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１．鍵情報の登録を行う

１．１．国保連合会から受領したインストーラーを実行し、個人番号用の鍵を登録する

②国保連合会から送付された鍵一式を

保存したフォルダを参照し

「ENCS03.exe」をダブルクリック

してインストールを開始します。

鍵のインストールには、国保連合会から送付される以下のファイルを使用します。

[フォルダ]Xxxxxxxxxxxx_NNNN ：鍵一式を格納したフォルダ

（「伝送通信ソフトのユーザID_都道府県名または市町村名」で構成されています）

[ファイル]ENCS03.exe ：鍵インストーラー

[ファイル]Xxxxxxxxxxxx.cikf ：鍵インストールファイル(※)

[ファイル]Xxxxxxxxxxxx_パスワード.txt ：パスワードに関する情報(※)

上記ファイルを受取っていない場合は国保連合会にお問い合わせください。

なお、パスワードに関する情報は、鍵インストーラー、鍵インストールファイルとは別に送付される場合があります。

手順：国保連合会から送付されたファイルを任意の場所(c:¥temp等)に保存してください。

保存したフォルダ(c:¥temp等)をエクスプローラで表示し、下記インストール手順を実施します。

※ Xxxxxxxxxxxx ：伝送ユーザID（12桁）

◆個人番号データの送受信を行うにあたり、本手順を参照して個人番号用の鍵インストールを行います。
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①デスクトップの［スタート］ボタン

を右クリック→［エクスプローラー

を開く(P)］を選択→国保連合会から

送付された、鍵一式を保存したフォル

ダをクリックします。

システム管理者権限(Administrator)で鍵のインストールを行ってください。
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④［参照］ボタンをクリックします。

⑤「鍵インストールファイルの指定」

という名称で、ファイル選択用の画

面が表示されます。

③［次へ］ボタンをクリックします。
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⑧［開く(O)］ボタンをクリックします。

⑦ファイル名欄に、選択したファイル

のファイル名が表示されていること

を確認します。

⑥国保連合会からの配布物に含まれる、

鍵インストールファイルを選択しま

す。
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⑩［次へ］ボタンをクリックします。

⑪パスワードの入力画面が表示されます。

⑫デスクトップの［スタート］ボタン

を右クリック→［エクスプローラー

を開く(P)］を選択します。

⑨手順⑥で選択した鍵インストール

ファイルのパスが設定されます。
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⑮ファイルを開いたら、ウィンドウ上

部の［編集(E)］を選択し、表示され

るメニューから［すべて選択(A)］を

選択します。

⑯文字が選択された状態になります。

⑭国保連合会から送付されたファイル

のうち、「Xxxxxxxxxxxx_パスワー

ド.txt」のファイルをダブルクリッ

クします。

実際のパスワードは右図とは異なりま

す。

⑬表示されたエクスプローラの左画面

から、国保連合会から送付された鍵

一式を保存したフォルダ（手順②で

参照したフォルダ）を開きます。



- 6 -

⑱パスワードの入力欄で「右クリック」

を行い、表示されるメニューで［貼り

付け(P)］を選択します。

⑰文字が選択された状態で、ウィンドウ

上部の［編集(E)］を選択し、表示さ

れるメニューから［コピー(C)］を選

択します。

⑲パスワードを入力した後、［次へ］

ボタンをクリックします。
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⑳右の画面が表示した後、［終了］ボタ

ンをクリックします。

21確認のメッセージにて、［OK］ボタ

ンをクリックします。

以上で、個人番号用の鍵インストールは完了です
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③表示されるメニューで、［すべて選択］

をクリックします。

１．２．鍵インストーラーの削除

②フォルダが表示されたら、ウィンド

ウ上部の［整理］をクリックします。

①デスクトップの［スタート］ボタン

を右クリック→［エクスプローラー

を開く(P)］を選択→国保連合会から

送付された、鍵一式を保存したフォ

ルダをクリックします。

④フォルダ内の全てのファイルが選択状

態になります。
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⑤再度、ウィンドウ上部の［整理］を

クリックします。

⑥表示されるメニューで、［削除］を

クリックします。

⑦［はい(Y)］ボタンをクリックします。

⑧フォルダが空になったことを確認し、

［×］ボタンをクリックします。

以下のファイルが存在しないことを

確認してください。

ENCS03.exe

Xxxxxxxxxxxx.cikf

Xxxxxxxxxxxx_パスワード.txt
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⑨デスクトップの［ごみ箱］アイコン

をダブルクリックします。

⑩ごみ箱フォルダで、鍵インストー

ラー、鍵インストールファイル及び

パスワードファイルを選択します。

※［Ctrl］キーを押下しながら選択す

ることで、複数のファイルを選択す

ることができます。

⑪ウィンドウ上部の［整理］をクリック

します。
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以上で、鍵インストーラーの削除は完了です

⑭［ごみ箱］から、鍵一式がすべて消え

たことを確認します。

⑫表示されるメニューで、［削除］を

クリックします。

⑬［はい(Y)］ボタンをクリックします。

以下のファイルが存在しないことを

確認してください。

ENCS03.exe

Xxxxxxxxxxxx.cikf

Xxxxxxxxxxxx_パスワード.txt



２．アクセス制限を設定する
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２．１．個人番号送受信フォルダにアクセス制限を設定する

本設定は必須ではありませんが、国保中央会では業務担当者ごとにアクセス制限を設定することを推奨しております。

◆個人番号を扱う業務担当者とその他業務担当者で個人番号情報の参照制限を行うため、個人番号エントリー機能で送信ファイルを出力

するフォルダと、伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）でメールの送受信データの入出力を行うフォルダに対し、Windowsユーザの

