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はじめに
富士通総研の榎並でございます。本日は、マ

イナンバーには一体どんな意味があり、これか
らどのように自治体で使っていくのか、あるい
は自治体がマイナンバーを使って社会をどう
やって変えていくのかといったことをテーマに
お話をさせていただきます。

マイナンバーの目的
まず、マイナンバーの目的とは一体何か。マ

イナンバーができて「便利になる」とか「便利
にならない」とか言われていますが、便利かど
うかは別として、正確な本人の特定ができると
いうことに、非常に大きな意味があります。

では、正確な本人の特定ができないとどうな
るかというと、実は国民にとってとても困った
ことになってしまいます。例えば、年金の権利
を失ってしまう。せっかく納めた自分の年金の
納付記録がどこにいったか分からなくなってし
まいます。もちろん氏名、住所が書いてあって
も、住所は変わりますし、名前も変わる。こう
いったことで自分の権利がなくなってしまうと
いうことも、実際に起きているわけです。

そしてまた、自分の生命、あるいは健康といっ
たものが危険にさらされることにもなってしまい
ます。例えば、病歴とかアレルギー、こういった

ものがしっかりと正確な本人の特定のもとに情報
が結び付けられないと、間違った処置をされてし
まって死んでしまうということもあるわけです。

最近では、同姓同名でたまたま生年月日も同
じだったために、他人と間違えられて差し押さ
えをされたということも、ここ 1 年で市川市や
行田市、大阪市で起こっています。このように、
正確な本人の特定ができないと、われわれの権
利が侵害される。実にこういった困ったことが
起きてくるわけでございます。

それ以外にも、例えば、社会的な弱者の方は
より弱い立場になってしまいます。

というのは、今では色々な給付の措置があり
ますが、これはすべて申請主義です。ですから、
申請する方が制度のことをきちんと理解して、
そして「給付してください」といった書類を出
さない限りは行政としては何もできません。も
ちろん自治体で、その方の正確な状況を把握し
ていればできるのですが、こういったものも番
号がないときちっと把握できないということに
なります。

それからまた、よく番号があると番号を使っ
たなりすましが起きると言われるのですが、現
在では、逆に番号がないために別人になりすま
すということが横行しています。名前を変える
ことで簡単に別人になりすますことができてし
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まうのです。
では、悪い人は別人になってどうするのか。

多重債務をする、あるいは多重給付を受ける、
あるいは脱税する。名前を変えることは難しそ
うに思われますが、悪者同士が悪だくみをして、
お互いに養子縁組をすれば簡単に名前なんか変
えられてしまいます。現場では、それを防ぐ術
がありません。

また、きちんとした番号がないと、国や自治
体が個人情報を勝手に使っていたとしても、自
分の情報がどのように使われているか、それを把
握することはできません。また番号がないために、
行政においては多くの無駄な事務が発生してい
るということもございます。

マイナンバーの本来の目的の中には便利さも
ありますが、便利さだけではないのです。正確
な本人特定によって、公正でかつ公平な社会を
つくる、こういったことに意味があるというこ
とでございます。

そうは言っても、しっかりと名前があるのだ
から本人特定はできるだろうと思われるかもし
れませんが、実は行政の世界と民間の世界では、

名前に使う漢字のコードが違っています。民間
の世界では資料1の右側の世界です。JISの第一
水準、第二水準、約6000字の範囲内で漢字を使っ
ています。ですから、そこにありますように、
一点之繞（しんにょう）と二点之繞の漢字は、
単にデザインが違うだけで、字としては同じ字
だというような考え方のもとに、JISでは漢字を
扱っております。

ところが、行政の世界では違います。左側の世
界です。この点が 1 つ違っても、棒の角度がちょっ
と違っても、これは別の漢字だということで、別
のコードを振るということになっています。

例えばある自治体のデータを持ってくると、
「ワタナベ」さんの「ナベ」だとか、「サイトウ」
さんの「サイ」だとか、こんなにいっぱいある
わけです。行政で使う漢字は、全体で約数万字
ぐらいあります。このように、右側の民間の世
界と左側の皆さん方の行政の世界では、お互い
に名前をマッチングしようとしてもできないと
いうことになってしまいます。

それからまた、振り仮名もまた問題です。振
り仮名を付け間違えられたということがよくあ
りますが、実は正しい振り仮名はどこにもあり
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ません。戸籍にも住民票にも法的な根拠は全く、
これがあなたの正しい振り仮名ですと、実は証
明するものが何もありません。このような状況
で色々な手続きをやると、当然ながら人違いが
起こってしまうということになります。

こういった外字を使っている方が本当に少な
いのであれば、運用で何とかなりますが、実は
20人に 1 人ぐらい外字を使っているのです。と
いうことは、この会場には80人弱の方がおりま
すので、大体 4 人ぐらいは外字を使っていると
いうことになります。

資料 2 のように、国会議員の名簿を持って来
ましたが、菅直人さんの「直」という字も、実
は外字です。どこが違うかよく分からないと思
いますが、頭のところが漢字の「十」になって
いるのが正字と言われるものです。片仮名の

