
-1- 

10月マイナンバー通知開始目前！ 

社会保障・税に関する書
類等にマイナンバー記載 

2016年1月 2015年10月 

安全管理措置 
（組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置） 

マイナンバーを取り 
扱うための事前準備 

今後のスケジュール 

マイナンバー通知開始 マイナンバー利用開始 

ビジネスソフト社はマイ

ナンバーの周知・広報を

目的に「マイナちゃん」

のロゴマークの使用申請

を行いました。 

・基本方針､取扱規程の策定 
・社内体制の整備 
・従業員の教育 
・システム等の対応 
・漏えい防止の対策、等 

従業員､支払先から 
マイナンバー収集 

１．基本方針、取扱規程等の策定   
 マイナンバーの適正な取扱いについて組織として取り組むた

め、「基本方針」を策定することが重要です。そして具体的な

取扱いを定める「取扱規程」等を策定しなければなりません。 

 

２．社内体制の整備  
 組織的安全管理措置を講ずる必要があります。マイナンバー

を取り扱う担当者を明確にし、担当者以外が取り扱うことが無

いような仕組みを構築しなければなりません。また、取扱規定

等に基づいてマイナンバーを取扱っているかを確認できる手段

の整備も重要です。そして万一情報漏えいなどが発生した場合

に適切な対応ができるよう、報告連絡体制の整備が必要です。 

 

３．従業員の教育 
 人的安全管理措置を講ずる必要があります。会社はマイナン

バーを取扱う「事務取扱担当者」に対して教育を行い、マイナ

ンバーの適切な取扱いを周知徹底する必要があります。また事

務取扱担当者に対する監督を適切に行う必要もあります。 

4．システム等の対応 
 物理的安全管理措置を講ずる必要があります。マイナンバー

を取り扱うパソコンのセキュリティ対策が必要です。マイナン

バーを記載した書類等も施錠できる書庫等に保管する必要があ

ります。 

※マイナンバー記載が必要な書類をパソコンのソフトウェアで

作成している場合、ソフトウェアのマイナンバー対応が必要で

す。年間保守加入で対応できるもの、有償バージョンアップが

必要なもの等あります。早めに確認のうえ対応する必要があり

ます。 

 

5．漏えい防止の対策 
 技術的安全管理措置を講ずる必要があります。マイナンバー

をパソコンで取り扱う場合、適切なアクセス制御、アクセス権

者の認証を行う必要があります。また、外部からの不正アクセ

ス対策等、漏えい防止のためのセキュリティ対策が必要です。 

 

マイナンバーを取り扱うための事前準備 

万一マイナンバーが漏えいした場合、罰則が適用され
ます。個人情報保護法より罰則が強化されています。 

 マイナンバー制度は、中小企業を含む全ての企業の実務に影

響を及ぼす制度です。 

 企業はパート・アルバイトを含む全従業員のマイナンバーを

取得し、来年から源泉徴収票や社会保険関連の届出書類等にマ

イナンバーを記載する必要があります。 

 上記の事前準備のうえ、実務対応しなければなりません。 

 マイナンバーを取り扱うための事前準備や実務対応を支援す

るサービスが、様々なメーカからリリースされています。 

 こうしたサービスの利用により、法令・ガイドラインに準拠

しながら、業務対応とリスク対応が可能となります。 

 次ページでは、こうしたサービスの一部をご紹介させて頂き

ます。 

マイナンバー対応を支援するサービス 
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従業員からマイナンバーを確実かつ安全に収集・保管するクラウドサービス 

サービスを利用するメリット 

・マイナンバー管理業務を全てサービス上で処理できるため、業務負荷を削減します。 

・マイナンバーをクラウドへ保管し、自社内に持たないことで漏えいリスクを低減します。 

・マイナンバーの取扱履歴は自動記録され、目的外利用や漏えいリスクを低減します。 

・ガイドラインに準拠した安全管理措置を講じることができます。 

オービックビジネスコンサルタント OMSS＋マイナンバー収集・保管サービス  

利用者 
登録 

番号提供 
依頼 

番号提出 

番号保管 

 
高度なセキュ
リティのクラ
ウド上で安全
に保管し、利
用できます。 

個人番号 
一括取得 

個人番号 
削除 

事前準備 番号収集・本人確認 

CSV取込 
帳票印刷 

番号廃棄 

OBC OMSS＋マイナンバー収集・保管サービス 

事務実施者がブラウザから

サービスにログインし、従

業員情報を登録します。 

CSVファイルから一括登録

できます。 

3段階のアクセス認証です。 

 ①ID/パスワード認証 

 ②ワンタイムパスワード認証 

 ③電子証明書認証 

番号保管・利用・廃棄 

他システム 

番号提出
状況確認 

OBC奉行 
シリーズ 

OBCの奉行シ

リーズと自動連携

します。 

・給与奉行 

・法定証書奉行 

・人事奉行 

C

S

V 

提出状況が一目

でわかります。

未提出者には催

促のメールを送

信します。 

●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「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/ 

