
 

ISSN 1346-9029

 

研究レポート 
 

No.465  Jan. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバーの検証と今後の展開に関する研究 

   － 「マイナンバー世帯」についての試論 － 

 

主席研究員  榎並 利博 

 



要旨 

 

 これまで紆余曲折のあった我が国の番号制度は、ようやくマイナンバーとして動き始め

た。すでに情報連携など当初計画されていたマイナンバーの機能がすべて運用に入り、2018

年 10月でマイナンバー法施行 3年を迎えた。法の附則では 3年目を目途としてマイナンバ

ー制度を見直すこととしており、政府の見直し検討の一助とすべく、民間の立場からマイ

ナンバー制度を検証するとともに、今後の展開についての提言を行う。 

 まず、全国紙 5 紙の記事見出しを使って世論動向を分析し、住基ネットとマイナンバー

を比較した。マイナンバーでは、住基ネットで見られた番号制度の否定ではなく、運用上

の問題を指摘するという報道姿勢に変化しており、番号制度を認める一方で政府に対して

は確実な運用を要請する世論が形成されていた。マイナンバーは社会に受容されつつある

と考えられる。 

 また、自治体の現場ではマイナンバー運用が開始されたとはいえ、まだ記載率が低い、

業務運用に不慣れなど抜本的な合理化には至っていない。過剰な規制や情報提供ネットワ

ークシステムの使いにくさなどが指摘されており、今後改善していく必要がある。 

 さらに、今後のマイナンバー展開において最も重要と考えられる「公平・公正」を実現

するために、「マイナンバー世帯」の概念およびその展開方法を提示するとともに、データ

整備のためのマイナンバー活用やグランドデザインについても提案した。 

 以上を踏まえ、マイナンバー制度見直しと今後の展開について下記の政策提言を行った。 

 現場事務の負荷になる特定個人情報に関する過剰な規制を緩和し、マイナンバーを扱

うことによる特別な管理負担を軽減すること。 

 使いづらい情報提供ネットワークシステムを見直し、使いやすいシンプルな設計とす

ること。 

 行政手続き書類へのマイナンバー記載を徹底するとともに、自動車・軽自動車登録お

よび土地・家屋登記などへマイナンバーを拡大し、自治体との情報連携を図ること。 

 今後の展開において、マイナンバーで公平・公正な社会をどのように実現するのかを

具体的に示すこと。一つの考え方として「マイナンバー世帯」を提示した。 

 新たな社会制度について、番号制度があることを前提にその実現可能性を再度検討す

ること。 

 データ整備のためのマイナンバー活用の考え方やマイナンバーのグランドデザインお

よび具体的な展開方法についても検討すること。 

 

キーワード： マイナンバー、社会保障税番号、共通番号、住基ネット、番号制度 

 

※モノクロ印刷のため図表等見づらい場合は、次の URL から PDF をダウンロードしてく

ださい。 http://jp.fujitsu.com/fri/report/research/ 



目次 

 

1 研究の背景・目的と研究の枠組み 

1.1 マイナンバーに関する問題意識 

1.2 研究の背景と目的 

1.3 研究の枠組みおよび先行研究について 

 

2 マイナンバー制度の経緯について 

2.1 民主党政権成立から、専門家によるマイナンバー検討まで 

2.2 政府による方針決定と国民からの意見募集 

2.3 マイナンバー法案作成と国会提出 

2.4 自民党による国会へのマイナンバー法案再提出 

2.5 マイナンバー法成立後の経緯 

2.6 マイナンバー制度の経緯と本研究の意義 

 

3 マスコミに関する世論の動向分析 

3.1 世論同行分析の方法 

3.2 記事件数に関する比較分析 

3.3 記事内容に関する比較分析 

3.4 インターネットによる世論動向の分析 

3.5 世論同行分析についてのまとめ 

 

4 マイナンバー制度に関する効果検証 

4.1 効果検証の方法と先行研究について 

4.2 自治体の現場におけるマイナンバー効果について 

4.2.1 地方税関係業務 

4.2.2 社会保障関係業務 

4.2.3 その他全般の業務 

4.3 マイナンバー検証に関するまとめ 

4.3.1 マイナンバーの運用状況 

4.3.2 マイナンバー検証に基づく課題と改善策 

 

5 マイナンバー制度のあるべき姿：マイナンバー世帯による 

公平・公正の実現 

5.1 マイナンバー活用の今後を考えるポイント 

5.2 「公平・公正」と世帯概念の統一 

・・・・・ 1 

・・・・・ 1 

・・・・・ 2 

 

 

・・・・・ 4 

・・・・・ 5 

・・・・・ 6 

・・・・・ 6 

・・・・・ 7 

・・・・・ 7 

 

 

・・・・・ 9 

・・・・・ 9 

・・・・・ 13 

・・・・・ 17 

・・・・・ 19 

 

 

・・・・・ 22 

 

・・・・・ 25 

・・・・・ 29 

・・・・・ 31 

 

・・・・・ 32 

・・・・・ 33 

 

 

 

・・・・・ 35 

・・・・・ 36 



5.2.1 移動の多様化：世帯が把握できない 

5.2.2 職の多様化：煩雑な事務調整 

5.2.3 生活や世帯の混乱：制度に合わせた生活や世帯の選択 

5.3 統一された世帯概念「マイナンバー世帯」 

5.4 マイナンバー世帯で可能となる議論 

5.4.1 医療保険・年金保険一元化に関する議論 

5.4.2 資産課税に関する議論 

5.4.3 世帯を単位とした課税（N分N乗方式）に関する議論 

5.4.4 生活保護制度見直しに関する議論 

5.5 新たな制度とマイナンバー世帯 

5.5.1 記入済申告書制度と年末調整の廃止 

5.5.2 住民税の現年課税化と居住地按分 

5.5.3 給付付き税額控除 

5.5.4 高額医療・高額介護合算療養費制度、その他 

5.5.5 資産管理など 

 

6 マイナンバー制度のあるべき姿：データ整備と三層構造モデル 

6.1 データ整備の重要性について 

6.2 医療分野におけるデータ整備 

6.3 戸籍および不動産登記におけるデータ整備 

6.4 三層構造モデルの考え方 

 

7 マイナンバー制度見直しに向けた提言 

7.1 3つの視点からの提言 

7.2 残された課題 

 

参考文献 

・・・・・ 37 

・・・・・ 37 

・・・・・ 39 

・・・・・ 39 

 

・・・・・ 42 

・・・・・ 45 

・・・・・ 46 

・・・・・ 49 

 

・・・・・ 52 

・・・・・ 54 

・・・・・ 56 

・・・・・ 57 

・・・・・ 59 

 

 

・・・・・ 62 

・・・・・ 64 

・・・・・ 69 

・・・・・ 78 

 

 

・・・・・ 80 

・・・・・ 81 

 

・・・・・ 82 



1 

 

１．研究の背景・目的と研究の枠組み 

 

１．１ マイナンバーに関する問題意識 

 

 2015 年 10 月のマイナンバー法施行により全国民にマイナンバーが通知され、2016 年 1

月から行政手続きにおけるマイナンバーの利用とマイナンバーカードの交付が開始された。

しかし、税の実務でマイナンバーが活用され始めたのは 2017 年 1 月以降であり、証明書添

付の削減などが可能となる情報連携およびマイナポータルが稼働したのは 2017年 11月（情

報連携の全面稼働は 2018 年 7 月）である。 

 つまり、2018 年 7 月にようやく当初予定していたマイナンバー制度の姿が完成したこと

になる。マイナンバー制度を推進してきた研究者の立場として、マイナンバー制度が当初計

画通りに運用されているのか、また実効性のあるものとして活用されているのか、本来の制

度の目的に向かって正しく進んでいるのかを検証し、不十分な点や問題点があればこれら

を改善するための提言を行うことが使命であると考えている。 

 また、マイナンバー法附則第 6 条第 1 項では、下記のように施行後 3 年（2018 年 10 月）

を目途としてマイナンバー制度を見直すこととしている。民間の立場からマイナンバー制

度を検証することは、政府の見直し検討の一助となると考えている。 

第六条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案

し、個人番号の利用及び情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供

の範囲を拡大すること並びに特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワークシ

ステムを活用することができるようにすることその他この法律の規定について検討を加

え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置

を講ずるものとする。 

 

１．２ 研究の背景と目的 

 

 これまで我が国では番号制度の導入に 2 回失敗してきた。最初は約 40 年前のグリーン・

カード制度1であり、非課税貯蓄（マル優）の仮名口座を防止するため所得税法の一部改正

が成立したものの、郵政族や金融業界などの反対に遭って廃止の憂き目を見た。 

 2 回目は住民基本台帳ネットワーク（以下、住基ネット）であり、2003 年に全面稼働し

たものの大きな反対運動に遭い、住民票コードという番号が国民に付番されたものの、実務

ではほとんど使われない番号となってしまった。法的には年金業務で使えたにも関わらず、

年金の納付記録の管理に住民票コードを使わず、失われた年金記録問題を引き起こすこと

                                                   
1 非課税貯蓄（マル優）の仮名口座を防止するためにグリーン・カード（少額貯蓄等利用

者カード）制度の導入が提案された。納税者番号に対する国民の反発を恐れ、番号制度と

いう言葉は使われなかった。 
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になった。 

 マイナンバーはいわば 3 度目の正直であり、今回失敗すれば未来永劫我が国で番号制度

が根付くことはないだろう。その意味で、マイナンバー制度施行後 3 年となった現在は、マ

イナンバー制度の成否を分ける重要な時点である。マイナンバー制度の現状について世論

の動向やマイナンバー実務の現場をしっかりと把握し、マイナンバー制度の今後の姿を明

確に描き出さなくてはならない。 

 本研究の目的は、政府や自治体に対して世論やマイナンバー制度の現状分析を踏まえた

改善提案を行うとともに、制度本来の目的や世論動向を踏まえ、今後のあるべき姿について

マイナンバー制度のグランドデザインを描き、マイナンバーを展開していくための手法を

提言することである。 

 

１．３ 研究の枠組みおよび先行研究について 

 

 研究の枠組みとしては、次のようなステップで進めていく。 

① マイナンバー制度の経緯と本研究の位置づけの確認 

 マイナンバー制度の経緯を整理した上で、改めて本研究の位置づけや意義について確認

していく。 

② マイナンバーに関する世論の分析 

 マイナンバーに関する世論が住基ネットの時と比べてどのように変化したかを確認し、

その状況を踏まえたうえで今後のマイナンバー展開の方針を示す。 

③ マイナンバー制度運用の現状分析 

 自治体におけるマイナンバー制度の運用状況について、行政における効果やメリット、市

民におけるメリット、および課題について整理し、現行のマイナンバー制度の改善提案につ

なげていく。 

④ マイナンバー制度のあるべき姿とグランドデザイン 

 現状は社会保障・税（および災害対策）に限定されているが、マイナンバー本来の目的を

再度確認し、マイナンバーをどのようなかたちでどこまで拡大すべきか、全体像としてのグ

ランドデザインを提示するとともに、マイナンバーの展開について検討する。 

⑤ マイナンバー制度の今後のあり方についての提言 

 政府や自治体への政策提言を行う。 

 

 なお、本研究に類似する先行研究については、番号制度全体を論じるものとして榎並(2003、

2010)、国際社会経済研究所(2009)、野村総合研究所(2009)などがあるが、海外事例を中心

に我が国における番号制度の導入を論じることが中心となっている。マイナンバーの今後

の展開を考えるうえで参考とはなるものの、マイナンバー導入以前のためマイナンバーの

実務運用を踏まえたうえでのあり方を論ずるまでには至っていない。本研究は、マイナンバ
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ー制度の当初計画がすべて運用に入った時点での初めての研究となるだろう。 

 また、諸外国では番号制度導入済の国が多く、国連の電子政府ランキング上位に位置する

デンマークと韓国ではその成功要因としての番号制度について論ぜられている。

Henriksen(2012)によれば、デンマークの成功要因として共通番号である CCR(Central 

Citizen Registry)を整備したことが強調されている。そして、Shin ほか(2012)によれば、韓

国の成功要因として国民、法人、土地という国家の基本的な情報を全国的に共有するデータ

ベースを構築したことが指摘されている。このように諸外国ではすでに番号制度が浸透し

ているため、情報共有化のコンセプトなどは示されているものの、番号制度の展開に関して

はほとんど関心が寄せられていない。情報共有の考え方は参考になるとしても、マイナンバ

ーに関しては我が国固有の問題として考えていかなくてはならないだろう。 

 そのほか、本研究については各章で個別の分析を加えていくため、個別分析における先行

研究についてはその都度言及していくことにする。 
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２．マイナンバー制度の経緯について 

 

 マイナンバー制度の経緯についてここで簡単に整理しておく。第 5 章以降のマイナンバ

ー制度のあるべき姿について検討する際、これらの経緯が伏線となっていることがあり、ま

た本研究の位置づけを再確認しておくためでもある。 

 

２．１ 民主党政権成立から、専門家によるマイナンバー検討まで 

 

2009 年 8 月 衆院選で民主党が勝利、9 月に民主党内閣が発足。 

2009 年 12 月 「平成 22 年度税制改正大綱」で番号制度の導入について言及。 

2010 年 2 月 「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」を設置。（2010 年 6 月

までに全 6 回開催） 

2010 年 6 月 社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会で「中間とりまとめ」を公

表。 

2010 年 7 月 16 日から 8 月 16 日 「中間取りまとめ」に対するパブリックコメント 

2010 年 11 月 政府・与党社会保障改革検討本部の下に「社会保障・税に関わる番号制度

に関する実務検討会」を設置。（以降 2011 年 12 月まで 14 回開催） 

2010 年 12 月 社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会で「中間整理」を公表。 

 2007 年に多くの国民の年金記録が喪失するという問題が国会で取り上げられ、2008 年

から番号制度の必要性についての議論が起こってきた。そして 2009 年に「社会保障と税に

関する共通の番号制度」を導入するとマニフェストで謳っていた民主党が政権を奪取する

ことによってマイナンバー制度が実現へと動き始めた。選挙戦では自民党も同様な主張を

していたが、自民党は過去にグリーン・カード制度や住基ネットの失敗という辛酸を舐めて

おり、民主党への政権交代無しに今日のマイナンバーという番号制度が実現できたかは疑

わしい。 

 実際に、それまでの自民党政権では年金納付記録問題に端を発した社会保障番号の議論

が社会保障カードへとすり替わったり、番号制度ではなく既存の番号を結びつける国民 ID

の議論をしたりと番号制度に関する議論が迷走状態であったからだ。 

 民主党は政権を樹立後、速やかに共通番号の議論を進めるために専門家による検討会を

設置し、4 か月間で議論の途中である「中間とりまとめ」を公表した。特筆すべきは、専門

家の議論の論点を図表でわかりやすく国民に公開し（図表 1）、国民からパブリックコメン

トを受付け、国民の意見を取り入れながら議論を進めたことだ。なるべく多くの国民が参加

できるよう、国民が選択式で回答できるよう選択肢を示すという工夫をしている。 

 その後、検討内容は実務的な専門家の検討会へと引き継がれ、国民の意向を反映したかた

ちで「中間整理」として公表された。 
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図表 1 社会保障・税に関わる番号制度の論点 

 

（出所 社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会「中間とりまとめ」（2010 年 6 月）） 

 

２．２ 政府による方針決定と国民からの意見募集 

 

2011 年 1 月 政府・与党社会保障改革検討本部で「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。 

2011 年 4 月 社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会で「社会保障・税番号要

綱」を決定。 

2011 年 6 月 政府・与党社会保障改革検討本部で「社会保障・税番号大綱」を決定。 

2011 年 6 月 政府は番号の名称を「マイナンバー」に決定。 

2011 年 6 月 30 日から 2011 年 8 月 6 日 「社会保障・税番号大綱」に関する意見募集 

2011 年 9 月 8 日 「社会保障・税番号大綱」に関する意見公示 

この「中間整理」をもとに政府は「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」、

「社会保障・税番号要綱」、「社会保障・税番号大綱」を発表し、これらに基づいて法案作成

に取り掛かるとともに、実務的な検討を進めていった。「番号大綱」に関してはパブリック

コメントも募集し、その意見内容については公開されている。 

 パブリックコメントの全体件数は 153 件（うち個人 86 件、団体 67 件）であり、団体意

見の内容を見ると、賛成が 33 件で日本税理士会連合会や日本労働組合総連合会などの名称
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が並んでいる。また、中立的な立場が 9 件あり、住基ネットでは反対の立場を取っていた  

日本弁護士会連合会や東京税理士会の名前が挙がっている。反対は 25 件であり、その半数

以上の 14 件が医師会・保険医協会による意見である。 

 ここで決定した番号大綱が制度設計の根幹となるが、その内容が後の情報連携や医療分

野における議論へとつながっていく。 

 なお、この時期に番号の名称が公募によって「マイナンバー」と決定され、今後マスコミ

などでも共通番号や社会保障税番号の代わりにマイナンバーという言葉が普及していくこ

とになる。 

 

２．３ マイナンバー法案作成と国会提出 

 

2012 年 1 月 政府・与党社会保障改革本部で「社会保障・税一体改革素案」を決定。 

2012 年 2 月 14 日 マイナンバー関連 3 法案2を閣議決定、第 180 回通常国会に提出。 

2012 年 8 月 10 日 消費税増税法案成立。 

2012 年 11 月 16 日 衆議院が解散し、マイナンバー関連 3 法案が廃案。 

 マイナンバー法案が国会に提出されたものの、この国会では消費税増税法案が焦点とな

り、消費税増税法案の成立と引き換え条件のようなかたちで衆議院が解散することになっ

た。そのため衆議院内閣委員会ではマイナンバー法案が審議されることなく、そのまま廃案

となってしまった。 

 民主党では消費税の増税とマイナンバーはもともとセットで考えていた。消費税が二桁

になると低所得者への逆進性対策が必要となり、その手段としてマイナンバーによる給付

付き税額控除の仕組みを活用する計画だったからだ。 

 マイナンバー法案を消費税増税法案と同じ特別委員会で審議せず、別の委員会で審議し

たのは、成立が難しいと見られていた消費税増税法案と共倒れになることを懸念したから

だという。 

 この消費税増税とマイナンバーの法案成立のタイミングがずれたことにより、消費税の

逆進性対策として軽減税率の議論が始まることになる。 

 

２．４ 自民党による国会へのマイナンバー法案再提出 

 

2012 年 12 月 衆院選で自民党が勝利し、自民党政権発足。 

2013 年 3 月 1 日 マイナンバー関連 4 法案3を閣議決定、第 183 回通常国会に再提出。 

                                                   
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案」、「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」、「地方公共団体情報システム機構法案」 
3 これまでの法案に「内閣法等の一部を改正する法律案（政府 CIO 法案）」を追加。 
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2013 年 3 月 22 日 衆議院本会議においてマイナンバー関連 4 法案につき趣旨説明、質疑

