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電子申告普及プロジェクト特別委員会 委員長　森　谷　修　一

　９月１日に東京税理士会館の2階で、情報セキ
ュリティとマイナンバーの研修会が実施されまし
た。いよいよ10月から通知カードが配布される
とあって、事前申し込みは瞬く間に定員を超えて
しまい、同伴する事務所職員の人数制限などで対
応しましたが、多くの申込者をお断りすることに
なってしまいました。当日はキャンセルもわずか
で、満員の会場で5時間の研修を受けることにな
りました。長時間の研修でしたが、最後まで参加
者の熱意は絶えず、いくらエアコンを調整しても
生ぬるさは解消できませんでした。

　今回の研修会はＩＰＡ（独立行政法人情報処理
推進機構）主催で、講師も資料も提供していた
だきました。そもそもＩＰＡとは、我が国におけ
るIT国家戦略を技術面、人材面から支えるために
設立された、経済産業省所管の独立行政法人です。
今回講演していただいた、ＩＰＡセキュリティセ
ンターは、ＩＰＡの中で、コンピュータウイルス、
不正アクセス、脆弱性について、日本中から被害
の報告を受け、啓発情報の発信や情報セキュリテ
ィを高めるための調査研究を行っている部門です。
つまり、我々が依頼できるなかでは最高に権威が
ある団体主催の研修会だったのです。
　今や中小企業であってもインターネットを利用
することは不可欠です。ということはウイルスの
危険にさらされているのです。しかし、大企業と
比較すると、中小企業はその対策が遅れていると
いう調査結果を踏まえて、ＩＰＡでは中小企業向
けに情報セキュリティを教育する指導員の育成を
始めました。今回の研修の本来の姿は、商工会議

所の経営指導員やＩＴ
コーディネーター
など、一般の方を対
象にして、研修受講
後、中小企業経営者
に情報セキュリテ
ィの指導をしてく
ださい、というもの
でした。今回の研修
実施にあたりＩＰＡ
と協議して、内容を
税理士向けに改定し
ていただき、マイナンバーに関する情報を増加す
ることも了解していただきました。税理士は顧問
先の個人事業主や中小企業経営者にとっては指導
員のようなもので、税理士を研修することが中小
企業を研修することになるという認識を持ってい
ただいたからです。当日頂いた資料も充実してい
て、事例の映像を多数収録したＤＶＤや冊子で、
すぐに研修会で使用できるものです。さらにＩＰ
Ａのホームページから、冊子はPDF版がダウンロ
ードが可能で、映像も視聴することができます。

https://www.ipa.go.jp/security/

　マイナンバーの対策も、日税連ガイドラインを
読んでいくと、情報セキュリティの知識が必要と
されるところが多いです。また現在、マイナンバ
ーの研修会の案内が送られてきますが、内容を見
ると、情報機器を販売するメーカーとのタイアッ
プが多く、具体的な対策として我が社のこれを買
ったらどうですかと、いろいろなものを勧められ
ます。何を買ったらいいのか、買えばそれだけで
大丈夫なのか、さっぱりわからないという声も聞
かれます。
　マイナンバーの対策を考えると、まずウイルス
対策や情報セキュリティの知識が不可欠です。こ
の基礎工事ができていないとプレハブ倉庫も建ち
ません。今回の研修で基礎知識を習得した今、我々
が注意するべきは2点しかないと思います。

森谷委員長
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　まず収集です。関与先からマイナンバーをお預
かりするときは、やり方が決まっています。マイ
ナンバーはあらかじめ利用目的を示して、収集し
なければなりません。また目的外の利用はできま
せん。通知カードと身分証明書をセットでという
確認方法も決まっています。記録を残しておくこ
とも重要です。最も重要なのは、これらをふまえ
て、まず関与先が従業員や関係者から収集しなけ
ればならないということです。つまり「関与先」
と「その従業員（または関係者）」という２者の
間で収集が行われるのです。その後関与先は収集
した情報を、税務書類を作成するために税理士に
委託するのです。ということは、マイナンバーに
ついての最初の動作点「収集」においては、一連
の収集手順について関与先は理解していなければ
なりません。「税理士が知っているかどうか」だ
けではなく、「関与先に正しい手順、知識を指導
できているのか」が問われるのです。
　マイナンバーの研修会でよく出てくる質問は、
「教えてくれない人がいたら、どうしたらいいん
ですか」です。国税庁の見解では、番号が空欄で
あっても書類は受理することになっています。し
かし簡単に考えないほうがいいと思います。私が
税務署から聞いたところによると、専用のコール
センターを準備して、空欄に番号を入れるため、
電話による積極的な「お願い」をする予定だそう
です。個人情報とかプライバシーという言葉を使
って、個人的な反対運動をお考えになっている方
は、かなりの抵抗にあうことが想定されます。電
子申告普及の「お願い」と比較すると、かなり強
めという印象を受けました。皆さんも税務署に確
認してみてください。ここでも、マイナンバー制
度の目的を関与先の従業員にまで、税理士が指導
することが重要になります。「マイナンバーを他
人に知られると、私の年金が盗まれてしまう。マ
イナンバーのカードに入っている私のプライバシ
ーが他人に洩れてしまう。だからマイナンバーは
反対です！」このような誤った情報に基づく意見
は、一般の方の中では少なくありません。先日新
規の個人事業主のお客さんに、マイナンバーの説
明をしました。最初はぜんぜん知らないから不安
だ、と心配されていましたが、基本的なことを説
明すると、安心した、便利になるから良いことだ
と積極的賛成派になられました。この説明が重要
で、正しい認識を共有したうえで議論しないと間

違った方向に進んでしまいます。
　次に保管です。収集したマイナンバーの情報は、
関与先でも、委託先である税理士事務所でも安全
に保管しなければなりません。安全管理措置の詳
細は日税連ガイドラインを確認していただくとし
て、重要なところは、外部と遮断するということ
です。まず、関与先は委託先である税理士に情報
を渡したら、あとは保管するだけですから、紙の
場合は金庫、データならばLAN 、インターネッ
ト等外部につながらない場所に保管します。新規
の更新と廃棄は必要になりますが日常使うことは
ありません。税理士も同様に保管しますが、税務
署等に書類を提出する際に、番号を入力する必要
があります。関与先全部にかかわることで、入力
が必要な件数もかなり多くなることを考えると、
専用ソフトを利用することになるでしょう。クラ
ウドを使って事務所の外に置くほうが安全という
広告も目にしますが、万一データが失われた場合
や通信環境の不具合で利用できなくなった場合の
対策も必要です。様々な税理士事務所向け専用ソ
フトを利用すれば、それで安心ということではな
く、事務所内での慎重な保管と記録の作成は不可
欠です。
　今回の研修は指導者育成研修で、まさに我々税
理士がこれからやらなければならない事を明らか
にする研修でした。中小企業に不足しているとい
われている、情報セキュリティに関する対策、マ
イナンバー制度に対する正しい認識と準備を、わ
れわれが提供すること、それが税理士の社会的地
位の向上につながると、私は考えます。会場の都
合により受講できなかった方々に、あらたな研修
の機会が用意できるように努力し、より多くの会
員が情報を共有できるようにしたいと思います。

