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“第７回 年金綜合研究所シンポジウム”を開催
「マイナンバーの年⾦への適⽤」をテーマに、
第7回⽬の年⾦綜合研究所シンポジウムを東京・
⼤阪の2拠点で開催いたしました。
・3⽉9⽇ 東京(霞が関ビル 東海⼤学校友会館)
・3⽉16⽇ ⼤阪(リーガロイヤルホテル⼤阪)
国⺠全員へのマイナンバーの通知が本年10⽉
より開始され、いよいよ本格スタートするため
皆様⽅の関⼼も⾼く、基⾦をはじめとする各種
団体・企業の実務担当者やマスコミ各社など、
両拠点を合わせて、800名近くのお申し込み・
ご参加を頂きました。
⼤変盛況なシンポジウムが実現できましたこ
とを⼼より感謝申し上げます。
シンポジウムでは⼆名の講師をお招きしました。
最初に、マイナンバー制度の概要と将来的な⽅向性について、内閣府内閣審議官である向井治紀様
よりご講演いただきました。 続いて、マイナンバー制度で年⾦の実務がどうなるのか？という
視点で、厚⽣労働省 年⾦管理審議官である樽⾒英樹様より、ご講演をいただきました。 講演後に
は、会場にご来場いただいた⽅々より、両講師に質問を投げかけていただき、さらに議論を深める
ことができました。

■ 講演：『 マイナンバーの年⾦への適⽤について 』

向井 治紀 様

内閣官房社会保障改⾰担当室審議官
内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室⻑代理（副政府CIO）
内閣府⼤⾂官房番号制度担当室⻑
内閣官房すべての⼥性が輝く社会づくり推進室次⻑
向井様のご講演では、マイナンバー制度の導⼊の主旨や経緯、さらにマイナンバー制度の活⽤に
よる⽬指すべき社会を⽰されたうえで、番号制度の情報連携のあり様や利⽤場⾯、個⼈情報の保護
を踏まえた将来的な利⽤範囲拡⼤の⽅向性などについてご解説いただきました。
概要

● 当⾯の適⽤範囲：公平・公正な社会を実現

するために必要な、”税と社会保障”の分野で
使うこととした。

● ⽬的：⾏政の効率化と国⺠の利便性向上となる
制度を⽬指している。

● 番号体系：個⼈番号はランダムの12桁、法⼈
番号は13桁である。
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● 国⺠への通知：今年の10⽉後半以降に住所・⽒名等の基本4情報とともに通知カードが簡易書留
で世帯単位で郵送される

● 個⼈番号カードの発⾏：写真撮影・本⼈確認が必要であることから、①マイナンバー通知に

同封の申込書申請、②区役所等での本⼈確認、③マイナンバーカード交付の⼿続きを踏むことと
した。 (マイナンバーカードは原則無料で交付され、1⽉から使⽤が可能となる)

● 限定的利⽤：使⽤できる分野は法律上明記されている。
● 監視・監督：独⽴機関である”特定個⼈情報保護委員会”が⾏う。
● 税申告：税務当局に提出する「確定申告書」、「源泉徴収票」、「⽀払調書」などの法定調書
にマイナンバーを記載する必要がある。

● 条例による利⽤：地⽅公共団体の条例により、社会・福祉保障、地⽅税、防災に類するような
もの等に利⽤することも可能であり、条例によって広い範囲で使い得る可能性がある。

● 個⼈認証：個⼈番号カードにICチップが搭載されるため、ネット取引などの個⼈認証にも利⽤
できるであろう。

● マイポータル：2017年1⽉より、個⼈単位のポータルサイトから⾃分⾃⾝の情報が⾒れるよう
になる。

● データ分散管理：漏えいリスク等安全⾯を配慮し、データは分散管理とし、また接続可能者は

法律で制限した。（現在管理されている年⾦、医療、税の情報を、全部⼀つのデータベースで管
理することは⾮現実的でもある）

● 個⼈番号カード紛失・盗難：ICチップにはプライバシー性の⾼い個⼈情報は記録されておらず、
万が⼀盗難・紛失した場合も被害リスクは最⼩限となる。

● 将来の可能性：利⽤拡⼤範囲として、⼾籍・預貯⾦・医療・介護・健康等の情報管理・連携が
考えられる。また⾃動⾞登録については国交省を中⼼に既に検討が進められている。

