（別添１）
No.

ご意見の概要

ご意見に対する考え方

生活困窮者に対する経済的支援のあり方の検討等を勘案し、番号制度
番号法別表第一の十八の項（社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低 導入当初からの個人番号の利用は見送ることとしたものです。生活困窮
1 利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの）が、こ 者自立支援法附則第２条に基づく生活困窮者の自立の支援に関する措
の命令案に記載されていない理由は如何。
置のあり方の検討も踏まえ、改めて個人番号の利用について整理するこ
ととしています。
第十五条一の、生活保護法の事務に関する記述において「保護の開始又は変更の申
請の受理」とある。これについて疑義を提示する。個人番号は住民票コードが記載され
た（＝住民基本台帳に記載された）人に付番されるものである。しかしながら、生活保
護の申請は、職権で住民基本台帳から削除された人や、住民基本台帳とは異なる住
所地にいる人は、現に所在する地の福祉行政を管轄する地方公共団体に対して、申
請が可能であり、ホームレスやストーカー、DV等で、個人番号がない又は通知カードを
2 受け取れない人だからといって、生活保護を申請できないものではない。命令案の記
述では、生活保護の開始又は変更の申請の際に、個人番号が必要であるかのように
受け取られる。生活保護は憲法第二十五条で保障された、生存権を具体化したもので
あり、個人番号がない又は不明であるからといって、申請ができないのは生存権を侵
害することになる。個人番号がない人への付番は、生活保護の開始が決定し、住居を
確保してから（＝住民基本台帳に搭載してから）で、十分である。なぜ申請の段階で要
求するのかが疑問である。
別表第１の次の項について、主務省令で規定しないこととした理由について伺いたい。
なお、今回規定していない各項の事務については、当面個人番号の利用はできないと
いう理解でよいか。
法律上個人番号を利用すると規定された以上、例えば地方公共団体が個人番号の独
自利用条例で個人番号の利用云々を判断する余地もないという理解でよいか。
加えて法律上個人番号を利用すると規定された以上、個人番号を利用することが前提
3
になるものと考えるが、今回規定していない各項の事務の今後の個人番号の利用の
見通しをお示しいただきたい。

生活保護に関する事務においては、情報提供ネットワークシステムを使
用して、医療保険給付関係情報や年金給付関係情報など、様々な情報
について情報連携することとされています。これにより、関係機関への調
査に要する時間の縮減、保護の認定までの期間の短縮などの効果が期
待されているところです。このため生活保護の申請者の個人番号の把握
が必要となるものですが、命令案第十五条第一号により、何らかの事情
で個人番号が不明である場合等に生活保護の申請ができないということ
が規定されているものではありません。

命令案においては、法別表第一に規定されているもののうち、以下につ
いてはそれぞれの法律の施行準備を踏まえ、改めて命令案の公布後、
一部改正により追加することとしています。
・被用者年金一元化法関係（国民年金、厚生年金、共済組合）
・子ども・子育て支援法関係
・年金生活者支援給付金の支給に関する法律関係
・難病の患者に対する医療等に関する法律関係

これら以外の事務については、個人番号を利用することによる効果や利
用するための準備等の状況を踏まえ、番号制度施行当初からの個人番
主務省令の規定がない項のもの：
号の利用を見送ることとしているものです。また、法第九条第二項の条例
１８、２２、２４、２８、２９、３１、３２、３３、３９、５１、５２、５５、５８、６０、６１、６４、６５、６
の制定については、必要に応じて改めてご相談いただきたいと思いま
６、７１、７２、７３、７４、７９、８０、８５、９３、９４、９５、９６、９７、９８
す。
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（別添１）
No.

ご意見の概要

ご意見に対する考え方

（公営住宅の駐車場の使用料徴収事務について）
番号法別表第１の１９の項において公営住宅の管理に関する事務の関係の規定があ
り、今回別表第１の主務省令案において個人番号が利用できる具体の事務手続が示
されている。
ご指摘の駐車場の使用料の徴収が公営住宅法第四十八条の規定に基
入居者が使用する駐車場の使用に当たり、条例に基づき、使用料を徴収している地
4
づき定められているのであれば、命令案第十八条第十一号に該当するも
方公共団体があるが、今回番号法別表・別表第１主務省令案で示されている事務手
のと考えますが、必要に応じて改めてお問い合わせ下さい。
続には公営住宅の駐車場の使用料の徴収事務は含まれないものと理解してよいか。
仮に上記使用料徴収事務が番号法別表事務には含まれない場合で、駐車場の使用
料の徴収事務に個人番号を活用するときには、番号法第９条第２項の規定に基づく条
例の制定が必要になるという理解でよいか。
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施行規
則第１条第１項第１号で、主務省令で定める書類に療育手帳が規定されていますが、
療育手帳の交付に係る事務が主務省令に定められていません。療育手帳の交付に関 ご指摘の療育手帳の取扱いについては、追って厚生労働省から示される
5
する事務は、別表第一の主務省令で定める事務を定める命令案の第２５条第１号に ものと承知しています。
定める知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の４の障害者福祉サービ
スの提供に関する事務に含まれるということでしょうか。
■該当箇所
「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別表第
一の主務省令で定める事務を定める命令案」について
意見
今回の「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
律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令案」についての意見募集は、8月1
日～14日とわずか10日しか期間がなく、国民の健康情報や治療情報にも関わる問題
が全く不透明で、重要な課題にも関わらず、膨大な資料を読みこなす時間も与えず、
“国民の意見を真摯に聞く”という姿勢がなく、「国民の声を聞きました」という“アリバイ 意見募集の期間については、意見公募と同時に掲載している『意見・情
6
づくり”としかいえないやり方にまず強く抗議する。
報受付期間について』のとおりです。
理由
マイナンバー制度においては、民間企業が、マイナンバー法第２条第13項に規定さ
れる「個人番号関係事務実施者」として、個人番号を間接的に取り扱うことが想定され
ており、税、社会保障分野の行政手続における番号の導入などを踏まえ…」とあるが、
個人のプライバシー、しかも健康・病気に関わる情報がどのように扱われるのか不透
明な状況で、国の「システム改修や事務フローの見直しな」にために「早急に整備する
必要」という都合だけを優先し、国民に何ら知らせることなく、身内で粛々と進める今の
政治に危機感を感じる。
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ご意見の概要

ご意見に対する考え方

■該当箇所
「参照条文」
意見
参照条文には健康保険法など医療・介護に関わる分野も対象になっている。現在、患
者の病歴や診療内容など「医療の身体情報」については、マイナンバー等番号制度の
利用範囲から外れており、引き続き、堅持すべきである。「医療の身体情報」を企業が
営利目的で利用することは認められない。また、医療機関などのレセプトデータの流用 医療分野等の特に機微性の高い医療情報等における番号制度の活用
7 は絶対に認められない。
について、現在、厚生労働省において検討が進められているものと承知
理由
しています。
この間、ベネッセの個人情報の大量流出をみても明らかなように、企業の個人情報
は、垂涎の宝で、個人情報の売買は違法であっても、実際にはあらゆるところで行わ
れていると認識すべきことである。それを国がわざわざ、情報提供を進んですることに
強く反対する。国の持っている国民の情報を、いくら国が信用できる機関に委託しよう
とも、その情報が他の企業のみならず、海外にも流出してしまうことは、アメリカ合衆国
の例を見ても明らかである。
法別表第一の七十一から七十三までの項については、個人番号を利用
することによる効果や利用するための準備等の状況を踏まえ、番号制度
法別表第一の七十一から七十四の項の主務省令で定める事務は今回の命令案に記 施行当初からの個人番号の利用は見送ることとしているため、命令案に
8
載されていないようだが、別途政令が出るのか？
規定されていません。法別表第一の七十四の項については、被用者年
金一元化法の施行準備を踏まえ、改めて命令案の公布後、一部改正に
より追加することを予定しています。
第十四条の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する事務全般について
は、障害者の権利に関する条約に違反するため、削除するべき。
第五十二条の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、第五十 ご指摘の事務については、既に法の別表第一に規定されているものであ
9
七条の独立行政法人日本学生支援機構法、第五十八条の心神喪失等の状態で重大 り、これに基づき、命令案を作成しているものです。
な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に関する事務全般については
これらを対象とする目的を明確にしてから、再度パブリックコメントをもとめるべき。
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（別添１）
No.

