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社会保障・税に関わる番号制度の検討経緯

「平成22年度税制改正大綱」（閣議決定）

「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」という。）の設置
＜平成22年2月～6月の間、合計6回開催＞

「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」という。）の設置
＜平成22年11月～ （これまで計6回開催）＞

検討会において「中間とりまとめ」を公表

「中間とりまとめ」のパブリックコメントを実施

実務検討会において「中間整理」をとりまとめ、公表

実務検討会において「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針（案）」をとりまとめ

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、公表

「政府・与党社会保障改革検討本部」（以下「政府・与党本部」という。）の設置
＜平成22年10月～ （これまで計4回開催）＞

平成21年12月21日

平成22年 2月 5日

平成22年 6月29日

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

平成22年12月 3日

平成23年 1月28日

平成23年 1月31日

政府・与党本部において「社会保障改革の推進について」を公表平成22年12月10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年度税制改正大綱」（閣議決定）平成22年12月16日
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社会保障・税に関わる番号制度に
関する実務検討会

社会保障・税に関わる番
号制度に関する検討会

【H22.10.28設置】【H22.2.5設置】

【H22.11.5設置】

【H23.1.24設置】

社会保障・税に関わる番号制度の検討体制

検討本部の検討事項のうち、政府
として、社会保障・税に関わる番
号制度の導入を検討するための副
大臣級の会議

座長：社会保障・税一体改革担当
大臣

番号制度導入に伴う個人情報保護
（第三者機関設置等）、情報連携
（制度設計、情報システム等）に係
る論点について、専門的・技術的観
点から検討するための有識者からな
る会議

事務局長：峰崎内閣官房参与

検
討
指
示

報
告

報
告

政府・与党社会保障改革検討本部 番号制度創設推進本部

政府・与党が一体となって社会保障
改革の全体像を巡る議論を検討する
会議

本部長：内閣総理大臣

社会保障・税に関わる番号制度に
ついて、幅広く国民運動を展開す
るために設置された本部

本部長：内閣総理大臣

構成員：政府・与党社会保障改革
検討本部の構成員と同じ

【H23.1.31設置】

個人情報保護
ＷＧ

情報連携基盤
技術ＷＧ

社会保障分野検討会
（サブＷＧ）

情報連携基盤技術
ユーザーサブＷＧ
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平成22年度税制改正大綱（抄）

平成21年12月22日 閣議決定

第３章 各主要課題の改革の方向性

１．納税環境整備

（３）社会保障・税共通の番号制度導入

社会保障制度と税制を一体化し、真に手を差し伸べるべき人に対する社会保障を充実させるとともに、社会保障制度の効率化を進めるため、
また所得税の公正性を担保するために、正しい所得把握体制の環境整備が必要不可欠です。そのために社会保障・税共通の番号制度の導入を進
めます。

番号は基礎年金番号や住民票コードなどの既存番号の活用、新たな付番など様々な選択肢が考えられます。付番・管理する主体については、
（４）で詳述する歳入庁が適当であると考えます。

以上、徴収とも関連しますが、主として給付のための番号として制度設計を進めます。その際は、個人情報保護の観点が重要なことは言うま
でもありません。

（ 略 ）

（６）納税環境整備に係るＰＴの設置

以上、（１）納税者権利憲章（仮称）の制定、（２）国税不服審判所の改革、（３）社会保障・税共通の番号制度導入、（４）歳入庁の設置、
等について、具体化を図るため、税制調査会の下にプロジェクト・チーム（ＰＴ）を設置します。特に、（１）（２）（３）については１年以
内を目途に結論を出します。

なお、社会保障・税共通の番号制度やこれを付番・管理する歳入庁の設置については、税制のみならず、社会保障制度も関連することから、
税制調査会のＰＴと並行して、内閣官房国家戦略室を中心に、府省横断的に検討を行うこととします。

（ 略 ）

２．個人所得課税

（１）所得税

③ 改革の方向性

所得再分配機能を回復し、所得税の正常化に向け、税率構造の改革のほか、以下のような改革を推進します。

第一に、的確に所得捕捉できる体制を整え、課税の適正化を図るために、社会保障・税共通の番号制度の導入を進めます。ただし、一般の
消費者を顧客としている小売業等に係る売上げ（事業所得）や、グローバル化が進展する中で海外資産や取引に関する情報の把握などには一
定の限界があり、番号制度も万能薬ではないという認識も必要です。

（ 略 ）

④ 所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へ

（ 略 ）

給付付き税額控除は多くの先進国で既に導入されています。我が国で導入する場合には、所得把握のための番号制度等を前提に、関連する
社会保障制度の見直しと併せて検討を進めます。
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社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会の設置について

１．政府一体となって社会保障及び税に関わる番号制度の導入を検討するため、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」という。）を設置する。

２．検討会の構成員は、次のとおりとする。ただし、会長は、必要があると認めるときは、関係者に
出席を求めることができる。

会長 内閣総理大臣

副会長 内閣官房長官、国家戦略担当大臣、内閣府特命担当大臣（経済財政政策）、総務

大臣、財務大臣、厚生労働大臣、公務員制度改革担当大臣

事務局長 国家戦略室長

委員 内閣総理大臣の指名する内閣官房副長官、内閣総理大臣の指名する内閣府副大臣、

総務大臣の指名する総務副大臣、財務大臣の指名する財務副大臣、厚生労働大臣

の指名する厚生労働副大臣

３．検討会の庶務は、内閣府の助け並びに総務省、財務省及び厚生労働省の協力を得て、内閣官房に
おいて処理する。

４．その他、検討会の運営に関する事項その他必要な事項は、会長が定める。

平成２２年２月５日
内閣総理大臣決裁
平成２２年６月２１日
一 部 改 正
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開催日 議題