質疑応答
Q 参加者の質問：
企業勤め等の現役の⽅は周知が進むかと思うが、法定代理⼈が居ないといった独居⽼⼈や
介護状態にある⽅が相当数いるなかで、郵便物の意味が分からず廃棄される可能性もあると
思われるが、それについての対策や考えはあるか？
A 講師の回答：
独居⽼⼈というのは⼀番難しい。各市町村頼みにならざるを得ない部分もある。
郵便による⽅法も検討しているが、⽇本郵政には制限があり現時点では効果的な対策はない。
良いアイデアがあれば是⾮ご教⽰願いたい。
Q 参加者の質問：
マイナンバーを集める場合に、本⼈が紙に
書いて提出する場合、間違えやすいと思うが、
どのように正しいことを確認するのか？
A 講師の回答：
例えば、紙に書いて役所の窓⼝に出すので
あれば、通知カードと免許証等の⾝分証明書
を確認する。
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Q 参加者の質問：
預貯⾦の付番というのが後回しなるということだが、まず第⼀にやってほしい。
A 講師の回答：
現在は預貯⾦に関する税の調書が存在しないため、後回しとなった。調書が無いにも関わらず
預貯⾦にマイナンバーを付番するよう踏み込んだことでも⼀歩前進したと考えている。
本当の所得の公平性とか、あるいは負担と給付の公平性などを⾒るためには、全ての預貯⾦⼝
座に番号が付されている事が、将来的に必須であろうと思っておりますので、それに向かって
徐々に進めてまいりたいと考えております。
Q 参加者の質問：
マイナンバーを配布される⽅は⽇本国内に住所を有する⽅だと思うが、海外にいる⽅や書留を
受け取らなかった⽅は、どういう形で対応されるのか？
A 講師の回答：
マイナンバーの配布対象者は10⽉5⽇現在で決めることになる。
その時点で住⺠票を有さない、海外に住んでおられる⽅については、⽇本国内に戻って来られ
住⺠票を取得するときにマイナンバーを付するということになる。
⽇本でマイナンバーを取得した後、海外に出た⽅は住⺠票はなくなるが、マイナンバーは
存在しつづけるため、その間の保管をどうするかについては現在検討中である。
Q 参加者の質問：
個⼈番号カードの有効期限は何年か？
A 講師の回答：
⼤⼈10年、⼦供5年。
この期間で何か⽀障が出てきたら、期間の短縮も将来的に発⽣する可能性がある。
Q 参加者の質問：
どのくらいの期間で全国⺠に配布を終える予定か？
A 講師の回答：
10⽉5⽇を基準に順次配布する。
横浜、⼤阪、名古屋などの⼤都市は名簿をつくって配る作業というのは遅くなると考えられる
ため、遅くとも11⽉の半ばまでには発送し、全世帯に⼀旦は着いているという状態にしたい。
Q 参加者の質問：
本⼈に渡す源泉徴収票については、本⼈が税務署へ提出する以外に、住宅ローンの申込みや
⾦融機関カードの作成に当たって使⽤する場合があり、利⽤⽬的に合わせてマイナンバーの
記載の有無を分ける必要がある。
例として
✔使⽤⽬的に合わせて本⼈がマイナンバーを記⼊して提出する
✔税務署以外（住宅ローンの申込等）の場合、マイナンバーの部分を塗り消して提出する
といった運⽤になるのか？
A 講師の回答：
本⼈に交付する源泉徴収票にはマイナンバーを記載していただくことになる。
（記載のあるなしを選択することは制度上できない）
⾦融機関への住宅ローンの申込等に源泉徴収票を利⽤する場合、マイナンバーの部分を塗り
消して提供する。
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■ 講演：『 マイナンバーで年⾦の実務はどうかわるか 』

