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社会保障・税番号制度における安心・安全の確保

番号制度に対する国民の懸念

・個人番号を用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積・集約された個人情報
が外部に漏えいするのではないかといった懸念。
・個人番号の不正利用など（例：他人の個人番号を用いた成りすまし）などにより、財産
その他の被害を負うのではないかといった懸念。
・国家により個人のさまざまな個人情報が個人番号をキーに名寄せ、突合されて一元管理
されるのではないかといった懸念。

制度面における保護措置

①番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管・特定個人情報ファイル
の作成を禁止（番号法第 20 条、第 28 条）
②特定個人情報保護委員会による監視・監督（番号法第 50 条〜第 52 条）
③特定個人情報保護評価（番号法第 26 条、第 27 条）
④罰則の強化（番号法第 67 条〜第 77 条）
⑤マイ・ポータルによる情報提供等記録の確認（番号法附則第 6 条第 5 項）

システム面における保護措置

①個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施
②個人番号を直接用いず、符号を用いた情報連携を実施
③アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
④通信の暗号化を実施

図③

マイナンバーを含む自分の個人情報が
やりとりされた記録を確認できます。
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最後に、個人番号カードについて紹介し

図①

マイナンバーは次のような場面で使います。
毎年６月の児童手当の現況届の際に
市区町村にマイナンバーを提示します
ય੨

厚生年金の裁定請求の際に年金事務
所にマイナンバーを提示します
ফসহਜਚ

ます。個人番号カードは IC チップ付きなの
で、住所や氏名以外の多くの個人情報を

行政機関などから一人一人に
合った行政サービスなどのお
知らせが来ます

行政機関などへの手続を一度
で済ませることができます

埋め込むことができます。従いまして、条
例成立が前提となりますが、制度開始の
平成 28 年 1月から自治体運営の図書館の
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利用カードにもなるほか、印鑑証明にも使
えるようになります。その他にも将来的に
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間のクレジットカードやキャッシュカードの
機能も加えることも議論しています（図④）
。
将来、どこまで拡大されるかですが、

証券会社や保険会社等にマイナンバー
を提示し、法定調書等に記載します
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源泉徴収票等に記載します
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政府部内では金融所得や固定資産、自動
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ける意見も出ているようです。
預金口座や不動産、自動車などがマイナ
ンバーに結び付けば、個人の保有している
それがあり、それについて十分な説明がな
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（内閣官房 HP「マイナちゃんのマイナンバー解説」
）

（内閣官房 HP「マイナちゃんのマイナンバー解説」
）

図④

個人番号カードは、

本人確認のための身分証明書として使えるほか、
様々なサービスに利用出来ます。

車の番号等を含めてマイナンバーに結び付

資産が全て税務当局や国に捕捉されるお
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行政機関などが持っている自
分の個人情報の内容を確認で
きます

うにすることを検討しています。さらには民
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マイナンバーを含む自分の個人
情報をいつ、誰が、なぜ提供し
たのか確認できます

運転免許証や健康保険証として使えるよ

ҩҩҩҩҩҩ

31

図②

されるのか、今後の動向を見て行くことが
必要です。
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※カードには機微な個人情報は記録されません。
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（内閣官房 HP「マイナちゃんのマイナンバー解説」
）
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