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               ＭＣＣ 研修 

２０１３年６月２１日 



賛否両論が渦巻いたが・・・・ 



 
 

• 「共通番号制度」法が５月２４日、参院で自民、公明、民主、維新、みんな
などの賛成多数で可決、成立した。反対したのは共産、生活、社民のみ。 

• 民主党政権時代に廃案になった法案が、安部政権では４ヶ月で成立。 
 



マイナンバー法は次の３法から成る 

• ① 行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律案（マイナン
バー法案）【内閣官房】  
 

• ② 行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律案【内閣官房】 

  
• ③ 地方公共団体情報システム機構法案【総務
省】  



甘利経済財政政策相の発表 



 
初代内閣情報通信政策監（ＣＩＯ） 

遠藤 紘一氏 
 

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%86%85%E9%96%A3%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%80%9A%E4%BF%A1%E6%94%BF%E7%AD%96%E7%9B%A3&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%86%85%E9%96%A3%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%80%9A%E4%BF%A1%E6%94%BF%E7%AD%96%E7%9B%A3&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%86%85%E9%96%A3%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%80%9A%E4%BF%A1%E6%94%BF%E7%AD%96%E7%9B%A3&action=edit&redlink=1


遠藤 紘一氏略歴 

• 1944年、東京都に生まれる 

• 1966年、武蔵工業大学工学部経営工学科卒業、
リコー入社 

• 1987年、同社米国子会社社長に就任 

• 2008年リコージャパン社長に転任 

• 2010年7月、同社会長に昇任 

• 2012年8月10日、日本政府初代CIOに就任 

• 2013年6月4日、内閣官房初代内閣情報通信政
策監に就任。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E9%83%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E5%96%B6%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3%E5%AE%98%E6%88%BF
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%86%85%E9%96%A3%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%80%9A%E4%BF%A1%E6%94%BF%E7%AD%96%E7%9B%A3&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%86%85%E9%96%A3%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%80%9A%E4%BF%A1%E6%94%BF%E7%AD%96%E7%9B%A3&action=edit&redlink=1


今後の進行予定は・・・ 



2013年3-4月：番号関連４法案を閣議決定、国会に提出、審議 

2013年5月：マイナンバー法、政府CIO法等の成立 
2014年1月：特定個人情報保護委員会の設置、活動開始 
2014年4月：地方公共団体情報システム機構の発足 
2014年10月：特定個人情報保護評価の実施・承認等の開始 
2014年10月：市町村等によるマイナンバー条例の制定（番号通知までに） 
2015年10月：国税庁による法人番号の通知 
2015年10月：市町村による個人番号の通知（通知カードの送付） 
2015年10月：個人番号の住民票への記載開始 
2015年12月：住基カードの交付終了 
2016年1月：個人番号の利用開始（本人確認義務の開始） 

2016年1月：個人番号カードの交付開始（希望者へ） 
2016年1月：公的個人認証検証者の民間拡大 
2016年5月：マイナンバー法の見直し（利用範囲の拡大等）の検討開始 
2017年1月：住基ネットによる本人確認情報（4情報、個人番号等）の提供開始 
2017年1月：情報提供ネットワークシステムの運用開始（国の機関から） 
2017年1月：マイ・ポータルの運用開始（国の機関から） 
2017年7月：情報提供ネットワークシステムとマイ・ポータルに地方公共団体も参加 
 





 マイナンバーの真価が問
われる（実際の効果を上げ
る）のは、5年後（2018年）以

降になるのではと思われま
す。 
 



個人のＩＤとは何だろうか？ 



現在は戸籍と住民票の２本建て 

（1）戸籍 
戸籍は、親子関係や姻族関係などを公的に証明する書類です。 
世界的には、日本の「戸籍」と「住民票」をあわせたような制度を設け
ているところが大半ですが、日本では、夫婦単位で「戸籍」をつくる制
度を採っています。 
 
 

（2）住民票 
住民票は、例えば両親と独身の子共が別々に住むようになると、
別々に作ることになります。そうしますと、「住民票」からだけでは、親
子関係が分からない事になりますので、「住民票」に「本籍地」と「筆
頭者」を記載しておく事により、それをたどって「戸籍」をみると、親子
全員が記載されており、親子関係が分かる仕組みになっています。 
  



