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実際にあった詐欺の手口

・「警察にマイナンバーを登録する必要がある。」
「登録⼿数料としてお⾦が必要となる。」

・「あなたのマイナンバーが漏れています。」
「抹消するのに⼿数料がかかる。」

・「市からマイナンバーの⼿続きで来ました。」・「市からマイナンバーの⼿続きで来ました。」
「通帳を⾒せて欲しい。」

・「マイナンバーを管理してあげます。」

・「訴訟履歴がマイナンバーに登録され、今後⼀切記録を消すことができな
くなる。」



講義の流れ

マイナンバー マイナンバー マイナンバーマイナンバー
の使用場面

マイナンバー
制度の仕組み

マイナンバー
に対する保護



所得把握

１ マイナンバーの使用場面

所得把握
（税⾦） 社会保障 被災者支援



介護福祉士会講師

納税申告書 法定調書

報酬

税務署

マイナンバー マイナンバー



２ マイナンバー制度の仕組み

（１）情報連携

（２）付 番（２）付 番

（３）本人確認（カード）



（１）情報連携（１）情報連携（１）情報連携（１）情報連携

市町村
都道府県独立行

政法人

一元管理

ハロー
ワーク

税務署

健康保
険組合

共通データベース
（情報の集約・管理）



市町村

都道府県独立行
政法人

提供

分散管理

データ データ

データ

H２９．１〜

ハロー
ワーク

税務署

健康保
険組合

照会

データ

データ データ

H２９．１〜
情報連携開始（国レベル）
マイナポータル運用開始

H２９．７〜
情報連携開始（地方自治体

レベル）



（２）付番（２）付番（２）付番（２）付番

ア 全国⺠が対象（日本に住所を有している者）

イ 外国人住⺠も対象
（中⻑期在留者・特別永住者・⼀時庇護許可者・仮滞（中⻑期在留者・特別永住者・⼀時庇護許可者・仮滞
在者・経過滞在者）

ウ 番号の変更は原則不可
（例外 マイナンバーが漏えいして不正に用いられる恐
れがあると認められるとき）



（３）本人確認（カード）（３）本人確認（カード）（３）本人確認（カード）（３）本人確認（カード）

氏名
住所

個人
番号

平成元年3月31日生 2025年3月31日まで有効
□□市⻑

電子証明書
の有効期限

写
真

番号

氏名

平成元年3月31日生

ICチップ



３ マイナンバーに対する保護

（１）個人情報保護法令との関係

（２）利用・提供・収集・保管（２）利用・提供・収集・保管

（３）罰則



（１）個人情報保護法令との関係（１）個人情報保護法令との関係（１）個人情報保護法令との関係（１）個人情報保護法令との関係

優 先
行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関す

特別法

一般法

行政機関の保有する
個人情報の保護に関
する法律

独立行政法人等の保
有する個人情報の保
護に関する法律

個人情報保護条例

優 先 別するための番号の利用等に関す
る法律（番号法）

護に関する法律

個人情報の保護に関
する法律



個人情報保護法と番号法の適用対象者個人情報保護法と番号法の適用対象者個人情報保護法と番号法の適用対象者個人情報保護法と番号法の適用対象者

個
人
情
報
保
護
法

一般の個人

個人情報取扱事業者
（取り扱う個人情報が過去6カ月で５ 番

個
人
情
報
保
護
法

（取り扱う個人情報が過去6カ月で５
０００人超の日が１日でもある者）

個人情報取扱事業者
（取り扱う個人情報が過去６カ月にわた
って５０００人以下）

国・地方公共団体・独立行政法人等

番

号
法



保護の対象保護の対象保護の対象保護の対象

個
人
情
報
保
護
法

個人情報

番

特定個人情報

個
人
情
報
保
護
法

個人番号
（マイナンバー）

番

号
法



個人情報とは個人情報とは個人情報とは個人情報とは

①生存する個人に関する情報

②当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別
することができるもの

氏名氏名氏名氏名、性別性別性別性別、生年月日生年月日生年月日生年月日等個人を識別する情報に限られず限られず限られず限られず、個人の身体個人の身体個人の身体個人の身体、財産財産財産財産、職種職種職種職種、肩書き肩書き肩書き肩書き
等の属性に関して、事実事実事実事実、判断判断判断判断、評価評価評価評価を表すすべての情報であり、評価情報、公刊物等に
よって公にされている情報や、映像映像映像映像、音声による情報音声による情報音声による情報音声による情報も含まれ、暗号化されているか否か
を問わない。（医療介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライ
ンより）

