
都道府県医師会

担当理 事殿

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

今般、厚生労働省医政局総務課及び同省老健局総務課等より「法人番号の「通知・

公表」開始スケジュールの周知について(依頼)」の事務連絡があり、本会に対して周知

方依頼がありました。

いわゆるマイナンバー法である「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」に基づき、「法人番号」については、国税庁長官に

よりすべての法人に番号が付番され、10月下旬以降に法人番号指定通知書が発送

されるとともに、インターネット上で基本 3 情報(名称、所在地、法人番号)が

一般に公表されることとなっております。

本件は、その法人番号指定通知書の発送予定日と基本3情報の公表予定日につ

いて周知を依頼するものです。

つきましては、貴医師会におかれましても本件についてご了知いただくととも

に、貴会管下関係医療機関や介護施設の開設法人等に対し、ご高配賜りますよう

お願い申し上げます。

法人番号の「通知・公表」開始スケジューノレの周知について

(地 1 195)

平成27年10

日本医師会常任理事

鈴木邦彦

(介 75)

月6日



公益社団法人日本医師会御中

平素より医療行政に御理解・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

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に基づき、国税

庁長官によりすべての法人に番号が付番され、10月下旬以降順次、法人番号指定通知書が

発送されるとともに、広く一般に公表されることになります。

このたび、国税庁から、法人番号の通知・公表に関する具体的なスケジュールが発表され

ておりますので、ご了知くださいますとともに、貴会会員への周知につき、可能な範囲でご

協力いただくようぉ願いいたします。

法人番号に関する制度の概要や詳しい解説は国税庁ホームページ(http://WWW.nta.牙0.jp/

mynumberinf0んnd昨.htm)に掲載されております。また、制度に関するお問合せはマイナ
ンバーコーノレセンター(0570・20・0178)において受け付けております。

法人番号の「通知・公表」開始スケジュールの周知について(依頼)

事務連絡

平成27年9月29日

厚生労働省医政局総務課



関係業界団体御中

平素より高齢者保健福祉行政に御理解・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

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に基づき、国税

庁長官によりすべての法人に番号が付番され、10月下旬以降順次、法人番号指定通知書が

発送されるとともに、広く一般に公表されることになります。

このたび、国税庁から、法人番号の通知・公表に関する具体的なスケジュールが発表され

ておりますので、ご了知くださいますとともに、貴会会員への周知につき、可能な範囲でご

協力いただくようぉ願いいたします。

法人番号に関する制度の概要や詳しい解説は国税庁ホームページ(http:がWWW.nta.go.jp/

mynumberinfo/index.htm)に掲載されております。また、制度に関するお問合せはマイナ

ンバーコーノレセンター(0570・20・0178)において受け付けております。

法人番号の「通知・公表」開始スケジュールの周知について(依頼)

事務連絡

平成27年9月25日

厚生労働省老健局総務課

高齢者支援課

振興課

老人保健課
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国税庁は、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上、法人

番号の付番機関とされており、平成27年10月5日嶋)の同法施行を迎え、法人番号の通知・

公表等について、具体的なスケジュールを以下のとおり予定していることから、前もってお知ら

せいたします。

なお、法人番号は広く一般にご利用いただくことを前提としており、10月5日(月)にイン

ターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、基本3情報(①商号又は名称、②本店

又は主たる事務所の所在地及び③法人番号)を順次掲載し、公表します。

法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて

1 法人番号指定通知書の発送等

a)設立登記法人及び国の機関・地方公共団体

設立登記法人については、10月22日(木)から 11月25日(フK)の間に、都道府県単位

で7回に分けて発送する予定です。

また、公表については、通知したものから順次行うこととしており、初回は10月26日(月)

を予定しています。

※具体的な都道府県別の法人番号指定通知書の発送日は別紙のとおりです。

なお、国の機関・地方公共団体については、10月22日(木)の発送、10月26日(月)

の公表を予定しています。

②設立登記のない法人及び人格のない社団等

設立登記のない法人及び人格のない社団等については、11月13日(金)に発送する予定

です。

公表については、設立登記のない法人は、11月17日(火)に行う予定です。

また、人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表する

ことになっているため、公表に同意する旨の書面(法人番号指定通知書に同封する「法人番

号等の公表同意害」)を国税庁において収受したものから順次公表する予定です。

参考資料1

平成 27年9月

國髄蟠非能

2 法人番号指定通知書の送付先

法人番号指定通知書は、設立登記法人については、登記上の所在地、設立登記のない法人及

び人格のない社団等については、税務署に提出された申告書・届出書に記載の所在地へ送付い

たします。

問い合わせ先

法人番号準備室 課長補佐

課長補佐

課長補佐

小野(81-3815)

齋藤(81-3814)

磯邉(03-5800-1081 (2110))



法人番号の通知書発送及び公表予定日

指定対象法人の所在地け也域)等

国の機関・地方公共団体

東京都23区
(千代田区、中央区、港区)