ご意見の概要
主務省令で定める事務を定める命令第１６条に係る質問及び意見です。
質問及び意見「第１６条で定める事務に、納税証明書の交付及び過料処分の決定に
係る事務は含まれるか。含まれない場合、含まれるように訂正してほしい」

ご意見に対する考え方

質問の意図
個人に係る県税の滞納がない旨の納税証明書を交付する際に、同一人で複数税目が
10
ご指摘の事務は含まれます。
課税されている場合があります。この場合、個人番号を用いて納税の有無を確認する
ことは適切な行政運営に寄与すると考えます。
しかし、主務省令案では納税証明書の交付事務について申請書に個人番号を記載し
てもらうなどの利用事務が可能かどうか不明であるため、確認のために意見を提出し
ます。
過料処分についても同様に不明であるため、確認します。
命令案においては、法別表第一に規定されているもののうち、以下につ
いてはそれぞれの法律の施行準備を踏まえ、改めて命令案の公布後、
一部改正により追加することとしています。
・被用者年金一元化法関係（国民年金、厚生年金、共済組合）
・子ども・子育て支援法関係
本主務省令（案）に示されていない別表第１の３１項目については、いつ頃、どのような
・年金生活者支援給付金の支給に関する法律関係
形式で公表・決定されるのでしょうか。それとも、当初（平成２８年１月）からの利用を見
11
・難病の患者に対する医療等に関する法律関係
送ったものと理解してよろしいのでしょうか。
また、見送った項目についても、条例で規定すれば独自利用は可能なのでしょうか。
これら以外の事務については、個人番号を利用することによる効果や利
用するための準備等の状況を踏まえ、番号制度施行当初からの個人番
号の利用を見送ることとしているものです。また、法第九条第二項の条例
の制定については、必要に応じて改めてご相談いただきたいと思いま
す。
昨年度示された「番号法別表第１及び第２に規定される主務省令事項の整理について
（以下「６０００行資料」という。）」と比較すると、主務省令案の方が大括りな書きぶりに 前段について、お見込みのとおりです。後段について、命令案の整備を
12 なり、項目数も大幅に減ったものと感じています。これは、より包括的に規定したという 踏まえ、ご指摘の資料をベースに参考となる資料を作成することとしてい
趣旨であり、実態としてはそれ程変わっていないものと理解してよろしいでしょうか。ま ます。
た、主務省令の決定を受けて、６０００行資料（決定版）は示されるのでしょうか。
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No.

ご意見の概要

ご意見に対する考え方

命令案においては、法別表第一に規定されているもののうち、以下につ
いてはそれぞれの法律の施行準備を踏まえ、改めて命令案の公布後、
一部改正により追加することとしています。
・被用者年金一元化法関係（国民年金、厚生年金、共済組合）
別表第１の項目に関する規定はあるものの、６０００行資料で示されていた「具体的な
・子ども・子育て支援法関係
手続き」が除外されているものもあるようです。これらは当初（平成２８年１月）からの利
13
・年金生活者支援給付金の支給に関する法律関係
用を見送ったものと理解してよろしいのでしょうか。（例：別表第１の項目８及び９４の保
・難病の患者に対する医療等に関する法律関係
育サービスに係る事項 等）
これら以外の事務については、個人番号を利用することによる効果や利
用するための準備等の状況を踏まえ、番号制度施行当初からの個人番
号の利用は見送ることとしているものです。
制度の法律制定にあたって国民に反対意見もあった番号制度であるのだから、命令
の制定では少なくとも法定の原則的意見募集期間を確保し、十分に意見を聞くべきで
意見募集の期間については、意見公募と同時に掲載している『意見・情
14 ある。実施までの準備期間が必要であるなら、実施開始を予定より遅らせればよい。
報受付期間について』のとおりです。
募集期間を短縮していることは、国民によるコントロールを尊重せず役所の判断で利
用していこうという姿勢の現れであり、許されない。
命令案においては、法別表第一に規定されているもののうち、以下につ
いてはそれぞれの法律の施行準備を踏まえ、改めて命令案の公布後、
一部改正により追加することとしています。
本命令案では各条文ごと番号法別表第一の1項に対応し、その項で該当する法令の
・被用者年金一元化法関係（国民年金、厚生年金、共済組合）
条文番号を示すことにより対象事務を示している。しかし、条文番号は六十六条までで
・子ども・子育て支援法関係
あり、別表第一中の66項分しか示されていないことになる。直近の改正分を含めると
15
・年金生活者支援給付金の支給に関する法律関係
番号法別表第一は98項まであり、残りの32項分は規定されていないが、どのように理
・難病の患者に対する医療等に関する法律関係
解すればよいのか。（別表第一から外されるのか、別途それらの項に関する命令案が
示されるのか等、意図や考え方を含めて分かりやすくご説明いただきたい。）
これら以外の事務については、個人番号を利用することによる効果や利
用するための準備等の状況を踏まえ、番号制度施行当初からの個人番
号の利用は見送ることとしているものです。
本命令案で示された事務によっては抽象的な表現になっており、具体的にどのような
事務処理にて個人番号が利用されるのか、まだイメージが付きにくかった。具体的な
16
命令案の整備を踏まえ、参考資料を作成することとしています。
手続名等をまとめた資料等は別途示されるのか。示される場合には、いつ頃になるの
か。
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ご意見の概要

ご意見に対する考え方

命令案においては、法別表第一に規定されているもののうち、以下につ
いてはそれぞれの法律の施行準備を踏まえ、改めて命令案の公布後、
一部改正により追加することとしています。
・被用者年金一元化法関係（国民年金、厚生年金、共済組合）
別表第一の主務省令で定める事務の中には、今回の命令案において特に定められて ・子ども・子育て支援法関係
17 いない（記載されていない）と思われる事務がいくつか存在しているように見受けられ ・年金生活者支援給付金の支給に関する法律関係
ます。定める事務については不足なく定めるべきと考えますが、いかがでしょうか。
・難病の患者に対する医療等に関する法律関係
これら以外の事務については、個人番号を利用することによる効果や利
用するための準備等の状況を踏まえ、番号制度施行当初からの個人番
号の利用は見送ることとしているものです。
〇命令案第６０条関係
法別表第一第８４項には，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（以下「総合支援法」という）に基づく地域生活支援事業に関する事務が規定さ
れていますが，命令案第６０条に，当該事業についての記載がありません。法第９条
18 第２項により，各自治体の条例で利用範囲を定める趣旨であるかと思いますが，当該 ご指摘を踏まえ修正いたします。
事務は総合支援法第７７条に規定のある必須事業であり，各自治体で条例で定めるこ
とは非効率と考えます。特に，総合支援法第７７条第１項の市町村事業及び同条第３
項の福祉ホームについては，個人情報の収集が事業実施に必須であることから，主
務省令に明記するべきではないでしょうか。
〇命令案第６０条関係
第６０条第１項に，「障害者総合的支援法第６条の自立支援給付の支給に関する事
19 務」とありますが，総合支援法第６条は，自立支援給付の定義規定であり，事務手続
きは別の条文に規定があります。命令案第５０条（介護保険法関係）と同様に，各々の
事務手続きについて具体的に定めるべきではないでしょうか。