第１回 平成22年2月8日 ・キックオフ

第２回 平成22年2月22日 ・ヒアリング①（厚労省、財務省、総務省自治税務局）

第３回 平成22年3月15日 ・総務大臣からの提言（原口五原則）

・ヒアリング②（総務省自治行政局、内閣官房ＩＴ担当室）

第４回 平成22年4月7日 ・ヒアリング③

（田中直毅 国際公共政策研究センター理事長、安田純子 (株)野村総合研究

所上級研究員）

第５回 平成22年4月21日 ・ヒアリング④

（田近栄治 一橋大学教授、岡村幸四郎 川口市長）

懇談会 平成22年5月28日 ・中間とりまとめに向けた検討

（副大臣級懇談会として開催）

第６回 平成22年6月29日 ・中間とりまとめ

※平成22年7月16日から8月16日まで、「中間とりまとめ」に対するパブリックコメントを実施。

社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会 開催実績
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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
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社会保障・税に関わる番号制度 ～3つの視点からの「選択肢」～

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

・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

・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
医療保険手続き簡便化、が可能となる

・引越しの際の手続き一括
処理などが可能となる

基礎年金番号

住民票コード

新たな番号

番号に何を
使うか

情報管理

をどうするか

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

・国民全員に付
番されてなく、
重複がある

・プライバシー保
護上の問題が
ある

・プライバシー
保護上の問
題がある

＜住基ネットを
活用し、新た
に付番＞

・問題尐ない

・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

・プライバシー侵
害の懸念、情報
漏れの被害が
小さい

大

大

A案 （ドイツ型）
－税務分野のみで利用－

B案 （アメリカ型）
－税務＋社会保障分野で利用－

・税務分野に利用
・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
・役所の各種手続に利用

B-1案
－税務分野で利用
－社会保障の現金給付に利用

B-2案
－税務分野に利用
－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

C案 （スウェーデン型）
－幅広い行政分野で利用－

情報管理の「リスク・コスト」

国
民
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
（利
便
性
）

一元管理
方式

各分野の番号を
一本に統一し、
情報を一元的に
管理

情報を各分野で分
散管理、番号を活
用して連携

分散管理
方式

・自己情報へのアクセス記録
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

・「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

・法令により「目的外利用」
を規制

「偽造」「なりすまし」等
の不正行為を防ぐ

「目的外利用」
を防ぐ

国民自らが情報活用
をコントロールできる

＜国民の権利を守るための番号に向けて ＞

国・地方が連携・
協力して推進

最小の費用で、確実かつ効率的な仕組み 7



利用範囲 具体的な内容

○ 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

○ 「所得比例年金（所得に応じた年金給付）」の導入が可能となる
○ 「高額医療・高額介護合算制度（※）」の改善が可能となる

※医療・介護の自己負担の合算額が上限額を超えた場合に還付される制度の申請手続きの簡素化・
迅速化、対象の拡大などの制度改善が可能となる。

○ 医療保険などの申請手続きの簡便化、給付に要する期間の短縮が可能となる
○ 社会保障の不正受給の防止が強化される

○ 年金手帳・医療保険証・介護保険証等を一枚にすることが可能となる
○ 「医療・介護情報サービス（希望者に、自らの健診情報やサービス利用、費用支払情報を提供

するサービス）」の利用が可能となる
○ 医療の向上（希望者について、過去の投薬内容等を複数の病院間で参照し、より適切な治療

を受けることなど）が可能となる
○ 医療・医学研究のベースとなる正確な統計・データの整備が容易になる

○ 役所での各種手続きの簡素化・迅速化・正確性の向上が可能となる
・引越しなどの際の申請・届出の手続きを一か所で行う
・各種手続きにおいて、住民票の写しなどの証明書の取得を省略する

○ 行政からのお知らせが、パソコンや携帯電話などでどこででも確認できるようになる

さらに

Ｂ案
（アメリカ型）

A案（ドイツ型）

選択肢Ⅰ ー利用範囲をどうするかー

税務分野のみで利用

さらに

さらに

C案（スウェーデン型）

幅広い行政分野で利用

税務分野
＋

社会保障
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

B-1案

B-2案

（注）地方公共団体については、各地方公共団体の処理している事務の現状を踏まえて検討し、国・地方公共団体が連携・協力して推進。
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番号 課題等

○国民全員に付番されておらず、重複もある。

○プライバシー保護の観点から、納税者番号として商取引相手などに見せるのは望ましくない。

○プライバシー保護の観点から、納税者番号として商取引相手などに見せるのは望ましくない。

○「住民票コード」と対応させた新たな番号を付番するならば、上記のような問題を避けられ、投資コス
トも抑えられる。

情報管理方式 課題等 諸外国の例

○一元的・集中的に管理できるので、管理・連携は容易である。

○プライバシー侵害の懸念があり、一旦情報漏れ等の事故が
生じた場合に被害は甚大である。

アメリカ

韓国等

○中継データベースの運営管理等が必要である。

○プライバシー侵害の懸念や、一旦情報漏れ等の事故が生じ
た場合の被害は尐ない。

オーストリア

選択肢Ⅱ ー制度設計をどうするか ー

情報管理をどうするか

一元管理方式

分散管理方式

番号に何を使うか

基礎年金番号

住民票コード

新たな番号

最小の費用で、確実かつ効率的な仕組み

各分野の番号を
一本に統一し、
情報を一元的・
集中的に管理

情報を各分野で
分散管理し、
中継ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを

通じて、共通番号を
活用して連携
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選択肢Ⅲ ープライバシー保護など国民の懸念へどう対応するかー