マイナンバー関連情報サイト ご相談ください。 

●給与計算ソフト等のマイナンバー対応 

●マイナンバーの漏えい防止対策 

 

弊社は、上記サービスを提供している、PCA（ピーシーエー）

やOBC（オービックビジネスコンサルタント）の販売パート

ナーです。お気軽にご相談ください。 

㈱ビジネスソフト社 TEL.084-923-7522 

業務対応とリスク対応を考慮した番号収集です。 

1.従業員が自宅または職場で番号入力する場合 

 ①スマホのカメラやスキャナで「番号確認書類」と「本人確認書類」を 

  画像化 

 ②スマホやパソコン等からサービスにログインし、個人番号を入力し、  

 「番号確認書類」と「本人確認書類」の画像を添付し、提出 

 ③事務実施者がサービス上で提出内容を確認 

2.事務実施者がまとめて番号入力する場合 

 ①対面や郵送で従業員から「番号確認書類」と「本人確認書類」を取得 

 ②事務実施者がサービスにログインし、個人番号をまとめて入力 

 ③「番号確認書類」と「本人確認書類」をスキャナで取り込み 

マイナンバー対応に必要な業務フローを完全マニュアル化！ 
事務手続きに必要な各種書式のひな形もすべて実装！！ 

PCA マイナンバー取扱規程作成【セルフ】“法令・ガイドライン完全対応版” 

セット内容 

①マイナンバー対応マニュアル作成の手引書 

②特定個人情報関連規程 ひな形 

③マイナンバー事務に必要な書式一式 ひな形 

④実務担当者向け「マイナンバー制度開始までに企業がすべき実務対応セミナー」DVD 

⑤社内研修用「45分でわかる はじめてのマイナンバー」DVD 

帳票印刷 

個人番号
削除実行 

事務実施者が個人

番号の利用目的の

明示と提出依頼を

従業員にメールで

通知します。 

実務に精通した社会保険労務士の目線で、マイナンバー対
応に必要な業務を洗い出してマニュアル化、すぐに自社の
業務で使える規程・書式を作成し、パッケージ化。 

価格100,000円（税別） 

価格は従業員数に基づく
年間利用料となります。 
ご相談ください。 
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～Windows編～ 

株式会社両備システムイノベーションズ 様 
 

☆Windowsとは 
 Windows（ウインドウズ）とは米マイクロソフト社が開発

しているＯＳ（オー・エス）（Operating System:オペレー

ティング・システム）と呼ばれるものの一つで、パソコンの動

きを総合的に管理するソフトウェアです。ＯＳは、パソコンに

繋がれているマウスやキーボードを検知して使えるようにし、

メールやWordなどのアプリケーションソフトの起動や、ファ

イルを開いたりコピーしたりといった基本的な操作を行ってい

ます。 

 パソコン用のＯＳにはWindowsの他にもMac OS（マック

オーエス）やLinux（リナックス）等があります。また、パソ

コン用以外のＯＳの種類として、携帯端末用のiOS（アイオー

エス）やAndroid（アンドロイド）がありますし、ゲーム機な

どにもＯＳが組み込まれています。 

 

 
 
 
 
 
 

☆バージョンアップとは 
 Windows は新バージョンの発売後もセキュリティ更新プロ

グラムやアップデートが提供され、修正や機能の改善をしてい

ます。しかしそのうち、小さな修正だけでは対応できない問題

も生まれてきます。そこで根本的な仕組みを見直し、新しい時

代に対応したＯＳを作る必要があります。それがバージョン

アップです。一方で、時代に合わなくなったＯＳはアップデー

トを終了します。これがサポート終了です。 

 サポートが終了すると、新しく見つかった問題が修正されな

くなります。周辺機器やソフトウェアのメーカーは、トラブル

のリスクを避けるために、サポートが終了したバージョンの

Windowsのみに対応している製品の保守サポートを終了しま

す。メーカーのサポートが受けられないと、故障やトラブルの

際に業務が滞ってしまう恐れがありますから、仕方なくパソコ

ンを買い替えてきたという方も多いでしょう。 

  