例：ケアプラン、介護サービス提供にかかる計画、提供したサービス内容等の記録、事敀
の状況等の記録



（２）利用・提供・収集・保管

提供の要求（１４条）
個人番号利用事務等実施者→本人・個人番号利用事務等実施者

利用（９条）提供（１９条） 提供の要求（１５条）提供の要求（１５条）提供の要求（１５条）提供の要求（１５条）
家族は○家族は○家族は○家族は○

収集（２０条）
家族は○

保管（２０条）保管（２０条）保管（２０条）保管（２０条）
家族は○家族は○家族は○家族は○



本人 同⼀世帯の家族

個人番号利用事務実施者 個人番号関係事務実施者

行政機関等 勤務先等



【【【【９条９条９条９条】】】】（個人番号の利用範囲）（個人番号の利用範囲）（個人番号の利用範囲）（個人番号の利用範囲）

１ ≪法定の個人番号利用事務≫
行政事務を処理する者が個人番号を利用することができる範囲

２ ≪条例による独自利用事務≫
地方公共団体の⻑その他の執行機関が、条例で定めれば個人番号
を利用できることと、それが可能な範囲

３ ≪個人番号関係事務≫
法令・条例により１項・２項の事務の処理に関して必要とされる
他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を

本人の同意があっても追加できない！
（cf.個人情報保護法）

福祉、保健若しくは医療、その他
の社会保障、地方税又は防災に関
する事務その他これらに類する事
務に限定限定限定限定している。

他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を
利用した事務を行うものとされた者が、事務を処理するのに必要
な限度で個人番号を利用できる。

４ ３項により個人番号を利用しうることとされている者の⼀部が
、激甚災害が発生したとき、その他これに準ずる場合として政令
で定めるときに、事前に締結した契約に基づく金銭の支払を行う
ために必要な限度で個人番号を利用できる。

５ 第１９条第１１号から１４号までのいずれかに該当して特定個
人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するた
めに必要な限度で個人情報を利用できる。

例：事業主が従業員の厚生年金・
健康保険の被保険者の資格取得に
関する届出を年金事務所・健康保
険組合に対して行うこと。
給与の支払調書を税務当局に対し
て提出すること。
（注意）要介護度認定申請等の代
行事務に関して、介護事業所は個
人番号関係事務実施者に該当しな
い。



【１９条】（特定個人情報の提供の制限）

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情
報の提供をしてはならない。

１ 個人番号利用事務実施者 →
本人・代理人・個人番号関係事務実施者

２ 個人番号関係事務実施者 →
個人番号関係事務を処理するために必要な限度

・本人が自分の特定個人情報
を提供することも原則禁止！
・本人に対する提供も原則禁
止！

３ 本人・代理人 →
個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者

４〜１２ （省略）

１３ 提供の主体→提供先に制限なし
人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合にお
いて、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難で
あるとき

１４ （省略）

提供の要求（１５条）ができ
る場合と対になっている。



【１５条】（個人番号の提供の求めの制限）

何人も、第１９条各号のいずれかに該当して特
定個人情報の提供を受けることができる場合を除
き、他人（自己と同一の世帯に属する者以外の者
をいう。第２０条において同じ。）に対し、個人
番号の提供を求めてはならない。

「世帯」住居および生
計を共にする者の集ま
りまたは独立して住居
を維持する単身者（国
勢調査令§２Ⅱ）

【２０条】（特定個人情報の収集・保管の制限）

何人も、１９条各号のいずれかに該当する場合
を除き、特定個人情報（他人の個人番号を含むも
のに限る。）を収集し、又は保管してはならない
。



（３）罰則（３）罰則（３）罰則（３）罰則

人を欺き、人に暴行を加え、人
を脅迫する行為により、または
財物の窃取、施設への侵入、不
正アクセス行為その他の個人番
号を保有する者の管理を害する
行為により個人番号を取得行為により個人番号を取得

偽りその他不正の手段により個
人番号カードまたは通知カード
の交付を受ける。


