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番号制度導⼊の趣旨番号制度導⼊の趣旨

実現すべき社会実現すべき社会

 より公平・公正な社会
 社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会 社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会
 行政に過誤や無駄のない社会
 国民にとって利便性の高い社会
 国民の権利を守り 国民が自己情報を ントロ ルできる社会 国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる社会

番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報
であるということの確認を行うための基盤であり 社会保障・税制であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制
度の効率性・透明性を高め、公平・公正な社会を実現するた
めの社会基盤（インフラ）。社 。



番号制度の仕組み番号制度の仕組み
◎個人に

①悉皆性（住民票を有する全員に付番）
②唯一無二性（1人1番号で重複の無いように付番）
③「民-民-官」の関係で流通させて利用可能な視認性（見える番号）
④最新の基本４情報（氏名、住所、性別、生年月日）と関連付けられている
新たな「番号」（マイナンバー）を付番する仕組み。

◎法人等に上記①～③の特徴を有する「法人番号」を付番する仕組み。

①付番

③本人確認②情報連携 ③本人確認②情報連携

◎複数の機関間において、それぞ
れの機関ごとに「番号」やそれ

◎個人が自分が自分であることを証
れの機関ごとに「番号」やそれ
以外の番号を付して管理してい
る同一人の情報を「番号」とは
異なる符号を連携キ として紐

明するための仕組み

◎個人が自分の「番号」の真正性を
証明するための仕組み。

異なる符号を連携キーとして紐
付けし、相互に活用する仕組み。

 連携される個人情報の種別やその利用事務を法
令上明確化

 現行の住民基本台帳カードを改良し、ICカード
の券面とICチップに「番号」と基本４情報及び
顔写真を記載したICカードを交付

 正確な付番や情報連携、また、成りすまし犯罪
等を防止する観点から 欠な仕組 情報連携に当たっては、情報連携基盤を利用す

ることを義務付け
（※ただし、官公庁が税務署に源泉徴収票を提
出する場合などは除く）

等を防止する観点から不可欠な仕組み



社会保障・税に関わる番号制度の検討経緯及び今後のスケジュール

「平成22年度税制改正大綱」（閣議決定）平成21年12月21日

「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」（以下「検討会」）の設置

検討会において「中間とりまとめ」を公表

平成22年 2月 5日

平成22年 6月29日

平成22年 7月16日

「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会」（以下「実務検討会」）の設置

「中間とりまとめ」のパブリックコメントを実施

「政府・与党社会保障改革検討本部」（以下「政府・与党本部」）の設置

平成22年 7月16日
～8月16日

平成22年10月28日

平成22年11月 9日 「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会」（以下「実務検討会」）の設置