（総理入り）。衆議院内閣委員会にマイナンバー関連 4 法案が付託。 

2013 年 5 月 9 日 衆議院本会議においてマイナンバー関連 4 法案につき一部修正のうえ

可決。 

2013 年 5 月 24 日 参議院本会議においてマイナンバー関連 4 法案が可決、成立。 

2013 年 5 月 31 日 マイナンバー関連 4 法が公布。 

 2012 年末の衆院選の結果により政権交代が起き、自民党が再び政権を担うことになった。

しかし、民主党政権時代に準備されたマイナンバー法案は葬り去られることなく、再度国会

へ提出され、速やかに成立をみた。政権交代により法案の中身が骨抜きにされることがある

が、マイナンバー法案に限って言えばより強化されたと評価できる。例えば、基本理念とし

て民間分野を含むマイナンバーの将来的な拡張を謳い、附則のマイナンバー見直し時期も 5

年から 3 年に短縮された。 

 

２．５ マイナンバー法成立後の経緯 

 

2014 年 12 月 マイナンバーの取り扱いに関するガイドライン（事業者向け） 

2015 年 10 月 通知カードの配布 

2016 年 1 月 マイナンバーの利用開始。マイナンバーカードの交付開始。 

2017 年 11 月 マイナンバーによる情報連携開始。 

2018 年 1 月 預貯金口座への付番。 

2018 年 3 月 自治体による年金情報照会開始。 

2018 年 7 月 マイナンバーによる情報連携が全面稼働。 

 通知カードの誤交付、マイナンバーカード交付のシステム障害などが起きたものの、社会

問題にまで発展することは無く、マスコミの論調も住基ネットの時と比較すると穏やかな

ものであった。しかし、マイナンバーは厳重な管理を求められるため、収集や郵送のために

簡易書留を使わなければならないなど、事業者や自治体からは余計な負担ばかりが増える

と不満の声が上がった。 

 また、自治体が住民税額通知を事業者へ郵送する際、マイナンバー付きの住民税額通知を

誤った事業者に郵送したことが問題となった。これにより総務省は紙の住民税額通知はマ

イナンバー記載無しとする通知を出し、急な方針転換に戸惑う声も上がった。 

 このような対応は「マイナンバーは知られただけで危険」という誤解を助長することにな

り、通知カードからマイナンバーカードへの切り替えやマイナンバーカードの携帯だけで

なく、書類へのマイナンバー記載も躊躇させることになった。 

 

２．６ マイナンバー制度の経緯と本研究の意義 
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 以上見てきたように、マイナンバー制度は国民に対してパブリックコメントを 2 回実施

し、国民と対話しながら制度設計を行ってきた。そして、与党と野党の枠組みを超えて成立

したものであり、これからの我が国を支える基盤として国民的かつ国家的な合意がなされ

たものといえる。 

すなわち、3 年目の見直しにあたり、これまでのマイナンバー導入の延長線としてのマイ

ナンバー拡大を考えるだけであってはならない。マイナンバー制度の当初の目的に立ち返

り、国家基盤としてのグランドデザインの下にマイナンバーの利活用および拡張を考えて

いかなくてはならない。 

 マイナンバー制度の目的とは次のように整理されている。 

マイナンバー制度 3 つの目的 

1. 公平・公正な社会の実現 

2. 国民の利便性の向上 

3. 行政の効率化 

 この 3 つの目的のうち、「国民の利便性の向上」と「行政の効率化」に関しては政府もこ

れまで何度も言及し、十分に意識しているといえる。しかし、「公平・公正な社会の実現」

をどのように実行していくのだろうか。また、場当たり的なマイナンバー導入にならぬよう、

国家基盤としてのマイナンバーの全体像、つまりグランドデザインが国民に対して示され

ているだろうか。 

 これらの疑問に対して筆者なりに考察し回答を提示することは、マイナンバーを活用し

て将来の我が国を支える基盤を構築する上で大きな意義があると考える。 
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３．マイナンバーに関する世論の動向分析 

 

 マイナンバー制度の今後を考えるうえで、世論の動向つまり国民感情について分析して

おく必要がある。世論の動向を観察することによって、マイナンバー制度を急展開しても大

丈夫なのか、あるいは慎重に進めるべきなのかを判断する必要があるからだ。 

 

３．１ 世論動向分析の方法 

 

 住基ネットに関する世論の動向分析についてはすでに榎並（2011）で発表しており、今回

もその研究をベースに同じ分析方法で実施した。同じ分析方法を使うことで、住基ネットと

マイナンバーで世論がどのように変化したのか、あるいは変化しなかったのかが明確にな

ると考える。 

 今回も世論の動向を探るにあたり、全国紙 5 紙の記事見出しを対象として分析すること

にした。日経テレコンによる新聞記事検索を使い、見出しおよび本文において下記の 4 つ

のキーワードのいずれかが完全一致した記事を抽出した。 

 マイナンバー、共通番号、社会保障・税番号、社会保障税番号 

 今回の検索期間は、2010 年 1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日までとした。なお、テキ

ストマイニングによる分析対象は抽出した記事の見出し部分としている。対象新聞とした

新聞は下記の 5 紙であり、それぞれの販売部数を図表 2 に示す。参考として、前回分析時

の販売部数（2010 年）についてもあげておく。 

 

図表 2 全国紙 5 紙と販売部数 

新聞 販売部数 

（2017 年後半） 

※参考： 

販売部数（2010 年） 

読売新聞 873 万部 1011 万部 

朝日新聞 611 万部 796 万部 

毎日新聞 293 万部 359 万部 

産経新聞 153 万部 305 万部 

日経新聞 263 万部 175 万部 

（出所：筆者作成。販売部数は一般社団法人日本 ABC 協会の「新聞発行者レポート半期

（2017 年後半）」による。） 

 

３．２ 記事件数に関する比較分析 

 

 まず、記事件数の全体推移を図表 3 に示す。上段が住基ネットに関する報道件数だが、

前の研究でも指摘したように、2002 年の住基ネット内部稼働と 2003 年の住基ネット全面
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稼働というイベントにおいて件数が突出している。1990 年代後半において、住基ネットの

制度設計のため政府が検討会を開催していた時点や住基法改正の時点における報道がほと

んど無かったことも問題として指摘した。 

 今回も制度設計の時期における報道が少なく、2015 年の通知カード配布や 2016 年のマ

イナンバー制度開始などのイベントに合わせた報道が多いことは前回と変わっていなかっ

た。ピーク年における記事件数は、住基ネットが 3,908 件でマイナンバーが 3,254 件と、

マイナンバーの報道が若干少ないがほぼ同じ程度と考えてよいだろう。 

 ただし、両者ともに制度設計時点での報道が少ないとはいえ、住基ネットの時にほとん

ど報道されなかったのに対し、マイナンバーではある程度改善していることがうかがわれ

る。政府が積極的にパブリックコメントを求めたことや、インターネットがまだ黎明期で

あった 1990 年代後半と比べ、インターネットが当たり前の社会になったことが要因とな

っていると考えられる。 

 図表 4 は記事件数の新聞社別推移を示したものである。どの新聞社も記事件数に関して

は同様な傾向を示している。しかし、ピーク年において住基ネットとマイナンバーでは、

最多グループと第 2 グループが入れ替わるという変化があったことがわかる。 

 最多グループ：朝日新聞、毎日新聞  → 読売新聞 

 第 2 グループ：読売新聞       → 朝日新聞、毎日新聞 

 第 3 グループ：日経新聞、産経新聞 

 住基ネットでは、朝日新聞が 1,307 件、毎日新聞が 1,240 件と、この 2 紙で突出した件

数の記事を書いていた。第 3 グループの日経新聞(201 件)や産経新聞(126 件)と比較する

と、実に数倍から 10 倍もの記事を量産していたことがわかる。 

 ところが、マイナンバーになると様相ががらりと変わる。最多グループは読売新聞だ

が、833 件から 963 件とそれほど増えているわけではない。つまり、住基ネット時の最多

グループである朝日新聞と毎日新聞が大きく件数を減らしていることが原因である。実際

に、朝日新聞が 1307 件から 753 件へ、毎日新聞が 1,240 件から 664 件へとほぼ記事件数

が半減している。 

 また、日経新聞と産経新聞は変わらず第 3 グループを形成しているが、日経新聞は 201

件から 470 件へ産経新聞は 126 件から 404 件へと倍増もしくは 3 倍強に増えている。こ

れにより、第 3 グループと最多グループの件数の比率は約 2 倍となっている。 

 つまり、住基ネットの時は特定の新聞が「大変なことが起きている」という量的なバイ

アスをかけていたが、マイナンバーでは 5 紙の差がかなり縮小しており、特定の新聞が量

的バイアスをかけるという極端な傾向は無くなっていると解釈できる。 
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図表 3 記事件数の全体推移（上段：住基ネット、下段：マイナンバー） 

 

 

（出所 筆者作成） 
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図表 4 記事件数の新聞社別推移（上段：住基ネット、下段：マイナンバー） 

 

 

（出所 筆者作成） 
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３．３ 記事内容に関する比較分析 

 

 住基ネットの分析においては量的バイアスを確認するとともに、質的なバイアスを確認

するために新聞記事内容の分析を行った。今回のマイナンバーについても、同様に新聞記

事件数がピークであった 2 年間（2015 年 1 月～2016 年 12 月）の新聞記事見出しを対象

とし、新聞ごとにテキストマイニングを使って分析することとした。 

 具体的には、テキストマイニング（ツールは ACCENT）を使って、新聞記事見出しか

ら上位 50 の重要キーワードを抽出し、単純スケルトンマップを作成する。そのスケルト

ンマップから、「否定性のテーマ」と「否定性のキーワード」を選択し、その数を比較分

析するという手法を使った。なお、住基ネット分析時の否定的なテーマおよびキーワード

は下記のものを採用した。その分析結果については榎並(2011)を参照してほしい。 

 否定性のテーマ ：通知・拒否、自治体離脱、市民団体、不参加、不安、安全性 

 否定性のキーワード ：拒否、不安、反対、削除、提訴、離脱、不参加、苦情、流れ

る、返却、審査請求、廃案、訴え、凍結、トラブル、侵入、否決、漏洩 

 今回のマイナンバーの分析結果については、新聞ごとに図表 5-1 から図表 5-5 に示し

た。否定性のテーマは赤い枠4で囲み、否定性のキーワードは赤い★を付けている。否定性

のテーマについてみると、住基ネット時のようなテーマは見当たらず、確認できたのは

「年金情報の流出」や「誤配・障害」である。ただし、年金流出は枝葉の部分であり、誤

配や障害もマイナンバー開始という大きなテーマの枝葉部分として扱われている。 

 また、否定性のキーワードについてみると、住基ネット時に良く見られた番号制度自体

を否定するキーワードはほとんど見られない。確認できたのは「不審、詐欺、誤配、誤交

付、誤配達、返送、ミス、流出、汚職、障害、遅れる」というキーワードであり、番号制

度の運用に関する問題点を指摘するようなキーワードとなっている。 

 さらに、住基ネットの時には見られなかった現象として、読売新聞や朝日新聞で「川

柳」というキーワードが抽出された。当時の状況を調べてみると次のような事例があり、

マイナンバーが川柳のテーマとして国民に採用されていることがわかった。 

 第 29 回「第一生命のサラリーマン川柳コンクール（略称 サラ川(せん)）」（募集期

間 2015 年 10 月～12 月）全国優秀 100 作品から 

「キミだけは オレのものだよ マイナンバー」 （マイナ） 

「マイナンバー 国より厳しい 妻管理」 （我流） 

「冷蔵庫 オレのビールに マイナンバー」 （ダメ亭主） 

「マイナンバー 夫婦間でも 機密事項」 （なんちゃって金沢人） 

 「第 15 回シルバー川柳」入選（2015.09.07） 

「マイナンバー ナンマイダーと聴き違え」 

  

                                                   
4 モノクロ版で見づらい場合は PDF をダウンロードしてください。 
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図表 5-1 読売新聞 

 

（出所 筆者作成） 

 

図表 5-2 朝日新聞 

 

（出所 筆者作成） 
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図表 5-3 毎日新聞 

 

（出所 筆者作成） 

 

図表 5-4 日経新聞 

 

（出所 筆者作成） 
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図表 5-5 産経新聞 

 

（出所 筆者作成） 

 

 以上、図表 5-1 から図表 5-5 までの否定性テーマおよび否定性キーワードをカウント

し、住基ネットの分析と比較してみると図表 6 のように示すことができる。否定性テーマ

の数こそ変わらないが、否定性キーワードは 41 から 25 へと半分近く減少している。 

 特に、朝日新聞は 9 件から 4 件へ、毎日新聞は 11 件から 7 件、日経新聞は 8 件から 1

件へと否定性キーワードの使用が大きく減少していることがわかる。 

 前述したようにマイナンバーが川柳のテーマとして取り上げられ、2015 年の「ユーキャ

ン新語・流行語大賞」候補 10 位以内にもランキングされるなど、住基ネットと今回のマ

イナンバーでは国民の受け止め方もかなり変化していると考えてよいだろう。 

国民のプライバシーが侵害される、国民が国家に監視されるという住基ネット時のよう

な否定的イメージはかなり希薄になっているといえる。 
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図表 6 質的バイアスに関する住基ネットとマイナンバーの比較 

 住基ネット マイナンバー 

否定性テーマ 否定性キーワード 否定性テーマ 否定性キーワード 

読売新聞  0 5 1 6 

朝日新聞  2 9 1 4 

毎日新聞  2 11 2 7 

日経新聞  2 8 1 1 

産経新聞  1 8 2 7 

合計 7 41 7 25 

（出所 筆者作成） 

 

３．４ インターネットによる世論動向の分析 

 

 住基ネットではインターネットを対象とした世論動向の分析ができなかったが、今回は

Google Trends というツールが使えるようになったため、インターネットを対象とした世

論動向の分析についても付け加えておきたい。 

検索キーワードと検索期間は新聞の分析と同じだが、検索条件として地域は「日本」、

カテゴリは「すべてのカテゴリ」を指定した。また、「Web 検索」と「ニュース検索」に

ついて検索分析を行っている。なお、表示方法はピーク時を 100 とした表示になってお

り、データが 1 未満の場合は 1 とした。 

Web 検索（図表 7）について分析すると、新聞記事件数の動向とほぼ同じであり、特に

制度設計時期において世間の関心はほとんど無いことがわかる。マイナンバーのガイドラ

イン発表時や最初の年末調整および確定申告関連時期については国民の関心が高まると予

想したが、現実はそれほど高くないこともわかった。 

ニュース検索（図表 8）についての分析でも、やはり新聞記事件数の動向とほぼ同じ

で、制度設計時期における世間の関心はほとんど無い。ただし、最初の年末調整および確

定申告の時期に関しては若干関心が高まっていることがわかる。 

国民はマスコミの報道動向とは関係なく、インターネットで独自の関心を示すことが想

定されたが、現実はマスコミの報道動向と同調した傾向であることがわかった。 
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図表 7 Google Trends による Web 検索の分析 

 

（出所 筆者作成） 

 

図表 8 Google Trends によるニュース検索の分析 

 

（出所 筆者作成） 
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 次に、Google Trends で扱える全期間（2004 年から 2018 年 1 月まで）を対象として、

「国民総背番号」、「国民 ID」、「国民識別番号」というキーワードが Google 検索（Web 検

索）でどのように使用されているかを分析してみた。 

その結果が図表 9 であり、「国民 ID」と「国民識別番号」というキーワードについては

確認できなかった。しかし、国家による国民監視をイメージする「国民総背番号」という

キーワードは住基ネットの本稼働（2003 年）後も頻繁に使われている。しかし、2004 年

をピークに使用する傾向は一貫して減少しており、最近ではあまり使われていない。番号

制度によって国民が国家に監視されるというイメージは、国民のなかでもだいぶ希薄化し

ているのではないかと想定される。 

 

図表 9 「国民総背番号、国民 ID、国民識別番号」による Google 検索の動向 

 

（出所 筆者作成） 

 

３．５ 世論動向の分析についてのまとめ 

 

 新聞報道から見た世論動向については図表 10 にまとめた。住基ネットの時、図表の太

線で囲った部分に示すように、朝日新聞と毎日新聞において量的なバイアス（大変なこと

が起きている）と質的なバイアス（番号制度を否定）が見られたことは、他の新聞の状況

と比較しても明らかである。 
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 しかし、マイナンバーにおいては、朝日新聞も毎日新聞も量的バイアスが半減し、質的

バイアスも他紙とほぼ変わらなくなっている。そしてジャーナリズムの性格上、政府に対

しては批判的にならざるを得ない部分もあるため否定性キーワードは相変わらず使用され

ているが、マイナンバーでは住基ネットよりもかなり減少している。さらに、否定性キー

ワードの内容が「番号制度の否定」から「運用の問題指摘」へと大きく変わっていること

も指摘できる。 

 全国紙 5 紙全体の状況についてまとめると、住基ネットの時には新聞によって報道姿勢

がかなり異なっていたが、マイナンバーでは全体の差がかなり縮小していることから、番

号制度に関して全国民的な合意が形成されたのではないかと推察される。また、番号制度

を否定するという姿勢から番号制度の運用上の問題を指摘するという姿勢に変化している

ため、マイナンバーでは番号制度を認めるとともに政府に対してはしっかりと運用するよ

う要請するような世論が形成されているとみられる。 

 そして、住基ネットの時には見られなかった現象として「川柳」というキーワードが 2

紙に現れており、その事例を見るとマイナンバーに対する忌避感や拒否感は表現されてお

らず、国民側も番号制度に対する受け入れ態勢ができつつあると考えられる。 

 

図表 10 新聞報道におけるバイアス分析（住基ネットとマイナンバーの比較） 

 住基ネット マイナンバー 

量的バイ

アス 

質的バイアス 量的バイ

アス 

 

質的バイアス 

否定性テ

ーマ 

否定性キ

ーワード 

否定性テ

ーマ 

否定性キ

ーワード 

読売新聞  ○ 0 5 ○ 1 6 

朝日新聞  ◎ 2 9 △ 1 4 

毎日新聞  ◎ 2 11 △ 2 7 

日経新聞  ― 2 8 ―△ 1 1 

産経新聞  ― 1 8 ―△ 2 7 

合計  7 41  7 25 

（出所 筆者作成） 

 

 今回はインターネットによる世論動向についても調査したが、新聞報道件数の分析と比

較して特筆すべき傾向は見られなかった。しかし、「国民総背番号」というネガティブな

キーワードの使用を見ると、明らかに住基ネットの時から一貫して減少する傾向が見ら

れ、「国家が国民を番号で監視する」という感情は国民のなかでだいぶ和らいでいるので

はないかと思われる。 

 そのほか、訴訟の状況を確認することで国民側の受け止め方を確認しておく。総務省の

資料（2007 年 6 月 8 日現在）によれば、住基ネットに関する訴訟は 59 件も提起され、そ
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のうち国が被告の訴訟が 36 件、自治体が被告の訴訟が 23 件となっている。それに対して