東京税理士会
坂本勝哉情報システム委員長

ＩＰＡ
江島將和研究員
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　平成27年10月５日、「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る

法律」（以下「番号法」といいます）が施行され、

個人番号及び法人番号の通知が始まりました。平

成28年１月から利用開始となります。

　番号法により個人番号の利用は、社会保障、税

及び災害対策の分野に限定されています。税の専

門家である税理士は、一事業者として、また、ク

ライアントから個人番号を取り扱う事務の委託を

受ける者として、果たすべき役割は大きいと考え

ます。

　本稿では、税理士事務所におけるマイナンバー

対策の概要を解説し、また、最新情報についても

言及します。

Ⅰ　事前準備

１．現状把握　

　個人番号を安全に管理するために、税理士事務

所の現状を把握します。

 ⑴　個人番号を取り扱う事務の確認

　税理士事務所において個人番号を取り扱う事務

は、次の①から③のケースがあります。

　①　税理士事務所の従業員等の特定個人情報等

を取り扱う場合（税理士事務所の従業員等の

給与所得の源泉徴収票の作成、健康保険・厚

生年金保険事務、労働保険の手続き）

　②　クライアントの従業員等の特定個人情報等

を取り扱う場合（クライアントの従業員等の

給与所得の源泉徴収票の作成等）

　③　クライアントの特定個人情報等を取り扱う

場合（クライアントの税務代理や税務書類の

作成）

 ⑵　取り扱う特定個人情報等の範囲の確認

　取り扱う特定個人情報等の範囲を確認する必要

があります。例えば、所得税の申告書では、氏名、

個人番号、納税地、生年月日、性別、課税標準、

税額、第二表に記載される各情報項目等が該当し

ます。

 ⑶　事務取扱担当者の確認

　⑴で確認した個人番号を取り扱う事務について、

その担当者を確認します。各担当者はその担当す

る事務に限り特定個人情報等を取り扱うことがで

きるため、税理士事務所においては、税理士事務

所の従業員等の個人番号を取り扱う給与事務担当

者・社会保険事務担当者と、クライアントから依

頼された個人番号を取り扱う事務を行う者とは区

別する必要があります。

２．基本方針・取扱規程等の策定　

　現状を把握したら次に、基本方針、取扱規程等

の策定を行います。 

　基本方針には、特定個人情報等の適切な取扱い、

利用目的、安全管理措置に関する事項、関係法

令・ガイドライン等の遵守、継続的改善、問い合

わせ先等を記載します。取扱規程等には、個人番

号の取得、利用、保管、提供、削除・廃棄を行う

段階ごとに、取扱方法、事務取扱担当者及び責任

者、安全管理措置等を定めます。

　基本方針の策定は義務ではありませんが、取扱

規程等の策定は税理士事務所においては義務です。

既存の基本方針、取扱規程等がある場合には、特

定個人情報等の取扱い等について追記するか、ま

たは、新たに策定する必要があります。

　　　東京税理士会  常務理事  規制改革・納税環境整備等対策室長
　　　日本税理士会連合会  理事  規制改革対策特別委員会  副委員長
　　　マイナンバー対策特別委員会　委員長　宮　本　雄　司
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３．安全管理措置　

　特定個人情報等を適正に取り扱うために安全管

理措置を講じます。安全管理措置の趣旨を理解し、

それぞれの事務所の実態に即した方法を検討する

必要があります。

　① 組織的安全管理措置

　事務取扱担当者及び責任者を明確にし、報

告連絡体制、情報漏えい等事案に対応する体

制を整備します。例えば、事務取扱担当者が

執務記録をつけ、それを責任者がチェックす

ることにより、特定個人情報等の取扱状況を

把握することができます。

　②　人的安全管理措置

　特定個人情報等の取扱いに関する定期的な

研修等により、事務取扱担当者の監督・教育

を行います。

　③ 物理的安全管理措置

　特定個人情報等を管理する区域の特定・管

理、パソコン等の機器やＵＳＢ等の電子媒体

等の管理等を行います。例えば、間仕切りの

設置、座席配置の工夫、キャビネットの施錠、

データの暗号化等を行うことにより、特定個

人情報等を保護します。

　④ 技術的安全管理措置

　情報システムへのユーザーＩＤ、パスワー

ドによるアクセス制御、セキュリティ対策ソ

フトウェア等による不正アクセスの防止等を

行います。

４．業務契約　

　クライアントと既に業務契約書を締結している

場合には、業務契約書を見直し、特定個人情報等

の取扱いに関する規定を追加します。別途、書面

で覚書等を取り交わしても構いません。

　特定個人情報等の取扱いに関する項目としては、

事務所からの持出しの禁止、目的外利用の禁止、

再委託における条件等があります。

Ⅱ　特定個人情報等の適正な取扱い

１．取得・利用・提供　

　特定個人情報等の取得・利用・提供は、番号法

により限定されています。

　マイナンバー制度により、事業者は、社会保障

及び税に関する手続書類に従業員等の個人番号を

記載して、行政機関等に提出(提供)することとな

ります。そのため、利用目的（例「源泉徴収票作

成事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」）

を特定し（個人情報取扱事業者である場合には、

従業員等に利用目的の通知も行わなければなりま

せん）、従業員等から個人番号の提供を受ける必

要があります。

　また、個人番号の提供を受ける際は、本人確認

を行わなければなりません（「４．本人確認」参照）。

２．保管・廃棄　

　特定個人情報等は、社会保障及び税に関する手

続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り保

管することができます。また、所管法令により一

定期間保存が義務付けられている書類等は、その

期間保管することになります。換言すれば、手続

書類の作成事務を行う必要がなくなり、所管法令

の保存期間が経過した場合には、個人番号を速や

かに廃棄または削除しなければなりません。廃棄

等の対象は個人番号であり、個人番号を削除後、

他の情報を保管し続けることは可能です。

　なお、本人確認書類については保管する義務は

ありません。保管する場合には、安全管理措置を

講じ、例えば年末調整の際に提供を受けた本人確

認書類である場合には、扶養控除等申告書を廃棄

するタイミングで、本人確認書類も廃棄します。

３．委託　

　事業者は、個人番号を取り扱う事務を他者に委

託する場合には、委託先において、番号法に基づ

き、本来自らが行うべき安全管理措置と同等の措
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置が講じられるよう、必要かつ適切な監督を行わ

