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あ ら ま し

「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」が2013年
5月に成立した。この番号制度導入に向けて，地方公共団体においては，影響するシステ
ム改修対応のほか，個人情報保護評価対応，条例制定や住民向け広報など，多岐にわた

る準備が必要である。それに対して富士通は，情報提供活動，システム改修支援，研修

支援サービスや住民向けコールセンターサービスなどの提供と，住民基本台帳ネットワー

クシステムなど，過去の一斉稼働システム対応の経験を生かした全社支援体制により，

地方公共団体の番号制度導入を支援していく。

地方公共団体が番号制度対応を行う上で，重要課題である情報提供ネットワークシス

テムとの接続，および団体内統合宛名システムの実現は，「MICJET 番号連携サーバ」の
提供により解決する。MICJET 番号連携サーバは，マルチベンダー環境の接続や，情報
提供用個人識別符号の取得における課題についても解決を図る。

本稿では，番号制度導入に対する富士通の取組みを述べる。

Abstract

The “Act on the Use of Numbers to Identify a Specific Individual in the Administrative 
Procedure” was enacted in May 2013.  The implementation of this Social Security and 
Tax Number System will require local public bodies to conduct extensive preparatory 
work over different areas, including Privacy Impact Assessment (PIA) support, 
establishment of regulations, and public relations activities for local residents, in 
addition to the modification of affected systems.  Fujitsu will assist such governmental 
agencies introducing the Social Security and Tax Number System, through company-
level support backed by its past experience in simultaneous operation system 
installations such as basic resident register network systems.  Fujitsu also offers diverse 
support services ranging from information-provision activities, system modification 
and training assistance, to call centers for local residents.  In the process of local 
governments incorporating the Social Security and Tax Number System, our “MICJET 
Number Linkage Server” will solve critical issues such as connecting to the Information 
Sharing Infrastructure and the realization of a system of inter-organization integrated 
identification codes.  The MICJET Number Linkage Servicer will also work to overcome 
problems associated with a multi-vendor environment connection and the acquisition of 
identification codes to provide information.  This article will address Fujitsu’s approach 
to the implementation of the Social Security and Tax Number System.

● 橋本曉輝　　　● 杉江嘉昭

自治体基幹システムにおけるマイナンバー
（個人番号）制度対応への取組み

Efforts to Implement “My Number (Social Security and Tax Numbers)” 
on Basic Systems of Municipalities



FUJITSU. 65, 6 （11, 2014）10

自治体基幹システムにおけるマイナンバー（個人番号）制度対応への取組み

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

イベントなど

システム対応

▽仮付番
▽法施行日（番号通知）
▽番号利用開始

▽符号一斉取得

▽
情報連携開始
（地方公共団体）

付番対応

総合運用テスト

（準備行為運用） 番号利用

情報
連携情報連携対応

番号利用対応

図-1　番号制度導入概略スケジュール

（2） 番号制度を推進するための予算確保（既存業
務システム改修，団体内統合宛名システム導入，
中間サーバー（注）導入，通知カード・個人番号
カードに関する事務，広報費用など）

（3） 条例の改正や新規制定（個人情報保護，特定個
人情報の利用，個人番号カードの多目的利用など）

（4） 特定個人情報保護評価（PIA：Privacy Impact 
Assessment）の実施（評価計画策定，評価書作
成・第三者点検・公開など）

（5） 情報システムの再構築（既存業務システム改
修，団体内統合宛名システム導入，中間サーバー
導入，中間サーバーへの接続ネットワーク構築
など）

（6） 業務の見直し，および新規業務（情報提供ネッ
トワークシステムを利用した他庁照会への事務
の変更，個人番号カード交付事務などの窓口運
用，職員の研修など）

（7） 住民への広報（個人番号制度，個人番号カー
ド，個人情報保護への対応など）
今回の番号制度に関しては，特定の業務やシス
テムへの影響ではなく，複数の組織・業務にまた
がり，幅広い範囲に影響がある。このため，（1）
で決定した推進部門が俯瞰的に必要作業を把握し，
全体的な整合を取りながら進めていくことが重要
である。

