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はやぶさ 第１１６号 ２０１５年０１月１６日(金） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

発行責任者： 一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

       理事長 平本 靖夫 

       （Captain 平本：（株）I&C・HosBiz センター） 

編集責任者： 理事 石川 昌平 

 

はやぶさのバックナンバーＵＲＬ：http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php 

 

一般社団法人 経営特訓士協会 

 

URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

メルマガ「はやぶさ」 第１１６回目の発信です。 

 

著者：（株）Ｉ＆Ｃ・ＨｏｓＢｉｚセンター 

                    Ｃａｐｔａｉｎ 平本 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【タイトル】マイナンバーは企業経営と私達の生活にどんな影響があるのか？ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 本題 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

第２回 マイナンバー制度の概要と及ぼす影響は？ 

 

＊前回に続き、マイナンバー制度の概要と企業経営と私達にどんな影響があるかを 

 解説いたします。前号で２名の方から熱心なコメントをいただき、関係者の関心 

の高さを感じましたが、中小企業での認識はまだまだ低いのが現実であると思い 

ます。 

知る得る限りの情報にもとづいてですが、私の見解は「税務業務・人事労務業務・ 

情報処理業務」を統合できる知識と経験が必要であり、それらの業務を 

http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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コーデネートするには中小企業単独では負担感が大きいと観察しています。 

 

＊では、どのように対応するのが良策でローコストを実現できるでしょうか？ 

 

１・マイナンバー制度の影響範囲は広い 

＊マイナンバー制度の運用は、日常的な利用となり業務負荷への影響範囲が広い。 

ＩＳＯの運用や個人情報（Ｐマーク）の管理に匹敵するセキュリティーや履歴管理 

が必要となるためエクセル等での 管理では、番号の取得漏れや漏えい等が発生する 

リスクが高いと想定されます。 

＊統合システムによるデーターベース（以下：ＤＢ）を構築するのが、もっとも 

安全でローコストとなりますが、自社のみでは難しい面もありますので、ユーザー 

サイドの立場にたった、信頼できるパートナーとコラボされることをお勧めいた 

します。 

 

２・番号の登録と管理について 

 ＊マイナンバー制度が施行されると、税と社会保険に関連する各種帳票に、マイ 

ナンバーを記載して提出する必要があります。 

  人事労務系と会計・税務系システムの適応が必要になりますが、この二つを順番 

に解説をすすめます。 

 

 １）人事労務系システムへの影響 

  （１）従業員の個別番号・自社の法人番号を管理する“しくみ”が絶対条件 

 

＊全従業員の個別番号管理項目 

  ・正社員だけでなく、パート・アルバイト社員も対象 

＊家族（扶養親族）の個別番号管理項目  

・従業員本人だけでなく家族（扶養親族）の 番号も対象 

＊自社の法人番号管理項目と漏れの防止 

  ・関係官庁等に対する届け出と管理 

 

（２）対応しなければならない主な予定帳票 

 ＊所得税関連  ・源泉徴収票 

既に平成 26年 7 月 9日「所得税法施⾏規則の⼀部を改正する省令」で 

源泉徴収票のフォーマットは公開済。・・・平成２７年末より実施予定。 

 

         ・扶養控除等移動申告書 
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         ・保険料控除等申告書 

         ・退職所得の源泉徴収票 

 ＊社会保険関連 ・算定基礎届 

         ・育児休業終了時月額変更届 

         ・被保険者算定申立てに係る例年の状況 

         ・標準報酬月額の比較及び費保険者の同意等 

 ＊労働保険関連 ・雇用保険離職証明書 

 ＊住民税関連  ・給与所得者移動届 

         ・給与支払報告書（個人別明細書） 

＊支払調書   ・個人との契約である講演講師や司会者、業務委託等、報酬 

を支払う人も対象 

      

◆該当帳票に従業員の個別番号・自社の法人番号を出力する“しくみ”が必要で 

あるが、個々に管理するには限界があるので、ＤＢが必要となる。 

 

（３）個人番号を安全に使用するための“しくみ”とコンプライアンス対策 

    ＊本人確認した証拠と退職後までの管理 

     ・番号の利用目的の明示が必要・・・・就業規則や労働契約書等に明示して 

           本人が承知していることが前提となる。 

・番号取得・本人確認手続き（身分証明書の提示）が 必要 

      ・・・・確認した旨の記録も必要になる 

 

・番号を含む個人情報は特定個人情報として厳格な管理が必要 

・従業員退職後、しかるべき時期に番号の廃棄と記録が必要 

 

＊アクセス権限と管理者権限を設定してマイナンバーに鍵をかける 

 ・特に外部に漏えい・盗られないようにしないと企業の存続基盤にリスク 

が生じる 

・操作・照会ログの設定や記録（ノート等の記 録・監視カメラ・ 

専門コーナー等） 

 

   ＊法人関係の番号把握と連絡が必要 

     ・取引先の番号把握が必要・・・・販売・仕入・物流・金融・不動産管理等 

     ・自社の番号の周知徹底・・・・・同上 
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◆マイナンバー制度の運用ポイントは 