樽⾒ 英樹 様

厚⽣労働省 年⾦管理審議官
樽⾒様のご講演では、厚⽣労働省としての社会保障・税番号制度への対応について、現段階に
おける⽅針等の説明があり、そのうえで個⼈番号の収録・管理、情報連携、法⼈番号の活⽤など
の考え⽅をご説明いただきました。 さらにマイナンバー制度への対応も含めた、国の年⾦業務シ
ステム刷新についてもご解説いただきました。
概要

● マイナンバー制度の基本的な考え⽅
・届出や添付書類の省略や削減によって利⽤者
の負担を軽減
・適⽤業務の併給調整事務の効率化
・基礎年⾦番号の重複付番の発⽣の防⽌
・住⺠票の基本情報を活⽤した効率的な事務
処理の実現とミスの削減

● 現在、年⾦業務では住⺠票コードによって、
年⾦の記録、基礎年⾦番号と住⺠票コードを
結びつけるということを実施している。

● 地⽅⾃治体から住⺠票コードに基づいた個⼈番号を直接⽇本年⾦機構で取得し、基礎年⾦番号
と個⼈番号と紐づけるということによって全体の管理を⾏なうとしている。

● マイナンバーがない⽅(住⺠票がない⽅、外国⼈、⼀時海外に出ている⽅等)でも、年⾦の加⼊者
が存在するため、基礎年⾦番号は引き続いて使う。

● 基礎年⾦番号はやめるわけではないが、被保険者、受給者の⽅々からは、平成 29年の1⽉から
はマイナンバーで届出いただくことで⼿続ができる形にしたい。

● 「個⼈番号管理サブシステム」を年⾦のシステムとして現在開発中である。
● 「個⼈番号管理サブシステム」に住⺠票コードに基づく形で各⾃治体より10⽉からマイナン
バーを受領し、⽇本年⾦機構で収録を実施する。

● 収録の際、マイナンバーのデータで合うものが無い場合には、情報システム機構（J－LIS）に
個別に照会を⾏って、基本情報を突合して、マイナンバーを収録していく予定である。

● 現在、同じ⼈に複数の年⾦記録があるということ防ぐために、住⺠票情報が同じであれば、

同⼀⼈という形で、本⼈から申し出がなくても基礎年⾦番号を出すときに、同⼀⼈ということで
同じ番号を出すが、これを改めてマイナンバーを使って実施する。

● 住⺠票コードが未収録であるために現況届省略の対象となっていない者については、現況届を
案内する際、マイナンバーの提⽰を呼びかけ、ぜひマイナンバーを登録していただきたい。

● ⼆⼗歳前に厚⽣年⾦に加⼊の⽅については、資格取得届の時にマイナンバーを書いてください
ということを事業主にお願いする形になる。

● 遺族年⾦を受給する未成年者はマイナンバーを書いて申請をしてもらうことで漏れがないよう
にしたい。

● 平成29年の1⽉から国と国の間、7⽉から地⽅⾃治体との間での情報連携が始まる。

これにより、⽇本年⾦機構や年⾦事務所が市町村に照会している死亡情報や保険料の免除情報な
どについての事務の 効率化と省⼒化が図られる。

● ⽇本年⾦機構から通知書を送付する場合は、誤送付のリスクを想定して、原則としてマイナン
バーは表記しないで、今までどおり基礎年⾦番号を書いて出すことにしている。
４／６
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● 住⺠票住所以外への郵送を希望される⽅のために、郵送先住所は住⺠票住所と分別してシステ
ム上管理する。

● 免除猶予の申請は、マイナンバーの記載により、審査・処理に必要な情報が情報提供ネット
ワークを取得できるため、添付書類が⼤幅に省略される。

● 年⾦保険料未納者に対しても、単純に督促するというのではなく、情報提供ネットワークの活
⽤により所得情報を⼊⼿し、所得が低い場合は、「免除の対象になります」と免除猶予の申請
に導くこともできる

● 「個⼈番号管理サブシステム」に住⺠票コードに基づく形で各⾃治体より10⽉からマイナン
バーを受領し、年⾦機構のほうで収録を実施する。

● 厚年・健保の関係、船保の関係は、現在事業所整理記号・被保険者番号等の記載を求めており、
基礎年⾦番号の記載を求めていないものについては、現状どおりの⼿続きとし、マイナンバーの
記載も求めない