（注） 総務省が開発する，番号制度対応のシステムの一つ。情
報提供ネットワークシステムと，地方公共団体などの情
報保有機関の既存業務システムとを接続するとともに，
情報連携の対象となる個人情報の副本の保存・管理も行
い，情報提供ネットワークシステムを通じた情報の送受
信を行う。

ま　え　が　き

2013年5月に「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）が成立し，2015年10月にはマイナンバー
（個人番号）の付番，2016年1月には個人番号カー
ドの交付と個人番号の利用が開始される。（1）

これに対し，番号法別表第一（個人番号を利用
できる業務に関する規定），別表第二（情報提供ネッ
トワークシステムを通じて特定個人情報を照会で
きる業務に関する規定）の主務省令の公布などが
当初予定よりも遅れたことなどから，地方公共団
体における既存システムの改修などの作業も，想
定された2014年度当初からの着手ができない，も
しくは，着手しても検討が進まない状況にあった。
しかし，2015年10月の法施行日，および2017年

7月の地方公共団体の情報連携開始の日は，日一日
と近づいてくる（図-1）。したがって，地方公共団
体においては，限られた時間内に，できるところ
から番号制度への対応を進めなければならない。
本稿では，地方公共団体が番号制度をスムーズ
にスタートできるよう支援するために提供する製
品・サービスなど，富士通グループの番号制度対
応への取組みについて述べる。

地方公共団体における準備作業の整理

地方公共団体において，番号制度の対応につい
ては，概ね以下のことに関する準備作業が必要と
なる。
（1） 番号制度を推進するための窓口となる組織設置

ま　え　が　き

地方公共団体における準備作業の整理
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開発の背景，および機能については，次章以降で
述べる。また，当製品提供時には，サーバへのイ
ンストールや，環境設定などを行って出荷する
BTOサービスも合わせて提供する予定である。こ
れにより，現地での導入作業負荷を軽減し，サー
バ環境設定作業の品質も確保する。
（5） 庁内ネットワークの見直し支援
情報提供ネットワークシステムは，全国のネッ
トワークインフラとしては，総合行政ネットワー
ク（LGWAN：Local Government Wide Area 
Network）を利用する。つまり，情報提供ネット
ワークシステムを利用するためにはLGWANとの
接続が必要になるということである。LGWANは
地方公共団体においては，「情報系」と呼ばれる住
民の個人情報を取り扱わない庁内ネットワークに
接続されていることが多い。（2） 一方，情報提供ネッ
トワークシステムを通じて国の機関・地方公共団
体などとの間で照会・提供を行うのは，所得・税
額の情報や，福祉の給付情報などの個人情報であ
る。これらの情報を取り扱う業務システムは，「基
幹系」と呼ばれる庁内ネットワーク内に設置され
ている。情報系ネットワークと基幹系ネットワー
クは，セキュリティ対策のために通常は分離され
ているが，そのネットワーク間で情報の送受信が
必要になるということである。
この課題に対応し，情報提供ネットワークシス
テムとの接続を実現するための，既存庁内ネット
ワークの見直しについての支援を行うものである。
なお，富士通では，庁内ネットワークの最適化
を含む地方公共団体のインフラ最適化のモデルを，
TRIOLE自治体版グランドデザインとして整備し
ている。庁内ネットワークの見直しにおいては，
このモデルを踏まえ，各団体のセキュリティポリ
シーなどを考慮した上で，最適な提案を行う。

TRIOLE自治体版グランドデザインについては，
本誌掲載の「自治体ICTリソースの全体最適に向け
たアプローチ」で詳述する。
（6） 職員向け，研修サービスの提供
前述のとおり，制度が広い範囲にわたり，情報
提供用個人識別符号（以下，符号）の取得など仕
組みも複雑であるため，制度の理解やシステムの
利用方法，事務運用などについて，職員向けの
研修支援サービスを提供する。研修形態として，