実務検討会において「中間整理」をとりまとめ

平成22年11月 9日

平成22年12月 3日

「社会保障改革の推進について」（閣議決定）平成22年12月14日

政府・与党本部において「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」を決定平成23年 1月31日

社会保障改革の推進について」（閣議決定）平成22年12月14日

平成23年 4月28日 実務検討会において 「社会保障・税番号要綱」 をとりまとめ

平成23年 6月30日 政府・与党本部において 「社会保障・税番号大綱」 を決定、「番号」の名称を「マイナン
バー」に決定

平成23年 7月７日
「社会保障 税番号大綱」のパブリ クコメントを実施

平成 年 月
～8月6日

「社会保障・税番号大綱」のパブリックコメントを実施

平成23年 秋以降 可能な限り早期に「番号法」 案、関係法律の改正案を国会へ提出

法案成立後 可能な限り早期に第三者機関を設立

平成26年 6月 個人に「マイナンバー」、法人等に「法人番号」を交付

平成27年 1月以降 社会保障、税分野のうち、可能な範囲で「マイナンバー」の利用開始

平成30年を目途に 利用範囲の拡大を含めた番号法の見直しを引き続き検討



選択肢 Ⅲ選択肢 Ⅰ 選択肢 Ⅱ
＜ 国民の権利を守るための番号に向けて ＞

社会保障・税に関わる番号制度〜３つの視点からの「選択肢」社会保障・税に関わる番号制度〜３つの視点からの「選択肢」〜〜

社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会
中間取りまとめ（2010年6月29日）

選択肢 Ⅲ
～プライバシー保護からの選択～

保護の徹底をどうするか

選択肢 Ⅰ
～国民にとっての「メリット」と「リスク・コスト」からの選択～

利用範囲をどうするか

情報管理

選択肢 Ⅱ
～正確性・安全性からの選択～

制度設計をどうするか

大

基礎年金番号

番号に何を
使うか

情報管理

をどうするか

・税務分野に利用
・社会保障の現金給付に利用

C案 （スウェーデン型）

－幅広い行政分野で利用－

一元管理
方式

・自己情報へのアクセス
記録を確認できる仕組

国民自らが情報活用
をコントロールできる

・引越しの際の手続き
一括処理などが可能
となる

番

・国民全員に付
番されてなく、
重複がある

・プライバシー保

社会保障の現金給付に利用
・社会保障情報サービスに利用
・役所の各種手続に利用

国
民
に
と

方式

各分野の番号
を一本に統一し、

情報を一元的
に管理

記録を確認できる仕組
を整備する

・プライバシー保護を任務
とする「第三者機関」を
設置する

住民票コード

プライバシ 保
護上の問題が
ある

・ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ侵害
の懸念が大き
い

・情報漏れの被
害が大きい

B案 （アメリカ型）
－税務＋社会保障分野で利用－

B-2案
－ 税務分野に利用
－ 社会保障の現金給付に利用

と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト 「 カ ド を導入し

「偽造」「なりすまし」等
の不正行為を防ぐ

・保険証の１枚化、医療・介護情報
サービスの利用が可能となる

・「所得比例年金」の導入、
「高額医療 介護合算制度 の改善

・プライバシー
保護上の問
題がある

害が大きい

B-1案
－ 税務分野で利用
－ 社会保障の現金給付に利用

－ 社会保障情報サービスに利用
ト
（利
便
性
）

分散管理
方式

・「ICカード」を導入して、

確実な本人確認を実
現する

・各主体のセキュリティ
設計強化を図る

「高額医療・介護合算制度」の改善
医療保険手続き簡便化、が可能とな

る 新たな番号

＜住基ネ トを

・プライバシー侵
害の懸念 情

A案 （ドイツ型）
－税務分野のみで利用－

情報を各分野で
分散管理、番号
を活用して連携

「目的外利用」
を防ぐ

国・地方が連
携・協力して推

・より正確な所得把握と税徴収が可能と
なる

・「給付付き税額控除」の導入が可能と
なる

＜住基ネットを
活用し、新た
に付番＞

・問題少ない

害の懸念、情
報漏れの被害
が小さい

大
情報管理の「リスク・コスト」

・法令により「目的外利
用」を規制

進

最小の費用で、確実かつ効率的な仕組み ３



主な論点主な論点 目指す方向性目指す方向性導入の趣旨導入の趣旨

４．社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会中間整理（概要）平成22年12月3日

少子高齢化（高齢者の増加と労働力人口の減少）
格差拡大への不安
情報通信技術の進歩
制度・運営の効率性、透明性の向上への要請

背景背景 １．利用範囲

Ａ案･･･税務分野のみ

Ｂ-１案・・・税務分野＋社会保障分野（現金給

付のみ）

Ｂ-２案・・・税務分野＋社会保障分野（現金給

１．利用範囲

Ａ案･･･税務分野のみ

Ｂ-１案・・・税務分野＋社会保障分野（現金給

付のみ）

Ｂ-２案・・・税務分野＋社会保障分野（現金給

「幅広い行政分野」（Ｃ案）での利用を
視野に入れつつ、まずは「税＋社会
保障分野」（Ｂ案）から開始

「幅広い行政分野」（Ｃ案）での利用を
視野に入れつつ、まずは「税＋社会
保障分野」（Ｂ案）から開始

現在現在

負担や給付の公平性確保への要請

課題課題

所得の把握や制度をまたがった事務を行う場合などにお
いて、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情
報であるということの確認を行うための基盤がないため

Ｂ ２案 税務分野＋社会保障分野（現金給

付＋現物サービス）

Ｃ案・・・幅広い行政分野で利用

Ｂ ２案 税務分野＋社会保障分野（現金給

付＋現物サービス）

Ｃ案・・・幅広い行政分野で利用

２．「番号」に何を使うか

①基礎年金番号、②住民票コード、

③住基ネ トを活用した新たな番号

２．「番号」に何を使うか

①基礎年金番号、②住民票コード、

③住基ネ トを活用した新たな番号

住基ネットを活用した新たな番号住基ネットを活用した新たな番号

税務署に提出される法定調書のうち、名寄せが困難な
ものについては活用に限界

 より正確な所得・資産の把握に基づく柔軟できめ細やか
な社会保障制度・税額控除制度の導入が難しい

長期間にわたって個人を特定する必要がある制度の適

報であるということの確認を行うための基盤がないため、 ③住基ネットを活用した新たな番号③住基ネットを活用した新たな番号

３． 管理方式

データベース： ①一元管理方式、②分散管理
方式

番 号 ① 元管理方式 ②分散管理

３． 管理方式

データベース： ①一元管理方式、②分散管理
方式

番 号 ① 元管理方式 ②分散管理

“データベース”については、分散管
理方式とすることを前提に検討

“番号”については、プライバシー保

護 コスト等に鑑み 元管理又は分

“データベース”については、分散管
理方式とすることを前提に検討

“番号”については、プライバシー保

護 コスト等に鑑み 元管理又は分

番 号 導 入

長期間 わ 個 を特定する必要 ある制度 適
正な運営が難しい（年金記録の管理等）

医療保険などにおいて関係機関同士の連携が非効率
養子縁組による氏名変更を濫用された場合に個人の特

定が難しい 等

番 号 ： ①一元管理方式、②分散管理
方式

番 号 ： ①一元管理方式、②分散管理
方式

４． 付番機関

①歳入庁、②内閣府、③総務省、④国税庁、

⑤厚生労働省 等

４． 付番機関

①歳入庁、②内閣府、③総務省、④国税庁、

⑤厚生労働省 等

護、コスト等に鑑み、一元管理又は分
散管理とすべき具体的分野について
今後検討

護、コスト等に鑑み、一元管理又は分
散管理とすべき具体的分野について
今後検討

「歳入庁の創設」の検討を進めるとと
もに、「まずはどの既存省庁の下に設
「歳入庁の創設」の検討を進めるとと
もに、「まずはどの既存省庁の下に設

理念理念

最低限、「自己情報へのアクセス記録
の確認」、「第三者機関の設置」、「目
的外利用防止に係る具体的法原則明

最低限、「自己情報へのアクセス記録
の確認」、「第三者機関の設置」、「目
的外利用防止に係る具体的法原則明

番 号 導 入
５． 個人情報保護の徹底

①自己情報へのアクセス記録の確認、

②第三者機関の設置、

③「偽造」「なりすまし」防止、

④目的外利用の防止

５． 個人情報保護の徹底

①自己情報へのアクセス記録の確認、

②第三者機関の設置、

③「偽造」「なりすまし」防止、

④目的外利用の防止

置すべきか」について検討置すべきか」について検討

より公平・公正な社会の実現
社会保障がきめ細やか且つ的確に行われる社会の実現
行政に過誤や無駄のない社会の実現
国民にとって利便性の高い社会の実現
国民の権利を守り 自己情報をコントロ ルできる社会の