なければなりません。クライアントから個人番号

を取り扱う事務の委託を受ける税理士は、クライ

アントから監督を受けることになります。

　委託を受けた個人番号取扱事務を再委託する場

合には、委託者の許諾を得なければなりません。

再委託の場合には、委託先が再委託先に対する監

督義務を負うだけでなく、最初の委託者も再委託

先に対して間接的に監督義務を負うことになります。

　クラウドサービス事業者等が個人番号を含むデ

ータを取り扱う場合は、番号法上の委託に該当し

ます。したがって、そのサービス事業者等に対し

適切な監督を行わなければなりません。税理士が

委託に該当するクラウドサービス等を利用する場

合には、クライアントの許諾が必要となります。

４．本人確認　

 ⑴　概要

　個人番号関係事務実施者は、番号法第16条（本

人確認の措置）により、個人番号の提供を受ける

際は、本人確認（番号確認及び身元確認）を行わ

なければなりません。顔写真付きで個人番号の記

載された個人番号カードは、その1枚で番号確認

及び身元確認を行うことができます。他に、番号

確認は通知カードや個人番号が記載された住民票

の写しで、身元確認は運転免許証やパスポート等

で行うことができます。

　代理人から個人番号の提供を受ける場合には、

本人の番号確認、代理人の身元確認及び代理権の

確認が行われます。

 ⑵　税理士が係わる本人確認

　①　税理士が税理士事務所の従業員等から個人

番号の提供を受ける場合

　従業員等からは、源泉徴収票作成事務、社

会保険手続事務及び労働保険手続事務等のた

めに、個人番号の提供を受けることになりま

すが、その際には、従業員等の本人確認を行

う必要があります。ただし、本人確認のうち

身元確認については、雇用関係にあり本人であ

ることが明確なため、省略することができます。

　従業員等の扶養家族の本人確認は、各制度

において扶養家族の個人番号の提供が誰に義

務付けられているかにより、本人確認をすべ

き者が異なります。

　例えば、税の年末調整では、従業員等が、

事業主に対してその扶養親族等の個人番号の

提供を行うこととされているため、従業員等

がその扶養親族等の本人確認を行います。一

方、国民年金の第3号被保険者の届出では、

第3号被保険者（従業員等の配偶者）が事業

主を経由して届出を行うこととされているた

め、事業主が配偶者の本人確認をします。従

業員等が配偶者に代わって事業主に提出する

場合は、事業主は代理人から個人番号の提供

を受ける場合の本人確認を行うことになりま

す。あるいは、配偶者から個人番号の提供を

受けて本人確認を行う事務を、事業者が従業

員等に委託することもできます。

　②　税理士がクライアントから個人番号の提供

を受ける場合

　イ．クライアントから番号を取り扱う事務の委

託を受ける場合

　税理士が、クライアントの従業員等の年末調

整事務及び源泉徴収票作成事務を委託された場

合には、従業員等の個人番号の収集も含めて委

託された場合を除き、クライアントの従業員等

の本人確認をする必要はありません。従業員等

の本人確認は、事業主が従業員等から個人番号

の提供を受ける際に行います。なお、前述のと

おり、従業員等の扶養親族等の本人確認は、従

業員等が行います。

　ただし、源泉徴収票作成事務のために、個人

事業主の個人番号の提供を受ける際には、その



東 京 デ ー タ 通 信 （7）

個人事業主の本人確認が必要となります。

　ロ．納税者の代理人として個人番号の提供を受

ける場合

　例えば、納税者から所得税の確定申告の依頼

を受けた場合、その申告書に記載する個人番号

が納税者本人のみであるときは、その事務は個

人番号関係事務に該当しないため、本人確認を

行う必要はありません。

　ただし、税務署に代理で申告書を書面により

提出する際には、税務署から本人確認を受ける

ため、納税者本人の番号確認書類（通知カード

の写し等）の添付等が必要となります。

　納税者のほかに、個人番号を記載すべき控除

対象扶養親族等がいる場合には、その部分は個

人番号関係事務となりますが、納税者本人が控

除対象扶養親族等の本人確認を行うため、税理

士は本人確認を行いません。

③　税理士が報酬等の支払いを受ける場合

　税理士報酬、講演料、原稿料等の支払金額

が年5万円を超えるときは、クライアントや

講演等の依頼者は報酬等の支払調書を作成し、

税務署長に提出しなければなりません。その

ため、クライアント等は税理士に個人番号の

提供を求め、その提供を受ける際には本人確

認を行います。すなわち、税理士は本人確認

を受ける立場となります。

④　税理士が税務署等へ個人番号を提供する場合

　イ．本人確認

　税務署等に対して税理士が代理人として納税

者の個人番号を提供する場合には、税務署等か

ら、本人の番号確認、代理人の身元確認、代理

権の確認を受けることになります。

　ロ．書面提出

　税理士が代理人として郵送や窓口持参により

申告書等を書面で提出する場合には、本人の番

号確認は納税者本人の個人番号カードや通知カ

ード、代理人の身元確認は税理士証票、代理権

の確認は税務代理権限証書により行われます。

　日税連と国税庁との協議により、税理士が代

理で税務書類を提出する場合の身元確認書類は、

運用上、「税理士証票」とされています。また、

代理権の確認に用いられる税務代理権限証書は、

複数の税目を対象とする場合において、当初に

申告した税目以外の申告書に添付するときは、

当初に提出したものの写しで構いません。

　本人確認は、申告書等の提出の都度行われま

す。郵送の場合だけでなく、窓口に持参する場

合も混雑緩和の観点から、各確認書類は提示で

はなく、1件毎に写しを添付することが推奨さ

れています。

　また、税理士事務所の従業員等が税務署の窓

口に申告書等を持参する場合には、その従業員

等は「使者」にすぎず、代理人は税理士です。

したがって、代理人の身元確認に必要な書類は、

従業員等の運転免許証等ではなく、代理人であ

る税理士の税理士証票の写しとなります。 

　なお、税務関係手続においては、原則として

税務代理権限証書の提出の有無により、代理提

出か否かを判断します。すなわち、税務代理権

限証書の提出がない場合には、納税者本人から

の個人番号の提供として取り扱われます。

　ハ．電子提出

　e-Taxによる代理送信の場合には、本人の番

号確認は地方公共団体情報システム機構への照

会等、代理人の身元確認は税理士の電子証明書、

代理権の確認は税務代理権限証書データまたは

納税者本人の利用者識別番号の入力により、行

われます。

　本人の番号確認は、税務当局がシステム上で

個人番号を照会するため、個人番号カードの写

し等の添付は必要ありません。

　e-Taxでの電子提出は、従来と変わりなく行
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うことができます。