富士通グループの取組み

このような状況において，地方公共団体におけ
る番号制度のスムーズな導入に向けた，富士通グ
ループとしての取組みを以下に述べる。
（1） 研究会などを通じた情報提供活動
富士通が開催する自治体行政情報処理研究
会，富士通フォーラムや，地方自治情報センター
（2014年4月に地方公共団体情報システム機構に改
組）が開催する地方自治情報化推進フェアなど，
研究会や展示会を利用して，最新の動向や，準備
として必要な作業に関する情報提供のセミナーを
継続的に行っている。2013年度内だけでも延べ
3000人を超える方がセミナーを聴講しており，番
号制度への関心の高さがうかがえる。
（2） PIA評価書作成支援

PIA評価書の作成に当たっては，システム内部の
仕組みなどに関する情報が必要となる部分がある。
そうした部分の記載については，システムを保守
し，機能を熟知するSEが支援することが，職員の
作業負荷低減のために適切な進め方であると考え
る。なお，業務パッケージを採用していただいて
いるお客様に対しては，保守契約内のサービスと
して，評価書のひな型を提供する。住民基本台帳
システムに関するひな型については，2014年4月か
ら一部提供を開始しており，今後，税務システム，
社会保障系（国民健康保険，国民年金，介護保険，
後期高齢者医療，福祉）システムについても順次
情報を提供する。
（3） 影響が発生する業務システムの改修
住民基本台帳システム，税務システム，社会保
障系システム，人事給与システムなど，影響する
各システムについて，個人番号管理，情報提供ネッ
トワークシステム連携など，必要となるシステム
改修を支援する。業務パッケージに関しては，シ
ステムの影響度などにより，オプション製品，バー
ジョンアップ，レベルアップ，修正情報など，現
地作業を考慮した適切な時期に適切な方法で改版
などを提供し，確実な一斉稼働を支援する。
（4） MICJET 番号連携サーバ（以下，番号連携
サーバ）の提供
既存業務システムと中間サーバーとの接続およ
び団体内統合宛名システムを実現する製品である。

富士通グループの取組み
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e-Learningと集合研修の二つの形態を用意し，地
方公共団体のニーズに合わせて，研修形態を選択
できるようにする。また，受講後アンケート，受
講結果のフィードバックなどにより，受講後のフォ
ローについても支援を行う。
（7） 住民向けコールセンターサービスの提供
制度が開始されると，個人番号制度や，個人番
号カードの利用，個人情報の取扱い状況など，住
民から多岐にわたる問合せが発生することが予想
される。これらの問合せに対し，コールセンター
支援サービスを提供する。サービスの実施に当たっ
ては，想定コール数，実施場所（オンサイトか，
富士通施設内か），外国語対応の要否，開設期間，
開設時間帯などを調整した上で，最適な形態を提
案する。

番号連携サーバの開発背景

前述のとおり，地方公共団体の番号制度対応の
キー製品となる番号連携サーバを開発するに至っ
た背景を以下に述べる。
（1） 情報提供ネットワークシステムとの接続
富士通のお客様である地方公共団体の中には，
人口規模の大きなお客様を中心に，ホストコン
ピュータを利用いただいている団体がある。地方
公共団体からは，情報提供ネットワークに対して，
直接的には中間サーバーへの接続となるが，接続
のために要求されるプロトコルに適合する必要性
があり，これが第一の課題となる。
また，全国一斉に確実な稼働が必要となるシス
テムにおいては，全国のお客様が同一の接続方式
を採用することが適用・サポートの効率化，品質
確保には重要である。
（2） マルチベンダー環境への対応
情報提供ネットワークへ接続されるのは，単一
のシステムではなく，住民基本台帳，税務，社会
保障系の各システムが接続される。それら全ての
システムが富士通のシステムであるというケース
は少ない。システムがマルチベンダーであるとい
う前提で，問題なく情報提供ネットワークシステ
ムへ接続できるよう，対応を進める必要がある。
（3） 団体内統合宛名システムの実現
今回，番号制度において，情報照会・情報提供
業務を行うためには，個人番号とひも付けされ，