マイナンバーに関する訴訟は、法務省のホームページ（2018 年 1 月 31 日現在）によれば

係属中の裁判所が全国で 8 か所5となっている。 

数十件という住基ネットの訴訟に比べれば明らかに下火になっており、2 年以上も焦点

の定まらない口頭弁論を繰り返している状況である。国民の番号制度に対する感情の変化

が訴訟にも表れていると考えられる。 

 

  

                                                   
5 東京地方裁判所、横浜地方裁判所、新潟地方裁判所、大阪地方裁判所、名古屋地方裁判

所、金沢地方裁判所、福岡地方裁判所、仙台地方裁判所 
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４．マイナンバー制度に関する効果検証 

 

４．１ 効果検証の方法と先行研究について 

 

 本章では、実務の現場におけるマイナンバー制度の効果について検証する。制度開始以前

の効果試算として、経団連の「利便性向上・効率化を含め年間 3 兆円以上」（2010 年 11 月

16 日の提言資料）や「わたしたち生活者のための『共通番号』推進協議会」による「（コス

ト削減を中心とした）経済効果は年間 1 兆 1,500 億円」（2012 年 6 月発表）という数字が

あるが、いずれも詳細な内訳が公開されていないため検証が難しい。 

 そこで、筆者が以前行った試算である「市町村では外部との連携で年間 1,000 億円のコス

ト削減効果」（榎並(2009)）と同様な方法で、マイナンバー制度運用後に削減された事務量

を定量的に把握し、制度前後における比較分析を行うことを試みた。2018 年 6 月から 7 月

にかけて 3 自治体に協力を依頼して調査票を配布し、7 月から 9 月にかけて調査票に基づ

いてヒアリングで定量的・定性的な情報を収集していった。しかし、地方税分野ではマイナ

ンバーの記載率が低いため自動マッチングの効果が出ておらず、社会保障分野でも情報連

携を活用した業務プロセスにまだ現場が慣れていないことと、「定量的に把握できるほどの

効果は出ていない、逆に負担が増えている」といった声が多かったことから、制度開始前後

における定量的な比較分析まではできなかった。そのため定性的な分析が中心となったが、

この現状については次項で報告する。 

 その前に、2018 年 5 月に内閣官房が「第 13 回 国と地方のシステムワーキング・グルー

プ」において「マイナンバー制度の活用による効果」に関する資料を提出し、7 月に総務省

が情報連携の実績に関する資料を公表しているのでこれらについて言及しておく。 

内閣官房の資料によれば、マイナンバー制度活用における定量的な効果として、国民・事

業者が年間 2,629 億円程度、行政機関等で年間 1,798 億円程度、合わせて年間 4,427 億円

程度の効果があるとしている（図表 11）。 

 注意しなければならないのは、この効果試算は 2016 年度の数値をもとに推計したもので

ある。つまり、この時期は書類へのマイナンバー記載を求めたものの、業務としてはまだマ

イナンバーを本格的に利用しておらず、情報連携やマイナポータルも稼働していない。マイ

ナンバーを使った業務運用開始後における現場の実務に基づく効果推計ではない。 

 その内訳をみると、国民・事業者の効果として証明書等添付書類の削減が 1／3 を占めて

いるほか、利用に課題の残るマイナポータルによる効果が 1／3 となっている。行政機関等

の効果としても、業務効率化による税務調査・徴収促進で税増収が 813 億円、課税証明等

証明書発行削減による事務効率化が 565 億円と、この 2 項目で 3／4 を占める。マイナンバ

ーを使ったデータマッチングで名寄せが効率化できることについては言及されておらず、

マイナンバー記載書類を簡易書留で郵送するなど従来無かった新たな負担が発生している

ことについて言及されていないことにも留意して、この資料を扱う必要がある。  
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図表 11 マイナンバー制度の定量的効果 

 

 

（出所 「第 13 回 国と地方のシステムワーキング・グループ」に提出された内閣官房の

「マイナンバー制度の活用による効果（資料 7-3）」（2018.5.30）をもとに筆者作成） 
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 国民・事業者における定量的効果（図表 11 の内訳） 

① 番号の利用と情報連携 

 国民：証明書等添付書類の削減     機会費用 947 億円 

     ：戸籍謄抄本添付不要      機会費用  73 億円 

 事業者：法人設立等添付書類の削減   機会費用 269 億円 

：法人番号による業務効率化   機会費用  92 億円 

②マイナンバーカード 

 国民：オンライン住宅ローン契約・印紙不要 機会費用 30 億円、税負担 168 億円 

 事業者：政府調達における手続き簡素化 機会費用 25 億円 

③マイナポータル 

 国民：子育てワンストップ         機会費用 118 億円 

引っ越しワンストップ       機会費用 170 億円 

医療費還付の明細書作成      機会費用 142 億円 

 事業者：子育てワンストップ       機会費用  57 億円 

国民へ郵送する税務書類郵送削減  機会費用 288 億円 

 行政機関等における定量的効果（図表 11 の内訳） 

①番号の利用と情報連携 

業務効率化による税務調査・徴収促進   税増収 813 億円 

課税証明等証明書発行削減        事務効率化 565 億円 

確定申告の住民票添付削減および証明書の発送費削減 

 事務効率化 7 億円 発送費 85 億円 

②マイナンバーカード 

国の調達事務の契約書郵送・保管費削減    郵送・保管費 1 億円 

国家公務員身分証として利用         身分証発行費用 1 億円 

③マイナポータル 

子育てワンストップ（児童手当・保育所申請等） 事務効率化  77 億円 

国税・地方税の納税通知書の郵送削減      郵送費    141 億円 

案内通知文書の郵送削減            郵送費    15 億円 

国民年金の免除申請・窓口審査等        事務効率化  15 億円 

 

 次に、総務省が発表した情報連携の稼働状況についても確認しておく。総務省の資料によ

れば、試行開始（2017 年 7 月 18 日）から全面稼働（2018 年 7 月 5 日）までの情報照会件

数は 2,645,514 件、情報提供件数は 2,302,833 件と報告されている。情報照会手続きと提供

情報の内訳については図表 12 のようになっており、照会系では児童手当、地方税、国保関

係が多く、提供系では課税情報が圧倒的な件数であることがわかる。 
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図表 12 主な情報照会手続きと件数（上段）と主な提供情報と件数（下段） 

№ 手続き名 件数 

1 児童手当関係手続き 576,506 

2 地方税の賦課徴収手続き 484,887 

3 国民健康保険関係手続き 480,079 

4 介護保険関係手続き 163,880 

5 障害者の自立支援給付関係手続き 108,436 

 

№ 手続き名 件数 

1 地方税の課税情報 1,780,554 

2 医療保険資格関係情報 276,950 

3 住民基本台帳関係情報 164,118 

4 介護保険給付等関係情報 18,230 

5 雇用保険給付関係情報 16,891 

（出所 「情報連携の運用に係る留意事項等について」マイナンバー実務セミナー資料  

総務省個人番号企画室 2018 年 7 月 23 日） 

 

４．２ 自治体の現場におけるマイナンバー効果について 

 

 2018 年 7 月から 9 月にかけて、3 つの自治体に対して調査票に基づいてヒアリング調査

を行った結果について報告する。ヒアリング対象自治体は、東海地方の A 市（人口約 14 万

人）、B 市（人口約 5 万人）、C 市（人口約 13 万人）の 3 市である。地方税関係、社会保障

関係、その他全般について分けて報告する。 

 

４．２．１ 地方税関係業務 

 

 地方税の課税において、自治体が課税する元となる情報は外部の機関からもたらされる。

外部の機関からもたらされた納税義務者と住民との突合のために、従来では氏名・住所・生

年月日などを頼りに名寄せを行っており、時には同姓同名による間違いが起きたり、該当者

がいなかったりという不都合が生じていた。このマッチング作業でマイナンバーを使うこ

とができれば、間違いや課税漏れを防ぎ、効率的な課税処理が可能となる。 

 地方税ではマイナンバーを使うことになっているが、実務に合わせたかたちでマイナン

バーが導入されているわけではない。例えば、軽自動車税や固定資産税ではマイナンバーを

使うことになっているが、課税の元となる外部機関からの情報にマイナンバーが記載され

ていないため、マッチング処理で使うことができない。軽自動車税の課税の元となる申告書

の写しは軽自動車協会からもたらされるが、軽自動車の登録の際にマイナンバー記載が義
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務付けられていないため、申告書の写しにマイナンバーは記載されていない。固定資産税に

おいても、土地・家屋の登記にマイナンバー記載が義務付けられていないため、法務局から

もたらされる土地・家屋異動通知書にはマイナンバーが記載されておらず、住民とマッチン

グできない。 

 自治体においてマイナンバーを使ったマッチング処理が期待できるのは、今のところ住

民税くらいである。住民税の課税の元となる情報が電子データかつマイナンバーが記載さ

れていれば、受信したデータをそのまま住民のマイナンバーと突合することが可能となる。

その実務の状況を図表 13 に示した。なお、各データの割合（%）は現場職員の感覚に基づ

くものであり、実際の件数に基づくものではない。 

 税務署からの確定申告書の写しについては、2011 年 1 月から税務署から自治体へのデー

タ送信が開始されており、現在では 100％電子化されている。データはテキストデータとイ

メージデータ（申告書をスキャンしたもの）の 2 種類がセットになっている。しかし、マイ

ナンバー記載は 3 割から 6 割程度と、記載が義務付けられているにも関わらず良くない。 

 また、日本年金機構からの年金支払報告書については 100％電子化されているものの、情

報漏えい問題でマイナンバーの記載が遅延している状況である。さらに、企業年金基金等に

ついてはマイナンバー記載の対応は中止されている。 

民間企業からの給与支払報告書については、一定規模以上の事業者の電子データによる

提出が 2014 年から義務化6されており、多いところで 7 割、少ないところでは 4 割程度電

子化されている。しかし、マイナンバー記載率は半分程度に留まり、特に小規模事業者の紙

による提出の場合は 1～2 割程度とかなり低いことが問題である。図表 13 のデータを元に

3 市の住民税の全体像を整理したものが図表 14 である。3 市とも電子化かつマイナンバー

記載されたデータが 3 割ほどしかないことがわかった。そのため各自治体では、住民税の

課税処理の業務運用は従来のかたちで名寄せ処理を行っており、マイナンバーを活用した

マッチングによる業務プロセスの改革は実施されていなかった。 

 

  

                                                   
6 2014 年 1 月から一定規模以上の事業者（源泉徴収票の提出枚数が 1,000 枚以上である特

別徴収義務者）に対し給与支払報告書の電子的提出が義務化。2017 年 1 月から給与支払

報告書と源泉徴収票の入力様式が統一され、eLTAX で税務署と自治体に一元的に送信する

ことが可能となった。 
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図表 13 住民税の元データの内訳（媒体とマイナンバー記載） 

情報源 調査自治

体 

情報媒体(%) マイナンバー記載率(%) 

電子 紙 電子 紙 （電子+紙） 

税務署 Ａ市 100 0 30～40 - 30～40 

Ｂ市 100 0 50 - 50 

Ｃ市 100 0 60 - 60 

日本年金

機構 

Ａ市 100 0 0 - 0 

Ｂ市 100 0 0 - 0 

Ｃ市 100 0 不明 - 0 

民間企業 Ａ市 70 30 50 20 41 

Ｂ市 60 40 60 10～20 40～44 

Ｃ市 40 60 50（電子・紙合わせて） 20 

（出所 筆者作成） 

 

図表 14 住民税データ全体に占めるマイナンバー記載と電子化の割合 

 特別徴収納

税義務者数 

年金特別徴収

納税義務者数 

普通徴収納

税義務者数 

マイナンバー記

載 

マイナンバー記載 

かつ電子データ 

A市 4.8 万人 1.3万人 1.3万人 32～34％ 28～30％ 

B市 1.4 万人 0.4万人 0.4万人 36％ 32％ 

Ｃ市 4.7 万人 1.2万人 2.5万人 46％ 30％ 

（出所 筆者作成） 

 

 マイナンバーの運用に伴う事務の増加や軽減、およびその他の効果や課題などについて、

3 自治体にヒアリングを行った結果を下記に示す。実務の現場における声をそのまま枠内に

記載した。 

 マイナンバーによる事務の増加について 

 マイナンバーの保管管理業務、マイナンバーの補記作業（マイナンバーを含む情報の

パンチ委託のため）、本人確認作業（マイナンバーの必要な申告等の確認）のため、

当初課税時期に 1 名増員する必要があった。 

 事務量が削減された実感は無く、かえって事務が増えている。 

 マイナンバー記載された書類は簡易書留相当で郵送しなければならないなど、余計

な経費がかかっている。 

 マイナンバー付の課税資料はセキュリティの機密度が高いため、管理台帳作成等に

余計な手間がかかるなど、マイナンバー書類の機密度が高いために管理のための手

間がかかっている。 

 初年度、税額通知でマイナンバーを記載して通知する必要があったため、未記載の場
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合は事業所へマイナンバーを文書照会して取得するという作業が増えた。１年目は

１万件以上が未記載だった。2 年目からは紙の場合は税額通知に記載しなくてもよく

なったため改善された。 

 住民税の申告でマイナンバーカードを持ってこない人に対しては、カードのコピー

を後日郵送してもらう手続きをしている。番号確認書類等の提出などでの住民の負

担が増えた。 

 固定資産税では、償却資産申告書、家屋耐震改修申請書などでマイナンバー記載欄が

ある。そのため、本人確認事務、委任状の確認作業、マイナンバー記載の周知・広報

などで作業が増えている。 

 マイナンバーによる事務の軽減について 

 非住民についてはこれまで探索が困難で、年間 30~40 件が不明のため課税できなか

った。マイナンバーを活用することで探索と本人特定が楽になった。 

 庁内連携が可能となり、庁内からの情報照会事務が減少した。従来は（実施しようと

思えば可能だったが）トラブルを恐れて実施せず、マイナンバーによる法的な後ろ盾

ができたことで実施できた。 

 情報提供ネットワークシステムによる自動応答が可能となったため、他自治体への

回答作業が若干減少した。しかし、人員が減少するほどの削減効果は出ていない。DV

などで自動応答ができず、手動で回答する部分がまだ残っている。 

 他の自治体への情報照会について、情報提供ネットワークシステムで確認できるた

め、照会書の作成など作業は軽減され、郵送コストも不要となった。しかし、人員が

減少するほどの削減効果は出ていない。 

 2017 年 11 月の情報連携開始後、証明書交付は若干減少しているものの、実感でき

るほど目立った減少ではない。 

 所得・課税証明の発行については 100 件程度減少した。 

 その他の効果や課題など 

 中間サーバーへの情報提供インタフェースが統一されたことで、それぞれの業務シ

ステムで他ベンダーへの乗り換えがやりやすくなった。ベンダーロックインの解消

につながると考えられる。 

 民間事業者への住民税額通知（マイナンバー記載）を送付したところ、企業から「な

ぜマイナンバーを記載するのか」とクレームがあった。マイナンバーを記載せず住民

税額通知を送った自治体があったことがその原因であり、その後総務省から「紙の場

合は記載無し」というマイナンバー制度の主旨に反する通知があって戸惑っている。 

 住登外課税者の住所地を探す場合、マイナンバーを使って市民課に依頼して住基ネ

ットで探してもらっている。従来のように事業所に問い合わせるより時間はかかる

が、情報は正確になった。 

 住登外者のマイナンバー付番についてはまだ実施しておらず、今後検討していく。 
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マイナンバーが記載された資料はセキュリティの機密度が高いため、管理作業が従来よ

りも余計にかかることは問題であろう。課税関係の資料自体、自治体の中では最も機密度が

高いはずであるが、マイナンバーがそれと同等の扱いができないことで現場の負担を増や

すだけになっている。 

また、マイナンバーカードを持参しない市民がいることも現場の負担を増やしており、

「役所に行くときは必ずマイナンバーカードを携帯する」ことをもっと広報すべきだろう。 

さらに、民間事業者への住民税額通知の対応については、「マイナンバー記載」から一転

して「（紙の場合は）マイナンバー記載無し」という総務省の方針転換に現場の自治体は戸

惑っている。住民税額通知を誤った事業者に郵送したからといって悪用されるわけでもな

く、氏名による人違いを起こさないで課税するためにマイナンバーは必須であることを考

えれば、マスコミで報道されたからといって安易に方針転換すべきではなかっただろう。 

 ヒアリングした自治体では話が出なかったが、首都圏近郊のある自治体（人口約 17万人）

では税収が増えるという事例もあった。従来は扶養調査を実施していなかったが、マイナン

バーが記載されている被扶養者を調査したところ、所得超過および重複扶養による追徴課

税により約 280 万円税収が増えたという。自治体にとってはメリットであるが、マイナン

バーを記載した国民にとっては不公平感が高まることが考えられ、何らかの対策が求めら

れるだろう。 

 

４．２．２ 社会保障関係業務 

 

 社会保障関係事務については、子育て関係、障害者関係、生活保護関係を中心に、マイナ

ンバーによる事務の増加や軽減などについてヒアリングを行った。 

 マイナンバーによる事務の増加について 

 児童手当では申請書へのマイナンバー記載が必須だが、マイナンバーカードなどを

持参しない人については市役所で調べて記載している。そのため、マイナンバーが開

始されて事務が省力化されたという実感は無い。 

 手続き書類においてマイナンバーの記入不足が 2 割ほどあり、その場合は手続きを

保留として後日カードを持って来庁してもらっている。拒否する人に対しては、市で

マイナンバーを記載することもあるが、市の原則として通知カードを持ってきても

らっている。 

 手続きにおけるマイナンバーの必要性がまだ周知されていないため、現段階では市

民にとっても自治体事務にとっても負担が増えたという印象しかない。 

 証明書添付が省略され、職員の証明書発行事務や市民の手間は減少したが、逆に情報

連携によって職員が所得照会することになり、事務作業が増えている。 

 生活保護業務では、副本登録作業（中間サーバーの情報更新）、特定個人情報保護評
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価の確認作業、本人確認作業などの作業が増えている。 

 マイナンバーによる事務の軽減について 

 児童手当、児童扶養手当、子ども医療費助成、母子家庭等医療費助成の 4 業務で年

間約 100 人の証明書添付が省略された。証明書の発行業務や添付省略で、職員や市

民の負担が減少した。 

 その他の効果や課題など 

 転入者の即日照会や非住民の照会ができないため、あえて他市へ文書で照会してい

る。住民あるいは住登外として登録して符号を取得しないと情報連携を使った照会

ができず、当市では不要な住登外登録はしない方針を取っているためである。 

 児童手当の現況確認において、2018 年 7 月からの情報連携で住民票の添付が不要と

なるはずだったが、続柄情報だけで住所情報も無いため養育者の確認ができず、結局

住民票の添付が必要となっている。 

 生活保護申請では、ほとんどマイナンバーが記入されている。障害者支援において

も、申請書へのマイナンバー記入はこの 1 年で定着している。施設から提出される

書類も、マイナンバーが記入されている。 

 生活保護では情報照会先が多く、年金機構の遅延など運用が定着していないため、情

報連携システムをまだ使いこなせていない。 

 生活保護業務は基本的に庁内の情報で十分だが、市内の派遣会社に登録している人

が生活保護になるケースなど、最近他県の人も多くなっている。扶養調査のための戸

籍、資産調査のための預金口座、生命保険、不動産などもマイナンバーで情報連携し

たい。 

 県独自のマイナンバー事務について、マイナンバー対象業務の周知ができておらず、

マイナンバーを調べて記載するなどの業務が増えている。また、県との業務的な切り

分けについても混乱している部分がある。 

 