将来将来

的外利用防止に係る具体的法原則明
示」、「関係法令の罰則強化」を実施す
る方向で検討

的外利用防止に係る具体的法原則明
示」、「関係法令の罰則強化」を実施す
る方向で検討

スケジュールスケジュール

番号を用いて所得等の情報の把握とその社会保障や
税への活用を効率的に実施

真に手を差し伸べるべき人に対しての社会保障の充実
負担 分担の公正性 各種行政事務の効率化が実現

効果効果

④目的外利用の防止、

⑤プライバシーに対する影響評価の実施 等

④目的外利用の防止、

⑤プライバシーに対する影響評価の実施 等

６． 地方公共団体等との連携

地方公共団体、日本年金機構、医療保険者等
の機関の実情を踏まえた連携

６． 地方公共団体等との連携

地方公共団体、日本年金機構、医療保険者等
の機関の実情を踏まえた連携

国民の権利を守り、自己情報をコントロールできる社会の
実現

２３年 夏頃 「社会保障・税番号大綱（仮
称）」

秋以降 法案提出

２３年 夏頃 「社会保障・税番号大綱（仮
称）」

秋以降 法案提出

負担・分担の公正性、各種行政事務の効率化が実現
 ＩＴ化を通じ効率的かつ安全に情報連携を行える仕組み

を国・地方で連携協力しながら整備し、国民生活を支え
る社会的基盤を構築

 ＩＴを活用した国民の利便性の更なる向上も期待

７． 制度導入に係る費用、期間

費用：制度設計の仕方によって異なる

準備期間：少なくとも３～４年の準備期間が必
要

７． 制度導入に係る費用、期間

費用：制度設計の仕方によって異なる

準備期間：少なくとも３～４年の準備期間が必
要 ４



社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針（案）概要 ①
ー 主権者たる国民の視点に立った番号制度の構築 ー

○複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることの
確認を行うための基盤

○国や地方公共団体等が国民一人ひとりの情報をより的確に把握
し 国民が国や地方公共団体等のサ ビスを利用するための必

①より公平・公正な社会の実現
②社会保障がきめ細やか且つ的確に行われる社会の実現
③行政に過誤や無駄のない社会の実現
④国民にとって利便性の高い社会の実現

理念 番
号
制

資料１

し、国民が国や地方公共団体等のサービスを利用するための必
要不可欠な手段

番号制度に必要な３つの仕組み

付番
新たに国民一人ひとりに唯一無二の民 民 官で利用可能な見える

④国民にとって利便性の高い社会の実現
⑤国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる社会の実現

国民が自己情報を確認し、行政機関等からのサービスを受けられるようにする

○インターネット上にマイ・ポータル（仮称）を設置

制
度

番号制度

情報連携
複数の機関において、それぞれの機関ごとに「番号」やそ
れ以外の番号を付して管理している同 人の情報を紐付

本人確認
個人や法人が「番号」を利用する際、利用者が「番
号」の持ち主であることを証明するための本人確認

新たに国民一人ひとりに唯一無二の民‐民‐官で利用可能な見える
「番号」を最新の住所情報と関連づけて付番する仕組み

個人情報保護の方策

・自己情報へのアクセス記録の確認

・行政機関等からの情報提供によるサービ
ス享受

れ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐付
し、紐付けられた情報を活用する仕組み

号」の持ち主であることを証明するための本人確認
（公的認証）の仕組み

○「番号」に何を使うか
個人：住民基本台帳ネットワークを活用した新たな番号

※「番号」の名称は国民の公募により決定
法人：商業・法人登記の申請に係る会社法人等番号を活用した番号

個人情報保護の方策

○具体的方策について、今年５月を目途に一定の結論を得るよう検討を進める

①自己情報へのアクセス記録の確認を法的に担保する規定の在り方、②第三者機関の
在り方、③「番号」の目的外利用・提供の制限を明示、④関係法令の罰則の強化、⑤プラ
イバシーに対する影響評価の実施とその結果の公表を行う仕組み

○特定の分野（例えば金融、医療等）については、法律上措置すべき個人情報保護方策の

付
番

○「番号」は誰に付番され、どの機関が付番を担うか
付番機関については「歳入庁の創設」の検討を進める

個人：住民票コードの付番履歴を有する日本国民及び中長期在留者、特別永住
者等の外国人住民
※当分の間、付番及び情報連携基盤を担う機関の所管は総務省

法人：商業・法人登記の申請に係る会社法人等番号を有する法人、法人税の納税
義務を有する人格なき社団等

今後の進め方

○番号制度創設推進本部の設置（国民の理解を得ながら導入を推進）

・全国47都道府県でシンポジウムを開催（平成23年度（2011年度）～24年度（2012年度））

有無等につき、個人情報保護ＷＧにおける検討を踏まえ、当該制度を所管する主務官庁
において今年５月を目途に一定の結論を得るよう検討

義務を有する人格なき社団等
※当分の間、付番を担う機関の所管は国税庁

○「番号」を利用できる分野

年金、医療、福祉、介護、労働保険の各社会保障分野、国税及び地方税の各税務
分野

※各分野で利用されている既存の番号が当分の間並存○情報管理
各府省等のデ タベ スによる分散管理方式

○地方公共団体等との連携

・地方公共団体等の実情を踏まえながら、番号制度の実現に向けて議論・検討

○法制の整備

・内閣官房で「番号法（仮称）」を整備、関係府省で関係法律の改正等を実施

○ワーキング・グループの設置

び

情
報
連
携

各府省等のデータベースによる分散管理方式
○情報連携の範囲

・「番号」と紐付けされた情報の最新化を図る仕組みについて検討
・利活用のための情報連携

年金、医療、福祉、介護、労働保険の各社会保障分野、国税及び地方税の各税務
分野

※将来的に幅広い分野での活用等も配慮したシステム設計を行う

・「個人情報保護ＷＧ」及び「情報連携基盤技術ＷＧ」の設置

○番号制度の導入に係る費用と便益

・より精緻な費用の試算、番号制度導入の便益をわかりやすく国民に明示

平成23年（2011年）1月 基本方針
3月～4月 「社会保障・税番号要綱」（仮称）の公表

今後のスケジュール

※将来的に幅広い分野での活用等も配慮したシステム設計を行う
・情報連携基盤
情報連携基盤技術ワーキンググルーフﾟにおける議論を踏まえつつ検討・整理

既存の公的個人認証及び住民基本台帳カードを改良、活用することにより本人確認を行
う
※民‐官、民‐民で求められる適切な認証の在り方については今後検討

本
人
確
認

3月 4月 「社会保障 税番号要綱」（仮称）の公表
6月 「社会保障・税番号大綱」（仮称）の公表

秋以降 可能な限り早期に「番号法（仮称）」案、関係法律の改正法
案を提出

※番号制度の導入時期は制度設計や法案の成立時期により今後変わり得るが以下を目途とする
平成26年（2014年）1月 第三者機関設置

6月 全国民に「番号」配布（ＩＣカードの国民への配布を検討）
平成27年（2015年）1月 税務分野等のうち可能な範囲で利用開始

以降 段階的に利用範囲を拡大※情報連携基盤の不具合等発生時の対応を想定した制度設計等に留意が必要



「番号」で何ができるのか

社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針（案）概要 ②
ー 主権者たる国民の視点に立った番号制度の構築 ー