戸籍は明治５年から始まった 

• 戸籍は、1872年（明治５年）の戸籍法施行よ

り、和紙の用紙に手書きまたはタイプライター
にて、記録管理されてきました。 

• 1994年（平成６年）に戸籍法の一部が改正さ

れ、戸籍証明の発行時間や戸籍の作成時間
を短くするなど、役所の窓口サービスの向上
を図るため、戸籍事務が電算化（コンピュー
ターで処理）できるようになりました。 



• 日本において戸籍制度は、国民一人一人を
（居住に関係なく）出生関係により登録する制
度である。 

• 戸籍は元来は徴税・徴兵のために設けられ、
家制度の根幹であった。現在は相続人特定
や親族、婚姻における身分関係を証明する
唯一の手段であり、遺産相続制度における
根資料となっている。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E5%88%B6%E5%BA%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E7%94%A3%E7%9B%B8%E7%B6%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E7%94%A3%E7%9B%B8%E7%B6%9A


コンピュータ化に伴い、これまで紙で管
理されていた戸籍は画像化され、「平成
改製原戸籍」と名称を変え100年間保管
されることとなりました。 
 
戸籍の名称の変更 

コンピュータ化に伴い、戸籍証明書の
名称も以下のように変わっています。 
・戸籍謄本→戸籍全部事項証明書 
・戸籍抄本→戸籍個人事項証明書 



日本の戸籍謄本は世界一？？ 
（世界中で日本、韓国、香港のみ） 



２００６年から横書きとなった 



 
住民票の記載事項 

 
• 氏名 
• 出生の年月日 
• 男女の別 

• 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯
主との続柄 

• 戸籍の表示（＝本籍及び筆頭者）。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでな
い者については、その旨 

• 住民となった年月日 

• 住所及びその市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、そ
の住所を定めた年月日 

• 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届
出の年月日 

• 選挙人名簿に登録された者については、その旨 
• 住民票コード 

• 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金・児童手当・米穀配給に関
する事項 

• 政令で定める事項 
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%9A%E6%9F%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E7%B1%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E7%B1%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B8%E6%8C%99%E4%BA%BA%E5%90%8D%E7%B0%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A5%A8%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E6%9C%9F%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E5%8C%BB%E7%99%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%89%8B%E5%BD%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E4%BB%A4


両者の互換性は無い！！ 

戸籍統一文字が約5万6千字（漢字約5万5千字の

ほか変体仮名など非漢字約1千字）あるのに対し

て住民基本台帳ネットワーク統一文字は約2万字

（住基ネット統一文字コードの文字数については2

万1千字とするものや19,435字とするものなどがあ

る。）と全体数が大きく異なっており、両者の互換

性は無い。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%89%E4%BD%93%E4%BB%AE%E5%90%8D


自治体で管理される外字登録の一例 



マイナンバーに対する大疑問 

• 「ねんきんネット（日本年金機構）」では文字
コードに「シフトJIS」 

• 「e-Tax（国税庁）」は「UTF-8」 

• 住民基本台帳システムは、基本的に「住民基
本台帳ネットワーク統一文字」 

• 戸籍電算システムは、現時点では
マイナンバーに参加しない。 





アメリカではこれしか無かった 



今でも様々な身分証明書はあるが・・ 



取り敢えずはこうなると期待される 



そして更にはすべてを包含！？ 





今後の施行についての速度は 



日本国行政のデジタル化については
ｅ－Ｊａｐａｎ構想が・・・ 



森総理時代に「インパク」もやった 

• インターネット博覧会（インパク）は、2000年12
月31日から翌2001年12月31日まで、堺屋太

一・経済企画庁長官の主導で行われた（開催
中に内閣総辞職したため、竹中平蔵・経済財
政政策担当大臣に引き継がれる。）。政府は、
この博覧会によって国民のインターネットに
対する理解が進んだと自負するが、果たして
110億円もの税金を費やすほどの価値があっ
たのか、疑問視されている 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%BA%E5%B1%8B%E5%A4%AA%E4%B8%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%BA%E5%B1%8B%E5%A4%AA%E4%B8%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E4%BC%81%E7%94%BB%E5%BA%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3%E7%B7%8F%E8%BE%9E%E8%81%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E4%B8%AD%E5%B9%B3%E8%94%B5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E8%B2%A1%E6%94%BF%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8B%85%E5%BD%93%E5%A4%A7%E8%87%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E8%B2%A1%E6%94%BF%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8B%85%E5%BD%93%E5%A4%A7%E8%87%A3