番号連携サーバの開発背景

機関ごとに払出しが行われる符号を取得する必要
がある。この符号を取得するためには，団体内の
みで利用され，特定の個人を一意に示す個人番号
以外の「団体内統合宛名番号」を採番する必要が
ある。しかし，前述の各種業務システムは，構築
時期，ベンダー，主管部門など様々な要素が異な
る状況において，個々のシステムとしての最適化
や，窓口運用をスムーズに行うことを目的として
構築されてきた。その結果，個人の氏名･住所など
を管理する「宛名システム」に相当するシステムは，
各システム内に構築されているケースが多い。そ
れは，必ずしも個人が当該団体内全体で，一意の
コードにひも付けされていないケースが多いこと
を意味する。先述した，マルチベンダー環境であ
ることもあいまって，この団体内統合宛名番号の
付番を，できるだけ短期間に，効率的に行う必要
がある。
（4） 他業務で管理する住登外者の符号の取得
前述の符号の取得は，住民基本台帳ネットワー
クシステム（以下，住基ネット）を通じて行う。
これは，住民基本台帳で管理している対象者であ
るか否かに関係ない。住基ネットに符号の取得を
依頼するためには，市町村に設置されているコミュ
ニケーションサーバに要求をかける必要がある。
しかし，コミュニケーションサーバが接続されて
いるのは，住民基本台帳システムしかない。その
ため，住民基本台帳システム以外のシステムで管
理し，住民基本台帳システムでは管理対象外であ
る「住登外者」の符号の要求を，住民基本台帳シ
ステムから行うことが想定された業務フローが国
から示されている。（3） これは，住民基本台帳の主管
部門からすると，自分たちに必要のない機能をシ
ステム内に構築・運用することになる。したがって，
当該部門においては，これには心理的な抵抗があ
るものと予想される。
また，住民異動の多い春先の繁忙期においては，
システムに負荷が集中するため，特に他業務に起
因するシステムの負荷増大については極力避けた
いものと考えられる。
これらの課題への対応のため，住民基本台帳シ
ステムを経由しない，住登外者の符号の取得機能
を提供する必要がある。
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を行う。
・中間サーバーで保有しない情報（4情報など）を
付加した画面表示を行うことにより，個人の取り
違えを抑止し，安全な運用機能を提供する。

（4） 符号要求機能（MICJET 住基GWサーバとの
連携）
富士通の住基ネット接続製品である，MICJET
住基GWサーバが提供する番号対応機能と併せて導
入いただくことで，住民基本台帳システムを経由
せず，符号要求を行う機能が実現する。

全国推進体制

全国一斉稼働のシステムにおいて，安全・確実
に稼働を迎えるためには，単に製品やサービスを
提供するだけでは万全とは言えない。
地方公共団体に向けた番号制度推進のための全
体体制を図-3に示す。営業中心のエリアリーダ会
議，SE中心の番号制度検討WGを推進体制の核と
して，営業・SEが連携して，円滑な全国一斉稼働
の実現に向けてお客様支援を推進していく。また，
富士通には2000年以降，介護保険，住基ネット，
後期高齢者医療，住民基本台帳法改正（外国人住

全国推進体制

番号連携サーバの機能

前述した背景から，既存業務システムと中間サー
バーのスムーズな連携を実現し，既存業務システ
ムの改修や宛名の統一などの地方公共団体職員の
作業負荷を軽減すべく，番号連携サーバを提供す
る。また，情報提供機能・情報照会機能により，
住民サービスの質向上とともに，住民の満足度向
上に寄与する。
番号連携サーバの主な提供機能は以下のとおり
である（図-2）。
（1） 宛名管理機能
・団体内統合宛名番号の自動採番を行う。
・管理方式の異なる複数の宛名システムとの連携を
行う。