Ⅲ　税務関係書類への番号記載の要点

１．「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

　原則として平成28年分の申告書から、給与の

支払者の個人番号または法人番号並びに給与所得

者の個人番号、控除対象配偶者及び扶養親族の個

人番号を記載します。住民税に関する事項として、

16歳未満の扶養親族の個人番号も記載します。

　扶養控除等申告書は、その年の最初に給与の支

払を受ける日の前日までに提出することとなって

いますが、前年末に従業員等に配布し回収する慣

例があります。従業員等は、平成28年分の申告

書を平成28年に提出する場合には個人番号を記

載しなければなりませんが、平成27年中に提出

する場合には個人番号の記載は必要ありません。

　なお、事業主は番号の利用が開始される平成

28年１月より前でも、従業員等から個人番号を

収集することができます。つまり、平成27年中に、

事業主は従業員等に対し、平成28年分の扶養控

除等申告書に個人番号を記載するよう求めても差

し支えありません。

　給与の支払者(事業主)の個人番号は、従業員等

から扶養控除等申告書の提出を受けた後に記載し

ます。事業主が法人の場合には、あらかじめ法人

番号を印字した扶養控除等申告書を従業員等に配

付しても構いません。

２．「給与所得の源泉徴収票」

　給与所得の源泉徴収票は、所得税法第226条第

１項に「…源泉徴収票2通を作成し、…１通を納

税地の所轄税務署長に提出し、他の1通を給与等

の支払を受ける者に交付しなければならない。」

とあり、税務署提出用と受給者交付用があります。

平成28年１月以降に支払われる給与に係る税務

署提出用の源泉徴収票から、支払を受ける者本人、

控除対象配偶者及び扶養親族の個人番号及び給与

等の支払をする者の個人番号または法人番号を記

載します。一方、受給者交付用の源泉徴収票には、

個人番号の記載は行いません。これは、平成27

年10月２日に所得税法施行規則等の改正が行わ

れ、決定しました。以前は、受給者交付用の源泉

徴収票にも本人及び扶養親族等の個人番号を記載

しなければならないとされていたため、所得証明

のために金融機関に提出する場合等には個人番号

をマスキングする等の措置が必要となり、個人番

号の漏えい等のリスクが指摘されていました。

　なお、退職所得の源泉徴収票、特定口座年間取

引報告書等の本人に対して交付義務のある法定調

書は、給与所得の源泉徴収票と同様の取扱いとな

ります。

３．「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」

　平成28年１月以降に金銭の支払等が行われる

ものから、支払者及び支払を受ける者の個人番号

または法人番号を記載します。

　支払調書は、所得税法第225条に「…税務署長

に提出しなければならない。」とあり、本人に渡

す義務はありません。本人に交付義務のない支払

調書に個人番号を記載して本人に交付することは、

番号法により認められないため、本人には個人番

号を記載しない「支払調書の写し」を交付するこ

とになります。本人から個人情報保護法第25条

に基づく開示請求があった場合には、本人の番号

を記載することができますが、本人以外の個人番

号は記載しない、あるいはマスキングする等の工

夫が必要になります。

４．「所得税の申告書」

　平成28年分の申告書、すなわち、通常の確定

申告書であれば、平成29年2月16日から３月15

日までに税務署長に提出する申告書から個人番号

を記載します。平成28年中に出国する場合には

出国の時までに、また、年の中途で死亡した場合

には相続の開始があったことを知った日の翌日か
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ら4月を経過した日の前日までに、個人番号を記

載した申告書を提出することとなります。

　第一表に納税者の個人番号を、また、第二表に

控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者の個人

番号を記載します。申告書第三表、第四表及び第

五表並びに青色申告決算書、収支内訳書及び各種

計算明細書には、個人番号は記載しません。

５．申告書の控えへの個人番号の記載　

　税法上、申告書の控えは作成が義務付けられて

いないため、控えには個人番号は記載しないこと

となると考えられます。例えば、複写式となって

いる所得税の申告書第一表及び第二表は、控えに

個人番号は複写されない様式となる予定です。

６．番号の未記載・誤記載　

　番号を記載しなかった場合または誤って記載し

た場合の、番号法上の罰則規定はありません。

　また、国税庁は、住民票がないため個人番号が

付番されていない者もいるため、番号の記載がな

いことをもって税務署が書類を受理しないという

ことはないとの見解を示しています。個人番号の

提供を拒まれ記載できなかった場合には、単なる

未記載ではないことを明確にするため、提供を求

めた経過等を記録しておきます。番号の未記載ま

たは誤記載を理由として、無申告扱いまたは扶養

控除等が不適用とされることはないと考えられま

すが、その点についての国税庁の見解は未だ示さ

れていません。

マイナンバー対策特別委員会の設置について
平成27年10月2日に開催された第４回理事会に
おいて「マイナンバー対策プロジェクトチーム」
を「マイナンバー対策特別委員会」と改めること
が承認されました。（構成員は次のとおり）

　委員長　　宮 本 雄 司
　副委員長　矢島多以良
　委員　　　柴 﨑 　 博　法 理 規 夫　中 野 敦 郎
　　　　　　高橋千亜紀　坂 爪 　 勧



東 京 デ ー タ 通 信（10）

お問い合わせ・資料のご請求は下記までお気軽にお問い合わせください

－ 税理士専用仮想デスクトップサービス －

達人クラウド 好評発売中！

● OSもアプリも作業データも、すべてNTTデータの堅牢なデータセンター（国内）にお預かり
● 会計事務所のIT環境のセキュリティ対策、防災対策をまとめて実施
● クラウド上にアクセスするので「タイムリーに」「どの端末からでも」利用が可能