予想される懸念・リスク 考えられる対応策の例

「国家管理」

への懸念

・国家による国民の監視・監督
に使われるのではないか

・国家によって、国民の個人情
報が支配されるのではないか

・行政庁職員などによる盗み見、
不正閲覧、持ち出しによる流出、
などに結びつくのではないか

○国民が、自己情報へのアクセス記録を、自ら確認できる仕組
みを整備する。

○国民のプライバシー保護を任務とする「第三者機関」を政府
外に設置する。

「不正行為」

のリスク

・「偽造」「なりすまし」などによっ
て、不正にのぞき見されるので
はないか。

・情報が漏れたり改ざんされたり
するのではないか

○「ICカード」を導入し、確実な本人確認ができる仕組みとする。

※既存の安定した仕組みとして住基カード活用も可能

○個人情報を保有する機関におけるセキュリティの設計強化を
図る。

○「分散管理方式」を導入すれば、各分野の個人情報はそれ
ぞれが管理し、中継データベースを通じて安全な連携が可
能となる。

「目的外利用」
のリスク

・勝手に個人情報を目的外に利
用することが生じるのではない
か

○法令により「目的外利用」の厳密な禁止・罰則など規制を強
化する。
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「番号」の導入に係る費用・期間
「番号」を導入するための費用・期間は、一般的に情報の活用範囲を広くするほど関係者が増え、強力な個人情報保護対策
が必要になるなど、多く・長くかかることとなる。
また、 ① 個人情報保護の仕組みのあり方やクラウドの利用等で相応の増減があり得ること、

② 費用を誰がどのように分担するか、別途検討の必要があること等にも留意する必要がある。

利用範囲
導入費用（注２）

付番関係 情報連携基盤関係 情報活用関係 個人情報保護関係

（税務分野）

・付番、通知、番
号管理プログラム
開発等費用
(200億～300億程
度)

・情報連携のた
めのシステム
開発等及び
ネットワーク費
用
(500～700億円
程度)

・税務関係機関
におけるシステ
ム開発費用（地
方公共団体の地
方税部局含
む。）
(600～1300億円
程度)

・税務当局に調
書を提出する民
間セクター（金融
機関等）における
システム開発費
用

（税務）
＋

社会保障
分野

（社会保障の
現金給付）

・社会保障関係
機関（保険者及
び地方公共団
体福祉部局等）
のシステム開
発費用 (700～
800億円程度)

（社会保障情
報サービス）

・医療機関
や介護事業
所等におけ
るシステム
開発費用

Ｃ案
（幅広い行政分野）

・各機関にお
けるシステム
開発費用

【一定の前提を置いた粗い試算】（注1）

・第
三
者
機
関
の
設
置

・自
己
情
報
管
理
機
能

・強
固
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

・Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
導
入

な
ど

3~4年程度（注３）
追加で行う事次第で
更に時間がかかる

A案

B案

C案

保護の仕組みの複雑さに
よっては追加期間が必要

Bｰ1

Bｰ2

（２~

３
千
億
円
程
度
）

（注1） 海外事例や個別分野における過去のシステム改修費用等を参考とし、それと同程度の開発・改修が必要となる等という仮定に基づいて試算したものもある。従って、番号の制度設計によって、実際のシステム改修の程度や
その費用が異なることに留意。

（注２） 運用経費（ランニングコスト）が別途必要であることに留意。
（注３） Ａ案でも制度導入(番号配布）までに３年程度、システム稼働までに４年程度。

期 間
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政府・与党社会保障改革検討本部の設置について

１．趣旨

社会保障改革の全体像については、政府・与党が一体となって、必要とされるサービスの水
準・内容を含め、国民に分かり易い選択肢を提示するとともに、その財源の確保について一体的
に議論する必要がある。このため、これを検討する場として、内閣総理大臣の下に以下の構成に
よる政府・与党社会保障改革検討本部（以下「本部という」）を設置する。

２．構成

本部の本部長及び構成員は別紙のとおりとする。また、本部長は、必要があると認められると
きは、関係者に出席を求めることができる。

３．運営

内閣総理大臣（本部長）の下、内閣官房長官が主宰する。その他、本部の運営に関する事項そ
の他必要な事項は、本部長が定める。

平成22年10月28日
政 府 ・ 与 党
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（本部長）

内閣総理大臣 菅 直人

（本部長代理）
内閣官房長官
社会保障・税一体改革担当大臣

枝野 幸男
与謝野 馨

（政府側構成員）

総務大臣 片山 善博

財務大臣 野田 佳彦

厚生労働大臣 細川 律夫

経済産業大臣
内閣府特命担当大臣（経済財政政策、尐子化対策）

海江田 万里
与謝野 馨

国家戦略担当大臣 玄葉 光一郎

内閣官房副長官 藤井 裕久

内閣官房副長官 福山 哲郎

内閣官房参与（事務局長） 峰崎 直樹

（与党側構成員）
代表代行
民主党幹事長

仙谷 由人
岡田 克也

民主党政策調査会長 玄葉 光一郎

民主党社会保障と税の抜本改革調査会会長代理 小沢 鋭仁

民主党参議院幹事長 平田 健二

民主党幹事長代理 藤村 修

民主党筆頭副幹事長 長妻 昭

民主党政策調査会長代理 城島 光力

民主党政策調査会長代理 一川 保夫

国民新党幹事長 下地 幹郎

国民新党政務調査会長
新党日本代表

亀井 亜紀子
田中 直人

（別紙）
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社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会の開催について

１． 政府及び与党における社会保障改革の検討事項のうち、政府として、社会保障・税に関わる番号制度の導入
を検討するため、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」という。）を開催
する。

２． 実務検討会の構成員は、次のとおりとする。ただし、座長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を
求めることができる。

座 長 社会保障・税一体改革担当大臣
座長代理 内閣官房長官の指名する内閣官房副長官
委 員 内閣官房長官の指名する内閣府副大臣

総務大臣の指名する総務副大臣
法務副大臣

財務大臣の指名する財務副大臣
厚生労働大臣の指名する厚生労働副大臣
経済産業大臣の指名する経済産業副大臣
内閣官房長官の指名する内閣府大臣政務官

事務局長 内閣官房長官の指名する内閣官房参与

３． 実務検討会の庶務は、内閣府の助け並びに総務省、法務省、財務省、厚生労働省及び経済産業省の協力を得
て、内閣官房において処理する。

４． その他、実務検討会の運営に関する事項その他必要な事項は、座長が定める。

平成 2 2年 1 1月 9日
内閣官房長官決裁
平成 2 3年 1月 1 2日
一 部 改 正
平成 2 2年 1月 2 1日
一 部 改 正
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政府・与党社会保障改革検討本部