東京都23区
(千代田区、中央区、港区以外)

通知書発送予定日

東京都(23区外)、
北海道、青森県、岩手県、
宮城県、秋田県、山形県、
福島県、茨城県、栃木県、
群馬県

平成27年10月22日(木)

基本3情報の公表予定日

埼玉県、千葉県、神奈川県、
新潟県、山梨県、長野県

別紙

平成27年10月26日(月)

平成27年10月26日(月)

富山県、石川県、福井県、
岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県、滋賀県、京都府

平成27年10月28日(フK)

平成27年10月28日(フK)

大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県、鳥取県、島根県、
岡山県、広島県、山口県

平成27年11月4日(フK)

平成27年10月30日(金)

設立登記の
ない法人・
人格のない
社団等

徳島県、香川県、愛媛県、
高知県、福岡県、佐賀県、
長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県

平成27年11月11日(7K)

平成27年11月6日(金)

全国一斉

平成27年11月18日(7K)

平成27年11月13日(金)

平成27年11月25日(jK)

平成27年11月20日(金)

平成27年11月13日(金)

平成27年11月27日(金)

・設立登記のない法人につ
いては11月17日(火)
・人格のない社団等につい
ては、公表に同意する旨の
書面を国税庁において収受
したものから順次公表
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平成27年10月から、

1法人に1つ法人番号を指定し、

「登記上の本店所在地.に

通知書を郵送します。

※法人の支店・事業所等や個人事業者は
対象ではありません。
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.
.

名称・所在地の変更登記がお済みでない場合は、管轄の法務局で申請手続をお願いします。
.............

法人番号の最新情報は、国税庁HPのトップページの臥馳、泓鶴経UA?"'@をクリック
マイナンバー制度に関するお問合せは

パーイ ナンマ

討ル霊然二や汐一 0570・20・0178
金国税庁

.....
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マイナンバーキャラクター
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が公表されます。
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~まもなく通知力始まります U ^

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な
社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入
されます。
平成27年10月から、個人番号及び法人番号が通知され、平成28年1月から国税

分野においても順次、利用が開始されます。

1 法人番号の概要~法人番号の3つのキーワード「指定」「通ま山「公表」~

「指定」法人番号は哥兇了長自)ミ1 弌会?.^殆'吋脊二己去人dX劭＼2 週、3仰52妙割司1本
> K埴1訓こヌゞして1シ去,1、1てχ淫号(13桁替旨走します(※1)。4

「通知」法人番号の指定を受けた法人等の登記上の本店又は主たる事務所の所在地に

4 ^

「公表」

^

通知書を郵送します(※2)。

(※1)法人の支店・事業所や個人事業者、民法上の組合等には指定し談せん。

(※2)通知先には、国税に関する法律に規定する届出書に記載された所在地を含みます。また、地域ごとに
順次通知していくこととしております。具体的なスケジユールや通知方法については、国税庁ホーム
ヘージをご覧ください。

法人番号の指定を受けた法人等の3情報(①名称、②所在地、③法人番号)を、
インターネット(国税庁法人番号公表サイト)で公表します。

2 法人番号の活用メリット法人番号で《》わかる^つながる0^ひろがる0

'

^

法人番号を使うと、以下のようなことができるようになります。

,=こより法人等1洛杓{・π1^如る
わかる。 (仮Φ}去人番号をキー1ご去人U洛ネカ{・所伍腹)管易こ階忍可ミ三

法人=こ法人等力やっなズ)tる,
(例)〒夏数音曙又はグループ各ネ士において異なるコードで笥里されている取引先清

報に、}去人番号茜助0することにより、取引儔&の身勺や名寄せイ乍業力皎刀率化

法人番号を活用した新たなサーピスがひろがる。
(1列)行政機関間ての法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続に

おける届出・申請等のワンストップ化が実現すれぱ、法人側の負担が

軽減

^^

^^

つながる。

圧玉刃

^
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画国税庁

◎社会保障・税番号制度の詳細やお問合せは

社会保障・税番号制度の最新情報やお問合せ

》内閣官居「ネ土^イ呆1章.禾兄番号雋11妾」ホームページ(http: WWW.caS80.jp jp seisaku ban宮Oseido index.htmD や

マイプンバーのコールセンター(全国共通ナビダイヤル0570-20-0178)をご利用ください。

国税に関する社会保障・税番号制度(法

ン (今をクリック》国税庁ホームページのトップページの""が
h杜P: WWW.nta.底0.jp/mynumberinfo index.htm

0
》国税庁法人番号公表サイト(h如:ノ/^W.トCujin-ban目OU.nta.底0.jp)(平成27年10月開設)では、
法人等の3情報(①名称、 2所在地、 3法人番号)の検索・閲覧などができます。

最新情報は随時更新しますので、それぞれのお知らせコーナーをご覧ください。
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