終わってみたらこの成果？？？ 



ｅ‐Ｊａｐａｎ構想・・・このオッサンは何も
判っちゃいなかったのでは？？ 



• 2000年11月に制定、2001年1月に施行された

法律で、正式名称を「高度情報通信ネット
ワーク社会形成基本法」という。 

• 当時、韓国やシンガポールに比べてIT促進が
遅れていた日本が世界最先端のIT国家にな
るべく立法された。すべての国民がITの成果

を享受できる高度ネットワーク社会の確立を
目指した。 

http://kotobank.jp/word/%E5%88%B6%E5%AE%9A
http://kotobank.jp/word/%E6%B3%95%E5%BE%8B
http://kotobank.jp/word/%E6%AD%A3%E5%BC%8F
http://kotobank.jp/word/%E5%90%8D%E7%A7%B0
http://kotobank.jp/word/%E9%AB%98%E5%BA%A6
http://kotobank.jp/word/%E6%83%85%E5%A0%B1
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A
http://kotobank.jp/word/%E5%BD%A2%E6%88%90
http://kotobank.jp/word/%E5%BD%93%E6%99%82
http://kotobank.jp/word/%E9%9F%93%E5%9B%BD
http://kotobank.jp/word/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB
http://kotobank.jp/word/%E4%BF%83%E9%80%B2
http://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://kotobank.jp/word/%E4%B8%96%E7%95%8C
http://kotobank.jp/word/%E6%9C%80%E5%85%88%E7%AB%AF
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E5%AE%B6
http://kotobank.jp/word/%E7%AB%8B%E6%B3%95
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91
http://kotobank.jp/word/%E6%88%90%E6%9E%9C
http://kotobank.jp/word/%E4%BA%AB%E5%8F%97
http://kotobank.jp/word/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
http://kotobank.jp/word/%E7%A2%BA%E7%AB%8B


我が国のＩＴ基本法は 



目指したのは・・・・ 

• 「世界最高水準の高度情報通信ネットワーク
の整備」、 

• 「電子商取引の促進」、 

• 「行政の情報化（電子政府、電子自治体）の
推進および公共分野の情報化」 

 

などが掲げられている。  

 

http://kotobank.jp/word/%E6%9C%80%E9%AB%98
http://kotobank.jp/word/%E6%B0%B4%E6%BA%96
http://kotobank.jp/word/%E6%95%B4%E5%82%99
http://kotobank.jp/word/%E6%8E%A8%E9%80%B2
http://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E5%85%B1
http://kotobank.jp/word/%E5%88%86%E9%87%8E




便乗して儲けた奴は？？？ 



４００億円もかけた住基カード 



既に稼働している（？）のだが 



確かに年金のお役所仕事は減った 



だがカードは普及していないようだ 

• 総務省は、全国市区町村の住民基本台帳
カード（住基カード）の発行状況をまとめた。
累計発行枚数は03年８月の導入から12年３
月末段階で６５５万６０３６枚、11年３月末時

点の住民基本台帳人口（約１億２６２３万人）

に対する普及率は５・１％となった。 

 



世論調査は凄い逆風！ 



結局は費用対効果がねぇ！！？？ 



かなりのコストが見込まれる 

• 政府が試算した「マイナンバー」導入に伴うシステム開発
費用などは、総額で5,000億円に上るとされ、住基ネットの
導入費用約400億円に比べ大幅なコストがかかる見通しで
す。 

• 内閣官房によると、  
 
 ・年金関連など、従来のシステムの整備に3,200億円  
 ・情報管理組織の立ち上げに700億円  
 ・ICカードの開発・配布に800億円  
 ・専用ウェブサイト開設に300億円  
 ・「個人番号情報保護委員会」の設置に10億円  
 
などとされています。 
 



ＩＴ業界にとっては特需なのだ 



ITBooks株はストップ高 



ＮＴＴデータ株も急騰 



ジャパンシステム株も・・・ 



大物官僚の天下り先もＩＴ企業 



嘗ての超大物財務官僚も 





マイナンバーは歓迎されている 
とは云い難い 



これを連想するのは行き過ぎだが・・・ 



Ｄｏｇ ｔａｇを付けられるみたい 



過剰反応ではないだろうか？？ 



こんな心配が早くも囁かれている 