●「達人クラウド」は全国税理士データ通信協同組合の組合員向けサービスです。 ●「達人シリーズ」「TACTiCS財務」「達人Cube」は別途お申し込みが必要です。

データセンター

TACTiCS財務
（財務ソフト）

達人Cube
（オンライン税務サービス）

達人シリーズ
（税務ソフト）

法人税／減価償却／消費税／内訳概況書
所得税／年調・法定調書／相続税／財産評価

事業所税／申請・届出書／連結納税

データセンターで安全に保管

ITの専門家が
サポート

会計事務所内

端末交換ですぐに復元が可能

顧問先

● いつでも、どの端末からでも利用
が可能

● 端末内にデータが保存されない
ので、 端末紛失時の情報漏えい
リスクを軽減

インターネット

平成28年1月よりマイナンバー制度が始まります
マイナンバー対策は順調ですか？

マイナンバー対策なら「達人シリーズ」で
「安全」、「確実」、「低価格」で実現！！

平成28年1月上旬
新発売！

データ管理の達人
 49,800円（税抜き）年間利用料

マイナンバーの収集・保管・利用・提供・廃棄までセキュアな環境で実現するための中核ソリューション

http://tokyo.zenkoku-data.net　E-mail：tadic01@ce.mbn.or.jp
TEL：03-3341-0260　FAX：03-5366-0955
東京税理士会データ通信協同組合
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　この度、四半世紀25年の間、組合の拠点とし
てきた旧事務所より税理士会館御苑側に隣接する
「更生保護会館」へ事務局を移転いたしました。
　引越日は９月５日と12日の両土曜日です。
ちょっと遡りますが、皆様、先月９月の天候を覚
えていらっしゃいますか。この月は既に初旬より
長雨が続き、そして立て続けの大型台風の到来。
ところが、この両日だけは前日までの大雨が嘘の
ように止んでくれたものです。もし、古代中国の
英雄なら、この時、絶対に叫んだことでしょう。
「天は我々に見方せり～！」…。
ということで、当初よりたいへん心配された天候
にも恵まれ、無事に事務局の引越を完了すること
ができました。なお、引越が週を挟んだ２日間と
なったのは、組合の経費節減のため事務局職員の
手だけで引越を決行したためです。節約、節約。

        

　移転先の更生保護会館は、更生保護事業法に基
づいて設立された法務大臣認可団体の建物ですが、
現在の建築物は昭和62年の竣工ですので、決して
新しい造りではありません。しかし、良い時代に
建てられた公的施設だけに重厚な建物のようです。
正面に立つとまず目に飛び込んでくるのは、直径
1.5㍍ ほどの団体の会章です。図案の鳥は国鳥の
キジを意匠化した信楽焼で、あの著名な日本画家
平山郁夫監修によるものだそうです。私にはフェ
ニックスに見えて仕方ありません。私の中では、
事務局の新天地だけに「フェニックス」というこ
とに、密かにしておきたいと思います。    

　少しだけお洒落な入口を抜けると、新事務局の
受付です。同じく少しだけ可愛い、気立ては抜群
の受付を担当してくれる総務・経理課スタッフが
皆様を明るく迎えてくれます（の筈です）。

事務局長　山　本　真　弘

「いらっしゃいませ！」事務局の受付です

なかなか格好いいドア・サインでしょ？

新事務局のエントランスです

使い勝手が良くなった新研修室です通りからよく目にとまるフロア案内サイン

フェニックス？更生保護会館の会章
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　さて、本題です。皆様に直接サービスを実施す
る施設、研修室と会議室です。新事務局ではこれ
らの共同施設及び事務室を全てワンフロアに収め、
文字通りワンストップでのサービスを行います。
旧事務局では、研修室へは外階段を利用しての入
室でしたので、時には杖を使われて階段を上られ
る組合員先生をお見かけしました。比較的に年齢
層の高い業界です。これで果たして組合員の先生
の利便に繋がっているのだろうかと、疑問に思え
たこともありました。しかし、今度は大丈夫です。      

　次に会議室です。もちろん旧事務局にも会議施
設はありましたが、どうも中途半端な広さでした。
総会に次ぐ審議の場である組合理事会は、自前の
会議室ではまったく行えず、これまでは外部施設
を利用して開催運営してまいりました。賃料負担
のこともありますので、この度の移転においても
極端に広い会議室にすることは叶いませんでした
が、スクール形式で実施した場合、48名まで収
容できる会議室スペースとすることができました。
　なお、組合員の皆様はこれらの研修室、会議室
の共同施設を組合員料金にてご利用できることを
ご存じでしょうか。ＪＲ「代々木」と「千駄ヶ谷」駅、
大江戸線「国立競技場」及び東京メトロ「北参道」駅
と４つもの最寄り駅から徒歩５～８分の施設です。
顧問先様の操作研修会、会議室セミナー・各種会
議等の企画にお役に立てはしないでしょうか。

　最後に新事務局の事務室をご紹介いたします。
が、その前に都合により各施設の位置関係を文書
でご説明させていただきます。入口ドアを開ける
と事務室です。これを右手に折れると研修室の入
口です。そしてその隣が会議室といった関係です。
御苑を背に見ますと手前が事務室となり、奥が研
修室と会議室といった位置取りです。事務局の当
初の設計では皆様のサービス施設を緑の借景がい
ただける御苑側に据えた図面を起こしたのですが
建物の構造上、これを断念。やむを得ずこれを反
転して対応しました。これは後ほどプロの方にも
図面を起こしてもらいましたが、全く同じ図が起
こされました。組合員の皆様、役員の皆様、どう
かご容赦下さい。お陰様で明るい事務室で各自、
快適に業務にあたらせていただいております。　
　なお、各施設の清掃は、掃除機、水拭き、ゴミ
出し（自然・燃焼・不燃）といった塩梅で区分し、
事務局全員が当番制で当たります。節約、節約。

 

 番外編   新事務局の真ん前に唐突に立つ案内板
があります。案内板には「新井白石終焉の地」と
あります。白石は徳川家６代、７代将軍に仕え、
形骸化した朝鮮通信使の接待の簡素化、貨幣の改
鋳ほか、後に「正徳の治」と呼ばれる緊縮財政を
一環して行った、誰もが一度はその名を口にした
お馴染みの儒学者だと思います。緊縮、緊縮。

帰宅して、昔、娘が大学受験に使用した山川出版
の日本史Ｂを探す。ありました、載ってました。
　「第３章3.新井白石の政治」。この名教科書の目
次に固有名詞が載っているのは、貴方だけですよ。
よかったですねえ。白石さん。貴方の終焉の地の
真ん前で身を粉にして働く私も何だかエヘンです。事務室も広く明るくなりました

沢山のお祝いありがとうございました

理事会も開けます　広くなった新会議室

新井白石終焉の地を標す案内板
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１．はじめに　

　すでにご案内のとおり、来年１月４日より、マイナンバーを管理する新ラインナップ「データ管理の
達人」の提供を予定していますが、本プログラムの詳細な機能についてご説明いたします。