 7月29日にWindows 10が正式リリースされました。今後

は従来のように、新しいバージョンのWindowsが発売される

のではなく、数ヶ月から1年おきぐらいの大幅なアップデート

でWindows が進化していくとされています。 

 

製品名 
メインストリーム 
サポート終了日 

延長サポート 
終了日 

Windows XP 2009 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 8 日 

Windows Vista 2012 年 4 月 10 日 2017 年 4 月 11 日 

Windows 7 2015 年 1 月 13 日 2020 年 1 月 14 日 

Windows 8/8.1 2018 年 1 月 9 日 2023 年 1 月 10 日 

 今回は、今年６月から腰を入れた協業を行ってもらっている

株式会社両備システムイノベーションズ（以降RSI）をご紹介

します。RSIは両備グループの情報・ITサービスに関わる７社

（両備システムズ、両備システムソリューションズ、リオス、

他）の内のひとつで、コンピュータ関連機器の販売、ソフト開

発、ハードウェアの保守サービス、ネットワーク関連施設工事

など、幅広いサービスを提供している会社です。弊社とは３０

年のお付き合いになります。同様に、公共分野の情報処理サー

ビスの株式会社両備システムズとは、病院のシステムでお世話

になっています。 

 両備グループは１９１０年に西大寺鉄道として創業し、現在

では５０社を超えるグループ企業になっています。身近なとこ

ろでは、中国バスや福山両備タクシー、最近のマスコミでは、

和歌山電鐵の駅長「たまちゃん」と後継の「ニタマ」がありま

す。 

 IT関連は、３０数年前にパソコンが出現して事務処理が一変

したように、現在はネットと通信とセキュリティとモバイルな

どが入り交じり、その変化は高度情報化社会の数倍の勢いで拡

大、拡散しています。そこで、弊社は、お客様サービスをより

充実するために、多くを手掛けているRSIにお願いするのが得

策と考えました。ハイブリッド免震構造が特長のRyobi-IDC

（データセンター）のクラウド構想も念頭に入れてみました。

データはますます大きくなり、その処理スピードが問われます。

マイナンバーなど公的な制約や、悪質なウィルスとの攻防など

など複雑さも半端じゃありません。 

 これからの弊社とRSIのコラボレーションに期待してくださ

い。今までにできなかったサービスのご提供も可能になるで

しょう。 

ニタマちゃんが 
「たまⅡ世」を襲名！ 
●名前：たまⅡ世 
●役職：スーパー駅長 

    （課長職） 
●愛称：ニタマ 

「ニタマ」（産経フォトジャーナルより） 

「たま駅長」の和歌山電鐵

も両備グループです。 

（会社プロフィール） 
株式会社両備システムイノベーションズ 

代表取締役会長 小嶋 光信 

代表取締役社長 松田 久 

資本金 3,000万円 

社員数 128名（平成26年12月） 

拠点 岡山、福山、広島、東京 

 

「人を運ぶ」「モノを運ぶ」「情報を運ぶ」 

 両備グループは「運ぶ」ことに特化したビジネスを展開し、 

  人々の暮らしの中のさまざまなシーンに関わっています。 
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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。 

ＩＤＣ（インターネットデータセンター） 

業務システムソリューション  

ＢＩツール（ビジネスインテリジェンスツール） 

「わかりやすさ」を追求したデータ分析ツール 
Linxgate（リンクスゲート） 

ビジネス分析をもっとシンプルに。だから選ばれるリンクスゲート。 

①デザイン 
カスタマイズ 

②簡単分析！ 
ドリルダウン 

④基幹システム 
と直接連携 

③情報共有＆ 
Excel出力 

リンクスゲートが選ばれる４つの特徴 

リンクスゲートとは？ 
システムに蓄積された情報から、意思決定の
判断材料をすぐに導き出せるBIツールです。 

リンクスゲートはシステムに蓄積されたデータを参照し、
必要な情報をリアルタイムでグラフィカルに表示します。 

アパレル業様向け 
花衣 –HANAGOROMO- 

アパレル業のトータルソリューション 
基本システム 
●受注管理 ●売上・売掛管理 ●売上実績管理 
●仕入・買掛管理 ●生産管理 ●仕掛・外注管理 
●在庫管理 ●原反管理 
オプション 
●データ分析 ●「おしえてスマホ」連携 
●ネットショップ在庫連携 ●展示会受注 
●流通BMS・EDI・JCA受注連携 