「ナ」になっているとこれが外字ということで、
別の漢字コードが振られるということになりま
す。こういった人が20人に 1 人もいるというこ
とになります。

そしてまた、このような番号がないと、いろ
いろな事務の無駄が起きてきます。例えば、市
町村では、住民税や固定資産税、軽自動車税な

どの課税処理を行っております。こういった課
税処理の元のデータはどこからくるかというと、
市町村が自分で持っているわけではありません
ので、全て外部から来ます。

住民税の元となるデータは、税務署から提供
されたり、あるいは民間企業から給与支払報告
書という形で提供されます。年金支払報告書は、
社会保険庁や厚生年金基金から、軽自動車関係
は、軽自動車協会から、土地家屋関係は法務局
からデータが提供されています。このように外部
と連携を取りながら課税の処理を行っています。

当然ながら各機関ではコンピュータを使って
処理していますが、先ほどの漢字の問題があっ
て自動的にマッチングできないということにな
りますので、データを持ってくるときに、わざ
わざ紙の資料にプリントアウトして市町村に
持って来ています。市町村では、その紙のデー
タからもう 1 回打ち直しをして、データを起こ
して作業をするということをしています。

ですから、マイナンバーを使って電子的な
データを連携すると、大体1年間、全国で570億
円ぐらいのコスト削減効果が出てくるというこ
とになります。こういった例を含めて幾つか算
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定してみますと、少なくとも年間1,000億円ぐら
いはコストが下がると見込まれております。

マイナンバーをめぐる問題
それでは、なぜこの段階になって、やっとマ

イナンバーをつくろうという合意形成ができた
のか。これは、2007年から2008年に起きた年金
の納付記録問題が大きな発端となっているので
すが、その背景には非常に深い問題があります。

というのは、この国の根幹を支える社会保障
制度と税制度が、もうどうしようもないような
窮地に追い込まれているのです。既にご存じの
とおり、費用がどんどん増大している社会保障
制度がこのままでは行き詰まってしまうことは
明白です。今の制度設計は昭和30年代に行われ
たもので、当時はまだ戦後の人口ボーナスがた
くさんあり、また、高度経済成長時代でどんど
ん給料が上がっていた時代につくられた制度設
計です。それが事情が異なる現在では、当然な
がら立ち行かなくなっているということです。

それからもう 1 つ、国の財政事情を見まして
も、国の借金が膨らむばかりです。2014年度末
を見ると、もう1,000兆円を超えて、GDPの 2 倍

を超えるような状況になっています。ギリシャの
ようにならないようにするためには、何とかこの
辺りをうまくコントロールして、プライマリーバ
ランスをきちんと確保していかなければなりません。

では、それをどうやっていくのか。今のよう
な丼ぶり勘定でやっていけば当然大きな痛みが
伴いますし、皆さんが納得するとは思えません。
やはり、どういう方にどれぐらい負担していた
だいて、どういった方がどれぐらい給付をもら
えるかということをきちんと明らかにして、そ
して、そのデータに基づいて国の制度を再設計
することが必要となってきます。そのために必
要不可欠な基盤がこのマイナンバーということ
になります。

こういったことを政治家の方もきちんと気づ
いたからこそ、与党がどうの、野党がどうのと
いうことではなく、このマイナンバーという制
度ができたと私は考えております。

そうは言っても、マイナンバー制度が出来て、
もし情報が漏れたらどうしよう、あるいは悪用さ
れたらどうしようという懸念があるかと思います。

資料 4 は、マイナンバーの世論調査のデータ
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ですが、マイナンバー制度に対して、実に 8 割
以上の方が懸念を持っています。そのうち 2 割
弱の方が、番号制度ができると国に一元管理さ
れて、「私たちは監視される」という懸念を持っ
ています。また、「情報漏えいでプライバシーが
侵害される」という懸念を持っている方が約 3
分の 1 。そして、「マイナンバーの不正利用で何
か被害があるのではないか」と心配をしている
方が 3 分の 1 という状況になっております。

では、本当にそうなのか。まず、「国に一元
管理されて監視される」ということですが、本
当にそういう仕組みになっているのでしょうか。
まず、一元管理の問題ですが、実は2008年に最
高裁が住基ネットの判決で、これは合憲である
という判決を下しております。

その判決理由は幾つかありますが、その中の理
由の 1 つとして、「個人情報を一元的に管理する
ことができる機関又は主体は存在しない」と指摘
されています。つまり、個人情報を一元的に管理
しているところはどこもないから、住基ネットは
憲法違反にはならないという判決を下したのです。

ということは、これを逆に読みますと、一元

管理するような設計にしてしまうと、これは憲
法違反という可能性が出てまいります。という
ことで、このマイナンバーの設計においては、
情報は従来どおり一元管理せず、分散管理する
ということになりました。

さらに念を入れて、情報連携においては、マ
イナンバーを使わずに、機関別符号を使うとい
うことまで設計されています。情報連携の仕組
みについては、この資料 5 を使って説明すると
分かりやすいかと思います。

これが全体の個人情報の管理の仕組みです。
皆さん方の情報というのはそれぞれ、年金情報
は日本年金機構が管理します。所得税などの国
税関係の情報は国税庁が管理する。それから、
住民票とかそのほか地方税関係の情報はそれぞ
れの自治体が管理していく。

このように個人情報の管理の仕方は従来と全
く変わりません。従来と変わるのは、それぞれ
のデータの右側に「個人番号」と書いてありま
すが、マイナンバーが全部くっ付いています。
ということで、これからは、お互いにマイナン
バーを使って情報をマッチングして利用するこ
とができるということになります。
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ただ、ここで 1 つ重要なルールがあります。
例えば自治体が年金情報を使いたい場合、自治
体と日本年金機構で話し合いをして、勝手に個
人情報のやり取りをするのは法律違反になりま
す。個人情報を使いたい場合には、この左側の
ところですが、「情報提供ネットワークシステ
ム」に依頼をしてくださいという決まりがあり
ます。

