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　本書では、以下の法令の略称を用いて解説しています。

●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
…………番号法、マイナンバー法、またはたんに「法」
●個人情報の保護に関する法律
…………個人情報保護法
●犯罪による収益の移転防止に関する法律
…………犯罪収益移転防止法
●外国為替及び外国貿易法
…………外為法
●内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
…………国外送金等調書法
●�偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの
預貯金者の保護等に関する法律
…………預金者保護法

本書の内容に関する訂正等の情報
　本書は内容につき精査のうえ発行しておりますが、発行後に訂正（誤記の修正）等の
必要が生じた場合には、当社ホームページ（http://www.khk.co.jp/）に掲載いたします。

（ホームページトップ：　メニュー　内の　追補・正誤表　）
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Q
１

　１．マイナンバー制度の概要

　平成 25 年 5 月、マイナンバー制度を導入するための次の２つの法案
が成立・公布されました。マイナンバー制度はこの２つの法律の本格施
行によってスタートする制度です。

①　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）
②　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
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

　マイナンバー制度は、①国の行政機関や地方公共団体が、社会保障、税、
災害対策の分野で保有する個人情報と個人番号とをひもづけて効率的に
情報の管理を行ったり、②個人番号を活用して、国民の個人情報を他の
機関との間で迅速かつ確実にやり取り（情報連携）できるようにするこ
とで、行政事務の効率化、行政サービスを利用する国民の利便性の向上
等を行うための制度です。

　２．マイナンバー制度の導入目的

　番号法１条では、マイナンバー制度の目的として、次の４点を挙げて
います。

　マイナンバー制度は、行政事務の効率化、行政手続を利用する国民の
利便性向上等を目的に、国・地方公共団体等が社会保障・税・災害対策
の分野で個人番号（マイナンバー）を利用する制度です。

　マイナンバー制度の概要を教えてください。ま
た、その導入目的は何ですか？

A
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①　行政機関、地方公共団体などが、個人番号を活用し、効率的な情報
の管理・利用等を行えるようにすること
②　上記①により行政運営の効率化、行政分野における公正な給付と負
担の確保を図ること
③　行政手続を利用する国民が、手続の簡素化による負担の軽減を得ら
れるようにすること
④　個人番号等の取扱いが安全かつ適正に行われるよう個人情報保護法
等の特例を定めること

　マイナンバー制度は、平成28年 1月から本格施行されます。金融
機関が取り扱う業務・事務・商品・取引は、国・地方の税に密接に関連
するものが多いという特徴があります。そのため、マイナンバー制度の
本格施行に伴い、金融機関の業務・事務の見直しが必要になります。

　　営業店ワンポイントアドバイス
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Q
２

　通知カードや個人番号カードは、どのようなも
のですか？

　１．通知カードとは

　平成 27 年 10 月以降、市区町村長は、住民票に記載された者に個人番
号を通知（郵送）します。この通知に用いられる紙製のカードを「通知
カード」と呼びます。通知カードには、お客様（以下、特に断らない限
り、個人のお客様を前提にします）の氏名、住所、生年月日、性別、個
人番号、通知カード発行日などが記載されます。
　後述のとおり、通知カードは、金融機関がお客様の本人確認を行う際
に用いられる重要な書類です。営業店の店頭でお客様に提示していただ
くことの多い書類になりますので、「通知カード」という専門用語を覚
えておいてください。
　お客様が引越しなどで他の市区町村に転入する場合、お客様は市区町
村に転入届を出す必要があります。この場合、通知カードの記載事項の
一つである住所が変更になりますので、平成 28 年１月以降、お客様は、
通知カードの記載事項の変更を行うために、転入届の提出と同時に通知
カードを市区町村に提出する必要があります。婚姻、離婚、養子縁組、
同一市区町村内での転居などにより、通知カードの記載事項が変わる場
合も同様です。

　通知カードは、平成27年10月以降、市区町村長が個人番号をお客様に
通知するために用いる紙製のカードです。個人番号カードは、平成28年
１月以降、お客様の申請により市区町村長が交付する顔写真付カードです。

A
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　２．個人番号カードとは

　個人番号カードは、お客様の申請により、市区町村長がお客様に交付
するカードです。個人番号カードは IC チップの付いたカードで、その
表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面に個人番号が記載さ
れます。通知カードと個人番号カードの記載内容の大きな違いは、顔写
真の有無です。
　個人番号カードは、通知カードと一緒にお客様に送付される個人番号
カード交付申請書をお客様が所定の場所に郵送するなどして申し込むこ
とにより、平成 28 年１月以降、交付を受けることができます。お客様
が個人番号カードの交付を受けようとする場合、通知カードを市区町村
に返納する必要があります。
　個人番号カードの申請・取得はお客様の義務ではありませんので、お
客様の中には通知カードのみを保有し個人番号カードを保有していない
方も多数いると予想されます。これに対し、通知カードは、ほとんどの
お客様がお持ちです。金融機関の本部が現行の事務規程等を改訂する際
には、この点に留意する必要があると考えます。
　個人番号カードには、パスポートと同様、有効期限があります。お客
様が 20 歳以上の場合には 10 年、20 歳未満の場合には５年です（原則）。
　個人番号カードの記録事項が変わる場合のお客様の必要手続は、通知
カードの場合と同様です。

　個人番号カードが広く普及するまでには時間がかかると思いますの
で、平成28年１月以降、営業店の窓口で個人番号カードが提示される
場面よりも、通知カードが提示される場面のほうが多いと思います。本
部が改訂した事務規程を読む際、通知カードに関する記述を中心に読み
ましょう。

　　営業店ワンポイントアドバイス
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