
政府要請質問項目とその回答（20日年 12月 14日実施）

出席者：内閣府・内閣官房、総務省、 l重税省、財務省、厚生労働省

共通番号いらないネット：世話人、自治体議員、福島みずほ参議院議員、週刊金曜日、 IWJ

1 内閣府、内閣官房

1 -1 実施の準備状況の遅れをどうみているか

（回答：以下司） 10月5日から番号の通知が始まり、当初 11月中には配布し終えるという予定だったが、今の

ところ 12月初日まで通知が遅れている。ただし、通知の遅れは l月利用開始にとって支障はなく、予定通り

1月から利用を開始する。日本年金機構関連の利用に関しては延期している。それ以外については予定通りだ。

1-2 2016年 11月までに利用開始すれば法の要件は満たしているのに、なぜ1月に開始しなければならないか。

＝今利用開始の時期というのは政令で定めることになっている。 l月開始というのは特に税について 2016年から

利用すると 1月からということが妥当だということだ。

1-3 利用開始前からすでに詐欺事件が多数発生している。しかし制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得

の際の通報窓口は、マイナンバー総合7リ←ダイヤル、消費者ホットライン、警察、特定個人情報保護委員会

苦情あっせん相談窓口、市区町村などバラバラで分かりにくい。今後は利用事務等実施者での不適切な取扱い

や漏えいの疑いなども発生する。これら事案の通報窓口を一本化すると主もに、その対応結果について通報者

に一定期間内に回答する規定を設けるなど、対応体制を繋備すべきではないか。

司起こっているのはいずれも便乗したものだ。問題が発生した時はフリーダイヤル等にお問い合わせいただき

たい。いくつかの問い合わせ先を作っているので、どこかに連絡してもらえば対応できるような構造になって

いる。一本化は必要ない。今の体制でやっていきたいロ

1-4 今後、利用拡大についての法案提出の予定があるか。

司マイナンバ一法の見直しについては法律の付則事項で施行後3年という目途が入っている。現在、利用範囲

を拡大する具体的内容を持っていないが、昨年6月に盟議決定されたように今後利用範囲は拡大していく方向だ。

1-5 NHK受信料徴収について個人番号を具体的にどういうふうにして利用しようというのか、明らかにされ

たい。

＝今そうした報道がなされたということは記憶にあるが、関議決定の中にもないし、政府において検討はされて

いない。よって利用方法についてもわからない。

（質疑） 1月開始までに整えなければならない政府の通知も遅れている。介護保険関連で厚労省が出さなければな

らない通知がまだ出ていなしヰこれについてはどうか。

＝今通知をどうするかという問題もあるが、関係する役所に対しては正式なルートの前に色々と情報共有するよ

うな｛：！：組みも設けて意思疎通やっている。そういう意味では年明けからの運用について支障の生じるようなこ

とはない。

｛質疑）番号の記入がなくてあ社会保障等のサービスは受けられるのか。

司現行においても受ける権利のある方が受けられなくなることはない。番号の提供がないと今まで通り添付書

類を提出していいただかなければならないということはあるが、受給権そのものが番号を提出しないことによ

って消滅するというととはない。

2 総務省

2-1 通知カードに同封されているリーフレットでは、「申請してね、個人番号カードj と記載されているが、「任

意取得J との記載もなく、本文全7頁の大半が r個人番号」の説明や制度の目的、効果の記載は最小限に留まり、

全体として「個人番号カー）＇ J申請に誘導する巧みな内容となっている。なぜ、「任意」を明記しなかったのか。

司限られた紙面で、趣旨をわかりやすく説明。任意の文字こそ使っていないが、全体として任意の内容になっ

ている。



2-2 自治体と情報提供ネットワークシステムをつなぐ中間サーバーについて、自治体に基本設計や詳細設計な

どの情報提供は行なうのか。行わないとしたらその理由は何か。

司必要な情報を随時提供。中間サーバーのソフトウェアは、自治体が共同で設置している地方公共団体システ

ム機構 (J-LIS）がまとめてやっている。個別の自治体には随時情報提供を行っている。既存のシステムの改修、

実際に利用した業務を検討する際の画面の使用など随時提供。自治体から、情報が足りないという指摘は無い。

2-3 総務省が特定個人情報保護評価書作成のために示した中間サーパーの説明で、「特に慎重な対応が求めら

れる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供を行う際に、

送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティプな特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応