ですから、ある方の個人情報、年金情報を使
いたいという場合、自治体は情報提供ネット
ワークシステムに、○○さんの年金情報を使わ
せてくださいという依頼をします。

情報提供ネットワークシステムは、その依頼
がきちんとマイナンバー法に記載された、適正
な要求であるかどうかということをチェックし
ます。これは適正な要求だということが確認で
きましたら、日本年金機構のほうに連絡をしま
して、○○さんの情報を自治体に渡してくださ
いということで、はじめて個人情報のやり取り
がされるということになります。

このように、個人情報のやり取りにおいては
情報提供ネットワークシステムを介して行うと
いうのが、マイナンバー制度の大きな特徴とい

うことになっております。

それから次に、「監視されるのではないか」と
いう懸念。これについては、第三者機関として、
特定個人情報保護委員会という委員会が設置さ
れております。これは、いわゆる三条委員会で
すので、各省庁から独立した非常に強い権限を
持っている機関です。ですから各省庁に対して
も、何かおかしなことがあれば立入調査をした
り、助言・指導したり、あるいは命令・勧告を
出すことができます。

そして、何か自分の情報が変に使われている
みたいだという苦情があったら、そういった苦情
の申し立てをあっせんする。このように、行政と
国民との間に入って国民のプライバシーを守る、
そういった役割を果たすのが、特定個人情報保
護委員会という第三者機関になります。この機
関が国を監視し、個人情報の違法な使い方を防
ぐという役割を果たします。

それから、もう 1 つ重要な機能があります。
これは、「マイナポータル」で情報提供記録の
確認ができるという機能です。実はこのマイナ
ンバーを使うことによって、行政が国民を監視
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するのではなくて、逆に国民が国の動きを監視
できるという権限を与えています。これは非常
に重要な機能ですが、残念ながら先ほどの世論
調査では、認知度が3.6％と非常に低いというこ
とがあります。

この情報提供記録の確認とは一体何なのか。
先ほど、このマイナンバー制度は、情報提供ネッ
トワークシステムを介して個人情報をやり取り
するのが大きな特徴であると申し上げました。
ということは、この情報提供ネットワークシス
テムは、〇〇さんの情報を、いつ、どこからど
こに提供したという情報を全部知っているので
す。その情報は、アクセス記録というところに
全部書き込まれています。ですから、国民の方
がマイナポータルにアクセスして自分のアクセ
ス記録を見ると、自分のどういった情報が、い
つ、どこからどこに提供されているのかという
ことを全部一覧で見ることができます。

そのときに、もし自分の身に覚えがないよう
な個人情報のやり取りがされている。あるいは、
何度も何度も自分の個人情報を使いにきていて、
これはおかしいというようなことがあったら、
先ほどの特定個人情報保護委員会に、調査して
くれと申し立てをすることもできます。あるい
は、明らかにおかしいアクセスがあればそれを
証拠として裁判で訴えることもできるのです。
実はこのように非常に重要な権限を国民に与え
ているというのが、今回のマイナンバー制度と
いうことになります。

2 つ目の懸念として、不正な利用で被害に遭
うかもしれないと懸念があります。確かに不正利
用されたら困りますが、不正利用でどれだけの罰
則があるかというと、実は非常に重い罰則が規
定されています。これは住基ネットのときよりも
重いです。不正な利用、不正な提供をすると、
最大で4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰
金、そしてこれが併科される場合もあります。要
は、それだけのリスクを冒してマイナンバーを不
正利用するようなメリットがあるかどうかという

ことです。
そして両罰規定で、法人も対象になります。

もし不正行為があった場合、不正な行為をした
人が罰せられるのは当然ですが、その人が所属
している法人も管理監督責任があるということ
で、同様に罰せられることになります。ですから、
このように重い罰則規定があるので、このよう
なリスクを犯してまで不正に扱うという人はま
ずいないだろうと思われます。

それから 3 点目には、情報漏えいでプライバ
シーが侵害されるのではないかということ。も
ちろん日本年金機構の情報漏えい事件もありま
したので、不安をあおられるというようなこと
もあろうかと思います。これについては、行政
機関においては、特定個人情報保護評価という
評価作業が義務付けられていますが、それだけ
ではありません。すべての行政、あるいは企業は、
すべての安全管理措置を義務付けられております。

個人情報保護法では、保有している個人情報
が5,000件以下の場合は除外規定がありましたが、
このマイナンバー法では除外規定はありません。
つまり、行政機関だけでなく、すべての民間企
業が安全管理措置をしなければいけないという
ことになります。そして、「取得」、「収集・保管」、

「利用・提供」、「廃棄」といったマイナンバー
を扱う段階ごとに様々な注意事項があります。
そのガイドラインに従った形でマイナンバーを
取り扱っていただくということになります。

例えば、「取得」の段階では、なりすましを防
ぐために厳格な本人確認をするよう要請されて
います。外国では番号のなりすましが起きてい
ると言われております。なぜ起きているかと言う
と、番号が本当にその人のものかどうかという
ことを、きちんと確認せずに使っているのです。
そこで、日本では番号の確認と身元の確認、こ
の2つの確認をしっかりとした上でマイナンバー
を取り扱うというルールになっているのです。

