
English follows Japanese

各 位

早稲田大学人事部

マイナンバー（個人番号）のご提供依頼の発送について

「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、2016 年 1 月よ

りマイナンバー制度が導入され、マイナンバー通知カードが各自治体より住民票住所に送付されておりま

す。

本学においても、法で定められた税・社会保障の手続き（源泉徴収票作成、雇用保険事務手続き等）の

ために必要となりますので、対象の方におかれましては、マイナンバーのご提供をお願いいたします。

つきましては、ご対象の方には、下記の通りご提供依頼の文書をご登録住所宛に郵送（送付元委託業者:

富士ゼロックス株式会社）いたしますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

記

●対象者

・教職員（必要に応じて扶養家族を含みます）

・臨時雇用（TA、RA、研究補助者、臨時職員）

・個人支払先

※一部退職者を含みます。

上記に該当する場合、学生や、住民票を有する外国籍の方も対象となります。

※支払時期や登録情報により、ご提供をお願いしないこともあります。

マイナンバーご提供依頼が到着した方のみご対応をお願いいたします。

●マイナンバーご提供依頼の発送方法

普通郵便により、ご自宅あてに直接送付いたします。

※扶養家族を有する方はご家族分も同封いたします。

※委託先より送付いたしますので、差出人は下記の通りとなります。
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学校法人 早稲田大学

（収集受託者：富士ゼロックス(株)）」

●マイナンバーのご提供方法

必ず、お送りするマイナンバーご提供依頼のご案内に従ってご返送ください。

※個人情報保護のため、マイナンバーの取扱窓口を限定しています。

ご所属事務所に直接提出したり、学内便での送付はしないようお願いいたします。各事務所においても、

預ることのないようにお願いいたします。

●注意点

・本学は、マイナンバーの収集・管理等を富士ゼロックス株式会社に委託しています。ご提供依頼も同社

から送付いたします。

・マイナンバーに関連して、本学を騙った詐欺が発生する恐れがあります。

同封されている返信用封筒の宛先が次の住所となっていることを必ずご確認ください。他の住所に提出

をお願いすることはありません。

「〒259-0190 神奈川県足柄上郡中井町境 430

早稲田大学ドキュメントセンター 行」

【2019 年 5 月 移転】

「〒243-0490 神奈川県海老名市本郷 2274

早稲田大学 ドキュメントセンター 行」

また、本学および富士ゼロックス株式会社が、メール・電話または訪問によりマイナンバー（12 桁の個

人番号）自体をお尋ねすることは一切ありません。

以 上

（お問い合わせ用メールアドレス：mynumber@list.waseda.jp）

※ご参考

マイナンバー 社会保障・税番号制度（内閣官房ウェブサイト）

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html （日本語）

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/english.html （English）

【マイナンバーの基礎知識と本学の対応について (PDF 資料)】

https://www.waseda.jp/welfare/open/mynumber_introduction_20160210.pdf



Regarding Dispatch of Request to Provide

My Number (Individual Number) Information

The My Number system was introduced in January 2016 in accordance with the Act on the Use of

Numbers to Identify a Specific Individual in the Administrative Procedure, and My Number notice

cards were subsequently mailed to resident certificate holders by the respective municipalities.

Waseda University requires applicable parties to provide their My Number information, which is

needed to handle legally prescribed tax and social security procedures (creation of tax-withholding

statements, employment insurance administrative work, etc.). The University will therefore send a

letter (dispatched by the outsourced company Fuji Xerox Co. Ltd.) requesting the My Number

information as outlined below to the registered addresses of applicable parties, and asks for their

cooperation in this

matter.

● Applicable parties

• Faculty and staff (including dependents, where necessary)

• Temporary staff (TAs, RAs, research assistants, part-time faculty)

• Individuals receiving payments from the university

Notes:

Also includes some former employees of the University.

Students or foreign nationals with a resident certificate who meet one of the criteria above must also

provide the required information.

Depending on the timing of payment and registered information, some people may not receive the

request. Only people who have received the request to provide their My Number information should

proceed accordingly.

● My Number request letter dispatch method

The My Number request letter will be dispatched through regular mail and directly delivered to the

relevant home addresses.

Notes:

Where applicable, requests for dependents will be enclosed in the same letter.

The letter will be dispatched through the outsourced company Fuji Xerox Co. Ltd., and the sender

information will be as follows.

259-0190

神奈川県足柄上郡中井町境 430



学校法人 早稲田大学

（収集受託者：富士ゼロックス(株)）

【Moved on May 2019】

「〒243-0494 神奈川県海老名市本郷 2274

学校法人 早稲田大学

（収集受託者：富士ゼロックス(株)）」

● Procedure to provide My Number information

When sending back the necessary information, please be sure to follow the instructions in the request

for provision of the My Number information.

Note: To protect personal information, we are restricting the number of offices that have access to My

Number information.

We therefore request you do not directly submit your My Number information to your affiliated

administrative office or send it via on-campus mail. We have also requested all administrative offices

not to take receipt of such information.

● Important points

• Waseda University has outsourced the collection and management of My Number information to

Fuji Xerox Co. Ltd. The request for My Number information will also be sent by that company.

• There is a risk that others may attempt to use the University’s name to fraudulently gain access to

your my Number information.

Please make sure the address on the return envelope enclosed in the request letter matches the

address below. You will not be requested to send your My Number information to any other address.

「〒259-0190 神奈川県足柄上郡中井町境 430

早稲田大学ドキュメントセンター 行」

【Moved on May 2019】

「〒243-0490 神奈川県海老名市本郷 2274

早稲田大学 ドキュメントセンター 行」

Please note that neither the University nor Fuji Xerox Co. Ltd. will ever email, telephone or visit you

to inquire about your My Number (12-digit individual number).

(Contact email address: mynumber@list.waseda.jp)

Reference



My Number social security – tax number system (Cabinet Secretariat website)

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/english.html (English)