している。」となっている。もし送信内容を確認した結果、不正な提供の可能性があった場合、提供しないとい

う扱いは可能か。

＝今そもそも要件を欠いている照会は、情報提供ネットワ｝クシステムの中でシャットアウトされる。不正な情

報は、照会に至らない。プラグの設定は、地方公共団体において特に慎重な対応が求められるケースで、実際

に照会をしてきた方とどんな形で使うのか、必要な対策はしているのか、主いったことを確認するプロセスを

踏んで頂くために設けている。両者で協議を Lて必要な確認を行った上で、適切に対応して行く制度。

2-4 個人番号力｝ドについては、法 17条「市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住

民基本台帳に記録されている者に対し、その者の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものと

するJ と任意としているが、

（回答は内閣官房）

①国家公務員職員証や社員証で例外を認めず個人番号カ」ドを持たせるとしたら、番号法違反になるのではない

か。

司法 17条は申請しないと取得できないという意味では、強制していないという意味で任意といえるが、会社

の中の規定において倒人番号カ｝ドの取得を盛り込むことを禁止するものではない。個人番号カードを社員

証や職員証に使うことを番号法が禁じているとは考えていない。

②同様に保険証としての個人番号カード利用は番号法違反ではないか。

③国家公務員職員証に個人番号カードを使うとのことだが個人番号が所属省庁の職員番号になるのか。

＝今番号そのものを保険証番号や社員番号、職員番号として使用することは現行法上禁止されている。

2-5 個人番号カ←ド申請書に添付された写真が本人のものかどうか判別するために各自治体は「顔認証システ

ムJ を導入するととになったが、

①顔認証システムは自治体親殺に関わらず、すべての自治体において使用させるのか。

＝今質疑応答集で各自治体に示込ている。原則として全市区町村に導入、活用することを想定している。

②顔認証データは認証が終了すれば消去することになっているが、将来にわたってデータを残して利用しないこ

とを担保する何らかの措置を講じるべきだと考えるが、いかがか。

司ソアトウェアについては、機構で発注し調達して全市区町村で使う。そもそもシステム自体、データを一切

保存しない仕様になってりる。使用するとき、交付申請者に対して、同一人性の判定だけに使いかっ画像は判

定以外に使用せず、保存されないというごとを説明するという形で事務処理を各自治体に示している。

2-6 個人番号カードによるコンビニ交付を積極的に推奨しているが、不正取得等に対する「本人通知制度Jが

多くの自治体で制度化されているなか、戸籍謄抄本等の交付は止めるべきではないか。

司個人番号カードと暗証番号、所持認証と知識認証、 2重にクリアした場合にその所持者、同一世帯のものに限

って証明書をとれるという仕組み。第三者を阻む、きわめて狭く、多重認証をかけているので不正取得がきわ

めて困難。

2-7 何らかの事情で住民登録されていない住民には個人番号がふられていない。こうした人に対しても他の人

と河様のサービスを保障し、個人番号がないことで不利益は生じないということを確認されたい。（回答は内関
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官房）