自立支援給付の支給に関する手続きは種々規定されているところ、これ
らの手続きについて個人番号を利用することとしています。また、障害者
総合支援法第六条を引用し「自立支援給付」を特定することにより、これ
らの手続きにおいて個人番号を利用することが明らかとなると考えていま
す。なお、ご指摘の命令案第五十条においても同様です。

証書や証に関連する条文に関して。
＜証書＞
・例えば、命令案の第二十九条の第２号に、「二 児童扶養手当法による児童扶養手
当証書に関する事務」との規定が記されていますが、児童扶養手当証書に個人番号
が記載されるのでしょうか。
ご指摘の証書、証において個人番号が記載事項となるかどうかは、個別
20 ＜証＞
の証書、証の記載事項を規定する法令において定められることとなりま
・例えば、命令案の第二十三条の第２号に、「二国民健康保険法による被保険者証、 す。
被保険者資格証明書、高齢受給者証、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療
証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書に
関する事務（前号に掲げるものを除く。）」との規定が記されていますが、これらの証に
個人番号が記載されるのでしょうか。
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No.

ご意見の概要

ご意見に対する考え方

＜命令案の該当箇所＞
第８条
＜番号法別表第一の該当箇所＞
番号法別表第一項番８「児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付
費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若し
くは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における
ご指摘の保育の実施に関する事務に関しては、子ども・子育て支援法の
保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務」のうち、保育の実施若しくは
21
施行準備を踏まえ、改めて命令案の公布後、一部改正により追加するこ
措置に関する事務について
ととしています。
＜意見＞
今回示された命令案において、番号表別表第一項番８に示されている保育の実施に
関する事務の記載がない。（命令案第８条第４号「児童福祉法第５６条第３項」に関す
る規定は、公立施設、私立施設における措置に関わる負担能力の認定及び費用の徴
収についての項目）そのため、命令案に以下の事務の記載が必要と思われる。
児童福祉法第２４条の「保育の実施に関する事務」
＜命令案の該当箇所＞
第９条
＜番号法別表第一の該当箇所＞
番号法別表第一項番９「児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生
ご指摘の児童福祉法第五十六条に基づく事務は、命令案第七条第六号
22 活支援施設における保護の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの」
及び第八条第四号において規定されています。
＜意見＞
児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保
護の実施に関する事務のうち、「負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務」には
個人番号を利用できないのか。
＜命令案の該当箇所＞
第１０条
＜番号法別表第一の該当箇所＞
番号法別表第一項番１０「予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）による予防接
命令案第十条第一号に規定する予防接種の実施に関する事務として個
23 種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるも
人番号を利用することができます。
の」
＜意見＞
予防接種法第８条の「予防接種の勧奨に関する事務」には個人番号を利用できないの
か。
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No.

ご意見の概要

ご意見に対する考え方

＜命令案の該当箇所＞
第１５条
＜番号法別表第一の該当箇所＞
番号法別表第一項番１５「生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）による保護
24 の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の ご指摘を踏まえ、修正いたします。
徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの」
＜意見＞
生活保護法第２６条の「停止若しくは廃止に関する事務」には個人番号を利用できない
のか。
＜命令案の該当箇所＞
第１６条
＜番号法別表第一の該当箇所＞
番号法別表第一項番１６「地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律
25 に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査（犯則事件の調査を
含む。）に関する事務であって主務省令で定めるもの」
＜意見＞
（１）今回示された命令案は、地方税の収納に関する事務を包括的に表現していると解
釈できるが、そのように認識して間違いないか。
26

ご指摘の「地方税の収納に関する事務」について定かではありません
が、本命令案における地方税の賦課徴収に関する事務については、地
方税法その他の地方税に関する法律やこれらに基づく条例の規定に基
づく事務が該当します。

（２）現在行っている滞納処分に関する事務で網羅されないものはあるのか。特に注意 本命令案で定める地方税の賦課徴収に関する事務は、滞納処分に関す
を払う点等はあるか。
る事務を含んでいます。

（３）「税額の決定又は更正に関する事務」について
今回示された命令案において、地方税法附則１５の９第４項、第５項の申告（バリアフ
27
リー改修）がなされた場合、居住者の要件の確認を個人番号によって行い、住民票や
介護保険の被保険者証等の提出を求める替わりとして良いのか。

住民票や介護保険に係る情報を行政機関内の情報提供ネットワークシ
ステムの活用によって取得することとし、納税義務者からの書類の提出
を不要とすることができるかというご質問と理解いたしますが、情報提供
ネットワークシステムを活用して行政機関間で照会することが可能となる
事務及び情報の具体的内容については、現在政府部内で検討中のた
め、現時点では具体的にお答えすることは出来ません。

（４）租税特別措置法第７２条の２、第７３条、第７４条、第７５条の住宅用家屋に係る登
質問の詳細が不明であるため、お答えは差し控えさせていただきます。
28 録免許税の軽減措置について別表第一中に記載がないが、個人番号を申請書に記
必要に応じて、改めてお問い合わせ願います。
載していただくことによって、現住所の確認などの替わりとすることはできないのか。
（５）「その他の地方税の賦課徴収に関する事務」について
29 その他の賦課徴収に関する事務の中には、各種税目の減免事務も含まれていると考 ご指摘のとおり、地方税の賦課徴収に関する事務に該当します。
えてよろしいか。
8/23

（別添１）
No.

ご意見の概要

ご意見に対する考え方

＜命令案の該当箇所＞
第１８条
＜番号法別表第一の該当箇所＞
番号法別表第一項番１９「公営住宅法による公営住宅（同法第二条第二号に規定する
30
公営住宅をいう。以下同じ。）の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの」
＜意見＞
公営住宅法第４７条の「管理の特例に関する事務」には個人番号を利用できないの
か。

公営住宅法第四十七条は、公営住宅を管理する事業主体に代わって公
営住宅の管理を行うことができる旨を規定しているものと承知しています
が、当該管理に関する事務で個人番号が利用できるものについては、管
理の特例において代わって管理を行うこととされている地方公共団体等
においても個人番号を利用することができるものと考えています。

＜命令案の該当箇所＞
第２４条
＜番号法別表第一の該当箇所＞
番号法別表第一項番３０「国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）による
命令案第二十四条に規定している事務の範囲においてご指摘の資料の
保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの」
31
提供等の求めに個人番号を利用することは可能です。また、保健事業に
＜意見＞
関する事務においては個人番号は利用できません。
国民健康保険法第１１３条の２の「資料の提供等の求めに関する事務」には個人番号
を利用できないのか。
国民健康保険法第８２条の「保健事業に関する事務」には、個人番号を利用できない
という認識でよいのか。
＜命令案の該当箇所＞
該当箇所無し
＜番号法別表第一の該当箇所＞
番号法別表第一項番３１「国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）による年金 番号法別表第一の三十一の項については、被用者年金一元化法の施
32 である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可 行準備の状況を踏まえ、命令案の公布後、一部改正により追加すること
又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって主務 としています。
省令で定めるもの」
＜意見＞
番号法別表第一項番３１に関する規定が命令案に無い。
＜命令案の該当箇所＞
第２９条
＜番号法別表第一の該当箇所＞
番号法別表第一項番３１「児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）によ
命令案第二十九条に規定している事務の範囲においてご指摘の資料の
る児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの」
33
提供等の求めに個人番号を利用することは可能です。また、現況の届出
＜意見＞
に関する事務については、命令案第二十九条第五号に含まれます。
児童扶養手当法第３０条の「資料の提供等の求めに関する事務」には個人番号を利
用できないのか。
児童扶養手当法施行規則第４条の「現況の届出に関する事務」には個人番号を利用
できないのか。
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No.

