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BSC news -BSC通信- 

2015 

６・７ 

１．10月までに住所を確認 
 マイナンバーの通知カードは住民票に記載された世帯ごとに

送付されます。現在お住まいの住所と住民票の住所が異なる場

合には、確実に受け取ることが出来ない可能性もあります。

2015年（平成27年）10月までに住民票の住所を確認してお

きましょう。 

  

２．10月から書留郵便を受け取り 
 今年10月以降、世帯主宛にマイナンバーの通知カードが簡

易書留で届きます。簡易書留が届いたら「通知カード」「『個

人番号カード』の申請書と返信用封筒」「説明書類」の3つが

入っているかを確認しましょう。通知カードに記載されている

個人番号は一生使うものなので、大切に保管し、むやみに他人

に教えないようにしましょう。 

  

３．個人番号カードの申請（任意） 
 マイナンバーの通知を受けた後、市町村に申請するとICチッ

プ付きの個人番号カードを交付してもらうことが出来ます。通

知カードと一緒に送られてくる申請書に署名又は記名押印し、

顔写真を添付の上、返信用封筒で郵送して申請する方法と、ス

マートフォンで顔写真を撮影し、オンラインで申請する方法が

あります。 

  

４．1月からマイナンバー運用開始 
 2016年（平成28年）1月からは、各企業や保険会社、証券

会社が税務署や市町村に書類を提出する際に、社員や顧客のマ

イナンバーを記載しなくてはいけません。そのため、勤め先や

保険会社からマイナンバーを聞かれる場合があります。 

  

５．個人番号カードの受け取り 
 通知カードの受け取り後、個人番号カードの申請をした方に

は、運用開始とともに個人番号カードの交付が始まります。受

け取りには本人確認が必要なので、原則として市町村の窓口で

受け取ります。「通知カード」と、申請後に届く「交付通知書

（はがき）」、運転免許証などの「本人確認書類」を持って受

け取りに行きましょう。個人番号カードの交付は無料です。 

６．ところで「個人番号カード」って何？ 
 マイナンバーを記載した書類を提出する際、「通知カード」

だけでは本人確認は完了しません。なぜなら、マイナンバーの

取得に際しては、なりすましを防止するために、必ず「番号確

認」（正しい番号かどうか）と「身元確認」（その番号の持ち

主かどうか）を行うことになっているからです。 

 個人番号カードには、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真

とマイナンバーが記載され、ICチップが搭載されています。

「個人番号カード」を持っている場合は、このカードのみで番

号確認と身元確認ができます。これに対し、個人番号カードを

持っていない場合は、番号確認のための「通知カード」または

個人番号が記載された「住民票の写し」などと、身元確認のた

めの「運転免許証」や「パスポート」を提示して本人確認を行

うことになります。 

 万が一、個人番号カードを紛失したり、盗難にあったりした

ら、24時間365日コールセンターで対応してもらえます。顔

写真やパスワードが設定されていますので、不正利用されるリ

スクも限定的です。 

  

７．情報漏えい対策は？ 
 「通知カード」や「個人番号カード」の取り扱いに気をつけ

るのはもちろんのこと、マイナンバー制度をよく理解しておく

と、不正に取得・利用されるのを未然に防ぐことができます。 

 例えば、マイナンバーを収集する際には、本人確認が義務付

けられています。ですから、知らない会社から、電話でマイナ

ンバーを聞かれることはありません。 

 また、社会保障・税・災害対策などの、法律で定められた目

的以外では収集・利用出来ないことになっています。マイナン

バーの提示を求められた場合、利用目的をしっかり確認しま

しょう。 

 

 

 

 

 
→次頁は「事業者編」です。  

個人編 

 左のウサギのキャタクターは「マイナちゃん」で、内

閣府が作成したマイナンバーの広報用ロゴマークです。 

 ビジネスソフト社はマイナンバーの周知・広報を目的

に、ロゴマーク使用申請を行い、前号から「マイナちゃ

ん」を使用しております。 

株式会社ビジネスソフト社ニュースレター 

来年1月、マイナンバー制度が始まります 
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１．10月までに制度開始に向けて準備 
 2016年（平成28年）1月からは、申請書・申告書・調書等