司個人番号の提供のないことをもって、生活保護が受けられないということはない。ただし、マイナポータルへ

のアクセスは個人番号カードがないとできないとか、本人確認の際に通知カードともう 1種類の身分誌を用意

しなければならないとか不便が発生する。

2-8 高市総務大臣は記者会見 (I1月24日）において、通知カード送付の遅れによる番号記入ができない事態

が発生することについて、「最終的にはマイナンパ」は住基ネットで確認することができますので、すぐに具体

のデメリットが生じることはないと考えております。j と答えている。個人に個人番号を書かせることによって

記載された書類は特定個人情報となり、厳重な管理が必要となり、さらには個人番号流出の危険性は高まるので、

申告書（申請書）に個人番号を記入する必要がないのではないのか。

司7イナンパーを使うことで、行政事務の効率化がはかられる。書かないと今までと同じ。メリット

が出てこなくなる。マイナンバーを記載すると住所を書かなくて済むという、その場でのメリットは

どんどん具体化して行く。書いて頂くことでメリットがでる。

（質疑）個人番号カードの申請は、任意（選択制）だと書くべき。コンビニ交付の危険性を周知すべき。

＝今任意という言葉は無いが、「申請してね」「申請できるJであり、義務主いう誤解を生じる言葉は使っていない。

パンフレットは配布済みなので、ほかの PR方法で誤解の無いような、より理解を頂くように努めていく。

コンピニ交付は、きわめて厳格なシステム。 2010年度から蓄積があり、好評なサーピス。悪用きれないよう、

改鼠防止のための仕組み、専用回線など、大きな事故の無い形で、百団体が導入、 2千万人が利用。セキュリテ

イ面で十二分な巨配りをしながらやっていく。説明もしっかりしていく。

（質疑）顔認証について 人口の少ない自治体は目視で可能ではないか？

司交付の時に使うのは、確認のためだけ。目視も可能。例外もあり得る。機械で確認することに意味がある。

3 国税庁

3-1 番号制度に関する Q&Aで、個人番号の記載は税法上の義務て。あることを説明するが、記入を拒否され

た場合でも受理し、記入しないことに罰則はないことを明らかにしている。しかし記入を拒むものがいると、

税務調査等で不利な扱いを受けるのではないかと心配する声がある。記入しないことで不利な扱いはしないこ

とを明確に周知するべきではないか。

司個人番号の記載がない場合は、記載いただくよう指導していただきたい。それでも記載がない場合は個人番

号をお持ちでないという事情がある場合もあるので、受理する。しかし、個人番号記載は税法上の義務なので、

税の執行関係で国税庁として個人番号の記載がないことで不利な扱いはしないということを明確に示すことは

難しい。

古

3-2 記入を求めたにもかかわらず拒まれた際に、その経緯を記録しておくよう Q&Aで説明しているが、記

録がない場合、どのような扱いがされるか。

司他人番号記入を拒まれた際の手続きは法令上の義務ではない。記入を求めたにもかかわらず指まれた際の記

録がなかったとしても国税庁や税務署が何らかの措置をすることはない。記録の意味は、個人番号をいただけ

ないから支払調書に個人声号を記載できないのか、個人番号をいただいたのに支払調書に記載を忘れたのか、

後々にどちらか判明させるためだ。事業者の側の個人番号の取り扱いがしっかりしているということを示すと

いうことだ。

3-3 個人事業者に法人番号が付番されていないが、個人番号を記載することの不利益は生じないか。

司個人事業者についても一定の支払調書を提出しているところについては法令上法人番号を記載することにな

っているが、その際は個人番号を受け取った事業者がしっかり管理するということが法令上定められている。

3-4 一般的に、所得税を源泉徴収しないで、報酬や謝礼を支払っているケースが見られるが、その適正化を検

討しているのかロ

司私どもは執行機関として報酬や謝礼を支払っていただく左吉、法令上源泉徴収が必要なケースについて源泉
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徴収していただくよう広報したり、指導している。

