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はやぶさ 第１１９号 ２０１５年０２月０６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      編集： 理事 石川 昌平 

 

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

 

メルマガ「はやぶさ」 第１１９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５回（最終回） 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？ 

 

＊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。今回は罰則のことを解説しますが、運用でどのようになるかを考えま

すが、もっとも重いペナルティは「社会的評価と制裁」ですので、十分に準備と訓練を

して備えることをお勧めします。

 

１・情報管理徹底の必要性と法令違反時の罰則厳格化 

＊ルール違反と個人情報の漏えいに対しては厳しい罰則を科すことで、厳格な管理を要

求しております。そのため従業員と家族の個人情報の管理は、システム化が必然と予

測しております。 

 

１）罰則の対象となる行為  ◆罰則 

  a)個人情報ファイル（個人番号を含む個人情報をリ スト形式等に整備したもの）を故意に漏えい

した場合 

    ◆・4年以下の懲役 もしくは 200 万円以下の罰金 

b)業務に関して知りえた個人番号を漏えいまたは盗用した場合 
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    ◆・3年以下の懲役 もしくは 150 万円以下の罰金 

c)不正アクセス等で個人番号を取得した場合 

    ◆・3年以下の懲役 もしくは 150 万円以下の罰金 

d)特定個人情報保護委員会（番号に関する監督組織）の業務改善命令に従わなかった場合 

    ◆・2年以下の懲役 もしくは 50 万円以下の罰金 

e)特定個人情報保護委員会の検査忌避をした場合 

    ◆・1 年以下の懲役 もしくは 50 万円以下の罰金 

f)従業員が上記の違反行為を行った法人 

        ◆・1 年以下の懲役 もしくは 50 万円以下の罰金 

 

＊実際の運用時には、細則が決められるでしょうが、社会悪が発生するのは予測に難くな

いので、しっかりとガードをしましょう。 

もしも、外部に業務託する際は、問題解決力と信頼性・保障力が高業者を選択するのが

安全であるでしょう。 

 

２・小規模企業では協同化等が必要と予測 

１）従業員の入退社の頻度が激しいことや、担当者さえも変わってしまうリスクがある

ので、時系列的な管理を難しくしております。 

また、ノートＰＣ機の忘れや盗難や事故による紛失・漏えいは大きなダメージを 

企業に与えますので、データの持ち歩きは厳重に禁止することになりますし、その保

証ができない業者に、業務委託をすることはリスク大となるのです。 

 

２）事務組合や青色申告会等も改革が必要となる可能性が大きい 

 前述しましたように、マイナンバー制度は「会計・税務」「人事労務」「情報処理」

の三つの機能を統合した業務処理となりますので、経営全体をバランス化できるマ

ネジメント力がないと、システムがスムーズに機能しないでありましょう。  

その選択と判断は、全て経営者の自己責任なのであります 

 

この制度が人々を幸せにしますように・・・ 

 

３・余談 

 ＊個人番号による「名寄せ」が徹底的にされて、税務署・社会保険庁・年金機構・労働

基準監督署・行政機関等の処理が一元管理となり、個人の公正さを守り、行政コスト

も飛躍的に下がることが期待されています。 

  個人情報や所得・資産は全て把握されることになります。 

 



 3 / 9 

 

 ＊売上に対応した仕入もひも付き管理が可能になります。設備や不動産取引も取引ルー

トが“見絵える化”して、簿外にすることはできなくなります。 

  いままで「節税」「避税」「脱税に近い処理」も厳しい追跡を受けるようになり、公明

正大な経理処理をしないと、ペナルティを払うことになるでしょう・ 

 

 ◆現在知りえる範囲で解説しましたが、追々と開示されるルールに基づいて暫時お知ら

せしたいと存じます。０３２４のセミナーに是非お出かけください。 

 

＊ＩＣＴと人脈のネットワークを活用しましょう 

  ＨｏｓｂｉｚＳＯＭＡＣを構築してお役に立つようにしています・ 

    

◆マイナンバー制度の運用ポイントは（度々の再論ですが・・） 

  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 

 

◆ご購読ありがとうございます。 

 

◆次回より 3 回、企業経営の雑感を編集長の石川が書きます。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆ 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 

 

◆ 相談会を兼ねたマイナンバー制度セミナーを 

3 月 24 日㈫１４：００～１６：３０、・ＪＲ王子駅そば・北とぴあ・にて 

開催を予定いたしますので、ご予定ください。 
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委細は改めてご案内いたします。 

 

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

 

■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 

 

◆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 

 

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

mailto:happy@keiei-tokkunnshi.jp
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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＊＊＊＊＊＊   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、 

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）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。 

 

「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 

 

２）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 

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

 

３）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。 

 

４）０４月２５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 

 以下を参照ください。 

 

「マスター２０」  http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_78.pdf 

「トライアルゲーム」 http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_79.pdf 

 

５）０４月２９日（水・祝日） 13:00～17;30 仙台市 戦災復興記念会館 ４Ｆ 

   参加者：１２名様限定 

   以下を参照ください。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_83.pdf 

 

６）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 

 以下を参照ください。 

 

「マスター２０」 http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_81.pdf 

「トライアルゲーム」 http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_82.pdf 

 

７）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_73.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_74.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_78.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_79.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_83.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_81.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_82.pdf
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「トライアルゲーム」  

 

◆経営特訓士資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

認定講座は、以下の日程です。 

 

１）０２月０９（月）、１０日（火）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 

 

  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 ２名 様までです。 

 

    happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

２）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 

 

３）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。 

 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_70.pdf
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ご案内は以下に掲載しています。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_80.pdf 

 

◆インストラクター資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

  

１）第６回 ｢経営特訓士インストラクター認定講座｣は 

０２月２７（金） 開催です。 

 

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 

 

  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 

 

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

 

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 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_80.pdf
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
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“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、 

 

  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。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

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 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

http://www.hosbiz.net/pdf/dm.pdf
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://asu12.com/d.php?t=test&m=stone_river@hosbiz.net

