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用語定義 

項番 用語 説明 

１ 番号法 
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（平成 25年法律第 27号） 

２ 
個人番号 

／マイナンバー 

番号法第７条第１項又は第２項の規定に基づき、住民票コード

（住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）第７条第 13号に

規定する住民票コードをいう）を変換して得られる番号であっ

て、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別する

ために指定されるもの。 

３ 
情報提供ネットワーク

システム 

番号法第２条第 14項に規定する情報提供ネットワークシステ

ム。当該システムは、情報提供に用いられる個人を特定するた

めの符号の付番・変換や情報提供の許可を行う機能、情報照会

者及び情報提供者との接続のための機能等を有する。 

４ 
情報提供等記録開示シ

ステム 

番号法附則第６条第３項に規定する情報提供等記録開示システ

ム。当該システムは、情報提供ネットワークシステムを介して

自己の情報提供等記録を確認する機能等（「図７ マイナポー

タルでできること」中の「情報提供等記録表示（やりとり履

歴）」、「自己情報表示（あなたの表示）」及び「お知らせ」

の３機能）を有する。 

５ マイナポータル 
情報提供等記録開示システム並びにサービス検索・電子申請機

能及び公金決済サービス機能を有するシステム全体の総称。 

６ 特定個人情報 

個人番号（個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いら

れる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のも

のを含む。）をその内容に含む個人情報。 

７ LGWAN（エルジーワン） 総合行政ネットワーク（Local Government WAN） 

８ LGWAN 接続端末 

「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本強化に向けて 

（平成 27年 11月 24日付け総務省地域力創造グループ事務連

絡）」における「自治体情報システム強靭性モデル」に記載さ

れている「LGWAN接続ルータ」配下にある端末のこと。本ガイ

ドラインでは、マイナポータルで提供する電子申請機能におい

て特定個人情報の授受が発生する可能性があることから、本ガ

イドラインでは特に、LGWAN 接続ルータから特定通信に限定さ

れた端末であることを指す。 



 
 

９ 
LGWAN-ASP（エルジーワ

ン・エーエスピー） 

LGWANを介して、利用者である地方公共団体の職員に各種行政

事務サービスを提供するサービスのこと。本ガイドラインでは

特に、インターネット上で提供するマイナポータルのサービス

検索・電子申請機能のプラットフォームに対して LGWAN接続端

末からアクセスするサービスを指す。 

10 既存システム 
各行政分野における基幹システムなど、地方公共団体がすでに

整備しているシステムの総称。 

11 
既存の電子申請システ

ム 

国が整備するマイナポータルのサービス検索・電子申請機能と

は関係なく、地方公共団体が独自で整備している電子申請シス

テムのこと。本ガイドラインでは特に、住民から電子申請され

た申請データを LGWAN経由で地方公共団体が受け取ることがで

きるシステムを指す。 

12 デジタル PMO 

マイナンバー制度における情報共有・進捗管理等を目的とし

て、内閣官房番号制度推進室が提供している地方公共団体向け

のウェブサービス。 

13 民間送達サービス 

信書を含む電子データをインターネット上で受け取ることがで

きる民間企業のサービス。本ガイドラインでは特に、インター

ネット上で提供するマイナポータルのサービス検索・電子申請

機能のプラットフォームから申請データを受け取って、地方公

共団体による LGWAN接続端末でのデータの取得を可能とするサ

ービスや、申請データを紙媒体に印刷して地方公共団体に送付

するサービスを指す。 

14 デジタル行政推進法 
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14

年法律第 151 号） 

15 デジタル行政推進府令 

内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活

用した行政の推進等に関する法律施行規則（平成 16年内閣府

令第 19号） 

16 
デジタル行政推進条例

等 

デジタル行政推進法第 13条第１項に基づき地方公共団体が制

定する条例等 
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トータル・ワンストップサービス実現に向けた積極的な取組について（令和元年５
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