（2） 情報提供機能
・中間サーバーへの業務データ（所得・資格など）
の連携を行う。

・マルチベンダー環境化での連携を実現する。
・LGWANとの接続を実現する。
（3） 情報照会機能
・他機関（国や他地方公共団体）への情報照会依頼

番号連携サーバの機能

中間
サーバー

（1）宛名管理機能

宛名DB

別表2DB
（所得・資格など）

（3）情報照会機能

（2）情報提供機能

オンライン機能（Servlet）

（4）符号要求機能

※全国2拠点

LGWAN

MICJET 番号連携サーバ
情報提供
ネットワーク
システム

MICJET
住基GWサーバ

住基ネット

コミュニケーションサーバ 住基全国サーバ

福祉システム

宛名番号
福祉情報

国保システム

宛名番号
国保情報

宛名番号
所得情報

税システム

住基システム

宛名番号
世帯情報

デ
ー
タ
連
携

図-2　番号連携サーバの機能概要
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民対応）など，大規模，全国一斉稼働のシステム
対応を行ってきた経験が蓄積されている。今回も
それらの経験を生かし，前述のWGなど情報共有
活動に加え，以下のような施策で現場対応の支援・
フォローを行っていく。
（1） 標準WBSの提供
番号制度導入に必要となる作業内容を標準WBS

（Work Breakdown Structure）として提供する。
WBSは，国などから提供される情報に応じて，段
階的に詳細化し提供する。
（2） 要求事項チェックシートの提供
地方公共団体情報システム機構から提供される
既存住基システム改造仕様書など，現行システム
の改修要件が提示された場合に，その要件を一覧
化する。これは，お客様との要件確認や，設計レ
ビュー，テスト計画およびレビューの観点などに
利用できるように提供するものであり，前述の標
準WBSと合わせ，作業品質を確保することを目的
としている。
（3） 作業進捗状況のチェック
全国のお客様を対象に，本稼働までのスケジュー
ル上ポイントとなる作業の実施予定日，実績日を
確認する。重点ポイントを横並びに確認すること

で，作業計画の妥当性確認や進捗の遅れを俯瞰的
に確認でき，問題プロジェクトの早期発見とリカ
バリー支援を行う。

番号の利活用に向けて

番号制度は，個人番号を付番して，住民に通知
してしまえば終わりというものではない。個人番
号を利用して，住民の更なる利便性向上や，事務
の効率化が図られなければ，制度導入の目的が達
成されたことにはならない。

2014年5月に開催された「IT総合戦略本部 マイ
ナンバー等分科会第5回会合」（4） において，個人番
号の利用拡大について中間とりまとめが行われて
いる。この中で，地方公共団体に直接関係する今
後の取組みとして，戸籍業務，旅券事務，医療・
介護・健康情報の管理・連携，自動車登録事務な
どへの利用拡大が提言されている。そのほか，「情
報提供記録等開示システム」（以下，マイ・ポータ
ル）のスマートフォン対応や，ワンストップサー
ビスの提供などの提言も行われている。この内容
を受けて，同6月には，「世界最先端IT国家創造宣言」
が改定され，工程表にもこのロードマップ案が明
記された。（5）
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また，地方銀行協会は，総務省や厚労省などの
関係機関に対して，税や保険料収納のポータル
サイトとしてマイ・ポータルを利用する提言を，
2013年7月に行っている。（6）

まず，当面の導入作業を確実に行うことを大前
提とし，個人番号利用の適用業務の拡大について
は，対象となる業務パッケージの対応を確実に行
い，より利便性を高めるように支援していく。
番号連携サーバについては，団体内の情報連携
の基盤としての機能や，マイ・ポータルに地方公
共団体からプッシュ型の情報提供を行う起点とな
る機能などのエンハンスを実施し，住民サービス
の向上に直接的に寄与していく。

む　　す　　び

本稿では，番号制度の導入に対する富士通グルー
プの取組みを中心に述べた。富士通は，地方公共
団体の行政課題解決のパートナーとして，2015年
10月の個人番号通知開始，2016年1月の個人番号
利用開始，2017年7月の情報連携開始と，番号制度
における各重要イベント対応において確実な支援
を行うとともに，今後の個人番号の利活用におい
ても，継続的にソリューション提供を行っていく
所存である。

む　　す　　び
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