
平成 22 年 8 月 11 日 

 

国家戦略室「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」 

に対する意見の募集に対する見解 

 

社団法人 日本医師会 

 

現在、国家戦略室から「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」に対する意見の募集がされています。これは、同検討会が平成 22

年 6 月 29 日に公開した中間取りまとめに対して、広く国民から意見を求めると

して 8 月 16 日まで実施されているものです。 

ところが、この意見募集は「中間取りまとめ」で示した、選択肢Ⅰ「利用範囲

をどうするか」、選択肢Ⅱ「制度設計をどうするか」、選択肢Ⅲ「保護の徹底をど

うするか」の中から、それぞれの選択番号を選択させて、その選択理由を記載さ

せるという方式を取っています。つまり、社会保障・税に関わる番号制度の導入

を前提としていますが、中間取りまとめは、このような番号制度を導入してよい

かの是非を国民に問うべき段階のものと考えます。 

番号制度を巡っては、例えば住民基本台帳ネットワークが最高裁まで争うよう

な事案になることからも分かるように、国民生活に関わる非常に大きな課題です。 

そもそも、民主党は昨年の政権交代時に示したマニフェストにおいて、歳入庁

の設置、それに伴う税と社会保障共通の番号の導入を掲げていましたが、この件

については上記のような重大性に鑑み、拙速に進めるのではなく、あえてその是

非を丁寧に国民に問う姿勢が求められると考えます。 

日本医師会は、社会保障カード（仮称）の導入の議論や先の内閣官房から示さ

れた新たな情報通信技術戦略の中の国民 ID 制度などに対して、「国民的議論の必

要性」、「国民の意見に耳を傾けた検討の必要性」を一貫して主張してきました。 

今回のこの意見募集の手法に関しては、日本医師会として遺憾の意を述べると

共に、改めて国民の意見に真摯に耳を傾ける姿勢を政府に要請します。 
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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
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情報管理
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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
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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
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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」
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っ
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）
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各分野の番号を
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情報を各分野で分
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用して連携
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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
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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



「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」 

に対する意見の募集について 
 

平成 22 年７月 16 日 

国 家 戦 略 室 

１．はじめに 

 

背景 

今我が国においては、格差拡大への不安が高まっており、また少子高齢化により、

高齢者の増加と労働力人口の減少が続いています。このような時代背景にかんがみれ

ば、従来以上に、社会保障と税を一体としてとらえ、正確な所得等の情報に基づいて

適切に所得の再分配を実施し、もって国民が社会保障給付を適切に受ける権利を守る

必要に迫られています。 

そのためには、真に手を差し伸べるべき人に対しての社会保障の充実（適切な給付

や不正受給の防止等）を図っていくとともに、負担・分担の公正性（適正な税・保険

料の納付等）の確保が実現されなければなりません。 

 

現状 

ところが、現状においては、給付と負担の基準となる所得を把握するための番号が

ありません。また、様々な分野において、個人を特定するために使用されている既存

の番号も、機関ごとにバラバラです。そのため、同じ人の情報が複数あっても、それ

が同一人の情報であるということの確認（いわゆる“名寄せ”）が難しいことがあり、

膨大な手間暇をかけない限り、ともすれば誤った情報が特定個人の情報として把握さ

れてしまい、その個人に余計な負担や不便が生じかねません。このような状況では、

所得の把握にも、所得等の情報活用にも、おのずと制約が生じるため、社会保障制度

や税制の設計におけるきめ細やかさに限界があり、ひいては上記の社会保障の充実な

どの実現にも一定の限界があると言わざるを得ません。 

 

制度導入の目的 

そこで、所得等の情報の把握と活用のための番号を導入するとともに、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、「社

会インフラ」として整備する必要があると考えられます。このような番号制度が活用

できれば、所得情報の正確性を向上させることができ、それをベンチマークとして、

社会保障制度や税制において、国民一人一人の所得・自己負担等の状況に応じたより

きめ細やかな制度設計が可能となり、それに伴うより適切な所得の再分配を行うこと

が可能になります。このことは、真に手を差し伸べるべき人に対しての社会保障の充

実や、負担・分担の公正性の実現につながります。 

また、ＩＴ化された情報連携システムの範囲を更に拡大した場合には、自らの利用

する医療・介護等の社会保障サービスに関する情報の入手・活用が可能になるととも

に、様々な手続きの簡素化やオンライン閲覧など行政の電子化にも繋がるものである

ことから、国民の利便性の向上も実現できます。 

このように番号制度の目的は、国民の権利を守ること、すなわち社会保障給付を受

ける権利、更には種々の行政サービスの提供を受ける権利を適切に行使することを可

能にすることにあります。 

（なお、具体的なメリットについては、中間取りまとめの２ページをご覧下さい。） 



個人情報保護の必要性 

このように様々なメリットがある番号制度ですが、情報活用の在り方に不正があっ

てはならないものであり、国民が自己情報をコントロールできる仕組みとしつつ、情

報漏えいなどをしっかりと防ぐ対策を講じるなど、個人情報の保護を徹底することが

肝要です。番号制度は、個人情報保護の徹底を図る中で、最小の費用で確実かつ効率

的な仕組みとして整備する必要があると考えます。 

 