に順次マイナンバーの記載が開始されます。（厚生年金・健康

保険は2017年1月から） 

 制度の運用開始にともなって、年始に雇う短期アルバイトへ

の報酬、講演などの講師への報酬、中途退職などは、すぐにマ

イナンバーが必要になる可能性があります。ですから今年10

月までには、誰のマイナンバーが必要になるのか、いつまでに

取得すればよいかを確認しておきましょう。そして取得の開始

までに、取扱規程の策定、給与・人事などのシステム対応、保

管場所の確保（施錠できる書庫など）、パソコンのセキュリ

ティ対策を済ませておく必要があります。 

 

２．10月からマイナンバーを取得 
 マイナンバーの取得は、今年10月以降にマイナンバーの通

知カードが送付されてから開始します。また、マイナンバーの

取得に際しては、必ず利用目的の明示と本人確認を行わなけれ

ばなりません。 

 例えば従業員に対しては、「雇用保険・源泉徴収・厚生年

金・健康保険の手続きに利用します」といった利用目的を明示

した上で、「番号確認」と「身元確認」を行い取得します。源

泉徴収のために取得したマイナンバーを、健康保険の手続きに

利用することは出来ないきまりですので、利用する事務を把握

し包括的に明示すると良いでしょう。 

 他に、税理士や社会保険労務士などに報酬を支払っている場

合でも、支払調書への記載のため、マイナンバーの提供・本人

確認を求めることになります。対面だけでなく、郵送、オンラ

イン、電話によりマイナンバーを取得する場合にも、同様に番

号確認と身元確認が必要になります。 

 また、従業員が扶養親族のマイナンバーを記載した書類を事

業者に提出する場合は、従業員が扶養親族の本人確認をするこ

とになります。 

 

３．1月からマイナンバー運用開始 
 来年1月からは、社会保障・税に関する手続書類に従業員等

のマイナンバーなどを記載して提出するようになります。関係

書類の様式変更や記載時期については、国税庁・厚生労働省の

ホームページで公開されています。 

 マイナンバーは、取得に際して明示した利用目的以外の利用

が出来ないのはもちろんのこと、たとえ従業員の同意があって

も社員番号として利用するようなことは出来ませんので、注意

が必要です。 

４．委託・再委託の取り扱い 
 税理士や社会保険労務士に税や社会保険に関する手続書類の

作成を委託しているような場合、委託者である事業者は、委託

先で法律に基づいた安全管理措置が講じられているか、必要か

つ適切な監督を行わなければなりません。 

 また、委託先は、最初の委託者の許諾を得た場合に限り、再

委託をすることができます。この場合、最初の委託者は、再委

託先に対して間接的な監督義務があります。 

 

５．保管・廃棄について 
 マイナンバーが記載された書類で、所管法令により一定期間

保存が定められているものは、その期間は保存しなければなり

ません。保存期間を経過した場合は、すみやかに廃棄または削

除しなければなりません（マイナンバーのマスキングでも良

い）。システム化している場合には、保存期間経過後に廃棄又

は削除することを前提とした仕組みがあると良いでしょう。 

 例えば、扶養控除等申告書は7年間保存することとなってい

ることから、この期間を経過した場合は、できるだけ早く廃棄

しなければなりません。退職した従業員のマイナンバーについ

ても、法定保管期限の経過後、すみやかに廃棄又は削除しなけ

ればなりません。 

 

６．法人番号について 
 2015年（平成27年）10月から、法人には法人番号（13

桁）が指定され、登記上の所在地に通知されます。 

 法人番号は1法人1番号で、支店や事業所、及び個人事業者

の方には指定されません。個人番号と異なり、どなたでも自由

に利用できる番号です。 

 法人番号・名称・所在地はインターネット上に公表され、随

時更新されます。名称・所在地の確認が簡単になるほか、グ

ループ会社などの情報の集約や名寄せ作業も効率化できます。 

 

事業者編 

●内閣官房サイト 

 「マイナンバー 社会保障・税番号制度」 

 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ 

●政府広報オンラインサイト 

 「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞」 

 http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ 

●特定個人情報保護委員会 

 （特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン） 

 http://www.ppc.go.jp/ 

●パソコンのソフトのマイナンバー対応 

 マイナンバー記載が必要となる書類や申告書をパソコンの

給与計算ソフト・法定調書ソフトなどで作成している場合、

使用ソフトのマイナンバー対応が必要です。 

●マイナンバーの漏えい防止対策 

 マイナンバーを含む個人情報（特定個人情報）を保護する

ためのセキュリティ対策が必要です。 

 

 ご使用ソフトのマイナンバー対応や、情報漏えい対策など

についてのご相談は、ビジネスソフト社にお申し付けくださ

い。（TEL.084-923-7522） 

マイナンバー関連情報サイト ご相談ください。 
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株式会社麻生 様 
第７回 

