリューション 

自治体へ導入される共通基盤システム 

 団体内各システムとつながる柔軟なインターフェース 

 情報漏えいを許さない堅牢なセキュリティ機能 
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WonderWebLG 



マイナンバー運用支援ソリューション 

将来提供予定 

ネットワーク提供サービス（仮） 

市役所 

税務署 

年金事務所 

WonderWebLG 

WonderWebLGソリューションイメージ 
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法定帳票一括出力サービス 

特定個人情報保護サービス 

マイナンバー
DB 

マイナンバー統合管理サービス 個人番号収集サービス 

人事システム 

給与システム 

会計システム 

 ： 

札幌 

東京 

大阪 

法定帳票 法定帳票 法定帳票 
給与支払報告書 
源泉徴収票 
 ： 

個人番号事務担当者 

個人番号管理者 

収集時のセキュリティ担保 

制度改正への対応 
導入・改修コストの低減 
運用コストの省力化 

統合管理による省力化 
漏えいリスクの低減 

将来のネットワーク接続に向けての拡張性確保 



マイナンバー運用支援ソリューション 
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検討中 

WonderWebLG 

法定帳票一括出力サービ（OP） 

特定個人情報保護サービス 

マイナンバー
DB 

マイナンバー統合管理サービス 

法定帳票 法定帳票 法定帳票 

個人番号収集サービス 

給与支払報告書 
源泉徴収票 
 ： 

 ： 

人事システム 

給与システム 

会計システム 

東京 

札幌 

大阪 
関連事務担当者 
（人事部門） 

仙台 

富山 

福岡 

グループ内事業者A 

 ： 

人事システム 

給与システム 

会計システム 

WonderWebLGソリューションイメージ（クラウド版） 

クラウドサービス（OP） 

マルチテナント対応 



マイナンバー運用支援ソリューション 

WonderWebLGソリューション サービス一覧 

Copyright © 2015 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved.  15 

法定帳票一括出力サービス 
特定個人情報保護サービス 

マイナンバー統合管理サービス 個人番号収集サービス 

マイナンバーDB 

・個人番号管理者用メニュー 
・システム運用メニュー 

・システム連携（名寄せ） 
・データ暗号化 
・アクセス管理 

・法定帳票出力 
・個人番号照会 

・申請用アカウント管理 
・番号確認 
・本人確認 

ネットワーク提供サービス（仮） 

・情報提供ネットワーク接続 
・個人番号オンライン提供 

・個人番号管理データベース 
・システム環境設定 

【オプションシステム機能】 【標準システム機能】 

導入支援サービス 

・特定個人情報保護プロセス構築サービス 
・WonderWebLGの導入・設定・設置サービス 
・マイナンバー教育サービス 

【オプションシサービス】 



マイナンバー運用支援ソリューション 

個人番号収集サービス 
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 サービス概要 

 オンラインによる番号収集機能を提供します。 

 身元確認 

個人番号申請用アカウント、パスワードの払い出しにより、個人番号申請者本

人のみアクセスな登録ページを提供します。 

 ICカードによる申請の場合は、カードリーダからカード情報を読み取ることで本

人照合も可能（個人番号カードを所持している場合） 

※通知カードまたは住民票による申請の場合は、運転免許書、パスポートが必要です。 

扶養家族の場合は、従業員による代理申請を可能とします。 

 番号確認 

個人番号管理者による画像確認を行います。 

 メリット 

 アカウント・パスワードによる身元確認（従業員であることの確認）が可

能となります。 

 オンライン化により遠隔事業所からの収集を可能とします。 

 カードリーダにより入力ミスを防止します。 

 システム化によるグループ全体のセキュリティレベルを底上げ。 

 

 



マイナンバー運用支援ソリューション 
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個人番号収集サービス 