地方公共団体から提案されている意見も尊重しつつ、引き続き利用場面の拡大を目指して検討を進める

○社会保障分野でできること

・高額医療・高額介護合算制度の改善
自己負担の上限に達した場合、立て替え払いをすることなく、以後の医療・介護
サービスを受給可能

○税務分野でできること

・所得の過少申告等の防止
効率的な名寄せ・突合により、所得の過少申告や扶養控除のチェックが効率
化し、社会保障の不正受給や税の不正還付等を防止することができるを受給 能

・保険証機能の一元化
券面に番号を記載した1枚のＩＣカードの提示により、年金手帳、医療保険証、
介護保険証を提示したものとみなす

・自己診療情報の活用
医療 介護サ ビスの現場において 本人が自分の診療情報等を容易に入手・活

・確定申告の際の自己情報の確認
e-Taxで確定申告を行う際、社会保険料控除の対象となる保険料や、医療費
控除額の算出に必要な情報等をマイ・ポータル（仮称）で確認することがで
きる

・事業者負担の軽減医療、介護サービスの現場において、本人が自分の診療情報等を容易に入手・活
用できるようになり、地域医療連携、医療・介護連携の基盤整備が進展

・給付可能サービスの行政からの通知
障害のある方に対して、本人の同意に基づき利用可能な様々な施策の情報が
提供される

等

事業者負担の軽減
国と地方にそれぞれ記載事項が共通するものを提出する義務のある一定額以
上の給与、年金の支払調書について、電子的な提出先を一か所とする

等

○年金分野でできること

・年金制度の的確な運用
基礎年金番号の二重付番や年金手帳の二重交付の防止

等

○申請・申告等の負担が軽減できるもの（他の行政機関に出向く必要がなくな
るもの）

・行政機関へ申請・申告等する場合に必要な行政機関が発行する添付書類の省
略

基礎年金番号の二重付番や年金手帳の二重交付の防止

・確定申告手続の簡略化
確定申告の際に必要な公的年金等の源泉徴収票の添付が不要となる

・所得比例年金制度の創設
税務の所得情報を活用した所得比例年金制度を創設するための基盤ができる

- 給付等の申請
（児童扶養手当、母子家庭自立支援給付金、特別児童扶養手当、障害

者福祉手当、特別障害者手当、労災保険の年金給付）

- 自己負担割合・自己上限負担額の決定
（高額療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担限度額、

等

○医療分野でできること

高齢者に係る医療保険の自己負担割合、養護老人ホームに係る入所者
負担・扶養者負担、障害者自立支援法に基づく障害者福祉サービス・
補装具等の自己負担、保育所・児童入所施設等の徴収金）

- 国税・地方税の申告等
（住宅ローン控除、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の特例、

居住用資産を買換えた場合の課税の特例 相続時精算課税の選択に
・確定申告手続の簡略化

確定申告の医療費控除に必要な領収書等の書面による添付ないし保存が不要
になる

等

居住用資産を買換えた場合の課税の特例、相続時精算課税の選択に
係る届出、事業用資産を買換えた場合の課税の特例）

等



 少子高齢化（高齢者の増加と労働力人 の減少）

背景背景 現在現在
２．番号制度で何ができるのか２．番号制度で何ができるのか１１..番号制度導入の趣旨番号制度導入の趣旨

（１）よりきめ細やかな社会保障給付の実現

３３..番号制度に必要な３つの仕組み番号制度に必要な３つの仕組み

付番 新たに国民一人ひとりに、唯一無二の、民‐民‐官で

利用可能な 見える「番号」を最新の住所情報と関連づけ

(H23.6.30 政府・与党社会保障改革検討本部決
定)

 少子高齢化（高齢者の増加と労働力人口の減少）
 格差拡大への不安
 情報通信技術の進歩
 制度・運営の効率性、透明性の向上への要請
 負担や給付の公平性確保への要請

課題課題

 「総合合算制度（仮称）」の導入
 高額医療・高額介護合算制度の現物給付化
 給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止

（２）所得把握の精度の向上等の実現

利用可能な、見える「番号」を最新の住所情報と関連づけ
て付番する仕組み

情報連携 複数の機関において、それぞれの機関ごとに
「番号」やそれ以外の番号を付して管理している同一人の
情報を紐付し、紐付けられた情報を活用する仕組み

 税務署に提出される法定調書のうち、名寄せが困難
なものについては活用に限界

課題課題

複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報で
あるということの確認を行うための基盤がないため、