そしてまた、このマイナンバーについてはいろ
んな誤解があります。こういった住民の方の誤
解をこれから払拭していかなければなりません。
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例えば、「マイナンバーが知られてしまうと自
分の個人情報が盗まれる」と、こんなことを思っ
ている方もいるかもしれません。実はマイナン
バーを知られただけでは、個人情報を格納して
いるシステムにアクセスできません。ですから、
誰かのマイナンバーを知ったからといって、そ
れを使ってその人の情報を引き出すということ
は出来ないのです。そういうことをしようと思っ
たら、その人の個人情報を格納しているシステ
ムのID、ICカード、パスワードといったものを
使わない限りアクセスはできません。

それから、マイナンバーを知られてしまい悪
用されると、危険なことになると感じている方
もいるかもしれません。ところが、悪用される
場面は考えにくいのです。例えば、住所を知ら
れると、爆弾とか変なものを送りつけられたり
とか、電話番号を知られてしまうと詐欺の電話
がかかってきたりと、こんな場面が想像されま
す。ところが、マイナンバーを悪用しようと思っ
ても、実はあまり悪用する手段が思いつきません。

それより怖いのは、「あなたの漏えいした番号
を回収するためにお金が必要になるから振り込
んでください」と、こんな詐欺のほうがよっぽ
ど危険だということです。

それから、マイナンバーがあると、それを使っ
て芋づる式に個人情報が漏えいすると言われる
方もいます。ところが、先ほども図で説明しま
したように、情報は全て分散管理されており、
各機関で全てアクセス制限を設けています。で
すからマイナンバーがあるからといって、それ
で芋づる式に個人情報がどんどん出てくるとい
うことは、起こり得ません。

こういったこともしっかりと理解してもらわ
ないと、不安になる方もいるかと思います。

そんなにマイナンバーが安全だったら適当に
使えばいいじゃないかと思われるかもしれませ
ん。しかし、いい加減な使い方をして一番懸念
されるのは、このマイナンバーという番号をキー

にして、個人の氏名をはじめ趣味や嗜好・思想
傾向などのプロフィールがつくられてしまうこ
とです。それが一番危険なことになります。も
ちろんそんなことをやるのは法律違反なのです
が、社会の中でいい加減に無造作にマイナンバー
を使ったり、公開してしまったり、あるいは情
報を持っているところが特定個人情報を適当に
オープンにしてしまったりすると、そのような
ことが起きてしまいます。

ですから、マイナンバーを知られたからといっ
て大きな危険性があるということはありません
が、誰もがきちんとマイナンバーを適正に扱っ
ていかないといけないということになります。

マイナンバーで自治体はどう変わるか
では、マイナンバーで自治体がどう変わって

いくか。まず、このマイナンバー法で規定され
ているのが、自治体が条例をつくればマイナン
バーを利用することができるということです。
もちろんその範囲は、「社会保障、地方税又は
防災、その他、これらに類する事務」という枠
組みはありますが、また別の第 5 条のところで、

「自治体の責務として、自主的かつ主体的に、
その地域の特性に応じた施策を実施しなさい」
ということも言っています。

つまり自治体が独自の判断で、自分たちの地
域ではこういったマイナンバーの使い方が必要
だと、住民からも求められているということを
しっかり説明できれば、いろんな使い方ができ
ると考えられます。

次に、マイナンバー法の改正案。これは今国
会に提出されて審議されています。衆議院を通
過して、そろそろ参議院で可決されるかなとい
うときに、日本年金機構の問題が起きましたの
で、今はまだ審議中ということになっています。

一般の方の関心が一番高いのは、預貯金口座
にマイナンバーを付けられるのかということだと
思います。これにより、個人の資産が全部知ら
れてしまうと、そんなことをあおるような週刊誌
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もありますが、預貯金口座への付番は強制では
ありません。あくまでも任意です。ですから、こ
れから新たな口座を開設する時にはマイナンバー
を要求されるかもしれませんが、そのときに拒否
すれば、付けなくて構わないということになります。

なぜ任意で付けるという中途半端なことを

やっているのかというと、ゆくゆくは義務化を
して納税者に対する課税を強化するということ
も念頭にあるのではないかと思います。これは
非常にハードルが高いので、いつ義務化される
かは分かりませんが、やるとなったらすぐにで
きるように準備をしておくということで、今回

資料 7

資料 6



「マイナンバーで	自治体はどう変わるのか」

の法案の中に入っているのだと思います。
そのほか、自治体関係では、要望を踏まえて

利用範囲を拡充するといったものが 3 点盛り込
まれていますので、これらも皆さんの現場で利
用できるということになります。

住民にとっては市町村が一番身近な行政とい
うことになります。市町村の窓口へ行けば、行
政の手続きが全部終わるというような形が理想
的なものになるかと思います。今回、マイナン
バーを契機として、総合窓口の設置に取り組む
という自治体もあるかと思います。この総合窓
口の取組みについては、従来でも庁内で情報連
携をしたり、手続き案内をしたり、あるいは申
請書を代行して作ったりと、いろんなサービス
がございます。マイナンバーができれば、庁内
だけではなくて、ほかの自治体、あるいは国の
機関とも情報が連携できるので、こういった総
合窓口の在り方もより便利なものになっていく
だろうと思えます。