このため、内閣官房国家戦略室では、「社会保障・税に関わる番号制度に関する検

討会」を本年２月８日から６月２９日にかけて開催し、有識者からの意見聴取などを

踏まえ、社会保障と税の一体的な番号制度の導入について検討を行ってまいりました。 

 今般、上記検討の結果を踏まえ、番号制度に係る複数の選択肢とそれらのメリッ

ト・コスト等を整理し、中間取りまとめを行いましたので、下記の要領にて広く国民

の皆様の御意見を募集いたします。お寄せいただいた御意見を参考とさせていただき

ながら、今後議論を深めてまいりたいと考えております。 

 

２．意見募集対象 

 

「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」 

（平成 22 年 6 月 29 日） 

 

 http://www.npu.go.jp/policy/policy03/archive07.html 

 

 （注）中間とりまとめに示されている選択肢についての御意見を募集するものであ

り、現行の社会保障行政・税行政一般に対する御意見・御要望や、個別事案

に関する御意見を募集するものではございません。 

 

３．締め切り 

 

平成 22 年 8 月 16 日（月）必着 ※郵送の場合は同日消印有効 

 

４．意見の提出方法  

 

可能な限り電子メールで、電子メールでの意見提出が不可能である場合には、郵

送、FAX のいずれかの方法で、日本語にて提出願います。なお、電話での意見提出

はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。  

 

 （１）電子メール（テキスト形式でお願いします） 

送付先メールアドレス：i.kokkasenryaku3_atmark_cas.go.jp 
(注) 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。 

「_atmark_」を「@」に置き換えてください。 

 

内閣官房国家戦略室  

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 

意見募集担当 宛 

 



 

（２）郵送（郵送先） 

〒100-8968 千代田区永田町 1-6-1 

 

内閣官房国家戦略室 

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 

意見募集担当 宛 

 

 （３）FAX  

以下の FAX 番号まで御送付ください。なお、FAX の文字切れ等があった場合、

事務局より御連絡を差し上げる場合がございますので、氏名・電話番号を必

ず御記入いただきますようお願い致します。 

FAX 番号：03-5512-2911 

 

内閣官房国家戦略室 

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 

意見募集担当 宛 

 

 

５．意見記入要領 

 

別添の意見提出様式に、各項目において望ましい選択肢とそのように考える理由

を記載の上、御提出ください（電子メールの場合は、提出するメールに、別添の意

見提出様式を添付して御提出ください）。あわせて、氏名又は団体名（団体の場合

は担当者名も御記入ください）、職業、住所、性別、電話番号も御記入ください。

これらは、必要に応じて、御意見のより具体的な内容を確認させていただく場合な

どのために記入をお願いするものです。 

電子メールの場合は題名に、郵送の場合は封筒の表面に、FAX の場合は冒頭に、

「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会 中間取りまとめに対する意見」

と御記入ください。   

  

 （注意事項）  

 ※  御提出いただいた御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に当た

る事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。  

 ※  皆様からいただいた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、

その旨御了承願います。 

※  法人名又は団体名で提出する場合には、組織内での必要な手続きを経た上で御

提出ください（法人又は団体の意見であることを確認させて頂く事があります）。

なお、連絡先及び住所の記載のない法人名又は団体名による意見は受理できませ

ん。 

 

６．お問い合わせ先 

 

内閣官房国家戦略室 

TEL：03-3581-9280 FAX：03-5512-2911



「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」 

意見提出様式 

 

 

氏名・団体名                

職業            性別      

住所                    

電話番号                  

 

１．選択肢Ⅰ 「利用範囲をどうするか」  

 

※①～④のうち最も望ましいと考える選択肢番号を１つのみ選択し、 

記載してください。 

 

① Ａ案  （ドイツ型：税務分野のみで利用） 

② Ｂ－１案（アメリカ型：税務分野、社会保障は現金給付分野のみに利用） 

 ③ Ｂ－２案（アメリカ型：税務分野、社会保障は現金給付分野に加え、社会保障情報

サービスにも利用） 

 ④ Ｃ案  （スウェーデン型：幅広い行政分野で利用） 

 

  

 

 

 

 

 

 

２．選択肢Ⅱ 「制度設計をどうするか」  

 

【番号に何を使うか】 

  

※①～③のうち最も望ましいと考える選択肢番号を１つのみ選択し、 

記載してください。 

 

 ① 基礎年金番号 

 ② 住民票コード 

 ③ 新たな番号 

 

 

 

 

 

（別 添）

【選択理由】 
 

※次頁に続きます。 

【選択理由】 
 



 

【情報管理をどうするか】 

 

※①・②のうち最も望ましいと考える選択肢番号を１つのみ選択し、 

記載してください。 

 

 ① 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・集中的に管理） 

 ② 分散管理方式（情報を各分野で分散管理し、中継データベースを通じて、 

共通番号を活用して連携） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．選択肢Ⅲ 「保護の徹底をどうするか」  

 

 ※①～③のうち望ましいと考える選択肢番号を選択し、 

記載してください。 

 

 ① 国民自らが情報活用をコントロールできる 

 ② 「偽造」「なりすまし」等の不正行為を防ぐ 

 ③ 「目的外利用」を防ぐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御意見ありがとうございました 

（複数回答可能） 

【選択理由】 
 

【選択理由】 
 