 災害時要援護者リストの作成及び更新
 災害時の本人確認
 医療情報の活用
 生活再建 の効果的な支援

（３）災害時における活用 本人確認 個人や法人が「番号」を利用する際、利用者
が「番号」の持ち主であることを証明するための本人確認
（公的認証）の仕組み

４４ 安心できる番号制度の構築安心できる番号制度の構築 より正確な所得・資産の把握に基づく柔軟できめ細や
かな社会保障制度・税額控除制度の導入が難しい

 長期間にわたって個人を特定する必要がある制度の
適正な運営が難しい（年金記録の管理等）

 医療保険などにおいて関係機関同士の連携が非効率
 養子縁組による氏名変更を濫用された場合に個人の

特定が難しい

 生活再建への効果的な支援

 各種社会保険料の支払や、サービスを受けた際に
支払った費用（医療保険・介護保険等の費用 保

（４）自己の情報や必要なお知らせ等の情報を
自宅のパソコン等から入手できる

国家管理（一元管理）への懸念
名寄せ・突合により集積・集約された個人情報の漏え
い等の危険性への懸念

不正利用による財産その他の被害発生への懸念

４４..安心できる番号制度の構築安心できる番号制度の構築

特定が難しい
等

理念理念

番 号 導 入

将来将来

支払った費用（医療保険・介護保険等の費用、保
育料等）の確認

 制度改正等のお知らせ
 確定申告等を行う際に参考となる情報の確認

（５）事務・手続の簡素化、負担軽減

システム上の安全措置

•「番号」に係る個人情報の分
散管理

•「番号」を用いない情報連携

•個人情報及び通信の暗号化

アクセス制御 等

制度上の保護措置

• 第三者機関の監視
• 法令上の規制等措置
（目的外利用の制限、閲
覧・複写の制限、告知要
求の制限、守秘義務等）

 継続的な健康情報・予防接種履歴の確認

理念理念
 より公平・公正な社会の実現
 社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会の実現
 行政に過誤や無駄のない社会の実現
 国民にとって利便性の高い社会の実現
 国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる

将来将来  所得証明書や住民票の添付省略
 医療機関における保険資格の確認
 法定調書の提出に係る事業者負担の軽減

（６）医療・介護等のサービスの質の向上等

•アクセス制御 等• 罰則強化 等

住民基本台帳ネットワークシステム最高裁合憲判決（最
判平成20年3月6日）を踏まえた制度設計

５５ 今後のスケジュール今後のスケジュール
番号制度の導入時期については、制度設計や法案の成立時

期により変わり得るものであるが、以下を目途とする。

 Ｈ23年秋以降 可能な限り早期に番号法案及び関係法案
の国会提出

 法案成立後 可能な限り早期に第三者機関を設置

 継続的な健康情報・予防接種履歴の確認
 乳幼児健診履歴等の継続的把握による児童虐待

等の早期発見
 難病等への医学研究等において、継続的で正しい

データの蓄積が可能となる
 地域がん登録等における患者の予後の追跡が容

易となる

 番号を用いて所得等の情報の把握とその社会保障や
税への活用を効率的に実施

 真に手を差し伸べるべき人に対しての社会保障の充実

効果効果

社会の実現 ５５..今後のスケジュ ル今後のスケジュ ル

 法案成立後、可能な限り早期に第三者機関を設置

 Ｈ26年6月 個人に「番号」、法人等に「法人番号」を交付
 Ｈ27年1月以降 社会保障分野、税務分野のうち可能な範囲

で「番号」の利用開始
 Ｈ30年を目途に利用範囲の拡大を含めた番号法の見直しを

引き続き検討

 介護保険被保険者が異動した際、異動元での認
定状況、介護情報の閲覧が可能となる

 各種行政手続における診断書添付の省略
 年金手帳、医療保険証、介護保険証等の機能の

一元化

 真に手を差し伸べるべき人に対しての社会保障の充実
 負担・分担の公正性、各種行政事務の効率化が実現
 ＩＴ化を通じ効率的かつ安全に情報連携を行える仕組み

を国・地方で連携協力しながら整備し、国民生活を支え
る社会的基盤を構築

 ＩＴを活用した国民の利便性の更なる向上も期待 2



○番号法の構成（イメージ）

Ⅰ 基本理念 Ⅹ マイ・ポータルへのログイン等に必要なＩＣカード

 交付

Ⅳ 「番号」に係る個人情報
 番号
 左記Ⅲに掲げる手続のために保有される個人情報

Ⅱ 個人に付番する「番号」

 「番号」の付番、変更、失効

Ⅲ 「番号」を告知、利用する手続

年金 び 生年金保険 確定給付年金 び確定拠出年金

年金分野 ⅩⅠ 第三者機関

 交付

 公的個人認証サービスの改良

Ⅴ 「番号」に係る本人確認等の在り方

 本人確認及び「番号」の真正性確保措置

 「番号」のみで本人確認を行うことの禁止

 左記Ⅲに掲げる手続のために保有される個人情報

• 国民年金及び厚生年金保険、確定給付年金及び確定拠出年金、

共済年金、恩給等の被保険者資格に係る届出、給付の受給及び
保険料に関する手続

• 健康保険（国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法

に関する短期給付を含む）及び国民健康保険法等の被保険者資

医療分野

ⅩⅡ 罰則

 設置等（内閣総理大臣の下に委員会を置く）

 権限、機能（調査、助言、指導等）Ⅵ 「番号」に係る個人情報の保護及び適切な利用に

資する各種措置

 「番号」の告知義務、告知要求の制限、虚偽告知の禁止

 閲覧、複製及び保管等の制限
に関する短期給付を含む）及び国民健康保険法等の被保険者資
格に係る届出、保険料に関する手続

• 母子保健法、児童福祉法等による医療の給付の申請、障害者自

立支援法による自立支援給付の申請に関する手続

• 介護保険の被保険者資格に係る届出、保険給付の受給、保険料

介護保険分野

罰則

 行政機関、地方公共団体又は関係機関の職員等を
主体とするもの

 行政機関の職員等以外も主体となり得るもの

 委員会の委員長等に対する守秘義務違反

 委託、再委託等に関する規制

 守秘義務、安全管理措置義務

 「番号」に係る個人情報へのアクセス及びアクセス記録の確
認

 代理の取扱い

に関する手続

• 児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害給付金等の支給申
請に関する手続

• 生活保護の申請や各種届出に関する手続

母子寡婦福祉資金貸付 生活福祉資金貸付の申請に関する手続

福祉分野 ⅩⅢ 法人等に対する付番

 付番、変更、通知

 検索及び閲覧（法人等基本３情報（商号又は名称、

Ⅶ 「番号」を生成する機関

 組織形態（地方共同法人）

 市町村への「番号」の通知

 情報保護評価の実施

• 母子寡婦福祉資金貸付、生活福祉資金貸付の申請に関する手続

• 雇用保険の被保険者資格に関する届出、失業等給付の受給、公

共職業安定所への求職申込、労災保険給付の支給に関する手続

税務分野

労働保険分野

本店又は主たる事務所の所在地、会社法人等番

号）に係る検索、閲覧サービスの提供）

 「法人番号」の適切な利用に資する各種措置

 法人等付番機関（国税庁）
Ⅷ 情報連携

 「番号」に係る個人情報の提供等（情報連携基盤を通じて情

 情報保有機関との関係（情報保有機関は番号生成機関に
対し、基本４情報（住所、氏名、生年月日、性別）の提供を
求めることができること。）

• 国税又は地方税に関する法令若しくは地方税に関する法令に基づく

条例の規定により税務署長等又は地方公共団体に提出する書類
への記載及びこれに係る利用

• 国税又は地方税に関する法令若しくは地方税に関する法令に基づく

条例の規定に基づき、税務職員等又は地方公共団体の職員等が
適正かつ公平な国税又は地方税の賦課及び徴収のために行う事

務に係る利用

○情報の機微性に応じた特
段の措置

税務分野  「番号」に係る個人情報の提供等（情報連携基盤を通じて情
報の提供が行われること。）

 情報連携の範囲

 住基ネットの基本４情報（住所、氏名、生年月日、性別）との
同期化

 情報連携基盤の運営機関

• 社会保障及び地方税の分野の手続のうち条例に定めるもの

• 災害等の異常事態発生時の金融機関による預金等の払戻し等に
係る利用

務に係る利用
 医療分野等における個人情報保護法の特別法を整備

（医療分野等の特に機微性の高い医療情報等の取扱い

に関し、個人情報保護法又は番号法の特別法として、

特段の措置を定める法制を番号法と併せて整備。）

その他 Ⅸ 自己情報の管理に資するマイ・ポータル

 設置、機能、運営機関（情報連携基盤の運営機関と同一の
機関とする）



番号制度番号制度における情報連携における情報連携のイメージのイメージ

個人

マイ・ポータルマイ・ポータル

自己情報
表示機能

プッシュ型
サービス

ワンストップアクセス記録アクセス記録

インターネット

ICカードによる
公的個人認証 個人

情報保有機関Ａ情報連携基盤

サービス表示機能表示機能
公的個人認証

第三者機関

符号Ａ 符号Ａ
紐付

利用番号Ａ 属性情報 基本4情報

ｱｸｾｽ記録

情報保有機関Ａ

ｱｸｾｽ記
録

情報連携基盤第三者機関

「番号」

符号Ｂ 符号Ｂ
紐付

利用番号Ｂ 属性情報 基本4情報

ｱｸｾｽ記録

情報保有機関Ｂ

霞が関ＷＡＮ

ＬＧＷＡＮ等

情報連携基盤

情報連携
を許可し、
符号同士

を
紐付ける
仕組み

符号Ｃ符号Ｃ 利用番号Ｃ 属性情報
紐付

ｱｸｾｽ記録

情報保有機関（市町村：約1,７５0団体）

情報連携基盤
及び

情報保有機関
に対する

監督・監査など

仕組み

基本4情報 「番号」

市町村が付番

ｱｸｾｽ記録

地方共同法人

住民基本台帳

「番号」
生成機関

公的個人認証
サービス

住基ネット
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今後、結論を得る必要のある主要な論点
（「社会保障・税番号大綱」までに結論が得られていない主な論点）

１．法制度の所管官庁
「番号法（仮称）」の所管府省をどうするか。

（「社会保障・税番号大綱」までに結論が得られていない主な論点）

２．「番号」（マイ･ナンバー）を告知、利用する手続の範囲
年金分野、医療分野、介護分野、福祉分野、労働保険分野、税務分野、防災分野を念頭に、具体的に「番号」（マイ･ナンバー）を

告知、利用する手続の範囲を法案策定までに精査する。

３．情報連携の範囲
事務の種類、提供される個人情報の種類及び提供元・提供先等を法案策定までに明らかにする。

医療・介護等の分野での情報連携については、法制上の特段の措置と併せて、特段の技術設計を行う方向で検討する。

４．情報連携基盤の運営機関
運営機関の具体的な組織の在り方については、引き続き検討する。

５．マイ・ポータル５．マイ ポ タル
技術的な実現方式をどうするか。

６．ＩＣカード
住民がICカードに「番号」の記載を希望しない場合の対応等について引き続き検討する住民がICカ ドに「番号」の記載を希望しない場合の対応等について引き続き検討する。

７．第三者機関
内閣総理大臣の下に、番号制度における個人情報の保護等を目的として置く委員会の設置形態、設置時期等。

８．罰則
罰則の更に具体的な内容や法定刑等について制度全体の在り方を踏まえ、検討を進める。



行政手続における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に伴う関係法律の整備に
関する法律案（仮称）のイメージ

行政手続における個人を識別するための番号の利用等に関する法律（仮
称）の制定に伴う住民基本台帳法の改正、電子署名に係る地方公共団体の認証
業務に関する法律の改正その他関係法律の改正等の措置を講ずる。

以下の法律について改正等を措置する予定以下の法律 て改 等を措置する予定

【個人番号の通知、変更請求、利用範囲関係】
○住民基本台帳法

【個人番号カード関係】
○電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律

【番号情報保護委員会の設置関係】
○内閣府設置法

【法人番号関係】【法人番号関係】
○財務省設置法

など
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行政行政手続に手続における個人を識別するためのおける個人を識別するための番号の番号の利用等に関する法律案（仮称）利用等に関する法律案（仮称）のイメージのイメージ

行政機関等に係る申請、届出その他の手続に関し、適切な管理の下に個人又は行政機関等に係る申請、届出その他の手続に関し、適切な管理の下に個人又は
法人等を識別するための番号を利用し、及び効率的かつ安全に情報の授受を行う
ため必要な事項を定めることにより、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化
を図り、もって国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを民
目的として所要の措置を講ずる。

以下の内容等について規定
○ 総則（目的、定義、基本理念）
○ 個人番号（番号カード、利用範囲、告知の制限、等）
○ 番号個人情報（収集等の制限、情報保護評価、等）○ 番号個人情報（収集等 制限、情報保護評価、等）
○ 情報連携（情報連携基盤、情報連携記録、等）
○ 番号情報保護委員会（事務局、助言及び指導、苦情の処理、等）
○ 法人番号○ 法人番号
○ 雑則
○ 罰則