本部長：菅内閣総理大臣

本部長代理：枝野内閣官房長官
同 与謝野社会保障・税一体改革担当大臣

（政府側構成員）

片山総務大臣

野田財務大臣

細川厚生労働大臣

海江田経済産業大臣

玄葉国家戦略担当大臣

藤井内閣官房副長官

福山内閣官房副長官

峰崎内閣官房参与（事務局長）

（与党側構成員）

仙谷民主党代表代行

岡田民主党幹事長

玄葉民主党政策調査会長

小沢民主党社会保障と税の

抜本改革調査会会長代理

平田民主党参議院幹事長

藤村民主党幹事長代理

長妻民主党筆頭副幹事長

城島民主党政策調査会長代理

一川民主党政策調査会長代理

下地国民新党幹事長

亀井国民新党政務調査会長

田中新党日本代表

社会保障・税に関わる番号制度
に関する実務検討会

社会保障改革に関する
有識者検討会
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番号制度の実務検討会

事務局

中村室長

峰崎参与

座長 与謝野社会保障・税一体改革担当大臣
座長代理 藤井官房副長官

委員 平野内閣府副大臣
末松内閣府副大臣
鈴木総務副大臣
小川法務副大臣
五十嵐財務副大臣
大塚厚生労働副大臣
池田経済産業副大臣
和田内閣府大臣政務官
細野内閣総理大臣補佐官
峰崎参与（本部事務局長）

オブザーバー 古本民主党税制改正ＰＴ事務局長
大串民主党税と社会保障の抜本改革調査会事務局長
亀井国民新党政務調査会長

政府・与党社会保障改革検討本部

内閣官房 社会保障改革担当室

社会保障・税に関わる番号
制度に関する実務検討会
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開催日 議題

第１回 平成22年10月28日 ・社会保障の現状と課題

第２回 平成22年12月10日 ・社会保障改革の推進について

第３回 平成23年1月21日 ・社会保障改革の推進について

第４回 平成23年1月31日
・社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針について
・番号制度創設推進本部の設置について

政府・与党社会保障改革検討本部 開催実績

開催日 議題

第１回 平成22年11月11日
・「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会中間とりまとめ」（平成
22年6月29日）意見募集結果

・当面の取り組み 等

第２回 平成22年12月3日
・中間整理案
・今後の検討スケジュール

第３回 平成23年1月24日
・有識者との意見交換
・社会保障・税に関する番号制度に関する基本方針（案）の主要論点について
・ワーキンググループの設置について 等

第４回 平成23年1月28日 ・社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針（案）について

第５回 平成23年2月22日 ・関係団体からの意見聴取①

第６回 平成23年2月23日 ・関係団体からの意見聴取②

社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会 開催実績
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尐子高齢化（高齢者の増加と労働力人口の減尐）
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

背景

理念

主な論点 目指す方向性

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

２３年 夏頃 「社会保障・税番号大綱（仮称）」

秋以降 法案提出

導入の趣旨

番号導入

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
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

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、

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
 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

効果

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

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

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プライバシーに対する影響評価の実施 等

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：尐なくとも３～４年の準備期間が必要

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

「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

住基ネットを活用した新たな番号

“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、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ールできる社会の実現

将来

現在

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
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２０１０年１２月６日 民主党

１．納税環境整備

（１）社会保障・税共通番号制度

○ 導入目的
真に支援の必要な人を把握し社会保障を充実させるため、また、所得を把握することなどにより不公平をできる限り是正して

いくため、社会保障・税共通番号制度が必要である。番号導入は国民の利便性の向上、行政の効率化にも資すると考えられる。

○ 提出時期
国民的議論を行うためにも、来年通常国会末までに、法案骨子を作成することを求める。
番号制度導入の機は熟している。番号制度は、この国の行政のあり方を大きく変えるものであり、システム開発だけで最低２、

３年は必要とも言われる。また、関係機関への影響も大きいことから、早期に導入の判断をすることが望まれる。

○ 利用範囲
国民にとっての利便性、情報管理のリスク・コストを勘案し、「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」で示されたＢ－１案、すなわち、税務分野、社会保障の現金給付での利用を推奨する。

○ 使用する番号・情報管理方式
住民票コードを利用して新たな番号を付番すべきである。プライバシー侵害の懸念や、情報漏れ等の事故が生じた場合の被害

を最小限にするため、分散管理方式を採用すべきである。
なお、システム開発の際には、コストが膨大なものにならないよう、専門家が助言等を行うような枞組みも検討すべきである。

○ プライバシー保護
番号利用に関し、目的外利用の厳密な禁止・罰則など規制を強化すべきである。

○ 付番機関
昨年の税制改正大綱では、将来的に歳入庁の設置を検討するとされているが、当面は国税庁を中心としながら地方自治体等と

の連携を進めていくべきである。
（略）

平成２３年度税制改正主要事項にかかる提言（抄）
参考
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平成22年12月14日 閣議決定

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。

（略）

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、幅広く国民運動を展開し、国民にとって利
便性の高い社会が実現できるように、国民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、
さらに国民的な議論を経て、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。

社会保障改革の推進について（抄）
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平成23年度税制改正大綱（抄）

平成22年12月16日閣議決定
第２章 各主要課題の平成23年度での取組み
１．納税環境整備

（略）
社会保障・税に関わる番号制度については、早期の制度導入に向け、「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会」を中心

に速やかに検討を進めるとともに、税務面においても積極的な検討を行います。

（７）社会保障・税に関わる番号制度
社会保障・税に関わる番号制度（以下「番号制度」といいます。）は、主として給付のための制度であり、①真に手を差し伸べるべ

き人に対する社会保障の充実とその効率化を図りつつ、②国民の負担の公正性を担保し、制度に対する国民の信頼を確保するとともに、
③国民の利便性の更なる向上を図るために不可欠なインフラとして可能な限り早期に導入することが望ましいものと考えます。