そしてまた、自治体が関わるものとして、「在
宅医療」や「介護・福祉」といったところでも
情報の連携が求められてくると思われます。今、

高齢者がどんどん増えている状況ですが、この
ような高齢者の方は一時的に病院に入院して手
術をしたり、家に戻って介護を受けたりと、医
療と介護の現場を行き来しているのです。

つまり「医療」、「介護・福祉」の関係者が 1
人の患者さんをしっかりとケアしていかなけれ
ばいけない。その場合には、患者さんの情報を
きちんと共有化するということが必要になって
きます。そのときに正確な本人特定をして、患
者さんの情報を共有化するためには、やはりこ
のマイナンバーが必要だと思います。

医療では他の番号を使うという議論もありま
すが、介護や福祉ではマイナンバーを使ってお
り、他人の情報と間違えて結び付けるというこ
とになると大変なことになるので、やはりその
番号はマイナンバーを使うことが重要ではない
かと思います。

また、自治体が独自で個人情報を活用すると
いうことを考えてもいいのではないかとも思い
ます。これはマイナンバーではありませんが、
自治体が自分の地域の住民情報を使う。例えば、
ダイレクトメール（以下DM）に住民情報を使

資料 8



講　 演

うというのはどうなのかということです。皆さ
ん方の中には、住民情報をDMに使うなんてと
んでもないと思う方がほとんどだと思いますが、
民間企業としては、住民の個人情報が欲しいわ
けではないのです。

自分たちのDMを必要としている方に届けた

いというのが民間企業の欲求です。ですから
DM送付を、例えば自治体が代行してあげたら
どうだろうかと。

企業はDMをこういった方に届けたい。例え
ば、年齢層や性別、居住地域、年収を含めた家
族構成とか、そういったものを選択してもらっ
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て、こういう人にDMを送りたいとリクエスト
します。自治体では住民情報を持っていますか
ら、それで抽出すると大体何人ぐらいいますと
いうことで、代行してDMを送ることで自治体
がビジネスとして料金をもらう。そんなやり方
もできるのではないかと思っています。

突飛な考えだと思われるかもしれませんが、
スウェーデンでは実際にこういった政府の機関
が名簿屋さんをやっていて、民間企業がDMを
送りたいという場合には、有料で名簿情報を
売っています。

これはまたフィンランドの事例ですが、出産
を控えたお母さんたちに赤ちゃん用のスター
ターキットが送られてくるというサービスがあ
ります。こんなことをしたらプライバシー侵害
だろうと言われるかもしれませんが、これは
1930年代からずっと続いているということなの
で、非常に伝統のあるサービスです。こういっ
たことをやっている国もあります。

もちろん、こういったことを国全体でやろう
とすると、いろんな議論が起こるとは思います
が、自治体の判断でこういったサービスもでき

るのではないかと思っております。

マイナンバーで社会をどう変えられるか
では今度は、マイナンバーで自治体がどう変

わるのかではなく、逆にマイナンバーで自治体
は、社会をどう変えていくことができるのかとい
うことを考えていきたいと思います。まず、マイ
ナンバーというのは社会の基盤になるということ
です。冒頭で説明したように、マイナンバーは
正確な本人特定の手段ということになります。
ということは、今までの社会制度は正確な本人
特定ができない状態での制度だったということ
です。これからは正確な本人特定を前提として、
社会制度を構築していくということが可能に
なってきます。

つまり、従来の制度を根底から見直し、ある
べき姿を実現するということが可能になってく
るのです。

自治体というのは、住民にとって最も身近な
行政体です。その立場ですべきこととは、住民
の立場に立ってマイナンバーを活用していく提
案をしていくということだと思います。

それから、現状の不合理な制度をマイナン
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バーで改革していくという提案もできると思い
ます。また、住民と協働してマイナンバーを利
活用する検討をしていく、あるいは一緒に推進
することもできると考えております。

例えばどんなことができるのか。現在の戸籍
の制度は、本当にこのままでいいのだろうかと
いう疑問があるかと思います。親族の方が亡く
なったとき、その相続関係を処理するために、
いろんなところから戸籍の謄本を取り寄せたり
して、大変な目に遭ったという方はたくさんい
らっしゃいます。戸籍の目的というのはそもそ
も国籍と身分関係をきちんと証明する。その目
的だけなのです。

ところが現状の制度を見てみると、各自治体
がそれぞれ管理し、法務局はその副本を管理し
ている。分籍したり転籍したりで、戸籍もあち
こちに分散している。こういうことになってい
るので、相続するときに血縁者の戸籍謄本を入
手するだけでも、とんでもなく手間がかかって
しまうということになります。

こういった現状について、マイナンバーを起
点にして考えると、色々な疑問が出てきます。
なぜ自治体がそれぞれ管理する必要があるのか。

1,700箇所以上で分散管理する意味はないのでは
ないだろうか。一箇所のデータベースに集めれ
ばいいのではないかということです。戸籍の附
票も 5 年間で除票になってしまいます。自動車
を買い換えるとき、住所が異なると戸籍の附票
を持って来るように言われますが、 5 年で除票
になってしまうのであれば、ほとんど意味があ
りません。データベースで全部一元管理してお
けば、コストも非常に小さくて済みます。