 社会保障関係の業務では、所得証明などの添付書類省略により住民や職員にメリットが

出ているものの、自治体の現場では書類へのマイナンバー記載指導と本人確認、情報連携に

よる照会作業などの負担が増えていることは確かである。いくつかの問題点をここで指摘

しておく。 

 まず、申請書などの手続き書類へのマイナンバー記載が義務付けられているが、市民のな

かにはまだマイナンバーカードや通知カードを持参しない人がおり、これらの市民に対す

る対応方法が自治体や現場によって異なっている。市民に持参して再度来庁してもらった

り、コピーを郵送してもらったり、あるいはやむを得ず市側で調べてマイナンバーを記入し

たりということが行われている。「マイナンバーは危険だ」という認識ばかりが独り歩きし、

行政手続きにおいて「自分の権利を守るために必要なものだ」という認識が普及していない

ことが問題であろう。 
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 次に、情報連携については、リアルタイムで照会できない、根拠法令の選択入力が煩わし

いなど、システムの操作性に関する課題が多く寄せられたが、ベンダーによって課題が異な

っていることからここでは省略する。ただし、転入者の即時照会や非住民の照会ができない

という問題については、情報連携の設計に関わると考えられるので指摘しておく。 

情報提供ネットワークシステムでは、照会をするときにマイナンバーではなく符号を使

うことになっている。住民あるいは住登外として中間サーバーに登録しないと符号を取得

できないため、転入者の即時照会や非住民の照会ができないという事態が起きているよう

だ。マイナンバーを元に一時的に符号を生成させることは可能だと考えられるが、原点に立

ち返ってそもそも符号を使う必要性について考え直すべきではないだろうか。 

3 つ目には、児童手当の現況確認において住民票の添付省略が可能であったにも関わらず、

実際にはできないという問題がある。情報連携では続柄情報しか取得できず、基本 4 情報

を流通させないという情報連携の設計に問題があると考えらえる。 

 4 つ目には、県の独自マイナンバー利用がある。県によっては、母子医療費助成で（国の

指示に従った）児童扶養手当の標準レイアウトを使おうとすると、所得控除項目（社会保険

料控除と生命保険料控除）がないため添付書類の省略ができないという事態も起きている。

今後のレイアウトの見直しにおいては、自治体の要望についても意見を聞きながら対応し

ていく必要があるだろう。 

 

４．２．３ その他全般の業務 

 

 自治体の市民課ではマイナンバーカードの交付業務など従来よりも業務が増えており、

その現場の声を以下に記しておく。なお、市民課については 1 市のみヒアリングを行った。 

 住所異動でマイナンバーカード（または通知カード）に住所の裏書をしなければなら

ず、これが結構手間になっている。カードを持参しない市民には、カードを持参する

よう指導している。 

 2017 年 11 月の情報連携開始後、証明書交付は若干減少しているものの、実感でき

るほど目立った減少ではない。市民課としては、マイナンバーによって作業が増加し

ただけで、事務量が減少するなどの効果はほとんど感じられない。 

 マイナンバーカード普及のために努力しているが思うように効果が上がらず、普及

のために政府は早急に健康保険証をマイナンバーカードにしてほしい。 

 マイナンバーの今後について、法務局や金融機関が情報提供ネットワークを利用で

きるようになれば、証明書発行枚数も削減される。 

 マイナンバー（マイナンバーカード）に対する市民の評価として、コンビニ交付や高

齢者の身分証明書としての利用は評価されているがそれは一部であり、多くの市民

にとっては面倒なだけだという捉え方のほうが強い。 

 



32 

 

 市民課としてはマイナンバーカードの普及に努力し、総務省もマイナンバーカードの利

便性向上に力を入れている。しかし、評判の良いコンビニ交付も年に何回も利用するわけで

はなく、もっと市民にアピールできるような利便性が求められている。特に自治体が期待し

ているのが、健康保険証の代わりにマイナンバーカードを利用するという案だ。健康保険証

で利用できれば、乳幼児からお年寄りまで一気に広がる。この問題については次章以降でも

取り上げるが、政府はこの案をぶれずに推進すべきだろう。 

 また、マイナンバーカードを作成するよう市民に呼びかけているが、なかなか思うように

いかないという。マイナンバーカードには個人情報が格納されており危険だという誤った

認識が広がっている可能性がある。紙の通知カードよりも IC チップを搭載したマイナンバ

ーカードのほうがセキュリティが強固なのだが、その事実は市民には伝わっていないよう

だ。意見交換のなかでは、「マイナンバーカードを作成してください」と市民にお願いする

よりは、「通知カードを、安全性が高く便利なマイナンバーカードに切り替えましょう」と

いう言い方のほうが良いかもしれないという意見があった。 

 

４．３ マイナンバー検証に関するまとめ 

 

 マイナンバーの運用においては、最重要事項として情報漏えいを防止するためのセキュ

リティ対策が重視された。その情報漏えい等の状況を確認するとともに、情報連携における

運用状況を概観したうえで、検証のまとめとしての課題と改善策について整理したい。 

 

４．３．１ マイナンバーの運用状況 

 

 「情報連携の運用に係る留意事項等について」（マイナンバー実務セミナー資料 総務省

個人番号企画室 2018 年 7 月 23 日）によれば、マイナンバーが本格的に運用された 2017

年度の報告（平成 29 年度年次報告 個人情報保護委員会）として、以下の数字が報告され

ている。 

 マイナンバーに関する漏えい等の事案 

 漏えい事案その他法律違反の事案等 374 件 

※漏えい１件の事案（住民票を別人に交付など）も含む。 

 上記のうち「重大な事態」：地方公共団体 １件、事業者 ４件 

 漏えい事案のほとんどは、自治体におけるマイナンバーを含んだ書類の誤送付や誤交付

であり、住民票を別人に交付したなどの事案も 1 件としてカウントされているため年間と

しては 374 件と報告されている。 

 誤送付が起きた事例として、紙による手書きの給与支払報告書をパンチ入力するときに

事業者コードを誤入力し、税額通知を別の事業者に送付したことが報告されている。手書き

の場合は、書き癖によって「６と８」などが不明確なことがありたびたび起きるという。中
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小規模事業者においても、電子化を推進することでこのようなミスは防げると考えられる。 

 また、重大な事態として「マイナンバーが記載された書類が滅失」した事案が 5 件報告さ

れている。しかし、いずれもマイナンバーが悪用されたとの報告は無い。マイナンバーの目

的外利用は法的に厳しく罰せられるうえに、マイナンバーを悪用する方法も不明確であり、

「通常の個人情報が記載された書類が滅失」した事案と同等の扱いをしてもよいのではな

いだろうか。 

 ちなみに、過去の漏えい事案その他法律違反の事案等は 2016 年度で 165 件（このうち

「重大な事態」は 6 件）、2015 年度で 83 件（このうち「重大な事態」は 2 件）と報告され

ている。 

 次に、マイナンバーの情報連携運用に関する問題点だが、副本登録の誤り（漏れ）が異常

事象の多くを占めるという。情報照会者が情報に疑義があることを検知し、情報提供者に問

い合わせて発覚している。運用開始初期の障害と考えられ、運用に慣れるにしたがって異常

事象も収まっていくと予想される。 

 異常事象の件数としては 1 件だが、マイナンバーと内部番号の紐づけを誤るという重大

なミスが起きている。これは夫婦間でマイナンバーと内部番号の紐づけを取り違え、別人の

情報提供を行う可能性があったというものである。 

 副本（中間サーバー）には氏名・住所・生年月日等の本人を特定する情報を登録しないこ

ととされているため、運用の誤りで別人の情報が登録された場合に発覚が遅れる、あるいは

発覚せずに別人の情報を使ってしまう恐れがある。マイナンバーと符号の関係は自動的に

紐づけされるためミスは起きないが、この事例は人手でマイナンバーと内部番号を紐づけ

してミスが起きたようである。 

 人手を介する場合には必ずミスが起きることを念頭に設計する必要があり、今回のよう

なミスが起きた以上、中間サーバーには「本人を特定する情報を登録しない」という原則を

見直すべきではないだろうか。氏名や住所が登録されていれば、ミスが起きてもすぐに照会

側で発覚するからだ。 

 

４．３．２ マイナンバー検証に基づく課題と改善策 

 

 本章のまとめとして、マイナンバー運用の現場における課題と改善策について整理して

おく。 

 地方税の課税業務において、マイナンバーを活用したマッチングによる業務プロセス

の改革がまったく進んでおらず、現場では余計な負担がかかっている。 

→ 確定申告および給与支払報告書へのマイナンバー記載を徹底し、記載無しの場合

は控除を認めないなどの措置をすべき。公的年金等支払報告書についても速やかにマ

イナンバー記載を実施すべき。 

→ 民間事業者における給与支払報告書の電子化を推進し、特に中小規模事業者に対
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してはインセンティブを与える施策を実施して電子化率 95%以上を目指すべき。 

→ 電子化により誤送付は防げることから、民間事業者への住民税額通知はマイナン

バーを記載すること。誤送付よりも、別人に課税してしまうことのほうが重大な問題で

あることを周知すべき。 

→ 自動車・軽自動車登録および土地・家屋登記においてマイナンバー記載を義務付け、

自治体との情報連携を図ること。 

→ マイナンバー記載書類の機密度を税関係書類と同等にし、マイナンバーを扱うこ

とによる特別な管理負担を軽減すること。また、マイナンバー書類の郵送も簡易書留で

はなく、普通郵便とすること。マイナンバーの漏えい事案の状況を見ても悪用されたと

いう事例は無く、現場の負担を軽減する施策を実施していくこと。 

→ 行政手続きにおいて市役所などに出向くときは、必ずマイナンバーカードを持参

するよう広く国民に広報すること。特に、自治体の期待が大きいマイナンバーカードの

健康保険証への適用について、保険証の悪用問題を防ぐためにも早急に検討すべき。 

 書類へのマイナンバー記載やマイナンバーカード携帯などマイナンバー制度へ協力的

な国民に対するインセンティブが無く、逆にマイナンバー記載しないなど非協力的な

国民を利するケースがある。 

→ 扶養控除の調査を免れるなど、マイナンバーを記載しない国民を利する使い方を

すれば制度は必ず形骸化する。諸外国に見られるように、番号を記載しない場合は最高

税率を課する、番号を記載している場合のみ所得控除を受けられるなど、国民に対する

動機付け政策を実施すべき。 

 情報連携による証明書添付の省略および照会・回答文書の削減については効果的な使

い方ができておらず、紐づけミスという重大なミスが起きている。 

→ 児童手当事務で養育者の確認ができ、また紐づけのミスが照会側で発見できるよ

う、情報提供ネットワークシステムで基本 4 情報を扱えるようにすること。現状では

紐づけミスを発見する方法が無く、別人の情報を使ってしまう危険性がある。 

→ 転入者の即日照会や非住民の照会ができるよう、情報提供ネットワークシステム

の設計（符号による情報連携など）を見直すこと。 

→ 副本（中間サーバー）の情報不備については、各自治体の条例によって取り扱う情

報が異なる場合があり、全国自治体の要望を取り入れながら改善を図っていくこと。 
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５．マイナンバー制度のあるべき姿：マイナンバー世帯による公平・公正の実現 

 

 マイナンバー見直しの提言にあたり、現状の運用を踏まえた改善提案とともに、今後の我

が国の将来を見据えたマイナンバー展開の提言も重要だと考える。そのため、まず本章でマ

イナンバーを活用した社会のあるべき姿を描き、さらに次章でマイナンバーを活用したデ

ータ整備とグランドデザインについて提示したい。 

 

５．１ マイナンバー活用の今後を考えるポイント 

 

 マイナンバー制度は、社会保障・税・災害対策という 3 つの分野において開始されたとこ

ろであるが、すでに戸籍、旅券、在外邦人管理など他の分野への展開が計画されている。し

かし、ここで再びマイナンバー制度を制定した原点に立ち戻って考える必要があるだろう。 

 政府のウェブサイトでも紹介されているように、マイナンバー制度の目的として次の 3 つ

が明記されている。 

マイナンバー制度 3 つの目的 

1. 公平・公正な社会の実現 

2. 国民の利便性の向上 

3. 行政の効率化 

 このうち 2 つ目の「国民の利便性の向上」については、行政手続きにおける添付書類の削

減だけでなく、マイナンバーカードを活用した証明書のコンビニ交付や公的個人認証の民

間開放、マイナポータルを活用した「ぴったりサービス」の提供など、政府によって様々な

取り組みが行われている。そして、3 つ目の「行政の効率化」についても、まだ運用に不慣

れなところがあるとは言え、名寄せ事務が大幅に効率化していることは明らかである。 

 しかし、1 つ目の「公平・公正な社会の実現」についてはその具体的な姿がまだ見えてい

ない。政府のウェブサイトでは「給付金などの不正受給の防止」と説明されているが、不正

を防止すれば公平・公正な社会が実現できるわけではない。マイナンバーで公平・公正な社

会を実現すると大言しながら、実態は不正受給を防止するだけであれば、それは国民を裏切

ることになるだろう。 

 マイナンバーの導入段階では実現が無理であっても、見直しの際にはマイナンバーを活

用して公平・公正な社会をどのように実現するのか、国民に対して具体的に示すことが国と

しての責務であろう。 

 次に、IoT や AI というキーワードが氾濫するデジタル化を前提とした社会においては、

今後ますますデータの価値が大きくなってくる。特に、データの量だけでなく質の確保が今

後重要となり、マイナンバーを活用していかに精度の高いデータを整備するかが課題とな

るだろう。 

最後に、マイナンバーの活用をどの範囲までどのように拡大するのか、我が国におけるマ
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イナンバーの全体像（グランドデザイン）を提示する必要があるだろう。このようなグラン

ドデザインがあって初めて、マイナンバーの場当たり的な導入を回避できるとともに、国民

からの信頼を得ることもできる。 

マイナンバーの今後を考えるポイントを整理すると、次の 3 点に集約できる。 

 マイナンバー制度の第 1 の目的である「公平・公正な社会の実現」をどのような仕組み

で実行するのか具体的に示すこと。 

 今後のデジタル化を前提とした社会においてますます重要となるデータについて、マ

イナンバーを活用していかに精度の高いデータを整備するかについて示すこと。 

 我が国におけるマイナンバーの全体像（グランドデザイン）を創り、場当たり的な導入

を回避するとともに、マイナンバーを活用した制度の展開方法を具体的に示すこと。 

 最初の「公平・公正な社会の実現」については、幅広く様々な制度に関する議論について

も取り上げるため、本章ではこのテーマのみを扱うことにする。そして、データ整備とグラ

ンドデザインのテーマについては次章で取りあげる。 

 

５．２ 「公平・公正」と世帯概念の統一 

 

「公平・公正」については様々な定義があるだろうが、ここでは「負担と給付の関係が国

民に理解され広く納得されていること」と捉えておくこととする。なぜ、マイナンバー制度

の目的の第一が「公平・公正」なのか。そこには不正受給の防止などよりも、もっと大きな

国家的課題があることを与野党ともに認識し、その課題解決の基盤としてのマイナンバー

に期待を寄せたからだ。 

 国家的課題とは、言うまでも無く増大する社会保障給付費と国および地方の長期債務残

高をコントロールするため、負担と給付の改革をどのように国民に納得してもらうかであ

る。少子高齢化に伴う人口構成の変化はもとより、国民のライフスタイルは多様化し、グロ

ーバル化が進展するなかで、これまでの負担と給付の考え方が「公平・公正」であるとは言

い難くなってきているからだ。 

 これまでの負担と給付の考え方は世帯を単位としたもので、特に標準世帯（夫婦と子ども

2 人）を基準とするものである。世帯主は終身雇用・年功序列型賃金の正社員であり、配偶

者は専業主婦を前提としている。しかし、現状では標準世帯そのものが少なく7なっており、

現実の問題に対応した制度変更がなされているとはいえ、標準世帯を前提とした制度設計

はすでに限界に至っていると考えられる。「負担と給付」の現状における大きな問題を 3 点

あげる。 

 

                                                   
7 是枝(2018)によれば、1974 年では標準世帯が 14.6％と最も多かったが 2017 年には 4.6％ま

で減少し、「標準世帯は日本の総世帯数の 5％にも満たず、もはや日本の縮図とは言えない」と

指摘している。 
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５．２．１ 移動の多様化：世帯が把握できない 

 

近年のライフスタイルの変化により、世帯主だけでなく配偶者の単身赴任も増え、子ども

の下宿や留学など、個人単位の移動が激しくなっているだけでなく、長寿化によって高齢者

の施設入所などに伴う移動も多くなっている。また、グローバル化による日本人の海外赴任

や海外留学、外国人居住者の国内外の往来、国際結婚など、グローバルな個人の移動でます

ます世帯の把握を行うことが難しくなる傾向がある。 

また、制度ごとに世帯の概念が異なることも、さらなる事務負荷を招いている。例えば、

税においては税の世帯（納税者と扶養親族）を基準として課税が行われるが、税と医療保険

では被扶養者の範囲や条件が異なるため、医療保険の世帯（被保険者と被扶養者）と構成員

が同一であるとは限らない。これとはまた別に居住実態を把握した住民票の世帯があり、所

得税の医療費還付は住民票世帯を基準に行われる。 

これまでは住民票世帯（居住実態）を「生活の単位」とみなすことで世帯が把握されてき

たが、現代社会は国内外の単身赴任、下宿・留学、施設入所などが多く、現状は「居住実態

＝生活の単位」ではない。被扶養者の収入も情報共有されないため制度ごとに行っており、

「生活の単位」を把握するために現場では大きな負荷がかかっている。 

また、世帯として把握すべき年金保険は個人を単位として把握されているため、第 3 号

被保険者の手続き忘れによる資格喪失問題が当然のごとく起きてしまう。 

もちろん、税金と相互扶助に基づく保険料を同じ負担とみてよいのかという議論はあろ

うが、年金保険や医療保険が税金によって支えられている現状を鑑みれば、保険料と給付・

サービスの関係が崩れているのは明らかであり、大きな見直しをすべき時期に来ていると

捉えるべきだろう。 

 

５．２．２ 職の多様化：煩雑な事務調整 

 