＜参考＞
本年６月にとりまとめられた「社会保障・税番号大綱」（平成23年６月30日政府・与党社会保障

改革検討本部決定）において、平成23年秋以降、可能な限り早期に番号法案及び関係法律の改革検討本部決定） お 、平成 年秋以降、可能な限り早期 番号法案及 関係法律
改正案を国会に提出することとされている
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① 番号制度そのものを動かす根幹となる業務【住民担当課関連業務（市区町村）】

地⽅公共団体でマイ･ナンバーを取り扱う業務（イメージ）地⽅公共団体でマイ･ナンバーを取り扱う業務（イメージ）

住民

「番号」の付番、通知

ド 交付

② 社会保障・税のそれぞれの「番号」の利用場面において行われる業務
【社会保障担当課・税務担当課関連業務（都道府県・市区町村）】対住民

住民市区町村 ＩＣカードの交付

【社会保障担当課 税務担当課関連業務（都道府県 市区町村）】対住民

（例えば…）

【窓口】
・ 高額医療・高額介護合算制度の改善
・ 保険証機能の一元化・ 保険証機能の一元化
・ 給付可能サービスの行政側からの通知
・ 所得の過少申告や扶養控除のチェックの効率化
・ 申請等の際の添付書類（納税証明書等）の削減

○ 使用者等として「番号」を取り扱う業務

（例えば ）

対職員

① 給与等の支払者として支払調書や源泉徴収票への「番号」の付記

② 地方職員共済組合等に係る「組合員資格取得・喪失届」や

（例えば…）

（都道府県・市区町村）
「被扶養者認定申告書」等への「番号」の付記

③ 職員が子ども手当を申請する際に「番号」を聴取



① システム改修対応

地⽅公共団体の業務⾯での効果に必要な対策例地⽅公共団体の業務⾯での効果に必要な対策例
① 改修
○ 地⽅公共団体が保有する既存の業務システムについて、場合によっては、平成２４年度か
ら番号制度導⼊に対応したシステム改修が必要

② 業務改⾰の実施② 業務改⾰の実施
○ 番号制度導⼊にあわせて既存の業務のやり⽅を同時に⾒直すことで、効果の発現は増⼤
・書類（紙）を前提とした取扱いの⾒直し
・地⽅公共団体が独⾃の判断で求めていた添付書類の省略化（条例・規則・要綱等の改正）
・⾏政⼿続の簡便化を図り、対住⺠サービスを向上させる必要（将来的には申請主義からの
脱却）

③ 体制の整備③ 体制の整備
○ 番号制度導⼊にあわせて体制⾯での⾒直しも必要ではないか
・番号制度導⼊により、従来社会保障・税の各セクションで⾏っていた確認作業等の業務が
簡素化される。対住⺠サービスにおいて役所業務を各課で⾏う必要性が⼩さくなり、複数
の関連する窓⼝を 本化できる可能性の関連する窓⼝を⼀本化できる可能性

④ 個⼈情報保護条例の⾒直し
○ 法令に基づく適正なデータマッチングであるにもかかわらず、それを困難にするおそれの

ある規定（例：オンライン結合の禁⽌⼜は制限）の⾒直し

⑤ 情報セキュリティの在り⽅の⾒直し（セキュリティポリシーの⾒直し）
○ 情報セキュリティ対策の強化等（監視機能の体制整備 アクセスログの管理 ＬＧＷＡＮ○ 情報セキュリティ対策の強化等（監視機能の体制整備、アクセスログの管理、ＬＧＷＡＮ
と庁内基幹系ネットワークの適切な接続、設備・回線の強化（市区町村におけるＬＧＷＡＮ
回線の強化）、⼿作業からシステム連動へ、権限ある者以外の利⽤の制限等）



全国４７都道府県リレーシンポジウム全国４７都道府県リレーシンポジウム
社会保障改⾰の推進について（平成２２年１２⽉１４⽇、閣議決定）（抄）社会保障改⾰の推進について（平成２２年１２⽉１４⽇、閣議決定）（抄）

社会保障改革については、以下に掲げる基本方針に沿って行うものとする。

（中略）
２ 社会保障・税に関わる番号制度について２．社会保障 税に関わる番号制度について
○ 社会保障・税に関わる番号制度については、幅広く国⺠運動を展開し、国⺠にとって利便性の
⾼い社会が実現できるように、国⺠の理解を得ながら推進することが重要である。

○ このための基本的⽅向については、社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会「中間整理」に

社会保障・税に関わる番号制度についての基本⽅針

おいて⽰されており、今後、来年１⽉を⽬途に基本⽅針をとりまとめ、さらに国⺠的な議論を経て、来秋
以降、可能な限り早期に関連法案を国会に提出できるよう取り組むものとする。

社会保障 税に関わる番号制度についての基本⽅針
（平成２３年１⽉３１⽇、政府・与党社会保障改⾰検討本部決定）（抄）
Ⅳ．今後の進め⽅
１．番号制度創設推進本部の設置

番号制度について国⺠各層の納得と理解が得られるよう、番号制度創設推進本部を設置し、⺠間団体
と協⼒しながら番号制度の創設を推進する。
具体的には、政府広報を積極的に実施し、中央・地⽅の各界各層の協⼒を得て平成２３年度及

び平成２４年度の２か年をかけて全国４７都道府県で番号制度に関するシンポジウムを⾏うび平成２４年度の２か年をかけて全国４７都道府県で番号制度に関するシンポジウムを⾏う
とともに、番号制度導⼊のために周知・広報を⾏う⺠間団体を⽀援し、緊密な連携を⾏うものとする。

平成２３年度は全国２４か所で開催
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/symposium.html



ありがとうございました。ありがとうございました。

本日の講演内容及び本稿のうち、意見に係る部分については、
個人的見解であり 政府を代表する意見ではございません個人的見解であり、政府を代表する意見ではございません。



２６．諸外国における番号制度（概要）①２６．諸外国における番号制度（概要）① 【【参考参考】】
国名 オーストリア ベルギー デンマーク ドイツ 韓国 シンガポール