  １）番号の取得漏れがないように 

２）本人確認の未実施がないように 

３）番号の漏えいが起きないように 

  ４）明示している利用目的のみで利用するように 

５）従業員退職後の番号廃棄までを業務フローに 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆ マイナンバー施行の問題点や対策は、お気軽にご相談ください。 

  お問い合わせは、以下のメールアドレス、電話、FAX で・・・ 

  メール ：hos_biz@hosbiz.net 

  電 話 ：03-5832-9403 

  F A X ：03-5832-9404 

 

◆ 相談会を兼ねたセミナーを２月末から３月初旬に開催いたしますので、 

改めてご案内いたします。 

 

◆ 次回はマイナンバー制度の対応ポイントについて解説いたします。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

■キット BOX を頒布いたします■ 

 

「経営特くんゲーム」に関心があり、トライアルゲームを受講された方、または、 

これから体験したい方、向けに「キット BOX」と「マネジメント会計３表」（MO、B/S、 

P/L）等のゲームに必要な表、ならびに、記入方法、戦略・作戦の考え方を解説した「DVD」 

を添えて提供いたします。 

 

◆購入方法はお問い合わせください。 

 

  E-Mail: happy@keiei-tokkunnshi.jp 

 

mailto:happy@keiei-tokkunnshi.jp
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◆価格 ： 定価 70,000 円（税別） 

  支払方法は、ご相談に応じます。 

 

◆特典 

 

１）「トライアルゲーム」および「マスター２０講座」を 5 回、無料で受講できます。 

２）申請いただければ、審査の上、「認定経営特訓士」に登録して頂けます（有料）。 

３）更に、インストラクターを目指す方には、特別料金で受講できますので、係まで 

  お問い合わせください。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆DVD「経営特くんゲームのすすめ方」と小冊子「経営のゴールド免許の取り方」を 

プレゼントします。下記よりお申し込みください。 

 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

＊＊＊＊＊＊   お知らせ   ＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆「トライアルゲーム」・「マスター２０」（5時間コース）◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 ■「トライアルゲーム」（初回体験受講）の場合はテキスト代 1,000 円 

  特典として （１）小冊子「経営のゴールド免許の取り方」を差し上げます。 

 

 ■「マスター２０」は、テキスト代込み 2,500 円 

  2回目以降の受講希望者が対象です。5時間で 2 ゲームを体験します。 

このコースを 20 回受講すれば「認定経営特訓士」として登録いたします。 

・またキットＢＯＸの領布も受け付けています（有料）、 

・次の「マスター２０」コースを受講して「認定経営特訓士」に申請できます。 

 

 ・両コースとも、同日開催いたします。 

  HPをご高覧いただき、「トライアルゲーム」「マスター２０」のうち、 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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どちらを受講希望するかを申し込みください。 

 

★ 毎回、熱心な皆さんが参加されています。繰り返し参加されることによって、 

「経営力」がパワーアップされますとともに、「コミュニケーション力」も 

体得できます。 

 

・トライアルゲームを一度経験された方は、「認定経営特訓士」へのステップアップ 

コース「マスター２０」コースの受講をお勧めします。 

受講料は 2回目から、資料代込み 2,500 円（税込）、20回受講で「認定経営 

特訓士」として登録されます。 

 

１）０１月 20 日（火） 13：30～18：30 「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩 6分 

                    東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5分 

 

  臨時の開催ですので参加されたい方は、以下のアドレスでお申し込みください。 

  先着 １名 様までです。 

 

    happy@keiei-tokkunshi.jp 

  

２）０１月２４日（土） 13：30～18：30 「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩 6分 

                    東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5分 

 

 ご案内は以下に掲載しています。 

 

「マスター２０」  http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_68.pdf 

 

「トライアルゲーム」  http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_69.pdf 

 

３）０２月０１日（土） 1２:00～1７;00 「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩 6 分 

                   東京メトロ南北線駒込駅 1番出口 徒歩 5分 

 

  臨時の開催です。今回は特定の参加者に限定します。 

 

４）０２月２１日（土） 13：30～18：30 「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩 6分 

                    東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5分 

 ご案内は以下に掲載しています。 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_68.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_69.pdf
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「マスター２０」  http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_71.pdf 

 

「トライアルゲーム」  http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_72.pdf 

 

５）０３月１４日（土） 13：30～18：30 「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩 6分 

                    東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5分 

 ご案内は以下に掲載しています。 

 

「マスター２０」  http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_73.pdf 

 

「トライアルゲーム」  http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_74.pdf 

 

６）０３月〇〇日（未定） （株）ウィッシュ主催 トライアルゲーム 

   日程、開催時間、場所が確定次第、お知らせいたします。 

 

７）０４月１８日（土） 13：30～18：30 「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩 6分 

                    東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5分 

 ご案内は後日掲載します。 

 

「マスター２０」 

「トライアルゲーム」  

 

８）０５月２３日（土） 13：30～18：30 「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩 6分 

                    東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5分 

 ご案内は後日掲載します。 

 

「マスター２０」  

「トライアルゲーム」  

 