Ryobi-IDCサービス（両備システムズ） 

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。 

（導入実績分野）ワーキングウェア、スクール、 
 カジュアル、レディース、子供服、加工（染色） 

（導入実績分野）総合建設、土木、建築、設備、 
 リフォーム、その他建設業 

建設業様向け 
原価管理システム どっと原価NEO 

コロケーションサービス 
 お客様側で用意されたサーバやネットワーク機器を、IDC
でお預かりするサービスです。 
仮想プラットフォームサービス 
 堅牢なデータセンター内に管理されている仮想マシンをご
利用頂けるサービスです。 
リモートバックアップサービス 
 お客様の重要なデータをWAN越しで毎日自動でバックアッ
プを行うサービスです。 

おかやまクラウドセンター Ryobi-IDC 第2センター 

ICカード認証  監視カメラ   生体認証   

窒素ガス消火  免震構造 

サーバルーム 

セキュリティ 
・外構部から何段階にも設定されたセキュリティレベル 
・特に重要なサーバルームや重要保管庫等の諸室について
は、生体認証を組み合わせることで、なりすましを防止 
・オペレーターが24時間365日常時監視 

個別プロジェクト原価管理を徹底管理 
 
●案件管理（見積、受注） 
  ▼ 
●予算計画（実行予算、発注） 
  ▼ 
●原価管理（日報、仕入）→給与・会計とデータ連携 
  ▼ 
●支払・請求（支払、売上回収）→会計とデータ連携  
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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。 

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。 

セキュリティソリューション ~マイナンバーの物理的安全管理措置・技術的安全管理措置に~ 

業務システムソリューション ~ビジネスソフト社がお客様の業種・業務に合わせて独自開発~ 

お客様のニーズに合わせたシステムを開発 
オーダーメイドシステム開発 

カスタマイズできる業務パッケージソフト 
ＷinWinきゅうよ・はんばい・ざいむ 

（給与計算・販売仕入管理・財務会計） 

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 

●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 

●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対応 

●様々な業種、業務の開発実績 
 販売仕入管理、財務会計、給与計算、 
 生産管理、工程管理、在庫管理、 
 保険業務管理、人事管理、 
 浄化槽管理、薬品在庫管理など 

セキュリティソフト 
ESET（イーセット）シリーズ 
●エンドポイント型のセキュリティ対策 
●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 

パック1000…9,800円/1ライセンス 

情報漏えい対策・IT資産管理ツール 
MOTEX LanScoap Cat 

オフィスの入退室管理、モニタリング 
ICカード・生体認証入退室管理、ネットワークカメラ 

パソコンの個人認証システム 
ICカード認証・生体認証システム 

保管、廃棄 
鍵付きキャビネット・パソコンラック、各種シュレッダー 

マイナンバーソリューション ~マイナンバーは今年10月から付番開始、来年1月から運用開始～ 

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） 

◆マイナンバー制度導入支援キット 
◆OMSS+マイナンバー収集・保管サービス 
 
弊社はOBC奉行iシリーズ指導認定パートナーです。 

◆PCAマイナンバー取扱規程作成【セルフ】 
◆PCAマイナンバー収集サービス 
 
弊社はPCAシステムインテグレーションパートナーです。 

通知カードや本人確認証等のスキャン 

個人デスクで読み取り「ScanSnap iX100」 
人事部門で一括読み取り「fi-7160」 
         「ScanSnap iX500」 

ドキュメントスキャナ世界シェアNo.1 
PFU（ピーエフユー） 

富士通 アドオンマイナンバーシステム 
キヤノン マイナンバー対応ソリューション 
リコー マイナンバー対応ソリューション 
両備「マイナンバー」番号収集・保管サービス 
 
お客様に合ったマイナンバー対策をご提案いたします。 
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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 

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 

簡単！多機能！あっと驚くCMSで簡単ホームページ作成 

さあ、成功をご一緒に。 
変革を支援するソリューションをご提案します 

売上げ 
37% UP 

営業生産性 
44% UP 

顧客満足度 
45% UP 

* 出典 :第三者機関Confirmit社が、セールスフォース・ドットコムの顧客企業4,600社超を対象に実施した調査の平均（2015年5月） 

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。 

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 

●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。 
●月額500円（税別）のオプションでECショップサイトもできます。 
 

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

モバイルサイトはこちら 