ご意見の概要

ご意見に対する考え方

＜命令案の該当箇所＞
第３７条
＜番号法別表第一の該当箇所＞
番号法別表項番４６「特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律
命令案第三十七条に規定している事務の範囲においてご指摘の資料の
34 第百三十四号）による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定
提供等の求めに個人番号を利用することは可能です。
めるもの」
＜意見＞
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第３７条の「資料の提供等の求めに関する
事務」には個人番号を利用できないのか。
＜命令案の該当箇所＞
第３８条
＜番号法別表第一の該当箇所＞
番号法別表項番４７「特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手
当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法 命令案第三十八条に規定している事務の範囲においてご指摘の資料の
35
律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。）附則第九十七条第一項 提供等の求めに個人番号を利用することは可能です。
の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの」
＜意見＞
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第３７条の「資料の提供等の求めに関する
事務」には個人番号を利用できないのか。
＜命令案の該当箇所＞
第４６条
＜番号法別表第一の該当箇所＞
番号法別表項番５９「高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付
命令案第四十六条に規定している事務の範囲においてご指摘の資料の
の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの」
36
提供等の求めに個人番号を利用することは可能です。保健事業に関す
＜意見＞
る事務においては、個人番号は利用できません。
高齢者の医療の確保に関する法律第１３８条の「資料の提供等の求めに関する事務」
には個人番号を利用できないのか
高齢者の医療の確保に関する法律第１２５条の「保健事業に関する事務」において
は、個人番号を利用できないという認識でよいのか。
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No.

ご意見の概要

ご意見に対する考え方

＜命令案の該当箇所＞
第４８条
＜番号法別表第一の該当箇所＞
番号法別表項番６３「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国
残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者
支援金（以下「中国残留邦人等支援給付等」という。）の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの」
37
ご指摘を踏まえ、修正いたします。
＜意見＞
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項（同法第十五条第三項及び平成
十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。）の規定によりその
例によることとされる生活保護法第６３条の「保護に要する費用の返還に関する事務」
及び生活保護法第７７条第１項又は第７８条第１項から第３項までの「徴収金の徴収に
関する事務」には個人番号を利用できないのか。
＜命令案の該当箇所＞
第６０条
＜番号法別表第一の該当箇所＞
番号法別表項番８４「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
命令案第六十条に規定している事務の範囲においてご指摘の資料の提
38 律（平成十七年法律第百二十三号）による自立支援給付の支給又は地域生活支援事
供等の求めに個人番号を利用することは可能です。
業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの」
＜意見＞
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第１２条の「資料の
提供等の求めに関する事務」には個人番号を利用できないのか
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ご意見の概要

ご意見に対する考え方

＜命令案の該当箇所＞
該当箇所無し
＜番号法別表第一の該当箇所＞
番号法別表項番９４「子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）による子
どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関す
る事務であって主務省令で定めるもの」
＜意見＞
ご指摘の法別表第一の九十四の項については、子ども・子育て支援法の
今回示された命令案において、番号表別表第一項番９４に示されている事務について
39
施行準備の状況を踏まえ、命令案の公布後、一部改正により追加するこ
の記載がない。そのため、命令案に、子ども・子育て支援法による以下の事務の記載
ととしています。
が必要と思われる。
資料の提供等（法第１６条関連
支給認定の申請、変更、取消（法第２０条、第２１条、第２２条、第２３条、第２４条関連）
都道府県による援助等（法第２５条関連
施設型給付費及び地域型保育給付費の支給における利用者負担決定のための世帯
状況及び所得の把握（法第２７条３項、第２８条、第２９条３項、第３０条関連）
私立保育所に係る委託費の支払い、保育料の徴収（法附則第６条関連）
＜命令案の該当箇所＞
該当箇所無し
＜番号法別表第一の該当箇所＞
ご指摘の法別表第一の九十八の項については、難病の患者に対する医
40 番号法別表項番９８「難病の患者に対する医療等に関する法律（平成二十六年法律第 療等に関する法律の施行準備の状況を踏まえ、命令案の公布後、一部
五十号）による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの」
改正により追加することとしています。
＜意見＞
番号法別表第一項番９８に関する規定が命令案に無い。
「命令案」第１５条の１は生活保護の開始の申請の審査に関わるものであるが、これは
生存権を保障することに関わる重要な事務であり、なりすましや改ざんのリスクを含む
41
番号制度を安易に利用するべき事務ではない。あくまで要保護者本人の困窮の訴え
を尊重して判断されるべきである。

番号制度においては、個人番号の提供を受ける際に厳格な本人確認の
措置を義務づけることにより、成りすましの防止を図っています。また、個
人情報保護等の観点から、制度面、システム面の両面から保護措置をと
ることとしています。

第24条についてですが、国民健康保険法第77条(保険料の減免等)が記載されており
ません。
ご指摘の保険料の減免等の事務については、命令案第二十四条第六号
42 情報提供側情報のなかに旧被扶養者情報が含まれており、旧被扶養者情報は保険
に含まれます。
料の減免申請に必要な情報です。第24条に国民健康保険法第77条を記載しなくとも
利用可能な情報となるのでしょうか。それとも条例化が必要となるのでしょうか。
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（別添１）
No.

ご意見の概要

ご意見に対する考え方

施行規則案第4条についての意見
「船員保険法第66条の船員法による療養補償との調整に関する事務」については、申
請も多く所謂「マイナンバー法」の対象として頂きたいと考えておりますが、現在の施行
規則案には当該事務は含まれておりません。
第4条第3号に「船員保険法第二十九条又は第三十条の保険給付の支給に関する事
務」とありますが、「船員保険法第二十九条又は第三十条」を読むと、船保法66条の
「療養補償との調整」が挙げられておりません。
43
ご指摘の事務は命令案第四条第三号に含まれます。
また、仮に船保法第66条の事務を「療養の給付」に関連する事務と解釈した場合で
あっても、同号はあくまで「保険給付の支給」と現金給付に限定された書き振りであり、
「保険給付の支給」ではない「療養の給付」は含まれないこととなるのではないでしょう
か。
以上のことから、施行規則案第4条に「船員保険法第66条の船員法による療養補償と
の調整に関する事務」を追加した方が良いのではないでしょうか。
以上の点につきまして、御検討お願いいたします。
当会は、共通番号制度は、国が個人の社会保障の給付と負担を「個人会計」として管
理することが懸念されること、また、サイバー犯罪などが絶えない時代にもかかわら
ず、ネットワークシステムのセキュリティーが脆弱であり、情報漏洩や「なりすまし」犯罪
の危険が高まること、ランニングコストも明らかにされないまま毎年数百億単位の費用
がかかると予想されているなど費用対効果の根拠が不明確なまま国民に新たな負担
を強いること、などの理由から重大なリスクがあるため制度に反対している。反対を前
提に以下２点の意見を述べる。
44
意見１【該当箇所】 意見・情報受付期間について
【意見】行政手続法にもとづく意見提出期間は原則、案の公示日から起算して30日以
上とされている。募集期間の大幅短縮は国民の意見提出の機会を奪うものである。示
されている理由も、本年2月11日から24日にかけて内閣官房から募集された「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施行令（仮称）」
（案件番号095131380）とほぼ同じであり、改善する気がないのではないかと疑念を禁
じ得ない。安易な期間短縮を改めることを強く要望する。
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意見募集の期間については、意見公募と同時に掲載している『意見・情
報受付期間について』のとおりです。

（別添１）
No.

