
マイナンバー制度への対応⽅針
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注意事項
本資料は2015年９月７日時点の内容です。
操作画⾯などにつきましては変更される場合があります。



マイナンバー制度はすべての企業に影響があります。
マイナンバー制度とは、住⺠票を有するすべての⽅に１⼈１つの「個⼈番号（マイナンバー）」を割り振る制度のことで
す。社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個⼈の情報が同⼀⼈の情報であるこ
とを確認するために活用されます。2015年には国⺠に番号が配付され、2016年には国や地⽅公共団体で利用がはじまり、
早めの対策が必要です。
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セルズソフトはマイナンバー制度にあんしん対応

マイナンバーの取得から廃棄までにかかる業務負荷軽減のために
セルズソフトとサービスを提供する予定です

セルズソフト あんしん保守
サポート

マイナンバー
制度
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５つのサービスコンセプト

1.クラウド管理 2.安心サポート 3.⾼度なセキュリティ 5.データ連動4.法令対応

事務所内にマイナンバー
を持たないことでパソコ
ンの破損によるマイナン
バーデータの滅失や、パ
ソコンの紛失・盗難によ
るマイナンバーデータ漏
えいリスクを防ぎます。

ユーザーさまが快適に安
心してご利用いただくた
めにサポートセンターを
設けています。メール等
で操作⽅法等をサポート
します。

サーバーとの通信は全て
暗号化されており、送信
されたデータは⾼い信頼
性と実績を持つデータセ
ンターにて厳重に保管さ
れております。

社労士事務所併設のセル
ズでは、素早い法令対応
が売りです。また、実際
の現場からの反応や意⾒
をシステム制作に反映さ
せます。

クラウドを利用すること
で、通知カードや免許証
のコピーなど顧問先と簡
単に共有可能です。「台
帳」は社労士事務所と顧
問先の距離を縮めます。

4



クラウド管理について
マイナンバーを事務所内に保管せず、
クラウドを活用することで漏えいのリスクを低減できます。

CellsPortal

暗号化

認証認証

社労士事務所 顧問先

安全性と利便性を両立させたシステム
社労士事務所と顧問先の距離を縮める

安全なクラウド上で

マイナンバーを保管

マイナンバー ファイル 安全なクラウドに

データを送信
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マイナンバー対応スケジュール

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

政府の対応

セルズの対応

政令等の整備
個⼈番号
の通知

法⼈番号の
通知・公表

個⼈番号カードの交付

マイナンバーの利用開始
●社会保障分野

●税分野

●災害対策分野

（H28.1〜）

（H27.10〜）

（H27.10〜）

（H28.1〜）

台帳マイナンバー対応版
プレリリース

●個⼈番号の管理

●法⼈番号の管理

●アクセス権限管理

●ログ管理

台帳保守TypeSの廃止
台帳保守TypeGへ⾃動切替

順次マイナンバー様式に対応

（H28.4）

（H27.11〜H28.3）

平成27年11月にマイナンバー管理機能を搭載した「台帳」プレリリース版の提供を開始します。
台帳を保守契約しているすべてのユーザー様は、平成27年11月〜平成28年3月末までの期間、
このプレリリース版をご利用いただけるようになります（提供予定時期については前後する場合がございます）。
Cells給与については、平成27年末までにバージョンアップでマイナンバー関連様式（扶養控除申告書、源泉徴収票）に対応します。
ただし、平成27年中はこれらの様式への個⼈番号の記載は必須ではなく記載は任意のため、様式対応のみにとどめ、
平成28年よりマイナンバー項目の管理機能を予定しています。
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製品別マイナンバー対応⽅針（予定）
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製品 個⼈番号 法⼈番号 対応時期 備考

台帳 ○ ○ 2015年11月
詳細は検討中
様式が⾏政から発表され次第順次対応予定

Cells給与 ○ ○ 2016年
詳細は検討中
源泉徴収票、扶養控除申告書等に印字予定

うりあげ君 ○ 2015年10月
詳細は検討中
 報酬、料⾦、契約⾦及び賞⾦の⽀払調書に
印字予定



セルズソフトでの対応⽅針（予定）
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【○】対応 【－】非対応

セルズソフトは「特定個⼈情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に基づいて設計されています。

セルズ製品 サービス 備考

○ － マイナンバー書式集

○ －

○ －

○ －

○ －

基本⽅針 ○ － マイナンバー書式集

取扱規程 ○ － マイナンバー書式集

1 組織体制の整備 － －

2  取扱規程等に基づく運用（システムログ、利用実績の記録） ○ －

3  取扱状況を確認する手段の整備 ○ －

4  情報漏えい時の体制管理 － －

5  安全管理措置の評価、⾒直し、改善 － －

1  事務担当者の監督 － －

2  事務担当者への周知・教育 － －

1  マイナンバー取り扱い区域の管理 － －

2  機器及び電子媒体等の盗難等の防止 － －

3  電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止 ○ －

4  マイナンバーの削除、機器及び電子媒体等の廃棄 ○ －

1  アクセス制御、アクセス者の識別と認証 ○ －

2  外部からの不正アクセス等の防止 － －

3  情報漏えい等の防止 ○ －

安全管理措
置

 基本⽅針の策定

 取扱規程の策定

組織的

人的

物理的

技術的

利⽤  個⼈番号を法定調書等に記載

提供  個⼈番号を記載した法定証書の届出

廃棄・削除  個⼈番号の削除

業務手順 規程内容

取得  個⼈番号の収集、本⼈確認

保管  個⼈番号の保管



「台帳」でのマイナンバー管理



取得

台帳をご利用の場合、顧問先ごとに台帳に連動する「事業所マイページ」をご用意します。
顧問先はマイページから、通知カードや免許証のコピー等のファイルをクラウドに送付することができます。
※顧問先がマイナンバーを直接⼊⼒できる機能ではありません。
社労士事務所は「台帳」からクラウドにアクセスして、上記のファイルを簡単に取得することができます。