２．商品全体の構成　

　まず、新ラインナップ提供後の「達人シリーズ」の全体構成を図１に示します。

　個人番号の収集・保管・利用・廃棄は「データ管理の達人」が一元的に行いますが、個人番号を含む
マスターデータ（従来の顧問先管理データ）は、達人Ｃｕｂｅセンター内に高度に暗号化された状態で
保管され、かつ達人Ｃｕｂｅアカウント単位でアクセス制御が行われます。また、４種類の個人番号収
集機能を提供します。併せて、事務所内に存在する「業務ソフトウェア」のデータベースと顧問先毎の
業務データを一元的に管理します。

株式会社ＮＴＴデータ
第一公共事業本部　第二公共事業部
税務サービスグループ

課長　杉　本　泰　輔

図１　商品全体構成図
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　画面左側の窓に管理する全てのデータベース名が表示されます。最上部の「センター」内の「事業者
データベース」では、現行の顧問先管理相当の事業者情報を保管します。また、「個人番号収集データ
ベース」では、収集した特定個人情報を保管します。
　「コンピュータ」の下には、各業務ソフトウェアのデータベース名が表示されます。ここでは現行の「デ
ータベース管理」及び「データ管理」と同様の処理が行えます。さらに、全てのデータベースに対する
セキュリティ設定を統一的に行います。

図２　「データ管理の達人」の画面イメージ

　マイナンバーに対応した業務ソフトウェアは、「データ管理の達人」と連携し、安全に個人番号を含
んだ申告書等の作成を行います。作成した申告書等データは高度に暗号化されてパソコン内に保存され、
かつ達人Ｃｕｂｅアカウント単位に多段階のアクセス制御が行われます。
　作成した申告書等の電子申告は「電子申告の達人」で行います。業務プログラムで作成した申告書等
データを取り込み、電子署名を付与して送信する流れは基本的に従来と同様ですが、メッセージボック
スからの受信通知等のダウンロードや電子申告作業の進捗管理も「電子申告の達人」で行うことができ
るようになります。なお、電子申告データやダウンロードしたデータも高度に暗号化されてパソコン内
に保存され、かつ達人Ｃｕｂｅアカウント単位にアクセス制御を行います。
　

３．「データ管理の達人」の詳細機能　

（１）機能概要
　「データ管理の達人」は、現行の達人Ｃｕｂｅオプション「顧問先管理」、「データベース管理」、「デ
ータ管理」そして「セキュアデータ」の機能を統合し、個人番号管理機能を追加したものです。「デー
タ管理の達人」のトップ画面のイメージを図２に示します。
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（２）個人番号収集機能
　「データ管理の達人」を用いた個人番号の収集・登録方法を４種類用意しています。
それぞれの収集・登録方法を以下に説明します。

❶  手動で登録

　会計事務所で「データ管理の達人」から、顧問先で必要な個人番号をすべて登録する方法です。
番号の収集自体の方法は問わず、何らかの形で集めた個人番号や氏名・住所等の個人情報を、全て
会計事務所側で登録します。なお、通知カード等の本人確認書類の画像データも番号とともに登録
することができます。

図３　「手動で登録」イメージ図

❷  従業員等がスマホ等で個別に登録

　顧問先の従業員等に、スマホ等から個人番号を登録してもらい収集する方法です。従業員等が自
身の携帯端末で登録することが基本ですが、事務所職員がタブレットＰＣを持ち歩き、従業員の方々
の個人番号を代わりに登録することも可能です。なお、予め氏名やメールアドレスを登録しておく
必要がありますが、「年調・法定調書の達人」等のデータベースから自動登録することが可能です。
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図４　「依頼元がスマホ等で個別に登録」イメージ図

図５　「依頼元がＰＣアプリで一括登録」イメージ図

❸  依頼元がＰＣアプリで一括登録

　顧問先の担当者に、ＰＣ等から従業員等全員の番号を登録してもらい収集する方法です。番号登
録用のアカウントは顧問先事業者の事務取扱担当者だけに付与します。顧問先事業者の事務取扱担
当者は、社内のＰＣ等から従業員全体の複数の個人番号を一括して登録します。
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❹  依頼元の収集結果を参照

　顧問先が「データ管理の達人」を使って収集した結果を、会計事務所から参照する方法です。顧
問先事業者側の「データ管理の達人」の個人番号収集データベースに蓄積された個人番号を会計事
務所側から参照します。会計事務所側からは参照して利用することが可能ですが、内容の変更はで
きません。

（３）セキュリティ管理機能

　「データ管理の達人」では、達人Ｃｕｂｅアカウント単位にアクセス設定を組み合わせることで、
　高度なアクセス制御を実現できます。図７にそのイメージを示します。

図６　「依頼元の収集結果を共有」イメージ図

図７　「セキュリティ管理機能」イメージ図



大野功夫
全国データ会長

西村　新
東京税理士会副会長
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  総会    東京地方税理士会担当の下、第24期通常
総会が開催された。午後３時、井口嚴男委員及び
谷中英司委員（地方）の司会により総会の開始と
なった。

　磯山義文副会長（地方）の開会挨拶、司会より
来賓紹介が行われた後、大野功夫会長（東京）よ
り会長挨拶があり、柴﨑博理事（東京）が議長に
選任され議事に入った。
　第１号議案については松葉美則総務部長（東
京）より、第２号議案については寺井敏治経理部
長（地方）より提案があり、坂本和夫監事（東
北）が監査報告を行った。第３号議案から第７号
議案については若原照司専務理事（中部）より提
案があった。続く第８号議案の役員改選について
は松葉美則専務理事（東京）より提案があり、役
員選考委員を指名し、同委員会にて指名された理
事及び監事の報告が平野博行選考委員長（中国）
より報告がなされた。以上１号議案より８号議案
まで承認可決され、議長降壇となった。新たに選
任された理事及び監事による第４回理事会が直ち
に開催され、会長、副会長、専務理事の互選が行
われた結果、大野会長、磯山副会長、若原専務理
事、松葉専務理事の再任となった。そのほか理事
等の職務分担が米本正樹新総務部長（東京）より
報告された。
　感謝状贈呈では、地方会データ前理事長穂苅正
治郎氏、中部データ前理事長若原照司氏、東京デ
ータ元理事長吉田友彦氏、中国データ前理事長栗
栖誠氏、東北データ前理事長南條保志氏に感謝状
及び記念品が贈られた。
　来賓祝辞では次の方々からご挨拶を頂いた。小

副理事長　松　葉　美　則

島忠男氏（日税連会長代理副会長並びに東京地方
税理士会会長）、小林健彦氏（関東信越税理士会
会長）、西村新氏（東京税理士会会長代理副会長）、
竹内俊一氏（ＮＴＴデータ執行役員第一公共事業
本部長）。
   最後に余語眞二理事（中部）の閉会の挨拶で総
会は終了した。
 