 近年、終身雇用や年功型賃金体系が崩壊して転職や非正規社員が多くなるとともに、働き

方改革による副業や兼業が増加する傾向にある。この時に起きるのが、社会保障制度間の異

動および 2 社間の調整などの煩雑な事務手続きである。 

 医療保険制度は、地域（国民健康保険、国保組合）や職域（健保組合、協会けんぽ、共済

組合など）で複雑に分かれ、後期高齢者医療制度も追加された。日本は皆、保険制度のため

すべての国民が保険に加入（非加入者は医療扶助の枠組み）しており、移動や転職による保

険異動がスムーズに処理できるはずである。しかし、世帯情報が保険者で共有されていない

ため、タイムラグで無保険期間が生じたり、医療機関間の精算事務が煩雑になったりしてい

る。 

 また、年金保険制度では、国民年金、厚生年金、共済年金で分かれ、世帯として把握され

ていないため、離職時の手続き忘れで第 3 号被保険者資格を喪失するなどの問題が起きる。 
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 さらに、最近では副業・兼業など新しい働き方に対応できない事例がでてきている。具体

的には 2 社以上で働いている場合、本来であれば 2 社以上の間で社会保険加入の調整事務

手続きが必要だが、その事務が煩雑8なため実態としては 1 社のみで社会保険加入が行われ

ているという。 

このような実務実態のため、本来は 1 社による雇用であるにも関わらず、意図的に 2 社

に分割することで従業員も企業も負担が減るため、それを悪用する企業もあるという。この

ように副業・兼業などが広まると、健康保険組合の存在意義も薄れていき、財政的要因から

も解散が増えることだろう。被用者保険全体のあり方の見直しも必至となる。 

【参考】2 社以上の社会保険への加入について 

 社会保険への加入条件について、アルバイトやパートの条件が下記のように引下げられ

た（2016 年 10 月以降）。 

 週の所定労働時間および 1 月の所定労働日数が常時雇用者の 4 分の 3 以上 

または 

 次の 5 要件をすべて満たす人 

 週の所定労働時間が 20 時間以上あること 

 雇用期間が 1 年以上見込まれること 

 賃金の月額が 8.8 万円以上であること 

 学生でないこと 

 常時 501 人以上の企業（特定適用事業所）に勤めていること 

 社会保険事務手続き 

 本業の会社を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二

以上事業所勤務届」を提出。 

 年金事務所ですべての給与を合算して社会保険料を算出し、会社ごとの報酬月額で案

分し、本業の会社と副業の会社の支払額を決定。 

 各会社は年金事務所から通知された社会保険料を毎月の給料から天引き。 

 雇用保険は本業の会社でのみ加入 

 上記の法的根拠 

 健康保険法 

（報酬月額の算定の特例） 

第四十四条 （省略） 

３ 同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合

においては、各事業所について、第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条

                                                   
8 例えば、月額変更届が必要とされるのは、変動月からの 3 か月間に支給された報酬の平

均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に 2 等級以上の差が生じ

た場合であり、1 等級の差の場合は不要となっている。しかし、1 等級の差が生じた場合

でも 2 社の按分が変更となる場合には月額変更届が必要となる。 
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第一項、第四十三条の二第一項若しくは前条第一項又は第一項の規定によって算定し

た額の合算額をその者の報酬月額とする。 

 厚生年金法 

（報酬月額の算定の特例） 

第二十四条 （省略） 

２ 同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合

においては、各事業所について、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条

第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項又は前項の規定によつて算定した

額の合算額をその者の報酬月額とする。 
 

 

５．２．３ 生活や世帯の混乱：制度に合わせた生活や世帯の選択 

 

 移動の多様化や職の多様化に対し、既存の制度で対応しようとするほど、そこには実務的

な問題や矛盾が生じてしまう。以前から指摘されていることとして、配偶者控除を受けるた

めの給与収入 103 万円の壁があり、これが女性の就労行動に影響を与えていた。 

これが女性の社会進出を妨げるものとして、2018 年 1 月から見直されることになった。

しかし、150 万円まで 38 万円の控除が受けられるよう拡大しても（103 万円以下でも）夫

婦の合計所得によって減額され、さらに配偶者特別控除の給与収入上限が 201 万円になっ

たがこれも夫婦の合計所得によって減額されるなど、かなり複雑になっている。そして、健

康保険や厚生年金の加入要件も考慮すれば、さらに実務は複雑になるだろう。 

それだけでなく、前述したように社会保険の二社間調整を悪用する企業が出てきたり、違

法ではないが親子が同居している世帯で、制度に合わせて世帯分離をしたり、世帯合併をし

たりというケースが起きている。 

 このような事例のなかには、児童扶養手当を受給する目的で婚姻届を提出しない夫婦の

ケースがある。これは税理士が職務上直面したケースだが、「若者の間ではこのようなケー

スは常識だ」と当人から言われ唖然としたという。もちろんこれは違法行為であり、婚姻届

を提出していなくても、事実婚であれば不正受給となる。 

 自治体にも確認したところ、若者の間でこのようなケースが広がっており、事実婚である

ことを突き止めるため、職員が夜間に住居の張り込みを行い、現場を押さえることをしてい

るという。児童扶養手当を目当てにこのような行為に走れば、違法行為に手を染めるだけで

なく、夫との法的な身分関係が無いために他の保障を受けることもできなくなってしまう。 

  

５．３ 統一された世帯概念（マイナンバー世帯） 

  

 これまで見てきたように、終身雇用や年功型賃金が崩れるとともに、働き方改革で転職や

非正規社員の増加、副業・兼業などが拡大していくと、会社が従業員の世帯や収入を把握し、
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税や保険料の手続きを行っていくことが難しくなってくる。すなわち、自営業者のように会

社を介することなく自ら税や保険料の手続きを行っていかざるを得なくなるだろう。現状

の制度を延命させたところで事務の煩雑さが増大し、誤解や手続きミスあるいは悪用によ

って「不公平・不公正」な事態が蔓延する懸念がある。 

 しかし、国民がその都度自ら情報を収集し、各手続きを行うことは大きな負荷を伴うこと

になる。そこで、居住実態（住民票世帯：住民基本台帳で管理）と身分関係（戸籍世帯：戸

籍簿で管理）の管理については現行のままとし、税・社会保障にかかわる「負担と給付」の

単位となる世帯を対象にマイナンバーを活用して統一的に管理することが考えられる。無

論、現行の制度はそれぞれ世帯の捉え方が異なり、基準日や年度の捉え方、月や年など異動

の単位も異なっている。世帯を統一したところで大きな制度改革を行わない限り実現は不

可能である。その前提を踏まえたうえで、この統一化された世帯を「マイナンバー世帯」と

呼び、その可能性について考察してみたい。 

 マイナンバー世帯では、税・社会保障の基準日となる 1 月 1 日現在の世帯構成員をマイ

ナンバーで把握する。税も医療保険も対象となる世帯構成員は同じである。各個人の収入は

世帯収入として統一的に管理され、課税計算・保険料計算・給付についてはこの世帯構成員

情報や世帯収入情報を共有して行う。 

 世帯の収入については、世帯収入データベースで管理する。源泉徴収票（給与支払報告書）

や支払調書のデータに記載されたマイナンバーで収入情報を個人単位に集約し、世帯構成

員情報に従って世帯収入データベースへと集約する。原則としてすべての源泉徴収票と支

払調書のデータを集約する。 

 また、税・公的保険料以外の世帯の負担については、医療費、介護費、保育費、教育費な

どが考えられるが、これらについては世帯負担データベースで管理する。各自が支払った領

収書のデータを収入と同様、マイナンバーで個人単位に集約し、世帯負担データベースへ格

納する。保険会社や金融機関は、社会保険料控除データや住宅ローン残高証明書データをこ

こに送付するだけで済む。 

さらに、世帯に対して行う公的給付（年金保険、医療保険、介護保険、労働保険、福祉を

含む）や還付については、給付用口座を一本化し、世帯給付データベースへと格納する。 

 このようなデータが整備されれば、世帯を単位とした課税が可能になるだろう。所得税申

告の際も世帯収入データベースと世帯負担データベースの内容を使って自動的に申告書が

作成できる。勤務者の場合も、世帯負担データベースの社会保険料控除データと住宅ローン

残高証明書データを使うことで、自動的に年末調整できる。住民税は賦課税だが、所得税と

同じ申告税へと変更してもよいだろう。 

 このように世帯収入データベースで世帯の収入が正確に管理できれば、医療保険や年金

保険などもこのデータをもとに料金算定すればよい。複数人の就労や二社間調整などで問

題が出てくるが、複雑に分かれている保険者を一本化し、世帯を単位とした保険料納付とい

う制度へと変更すべきだろう。 
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 収入、負担、給付を管理できるマイナンバー世帯の実現を第一段階として、その後は資産

もデータベース化し、世帯資産データベースとして管理する方向になるだろう。収入という

フローだけでなく、ストックとしての資産も含め、公平・公正が議論されていくことになる。 

 そのためには、マイナンバー世帯の情報を匿名加工し、分析用データベースを準備する必

要がある。このデータベースをもとに、分析レポートやシミュレーションレポートを作成、

制度改革における合意形成を行っていくことができる。そして、制度改革後の状況をこのデ

ータベースで把握することにより、制度の修正点の発見や微調整にも役立つ。 

 では、このマイナンバー世帯を誰が管理すべきか。本人がデータを使って申告などができ

るとともに、国や自治体などの行政・保険者などが参照できなくてはならない。そのような

条件を考えれば、国税庁が管理することが最もふさわしいだろう。個人の情報が集約される

のだから個人情報保護上問題があるというなら、個人情報保護委員会の配下で管理するこ

とも考えられる。どちらにしてもクラウド型の仕組みで実現することになり、それぞれの権

限に応じたアクセスができるようなデータベースにすべきである。 

 

図表 15 マイナンバー世帯のイメージ 

 

（出所 筆者作成）  
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図表 16 マイナンバー世帯の拡張イメージ 

 

（出所 筆者作成） 

 

５．４ マイナンバー世帯で可能となる議論 

 

 マイナンバー世帯を確立することで、様々な制度・施策などが可能となってくる。無論、

それぞれの制度に関しては様々な議論があり、その導入可否について本稿で簡単に結論が

出せるものではない。重要なことは、マイナンバー世帯を前提に制度導入の現実的な議論が

可能となることである。 

 この文脈において、どのような制度の議論が可能になるかをいくつか次に例示したい。 

 

５．４．１ 医療保険・年金保険一元化に関する議論 

 

 社会保障給付費の大部分を占める医療と年金において、その保険のあり方そのものが問

われている。すでに医療保険の分野では、高齢化社会の進展に伴って老人保健制度の創設か

ら後期高齢者医療制度へと変化し、被保険者どうしの相互扶助の枠組みが大きく揺らいで

いることは周知のとおりである。 

 また、国民健康保険はもともと農林水産業者や自営業者の保険であったが、近年では産業

構造の変化により無職や非正規労働者の受け皿になっていると指摘されている。そのため

市町村単位による運営が財政的に厳しくなり、都道府県から財政支援をする仕組みが導入

されたものの、2018 年には財政基盤が市町村から都道府県に移行されることになった。 
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 さらに、近年企業の負担を軽減するため、健康保険組合を解散して協会けんぽへ移行する

企業が増えている。2018 年においても、国内 2 位の規模である人材派遣健康保険組合と生

活協同組合の日生協健康保険組合が解散を決定し、厚生労働省の試算ではこの 2 健保組合

の移行で国費負担が年 120 億円増えるという。 

 このように高度経済成長期に形成された医療保険制度は、近年の人口構成や産業構造の

変化によって微調整がされてきたものの、そろそろ限界に近付いていると言える。健保組合

など被用者保険と国保など地域保険を一元化すべきと抜本的な改革を唱えたところで、そ

の基礎となるデータがなければ現実的な議論ができない。マイナンバー世帯で把握された

全国民の収入データをベースに、理想的な（公平かつ公正な）医療保険制度を議論すべきで

はないだろうか。 

 次に、年金保険においても従来の制度が揺らぎつつある。次の図表は生活保護世帯の世帯

類型を示したものだが、高齢者世帯が約半数を占めている。生活保護については別途後述す

るが、ここで指摘したいのは本来年金で生活すべき国民を生活保護の枠組みで支援するこ

とが良いのかという問題である。 

生活保護世帯における高齢者世帯は全体のほぼ半分（49.5％）を占め、この 20 年でその

割合が急激に伸び続けている。小黒(2018)の推計によれば、「低リスクの場合、65 歳以上の

被保護人員は 2015 年の約 97 万人から 2050 年に約 110 万人に微増。しかし、高リスクで

は 2048 年に 200 万人を突破し、2065 年には 215 万人にも急増する」と指摘する。 

さらに、生活保護費も「2017 年度は約 3.8 兆円だが、高リスクの場合、2029 年に 5 兆円

を突破し、2067 年には 6.7 兆円に増加する」と警鐘を鳴らす。生活保護制度の原則として

は、働けるようになるための生活支援であるが、65 歳以上の高齢者が支援によって社会に

復帰し、バリバリ働けるとは思えない。 

 貧困高齢者に対して支援することはもちろん必要だが、問題は生活保護の支給額が国民

年金の支給額の倍くらいになることだ。「年金を払って生活保護費の半分しかもらえないな

ら生活保護を受けるほうが得だ」、「生活保護は医療費が免除になり不公平だ」というような

誤解が蔓延すると現行制度の存続も危うくなってくる。 

 生活保護費より支給額が若干多い厚生年金と国民年金との格差問題にも手を付ける必要

があるだろう。マイナンバー世帯の資産データベース情報を使いながら貧困高齢者を支援

しつつ、全国民の収入データベース情報を活用すれば年金の一元化や税方式化について議

論を進めることができる。そして徴収業務の効率化を図るため、日本年金機構と国税庁を一

体化した歳入庁構想についても再度議論の俎上に載せるべきだ。 
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図表 17 生活保護世帯の世帯類型 

 

（出所 国立社会保障・人口問題研究所 「生活保護」に関する公的統計データ 

http://www.ipss.go.jp/s-info/j/seiho/seiho.asp） 

 

図表 18 年齢階層別被保護人員の年次推移 

 

（出所 「生活保護制度の現状について」 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保

護部会（第 1 回）資料 平成 29 年 5 月 11 日） 

 

http://www.ipss.go.jp/s-info/j/seiho/seiho.asp
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５．４．２ 資産課税に関する議論 

 

 この 2～3年、パナマ文書やパラダイス文書など富裕層の租税回避に関する情報が流出し、

世界的なニュースとなるとともに各国の税務当局が資産の海外移転の対策に本腰を入れ始

めた。「情報漏えい」はデジタル社会の負の側面として語られることが多いが、この場合は

世の中の実態を明らかにすることに貢献したといえる。 

トマ・ピケティの「21 世紀の資本」が世界的なベストセラーとなったこともあり資産課

税について注目を集めることになったが、森信(2015)に見られるように税学者は資産所得へ

の課税については意義を認めるものの、資産への課税に対しては反対意見が多い。 

 しかし、今後のさらなる税源を求める場合、消費税の増税だけに依存すると中間層の負担

ばかりが重くなり、社会全体を支える中間層の没落を招きかねない。まずは資産所得への課

税から始まるとしても、マイナンバー世帯の資産情報をもとに資産課税についての議論を

することは意義があると考える。 

 資産課税は金持ちを対象とした富裕税であると捉えられることもあり、富裕税について

も触れておく。山口(2015)によれば、富裕税（net wealth tax：純資産税）とは、所得税や

法人税のようなフローではなく、ストックの価値を課税対象とする資産税の一種であると

定義している。そして資産税には、資産保有税と資産移転税があり、富裕税は資産保有税に

分類されるという。 

 我が国における富裕税については、国外財産調書制度、国外送金等調書の提出義務化、マ

イナンバー制度の預貯金口座へ適用（任意）などで富裕税執行の課題は徐々に減少している

ように見受けられると指摘している。しかし、欧州で現在も継続しているのはフランス、ノ

ルウェー、スイスの 3 か国のみであり、1970 年代以降 10 か国で富裕税が廃止されており、

廃止した理由として、資産（資本）の国外逃避、課税の費用対効果、資源配分の歪み（各種

優遇措置による投資行動への歪み）が挙げられている。 

 資産課税における最も大きな懸念は、外国金融機関等を利用した国際的な脱税や租税回

避である。このような行為に対処するため、OECD では共通報告基準（CRS：Common 

Reporting Standard）を定めて、非居住者の金融口座情報を税務当局間で自動的に交換し

ている。我が国もこれに参加し、2017 年 1 月 1 日以降金融機関に口座を新設する場合、居

住地国名等を記載した届出書提出が必要となり、国内の金融機関は 2018 年以後毎年 4 月

30 日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、各国税務当局と自動

的に交換されることとなっている。 

 このように国際的な脱税や租税回避への包囲網が整備されつつあり、資産課税へのハー

ドルは徐々に低くなっていく。マイナンバー世帯の資産データベースを活用してデータを

分析し、その実態を把握することから始めるべきだろう。 
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５．４．３ 世帯を単位とした課税（N 分 N 乗方式）に関する議論 

 

 世帯で収入を合算することができれば、世帯の収入を総合的に把握し、世帯員全員に税負

担を割り当てる N 分 N 乗方式のような課税方式も議論が可能だ。 

 現行方式 

（世帯主の所得×税率）＋（配偶者の所得×税率） 

 N 分 N 乗方式 

（世帯主の所得＋配偶者の所得）／世帯員数 × 税率 × 世帯員数 

 参考まで、片働きの世帯と夫婦共働き世帯で税額がどのように異なるのか、以下の条件で

ごく簡単に所得税を試算し、考察してみたい。 

 夫婦 2 人、夫婦 2 人＋子ども 1 人、夫婦 2 人＋子ども 2 人の 3 つのパターンを設定。 

 子どもがいる家庭の場合、子どもは 3 歳～中学生とする。 

 現行方式の場合、児童手当一人 12 万円（所得限度額以上の場合は 6 万円）をマイナス

の税とみなす。所得限度額：660 万円（1 人）、698 万円（2 人） 

 N 分 N 乗方式の場合、子どもは 0.5 人とみなす 

 世帯の所得が 400 万円、600 万円、900 万円の場合を設定。厚生労働省の「平成 29 年

国民生活基礎調査の概況」によれば、世帯所得の平均値が約 560 万円、中央値が約 442

万円であるが、これは高齢者世帯の影響があると考えられる。そこで厚生労働省の「平

成 29 年国民生活基礎調査の概況」（図表 1９）から、子育て世代の実態に合うよう設定

した。 

図表 19 

 

（出所 「平成 29 年国民生活基礎調査の概況」 厚生労働省） 
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 試算した結果が図表 20 である。N 分 N 乗方式の場合、一人で働こうが二人で働こうが、

世帯の合計所得が同じであれば、所得税の負担は変わらない。しかし、現行の制度では負担

がかなり異なることがわかる。 

 

図表 20 現行方式と N 分 N 乗方式における所得税額の差（単位：万円） 

(1)夫婦 2 人 

 

(2)夫婦 2 人+子ども 1 人 

 

(3)夫婦 2 人+子ども 2 人 

 