本制度については、「政府・与党社会保障改革検討本部」の下に設けられた「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会」
の「中間整理」（平成22年12月３日）において、①幅広い行政分野での利用を視野に入れつつ、まずは税と社会保障分野から利用を開
始する、②住民基本台帳ネットワークを活用した新たな番号を使用する、③データベースの管理方式については分散管理方式を前提に
検討し、番号の管理方式については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を進める、④付番機関については、社
会保障制度や税制の改革の方向性に照らして「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置すべきか」
について、他の論点の方向性に鑑みつつ、検討を進める、⑤個人情報保護の徹底については、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示」、「関係法令の罰則強化」を実施する方向で検討する、
という目指すべき方向性を明らかにしたところです。また、スケジュールについては、「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）に基づき、来年１月を目途に基本方針をとりまとめ、さらに国民的な議論を経て、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こととしています。今後、このような方針に即し、早期の制度導入に向け、実務検討会を中心に
速やかに検討を進めます。

税務面において番号制度を活用するには、①各種の取引に際して、納税者が取引の相手方に番号を「告知」すること、②取引の相手
方が税務当局に提出する法定調書及び納税者が税務当局に提出する納税申告書に番号を「記載」すること、が必要となります。これに
より税務当局は、法定調書と納税申告書の情報を、番号をキーとして名寄せ・突合することが可能となります。
その前提として、番号は、少なくとも、①国民一人一人に一つの番号が付与されていること、②納税者が取引の相手に告知できるよ

う、民－民－官の関係で利用でき、また、目で見て確認できること、③常に最新の住所情報と関連付けられていること、という条件を
満たす必要があります。
税務面において、番号制度がこのような役割を果たしていけるよう、実務検討会での議論と並行して、①法定調書の拡充、②税務当

局への提出資料の電子データでの提出の義務付け、③税務行政における電子化の推進と情報連携の効率化、等の課題について積極的に
検討を進めます。また、制度全体についての議論の進捗状況を踏まえ、①法定調書への正確な番号記載の確保策、②税務情報について
のプライバシー保護の徹底策、といった課題についても検討を進めます。
なお、検討に当たっては、番号を利用しても事業所得や海外資産・取引情報の把握には限界があることについて、国民の理解を得て

いく必要があります。
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社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針（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

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

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

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て付番する仕組み

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
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

付
番

○「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

○「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
※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
連
携

○情報管理
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
・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

理念

個人情報保護の方策

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））
○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
・「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

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

○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

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

番
号
制
度

・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

※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

今後のスケジュール

（平成23年1月31日）
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「番号」で何ができるのか

○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

・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

等

○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

・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

○医療分野でできること

・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

○税務分野でできること

・所得の過尐申告等の防止
効率的な名寄せ・突合により、所得の過尐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

・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
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

○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

- 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、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
選択に係る届出、事業用資産を買換えた場合の課税の特例）

等

社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針（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
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１．社会保障分野でできること①

高額医療・高額介護合算制度の改善

○高額医療・高額介護合算制度で自己負担の上限に達した場合、保険者と
医療・介護サービス提供者間の情報連携により、立て替え払いをすることなく、
以後の医療・介護サービスを受けることができる。

介護保険者
（市町村）

医療機関

医療保険者
介護保険者
（市町村）

介護保険事業
者

医療機関

医療保険者

支給額の連絡

事後に
支給

事後に支
給

立て替え
払い

立て替え
払い

診療報酬請
求

介護保険受
給者

医療保険受
給者

支払い
不要

支払い
不要

介護保険受
給者

医療保険受
給者

支給額の算定
（合算）

情報共有
（合算）

情報共有 情報共有
介護報酬請

求
申請 申請

※上限に達した場合も一旦立て替え払い、事後に清算 ※上限に達した場合は以後の支払い不要

＜必要な連携機関＞ 市町村、都道府県、医療保険者、医療・介護サービス提供者及び審査支払機関

介護保険事業
者

現状 今後

【上記のイメージ】

（なお、医療保険の高額療養費制度においては、一医療機関の入院で自己負担の上限
に達した場合には、現物給付化（立て替え払いを要しない）されている。）
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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、
介護保険証等を提示したものとみなす。