ご意見の概要

ご意見に対する考え方

意見２
【該当箇所】 医療分野の利用範囲について
（第１条から第２条：健康保険法関連、第３条から第４条：船員保険法関連、第24条：国
民健康保険法関連、第46条：高齢者の医療の確保に関する法律関連、第52条：感染
症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律関連）
【意見】
患者の病歴や診療内容など「医療の身体情報」については現時点では利用範囲から
外れているが、今後、共通番号とは異なる番号を使うことも含め検討されている。いっ
たん制度を導入すれば、機微性の高い「医療の身体情報」など個人情報を、民間保険
45
会社などの営利企業が利用しないという保障はない。個人番号を利用できる事務の範
囲に今後も機微制の高い「医療の身体情報」を追加しないこと。レセプトデータの目的
外利用もしないこと。
また、医療分野の利用範囲は、「保険料の徴収事務」と「保険給付の支給」とされてい
るが、共通番号で名寄せすれば、個人が負担した保険料と受けた給付の状況が分か
る。地方自治法第１条の「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行
政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」に則り、「給付に見合う納付」の名
で、国民健康保険料等の取り立て強化や医療給付の制限につながらないようにするこ
と。

医療分野等の特に機微性の高い医療情報等における番号制度の活用
について、現在、厚生労働省において検討が進められているものと承知
しています。
また、番号制度の基本理念として、法第三条第二号に「社会保障制度、
税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資す
ること」と規定されており、これに基づき、各制度において個人番号の利
用が行われるものと考えています。

番号制度導入後の事務については、個別の制度に関する法令の整備と
ともに所管省庁から示されるものと考えています。
なお、ご指摘の法定調書については、平成25年５月31日に「行政手続に
別表第一の主務省令で定める事務を定める命令（以下「別表第一省令」とする。）で
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の施行
は、「個人番号利用事務」の範囲を規定するものと思料しますが、それぞれの事務に に伴う関係法律の整備等に関する法律」、本年５月14日に「行政手続に
おける「個人番号利用事務」の事務フロー、これに付随する「個人番号関係事務」の事 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及び行
務フローに関してはいつ、どの規定・命令で整備する予定か、ご教示の程お願いいた 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
します。
律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関
46
係政令の整備に関する政令」、本年7月9日に「所得税法施行規則の一部
なお、ＲＫ協議会は確定拠出年金制度における記録関連運営管理機関の協議会であ を改正する省令」等がそれぞれ公布され、①税務署長に提出する法定調
り、喫緊の課題として別表第一省令第30条第1項第4号、第15号の「個人番号利用事 書の記載事項（法定調書提出義務者、金銭の支払受ける者等）に番号を
務」に付随して、法定調書に個人番号を追記する「個人番号関係事務」の実施を想定 追加、②法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等が告知すべき
しております。具体的にこの事務要領等を定める時期、整備する規定・命令までご教 事項に番号を追加するなどの措置がなされています。
示くださいますようお願いいたします。
また、本人確認措置については、法、令、規則において規定されていま
す。
上記法定調書の様式や本人確認の更なる詳細については、今後、所管
省庁から示されるものと考えています。
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（別添１）
No.

ご意見の概要
第十六条において、「地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基
づく条例による（中略）その他の地方税の賦課徴収（中略）に関する事務」とあります
が、
47 １．この「その他の賦課徴収に関する事務」とは、例えば、地方税法第六条に規定され
た課税免除・不均一課税や、同法第二十条の十の納税証明書の交付、地方税法に基
づき自治体の条例で規定された税の減免にかかる事務を想定すればよいでしょうの
か。
２．また、地方税法で「国税徴収法の例による」とされている地方税の滞納処分におけ
48 る個人番号の利用については、第六条と第三十条第十三号のどちらが根拠規定とな
るのでしょうか。
【募集期間について】
49 募集期間が１４日間に短縮された為、充分な意見が反映されない問題があります。
1ヶ月に延長してください。

ご意見に対する考え方

本命令案における地方税の賦課徴収に関する事務については、地方税
法その他の地方税に関する法律やこれらに基づく条例の規定に基づく事
務が該当します。

お尋ねの件については、本命令案第十六条となります。
意見募集の期間については、意見公募と同時に掲載している『意見・情
報受付期間について』のとおりです。

【精神保健福祉法の措置入院等での利用について】
第14条精神保健及び精神障害者福祉法による措置入院等での利用はしないでくださ
い。
内閣官房のサイトのFAQでは「現時点で、病歴等の医療情報は番号制度の対象に
入っておらず、今後の検討課題」とされています。
なのに、精神障害者については病状等の医療情報も利用対象とするのであれば、説
明に反します。
精神障害に関わる個人情報は差別の原因となる情報です。さらに措置入院という行政
による強制入院は、国際的な批判も受けています。
50
このような事務への利用は人権侵害につながります。
番号法の国会審議では、総務大臣は「行政上の申請がないものに関して行政機関が
勝手に個人のデータを見ることはございません。本人の知らないうちに勝手に行政間
で何かを調べるとか、そういったことはこれは許されていない」と答弁しています（参議
院総務委員会2013年５月21日）。この答弁を内閣官房は「申請を始めとする何らかの
本人の関与があって初めて行政機関が情報連携を行うこととなるという趣旨」であると
説明しています。
しかし措置入院制度は、何らの本人の関与なしに行政措置として行われるものであ
り、このような事務に利用することは国会での説明に反します。

ご指摘の事務については、法別表第一の十四の項において、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であっ
て主務省令で定めるものとして、個人番号の利用範囲として規定されて
いるものです。
また、現時点で、病歴等の医療情報において個人番号の利用は想定さ
れていません。
なお、医療分野等の特に機微性の高い医療情報等における番号制度の
活用については、現在、厚生労働省において検討が進められているもの
と承知しています。

本命令は条形式でなく表の形式で作成するべきです。
理由は、第一に、本命令案の条番号と、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（以下「法」といいます。）別表第１の項番号とが第１８
51
条以降ずれてきて見辛いため、第二に、本命令は今後幾度となく改正することとなると
思いますが、その度に、条ずれ又は枝番の条の挿入を行うより、表形式で制定する方
が今後のメンテナンスとしても職員の皆様の負担も多少は軽減されると思います。

法別表については、今後も追加があり得るものであり、これにともない、
主務省令についても今後改正の必要があり得るものです。法令の一部
改正においては、改め文によることとされているため、ご指摘の表形式と
することは、主務省令の改正においてかえって分かりにくくなる恐れがあ
ると考えています。
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（別添１）
No.