3-5「番号の猶予規定が設けられている法定調書j は、どういう理由で設けられたのか説明されたい。

司法定調書の提出対象となる配当などについては原則として支払いの都度金融機関に対して支払いを受けられ

る方は告知しなければならないが、契約締結の際に金融機関に氏名住所等を告知し、その都度本人確認を受け

るのは大変煩君主なものだからしなくてもよいというみなし告知という制度があり、そのうえでお客さんに個人

番号の告知を求める必要はないだろうということで3年の猶予知慣が設けられたと考えている。

（質疑）個人番号を書かなかった時に不利益があるのか。

司そういうことを広報することはできない。

｛質疑）実質的な不利益はないということでしょうつ

＝今不利益というのはどういうことを指しているのか。

（質疑）とても感覚的なものかもしれない。でもあえて不利益はないと断言してほしい。

｛質疑）書かなかったりすると税務調査に入るなんてことはないのでしょうねc

＝今それはない。

（質疑）個人事業者に対しても法人番号を付与できれば、個人番号記載の必要がなくて済むのになぜ法人番号を与

えないのか。

司個人事業主はあくまで税の申告を個人として行っている。番号法においては傭人事業主を法人とみなすのは

困難である。

｛質疑｝事業を行っている方について法人番号と個人番号の2推類の体系で管理するのはとてもやりづらいのでは

ないのか。個人番号はかなり厳重に保護されなければならないが法人番号はオープンだ。混在すると管理がか

なり面倒ではないのか。

司そんなことはない。

4 厚生労働省

4ー唱 介護保険の個人番号利用の留意点を事務連絡で示すのはいつか。

司関係個所との調整もほぼついたので、近日中にお示しできる。介護保険最新情報という介護保険の情報を流

すものがあるが、 HP上でもお示しする。

4-2 1 1月に雇用保険業務Q&Aで、偶人番号の提供を拒否された場合も受理し手続きすることが回答されて

いるが、その他の事務でも同様に扱うか。そのことを明らかにすべきではないか。

司雇用保険と基本的には同様の取り扱いである。

4-3 生活保護については、個人番号の提供が保護の要件ではないことを明らかにしているが、すべての事務に

ついて提供が手続きの要件ではないことを自治体に通知すべきで止ないか。

司個人番号を書けないお年寄りの方もいらっしゃり、個人番号の記載が要件ではないという言い方はともかく

として、個人番号の記載が必須ではないというこ主についても明らかにしていきたいと考えている。

4-4 一部の会社で、就労内定者に個人番号を提供しなれければ内定取り消すとか、就業規則で個人番号の提供

を義務づける、なかには給与や企業年金停止などを示唆するなどの動きがある。会社はあくまで個人番号の関

係事務であり、利用事務実施者である国税庁や厚生労働省が番号記載がなくても受理する扱いを示している以

上、従業員や内定者に番号提供を義務づけることは許されないの不適切な扱いをしないよう、労働行政で指導

すべきではないか。

4-5 個人番号カードと社員証の一体化を政府は提案しているが、就業規則等で社員証を個人番号カードとする

ことを規定すると、事実上、個人番号カードの所持は強制される。このように個人番号カードの任意取得に反

して取得が雇用関係のなかで強制されることがないよう、労働行政の中で指導すべきではないか。

司（4,5併せて回答）確かに事業主には従業員から番号を集めて届出をしなければならないという義務がある。

また番号を集める際には本人確認をしなければならないということになっている。実際にどういうふうに従業

員から集めるかは労使の自治の中に任されていると考えている。だから基本的には指導という形ではない。

4 



（質疑） 4点目、 5点目に関しては労働行政で指導すべきだと聞いているんでが、厚労省としてはこうした内容で

は行政指導すべきではないと考えているのか。

司就業規則というのは労基法上、労働基準監督署に提出する義務がある。就業規則を全部指導すべきものでは

なしその中において法的に違反があるとか明確に指導すべき事項がある場合指導すべきである。

｛質疑）マイナンバーの記載がないから採用を取り消すことがあっても、労働監督の立場からいえば、

就業規則に書いてあれば「どうぞJ という立場ですかっ

＝今解雇が有効かどうかは私人間の問題なので指導できない。ただし、マイナンバーに関して労働基準法違反が

あれば指導できる。しかし就業規則に載せるということについては指導できない。

（質疑）内定者に個人番号を記入してこなければ内定取消だといっても行政上は問題がないと。

司それはうちの管轄ではない。労働関係法制上問題出てきたらそれは当然指導の話となる。

（質疑）私たちは就業規則にマイナンパーの提供等について載せることについてはおかしいと考えているが、その

点については厚労省がきちんと Lた見解を示すべきではないのか。

司（内閣官房が引き取って）ご存知の通り、提供者側には提供の法的義務は課せられていないが、集める会社

側には税務情報として提出する義務が法的に課せられている。そういうところを受けて一部の事業者が従業員

が番号を提供しなかったことから会社が税法違反になるということから就業規則に記載する会社が出てきてい

ることは承知している。それが法的に違反するものでなければ、特に問題はないかと考えている。

（福島みずほ）ということは実質的な強制を認めているというととか。番号提供したくないというのは重要なプラ