健康保険組合等

年金事務所

介護保険者

年金手帳
健康保険組
合員証

介護保険被
保険者証

市町村

健康保険組合等

年金事務所

介護保険者

市町村

【ICカード】

券面に番号を記
載ICカード

現状 今後

１．社会保障分野でできること②

＜必要な連携機関＞ 市町村、都道府県、医療保険者、医療・介護サービス提供者、年金保険者

介護サービス提
供者

保険医療機関保
険薬局 介護サービス提

供者
保険医療機関保

険薬局

【上記のイメージ】
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自己診療情報の活用

○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する。

現状 今後

１．社会保障分野でできること③

＜必要な連携機関＞ 病院、介護事業者、診療所

診療、投薬 診療、投薬 地域医療連携、医療・介護連携が進むこと
により、本人の状態に応じた適切な診療や
ケアプランの作成等が進む

ケアプラン

病院 介護事業者診療所 病院 介護事業者診療所

連携 連携

本人本人

医療機関等毎に
個別に対応

【上記のイメージ】

32



給付可能サービスの行政側からの通知

○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。

福祉部局Ｂ
××サービス

福祉部局Ａ
○○サービス

①問合せ

②情報提供

福祉部局Ｃ

福祉部局Ｂ

福祉部局Ａ

情報共有

マイポータル

利用可能な
サービス通知

○○○
×××
△△△

利用可能な施策の情
報を提供

現状 今後

③申請 ④審査・給付

福祉部局Ｃ
××サービス

個別の部署に問い合わせを行い、制度の活用が
可能かどうか、確認が必要。

問合せ

問合せ

問合せ

利用可能な施策の情
報を提供

利用可能な施策の情
報を提供

一つの部署への問い合わせにより、各関連部署から
利用可能な施策の情報が提供される。

１．社会保障分野でできること④

＜必要な連携機関＞ 国、都道府県、市町村

【上記のイメージ】
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年金制度の的確な運用

○年金分野で「番号」を利用することにより、二重に基礎年金番号が付番され
たり、二重に年金手帳が交付されることが防止される。

日本年金機構

18歳で就職

厚生年金加入

20歳
到来時

基礎年金番号付番、
年金手帳交付

本人から申告がな
い場合、

基礎年金番号が

二重に付番され
る。

現状 今後

２．年金分野でできること①

年金手帳

日本年金機構

途中で離職

付番機関

出生時

出生時に
付番

就職時又は20
歳到来時

＊重複付番のない住民票コードと一対
一対応で付番されているため、二重
付番が生じない。

日本年金機構

年金手帳

年金手帳交付

脱退

＊基礎年金番号は残る

【上記のイメージ】
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源泉
徴収票

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。

税務当局日本年金機構

源泉
徴収票

交付
確定申告書

税務当局日本年金機構

確定申告書
（番号付）

年金支払調書
（番号付） 番号で突合

源泉
徴収票

（添付）

不要

現状 今後

２．年金分野でできること②

源泉
徴収票

（添付） 交付

＜必要な連携機関＞ 国税庁、市町村、日本年金機構

【上記のイメージ】

年金支払調書 住所・氏名で突合
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情報共有

情報共有

情報共有

情報共有

確定申告手続の簡略化

○保険医療機関・保険薬局等での医療費の自己負担額が把握できるようにな
れば、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・保存が
不要。

税務当局医療機関A

領収書

確定
申告書

領収書

（添付）

現状 今後

３．医療分野でできること

医療機関B

薬局C

領収書

領収書

領収書

領収書

領収書

領収書

領収書の
添付・保存
が必要

税務当局

領収書

領収書

領収書

領収書

領収書

領収書

領収書

領収書

医療機関A

医療機関B

薬局C

医療保険者

確定
申告書

領収書の書面による添
付・保存が不要

＜必要な連携機関＞ 医療・サービス提供者、医療保険者、国税庁、市町村、都道府県

【上記のイメージ】

閲覧
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所得の過尐申告等の防止

○税務当局が保有する各種所得情報や扶養情報について番号を用いて名寄
せ・突合することにより、所得の過尐申告や扶養控除のチェックが効率的に
でき、税の不正還付等を防止できる。

現状 今後

４．税務分野でできること①

税務当局 税務当局

息子（Ｂ市在
住）

母親（Ｃ市在住）

娘（Ａ市在住）

扶養控除申告
（母親）

扶養控除申告
（母親）

氏名・住所による名寄せのため、名
寄せ・突合が困難（不正還付等の
防止に多大な事務）

税務当局 税務当局

息子（Ｂ市在
住）

母親（Ｃ市在住）

娘（Ａ市在住）

扶養控除申告
（母親（番号

付））

扶養控除申告
（母親（番号

付））

番号による正確かつ効率的
な名寄せ・突合（税の不正還
付等を効率的に防止）

【上記のイメージ】
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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をマイポータル（仮称）（注）で確認することができる。

税務当局

病院 介護事業者

日本年金機構

企業

領収書
領収書

源泉徴収
票

取得 取得

取得

金融機関

確定申告書

領収書
領収書

源泉徴収
票

企業

日本年金機構

確定申告

マイポータル

自治体等

国民健康
保険料

支払情報

給与支払情報

年金保険料
支払情報

金融機関金融所得情報etc,

源泉徴収票

年金保険料
支払情報etc. 病院

税務当局

現状 今後

（注）利用者が自宅のパソコンや行政機関等に設置されたパソコンから、自己の情報や各種行政サービスを閲覧できるとともに、
各種手続も行うことができる個人用のホームページのようなものを想定。

４．税務分野でできること②

各種領収書等
の添付・保存
が必要

医療費等
補てん金情報領収書

金融所得

自己負担額
情報

医療費補てん
情報etc.

【上記のイメージ】

各種情報がパソコ
ン画面に表示され
るため、

確定申告の手間が
削減される。
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納税証明書

源泉徴収票

○各種申請・申告等に必要な行政機関が発行する添付書類（納税証明書等）
の省略ができる。

社会保障
関係部局

税務当局

市役所等

企業

納税証明
書

納税証明
書

源泉徴収
票

取得

取得

取得

申請等

納税証明書

申請等
（番号付）

市役所等

社会保障
関係部局

源泉徴収票

企業所得情報）

所得情報

給与所得支払
調書（番号付）

源泉徴収票（番
号付）

情報共有

情報共有

現状 今後

５．申請・届出等の国民負担が軽減されるもの①

添付書類の削減

各機関を訪問し、証明書等を入手する金銭的、
時間的コストが節約できる。

【上記のイメージ】

税務当局
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＜添付書類の削減が可能な手続（例）＞

○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
・障害児福祉手当
・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
・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係る届出
・事業用資産を買換えた場合の課税の特例

５．申請・届出等の負担が軽減されるもの②
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電子行政に関するタスクフォース

ＩＴ戦略本部

企画委員会

【国民ＩＤ制度】

情報連携基盤

技術ＷＧ（新設）

個人情報保護

ＷＧ（新設）

＜政務レベルの調整＞

その他の共通事項については、社会保障改革担当室及びＩＴ担当室が密接に連携し共同で検討作業を実施。

〇共通番号制度及び国民ＩＤ制度の共通事項に関する事務的な検討を重複なく迅速に進めるため、政府・与党社会保障
改革検討本部及びＩＴ戦略本部の下に、「個人情報保護」及び「情報連携基盤技術」に関する専門家によるWGを設置。
両WGの下に、社会保障分野の情報の特性を踏まえた検討を行うため、「社会保障分野検討会（仮）」（サブWG）を設置。

〇WGについては、社会保障改革担当室及びＩＴ担当室が共同事務局を務める。サブWGについては、社会保障改革担当
室及びＩＴ担当室の協力を得て厚生労働省が事務局を務める。

政府・与党社会保障改革検討本部

社会保障・税に関わる番号制度に

関する実務検討会

共同事務局（事務局長：峰崎参与）

検討指示 検討指示

個人情報保護 情報連携基盤

（事務局）

社会保障改革担当室（事務局）

ＩＴ担当室

「個人情報保護」と「番号制度と国
民ＩＤ制度の共通事項のうち技術
に係るもの」をＷＧに移管

社会保障分野検討
会（サブWG）（新設）
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個人情報保護WG及び情報連携基盤技術WGについて