ご意見の概要

ご意見に対する考え方

本命令の公布時に、被用者年金一元化法関連事務や子ども・子育て支援法関連事
務などの今回漏れた部分についてのパブリックコメント手続実施時期及び改正命令公
布時期を公表するべきです。
52
ご要望を踏まえ、今後とも、適時適切な情報提供に努めてまいります。
理由としては、国からの情報提供や省令等の公布が酷く遅れているため、各地方自
治体や関係団体の番号制度準備作業も必然的に遅れている現状を鑑みると、これ以
上の遅れを防ぐべく国は適時適切な情報提供に努める必要があると考えるためです。
法別表第１第６４項の事務である原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に係る
事務など、前記２に該当しない十程度の事務が本命令案には規定されていませんが、
これら事務については、命令に規定できないのならば、法を改正して別表から削除す
53 るべきです。
理由としては、利用する予定のない事務を法で定めても国民の利便は何ら向上しな
いためです。法から削除しないのならば、これら事務についての個人番号を利用でき
る具体的な事務も本命令に限定的に列挙できるはずです。

ご指摘の事務については、個人番号を利用することによる効果や利用す
るための準備等の状況を踏まえ番号制度施行当初からの個人番号の利
用を見送ることとしているものです。全く利用しないとしているものではな
いため、直ちに法別表から削除することは考えていません。

法別表第１第３６項の２に規定する災害対策基本法による被災者台帳の作成に関す
る事務であって主務省令で定めるものは、本命令案において、「災害対策基本法第９０
条の３第１項の被災者台帳の作成に関する事務」と定められていますが、この規定ぶ
りでは果たして被災者台帳の作成に関する事務のどのような場面で個人番号を利用 番号制度導入後の事務については、個別の制度に関する法令の整備と
54 するのかが不明瞭です。同様の記載ぶりは、他の条にもありますが、国は、実務上、 ともに所管省庁から示されるものと考えていますが、必要に応じて、制度
個人番号利用事務者がどのように個人番号を利用するのかを吟味した上で法を制定 所管省庁にお問い合わせいただければと思います。
し、本命令案を提示しているのか、疑問を感じるところです。特定個人情報という非常
にセンシティブな情報は、各地方公共団体や関係団体により取扱いに差があるべきで
はないと考えます。よって、具体性のある規定に修正をしてください。
第二十六条第九項
割増賃料の徴収猶予については申請に基づくものとなるため、第十八条第三項、第二
55
ご指摘を踏まえ、修正いたします。
十六条第二項と同様に、「徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての
審査又はその申請に対する応答に関する事務」とすべきではないか。
第十八条及び第二十六条
公営住宅法及び住宅地区改良法に基づいて整備された住宅のみが対象となっている
各自治体の判断で独自に行っている事業については、法律で一律に規
が、各自治体では、自治体単独で低額所得者向け住宅等を整備し、公営住宅等と一
56
定するのではなく、個人番号の利用についても各自治体の判断により条
体で管理している場合があるため、自治体単独住宅における収入申告等の各事務に
例を定め利用することとしているものです。
おいても、条例制定・改正の必要なく番号制度を活用できるよう、法令等の整備をして
いただきたい。
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ご意見に対する考え方

募集期間は１カ月とするべき
原則として１カ月間の意見受付期間が、14日間に短縮されています。
「意見・情報受付期間について」では、関係者の準備のためには、早期に本命令を公
布する必要があるために短縮したと説明されています。
しかしこの省令案の提示は、すでに大幅に遅延しています。昨年８月の自治体向け説
明会では、昨年11月にパブコメを行って2013年内には公布する予定でした。今年2月
の都道府県主管課長説明会では、3月中にはパプコメを開始すると説明されていまし
た。さらに今年7月18日更新の社会保障・税番号制度サイトの地方公共団体向けFAQ
では、番号法別表第一及び別表第二に関する主務省令は７月中にパブリックコメント
を開始すると掲載されていますが、別表第二の省令案は未だに意見募集されていま
せん。
すでに大幅に遅れている中で、今回の意見募集期間だけ半分に短縮することに合理 意見募集の期間については、意見公募と同時に掲載している『意見・情
57
性はありません。
報受付期間について』のとおりです。
番号法関係の意見募集は、いままで施行令も施行規則でも１４日間に短縮されてい
ます。国民や関係者の意見を聞く姿勢があるのか、疑問に感じます。
今回の募集内容は、番号制度を具体的にどのような事務に利用するかを明らかにす
るものです。番号法案の国会審議では費用対効果や利便性などは、具体的な利用事
務が決まっていないからと審議できませんでした。今回の意見募集において、利用事
務についてその効率性、必要性、利便性、費用対効果やプライバシーを侵害しないか
など具体的に検討されるべきであり、その重要な期間が短縮されることには反対で
す。
すでに遅延によって行政機関や地方公共団体、民間企業の準備に大きな支障が出
ており、実施に間に合うのか危ぶまれる事態となっています。スケジュールに固執せ
ず、国民や関係者の検討期間を十分に保障した実施スケジュールに改めるべきです。
現在、社会保険労務士が雇用保険法の手続きにて提出代行を行う場合、平成１８年１
０月１８日付で厚生労働省職業安定局雇用保険課長より通知された「雇用保険関係手
続に係るオンライン利用促進について」による電子申請の照合事務の省略または、社
会保険労務士法第１７条に基づく審査事項等の付記による照合省略により、照合省略
が行われ、個人情報が雇用保険被保険者資格取得届などの用紙に記載される情報
のみで手続きが行われる場合がある。
番号制度導入後の事務については、個別の制度に関する法令の整備と
58 第45条第1号に雇用保険法による被保険者に係る届出の受理、審査応答に関する事 ともに所管省庁から示されるものと考えていますが、必要に応じて、制度
務とはあくまで、職業安定所等において個人番号を必要な限度にて利用することがで 所管省庁にお問い合わせ下さい。
きることを示すものであり、個人番号及び個人識別資料の提出を強制するものでない
という認識でよいか。
個人番号及び個人識別資料の照合省略が出来ない場合、手続き作業が増大するの
で、通常の手続きで確認がとれない場合のみを法第9条第1項の「必要な限度」にして
頂きたい。
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ご意見の概要

ご意見に対する考え方

別表第1では事実婚の取り扱いで被扶養者になるものとならないものがある。
事実婚の配偶者の子を健康保険の被扶養者とするため、第2条第1号のため事実婚の ご指摘の事務の詳細が必ずしも明らかではないので、お答えは差し控え
59 配偶者の子の個人番号の提供を受けた場合、入籍して法定婚に変わり別表1の他の させていただきます。必要に応じて、改めて個別にお問い合わせ願いま
法令で新たに被扶養者に該当すると、新たに当該子の個人番号の提供を受ける必要 す。
があるという認識でよいか。
パブリックコメント募集期間の短縮について
私は「マイナンバー」制度そのものに反対です。固有の名前をもつ個人に番号をつけ
管理する制度に賛成できないのです。この十年余、住基ネットに反対する住民運動に
かかわってきました。政府が、あの手この手で宣伝したにも関わらず、住基カードは、
国民の間に普及しませんでした。自治体で住基ネットの維持管理経費がかさみ、とり
意見募集の期間については、意見公募と同時に掲載している『意見・情
60 わけ予算規模の小さな自治体は悲鳴を上げています。その反省もなく、莫大な血税を
報受付期間について』のとおりです。
使って「マイナンバー」制度を導入するとは到底納得できません。
現在、自治体では、政府の方針が二転三転し、システム改修の仕様確定、経費算出も
できない状況だと報告されています。このような中で、通常、原則３０日という募集期間
を２週間に短縮したことは、理解できません。公布を急ぐためと説明されていますが、
あまりにも政府の身勝手ではないでしょうか。
精神保護法福祉法の措置入院等での利用について
第14条精神保健及び精神障害者福祉法による措置入院等での利用はやめていただ
きたい。
今回の省令案では、措置入院の際の通報・申請に基づく診察と入院措置の決定や、
精神障害者保健福祉手帳の申請の審査、更新の認定審査、手帳の交付台帳整備、
障害等級変更の審査などに利用されるとされています。今回の番号法では、医療情報
は、医療費などの経済的事務に限定し、病状等については、医療分野の個人情報保
61 護法が制定されるまでは利用しないと説明されていました。この保護法は、まだ制定さ
れていません。にもかかわらず、精神障害者については病状などの医療情報も利用対
象にするということになれば、障害者への差別ではないでしょうか。
特に、「措置入院」という行政による強制入院は、国際的にも批判されています。安倍
政府は「秘密保護法」を強行成立させました。「盗聴法」の改定、「共謀罪」の新設も準
備していると報道されています。今回の精神障害者の医療情報も利用対象とする省令
案は、一連の監視体制の強化とつながる「予防拘束」に利用されるのではと危惧され
ます。よって「措置入院」等での利用を止めていただきたい。