～アドオン編～ 

☆アドオンとは 
 コンピュータに入っているアプリケーションに、機能を追加

するための、小さめなソフトウェアのことをアドオン（add-

on）といいます。アドイン（add-in）といわれることもあり

ます。Internet Explorerなどのブラウザに検索機能として追

加される「Googleツールバー」や「Yahoo!ツールバー」は代

表的な例です。つまり、アドオンをインストールすると、その

アプリケーションに最初は無かった便利な機能を追加して使う

ことができるようになるのです。 

 

☆「お使いのパソコンの性能が低下しています」 
 ネット閲覧中に「Windowsのエラーを修正」という広告が

現れ、リンク先のセキュリティソフトの販売ページで安易に購

入をしてしまった、または、無料のツールをインストールした

らパソコンが使えなくなってしまった…そんなご相談をお寄せ

いただくことがあります。他にも「感染ファイルが見つかりま

した」「スパイウェアが検出されました」など、あたかもパソ

コンに問題があるかのような広告を見たことのある方は多いの

ではないでしょうか。 

これは前号の「ウィルス」編でご紹介した、アドウェアです。

アドウェアは、フリーソフトをインストールする際に、アドオ

ンとして一緒にインストールされることがあります。 

☆アドウェアの対策 
 一部のセキュリティ対策ソフトには、アドウェアを防いだり

駆除したりできるものもあります。でも完全に防ぐことはでき

ません。なぜなら、アドウェアは、特定のホームページを閲覧

したときや、フリーソフトをインストールするときに許可をす

るなどの、ユーザーの操作が原因でインストールされるからで

す。ですから、ネット閲覧中やアプリケーションのインストー

ル中に表示される使用許諾や警告文の内容をよく確認し、英文

でよくわからない場合や目的のアプリケーション以外はインス

トールを許可しないのが、最も基本的で有効な対策です。 

 今回は、船町１－１に株式会社麻生の社長、麻生政幸氏を訪

ねました。株式会社麻生は、昭和６年津田時計店の福山支店と

して創業しました。その後、戦災を経て、昭和23年に麻生時

計店が設立され、昭和41年には眼鏡店が開設されました。現

社長の政幸氏は平成13年に代表取締役社長に就任し、平成19

年に株式会社麻生時計店を株式会社麻生に改称し、現在に至っ

ています。 

 「笑顔と真心」を社是とし、「豊かな夢と幸せをめざして時

勢にふさわしい経営をすすめ、その成果はお客様・お取引先・

社員・経営者がバランスよく分かち合い、会社内外における信

用の拡大発展をはかる。」を経営理念として、『お客様へのお

約束』を守り、「麻生」ブランドを生み出し、引き継がれてい

ます。 

 それは、バラの花にも言えます。自宅に咲かせるバラの花は

先代から引き継いだもので、先代は先々代から引き継いだもの

とのこと。その手入れは、近くの三角公園に咲くつるバラに活

かされています。冬の寒い時期、バラの剪定に精を出す姿を見

かけたことがあります。目にはしっかり偏光サングラスをかけ

てでした。「いいかげんが、いい加減」と言いながら慣れたも

のでした。 

（プロフィール） 
株式会社麻生 

〒720-0043 広島県福山市船町1-1 

TEL：084-923-0528 

取扱品：宝飾品、時計、メガネ、補聴器、 

    金地金、金貨 

● ● ● ● ● ● 

（お客様の声） 
 ㈱ビジネスソフト社との付き合いは、もう随分前になります

が個人使用のパソコンからです。中小企業家同友会で井上氏と

親しくなり、パソコンを会社で使えるものか社長として確かめ

る意味で購入しました。全くのド素人があれこれしながら、井

上氏に尋ねながら、何とか使えるようになりました。「ハード

が壊れることは、まずないから」の言葉を信じて、普通ではこ

んなことしないだろうなと思うようなことを試してみました。

現在では金の相場から、市場の動向までネットがなければビジ

ネスにならない時代になりました。あの無茶な頃が懐かしく、

あれがなければ今の時代にもっと手間取っていたかもしれない

と感慨深いものがあります。 

代表取締役 麻生 政幸 様 

フリーソフトと一緒に、偽のセキュ
リティツールがアドオンとしてイン
ストールされることがあります。 

ご注意を！ 
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ビジネスソフト社の取扱い商品・サービス 
 導入からアフターフォローまでサポート致します。 
 ビジネスソフト社にお申し付けください。 