アクセス制限を設定します。

①伝送通信ソフト（都道府県・市町村
版）をインストールしたドライブ配下
の「NAA01¥MyNumber¥FileH」フォ
ルダを選択し、右クリックメニューの
［プロパティ(R)］を選択します。

２．１．１．介護保険の個人番号送受信フォルダに対するアクセス制限の設定

＜アクセス制限設定後の新しいWindowsユーザ作成について＞

アクセス制限の設定を行った後に新しいWindowsユーザを作成した場合、その都度、作成したWindowsユーザに対して

アクセス制限の設定を行ってください。

＜アクセス制限設定時のログインユーザについて＞

システム管理者権限(Administrator)でアクセス制限の設定を行ってください。
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②［セキュリティ］タブの［編集(E)］
ボタンをクリックします。

③［追加(D)］ボタンをクリックします。
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④［詳細設定(A)］ボタンをクリックし
ます。

⑤［オブジェクトの種類(O)］ボタンを
クリックします。



- 15 -

⑥［ユーザー］のみをチェックします。

⑦［OK］ボタンをクリックします。

⑧［検索(N)］ボタンをクリックします。
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⑨検索結果より、障害者総合支援の個人
番号担当者、及びその他業務担当者が
使用するWindowsユーザを選択します。

※［Ctrl］キーを押下しながら選択する
ことで、複数のユーザを選択すること
ができます。

⑩［OK］ボタンをクリックします。

⑪［OK］ボタンをクリックします。
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⑬［フルコントロール］の［拒否］を
チェックします。

⑫手順⑨で選択した障害者総合支援の個
人番号担当者、及びその他業務担当者
が使用するWindowsユーザを選択しま
す。

⑭［OK］ボタンをクリックします。

手順⑨で選択した障害者総合支援の個

人番号担当者、及びその他業務担当者

が使用するWindowsユーザ全てに対

して、手順⑫、手順⑬でアクセス許可

のフルコントロールを「拒否」に設定

してください。

⑮［はい(Y)］ボタンをクリックします。
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⑯［OK］ボタンをクリックします。

以上で、介護保険の個人番号送受信フォルダに対するアクセス制限の設定は
完了です
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①伝送通信ソフト（都道府県・市町村
版）をインストールしたドライブ配下
の「NAA01¥MyNumber¥FileS」フォ
ルダを選択し、右クリックメニューの
［プロパティ(R)］を選択します。

②［セキュリティ］タブの［編集(E)］
ボタンをクリックします。

２．１．２．障害者総合支援の個人番号送受信フォルダに対するアクセス制限の設定



- 20 -

③［追加(D)］ボタンをクリックします。

④［詳細設定(A)］ボタンをクリックし
ます。
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⑤［オブジェクトの種類(O)］ボタンをク
リックします。

⑥［ユーザー］のみをチェックします。

⑦［OK］ボタンをクリックします。
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⑧［検索(N)］ボタンをクリックします。

⑨検索結果より、介護保険の個人番号担
当者、及びその他業務担当者が使用す
るWindowsユーザを選択します。
※［Ctrl］キーを押下しながら選択する
ことで、複数のユーザを選択すること
ができます。

⑩［OK］ボタンをクリックします。



- 23 -

⑪［OK］ボタンをクリックします。

⑬［フルコントロール］の［拒否］を
チェックします。

⑫手順⑨で選択した介護保険の個人番号
担当者、及びその他業務担当者が使用
するWindowsユーザを選択します。

⑭［OK］ボタンをクリックします。

手順⑨で選択した介護保険の個人番号

担当者、及びその他業務担当者が使用

するWindowsユーザ全てに対して、

手順⑫、手順⑬でアクセス許可のフル

コントロールを「拒否」に設定してく

ださい。
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⑮［はい(Y)］ボタンをクリックします。

⑯［OK］ボタンをクリックします。

以上で、障害者総合支援の個人番号送受信フォルダに対するアクセス制限の
設定は完了です



３．鍵登録時のメッセージと対処方法

３．１．鍵登録時に表示されるメッセージと、対処方法について
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対応

個人番号用の鍵を登録する前に、伝

送通信ソフト（都道府県・市町村版）

のインストールを行います。

インストール後、再度個人番号用鍵

の登録を行ってください。

原因

伝送通信ソフト（都道府県・市町村

版）のインストールが行われていない

場合、当該メッセージが表示されます。

■「伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）のインストール先が見つかりませんでした。」

対応

［参照］ボタンを押下し、再度鍵イ

ンストールファイルを選択してくださ

い。

原因

指定したパスに、鍵インストールファ

イルが存在していない場合、当該メッ

セージが表示されます。

■「指定されたファイルは存在しません。」
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■「鍵インストールファイルが指定されていないか、パスが不正です。正しいファイルを指定してください。」

対応

［参照］ボタンを押下し、再度鍵イ

ンストールファイルを選択してくださ

い。

原因

［参照］ボタンによるファイル指定

を行っていないか、ファイル指定後、

鍵インストールファイルが別の場所に

移された可能性があります。

■「パスワードが一致しません。大文字・小文字、記号を確認し、再度入力してください。」

対応

［OK］ボタンをクリックして終了し

てください。国保連合会に連絡し、パ

スワード情報の再配布を依頼してくだ

さい。

原因

送付されたパスワードに関する情報

が、鍵インストールファイルの復号用

パスワードと異なっています。


