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平成28年１月よりマイナンバー制度が施行され、平成27年１０月より番号通知が始まり
ます。 マイナンバーの利用範囲は、現状、税務分野、社会保障分野、災害対策分野とさ
れておりますが、企業においては、人事部門やシステム部門に限らず、他の部門において
も、幅広い対応が求められることとなります。 
 
 社会保険・労働保険の手続代行にあたり、各種行政機関への届出書類にマイナンバーの
記載が必要となります。 平成27年3月時点の予定では、平成28年1月より労災・雇用保険
および国民年金の届出書類にマイナンバーの記載が必要となり、平成29年1月からは健康
保険・厚生年金保険の届出書類にマイナンバーの記載が必要となります。 
  
 本資料において、ＳＡＴＯ社会保険労務士法人のマイナンバーの取り扱いに関する 
対応方針をご説明いたします。 
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1.社会保険労務士法人の位置付け 
   
  クライアント企業から、従業員のマイナンバーを情報提供いただき、書類を作成す 
  る社会保険労務士法人（社会保険労務士事務所）は、個人番号関係事務実施者とし 
  て位置付けられます。 

２.個人番号関係事務実施者としての義務 
   
  「特定個人情報の適正取扱いに関するガイドライン」で定義されている基準を 
  順守いたします。 
 

３.労働社会保険アウトソーサーとしての義務 
   
  クライアントの事務代行者として、安定的に正確な業務処理を実現するとともに 
  そのサービスを安価で提供いたします。 
 

ＳＡＴＯ社会保険労務士法人は、セキュアな環境を構築し安全性を 
担保するとともに、運用効率も追及したサービスの提供を実施します 
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SATO社会保険労務士法人では基幹システムとして、三菱電機ビジネスシステムの 
「社会保険労務士システム（ＡＲＤＩＯアルディオ）」を利用しております。 
今回、三菱電機ビジネスシステムが提供する「マイナンバーロッカー」を用いて、マイ
ナンバーを保有管理させていただきます。 
   
  
  

マイナンバーロッカー 

暗号化技術 
・ ID/パスワード認証による強固な安全管理措置 
・ マイナンバー提供履歴、メンテナンスログ、 
   廃棄ログ管理 

利用 

提供 

マイナンバー 
取得リクエスト 

ＡＰＩ 

個人番号
関係事務
実施者 
による登録 

行政帳票 

暗号化 

廃棄 保管 

① マイナンバーロッカー 
  ・従業員のマイナンバーの 
   保管及び廃棄 
②ＡＲＤIＯ 
  ・従業員の個人マスタの保有 
   （マイナンバーを除く） 
  ・各種届出書類の作成 

ＡＲＤＩＯ内には、マイナンバーを保有せず、別途セキュアな環境のデータベースを準
備させていただき、個人番号利用時に自動反映させます。 
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No 管理措置 対応方法 

１ 物理的安全管理措置 

・データセンターにサーバー機器を設置 

・保有データと通信経路の暗号化 

・利用期限が経過した個人番号の削除 

２ 技術的安全管理措置 

・届出書類の印字以外にはアクセス不可 

・アクセスログを収集・管理 

・不正アクセス防止 

 マイナンバーロッカーで保有するマイナンバーは、情報漏洩に備えて、安全管理 
 措置対策を講じる必要があります。 
 ＳＡＴＯ社会保険労務士法人では、以下の基準にて対応します。 
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個人番号 
①
収
集
・
回
収 

企業 
②
連
携 

マイナンバー
ロッカー 

ＡＲＤＩＯ 

決定通知 
控など 

⑤返却 

申請 
書類 

行政 

③
届
出 

個人番号収集から各手続きの流れ 

④保管 
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①～⑤の各項目の内容を、以下に記載いたします。 

No 項目 内容 備考 

① 収集・回収 SATOでは基本、実施なし 
収集システム／回収代行業
者の紹介可能 

② 連携方法 セキュアな環境での連携方法 システム提案可能 

③ 届出方法 履歴管理、到着確認を実施 

④ 保管方法 物理的安全管理措置を実施 履歴管理及び施錠管理 

⑤ 返却方法 セキュアな環境での連携方法 システム提案可能 
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マイナンバーを管理・保有するにあたっての
規定整備及び教育を実施いたします。 

上記を定期的に実施し、個人番号関係事務実施者とし
ての意識付けを強化いたします。 
 
 

2.従業員教育の徹底 
  
 
 ①特定個人情報に関する知識習得 
 
 ②取扱いに関するリスク及び安全管理措置の教育 
 
 ③管理規程及び運用詳細ルールの説明と教育 

1.運用規程の整備 
  
 ①管理規程の整備 
  取扱責任者及び取扱者を規定し、取扱いに関 
  して厳格に対応いたします。 
  セキュリティに関しても、本規程で担保させ 
  ていただきます。 
 
 ②運用詳細ルールの整備 
  業務担当者が、行政機関届出用に帳票出力し 
  た後の届出書類の管理に関してのルールを規 
  定いたします。 
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 １．ガイドラインの情報収集 
  