９）０６月２０日（土） 13：30～18：30 「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩 6分 

                    東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5分 

 ご案内は後日掲載します。 

 

「マスター２０」 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_71.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_72.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_73.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_74.pdf


 8 / 11 

 

「トライアルゲーム」  

 

◆経営特訓士資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

１）第 1２回の認定講座は、以下の日程です。 

 

０２月１４（土）、１５日（日）10：00～18：30  「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

1 日コースとの組み合わせで、２日間の履修とすることもできますので、 

ご相談ください。 

 

ご案内は以下に掲載しています。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_70.pdf 

 

２）第 1３回の認定講座は、以下の日程です。 

 

０５月１６（土）、１７日（日）10：00～18：30  「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

1 日コースとの組み合わせで、２日間の履修とすることもできますので、 

ご相談ください。 

 

ご案内は後日掲載します。 

 

◆インストラクター資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  

 第６回 ｢経営特訓士インストラクター認定講座｣は 

日程が決まり次第、ご案内いたします。原則土曜日に開催です。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_70.pdf
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10：00～18：30  「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

 第７回 ｢経営特訓士インストラクター認定講座｣は 

０４月２９日（水：祝日） 開催です。 

 

10：00～18：30  仙台市内（場所未定） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

認定インストラクターは、現在１９名ですが、資格を持ちながら、ＨＰ上に未掲載 

の方もおられます。今年中には新たに２0 名以上の方が誕生する見込みです。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php 

 

注）「経営特くんゲーム」の概要は、下記のＨＰを参照ください。 

 

  http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆パートナー会社の（株）Ｉ＆Ｃ・HosBiz センターが、リーズナブルコストで 

“はがゆい”ところに手当てする安心と安全の「かかりつけ医」による「ビジネス 

ドック」（企業の健康診断）のサービスを開始しました。 

 詳細は、以下のHP を参照ください。 

 

      http://www.hosbiz.net/pdf/dm.pdf 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆プレゼントのお知らせ 

    

「人生に五計あり」の保存版を作りましたので、ご希望の方は、 

http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
http://www.hosbiz.net/pdf/dm.pdf
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  happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

でお申込みください。 

折り返し、メールにて送付させていただきます。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆編集後記 

はやぶさのバックナンバーＵＲＬ：http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php 

 

「はやぶさ」の第１１６号を発行しました。 

本号の編集後記は、編集責任者の石川が執筆しました。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 ・若い女性の関心は食の安全（日本経済新聞 １月１２日（月）朝刊より） 

  妊娠や出産を控えた若い女性が子供の将来を考えて、「無農薬、有機栽培、国産」 

といった食品や農産物を求めているようです。千葉市で有機農産物を宅配している 

「大地を守る会」では、２０万人の会員の９割が女性だということです。 

  また、タリーコーヒー店ではカフェイン抜きの「デカフェ」を注文する女性客が多く 

  なっているそうです。この流れは時代の先取りで、ファ－スト・フ－ドに対する反省 

とも思えます。 

 

 ・テロ事件発生：死亡者 １７名 

  ７日にフランスのパリ郊外でアルカイーダを名乗るテロリストが週刊誌「シャルリ 

  エブド」社を襲い、編集長をはじめとして死亡者がでました。 

  この週刊誌がイスラム教の預言者ムハンマド氏の風刺漫画掲載した報復処置の 

ようです。さらに、１１日はこの風刺漫画を転載したドイツの日刊紙の社屋にが放火 

がありました。人種、宗教戦争のようで、ヨーロッパの社会問題が吹き出ている 

ようです。 

 

  欧州各国の首脳が１１日、反テロでパリに結集し、午後には 1２0 万人のデモの先頭に 

立ったということです。フランス全土では 370万人、あのパリ解放デモ以来のこと 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
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です。 

 

・ドイツと日本：どこで差がついたか？（日本経済新聞 １月１２日（月）朝刊より） 

  ドイツは政権が代わっても、痛みを伴う困難な課題を先送りせず、改革については 

一貫性を保った。同時に、「競争」や「市場機能重視」へのバネが強く働いた、と 

いうことです。 

一方、日本ではケインズ理論を楯にした総需要管理に終始し、既得権益のカベを 

突破できずに必要な改革が遅れた、と言われています。 

  農業改革のガンはＪＡだと言われてきましたが、今回の佐賀知事選挙でＪＡが支援 

する候補者が当選しました。改革の前途に暗雲が立ち込めてきた感じで、玄海原発 

問題を含めて見守りたいものです。地方選では自公民は４連敗、中選挙区制と 

小選挙区制の歪みが吹き出ているようです。 

 

★こうして観ると「安全、安心」がキーワードの年明けのようです。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

読者の皆様から、ご要望や率直なご意見をいただきますと、発信する勇気と力が 

湧いてきますので、皆様からのメールを心待ちしております。よろしくお願いします。 

 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

   URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

    

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

配信解除ＵＲＬ：配信停止をご希望の際は、以下のアドレスをクリックしてください。 

 http://asu12.com/d.php?t=test&m=stone_river@hosbiz.net 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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