※配偶者に所得が無い場合、配偶者控除を 38 万円とする（世帯主所得は配偶者控除前） 

（出所 筆者作成） 

 

 このような試算を通して次のような議論ができるだろう。 

 夫婦 2 人世帯の場合、世帯収入が同じでも片働きの場合は所得税の負担が大きくなる。

しかし、共働きの場合はそれぞれが年金や医療保険料を払うため、それで相殺だという

考え方もあるが、本当のところそれが公平・公正なのか。 

 現行制度では世帯所得が同じでも、共働きでないと税額が大幅に上昇することは避け

られない。事実婚の配偶者に子どもができて無職になった場合、手厚い児童手当があっ

たとしても結婚せずに児童扶養手当を受給したほうが得だという算段が働いてもおか
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しくはない。 

 このように世帯所得が同じでも片働きでは税負担が重いという風潮になれば、なるべ

く共働きしようという傾向が大きくなり、子ども 3 人以上を育てることは実質的に無

理になる。結果的に、人口を維持するための合計出生率 2.07 を達成することはできな

いのではないか。 

 N 分 N 乗方式の場合、片働きを促進することになり、女性の社会進出を妨げるのでは

ないか。 

 これらの議論の当否はともかく、これらのデータを集約したマイナンバー世帯があれば、

標準世帯という幻想に捉われず、どのような世帯がどれだけの負担をすべきか、データを駆

使した議論が可能となる。これは所得税だけの試算だが、住民税や年金保険料・医療保険料・

介護保険料、保育料や教育費などの負担、そして給付も含め、世帯の負担・給付を総合的に

捉えて「公平・公正」を考えることも可能だろう。 

 さらに、制度変更や施策の実施によってどのような世帯にどのような影響が及んだのか、

データを活用して具体的に調査を行い、制度や施策の微調整に活かすことも可能だ。 

 ちなみに、N 分 N 乗方式は女性の社会進出を妨げるという議論については、その方式を

実装しているフランスと日本を比較してみた（図表 21）。日本では女性の社会進出が進んで

M 字カーブがだいぶ緩くなっている状況がわかるが、フランスでは M 字カーブそのものが

存在しない。社会進出を妨げる理由は、税制とは別のところにありそうである。 

 

図表 21 N 分 N 乗方式：フランスとの比較 

 

（出所 「データブック 国際労働比較」（2016 年 3 月独立行政法人 労働政策研究・研修機

構）より筆者作成） 
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５．４．４ 生活保護制度見直しに関する議論 

 

 社会保障の最後の砦はセーフティネットとしての生活保護である。憲法では「すべて国民

は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」ことになっているが、何らかの事情で働くことができ

なくなり、他の制度による保障も財産も失った場合、国民に対して「健康で文化的な最低限

度の生活」を保障しなくてはならない。 

 このような主旨で設計された制度であるが、制度設立時の状況と現在が同じ状況のまま

であるとは限らない。「生活保護費でパチンコ」などの批判や不正受給に関連して被保護者

全般を批判するなど、ネット上では生活保護制度についての「不公平感」があふれており、

このような不平・不満は制度と現状のかい離が招いているのではないだろうか。 

 近年生活保護世帯が増加している一因として、「その他の世帯」が増加していることが指

摘できる。「その他の世帯」とは高齢者世帯・母子世帯・障害者世帯・傷病者世帯以外の世

帯を指し、稼働年齢層（働けるのに働いていない人）が含まれている。約 20 年前は 7%と

割合が最も小さかったが、リーマンショックによる金融危機以降に増え続けて現在でも約

16％を占め、障害者世帯と傷病者世帯を分けると高齢者世帯に次いで構成割合は 2 番目に

大きい。 

 

図表 22 生活保護世帯の世帯類型別の推移 

 

（出所 「生活保護制度の現状について」 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保

護部会（第 1 回）資料 平成 29 年 5 月 11 日） 

 

 その他の世帯に対する施策としては就労支援が中心となるが、就労へのインセンティブ

が機能する制度になっているかが問題である。働くことによって得られる収入すべてが生
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活保護費から減額されるわけではなく、収入に応じた基礎控除額が手元に残る。しかし、基

礎控除額表（月額）9によれば、10 万円の収入で手元に残る金額は 23,600 円、20 万円の収

入では 33,600 円である。これで働こうとするインセンティブになるだろうか。 

 

図表 23 収入に対する控除額 

 

（出典 基礎控除額表（月額）より筆者作成） 

 

 「その他世帯」をマイナンバー世帯として把握すれば、給付付き税額控除（後述）の仕組

みが活用できる。つまり、現物給付を主体として現金収入は就労で得てもらい、収入がゼロ

から一定額までは収入が増えるほど給付を増やし、ある程度収入が得られるようになった

ら給付額を低減させていき、勤労者へと復帰してもらうことができる。世帯の収入がマイナ

ンバー世帯で把握できるため、それに応じた給付が可能となり、就労するためのインセンテ

ィブになると考えられる。 

 また、今後は生活保護予備軍の把握と支援が必要となり、政府も生活困窮者自立支援制度

で生活保護へ陥る前に救済しようと動いている。しかし、現状の仕組みでは予備軍を把握す

ることが困難である。マイナンバー世帯を活用して収入・負担・給付さらに資産まで把握で

きれば、困窮者を事前に把握することができ、生活保護措置を回避するための支援を行うこ

とができる。 

 また、生活保護における疾病の特徴として、図表 24の国保との比較を見てわかるように、

統合失調症が多いことが指摘できる。入院患者のうち精神関連疾患で入院する者の割合が

                                                   
9 「平成 30 年度生活保護実施要領等」（生活保護関係全国係長会議資料 2018.3.2）による。

これは１人目の控除額であり、２人目以降の人が働くとその人の控除額はより減額される。 
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高く、精神関連疾患で入院する生活保護受給者の約 7 割が統合失調症等である。統合失調

症の場合、病気が治癒したら働いてもらうという支援ではなく、就労と医療との連携が不可

欠となる。 

 

図表 24 生活保護における傷病の特徴（国保との比較） 

 

（出所 平成 26 年度保健師中央会議「生活保護受給者の動向等について」2014 年 10 月 20

日厚労省） 

 

 同様に、父子家庭・母子家庭においては世帯主を支援するだけでなく、子どもをどのよう

に支援していくかという視点も必要になってくる。 

 現状ではケースワーカーが世帯の全体状況を個別に把握し、各世帯に対して個別の対応

を行っているが、受給世帯の増加や世帯における問題の多様化、特に被保護外国人世帯数・

世帯人員数の増加10に対応できるのだろうか。 

 生活保護は各自治体における問題と捉えるだけでなく、グローバルな視野を持った我が

                                                   
10 「生活保護に関する実態調査結果報告書」（総務省行政評価局 平成 26 年 8 月）によれば、

平成 23 年度の被保護外国人の保護率について、外務省方式では約 3.5%、総務省方式では約

5.3%。日本人も含めた被保護者全体の保護率 1.6%よりもかなり大きい。 

※外務省方式：世帯主が外国人である生活保護世帯に属する人員数を全外国人登録者数で除し

て算出。 

※総務省方式：世帯主が外国人である生活保護世帯に属する人員数を生活保護対象の在留資格

を保有する外国人登録者数で除して算出。 
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国全体の問題として捉えるべきであろう。生活保護はあくまでも一つの例示であり、世帯を

一体的に捉えることで、生活保護制度をはじめ従来の制度を見直す議論ができると考えら

れる。 

 

５．５ 新たな制度とマイナンバー世帯 

 

図表 15 のマイナンバー世帯のイメージおよび図表 16 のマイナンバー世帯の拡張イメー

ジを一気に実現することは難しい。現実的には番号で可能となる新たな制度を導入・展開し

つつ、マイナンバー世帯構築への機運を高め、ある段階でマイナンバー世帯を構築するとい

う手順になるだろう。次の図表に基づき、順に説明していきたい。 

 

図表 25 番号制度で実現できる制度 

 

（出所 筆者作成） 

 

５．５．１ 記入済申告書制度と年末調整の廃止 

 

番号制度の導入でまず目指すべきは記入済申告書制度だろう。すべての源泉徴収票、給与

支払報告書、その他法定調書などの収入情報、所得税控除のための社会保険料控除証明書や

住宅ローン残高証明書などの負担や医療費負担の情報を、記載されたマイナンバーを使っ
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て名寄せし、データベースに格納する。 

そのデータを使えば、自動的に確定申告書・医療費還付申告書などを作成することができ

る。無論、このデータだけで申告書が完結しない場合もあるが、医療費還付における交通費

や購入した市販医薬品など、不足分の情報を自分で入力するだけで済むことになる。 

 ちなみに OECD 各国における記入済申告書の状況を図表 26 に示す。北欧を中心に部分

的記入済申告書を実現している国は 16 か国あり、100%普及しているのがデンマーク、ア

イスランド、エストニア、ノルウェー、スウェーデン、ベルギー、フィンランドの７か国で

ある。完全記入済申告書が半数を超えているのはチリ、デンマーク、ノルウェー、スウェー

デン、フィンランドの 5 か国である。我が国の状況を見ると電子申告が 50％となっている

だけで、IT や番号制度を活用した税の申告が実施されているとは言えない状況にある。 

 

図表 26 

 

（出所 OECD資料 (http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/database/)の

Table 7.3. Personal income tax returns: Use of electronic filing and pre-filling より筆者

作成。なお、スイスとギリシャはデータなし。） 

 

 記入済申告書制度について検討を行った土屋(2012)によれば、高齢化による年金生活者や

非正規労働者など年末調整を受けない者の増加で申告件数が増加するとともに、申告義務

が無くても申告すれば還付金が戻るという者がいる状況の中で、記入済申告書制度を導入

する効用があるという。 
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しかし、実現への課題として、情報連携基盤の設計がシステム面での最大の課題だという。

これは情報連携基盤を使ってマイナポータルへ情報を集めるような設計を前提として考え

ているためで、そこから考え直す必要がある。申告の前提となる資料がマイナポータルへ集

約されると、国税・地方税当局はその情報にアクセスできず、またその情報を添付して申告

するとなると申告作業自体が複雑で労力がかかるものとなる。マイナンバー世帯のように、

国税・地方税当局がアクセスできる状態で申告の資料を集約し、それらの資料を使って自動

的に申告書を作成し、個人はその申告書を修正できるようなシステムにすべきである。 

記入済申告書のメリットについては榎並(2016a)で指摘したように、国民にとっては税務

当局から提示された申告書（扶養控除や社会保険料控除などが記入済み）の内容をチェック

し、追加・修正するだけで済むとともに、納税者意識も高まる。また、医療費のデータを蓄

積しておけば、「医療費の合計が 10 万円を超えているので（あるいは、超えそうなので）医

療費還付申告ができます」というお知らせを受けることもできる。 

 企業にとっても毎年生じる年末調整の事務負担がなくなるとともに、社会保険料控除証

明書や残高証明書などを年末調整のタイミングで発送しなければならない金融機関にとっ

ては膨大な紙の郵送コストがなくなり大きなメリットだ。国や地方の税務当局にとっても、

控除証明書や法定調書・領収書などを紙ではなく電子データで受領できることで、これまで

より大きなコスト削減になるとともに、申告の基礎データを電子的に管理できるというメ

リットがある。国民全員に申告してもらうところまでいけば、的確な低所得者対策も可能と

なるだろう。 

 記入済申告書制度をまず実現し、このような仕組みで世帯ごとに収入をまとめて管理す

ることが可能となれば、世帯を単位とした課税や保険料の算定も可能となり、副業・兼業な

どの複数収入を的確に把握した確定申告につながるだろう。 

 「年末調整の廃止」という議論については、「従業員をはじめ、生命保険業界や住宅業界

から反発が予想される」という反対論がある。しかし、これは記入済申告書制度が無いこと

（自ら確定申告する）を前提にした議論である。OECD の図表にあったように、記入済申

告書制度を実施している国では完全記入済申告書で済む国民が約 6～7 割である。給与所得

者の大半は記入済申告書の確認と扶養控除申告だけで手続きが済むだろう。そして、社会保

険料控除や住宅ローン控除は電子データで送るため、金融業界にとっても紙や郵送コスト

の削減になり、むしろ賛成するだろう。 

 

５．５．２ 住民税の現年課税化と居住地按分 

 

 住民税の現年課税については過去から何度も議論されているが、そのハードルの高さか

らなかなか実現への具体論までには至らなかった。しかし、マイナンバー制度を前提にすれ

ば、現年課税への展望が開ける。「平成 29 年度個人住民税検討会報告書」（総務省自治税務

局市町村税課、平成 30 年 3 月）における整理をもとに考察してみたい。 
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 報告書では現状の課題として次の 3 点が指摘されている。 

 定年退職等により前年に比べて収入が大きく減少した者にとっては負担感が重くなる。 

 近年増加しているパート・アルバイト・契約社員等の非正規雇用者は、収入・所得が必

ずしも安定しておらず、収入急減時の負担感が大きい。 

 外国人労働者の増加に伴い、賦課期日である 1 月 1 日前に帰国する外国人労働者の所

得に対して課税できない。 

 特に近年、転職やリストラなど就労環境が激変することが少なくなく、収入が激減した時

の負担感が大きく、現場での徴収に困難をきたすこともある。さらに、増加し続ける外国人

労働者への課税・徴収については、全国のあらゆる自治体の現場で問題となっており、収入

があった時点での課税・徴収が求められている。現年課税化のメリットとしては、次の 3 点

に整理されている。 

 収入に応じた課税ができるため、急激な収入減などによる税の負担感が緩和される。 

 自治体にとっては外国人の課税漏れを防止するとともに、これまで一年遅れだった税

の歳入が前倒しになり、財政の健全化に寄与する。 

 賦課課税方式から申告納税方式に変更することで、住民の納税意識が高まる。 

 この現年課税化の実現に向けては次のような課題が指摘されており、これらの課題に対

してマイナンバーでどのように解決すべきかを考察する。 

まず、従業員等の 1 月 1 日現在の住所地の把握が特別徴収義務者や従業員にとって負担

であるという指摘については、マイナンバーによる住所地確認で対応が可能だと考えられ

る。 

また、「個人住民税の税額の計算・年末調整が特別徴収義務者にとって負担である。特に、

自治体により異なる税率等で税額計算し、追徴・還付する年末調整事務が負担となる。」と

いう指摘がある。標準税率以外を採用している自治体の数は、所得割で 4 自治体（1 県、3

市町）、均等割で 40 自治体（2 府 35 県、3 市町）であり、給与計算ソフトで十分に対応で

きる。また、小規模事業者も個別に対応可能な数と考えられる。 

 なお、現行は賦課課税であるが、特別徴収方式を継続しながら課税方式を申告納税方式へ

と変更することも検討すべきだろう。そうすれば年末調整事務を行うことなく、記入済申告

書制度を前提とした納税者による確定申告で済む。 

 さらに、自営業者および給与所得者でも所得税の確定申告を行う者は住民税の確定申告

が必要となるが、e-Tax（および紙の申告書）を住民税の確定申告対応に修正することで対

応できる。そして、確定申告により自治体から住民への還付事務が多く発生するという指摘

に対しては、マイナンバーに給付用口座を対応させることで事務軽減が可能となる。 

 このような指摘事項のほかに、住民税をどこの自治体に納めるべきかという根本的な問

題も今後発生すると考えられる。現在の制度では、原則としては 1 月 1 日における住民票

の住所がある自治体に課税権があるが、地方税法第 294 条 3 項のみなし課税（住登外課税）

によって 1 月 1 日現在の居住地および生活実態によって住民税課税権を有する自治体が決
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定されることになっている。 

地方税法 

（市町村民税の納税義務者等） 

第 294 条 

3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所

を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、

その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他

の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町

村の長に通知しなければならない。 

しかし、個人の移動が激しい現代社会において、生活実態が一つの自治体内に収まるだろ

うか。複数カ所の居住実態がある国民も多く、住民税という税の主旨に鑑みれば、実際の生

活実態に合わせて自治体間で住民税を按分すべきという議論が起こってもおかしくはない

と考えられる。 

世帯の各構成員がどこの自治体に住民税を納めるべきか、換言すれば生活実態のある自

治体の按分情報をマイナンバー世帯のデータベースに入力・申告することで、住民税が適正

に自治体に納められるのではないだろうか。 

 

５．５．３ 給付付き税額控除 

 

 第 2 章で言及したように、給付付き税額控除についてはマイナンバー法の検討時からそ

の実現が意識されていたものである。当初、給付付き税額控除は消費税増税時の低所得者対

策のツールとして検討されていたが、消費税増税法がマイナンバー法よりも 1 年早く成立

したためその議論は下火になってしまった。しかし、マイナンバー法附則では次のように給

付付き税額控除の検討について盛り込まれている。 

（検討等） 

第六条  

5 政府は、給付付き税額控除（給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他

これに準ずるものをいう。）の施策の導入を検討する場合には、当該施策に関する事務が

的確に実施されるよう、国の税務官署が保有しない個人所得課税に関する情報に関し、個

人番号の利用に関する制度を活用して当該事務を実施するために必要な体制の整備を検

討するものとする。 

 給付付き税額控除制度が消費税対策11だけでなく、政策ツールとして大きな可能性を持っ

ていることは、東京財団(2008、2010、2016)や鎌倉(2010)などが早くから指摘している。主

なものだけでも次のような使い方があり、定額給付金のばらまき問題は給付付き税額控除

                                                   
11 消費税逆進性対策としての給付付き税額と軽減税率の問題については、榎並(2016b)で

詳述した通りである。 



57 

 

制度への関心を高め、マイナンバー制度成立の一つの要因ともなった。 

 勤労所得控除： 

ワーキングプア対策。世帯を統一的に捉えることができるため、急激な収入減の際に自動

的な給付が可能。また、収入増の努力に対して、給付を増やすなどのインセンティブを与

えることも可能。 

 児童税額控除制度： 

子育て世帯の経済的支援。世帯収入や子どもの数・年齢等が把握できるため、柔軟な子育

て支援が可能。不正な児童扶養手当を防止する支援が可能。 

 定額給付金制度： 

一時的な経済対策として給付金を給付するなどの場合、減税（または給付）が容易に可能。 

 消費税逆進性対策税額控除： 

世帯収入・世帯員数が把握できるため、低所得者の消費税負担軽減の還付が自動的に可能。 

 その他： 

世帯単位に給付・還付用口座を登録することで、給付を把握することが可能。二重給付・

併給などを防止。 

 無論この給付付き税額控除制度は、番号があればすぐに実行できるものではない。国民全

員のすべての収入を捕捉してはじめて税額の控除や給付が可能となる。マイナンバー制度

では現状一部の収入しか捕捉できていないため、まずは記入済申告書制度を普及させ、国民

すべての収入を捕捉する仕組みを完成することが給付付き税額控除実現の第一歩となる。 

 栗原(2012)は、給付付き税額控除制度の実現性に関して執行上の課題を指摘しており、主

なものとして税と社会保障の対象者が異なることによる不正受給、世帯単位の所得の算定

の難しさ、資産性所得の合算および資産要件の把握の難しさを挙げている。 

 これはもっともな指摘であり、税・社会保障の対象者と世帯単位所得把握の問題について

は、マイナンバー世帯で税と社会保障の単位を統一化し、世帯構成員全員の所得を把握する

仕組みを作るべきと考えている。また、資産性所得や資産については現状でも把握できてお

らず、これらの解決策については「５．５．５ 資産管理など」で検討を加える。 

 