1,700箇所以上で、戸籍のシステムをばらばら
に管理する意味はありません。

では、戸籍の在り方自体を根本的に考え直し
たらどうだと、いったこともできるようになる
だろうと思っています。

実際に、それを実施したのが韓国です。韓国
では、もともと日本と同じ戸籍の制度を持って
いましたが、2008年にこの戸籍制度を廃止して、
家族関係登録制度というものに変えました。こ
れまで戸籍というのは家を単位に管理していま
したが、家族関係登録制度では、これを個人単
位で管理するというような形に変えています。

ですから、 3 世代を表示するだけとなり、家
族関係、父母と配偶者、それから子女の 3 代を
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しっかりと関係付けて表示するだけで機能的に
は十分なはずです。

このように旧来の戸籍の制度を全部廃止して、
家族関係の家族関係登録制度という制度につく
り直すといったことも日本で考えていいのでは
ないかと思います。特に戸籍が差別の根源にな
るとか、いろんな話がありますが、そういうこ
とであればなおさら、そういった戸籍は廃止し
て新しい制度につくり変えるということもでき
ると思います。

それから、各制度で「世帯」の概念が異なっ
ています。なぜかというと、各省庁で考え方が
違うからです。例えば、法務省では「戸籍の世帯」
ということで、戸籍の謄本という1つのくくり方
があります。総務省ではまた「住民票の世帯」
というのがありますが、これは居住実態による
世帯です。
「税の世帯」と「健康保険の世帯」もまた別で

す。両方とも生計を一にする世帯というものが
「税の世帯」であり、「健康保険の世帯」になり
ます。ですが実際には、税と健康保険では世帯
の同期がとれていないということは、皆さんご
承知のとおりです。

このように、制度によってみんなばらばらな
考え方です。住民の方はそういった考え方を押
し付けられている。何かよく分からないけれど
も手続きしないといけないということになって
います。こういったことについても、もう 1 回
根本から見直していく。これが住民にとって分
かりやすい制度・手続きにしていくということ
になるのではないかと思います。

それから、これからの大きな山場は医療制度
の見直しです。マイナンバーがこれから民間分
野である医療にも拡大されていくということに
なります。医療分野でも現状は番号とカードが
あります。被保険者番号、それから被保険者証
です。この番号とカードには非常に大きな問題
があります。

被保険者番号は、世帯単位ですので個人を特
定できる番号ではありません。しかも転職や転
居で医療保険者が変わるため番号がころころ変
わってしまいます。ですので、病院に通院して
いても、毎月保険証を見せなさいと言われたり、
保険証を忘れて受診したときには、実費を払っ
て後で事後精算するときに大変な目に遭うとい
うことになってしまうのです。
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カードはカードでまた問題です。これは顔写
真もありません。しかも、ただのプラスチック
カードです。ということは、同じような年恰好
の人が持って行けば誰でも使えてしまいます。
実際に病院の先生に聞くと、「同じ人のはずだけ
れど、カルテが幾つもあってみんな血液型がバ
ラバラなんだよね。」こんなことを平気でおっ
しゃる方もいるんです。実際そういった不正行
為があちこちで横行しているというのが現状です。

そういった不正をなくすということも、当然
ながら必要ではありますが、しっかりとした統
一的な番号と本人をきちんと特定するカードが
ないと皆さんが困まってしまいます。

例えば、これから電子カルテの共有化を進め
ていくことになりますが、この電子カルテの共
有化（EHR）もきちんとできなくなるというこ
とになります。

予防接種とか健康診断の記録とか、これがき
ちんと結合できなくなってしまいますので、生
涯電子カルテ（PHR）も構築できません。

こういったことができないと、新しい病院に
行ったときに、最初から問診をされて、自分の前
の病歴からすべて説明しないといけません。こう

いったときにEHRとかPHRが構築されていれば、
初めて行った病院でも、お医者さんは自分の過
去のカルテとか健康診断とか予防接種の記録を
見ながらきちんと的確な診断をしてくれるように
なるのです。

また、この本人をしっかりと特定する番号が
ないと、レセプト（患者が受けた診療について、
医療機関が保険者（市町村や健康保険組合等）
に請求する医療報酬の明細書）のデータでの取
り扱いが煩雑になり、疫学データを正確に蓄積
するということもできなくなってしまいます。

ですから国民にとって、番号があってよかっ
たと思えるような仕組みになるためには、マイ
ナンバーがあればどこでもお医者さんにかかれ
るというような仕組みをつくるべきであると
思っています。政府も、医療保険の資格管理を
これからマイナンバー、あるいはカードを使っ
てやるということは宣言しておりますので、そ
ういったことを早く進めていただきたい。そう
すれば、将来的には高額医療・介護の合算療養
費や、あるいは総合合算制度もだんだん視野に
入ってくるのではないかと思います。

このような「EHR」や「PHR」は、海外では
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だいぶ進んでおります。資料14は、フィンラン
ドの例ですが、ほかにデンマークやスウェーデ
ンなど、北欧の地域はこういった医療システム
がかなり進んでおります。どこの病院に行って
も医者が自分の過去のカルテを全部参照しなが
ら、しっかり診断してくれるというような環境
ができていますし、患者もカードを持って、自
分のカルテを実際に見るということもどこでも
できるようになっています。日本でも早くこう
いった形になってほしいと思うわけです。

さらに、EUは人の移動がかなり激しいので、
外国に行って病気になってしまうというケース
もよくあります。さすがに国を越えて電子カル
テを共有化しましょうというのは、ハードルが
高いです。ただ、そうは言っても、間違った処
置をしないように、必要最低限の基本情報、