制度の名称 中 央 住 民 登 録 制 度
（CRR）
Central Register of
Residence Number

国民登録番号（RRN）
National Registration
Number

国民登録制度（CPR）
Civil Registration
Number

納税者番号制度（TIN）
Tax Identification
Number,
Steueridentifikationsnu
mmer

住民登録番号 国民登録制度（NRIC）
National Registration
Identity Card System

概要 ・住民登録に由来
・各行政機関で利用

・住民登録に由来
・eIDカードにRRN番号

が記載され、多様な行
政サービスに活用

・住民登録に由来

・行政・民間において幅
広く利用

・税務に関する利用目
的において、税務・社
会保険機関及び民間
の金融機関が利用

・住民登録に由来

・幅広い行政分野で共
通に使用され、民間分
野でも広く利用

・住民登録に由来

・行政・民間において幅
広く利用

政サ ビスに活用

・民間分野による使用
は許可されていない

の金融機関が利用 野でも広く利用

導入時期 2002年 1983年 1968年 2003年 1962年 1966年導入時期 年 年 年 年 年 年

根拠 住民登録法

オーストリア電子政府
法

自然人の国民登録に
関する法律

国民登録法

国民登録システムに関
するデンマーク法

税金に関する修正法 住民登録法 国民登録法

個人データ処理に関す
る法律

導入目的 ・電子行政の推進の基
盤として位置付け

・国民の人口動態と統
計情報の管理

・民間及び行政機関を
通じて使用できる 般

・税金に関連する電子
通信やデ タ処理を効

・韓国内に居住する個
人の悉皆的識別及び

・共産主義者・不法移
民 テロリスト活動の監盤として位置付け 計情報の管理

・行政機関と自治体間
の情報連携
・移民管理

通じて使用できる一般
的 な 個 人 認 証 へ の
ニーズに対応

・一元的な源泉課税を
行うP.A.Y.E（pay‐as‐you‐
earn）税システムを導

通信やデータ処理を効
率化し、納税申告や各
種申請に係る時間を短
縮

人の悉皆的識別及び
身分の確認

・行政機関等のサービ
ス向上と生産性向上の
ための個人情報共有

民・テロリスト活動の監
視などの国家安全保
障を目的として導入

・出入国者・不法就労
者の管理

）税シ テ を導
入する上での前提



国名 オーストリア ベルギー デンマーク ドイツ 韓国 シンガポール

諸外国における番号制度（概要）②諸外国における番号制度（概要）② 【【参考参考】】

付番対象 ・オーストリアにて出生
の国民

（オーストリア国内の在
留外国人ならびにオー

・国民

（居住許可を持つ移民
に対しては、国民識別
番号として「RRNbis」と

・デンマークにおいて国
民登録する者（既に国
民登録されている母親
のもとデンマークで生
まれた者、デンマーク

ドイツ連邦内の全居住
者

・韓国国民で国内に居
住する者（住民登録番
号を付与）※17歳到達

時に住民登録証発給
の申請義務を負う

・シンガポール国民及
び永住権所有者

・就労許可を受けた在
留外国人

留外国人ならびにオ
ストリアから一時的に
海外に在留する国民に
対してはSR番号が付番
され、CRRとは別の登
録簿にて情報を管理）

番号として 」と
呼ばれる番号を付与）

まれた者、デンマ ク
電子教会登録簿に出
生または洗礼登録した
者 、 3 か 月 以 上 デ ン

マークに合法的に居住
する者）

デ

の申請義務を負う
・韓国内に90日以上居

住する外国人、在外国
民及び在外同胞（外国
人登録番号、国内居所
申告番号を付与）

・デンマーク労働市場
補助年金基金に含ま
れる者

・税務行政機関の指示
によりデンマークでの
税務処理のためにCPR税務処理のためにCPR
番号が必要な者

番号管理機
関

内務省CRR支援部
Federal Ministry for the
Interior, Support Unit
ZMR

内務省機関・人口筝曲
Directorate General
Institutios and
Population DGIP

内務省国民登録中央
局
Ministry of Interior and
Health Central Office

連邦財務省
Federal Ministry of
Finance, BMF
連邦中央税務署

行政安全部／基礎自
治体

入 国 管 理 ・ 通 関 局
（ICA）
Immigration &
Checkpoints AuthorityZMR Population, DGIP‐

Algemene Directie
Instellingen en
Bevolking, ADIB

Health, Central Office
of Civil Registration

連邦中央税務署
Federal Central Tax
Office, BZSt

Checkpoints Authority

個人情報保
護方策

データ保護に関する監
督権限を有した独立機

ベルギー連邦議会の
下に個人情報保護に

「個人データ処理に関
する法律 の執行を監

「連邦データ保護法」の
執行を監視する「連邦

2011年に制定された個

人情報保護法において
・個人情報保護に関す
る独立的役割を有した護方策 督権限を有した独立機

関として「データ保護委
員会（DSK）」を設置

下に個人情報保護に
関する独立機関として
「プライバシー保護委
員会」を設置

する法律」の執行を監
視し、情報管理に関す
る中央集権的な役割を
担 う 公 的 機 関 と し て
「データ保護庁」を設置

執行を監視する「連邦
データ保護・情報公開
監察官」を設置（連邦
のみならず16の州にも

それぞれ単独のデータ
保護観察官が存在）

人情報保護法において、
独立性を持った第三者
機関として「個人情報
保護委員会」の設置を
明記

る独立的役割を有した
第三者機関なし

・個人情報保護を包括
的に規定する法令は
存在しない（2012年上

旬を目途にデータ保護

注１）「国民ＩＤ制度に関する諸外国の事例調査結果」（平成23年3月内閣官房情通信技術（IT）担当室）を基に内閣官房社会保障改革担当室において作成。

注２）ドイツでは行政分野を横断する形で個人識別番号を持つことは違憲とされたため、行政分野毎に個人識別番号を採番している。自治体レベルの登録情報を
連邦レベルへと集約したのち、全国民へ個別IDを付番したものとして、納税者番号制度（TIN）を記載。

保護観察官が存在） 旬を目途にデ タ保護
法の法案化を発表）