  懇親会 　午後４時30分懇親会の開幕となった。
司会は佐々木哲夫参事及び大村貴志委員（地方）。
主催組合の地方会データ寺井敏治理事長より開会
の挨拶があり、大野功夫新会長挨拶に続き、来賓
祝辞を次の方々から頂いた。日高昭夫氏（ＮＴＴ
データカスタマサービス執行役員営業本部副本部
長）、原嶋修蔵氏（株式会社シスプラ取締役総合
管理部長）。祝電披露の後、染谷肇顧問（地方）
の乾杯の唱和で懇談に入った。

　アトラクションは横浜の地に相応しく中国獅子
舞で、ドラが鳴り響き舞う様は大迫力であった。
南條保志監事（東北）が中締めを行い、松江泰弘
相談役（地方）による万歳三唱の後、次回総会開
催予定地である中国データの平野博行理事長の閉
会の挨拶で午後７時10分懇親会を終了した。
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監事　江　村　定　康

　全国データの総会も活発な審議の後、無事終了
し明けて今日11日は久しぶりの晴天で朝の太陽
はまぶしいほどで鎌倉の旅も心弾むスタートとな
りました。２台の観光バスはホテル前を予定どお
り８時半に出発となり、東京組は指定された２号
車に全員乗車。高速道路に入ったころからベテラ
ンのガイドさんが鎌倉や源頼朝一族の歴史を時に
はユーモアを交えて楽しく説明してくれました。
　バスは逗子、七里ヶ浜海岸を通り江の島に向か
いました。各人に配られたお茶で昨夜の酒気を払
い、海を眺めながら童心に返るのも久しぶりでし
た。
　バスは10時少し前に江の島に到着、駐車場か
ら食堂の鮮やかな見本食を見ながら５分ほど歩く
と仲見世通りに続きました。両側の商店は歓迎ム
ードでいらっしゃい、いらっしゃい。少し急な坂
道が一段落した所が江の島神社の境内でした。こ
こは建永元年（1206年）に建立された江島神社
辺津宮と呼ばれ、海の神、水の神として今日まで
仰がれてきたとのことでした。皆さん願いごとを
こめて参拝していました。土産品を見たり、写真
を撮ったりしながら境内を散策し、見晴らし台か
ら相模湾がきれいに見えました。帰りの参道は商
店をのぞいたりひやかしたりしてゆっくりと下り
ました。
　全員揃ったところでバスは江ノ電の七里ヶ浜駅
に向かい、20分程で電車の乗客となり、チンチ
ン電車を珍しがっているうちに長谷駅に着きまし
た。そこから10分程歩いて到着した所が長谷寺
でした。ここは天平８年（736年）藤原房前の創
建ということでした。境内は森の中といった感じ
で四季折々の草花に恵まれているそうです。
　本尊の十一面観音菩薩は9.18ｍあり、日本最
大級の木彫りの古仏で一本の楠の霊木から刻出さ
れたと伝えられているとのことです。すごいと思
いながら沢山のことを祈願しました。傾斜地を利
用した「眺望散策路」と呼ぶ山道を歩いてみまし
たが咲いている花もなく、紫陽花の木が一面に生
い茂っている所があり、盛りに来たら見事だろう

なと思いつつ下り着いた所が見晴らし台で由比ヶ
浜や逗子の海を見ることができました。
　予定より少々早めに昼食の老舗料亭「御代川」
に着き、東京地方会の代表から参加お礼の挨拶が
あり、和食膳〈鎌倉五山〉の食事となりました。
歩いたせいか、コップのビールが実に旨い！これ
は健康の証拠、もうご利益があったのかともう一
杯。お上品な料理に舌鼓をうっているとたちまち
一時間が経過し皆さんいい気分でバスに乗車しま
した。
　鎌倉駅前で下車して車の通れない細い道路の小
町通りを買い物しながらの散策、おみやげを買う
なら此処だよと教えられ鳩サブレと八幡最中を買
ってぶらぶらと歩く。集合場所を確認して、近く
のコーヒー専門店で一休みすることになり、一緒
に入った６人はそれぞれ好みの豆を注文して香り
を楽しみました。集合地で全員居ることを確認し
て八幡宮の石階段を登りだしました。ここは源頼
義が奥州を平定して鎌倉に帰り、源氏の氏神とし
て出陣に際してご加護を祈願した京都の石清水八
幡宮を由比ヶ浜辺にお祀りしたのが始まりで、そ
の後源頼朝公が由比ヶ浜から現在の地に還し、鎌
倉の町づくりの中心としたそうです。境内で結婚
式が行われていたのを見た時ふと静御前を思い出
しました。本殿では大きなコインを捧げてデータ
通信協同組合の発展をお祈りいたしました。
　今回の観光はここで打ち上げとなり、バスは横
浜駅、新横浜駅と廻りそれぞれ帰宅の途に着きま
した。
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副理事長　米　本　正　樹