情報連携基盤技術
ユーザーサブWG【新設）



情報連携基盤技術WGの検討スケジュール

開催日程 議題

第１回 平成23年2月4日
社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針
国民ID制度に関する検討経緯
情報連携基盤技術WGにおける検討項目（案） 等の説明及び議論

平成23年2月16日 第１回 ユーザーサブWG （以降月1回程度開催予定）

第２回 平成23年3月4日 各種検討項目の整理及び議論

第３回 平成23年3月15日 要綱策定に向けたシステム案（骨子）議論

第４回 平成23年4月上旪 システム案についての議論

平成23年4月 「社会保障・税番号要綱（仮称）」の策定

第５回 平成23年5月上旪 中間とりまとめ（案）議論

第６回 平成23年5月下旪 中間とりまとめ

平成23年6月 「社会保障・税番号大綱（仮称）」の策定

※当面の検討スケジュールについては上記のとおりであるが、6月以降も必要に応じてWGを開催する。
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情報連携基盤技術WGにおける検討項目①

１．付番に関する検討事項

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（以下「番号」という。）を最新の住
所情報と関連付けて付番する仕組みの検討

【具体的事項】

○番号の付番における住民基本台帳ネットワークの活用
方法（個人）

○番号の付番における商業・法人登記情報の活用方法
（法人等）

○番号の桁数についての検討（共通）

○番号の管理・運用方法についての検討（共通）

（番号変更の処理及び変更履歴の管理方法（共通） 等）

○会社法人等番号を有しない法人等に対する付番方法
（法人等）

○「番号」を最新の住所情報と関連づける仕組みを実現
する方法（個人）

○番号の容易な検索、閲覧等を可能にする方法（法人
等） 等

２．情報連携基盤に関する検討事項

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
情報を紐付けし、紐付けられた情報を相互に活用する
仕組みを実現する方法の検討

【具体的事項】

○各府省・関係機関・地方公共団体等がそれぞれ利用
している番号間を紐付ける方法

○各府省・関係機関・地方公共団体等間の情報連携を、
情報連携基盤を通じて行う方法

（番号連携機能、情報連携機能、認証連携機能、
各府省・関係機関・地方公共団体等との間のインタ
フェース機能、民間との連携機能、分散保有されて
いるデータベースを情報連携させる方法、情報の最
新化を図る方法 等）

○アクセス記録の保持の方法

○国民が自己情報へのアクセス記録を確認できるよう
にするための方法

○将来的に幅広い行政分野等における情報連携を可能
とするための、システム設計

○連携が可能な情報の種類の検討

○障害検知等の監視方法（監視機能） 等
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情報連携基盤技術WGにおける検討項目②

３．本人確認に関する検討事項

個人や法人が「番号」を利用する際、利用者が「番
号」の持ち主本人であることを証明するための本人確認
（公的認証）の仕組みを実現する方法の検討

【具体的事項】

○公的認証の仕組み（ＩＣカードの活用）を改良・活用
する方法

○民-官、民-民のそれぞれの取引の場面で求められる適
切な認証方法（電子署名及び認証業務に関する法律に
基づく認定認証業務の活用を含めて検討） 等

５．その他検討すべき事項

○セキュリティ対策

○性能要件

○拡張性確保

○信頼性（耐障害性）確保

（バックアップ体制やバックアップシステムの整備
に関する検討 等）

○標準化

（文字コードの標準化、帳票類の標準化 等）

○システム最適化

○導入スケジュール及び番号を導入するための費用の
試算 等

４．マイ・ポータル（仮称）に関する検討事項

国民一人ひとりが自己情報へのアクセス記録を確認す
るとともに、行政機関等からの情報提供によりサービス
を受けられるようにするための、インターネット上のマ
イ・ポータル（仮称）の検討
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個人情報保護WGの検討スケジュール

開催日程 議題

第１回 平成23年2月7日

論点の整理・議論

・社会保障・税に関わる番号制度及び国民ID制度に関するこれまでの検討経緯
・社会保障・税に関わる番号制度及び国民ID制度における個人情報保護の仕組
みに関する基本論点について

第２回 平成23年2月23日 論点議論の継続

第３回 平成23年3月18日 論点議論の継続

第４回 未定 要綱に盛り込むための整理

平成23年4月 「社会保障・税番号要綱（仮称）」の策定

第５回 未定 要綱を踏まえた議論

第６回 未定 とりまとめ

平成23年6月 「社会保障・税番号大綱（仮称）」の策定
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個人情報の保護に関する基本論点①

１．検討の視点

本ＷＧにおいては、個人情報保護の強化の在り方につい
て、「社会保障・税に関わる番号制度の基本方針」に基
づき、また、同基本方針において当面の情報連携の範囲
として示されている社会保障分野及び税分野を念頭に置
くこととし、個人情報の有用性やフィージビリティの観
点等も踏まえ、検討する。

３．第三者機関に関する論点

(１) 独立性を担保する法的形式と組織形態について

○ 第三者機関の独立性を担保するため、どのような
法的形式の機関とするか。

○ 委員会方式とするかコミッショナー方式とするか。

(２) 業務範囲について

○ 監視対象とする機関・団体等は、国の行政機関に
限るか、又は地方公共団体若しくは民間を含むこと
とするか。

○ 監視対象とする範囲（分野）は、社会保障及び税
分野に限るか、個人情報を取り扱うすべての分野と
するか、又は当初は社会保障及び税分野に限り、将
来的に対象の拡大を目指すこととするか。

(３) 機能・権限について

○ どのような機能・権限を有することとするか。

（例えば、普及啓発、苦情処理・相談受付・調査、救
済申立の受付、資料の提出・説明・報告・協力要求、
助言・指導・勧告、立入検査、命令、制裁金等の制
裁措置、ＰＩＡ、国際協調、番号に係る個人情報
ファイル簿の把握等が考えられる。）