イパシー権であり、その権利をいかに認めるかが大切なのでは？提供しなくてもよいと吉ちっと示してほしいロ

司罰則は求めないが、会社側が源泉徴収して番号を付けて出すのは義務なので、従業員が番号を提出していた

だかないと義務を履行できないから提供しなくていいと言うことは難しい。

（質疑）関税庁は従業員が番号提供しない場合は会社がそのまま番号なしで税務書類を提出することを認めている。

関係事務処理機関である会社に対してそのことを周知できないのはなぜか。

｛福島｝会社が義務違反にならないよう従業員に働きかけるということは実質的な強制につながり番号法違反では

ないのか

｛質疑）不適切な扱いがあった時にどこが対応してくれるのかつ会社の内定取消のような事案については厚労省な

のか第三者委員会なのか。

司労使関係については厚労省だ。

（質疑｝ガイドライン違反に関4＼て労働関係については厚労省でよいのかつ

＝今ガイドライン違反なのかどうかについては第三者委員会だ。

｛質疑）第三者委員会は斡旋であって解決はしてくれない。事件が起きて当該が裁判提訴でもしない限り解決しな

いのか。

（福島）厚労省は事業主に「秀号提供しない従業員がいてもそれは義務違反ではなく仕方のないことであること、

強制はできないことJ を周知すべきではないのか。

司従業員に直接的な提供の義務はないが、「間接的なJ義務はある。内定の時点で番号提供を求める子とはガイ

ドラインに照らしても問題がある。

｛福島）それではそうした会社については厚労省は具体的に指導すべきではなのか。採用前に番号提供を求めては

ならないという通達を出すべきではないのか。

司具体的な事例については第三者委員会が判断する。
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内問府・内閣官房・総務省・国税庁・厚労省御中

2月12日（金） 15～ 17時＠参議院議続会館 101会議室で行います省庁交渉ではお世話になります。質問先

について下記のように再変更・追加（士下線部分です）がございますので、ご確認のうえ、当日ご回答願います。

よろしくお願い申し上げます。

福島みずほ事務所中島浩

電話03-6550-1111

F必C03～6551-1111 

記

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の実施に伴う疑問に関する質問項目に関する一部変更＝追加

〈内閣府、内面官房〉

1 -1 提供者と収集者の法的関係について

1 -1ー唱 ｛由人番号の提供者と収集者（個人情報関係事務実施者）には、番号法においては提供についても

収集についても法的義務が課されていないことを確認されたい。

1-1-2 前回のやりとりにおいて提供者には法的義務が課されていないが、収集者には法的義務が課され

ているという表現が幾度となくなされたc 個別法について法的義務と解釈される根拠法文をすべて明示して

ほしい。

基底箆息』堕竺房、轡斤厚労省、総務省

1-2 特定秘密保護法の適正評価には、共通番号法 19条の 12の提供はないのかどうか？？イナンパーは記載

きれない？

官一 3 企業と契約して、従業員から番号を収集、管理、提供を業務とする商売が多数ある。スマホから送信する。

返信用封筒で送付する。ネットから返信するなE多様なパターンがある。

1-3-1 従業員が、その企業に番号を提供する場合、特定個人情報を保護する担保はどのように確保する

のか。（その会社は信用できるのか）

官－ 3-2 どのような企業でも「マイナンパー」を扱う事業をすることが可能なのか。一定の登録が必要なのか。

また、そ¢企業の信頼性は、どのように保証されるのか。その企業から番号が漏えいすることはないのか。

1-3-3 提供時和された当該従業員が、依頼先に、雇用主の依頼があるのか、契約書の写しの提示を求

めることは可能か。また管理主？安全性を質問しても良いのか。

1-4 テレビのコマーシヤルで、「マイナンパー検定J なる宣伝がされているロ「検定」というからには、何か国

家資格のようなものがあるのか。あれば具体的に説明してほしい。また、誰でも「検定J という言葉を使って

商売ができるのか。

1-5 個人番号関係事務実施者とは、どの範囲をいうのか、当該企業、法A,個人が依頼または、承諾して「7

イナンパー」の収集、法定書類への記載、管理l等を行うすべての対象者をいうのか。上記の収集、管理、提供

を行う企業などもその定義内に合まれるのか。

1-6 （複数の省庁にまたがる質問）国、地方自治体、年金機構、労働行政等で、マイナンパーの利用が始まると、

システムはどのように変わるのか。

0国税におけるシステム変更はワ呈国盆丘

O市町村ごとの情報連携は？

0市町村国保健保の加人脱退は？丞星差盆

課税のシステム変更は？芸盤肇盆

1-7-1 健保で被扶養者だった者由人収入によっては健保から脱退し、市町村国保または健保への加入が義務

付けられてくると思われるが、マイナンバー利用によってその精度はどの程度高まるとみているか。昌星議議

1-7-2 副収入を得ている収入分でも、応分の健保加入が必要とされているが、マイナンパーの活用により、
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どの程度の加入者増、保険収入増を予定しているか。豆星堂盆