システム開発ソリューション 

業務パッケージソリューション （基幹業務パッケージ） 

業務パッケージソリューション （業種特化パッケージ） 

牛乳販売店様向け 
牛乳宅配管理ソフト Milware ミルウェア 

土地家屋調査士様向け 
報酬額計算ソフト 福太郎21Ver5.0 

美容・理容業様向け 
サロンマジックプラス（エクシードシステム） 

木材関連業様向け 
木材角銘シリーズ（システムソリューション） 

勘定奉行のOBC 
オービックビジネスコンサルタント 

会計ソフトはピーシーエー 
PCA（ピー・シー・エー） 

ビジネスソフト社オリジナル基幹業務パッケージ 
ＷinWinシリーズ 

お客様のニーズに合わせたシステムを開発します。 
オーダーメイドシステム開発実績 

●日報・担当別売上・月次集 
 計まで、一括管理。 
●顧客来店動向の分析から、 
 売上UPの答えが見えます。 

◆勘定奉行i8（財務会計） 
◆給与奉行i8（給与計算） 
◆商奉行i8（販売管理） 
◆蔵奉行i8（仕入管理） 

◆PCA会計Ｘ（財務会計） 
◆PCA給与Ｘ（給与計算） 
◆PCA商魂Ｘ（販売管理） 
◆PCA商管Ｘ（仕入管理） 

●販売開始から30年 
●パッケージでありながら 
 お客様のニーズに合わせ 
 カスタマイズに対応します。 

◆WinWinきゅうよ（給与計算） 
◆WinWinはんばい（販売仕入管理） 
◆WinWinざいむ（財務会計） 

●顧客と配達を簡単登録 
●品揃表を簡単印刷 
●請求書も簡単発行 
 ご提供価格250,000円 

●報酬額計算書の作成 
●見積・請求・領収書の作成 
●年間集計表などの作成 

ご提供価格30,000円 

◆製材角銘 
◆集成角銘 
◆卸売角銘 
◆市売角銘 

奉行シリーズのマイナンバー
に関するご相談は、ビジネス
ソフト社にお申し付けくださ
い。 

PCAシリーズのマイナンバー
に関するご相談は、ビジネス
ソフト社にお申し付けくださ
い。 

表示価格は税別です。また、セットアップ料
を別途申し受けます。価格表示のない商品は
御見積いたしますので、ご相談ください。 

◆販売仕入管理システム ◆財務会計システム ◆給与計算システム ◆在庫管理システム 

◆保険業務管理システム ◆人事管理システム ◆浄化槽管理システム ◆薬品在庫管理システム 

 様々な業種、業務のシステムを開発しております。 

事例：販売仕入管理システム＋EDIシステム連携 

販売仕入管理 
システム 

発注 

直送 

請求 

発注データ 

直送データ 

請求データ 

●販売仕入管理システムと取引先のEDIシステム 

 の連携で業務効率をアップします。 

●弊社の販売仕入管理システムだけではなく、 

 OBC商・蔵奉行やPCA商魂・商管とのデータ 

 交換プログラムの作成も可能です。 

●木材・建材卸小売業、木製品加工業、集成材・ 
 建具・フローリング等メーカー、プレカット、 
 製材業、木製品輸入・加工商社など、木材に関 
 する業務の効率化をサポートします。 
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ビジネスソフト社の取扱い商品・サービス 
 導入からアフターフォローまでサポート致します。 
 ビジネスソフト社にお申し付けください。 

セキュリティソリューション 

OA機器 

マイナンバーに関するセミナーのご案内 

サーバ 
富士通 PRIMERGY 

パソコン 
富士通 ESPRIMO/LIFEBOOK 

セキュリティソフト 
ESET（イーセット）シリーズ 

情報漏えい対策・IT資産管理ツール 
エムオーテックス LanScoap Cat 

●日経コンピュータ 顧客満足度調査 
 セキュリティ製品部門2年連続1位獲得！ 
●ESETが選ばれる理由・ESETの3大特長 
 ①軽快な動作②高いウイルス検出率③コストメリット 

UTM（統合脅威管理） 
トライポッドワークス CuteBox 

●ゲートウェイ型のセキュリティ対策 
●セキュリティを網羅する機能を搭載！（ウイルス対策, 
 スパム対策,有害サイト遮断,不正アクセス対策等） 
●増加するネットバンキングの不正送金対策に 