５．５．４ 高額医療・高額介護合算療養費制度、その他 

 

高額医療・高額介護合算療養費制度（高額介護合算療養費制度）とは、医療保険と介護保

険における１年間の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が高額な場合に自己負担を軽

減する制度である。介護においては、同様の制度を「高額医療合算介護（予防）サービス費

制度」と言っている。 

 制度の名称が混乱しているだけでなく、制度上も次のような問題が指摘されている。 

 対象期間が 1 年間、しかも毎年 8 月 1 日～翌年 7 月 31 日という中途半端な期間であ

り、申請期限は基準日（7 月 31 日）から 2 年間となっている。 
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 支給を受けるためには、全額支払いしなければならない。 

 医療保険者と介護保険者の両者に対して申請しなければならない。 

 期間中に医療保険者が変わった場合は、前保険者での手続きも必要となる。 

 医療保険上の世帯が単位で、限度額は被保険者の所得（6 段階）と年齢（3 段階）で複

雑に分かれている。 

 該当候補者に案内を出している市町村もあるが、対象期間中に居住している市町村や

医療保険者が変更になったり、後期高齢者医療制度に移動した場合は、案内が届かない。 

 

図表 27 高額医療・高額介護合算療養費制度のイメージ 

 

（出所 「高額介護合算療養費制度について」（厚生労働省保険局、平成 28 年 11 月 18 日）

「第 100 回社会保障審議会医療保険部会」提出資料） 

 

 このように所得や年齢で複雑に限度額が分かれており、手続きも 2 か所が必要となり、

制度に該当していても気づかない、あるいは制度を使って受給する前に全額支払いができ

ないという国民がいる可能性がある。 

 この解決方法としては、医療費や介護費の支払いをマイナンバー世帯に蓄積しておくこ

とで、制度の該当可否を自動判定することが可能となる。病院や介護サービス事業者は、利

用者の支払いデータをマイナンバー付きでマイナンバー世帯のデータベースへ格納するだ

けである。また、期間中でも制度に該当することが判明すれば、限度額以上の療養費の支払

いを回避でき、全額支払いができないからと制度適用をあきらめる国民は少なくなるだろ

う。 

 医療・介護や福祉などのほか、教育分野などでもマイナンバー世帯の仕組みは使えるだろ

う。高校生等就学給付金について、「制度の周知不足で、私立高校生だけでも推計で約 2 万

人が受給できていない。国公立高校生については実態が把握できず。（文科省の就学支援金

の受給者調査による推計）」という報道が 2018 年 1～2 月にあった。 
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 この給付金制度は、非課税世帯を対象に授業料以外の教育費（教科書費、教材費、学用品

費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA 会費、入学学用品費、修学旅行費等）を支

援する給付型の制度である。この背景には、国公私立、通信制、扶養されている子どもの人

数等の世帯状況によって給付額が異なり、制度が複雑なために国民に浸透できなかったも

のと考えられる。 

 このような事例から明らかなことは、世帯の所得要件や年齢要件・扶養要件などを細かく

設定し過ぎ、そのため制度を過度に複雑かつ難しくして国民にとって非常に使いづらい制

度になっているということである。その背景には、社会保障給付費の増加をなるべく抑えた

いという努力があることは認めるとしても、それによって本当に社会保障を必要としてい

る人に給付が届かないという事態を招いては本末転倒である。 

 マイナンバー世帯を設定し、世帯の所得要件や年齢要件・扶養要件などに合致した制度と

自動的にマッチングすることで、本当に必要としている人に必要な給付をすべきではない

だろうか。 

 

５．５．５ 資産管理など 

 

 資産課税に関する議論ですでに触れたが、マイナンバーの今後の展開として資産管理に

も使っていくべきだろう。まず、現在最も必要とされるのは国民の資産保護・相続円滑化の

ためのマイナンバーだろう。高齢化社会と言われて久しいが、今後亡くなる高齢者が増えて

くる。その資産を的確に継承する仕組みが必要となる。これが的確に継承されないと、休眠

口座が増えるだけでなく、相続未登記で土地所有者不明問題を引き起こすことになる。 

 その良い事例として、韓国の安心継承ワンストップサービスがある。株式会社日立製作所

(2016)によれば、不動産も含め被相続人の所有する相続財産を一括照会することができるサ

ービスで 2015 年から提供されているという。相続人が被相続人の住所地の自治体窓口に行

き、相続財産照会の申請書と身分証明書（住民登録証など）を提示することで、相続財産情

報を一括して照会することができる。具体的には、行政の担当官が相続人と被相続人の家族

関係情報を取得・確認したうえ、後日メールを相続人に送り、相続人はそのメールから各ホ

ームページへアクセスし相続財産を参照することができるという。照会可能な相続財産は

次のようなものである。 

金融資産（銀行預金額・貸付額、保険加入の有無、株式口座の有無、債務等） 

土地の所有状況 

自動車の所有状況 

国税の状況（滞納・納期未到来告知税額・還付税額等） 

地方税の状況（滞納・納期未到来告知税額等） 

国民年金の加入の有無 

 このような照会が可能であるのは、日本のマイナンバーに相当する住民登録番号がすべ
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ての財産に記載されているからだ。相続人が被相続人の財産をすべて知っているとは限ら

ず、このようなサービスがなければ休眠口座など利用できる財産がそのまま死蔵されてし

まうことになる。我が国でもこのようなサービスが必要とされているのではないだろうか。 

 その一方で、このように資産をすべて把握されてしまうと、税金が重くなるのではないか

と心配する向きもあるかもしれない。ちなみに、韓国の所得税と相続税の最高税率はそれぞ

れ 38％、50％であり、日本の 45％、55％よりも低くなっている。 

 次に対象となるのは、金融所得総合課税になるだろう。資産にマイナンバーが付けられる

と資産に課税されるという議論がすぐ起きるが、それは誤解だ。ここで言う金融所得総合課

税とは金融資産への課税ではなく、金融資産が生み出す所得（利子や配当など）に対する課

税である。例えば、利子所得は一律約 20％の源泉分離課税である。つまり、利子所得が 1

万円でも 1 億円でも税率は変わらない。勤労所得が累進超過課税で最高税率 45％なのに対

し、不労所得が一律約 20％というのが、「公平・公正」だろうか。 

所得が 1 億円を超えると逆に所得税負担率が下がっていくというのは以前から指摘され

ていることであり、このような矛盾を解消するためにも金融所得をマイナンバーで合算し、

通常の所得として扱うべきだろう。これまでは番号制度が無いために仕方なく源泉分離に

甘んじていたが、マイナンバー制度ができた現在、消費税よりも先に取り組むべきだろう。 

もちろん金融資産は損失を出すこともあるため、上場株式等の配当（大口以外）と上場株

式等の譲渡益は損益通算され、2016 年からは損益通算の範囲が拡大され公社債等の譲渡益

や公社債等の利子も対象となった。マイナンバー世帯で把握すればこれらの損益通算を自

動で行って課税できるとともに、その対象を拡大することもできる。 

 なお、格差が社会問題化するにつれ、富裕層に対する課税が強化されるのではないかと不

安にかられる人がいるかもしれない。しかし、Scheve & Stasavage (2016)によればそれは

違うという。「社会が富裕層に課税するのは、単にその社会が民主主義になって貧困層の有

権者数が富裕層を上回ったからでもなければ、不平等の水準が高くなったからでもない。

（中略）社会が富裕層に課税するのは、国民が、国家は富裕層に特権を与えていると考え、

公正な補償によって富裕層にほかの国民より多く課税するよう要求するときである。」と説

明している。 

 そして、公正さをめぐる議論においては平等な扱い論、支払い能力論、補償論の 3 つがあ

り、簡単に言えば、戦争によって富裕層が特権を得ている、または一般国民が戦争で兵役や

生活の犠牲を強いられているのに富裕層はそれを免れている場合にその補償として重い税

負担をすべきという補償論が優勢になると言う。 

 彼らの論理によれば、戦争でも起きない限り富裕税は成立しない。実際に我が国でも、不

動産登記における登録免許税という不可解な税がある。土地の価格に応じて登録免許税が

上がるが、登記という事務手続きの手数料なら土地の価格とは関係ないはずだ。その目的は

日清戦争の戦費調達であり（それが現在でも見直しされていないのはおかしいが）、金持ち

は応分の負担をせよという主旨だったようだ。 
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 我が国では富裕税議論の前に、まだまだやるべきことがたくさんありそうである。例えば、

キャッシュレス決済比率12においても我が国は 20%弱と他国に比べて遅れに遅れている。

これに比べて韓国は 90％近くに達している。韓国のキャッシュレス決済比率がこれほど高

いのは、番号制度を活用したクレジットカード促進政策を実行したからである。 

 韓国では 1990 年代後半に起きた経済危機を乗り越えるため、クレジットカードを使うと

その分が所得税控除されるという、クレジットカードを活用した消費促進策を導入した。ク

レジットカードを使って買い物をした場合、その情報が国税庁へ転送され、クレジットカー

ド番号と紐づいた住民登録番号（日本のマイナンバー）で名寄せされて、所得税控除のデー

タとして使われるという仕組みである。 

 我が国でもこのようなクレジットカードの消費データを（マイナンバーを活用して）マイ

ナンバー世帯に集約し、それを所得税申告の控除データとして使えば同様な施策を打つこ

とができる。瞬く間に、我が国はキャッシュレスになるだろう。隣の韓国ではこの施策を現

金にまで広げ、現金領収証制度を実行している。この仕組みで国税当局は店の売り上げを正

確に捕捉できるため、所得税控除として国民に還元しても十分元が取れるようである。 

 

  

                                                   
12 「キャッシュレス・ビジョン」経済産業省 2018 年 4 月 
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６．マイナンバー制度のあるべき姿：データ整備と三層構造モデル 

 

６．１ データ整備の重要性について 

 

 GAFA が世界中を席巻し、IT から AI/IoT の時代へと技術の潮流が変わりつつある現在、

データの重要性がますます高まることを疑う者はいないであろう。政府の IT 戦略もすでに

IT 普及というフェーズからデータ活用へと舵を切っている。政府の IT 戦略である「世界最

先端 IT 国家創造宣言」（2013 年 6 月）は、2013 年以降毎年改訂を重ねているが、2016 年

12 月の官民データ活用推進基本法施行に伴い「世界最先端 IT 国家創造宣言・官民データ活

用推進基本計画」（2017 年 5 月）へと名称が変更された。 

ここでは目指すものとして「全ての国民が IT・データ利活用の便益を享受するとともに

真に豊かさを実感できる社会の実現」を掲げており、データ利活用の便益が明確に打ち出さ

れた。最新の IT 戦略である「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本

計画」（2018 年 6 月）にもその基本姿勢は受け継がれている。 

 その背景には、IoT 技術（多様かつ多数のインターネット接続機器から送信される大量の

情報）、ビッグデータの処理技術、オープンデータの潮流、得られた情報を解析する AI（人

工知能）技術という 4 つの技術の進展や潮流があると言われている。しかし、データが大量

にあるだけではデータの持つ本来の力を発揮することはできない。質の悪いデータばかり

を学習した AI は質の悪い回答をアウトプットするだけである。 

 今後ますます重要になることは「いかに正確かつ精緻なデータを整備するか」であり、こ

れがデータ利活用社会における成否を握ることになる。国として「世界最先端デジタル国家」

を目指すならば、正確かつ精緻なデータの整備に力を入れていく必要がある。 

 図表 28 は、日本経済新聞と日経 BP 社の専門サイト「日経 xTECH（クロステック）」が

行った大手企業における AI 活用におけるデータ収集状況である。AI を活用すると回答し

た企業は予定も含めて 98%に上る一方で、約 6 割が AI 運用に欠かせないデータ収集で課題

を抱えていることがわかったという。その実態として、データがあってもデータ形式が

Excel や PDF などバラバラになっており、そのままでは使える状態にないということであ

った。 

 また、AI 活用に関する課題についても、「AI 人材の増強」が 88%と最も多いものの、2 番

目に多かったのが「データの収集・加工」（76%）である。データの問題は人材の問題とほ

ぼ同じくらい大きな課題として捉えられており、看過はできない。 

 個人に関して正確かつ精緻なデータを整備するためには、個人を確実に特定できるマイ

ナンバーが必須となる。そして、分析においてはマイナンバーを除外するにしても、その準

備段階として正確なデータを結合するためにもマイナンバーが必要となる。特に行政にお

いては、マイナンバーを活用した正確かつ精緻なデータ整備が早急に求められる。 
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図表 28 AI に必要なデータの収集状況 

（出所 「AI、データ不足 6 割『動かない頭脳』続出の恐れ 大手 113 社の活用状況、日経

と xTECH が調査」（調査期間：2018 年 7～8 月、調査対象：大手 113 社）日本経済新聞 

2018/9/30 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35932210Q8A930C1MM8000/） 

 

図表 29  AI 活用の課題 

（出所 「人材不足だけでない、独自調査で浮かび上がった AI 活用の課題」日本経済新聞

2018/09/30 https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00001/01072/） 

  

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35932210Q8A930C1MM8000/
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00001/01072/
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６．２ 医療分野におけるデータ整備 

 

 医療分野は民間と行政にまたがる分野であり、AI 実用化の事例として WATSON が取り

上げられたことは耳目に新しい。医療AIに関する評価の議論については置いておくとして、

病気の治療や疫学的研究においてデータが役立つだけでなく、病気の予防においても個人

のデータが役立つことは言うまでもないだろう。 

 しかし、EMR（電子カルテ）として一つの病院だけでデータを使えたとしてもその便益

は限られる。EHR（電子カルテの共有化）として病院どうしでデータを共有することがで

きれば、患者がどこの病院に行こうがこれまでの病歴を説明するまでも無く、医師が過去の

データを参照して適切な診察や治療を施すことが可能となる。さらに、健康診断や日常の食

事や運動習慣などのデータも記録した PHR（生涯電子カルテ）が実現すれば、治療だけで

なく予防のためのアドバイスを受けて長寿という恩恵を受けることができるだろう。予防

接種の副作用や感染症の広がりなどを早急に察知し、健康被害が拡大する前に対策を打つ

ことも可能となる。 

 このような恩恵を受けるためには、治療や健康に関する個人のデータが正確かつ精緻な

データとして管理され、同じ ID を使って結合できなくてはならない。しかし、現状におい

ては健康保険証に顔写真が無く、確実な本人確認ができないばかりか別人が保険証を使い

まわす事例も報告されている。さらに、被保険者番号は世帯単位で付番されているため個人

を特定できず、転職や住所変更などで保険者が変わると番号が変わってしまう。予防接種記

録（自治体）や健康診断記録（学校や職場）も管理している組織が別々なため、異なる番号

で管理されているのが実情である。 

 このように生涯同じ ID で情報が管理できないとデータの連携・活用は進まず、医療の高

度化は望むべくもない。そこで医療分野における ID としてマイナンバーを使う方針が示さ

れたが、その後の政権交代などで議論はまったく進まなかった。そのあたりの事情について

は榎並(2016c)で詳述したので繰り返さないが、マイナンバーに反対する医師会の不毛な議

論でこの数年が費やされた。 

 医師会としては「見えない番号」を主張していたが、2018 年になってようやく厚生労働

省が提案した「個人単位の被保険者番号」を ID とすることで決着したようである。それが

図表 30 であるが、被保険者番号を個人単位としたのは一歩前進だが、転職や住所変更など

で保険者が変わると番号が変わってしまうという欠陥はそのままである。その番号の変更

履歴を支払基金・国保中央会で管理するということだが、履歴を管理するための個人特定の

キーはマイナンバーにならざるを得ない。 

 このように異なる番号が使われることで、個人の情報が結合されないというミスや、誤っ

て他人の情報を結合したというミスを防ぐために必要とされるのがマイナンバーである。

しかし、それにもかかわらずマイナンバーが使われないという事態になっている。 
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図表 30 被保険者番号の個人単位化と資格履歴の一元管理 

 

（出所 厚生労働省「第 2 回医療等分野情報連携基盤検討会」資料 2018 年 7 月 26 日） 

 

 なぜマイナンバーによるデータ整備が必要なのか、医療情報のデータ管理の現状を検討

したい。図表 31 は、各種医療情報が格納されているデータベースを俯瞰したものである。

上に行くほど悉皆性が高く、左に行くほど汎用性がある（医師の専門性が低い）データとい

うことになる。逆に、右や下に行くほど、症例も少なく専門性が高いデータということにな

る。 

 これからの時代、症例が少なく専門性が高いデータも重要であるが、それ以上に国民一般

が罹りやすい病気をどのように予防していくかという観点からのデータが重要になってく

るだろう。図表における配置では、最も悉皆性が高く、汎用性のある情報は NDB、DPC、

KDB の 3 つのデータベースに集約されている。日本電気（2017）の調査資料をもとに、こ

れらのデータベースの現状を整理する。 

① NDB（レセプト情報・特定健診等情報データベース：National Database of Health 

Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan） 

 NDB は平成 27 年 5 月請求末時点で全レセプト（診療情報明細書）の 95％以上の情

報を格納する、悉皆性の高いデータベースとなっており、平成 26 年 10 月時点で約 83 

億 4,800 万件［平成 21 年 4 月～平成 26 年 7 月診療分］のデータを擁する大規模な

データベースとなっている。 

 NDB における匿名化処理は、ID のハッシュ処理、特定項目の削除、数値類の丸め等
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によって、蓄積段階で処理されており、レセプト情報と特定健診等情報の間の名寄せは、

ハッシュ値 1（保険者番号、被保険者記号・番号、生年月日、性別から生成）、および

ハッシュ値 2（氏名、生年月日、性別から生成）によって実施される。そのため、転職

や婚姻、その他の生涯イベント等によって、ハッシュ値の生成元となる情報が更新され

ると、原則的には名寄せできなくなる。また、レセプト電算処理における情報入力の自

由度等に起因する突合阻害要因も指摘されており、具体的な公表値としても、レセプト

情報と特定健診等情報の突合が、平成 24 年度は 24.9％、平成 25 年度で 25.1％に留

まっていることも判明している。 

 NDB は国内最大の医療情報の匿名化データベースであるが、「転職や婚姻、その他の生涯

イベント等によって、ハッシュ値の生成元となる情報が更新されると、原則的には名寄せで

きなくなる」と指摘しているように、保険者番号や氏名が変更されると医療データの結合が

できなくなるという欠陥を持っている。実際にレセプト情報と特定健診等情報の突合が

25％前後という数字が報告されており、必要なデータが結合できないという現状にある。 

 