ご指摘の事務については、法別表第一の十四の項において、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であっ
て主務省令で定めるものとして、個人番号の利用範囲として規定されて
いるものです。
また、現時点で、病歴等の医療情報において個人番号の利用は想定さ
れていません。
なお、医療分野等の特に機微性の高い医療情報等における番号制度の
活用については、現在、厚生労働省において検討が進められているもの
と承知しています。

省令案の提示が大幅に遅れていることを理由にパブコメ期間を短縮したことに抗議し
意見募集の期間については、意見公募と同時に掲載している『意見・情
62 ます。国民の意見を真摯に聞く姿勢がみえません。通常の1ヶ月の期間をとるべきでし
報受付期間について』のとおりです。
た。
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（別添１）
No.

ご意見の概要

ご意見に対する考え方

先日8月8日「都政新報」に載ったとおり、共通番号制導入における国庫補償後退に
対して、区長会・市長会から全額負担を求める切実な声が起こっています。重要な省
63 令案も遅れ、財政負担も重いのであれば、共通番号制本体への疑念・反対が広まる
のは当然です。法定受託事務ですから、地方自治体にとって納得のいく説明と財源負
担の全責任は国がとるべきと考えます。

番号制度導入に係る地方公共団体のシステム整備経費については、原
則として国が事業費の全額を負担するとの考え方ですが、現に番号制度
を活用することで地方公共団体が効率化等のメリットを享受する既存業
務システムの改修費用については、事業費の3分の1を地方公共団体に
負担していただくこととしています。

「別表第二の省令案」とあわせて意見募集すべきです。情報連携対象事務を規定す
る別表第二の省令案は、利用事務と密接に関連します。また、今回の省令案にない約
64 20もの事務の扱いが明らかになっていないことは問題です。別表第一「厚生年金基
金・企業年金による給付」が番号法成立直後に削除された理由は何でしょう。わかりや
すい説明をお願いします。

番号法の施行に向けて、可能な限り必要な情報を随時提供していくこと
が重要と考えていますので、まずは別表第一に関する主務省令案を示さ
せていただいているものです。また、ご指摘の厚生年金基金等について
は、番号法別表第一の二十五の項の削除についてと理解しますが、これ
については、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年
金保健法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第六十三号）に
より、厚生年金基金の原則廃止等を踏まえ削除されたものです。

ご指摘の事務については、法別表第一の十四の項において、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であっ
て主務省令で定めるものとして、個人番号の利用範囲として規定されて
精神障害に関わる個人情報はきわめてセンシティブであり、現在の日本では差別の いるものです。
65 原因となる情報です。措置入院という行政による強制入院は、国際的な批判も受けて また、現時点で、病歴等の医療情報において個人番号の利用は想定さ
いますので、利用の中止を強く求めます。
れていません。
なお、医療分野等の特に機微性の高い医療情報等における番号制度の
活用については、現在、厚生労働省において検討が進められているもの
と承知しています。
66

riyuu ha douare,teisyutu kikann ha sukunakutomo ikkagetu ha
hosyousubeki desu.

意見募集の期間については、意見公募と同時に掲載している『意見・情
報受付期間について』のとおりです。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年六月
十八日法律第百十二号)第九十四条から第九十六条までの事務を加えるべきです。
安否情報の確認については、個人を特定することが重要であることから、東日本大
ご指摘の事務については、法別表第一に規定されていないため、本命令
震災を受けて、被災者台帳への利用が可能となりました。国民保護法の安否情報の
67
案においても規定することはできません。また、災害対策基本法の改正
確認についても同様であり、個人番号の利用ができない状況では、困難であることか
に関しては法律を所管する省庁に必要に応じてご要望下さい。
ら、別表第一の主務省令で定める事務に加えることが必要です。
仮にここで加えられない場合は、災害対策基本法の改正を持って、被災者台帳の利
用を国民保護法の事務にも可能とするようにすることが必要と考えます。
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（別添１）
No.

ご意見の概要
ご意見に対する考え方
募集期間は1カ月とするべき
原則として1カ月間の意見受付期間が、14日間に短縮されています。「意見・情報受付
期間について」では、関係者の準備のためには、早期に本命令を公布する必要がある
ために短縮したと説明されています。しかしこの省令案の提示は、すでに大幅に遅延し
ています。昨年8月の自治体向け説明会では、昨年11月にパブコメを行って2013年内
には公布する予定でした。今年2月の都道府県主管課長説明会では、3月中にはパブ
コメを開始すると説明されていました。さらに今年7月18日更新の社会保障・税番号制
度サイトの地方公共団体向けFAQでは、番号法別表第一及び別表第二に関する主務
省令は7月中にパブリックコメントを開始すると掲載されていますが、別表第二の省令
案は未だに意見募集されていません。すでに大幅に遅れている中で、今回の意見募
意見募集の期間については、意見公募と同時に掲載している『意見・情
68 集期間だけ半分に短縮することに合理性はありません。番号法関係の意見募集は、
報受付期間について』のとおりです。
いままで施行令も施行規則でも14日間に短縮されています。国民や関係者の意見を
間く姿勢があるのか、疑問に感じます。今回の募集内容は、番号制度を具体的にどの
ような事務に利用するかを明らかにするものです。番号法案の国会審議では費用対効
果や利便性などは、具体的な利用事務が決まっていないからと審議できませんでし
た。今回の意見募集において、利用事務についてその効率性、必要性、利便性、費用
対効果やプライパシーを侵害しないかなど具体的に検討されるべきであり、その重要
な期間が短縮されることには反対です。すでに遅延によって行政機関や地方公共団
体、民間企業の準備に大きな支障が出ており、実施に間に合うのか危ぶまれる事態と
なっています。スケジュールに固執せず、国民や関係者の検討期間を十分に保障した
実施スケジュールに改めるべきです。
別表第二の省令案とあわせて意見募集すべき
番号法の施行に向けて、可能な限り必要な情報を随時提供していくこと
69 情報連携対象事務を規定する別表第二の省令案は公表されていません。利用事務と が重要と考えていますので、まずは別表第一に関する主務省令案を示さ
密接に関連するものであり、あわせて検討できるようにすべきです。
せていただいているものです。
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（別添１）
No.