   本資料は、今後も厚生労働省及びその他の機関から出されるガイドラインにより変更 
   する可能性があるため、最新の情報を基にアップデートし、クライアント企業に速や 
   かにご提示させていただきます。 
 
 ２．外部監査機関による監査の実施検討 
    
   マイナンバーを取り扱うベンダーとしての安全性を担保するため外部監査機関による 
   監査を受け、その結果を公表させていただく予定となっております。 
 
 ３．取扱い者への試験の実施 
    
   マイナンバーを取り扱う弊社の職員に関しては、試験を実施し、80％以上を合格点と 
   定め、それ以下の職員に関しては、クライアント従業員様のマイナンバーへの関与を 
   禁じることとします。 
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マイナンバーを管理するにあたり、別途費用が掛かることがございます。 
詳細な金額に関しては、別途お見積りをさせていただきます。 

No 業務メニュー 単位 価格 

１ 初期登録（データファイル） ARDIO事業所コード単位 別途お見積り 

２ 初期登録（紙ベース） １枚単位 別途お見積り 

３ 月次管理費用 
被保険者人数１人単位 
（被保険者人数により決定） 

別途お見積り 

４ マイナンバー付文書保管 手続き単位 別途お見積り 

５ 
その他特殊対応依頼 
（サーバー強化等） 

依頼内容により都度設定 別途お見積り 
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８.マイナンバー追加予定分野 

 厚生労働省「個人番号・法人番号」追加予定分野 

分野 個人番号追加 法人番号追加  

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 等 

・雇用保険適用事業所設置届 等 

健康保険 
厚生年金保険  

・保険被保険者資格取得届 
・被保険者資格喪失届 
・健康保険被扶養者（異動）届 等 

・新規適用届等 
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マイナンバー追加書類一覧① 

「マイナンバー」欄が追加される予定書類 
【平成27年4月16日厚生労働省マイナンバーコールセンター確認】 

雇用保険 
厚生労働省 

改正様式 

資格取得届 公開中 

資格喪失届/氏名変更届 公開中 

雇用保険（給付関係） 厚生労働省 
改正様式 

育児休業給付受給資格確認票・（初回）支給申請書 公開中 

高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）支給申請書 公開中 

未支給失業等給付請求書 公開中 

介護休業給付金支給申請書 公開中 

教育訓練給付金及び支援給付金受給資格確認票 公開中 

教育訓練給付金支給申請書 公開中 
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マイナンバー追加書類一覧② 

「マイナンバー」欄が追加される予定書類 
【平成27年4月16日厚生労働省マイナンバーコールセンター確認】 

健康保険・厚生年金保険 厚生労働省 
改正様式 

資格取得届/喪失届 公開中 

被扶養者（異動）届 公開中 

氏名変更（訂正）届 公開中 

賞与支払届 公開中 

報酬月額算定基礎届/報酬月額変更届 公開時期未定 

産前産後/育児休業等取得者申出書（新規・延長） 公開時期未定 

産前産後/育児休業等取得者終了届 公開時期未定 

産前産後/育児休業等終了時報酬月額変更届 公開時期未定 

13 



マイナンバー追加書類一覧③ 

「マイナンバー」欄が追加される予定書類 
【平成27年4月16日厚生労働省マイナンバーコールセンター確認】 

厚生年金保険 厚生労働省 
改正様式 

養育期間標準報酬月額特例申出書/終了届 公開時期未定 

特例加入被保険者資格取得/喪失申出書 公開時期未定 

(社会保障協定)適用証明期間継続・延長申請書 公開時期未定 

(社会保障協定)適用証明書交付申請書 公開時期未定 

国民年金 厚生労働省 
改正様式 

国民年金第３号被保険者関係届 公開中 

年金手帳再交付申請書 公開時期未定 

被保険者種別変更届 公開時期未定 
14 



マイナンバー追加書類一覧④ 

「マイナンバー」欄が追加される予定書類 
【平成27年4月16日厚生労働省マイナンバーコールセンター確認】 

健康保険（給付関係） 厚生労働省 
改正様式 

出産育児一時金支給申請書 公開時期未定 

出産手当金支給申請書 公開時期未定 

限度額適用認定申請書 公開時期未定 

限度額適用・標準負担額減額認定申請等 公開時期未定 

傷病手当金支給申請書 公開時期未定 

療養費支給申請書 公開時期未定 

移送費支給申請書 公開時期未定 

高額療養費支給申請書 公開時期未定 

高額介護合算療養費支給申請等 公開時期未定 
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マイナンバー追加書類一覧⑤ 

「マイナンバー」欄が追加される予定書類 
【平成27年4月16日厚生労働省マイナンバーコールセンター確認】 

健康保険（給付関係） 厚生労働省 
改正様式 

高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 公開時期未定 

食事療養標準負担額減額申請書 公開時期未定 

生活療養標準負担額減額申請書 公開時期未定 

埋葬料（費）支給申請書 公開時期未定 
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