「Summary Care Record」といいますが、傷病
歴や、予防接種、アレルギー、副作用など、最
低限、間違った処置をしないような基本情報だ
けはお互いに共有して交換できるような仕組み
づくりをしましょうということで、進めており
ます。そのためには、このような共通的な番号
がないと、このような仕組みもなかなかできな

いということになってまいります。

また、マイナンバーを使えば、税の見直しも
できます。税でマイナンバーを使うということに
なると、どうしても税金を取られるだけというイ
メージが非常に強いですが、使い方によっては国
民のために非常にメリットのある使い方ができる
のです。

これは「記入済み申告書制度」という、海外
では実際に実施されている制度ですが、確定申
告用のデータが全部、電子的にマイナンバー付
で税務署に集まってくるという仕組みです。で
すから、確定申告するときに自分でデータを記
入したり入力したりする必要はありません。あ
らかじめ全部税務署に集まってきておりますの
で、あらかた申告書はできているのです。それ
に不足する分だけ自分で追記すればいいという
ことになります。

現状では、医療費還付の手続きなども、 1 年
間分の領収書を全部集めておかないと還付手続
きができません。しかも、 1 年間で10万円を超
えたかどうかを忘れていると、そのまま損をす
るということになります。こういった医療費の
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領収書データも全部電子的に税務署に送るよう
にすれば、「あなたの世帯もそろそろ10万円を
超えそうなので還付できますよ」などと言った
お知らせもできるのです。

それから、生命保険料控除などの控除証明書
です。現在では年末調整の時に、はさみで切り

抜いて、張り付けて、会社の経理に提出してい
ますが、こういった控除関係の証明書データも
全部電子的に税務署に集まれば、自動的にそう
いった控除作業ができるようになります。企業
の年末調整の事務もかなり楽になります。です
から、われわれにメリットのあるような使い方

資料16

資料17



「マイナンバーで	自治体はどう変わるのか」

をして欲しいと声を上げていく必要があると
思っています。

また、こういった番号制度があると、給付付
税額控除という、政策ツールが使えるようにな
ります。これは消費税の低所得者対策として、
民主党が導入しようと考えていたものなので、消
費税増税のためのツールのようなとらえ方をされ
ておりますが、実はいろんな使い方ができます。

消費税は公平な税制といわれていますが、消
費税が10％つまり二けたになりますと今度は逆
進性の問題が出てきますので、低所得者に対す
る配慮しないといけなくなってきます。

そのときに、どういった仕組みで低所得者に
対して配慮するか議論されました。給付付税額
控除をやるか、軽減税率でやるか。外国の例で
見ても、大体どちらかの手法を使って、低所得
者に対する配慮を行っています。

給付付税額控除の場合は、マイナンバーで、
その人と世帯の年間の所得がきちんと把握でき
ます。この世帯では最低限生活するのにどれぐ
らいのお金が必要か、消費税がどれぐらいかか
るかということが自動的に計算できますので、

後で差額を還付するということができるように
なります。

軽減税率の場合には、標準税率と軽減税率が
併用された形で取り引きが行われますので、請
求書に適用税率とか税額を記載したインボイス

（申告書）のようなものを付けて取り引きをして
いくということになると思います。

このようにマイナンバーを使えば、その方の
世帯の所得、年収をしっかりと捕捉できますの
で、それに対していろんな仕組みをつくること
が出来ます。

例えば勤労所得税額控除、これはアメリカの
例ですが、日本では貧しい勤労者に対しては、
生活保護制度で救うという仕組みがあります。
それも一律に支給してしまうので、皆さん、労
働意欲がなくなってしまうのです。

しかし、アメリカの例だと、例えば年収1万ド
ル（約120万円）までの方については、働いた
ら働いた分だけ給付を増やしてあげるという仕
組みです。 1 万5,000ドルまでは定額の給付をし、
1 万5,000ドルを超えても給付は続きます。ただ
し、所得が増えるにつれて徐々に給付額を落と
していくといった形で勤労意欲を高めてもらっ
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て、労働者に戻ってもらうとういうような使い
方ができることになります。

そのほかに、子育て世帯を支援するために児
童税額控除制度などといった形で給付付税額控
除の仕組みが使われているケースもあります。

また、番号を使った面白い制度としては、韓

国の現金領収証制度という制度というのがあり
ます。これは、自分が買い物をしたデータが全
部税務署に集まるという仕組みです。

少し考えると、自分が買い物をしたデータが
全部、国税庁に知られてしまうみたいで嫌だと
思う方がいると思います。このように消費者が
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お店で買い物をしたとき、自分の番号を提示す
る。その番号が承認されると、その買い物をし
たデータが全部国税庁に飛んでいくという、そ
んな仕組みです。

なぜ消費者がそれを利用するかというと、国
税庁にいったデータは、そのまま所得控除の
データとして使われる。つまり、この制度を使っ
て買い物をすればするほど税金が安くなるとい
う、仕組みになっています。

では、国税庁はそんなサービスをして得をする
のかというと、国税庁のメリットとしては、この
制度を使ってもらうと、お店の売り上げが完璧に
捕捉できるということがありますので、お店から
しっかり税金が取れるということになります。こ
ういった仕組みを2005年に導入して、いまだに
10年続いていますので、有効な制度かと思います。