ご意見の概要

ご意見に対する考え方
命令案においては、法別表第一に規定されているもののうち、以下につ
今回の省令案にない事務の扱いを明らかにして意見を聞くべき
いてはそれぞれの法律の施行準備を踏まえ、改めて命令案の公布後、
法別表第一の事務は主務省令で定めるものについて利用できるとされていますが、今 一部改正により追加することとしています。
回の省令案には以下の事務が載っていません。住基ネット導入の際も、住基法別表に ・被用者年金一元化法関係（国民年金、厚生年金、共済組合）
本人確認情報の提供事務として掲載されながら実際には使われない事務がありまし ・子ども・子育て支援法関係
た。今回載っていない理由と今後の事務の扱いを明らかにして意見募集をしてくださ ・年金生活者支援給付金の支給に関する法律関係
い。あわせて、別表第一の25の厚生年金基金・企業年金による給付が、番号法成立 ・難病の患者に対する医療等に関する法律関係
直後に削除された理由も説明してください。
70 18社会福祉協議会の貸付、22私学共済給付、24厚生年金給付等、28・29国家公務員 これら以外の事務については、個人番号を利用することによる効果や利
共済給付、31国民年金給付等、32・33国民年金基金、39地方公務員共済給付、51・52 用するための準備等の状況を踏まえ、番号制度施行当初からの個人番
雇用対策法、55石炭鉱業年金募金、58賃金の支払の確保等に関する法律による未払 号の利用は見送ることとしているものです。
い賃金の立替払、60厚生年金保険の政府支給年金、61港湾労働者証交付、64原子
爆弾被爆者に対する援護法関係事務、65原子爆弾被爆者援護法医療費支給、66厚 また、ご指摘の厚生年金基金等については、番号法別表第一の二十五
生年金保険の政府支給年金、71確定給付企業年金給付、72・73確定拠出年金事務、 の項の削除についてと理解しますが、これについては、公的年金制度の
74農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による政府支給年金、79福 健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保健法等の一部を改正す
祉医療機構小口貸付事務、80医薬品医療機器総合機構による副作用救済給付等
る法律（平成二十五年法律第六十三号）により、厚生年金基金の原則廃
止等を踏まえ削除されたものです。
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（別添１）
No.

ご意見の概要
第14条精神保健及び精神障害者福祉法による措置入院等での利用はしないでくださ
い
法別表第ーでは、精神保健福祉法による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の誇
求又は精神障害者保健編祉手帳の交付に関する事務とされていたものが、今回の省
令案で具体的に措置入院の際の通報・申請に基づく診察と入院措置の決定や、精神
障害者保健福祉手帳の申請の審査、更新の認定審査、手帳の交付台帳整備、障害
等級変更の審査などに利用するとされています。主務省令の文面からは、これらの事
務において単に費用徴収のための課税状況や他法該当の確認、居住の確認にとどま
らず、「精神障害の状態Jや自傷他害のおそれなどの病状の診断、手帳取得者の管理
などにも特定個人情報を利用することが可能になります。このような利用事務の規定
には、以下の理由で反対です。
1）今回の番号法では医療情報は医療費などの経済的事務に利用を限定し、病状等に
ついては医療分野の個人情報保護法を整備するまでは利用しないと説明されており、
この保護法は制定されていません。内閣官房のサイトのFAQでも「現時点で、病歴等
71 の医療情報は番号制度の対象に入っておらず、今後の検討課題」とされています。に
もかかわらず、精神障害者については病状等の医療情報も利用対象とするのであれ
ば、説明に反します。
2）精神樟害に関わる個人情報はきわめてセンシティブであるばかりでなく、現在の日
本では差別の原因となる情報です。さらに措置入院という行政による強制入院は、国
際的な批判も受けています。このような事務への利用は人権侵害につながるとともに、
「国家による管理」に利用することであり、番号制度の導入目的として説明されてきたこ
とに反します。
3）番号法の国会審議では、総務大臣は「行政上の申請がないものに関して行政機関
が勝手に倍人のデータを見ることはございません。本人の知らないうちに勝手に行政
問で何かを調べるとか、そういったことはこれは許されていない」と答弁しています（参
議院総務委員会2013年5月21日）。この答弁を内閣官房は「申誇を始めとする何らか
の本人の関与があって初めて行政機関が情報連携を行うこととなるという趣旨」である
と説明しています。しかし措置入院制度は、何らの本人の関与なしに行政措置として行
われるものであり、このような事務に利用することは国会での説明に反します。
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ご意見に対する考え方

ご指摘の事務については、法別表第一の十四の項において、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であっ
て主務省令で定めるものとして、個人番号の利用範囲として規定されて
いるものです。
また、現時点で、病歴等の医療情報において個人番号の利用は想定さ
れていません。
なお、医療分野等の特に機微性の高い医療情報等における番号制度の
活用については、現在、厚生労働省において検討が進められているもの
と承知しています。

（別添１）
No.

ご意見の概要

ご意見に対する考え方

第57条日本学生支援機構の学資金回収事務では利用しないでください
別表第一81で学資の貸与に関する事務とされていた独立行政法人日本学生支援機
構の利用事務について、省令案第57条では、具体的に以下の事務に利用するとされ
ています。
1貸与の申請、申請に係る審査・応答
2返還期限、返還方法の決定
3返還期限の猶予・返還免除の申請、申請に係る審査・応答
4学資金の回収
奨学金は学費の高騰で借入額も増大する一方で、非正規労働等の低賃金・不安定雇
用の拡大により、卒業後の返済が困難になり追い詰められる人が増加しています。そ
れに対し、日本育英会から改組された日本学生支援機構は奨学金を金融事業として
72 債権回収を強化しています。その結果、返済が延滞すると信用情報機関のブラックリ
ストに登録し、債権回収会社に回収を委託し、さらに支払い督促の裁判を連発し一括
返済を求めるなど、サラ金よりも酷いと評されています。いくら返済しても延滞金と利息
に充当されるばかりで元本は減らず、奨学金とは名ばかりの「学生ローン」「貧困ビジ
ネス」と化しています。現在、マイナンバーを利用して所得連動型の返済制度の導入が
検討されています。しかし現行の「所得連動返還型無利子奨学金」は返済を猶予する
だけで、元金や利息を免除するものではありません。所得に応じて一定期問返せば残
額が免除される制度でなければ、返済期間を先送りするだけで、一生借金奴隷を強い
ることになります。このような奨学金制度の現状のままで、学資金の回収に番号制度
を利用すれば、さらに返済困難な人を追い詰めることになり、また他の金融業でも債権
回収に番号制度の利用を認めざるをえなくなります。学資金回収は利用事務から除く
べきです。
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独立行政法人日本学生支援機構の奨学金事業は、返還金が次の世代
の学生への奨学金貸与の原資となっていることから、返還金の回収は重
要な課題であり、返還できる者からは、適切に返還金の回収を行うことが
重要です。
一方で、真に困窮している奨学金返還者に対しては、救済措置を充実
し、きめ細かい対応をすることが重要です。このため、平成２６年度から
は、①延滞金賦課率の１０％から５％への引き下げ、②経済困難を理由
とする返還期限猶予制度の制限年数の５年から１０年への延長、③返還
期限猶予制度等の適用基準の緩和、④延滞者への返還期限猶予制度
の適用を通じ、真に困窮している奨学金返還者に対する救済措置を充実
しております。
社会保障・税番号制度を通じて、返還者の状況を正確に把握することに
より、各返還者の状況に応じた適切な返還の促進や、返還困難者に対す
る救済措置の周知徹底に資するものと考えております。