1-7-3 7イナンパー活用により、パート、アルバイト、副収入を得ている人が、勤務時間を減

少させたり、勤務を止めたりするリスクはあるとみているか。

1-7-4 その結果、従来のシステムと、変更後のシステムで、費用対効果はどのようになるのか。

く総務省〉

2－唱 J -LISの情報公開のあり方について

2-1-1 通知力」ドがJ-LISのプログラムエラーにより葛飾区約 5000世帯について作成きれなかった

問題について、高市総務大臣は 1月4日の閣議後記者会見で、原因について「JーLISのシステム運用上の

セキュリティの問題や、国の機関ではなく「地方共同法人J という JーLISの性格を考慮した上で、総務省

の側から詳級についてお伝えするということについては、差し控える」と説明している。新聞報道では葛飾

区からの問合せに対してもミスの原因説明を拒否したと報じられ、 J-LISの情報公開のあり方について疑

問がある。

2-1-2 J LISは自治体の中間サ」パプラットフォームも運営する機関であるが、私どもの昨年 12月 14

日の質問への回答では自治体から情報提供が足りないという指摘はないと回答されたが、市区町村の中には

特定個人情報保護評価において中間サーバの内容がわからないため評価ができないと指摘しているところも

ある。情報公開が不足しているのではないか。

2-1-3 市民にとっても、全住民の特定個人情報を一括管理する中間サーバプラットフォームや、個人番

号カード交付のために顔写真データを含む個人情報を管理する J-LISで個人情報がとーのように扱われるか

は、自己情報コントロールの保障という番号制度の呂的に照らしでも重要を考えるが、情報公開請求の仕組

みをつくるべきではないか。

2-2 送られてきた通知カードの名前のふりがなが違っている。何を基に通知番号カードを作成したのかG Eこ

からその呼び名を持ってきたのか。訂正を申し出れば簡単だが、なぜそうなったのか明らかにされたい。

2-3 通知力 ドの送付を住民の居住確認に使うと言って職権消除まで住民に伝える自治体の行為は問題ではな

い古ミ。

2-4 J LISは、個人番号カード申請された写真、個人データを 15年間保存。 J LISから印刷会社にカー

ド作成依頼があると、印刷会社は、写真、個人データを 1ヶ月間保容して破棄することになっているとのこと。

印刷会社が破棄したかどうかのチェックや報告、監査は、不明のようだが、情報漏えいを防ぐうえでも、 J-

LISが保有するデータを他者、他所に提出した場合のチェック制度を確立すべきではないか。

〈罰税庁〉

3 -1 20日年 12月24日に閣議決定された 2016年度税制大綱において、マイナンバーを省略できる書類のー

覧が示された。

3ー唱一司 税関係処理としで似かなり膨大だが、逆にマイナンパーの記載を必要とする税関係書類を列挙して

ほしい。

3－官一 2 A 度税務デ」タ上でマイナンバーと紐付けされれば、実際のマイナンパー記載は必要なく処理可能

なのではないのか。個人番号の記載がなかった者に対してはJ RISからデータ提供を受けられるということは、

税務については納税者からの番号申告は必要ないのではないのか。

3-2 証券会社や銀行が守イナンバーを要求しているが、実態的に金融機関による顧客への義務（強要）になっ

てしまっている。預貯金の7ル優設定や証券会社の口座については個人番号の提供がなければサーピスを受け

ることができないのか。もしそうだとしたら、番号の有無でサービスが受けられなくなることはないというこ

れまでの姿勢と矛盾することになるが、いかがか。これは個別法において義務化しているからなのか。他にも

同様の事例はあるのか。

0具体例として、

①岡三証券に、母の住所変更をしようとしたところ、マイナンパーを登録しないと、手続きできないと言われ

た。岡三証券では、今年の 1月1日以降は、マイナンパーを登録を拒否したところ、手続きが停止になった。

②京都中央信用金庫でも郵便局でも、年末に、 1月l日以降は手続（住所変更）にはマイナンバーの記入が

必要と言われた。 ＊このケースは相当数にのぼっている。

3-3 個人番号利用～給与支払報告書の名寄せについて。複数の企業に勤務しているものの合算と市県民税の計
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算、配偶者控除の適否、扶養控除の適否（子供のアルパイトなど）には、今までは、市町村の市民税課において