２．個人情報保護強化の必要性と具体的方策

○ 番号制度等に対する国民の懸念は何か。

○ 番号制度の下において、扱われるべき情報につき想
定される危険やプライバシー保護の観点から防止すべ
き行為は何か。

○ 上記を踏まえ、必要となる個人情報保護の方策は何
か。

（自己情報へのアクセス記録の確認、第三者機関によ
る監視、目的外利用・提供の制限、罰則の強化、プ
ライバシーに対する影響評価 等）
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個人情報の保護に関する基本論点②

４．自己情報へのアクセス記録の確認に関する論点

(１) アクセス記録を確認できる対象範囲について

○ いずれの機関・団体等が保有する個人情報について、
アクセス記録を確認できることとするか。

○ アクセスを実施した業務の性質やアクセスの態様等
に基づく除外事由をどうするか。

(２) 確認できる項目について

○ どのような項目を確認できることとするか

(３) 確認方法について

○ どのような要件、方法（又は手続き）で確認できる
こととするか。

６．罰則に関する論点

(１) 罰則の新設について

○ どのような構成要件の罰則を新設する必要があるか。

○ 新設する罰則の法定刑をどうするか。

(２) 法定刑の引き上げについて

○ 法定刑を引き上げる必要のある罰則はあるか。

○ 引き上げるとする場合、どの程度引き上げるべきか。

５．目的外利用・提供の制限等に関する論点

○ 番号自体や番号制度を利用する分野の個人情報につ
いて、目的外利用・提供の制限等の仕組みをどうする
か。

７．プライバシーに対する影響評価に関する論点

○ プライバシーに対する影響評価はどのように実施
するか。

８．特段の配慮が求められる分野における具体
的措置の在り方等

○ 番号制度の導入に伴い、個人情報の保護について
特段の配慮が求められる分野はどこか、また、特段
の配慮が求められる理由は何か。

○上記を踏まえ、前記分野において、どのような具体
的措置が必要か。
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１．趣旨

社会保障・税に関わる番号制度については、幅広く国民運動を展開し、国民にとって利便性の高い社会
が実現できるように、国民の理解を得ながら推進することが重要であることから、内閣総理大臣の下に番
号制度創設推進本部（以下「本部」という。）を設置する。

２．構成

本部の構成員は、政府・与党社会保障改革検討本部の構成員とする。また、本部長は、必要があると認
める者を構成員とすることができる。

３．運営

内閣総理大臣（本部長）の下、社会保障・税一体改革担当の国務大臣が主宰する。峰崎内閣官房参与
を事務局長とし、本部の庶務は、内閣官房社会保障改革担当室が担当する。その他、本部の運営に関す
る事項その他必要な事項は、本部長が定める。

４．その他

本部は設置の趣旨にかんがみ、適当な活動に対し、別途の基準により、後援名義を付与するなど、支援
することができる。

番号制度創設推進本部の設置について

平成23年1月31日
政府・与党社会保障改革検討本部決定
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社会保障・税番号要綱

（平成２３年４月２８日 社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会決定）



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、第４回政府・与党社会保障改革検討本部決定）

Ⅵ．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民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、民間団体

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

とともに、番号制度導入のために周知・広報を行う民間団体を支援し、緊密な連携を行うものとする。

平成２３年度は２４都道府県でシンポジウムを開催。

１．目 的 番号制度に対する国民の理解と納得を得るため、政府から国民に直接説明するとともに、

国民が番号制度に対して持つ期待や不安について、国民と政府の直接対話（「国民対話」）

を通じて意見を伺い、番号制度への理解を深める機会としたい。

２．参加対象 一般国民、各界関係者、報道関係者、等（１会場２００～３００名程度）

３．内 容 民間有識者による基調提起

各界関係者を交えたパネルディスカッション

国民と政府の直接対話（「国民対話」）、等

番号制度全国４７都道府県リレーシンポジウム ①

２時間３０分

１



番号制度全国４７都道府県リレーシンポジウム ②

番号制度全国４７都道府県リレーシンポジウム

当面の開催（平成２３年５～６月）について

番号制度シンポジウムｉｎ東京

日時 平成２３年５月２９日（日）１３：３０～１６：００

会場 日本学術会議「講堂」（東京都港区）

番号制度シンポジウムｉｎ北海道

日時 平成２３年６月５日（日）１３：３０～１６：００

会場 ホテルポールスター札幌「ポールスターホール」（札幌市中央区）

番号制度シンポジウムｉｎ広島

日時 平成２３年６月１２日（日）１３：３０～１６：００

会場 ＫＫＲホテル広島「孔雀」（広島市中区）

第４回（平成２３年７月）以降は順次、日時と場所が確定次第、案内。
２



番号制度全国４７都道府県リレーシンポジウム ③

番号制度全国４７都道府県リレーシンポジウム
平成２３年度（７月以降）の開催予定（案）について

平成２４年

１月１５日（日）、兵庫県（神戸市）

１月２１日（土）、岡山県（岡山市）

１月２９日（日）、沖縄県（那覇市）

２月１２日（日）、静岡県（静岡市）

２月２６日（日）、神奈川県（横浜市）

３月１７日（土）、山形県（山形市）

３月１８日（日）、秋田県（秋田市）

平成２３年

７月２９日（金）、熊本県（熊本市）

７月３０日（土）、福岡県（福岡市）

８月２５日（木）、石川県（金沢市）

９月 ９日（金）、和歌山県（和歌山市）

９月１０日（土）、大阪府（大阪市）

１０月 ８日（土）、新潟県（新潟市）

１０月１４日（金）、香川県（高松市）

１０月１５日（土）、徳島県（徳島市）

１０月３０日（日）、青森県（青森市）

１１月１９日（土）、三重県（津市）

１１月２０日（日）、愛知県（名古屋市）

１１月２５日（金）、鳥取県（鳥取市）

１２月 ２日（金）、埼玉県（さいたま市）

１２月１１日（日）、鹿児島県（鹿児島市）

平成２４年度開催の２３府県に

ついては、平成２３年度中に決定。

３



ご清聴、ありがとうございました。