　全国税理士データ通信協同組合連合会（以下「全

国データ」）の第24期通常総会が、平成27年９月

10日横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズで開

催されました。全議案が承認可決されて総会が終

了し、懇親会、懇親二次会と続きます。翌11日

は江ノ島・鎌倉観光とゴルフ大会です。総会当日

まで４日間降り続いた雨も上がり、絶好の行楽日

和、ゴルフ日和となりました。間断なく降り続く

雨にゴルフ大会の開催を半ば諦めていた方も多く

いました。

　会場は静岡県御殿場市にある太平洋クラブ御殿

場コースです。このクラブのメンバーでもある大

野功夫全国データ会長にご紹介いただきました。

宿泊ホテルから送迎バスで１時間あまりのところ

にあります。バスがゴルフ場に近づくにつれ、富

士の山容が大きくなって眼前に迫ってきます。

　ディボットの少ない大変管理の行き届いたコー

スで、緑の絨毯を歩いているような心地よさでし

た。この素晴らしいコースで富士山を間近にプレ

ーできることに感動しました。長いラフに苦し

みましたが、それもまた楽しい思い出です。毎

秋、男子プロのトーナメントが開催されています。

今年は11月12日から15日に開催される予定です。

今からテレビ中継を楽しみにしています。

　参加者は総勢27名。当データからは大野会長

（武蔵野支部）、田村忠雄会員（京橋支部）、大澤

泰一会員（荒川支部）の精鋭と私（武蔵野支部）

で、例年より少数でした。成績は、コースの隅々

まで熟知しておられる大野会長が準優勝。他の三

人も入賞しましたが、入賞内容は割愛します。優

勝とベスグロ賞は中野徹会員（中国税理士データ

通信）です。参加者の中では桁違いのレベルです。

ちなみに昨年のベスグロ賞も中野会員でした。中

国税理士データ通信のコンペでは中野会員が参加

されることになると、ベスグロ賞とドラコン賞は

取り止めようという冗談も交わされると聞きまし

た。

　懇親会は大野会長のご挨拶のあと、(株)ＮＴＴ

データ取締役今井利夫様の乾杯の発声で和やかに

スタートしました。(株)ＮＴＴデータ、(株)国土

公営の皆様には公私ともにお忙しい中をご参加い

ただき、誠に有難うございました。会場設営等に

奔走していただいた東京地方税理士会データ通信

の皆様、全国データ事務局の上原さんには大変お

世話になりました。心より感謝申し上げます。

　来期は中国税理士データ通信が担当されます。

総会は広島市内で開催、観光は隣県島根県の出雲

大社、ゴルフは広島市内の人気コースを計画して

いると伺いました。出雲大社までは中国山脈を横

断することになりますが、道路も整備されていて

２時間余りの行程の様です。多くの会員の皆様の

ご参加をお願い申し上げます。

　

　優　　　勝　　中野　徹（中国データ)

　準　優　勝　　大野功夫（東京データ）

　三　　　位　　岩井利夫（ＮＴＴデータ）

　ベスグロ賞　　中野　徹　グロス７９
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09.24

08.05
08.11
08.18
08.27

06.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01

07.01
07.07
07.08
07.08
07.09
07.09
07.13
07.23
08.01
08.01
08.01
08.01
08.05
08.05
08.06
08.06
08.11

08.12
08.14
08.17
08.27
09.01
09.01
09.01
09.01
09.01
09.01
09.01
09.02
09.02
09.03
09.06
09.07
09.14

麹町

本所
日本橋
麹町
品川

日野
豊島
本所
北沢
葛飾
荻窪
武蔵府中
向島

中野
京橋
足立
京橋
中野
武蔵野
渋谷
町田
練馬東
江東東
麻布
日本橋
芝
麹町
品川
芝
日本橋

日本橋
渋谷
北海道
渋谷
麹町
芝
玉川
江東東
中野
日本橋
京橋
麻布
神田
日本橋
神田
練馬東
豊島

　　　氏　名　　　　　 支部　   加入日 　　　氏　名　　　　　 支部　   加入日

　　　氏　名　　　　　 支部　   加入日

１

１
２
３
４

１
２
３
４
５
６
７
８

９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

【システム組合員】

【情報組合員】

【賛助会員】

（注）
□システム組合員＝ TACTiCS利用組合員
□情報組合員　  ＝情報サービスのみの利用組合員
□賛 助 会 員

※（法）＝税理士法人

敬称略・利用開始日順
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中
なかざわ

澤　  剛
つよし

（営業課）
　６月から営業課でお世話になっております、中澤剛と申します。入社から３ヶ月
が経ちましたが、営業経験がない私にとって、覚えなければいけないことが沢山あり、
戸惑うことが多々あります。そんな私を、局長、諸先輩方には丁寧に、特に営業課
の先輩たちには辛抱強く指導して頂いています。まだまだ知識不足ですし、至らぬ
点も多いと思いますが、一人でも多くの先生方のお役に立てるように、今後ともご
指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

第１回「マイナンバー導入対策プロジェクトチーム
（仮称）」設置準備会議　平成27年７月２日
【審議事項】
１．マイナンバー対策特別委員会/ＰＴ(仮称)
の設置に関する件　その他

第６回常務理事会　７月８日
【審議事項】
１．マイナンバー対策特別委員会/ＰＴ(仮称)
に関する件
２．事務局移転に関する件　その他
顧問会　７月８日
１．今後の本組合運営等に関する件　その他
第４回正副理事長会　７月28日　　

【審議事項】
１．事務局の移転と発注業者の決定に関する件
　　その他
第１回指導研修部会　８月５日
１．特別研修会の研修テーマと講師の選出に関
する件　その他

第１回三組合合同秋季研修会打合せ　８月17日
１．合同秋季研修会の開催に関する件　その他
第５回正副理事長会　８月20日
【審議事項】
１．ＩＴ研修事業等協定の継続に関する件
２．新ソフトの組合員提供価格に関する件　そ
の他

最近、“そもそも” と口にすることが多くなった。
「そもそも、マイナンバーは必要なのか」と考えれば、
確かに行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平
かつ公正な社会を実現するためと理解できるのだが、
一方、そのために我々税理士や事業者は煩雑な事務
手続きや計り知れないリスクに備え、新たなシステ
ム購入などコスト負担を強いられていることは否め
ない。
番号通知完了前であるにも関わらず既に詐欺被害、
行政の汚職、自治体の番号漏えいなど負のニュース
も相次ぎ不穏な様相が見られる。被害者に対し国が
補償してくれるわけでもなく、所得税においても詐
欺は雑損控除の対象外である。
我々の番号不正漏えいには厳しい罰則が科される
ことになるが、罰金は国の収入となり被害者にわた
るわけではない。日本年金機構の情報流出でも補償
はなく詫び状の送付で済ませている。
利便性の享受はまだまだ先になりそうだが、報道

によると通知カードの郵送料で220億円、高機能シ
ュレッダーや金庫がバカ売れし、これにＩＴ関連事
業が加わるとかなりの経済効果が期待される。行政
の効率化で削減された費用が国民へのサービス向上
につながることを切に願う。かくいう私もマイナン
バー制度のおかげで研修受講時間を稼ぐことができ
多少恩恵を受けている。マイナちゃん、ありがたや。
2017年には消費税が10％に引き上げられるが、

マイナンバーカードを活用する還付金案は撤回され、
増税と同時期に軽減税率を導入する案が濃厚となっ
てきた。複数税率ともなればこれまた諸問題が発生
する。軽減税率を導入しても逆進性が解消されるわ
けでもなく、増税による延滞の増加も容易に見当が
つく。いっそのこと物品税を復活させ、外国人旅行
者にも負担してもらうというのはどうだろう。消費
地国で悩む必要もない。
「そもそも、消費税増税って必要なの？」まだま
だ私の “そもそも” は続きそうだ。　　（りくがめ）

●はじめまして～新入職員紹介●

会   議   報   告

様々な事情から、道につまずいてしまった人々の新たな「出発」を応援する組織、団体の大本山。
新宿御苑の横に佇むこの瀟洒な建物の敷地には、その昔、大きな剣道場があったとのこと。
その存在すら奇跡的な副都心の住宅街。週末の午後、そっと耳を澄ましてみる。
場内に響く竹刀を重ねる音や未来を夢見た剣士達の息遣いが時を越えて聞こえてきそうです。

表紙の写真
「更生保護会館」