参考5年リース月額15,800円 

●10年連続トップシェア！ 
●国内導入実績 約7,500社！ 
●操作ログ管理,Webアクセス管理,デバイス制御, 
 メール管理,不正PC遮断,IT資産管理等 

NO MORE 情報漏えい 
「LanScopeCat」は情報漏えいの原因の8割
を占める管理ミスや不正な持ち出しを防ぐ、
「情報漏えい対策」と「セキュリティ強化」
を実現します。 

パック1000…9,800円/1ライセンス 

2015年7月、Microsoftによる 
Windows Server 2003のサポートが 
終了します。サーバに関するご相談は 
ビジネスソフト社にお申し付けください。 

デジタルコピー複合機 
リコー MP Cシリーズ 
キヤノン iR ADVANCEシリーズ 

●LIFEBOOK A574/KX 
 15.6型HD,Windows7Pro(8.1DG), 
 Core i5-4310M,メモリ4GB,HDD500GB, 
 スーパーマルチ,Office Personal 2013 

ご提供価格120,000円 

各メーカの商品を取り扱っております。 
◆パソコン：富士通、NECほか 
◆プリンタ：エプソン、キヤノン、リコーほか 
◆スキャナ：PFU、富士通、エプソンほか 
◆高速カラープリンタ：理想科学（オルフィス） 
◆プロジェクタ◆WEBカメラ◆TV会議… 

御見積いたします。ご相談ください。 

マイナンバーセミナー 実演でわかる！企業が行うマイナンバー収集・保管業務 
主催：株式会社オービックビジネスコンサルタント 

PCAソリューションカンファレンス2015in広島   主催：ピー・シー・エー株式会社 

福山開催 
参加無料 

●日時：2015年6月5日（金）10：30～16：00（受付10：00～） ※お申込みが必要です。 
●会場：まなびの館ローズコム（福山市生涯学習プラザ）4F・中会議室（福山市霞町一丁目10番1号） 
●内容：第1部（10:30～）・第3部（14:30～）実演でわかる！マイナンバー収集・保管業務（60分） 
    第2部（13:00～）＜人に関わる総務業務30選＞のシステム活用術（60分） 

広島開催 
参加無料 

●日時：2015年6月11日（木）10：00～16：00（受付9：45～） ※お申込みが必要です。 
●会場：ホテル メルパルク広島 5F（広島県広島市中区基町６－３６） 
●内容：第1部（10:00～）・第3部（13:30～）マイナンバー法施行！ 
                      これからやるべき社内構築とスケジューリング（75分） 
    第2部（11:45～）・第4部（15:15～）PCAのマイナンバー対応方針（45分） 

御見積いたします。ご相談ください。 

表示価格は税別です。また、セットアップ料
を別途申し受けます。価格表示のない商品は
御見積いたしますので、ご相談ください。 
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クラウド型CRM/SFA（顧客情報管理・営業支援） 

クラウド型CMS（ホームページ制作ツール） 

生命保険事業 

世界シェアNo.1のオールインワンCRM ソリューション 
salesforce セールスフォース 

●顧客を起点とした情報の一元化 
●リアルタイムの「見える化」 
●最低限の負荷で、最大限の情報を 
●ノウハウの共有・蓄積 
●社内コミュニケーション・コラボレーションの強化 

ビジネスソフト社はセールスフォース・クラウド・アライアンス・パートナーです。 

顧客基本情報 
 
 
 
 
 
 
担当者情報 
 
商談情報 
 
 
活動予定・活動履歴 
お問い合わせ履歴 

●専門知識や経験がなくても簡単操作で作成・更新できます。 
●多彩なテンプレートから高品質なホームページを作成できます。 
●ブログやメールフォーム作成、スマホサイト自動生成など機能満載です。 
●そのうえご利用料金は初期費用なしの月額8,000円（税別）です。 
 

詳しくは「みやしい」をご検索ください。http://miyasii.com 

簡単！多機能！あっと驚くCMSで簡単ホームページ作成 

これから加入される方も、見直しをご検討中の方も 
ビジネスソフト社が保険選びのお手伝いをいたします。 

生命保険をわかりやすくマンガにしま
した。この冊子を読むと、保険が分か
ります。そして無駄が分かります。   

自分に合ったプラン選び 
 
ライフステージや将来設計、目的など
でプランは違います。最適なプランを
ご一緒に考えます。 

【お問い合わせ先】 
 担当 井上 幹雄 
 携帯：090-8244-0454 
 メール：mikio@bscnet.co.jp 