● マイナンバーにより、有料の住⺠票の写しが不要となる。
(⼾籍謄本の写しは添付が必要なケースがある)

● 雇⽤保険の資格取得届等についてはマイナンバーを書くという形に変えていくが、雇⽤保険被
保険者番号は基礎年⾦番号と同じように保持していく。

● 雇⽤保険等の併給調整については、ハローワークと情報連携ができれば済むという形になる。
● 税については、平成28年1⽉以降にマイナンバーを使った⼿続を⾏うことになる。

質疑応答
Q 参加者の質問：
番号の収集とか源泉徴収への記載に伴うＩＴの改修とか、あるいは本⼈確認の⼿間など、いろ
いろな業務が発⽣するのですが、ＤＢの事務局にとっては⼿間ばかりふえて、特によくなるこ
とは何もないという理解でよいか？
A 講師の回答：
源泉徴収票に書かなければいけない、
マイナンバーの確認が必要であるという
点では、⼿間がその分ふえてしまいます。
⼀⽅で、まさにマイナンバーを確認する
ことで、ご本⼈の同⼀性の確認ができる
という点で、他の情報と合わせて間違い
を減らすための⼿段になると考えます。
そういった点をご理解を賜りたいという
のが今の率直なところです。
年⾦機構では、マイナンバーはシステム
刷新とともに、間違いを減らし、⼊⼒を
効率化するツールと位置づけています。
企業年⾦においても⼤きい⽬で⾒ると、
マイナンバーというのは、事務を効率化
するための有⽤なツールとなる要素が
ある。
５／６
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Q 参加者の質問：
企業年⾦連合会から⼀括で収集できる可能性が出てきたというお話があったが、万⼀それでも
収集できなかった年⾦受給者には源泉徴収票を発⾏する時に、ブランクであっても許される
のか？
A 講師の回答：
国税の判断となります。
企業年⾦連合会を通じて何とかしっかりマイナンバーを取得して、企業年⾦の担当者にお届け
をするというところについて遺漏がないように、まずは⼀⽣懸命努⼒していきたい。
Q 参加者の質問：
事業主のほうから基⾦への個⼈番号の提供は、本⼈に通知していれば良いということですが、
事業主・基⾦間で、委託、代理とかといった整理は不要か？
A 講師の回答：
番号を事業主からもらうという、基⾦と事業主との間の⼀種の取り決めは必要です。
また、事業主は、基⾦に黙って渡してしまうのではなく、各個⼈に対して、あらかじめ提⽰先
と⽬的を説明した上で、基⾦に渡していただく必要があります。
企業年⾦連合会を通じて番号確認ができるので、そちらを使っていただいた⽅が便利ではない
か。
Q 参加者の質問：
⽇本年⾦機構における番号収集の本⼈確認以外の利⽤⽬的の通知は、個⼈情報保護法の⽅で
規定されていますが、どういった⽅法で通知されようとしているのか？
A 講師の回答：
⽇本年⾦機構では住⺠基本台帳の番号を管理しており、その番号により⾃動的に収集します。
⽇本年⾦機構は法定の番号利⽤者として定められており、各地⽅⾃治体より逐⼀住⺠の⽅に
⽇本年⾦機構にマイナンバーを提⽰する旨通知する必要はありません。

お知らせ

シンポジウム講演録を発⾏予定です

当シンポジウムの全講演内容および全講演資料を講演録として
取りまとめて、ご希望される⽅々に配布致します。
発送の準備が整い次第、当年⾦綜合研究所ホームページ上にて、
お知らせさせていただきます。
冊⼦のお申込みは、当研究所ホームページの「お問い合わせ」
のページより必要事項をご記⼊の上、ご連絡ください。
年⾦綜合研究所ホームページ：http://www.issopm.or.jp/

当ニュースレターで今後取上げて欲しいテーマやご要望・ご意⾒などございましたら、
年⾦綜合研究所ホームページのお問い合わせフォームからお知らせください。

お問い合わせ先： http://www.issopm.or.jp/contact/
© ⼀般社団法⼈年⾦綜合研究所 無断複製転載を禁じます。
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