事業所マイページ

クラウド

台帳

特徴
① 事業所マイページはインターネット上から利用できるので、導⼊が簡単。
② データをセキュアなクラウド上に保管することで、漏洩のリスクを低減。
③ 社労士事務所と顧問先間で、データの⼀元管理体制を構築できる。

- データをクラウド上で⼀元管理するので、顧問先は⾃社で通知カード関連の書類等を管理する手間が省ける。実現できる。

事業所マイページによるマイナンバー収集

番号カード・通知カード 本⼈確認書類

スキャナやカメラで
データ化したものを
アップロードします。

顧問先

※事業所マイページについては台帳保守契約中であれば、
ご利用いただけます。別途費用は発⽣しません。
台帳保守契約料のみでご利用できます。

台帳からクラウドに接続して顧問先がアップロード
したファイルを閲覧できます。

※クラウド上にアップロードされたファイルは台帳
で保護操作をしない限り30日後に⾃動的に削除され

ます。

顧問先がファイルをアップロードした際は
台帳起動時におしらせします。

10



取得

社労士事務所には各顧問先のマイページを管理するページを用意します。

事業所マイページ

社労士用管理ページ

事業所マイページ

事業所マイページ

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

社労士事務所には各顧問先の事業所マイページを管理
するページを用意します。
そこから社労士事務所は各顧問先の事業所マイページ
を作成・管理することができます。
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保管（台帳への登録）

マイナンバーは台帳の個⼈情報から登録します。
マイナンバーを閲覧・登録する際はその都度、利用認証が必要です。
認証後、個⼈番号更新ウィンドウが表⽰されるので、そこからマイナンバーの閲覧・登録ができます。

マイナンバー

クラウドに保存されるのは、マイナンバーのみです。
その他の個⼈情報については従前と変わらず、台帳に保存されます。

従業員利用認証
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保管（台帳への登録）

扶養家族のマイナンバーも台帳の個⼈情報画⾯から登録できる予定です。
こちらも台帳にはマイナンバーを保存せずクラウド上で管理します。
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保管（台帳への登録）

マイナンバーはシートから⼀括で登録できます。
従業員数が多い顧問先の場合に便利です。

●個⼈情報に変更があった場合は警告表⽰し、本⼈のモノと異なる個⼈番号が登録される
ことを防ぎます。
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廃棄

※提供の段階についての機能は後日公表させて頂きます。

株式会社　セルズ 御中

以下のとおり特定個人情報を削除したことを証明します。

処理年月日 担当者 理由 対象者 結果
平成27年8月10日 井上　通 退職のため 小林 良二 成功

平成27年8月10日

所在地 愛知県○○市○○町1-2-5
電話番号 0999-99-9999
名称 ○○社会保険労務士事務所
代表者 ○○　太郎

削除証明書

退職日から対象者を抽出してマイナンバーを削除します。削除すると削除ログ
が記録されるので、ログから削除証明書を作成できます。

※削除するタイミングをユーザー側で決定できるように、
「台帳」はマイナンバーを⾃動で削除しません。
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組織的安全管理措置（ログ管理）

取扱規定に基づき、個⼈番号を取り扱う業務が適切に⾏われているかを
確認するためのシステムログの記録とログ閲覧機能を備えています。

認証

※検索条件から処理者別のログ
や対象者別のログを出⼒するこ
とができます。
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マイナンバー書式集
ユーザー様からご要望にお応えし、マイナンバー関連の書式集をご用意しました。
社内規定（マイナンバー関連）・社内規定（マイナンバー以外）・従業員向けのお知らせ・契約書や
削除証明書など実務に役⽴つ書式を出⼒できます。
書式はMicrosoft wordで作成されているので、⾃由に編集・保存することができます。
是非ご活用ください。

※起動⽅法
台帳MENU画⾯の「処理ファイ
ル」から「その他」グループを選
択し、マイナンバーをクリックし
てください。
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対応予定帳票



給与所得の扶養控除等（異動）申告書
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給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書



健康保険厚⽣年⾦保険被保険者資格取得届

出典：厚⽣労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000070084.pdf



健康保険厚⽣年⾦保険被保険者資格喪失届

出典：厚⽣労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000070084.pdf 22



健康保険厚⽣年⾦保険被保険者報酬月額算定基礎届

出典：厚⽣労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000070084.pdf 23



健康保険厚⽣年⾦保険被保険者報酬月額変更届

出典：厚⽣労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000070084.pdf 24



健康保険厚⽣年⾦保険被保険者賞与⽀払届

出典：厚⽣労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000070084.pdf 25



健康保険被扶養者（異動）届

出典：厚⽣労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000070084.pdf 26



雇用保険被保険者資格取得届

出典：厚⽣労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000081493.pdf 27



雇用保険被保険者資格喪失（⽒名変更）届

出典：厚⽣労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000081493.pdf 28



⾼年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）⾼年齢雇用継続給付⽀給申請書

出典：厚⽣労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000081493.pdf 29



育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付⾦⽀給申請書

出典：厚⽣労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000081493.pdf 30



介護休業給付⾦⽀給申請書

出典：厚⽣労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000081493.pdf 31