名寄せし、三税協力体制（困、県、市町村の協議）で税務署に通知され、税務署の管理徴収部門からの是正通知で、

修正されてきました。扶養控除、配偶者控除、の是正実績が統計で分かれば教えてくださいロ調査に要した時間、

是正件数、是正額（所得税、市県民税）など。

司市1県民府についγ4主総蒋省

3-4 税務申告等とマイナンパーの関係について

給与計算、年末調整、給与支払報告書の作成、個人の確定申告、健保、厚生年金の加入・脱退、労働保険の取得、

喪失などの手続きについて、マイナンパーの記載が求められている。企業内の担当者のほか、土業関係者がそ

の対応にあたっているが、企業は必ずしも専門土業ごとに依頼しているわけではない。税理士をはじめ、農協

税務指導員、青申会、商工会議所指導員、ネ上労士、労働保険事務組合、行政書士、司法書士などの援助を頼ん

でいる場合が多いロまた上記の様なクラウド契約の場合もある。

この場合、個人番号関係事務実施者として、当該企業との契約書を結んでおけば、「マイナンパ←」の取り扱い

ができるものと解してよいか。

＝今内閣府外局個人情翌鎧議乏忌会

〈厚生労働省〉

4 -1 2015年 12月 18日に更新された雇用保険関係の事業主向け資料（概要リーフレッ卜）で、

Qlマイナンパーを記載して厨出ることは義務なのですか？

Alはい。事業主は、番号法および雇用保険法に基づき、雇用保検手続の届出に併せて7イナンバーを届け出る

ことが義務づけられています。

と書かれている古人番号法の何条で義務づけられているのか、説明されたい0

4-2 民間事業者は個人情報関係事務実施者であり、雇用にあたって信人番号の提供を拒んだ場合の扱いにつ

いては、利用事務実施者である国税庁や厚生労働省の判断に従うもの ξ考える。国税庁等は、提供を求めるが

提供されない場合はその記録を残すように求めつつ書類は受理し、そのことで不利益な扱いはしないと説明さ

れている。しかし、提供しないことにより採用きれなかったり、雇用継続ができない事態が視実に危慎される。

労働行政の中で、このような事態が起きないよう指導すべきではないか。三星単色」摘魁昼飽ム箪盤重

乏星会

4-3 図書館でボランティア（無報酬）に従事している人からの質問（静岡）o 従事日数に応じて、交通費のみ支

給（市役所より）されているそうだが、この支給のため、マイナンパ←の提示を求められたとのこと。提示を拒

否したら、「他のボうンテイアは皆申告したのに拒否するのはあなただけだ。もし言わないなら、支給できないし、

ボランティアも断るかも1しれない」と言われた。

0これは脅しである。求め争側は義務かもしれないが、番号の提示側には義務ではない。

O交通費の支給に番号申告は必要か（法的根拠はワ）

C個人番号関係事務実施者への教育は徹底しているのか。

4-4 民間保険会社で年金支払いを求めたら、マイナンパーの提出を求められた。

4-5 就業規則によって番号提供を義務づけたり、個人番号カードを社員証として利用強制したりすることは、

前回の答弁では「労使」、（民民Jの関係に政府が介入しないということだった。しかし、番号法では番号提供

に法的義務が課されていない以上、強制することは番号法違反となると考えるが、いかがか。億人番号カ」ド

も番号法第 17条では「その者の申請によりJ交付するものとしている。その社員に申請の意志がなく、申請行

為抜きに社員証として個人番号カードを持たされるのは明らかに番号法違反である。この点はいかがか。

4-6 2015年 12月初日東京新聞は、健康保険証の番号など全国 10万3千人のリストが流失したと報道した。

健康保険証は本人確認に使われが、保険証を偽造すれば、個人番号カード申請や、通知カード再発行などにも大

きな問題になる。厚生労働省が調査しているが、事件の原因究明が全くされておらず、早急にするべきと思うが。

また、厚労省から自治体担当者に f各保険者における被保険者からの申し出による被保険者証の記号及び番

号の変更等の対応を要請する考えであり」と事務連絡があったが、本人が要請するのに、情報漏えいされた者

かどうかをどのようにLて本人は知るのか。何らかの通知がくるのかG
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