マイナンバーの活用
その他、いろんな制度の見直しにマイナンバー

を使うことができます。例えば登記の制度です。
土地や家屋の所有者をしっかりとマイナンバーで
明確化する。ただ、登記制度自体の問題もあって、
昔の人が登記したものがそのままになっていると
いうケースもたくさんあります。しかし、それを
放っておきますと、例えば被災地で、地権者が
分からないので復興が進まないということが起き
てしまうのです。空家問題も同様です。所有者
を明確化するよう制度自体の改革も必要です。

こういったものを、しっかりとマイナンバー
で整理していかなければなりません。そのほか
農地台帳、森林台帳、このあたりについても同
じです。こういった基本的なデータをマイナン
バーを使ってきちんと整理することが重要です。

それから自動車・軽自動車登録、これもまだ
マイナンバーは導入されておりませんが、これ
からしっかりと登録をしていかないと、車を買
い換えるときに戸籍の附票を持って来いとか、
そういった面倒な手続きになります。

マイナンバーがあれば、その人が買った車だ
ということがすぐ分かるので、それで簡単に手

続きできます。それからまた、自動車、軽自動
車にしっかりとマイナンバーを付けていただけれ
ば、自治体でもスムーズに課税できるというこ
とになりますので、こういったところについても
どんどん自治体の側から声を出していただきたい
と思います。

その後は、金融資産、固定資産にマイナンバー
を付けるという話です。これは資産に課税しま
しょうという話ではありません。その資産をき
ちんと相続してもらうために、マイナンバーは
必要ということです。

例えば、東日本大震災で非常に多くの方々が
お亡くなりになりましたが、亡くなられた方々
の金融資産や固定資産が、きちんとお子さんや
お孫さんなど、そういった血縁者にしっかり引
き継がれたかどうか。多分、どうなっているか
分からないと思います。これからもまたそういっ
たことが起きるかもしれませんので、そういっ
た資産をきちんと引き継いでいくというために
も、やはりマイナンバーを付けるという議論は
起こってもいいのではないかと思います。

そのほか、民間で使う場合に義務にするか任
意にするかなど、色々な議論があります。私は国
民を保護するという目的のためには、ある程度義
務化にしてもいいのではないかなと考えております。

例えば、危険な製造物をリコールするといっ
た可能性のあるものについては、購入者が購入
時にマイナンバーをしっかり登録する。

あるいは、要援護者の支援で、在宅酸素療法
の患者さんなどは民間企業の方がフォローして
いますが、災害が起こった場合などにしっかり
とマイナンバーを使わせるなど。

あるいは、保険金の不払い防止のためにマイ
ナンバーを使うなど、こういったことでは民間利
用でもある程度義務付けはいいと思っています。

そのほか、カードあるいは手帳を一元化して
いくなどといった議論も必要だろうと思ってい
ます。
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これはエストニアの国民IDカードです。この
カード 1 枚で実は何でもできます。運転免許証、
パスポート、保険証にもなります。電子投票も
できます。オンラインバンキングもできます。
ただ、唯一できないのはクレジットカード機能
でして、クレジットカードについてはこれから

検討するというような話です。
少なくとも、日本みたいに省庁ごとにばらば

らにカードを出すなど無駄なことはもうやめま
しょうということでございます。

これからの大きな社会基盤となるマイナン

資料21

資料22



「マイナンバーで	自治体はどう変わるのか」

バー制度の実現、これに向けて自治体が今やら
なければいけないことは何かというと、地元の
民間企業や個人事業主の方にしっかりとマイナ
ンバー対応の指導をしていっていただきたいと
いうことです。

民間のマイナンバー対応の状況ということで、

ある会社の調査結果ですが、このように青いと
ころが、まだマイナンバー対応を何も進めてい
ないという回答です。社員が20人以下のところ
は大概紙ベースの処理だと思うので、そういっ
たところは大事にはならないと思いますが、そ
れ以上のところでは、パソコンとか使っている
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といったところではちょっと注意が必要になっ
てまいります。

といいますのは、今回のマイナンバー法では、
個人情報保護法では規制されていなかった事業
者の方々もみんな規制対象になって、安全管理
措置をしないといけないということになってい
るからです。特に私が心配しているのは、個人
情報の保有が5000件以下で、個人情報の保護に
ついてはあまり意識していませんでしたという
ような企業が、今回大規模事業者としての安全
管理措置をしなさいと言われたときです。これ
はちょっと慌てることになるかと思いますので、
そういったところもきちんと指導をしておくよ
うな必要があると思います。

特に中小企業に対しては啓発活動をするなど、
きちんとやっていただきたい。まず、中小企業
といっても、マイナンバー制度における大規模
事業者なのか中小企業事業者なのかをしっかり

と見極めて、対応していくことが重要です。そ
して、社員の教育研修をきちんと実施する。そ
れから、マイナンバーを取り扱う基本方針と取
扱規程をしっかりとつくる。それから、ガイド
ラインに基づいて安全管理措置をしっかりと実
施する。さらに、マイナンバー管理の事務を委
託している場合には、委託関係・委託契約書を
しっかりと見直すことが必要です。

最後に、マイナンバー関連のシステムとして、
人事給与などがシステム化している場合には、
マイナンバー対応に改修、あるいはバージョン
アップしていくことです。こういったことが必
要になってきますので、地元の中小企業の方に、

「マイナンバーの準備は大丈夫ですか？」とい
うことで、再度確認をしていただければ思います。

ご清聴ありがとうございました。