番号収集 

サービス 

個人番号管理者 

個人番号申請者 

①番号登録申請 

③ログイン 

④認証ツールダウンロード 

⑤確認用画像アップロード 

暗号化アーカイブ電送 

⑥確認通知 

⑦確認・承認 

WonderWebLG 

基本４情報・確認画像 

番号確認 

本人確認（家族用） 

アップロード 

Scan 

Scan 

認証ツール 

通知カード 
Or 住民票 

運転免許証 
Or パスポート 
Or 健康保険証 

※個人番号カードなら 
  カードリーダで一発承認 

番号整合性確認 

申請者確認 

番号証跡提供 

個人番号カードを所持していない場合 

②アカウント発行 

番号確認と本人確認 

•「個人番号カード」 

•「通知カード」と 

  「本人の身元確認書類（運転免許証など）」 

•「マイナンバーが記載されている住民票の写し」と 

  「本人の身元確認書類（運転免許証など）」 



マイナンバー運用支援ソリューション 

法定帳票一括出力サービス 

 サービス概要 

個人番号を記載する法定帳票を一括出力します。 

人事システム、給与システムから法定帳票出力に必要な情

報を読み込み、印刷イメージを作成します。 

読み込んだ個人情報から個人番号を検索し、帳票出力時に

個人番号を出力します。 

 メリット 

帳票出力機能を本システムに統合することで制度改正に伴

うシステム改修コストを抑えることが可能です。 

法定帳票の出力、書類提出事務を集中化することで業務効

率を上げることが可能です。 

他システムへ個人番号を出力する必要がないため、セキュ

リティリスクが低減します。 
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マイナンバー運用支援ソリューション 

特定個人情報
保護サービス 
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法定帳票一括出力サービス 

帳票一括出力
サービス 

WonderWebLG 

人事システム 
給与システム 
会計システム 

マイナンバー
DB 

①帳票情報送信 

・従業員番号（識別ID） 
・帳票面に記載する情報 
・依頼者情報 

②対象者マッチング 

③個人番号提供 

・従業員番号 
・個人番号 

・従業員番号 
  （識別ID） 

④法定帳票印刷 法定帳票 

※個人番号をデータとして 
 システム外に出力することは 
 ありません。 

DB管理情報(一部抜粋) 
・個人番号 
・基本四情報 
・キー(0) 従業員番号 
・キー(1) 人事識別ID 
・キー(2) 給与識別ID 
・キー(3) 保険識別ID 
・キー(4) 会計識別ID  

等 

特定個人情報ファイル保護領域 



マイナンバー運用支援ソリューション 

WonderWebLG 

シーイーシー・ワンストップソリューション 
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VPN 
マイナンバーDB 

番号収集 
本社マイナンバー事務担当部門 

アカウント管理 

アクセスログ 

システム管理者 

WonderWebLG 

・WWLG導入支援サービス 
・特定個人情報保護プロセス構築サービス（OP） 
・マイナンバー教育サービス（OP） 

証跡回収 

従業員・家族 

個人番号収集サービス 

クラウドサービス（OP） 

マイナンバー統合管理サービス 

特定個人情報保護サービス 

法定帳票一括出力サービス（OP） 

マルチテナント対応 



マイナンバー運用支援ソリューション 

MultiScan!マイナンバー収集機能 
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マイナンバー運用支援ソリューション 

画面イメージ（自治体版ポータル） 
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マイナンバー運用支援ソリューション 

自治体からの厳しいセキュリティ要件をもクリア

した堅牢なマイナンバー管理システムをご活用く

ださい。 

 

民間よりも先行始動している自治体への稼働実績 

 

マイナンバーの将来の施策を見越した製品設計で

将来の拡張性も十分です。 
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まとめ 



マイナンバー運用支援ソリューション 

［ お問い合わせ先 ］ 

株式会社シーイーシー 

社会システム事業部 第一サービス部 

マイナンバー運用支援ソリューション担当 

坂口 尚紀(さかぐち なおき)／山下 祥宣(やました よしのり) 

Email ：bangoseido@cec-ltd.co.jp 

TEL： 03-5789-24９６ 

 