図表 31 各種医療 DB の俯瞰図 

 

（出所 日本電気株式会社（2017）の「図 5.1-1 各種医療 DB の俯瞰図例 1」） 

 

② DPC データベース（DPC：Diagnosis Procedure Combination） 

 DPC データベースは平成 26 年では、調査対象病院が全病院の約 35％、退院患者数が

全退院患者数の約 66%の情報を格納し、調査対象病院は増加傾向にある。 
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 DPC データベースにおける匿名化処理は、DPC 調査様式に従って各調査参加病院に

て行っており、1 患者=1 データ識別番号として DPC データを提出している。従って、

同一患者であっても別の病院では別のデータ識別番号となり、名寄せすることはでき

ない。また、提出している DPC データの患者属性情報は、生年月日、性別、郵便番号

であり、氏名、被保険者記号等の個人を容易に特定することができる情報は含まない。 

 DPC は NDB に次ぐ悉皆性を持つ匿名化データベースであるが、「同一患者であっても別

の病院では別のデータ識別番号となり、名寄せすることはできない」と指摘されているよう

に、一人の患者についてデータに基づいて総合的な分析を行うことができない仕組みにな

っている。 

③ KDB（国保データベース） 

 KDB に格納されるデータは大きく「特定健診・特定保健指導」、「医療レセプト（後期

高齢者医療含む）」、「介護保険情報」の 3 つである。被用者保険の医療情報、妊婦健康

診査・乳幼児健康診査・学校健康診査等の情報は含まれていない。 

 蓄積されているデータについては、保健事業や介護予防事業等での活用を目的として

いるため、個人特定可能な状態でデータが保持されている。そのため、全国や自治体で

の統計的な分析だけでなく、分析結果を元にした個人への介入や、個人に着目した分析

等が可能となっている。ただし、被用者保険の情報は含まれていないため、医療情報の

分析において、保険制度の切り替わりがあった場合、個人の生涯に亘るデータ分析はで

きない。介護の情報は他の DB にはなく、KDB 固有の保有情報となっている。 

 KDB は国民健康保険のデータベースであるため、被用者保険のデータを持っておらず、

自営業者や高齢者に偏ったデータベースとなっている。その一方で介護保険に関する情報

は持っている。個人特定できるデータを保存しているというものの、「被用者保険の情報は

含まれていないため、医療情報の分析において、保険制度の切り替わりがあった場合、個人

の生涯に亘るデータ分析はできない」と指摘されているように、データの連携ができない状

態になっている。 

 日本電気（2017）の報告書では、NDB や DPC の匿名化 DB と KDB などの個人識別可

能 DB についてその長所と短所を分析している（図表 32）。データの品質・標準化について

は圧倒的に個人識別可能 DB が有利であり、そのためにマイナンバーを使えば品質の高い

データが整備できるだろう。 

しかし、そのためにマイナンバーを使うと個人情報保護上問題だとされる。もちろん分析

する際にはマイナンバー等個人特定可能な項目は匿名化すればよく、マイナンバーがあれ

ば本人の責任によってデータの利用制限や解除も可能だ。医療の将来はマイナンバーを活

用したデータ整備にかかっていることを、今一度認識すべきではないだろうか。 
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図表 32 匿名化 DB と個⼈識別可能 DB の⽐較表 

 匿名化ＤＢ 

(連結不可能) 

匿名化ＤＢ 

(提供側に連結対応表有) 

個人識別可能ＤＢ 

 

品質・

標準化 

× データの内容に疑義

が発生した場合、提出

機関に問合せが出来

ない。 

○ データに疑義が発生

した場合、提出機関に

確認することができ

る。 

○ 

 

データに疑義が発生

した場合、提出機関に

確認することができ

る。 

× 提出機関のみで品質・

標準化の担保が必要。

（提出機関の対応次

第） 

△ 収集機関、提出機関が

連携して品質・標準化

の向上が図れる。(多

少手間が多い) 

○ 収集機関、提出機関が

連携して品質・標準化

の向上が図れる。（収

集機関が主導で進め

られる） 

個人情

報保護 

○ 適切な匿名化ができ

れば流出しても個人

特定ができない。匿名

化によりデータのま

るめが発生する。 

△ 適切な匿名化ができ

れば流出しても個人

特定ができない。匿名

化によりデータのま

るめが発生する。 

× 情報が流出した場合、

個人特定が可能であ

り、被害が大きい。 

△ 

 

適切な匿名化は難し

く、流出リスクの対策

は必要。 

△ 

 

適切な匿名化は難し

く、流出リスクの対策

は必要。 

× 

 

暗号化、罰則、運用等

により、より高度な流

出リスク対策が必要。 

△ 

 

個人からの情報削除

依頼に対して対応が

困難。 

○ 

 

個人からの情報削除

依頼に対して対応が

容易。 

○ 個人からの情報削除

依頼に対して対応が

容易。 

目的の

選択肢 

△ 個人特定が不可能で、

DB を連携した分析

が困難。用途が限定さ

れる可能性がある。 

△ 個人特定が不可能で、

DB を連携した分析

が困難。用途が限定さ

れる可能性がある。 

○ 

 

治験、介入等、個人レ

ベルまでの研究や深

堀りする研究が可能。 

同意 ○ 国民の理解が得られ

易く、オプトアウトに

よる収集が可能とな

る可能性がある。 

△ 

 

オプトインによる収

集が必須。また、同意

しない可能性もある。 

△ 

 

オプトインによる収

集が必須。また、同意

しない可能性もある。 

データ

提供 

○ 

 

データ提供時、更なる

匿名化を行う必要性

は低い。 

○ データ提供時、更なる

匿名化を行う必要性

は低い。 

△ データ提供時、適切な

匿名化を行う必要が

ある。 

（出所 日本電気株式会社（2017）の表 5.1-2「匿名化 DB と個⼈識別可能 DB の⽐較表」） 
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６．３ 戸籍および不動産登記におけるデータ整備 

 

 国が国家として成立するためには、主権確立の前提として国民と国土が存在することが

必要となる。すなわち、国民と国土を管理できてはじめて国家としての体をなすのであり、

その管理台帳が戸籍簿と不動産登記簿である。もちろん、これらの台帳が存在する以上管理

できていることが想定されるが、問題はそのデータの精度である。 

 近年、土地所有者不明問題が大きな社会問題として取り上げられるようになったが、登記

簿上の所有者が何代も前の故人であり、戸籍を辿ってその所有権者を探すのに何年もかか

り、あげくは所有権者が 100 人以上にも上ったという話もある。土地所有者不明問題の多

くは相続未登記によって起きており、台帳と実態がかい離している現実が突き付けられた。 

 同様の事態は戸籍でも起きており、2010 年頃に所在不明高齢者問題が全国各地で取りあ

げられた。法務省の調査では、戸籍上「生存」している 100 歳以上の高齢者が 20 万人以上

にも上り、戸籍簿と実態のかい離が問題となった。その多くは、戦争・海外転出（移民含む）

などで死亡届が提出されなかったケースだと考えられている。 

 このような状況を放置しておけば、被相続人の死亡による相続権者の確定や土地所有権

の相続にも影響が出てくる。次の図表は、死亡者数の推移を示したものである。毎年 100 万

人以上の死亡者が 2040 年まで増え続けることが推計されており、マイナンバーを活用した

戸籍と不動産登記におけるデータの整備・利用が望まれる。 

 

図表 33 死亡者数の推移（実績および推計） 

（出所 「平成 30 年版高齢社会白書」内閣府 2018 年 6 月 19 日） 
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 戸籍については早くからマイナンバー導入が計画され、マイナンバー導入を前提とした

戸籍法の改正という段階まで進んでいる。このマイナンバー導入を契機とした戸籍法改正

の問題についてはすでに榎並(2018)で発表しているため、その要旨をかいつまんで再掲する

とともに、韓国における戸籍の抜本的改革について触れることにする。 

 戸籍へのマイナンバー導入は国民および自治体にとって、次のようなメリットをもたら

す。特に本籍地が遠隔地の場合、郵送で戸籍謄抄本を入手する煩雑な手間を考えると大きな

メリットがある。 

 パスポート申請や児童扶養手当の申請、運転免許証の申請・更新などにおける戸籍

謄抄本の添付や自動車売買における戸籍附票の添付などが不要になる。 

 親族の死亡時における相続権の確認において、本籍地ごとに管理されている戸籍謄

本が全国どこからでもオンラインで入手できる。また、死亡者も含めすべてマイナ

ンバーが記載されていれば、自動的に相続関係図を作成することもできる。 

 自治体では不動産所有権や親権の確認などで本籍地の自治体に問い合わせたり、公

用で謄本を取り寄せたりしているが、戸籍クラウドを使えば口頭による間違いや郵

送によるタイムラグが無くなり、事務が効率的かつ正確になる。 

 戸籍クラウドの実現で、各自治体が戸籍システムの保守・運用や更改のコストを負

担することが無くなり、コスト負担が大幅に軽減される。 

 戸籍事務は法務局が審査権を持っており、認知症につけ込む「虚偽の養子縁組」を

防止するなど、自治体にとって判断が難しい事項については法務局が窓口になると

いう国と自治体の役割分担が可能となる。 

 このようにマイナンバーを導入し戸籍クラウドを構築することで大きなメリットが期待

されるが、戸籍法改正の中間試案では抜本的な制度改革はせず、戸籍のクラウド化をしな

い方針となった。一元化ができない理由としていくつか挙げられているが、最大のネック

は文字である。一元化すると氏名に使用している字形の変更をしなければならず、こだわ

りを持つ国民の不満を招いてトラブルになるという懸念がその理由だ。戸籍統一文字へ収

容しようとして失敗した過去がいまだにトラウマになっている。 

戸籍のクラウド化ができないという前提に立つと、各自治体が管理している戸籍システ

ムをネットワーク化することになり、必然的にマイナンバーの情報提供ネットワークシス

テムの情報連携機能を使うことになる。しかし、マイナンバーの情報連携においては個人単

位の情報のみを連携するため、親子関係や婚姻関係など個人と個人との関係がわからない。

さらに、情報連携で扱う情報について、現行のマイナンバーの仕組みの制約もある。 

そこで、次の図表に示すように、自治体が管理する戸籍情報から個人単位に情報を分割し

た「個人統合戸籍情報」を作り、さらにその情報から個人間の身分関係を設定した「親族的

身分関係情報」を作成し、それをマイナンバーの現行の仕組みで情報連携する案が示されて

いる。 
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図表 34 「個人統合戸籍情報」と「親族的身分関係情報」 

（出所 「戸籍制度に関する研究会 最終取りまとめ」2017 年 8 月） 

 

図表 35  親族的身分関係情報の具体的な使い方 

 

（出所 「戸籍制度に関する研究会 最終取りまとめ」（2017.8）の「親子関係の情報作成

（親族的身分関係情報）」の一部） 
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 具体的な使い方について図表 35 で説明する。A さんと E さんが婚姻関係にあることを確

認する場合、A さんのマイナンバー(111000000001)で A さんの情報を検索し、夫婦関係記

号(834…62)を取得する。次に E さんのマイナンバー(555000000001)で E さんの情報を検

索し、夫婦関係記号(834…62)を取得する。両方の夫婦関係記号が合致することで夫婦であ

ることがわかる。親子関係（親権の有無）や未成年後見関係についても同様の操作で確認で

きるというものだ。 

しかし、このような使い方を想定した場合、全員のマイナンバーを知らないと相互の確認

ができない。つまり、亡くなった被相続人の相続権を持つ配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹

などを探す場合に探しようが無く、まして相続関係図を自動的に作成することもできない。

誰が親権を持っているのか、誰が未成年後見人なのかも、この仕組みではわからない。現場

の実務で使えるものになるのか疑問である。 

 それでは戸籍へのマイナンバー導入についてどのように考えていくべきか。戸籍事務の

現状は図表 36「戸籍管理の現状」のようになっている。各市町村では戸籍業務を行うと同

時に戸籍システムを運用・管理しており、戸籍システムに搭載できない除籍・改製元戸籍や

改製不適合戸籍については紙の状態で管理している。 

 一方、戸籍と同じような業務として住民基本台帳業務があるが、この情報はすべて電子化

されており、すべての基本 4 情報とマイナンバーは全国センターにつながって住基ネット

として管理されている。住民基本台帳業務と戸籍業務は、出生、死亡、婚姻などで連動する

が、システム的には連動していない。そもそも文字のコード体系が異なるからだ。 

研究会の報告では、「個人情報保護の観点から中間サーバーには氏名、生年月日、性別、

住所の４情報やマイナンバーなど個人を特定できる情報は格納しないこととされているた

め、これらの情報は情報提供ネットワークシステムでは連携を行うことができない」と言う

が、それなら住基ネットと同様の仕組みを作れば解決する。 

また、研究会では「戸籍は住基ネットなどよりも秘匿性が高い」というが、それなら広範

囲に接続される情報提供ネットワークシステムよりも、接続先が限定される住基ネットの

仕組みを使うべきであろう。 

さらに、除籍等については堅牢な中央センターで集約して一括管理することで利便性が

増すとともに、災害対策などセキュリティの面からも望ましい。改製不適合戸籍については

すべてデジタル化して戸籍クラウドで管理し、紙による管理は廃止する。コード化できない

漢字は、職権で既存の類似した漢字、ひらがなまたはかたかなに置き換えるべきである。 

 このような考え方で戸籍の今後を考えていくと図表 36の「戸籍管理の将来像」にな

る。戸籍業務は法定受託事務であり、自治事務である住民基本台帳と異なり自治体ごとの

業務の相違はないため、全国センターで 1つの戸籍システム（戸籍クラウド）を運用管理

するだけで良い。これにより、簡易な手続きは自治体の窓口で、煩雑な手続きは法務局の

窓口で行うという役割分担もできる。 

 このような形態にすれば、戸籍クラウドを検索するだけで相続関係が明確になり、証明
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書が必要な場合もどこからでも入手できる。戸籍クラウドが不動産登記システムとマイナ

ンバーで連動すれば、土地所有者である被相続人が死亡した場合の相続者が特定でき、除

籍等をさかのぼる場合でも全国センターにアクセスするだけで過去の戸籍をたどることが

可能となる。 

 

図表 36 戸籍管理の現状（上段）と将来像（下段） 

 

 

（出所 榎並(2018)の図表 2） 
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 最後に、戸籍法改正の課題をあげておきたい。次の課題は課題として認識されながらもそ

の解決が先送りにされた事項であり、我が国の将来のために正確かつ精緻なデータを整備

するという観点からも問題であると考える。 

 戸籍クラウドの実現によって全国どこでも戸籍事務が可能となるため、戸籍法第 1 条

の「市町村長による管掌」と第一号法定受託事務について見直し、国民や社会のため

に最適な自治体と法務局との役割分担を行うこと。 

 戸籍クラウドの実現により、戸籍の一元化で場所を特定する必要は無くなるため、本

籍という概念自体を見直すこと。 

 戸籍クラウドで個人の検索ができるため、現行の家（筆頭者）を単位とした戸籍の編

製基準について見直すこと。 

 戸籍で「ふりがな」を法制化し、パスポートのローマ字表記と整合性を取ること。 

 犯歴データ管理について法的根拠を与え、刑期を終えて選挙権が回復した際には速や

かに投票できるよう制度を見直すこと。 

 海外に居住するマイナンバーを持っていない日本人の扱いについて、マイナンバーを

付番できる制度へと拡張すること。 

ちなみに、韓国の事例を紹介しておきたい。韓国においてはすでに 10 年前、番号制度を

活用して家を編成単位とした戸籍制度から、個人を単位に家族関係をデータベース化した

家族関係登録制度へと抜本的な改革を行った。 

 

図表 37 家族関係証明書（様式）と基本証明書（様式） 

 

（出所 日立製作所(2016)） 
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 それにより、証明書についても個人を基本とした家族関係証明書や基本証明書などへ変

更された。図表 38 の日本と韓国の制度比較表を見て、どちらが我が国の将来の制度として

ふさわしいだろうか。 

 

図表 38 日本の戸籍制度と韓国の家族関係登録制度との比較 

比較項目  日本（戸籍制度）  韓国（家族関係登録制度）  

制度類型  関係登録制  関係登録制  

編製単位  家族（夫婦，未婚の子）  個人  

所掌又は管掌機関  （所掌事務として）  

法務省，法務局又は地方法

務局（分掌）  

（管掌事務として）  

大法院  

業務実施機関等  市区町村長（法定受託事務

としての執行権限）  

市・邑・面の長（事務処理権限の

委任）  

関与又は監督機関等  法務大臣，法務局又は地方

法務局の長（法定関与）  

家庭法院又は地方法院の長（監督

権の委任）  

身分関係登録制度事務

に係るシステム管理  

市区町村ごとの管理  大法院による一元管理  

登録簿  戸籍簿（原簿概念有り）  家族関係登録簿（原簿概念無し）  

登録事務  本籍地の市区町村長  申告地(受付地)の市・邑・面の長  

証明書  戸籍又は除籍の  

・全部事項証明書（謄本）  

・一部事項証明書（抄本又は

記載事項証明書）  

・家族関係証明書  

・基本証明書  

・養子縁組関係証明書  

・親養子縁組関係証明書  

※従前の戸籍法による除籍等につ

いては，従前の戸籍法の規定に従

った除籍謄抄本等 

共通番号の記載有無  無  有  

（出所 日立製作所(2016)） 

 

 次に、不動産登記簿についても触れておく。不動産登記簿については、すでに土地所有者

不明問題をテーマにした榎並(2017)で現状の問題点を指摘し、マイナンバーを活用したデー

タ整備および法制度の抜本的な見直しについて提言を行っている。法制度の抜本的な見直

しについては時間がかかるが、短期的な解決方法として提示した案の概要は次のものであ

る。「権利者に登記簿への所有者登録（マイナンバーも登録）を義務付け、登記官には実質

的な審査権限を付与して登記内容と現状との一致を図り、登記簿に実質的な公信力を与え
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る。その際には不動産登記簿へのマイナンバー導入を図り、すでに導入計画のある戸籍マイ

ナンバー（戸籍クラウド）を同時に活用していく。」 

 この解決案の具体的な項目のなかで、正確かつ精緻なデータの整備という観点からは次

の点を指摘している。 

 台帳の正確な記録を確保するための措置として、不動産登記法に登記官の「責務」や「正

確な記録」という条文を追加して登記官に実質的な審査権限を与えるとともに、登記簿

に実質的な公信力を付与すること。 

 相続未登記については登記官によって相続権者を特定し、まず職権による共同登記（所

有者のマイナンバーも登録）を行う。そして相続権者に対しては、一定期限内に登記の

整理を要請し、登記内容の変更（権利者の絞り込み）を促す。また、相続者における遺

言の調査も必須とする。なお、外国人のマイナンバーについては、パスポートを介して

国籍地の ID と連携できるよう検討を進める。 

 不動産登記簿に登録されたマイナンバーを活用して、逐次自治体の住民基本台帳情報

（または、地方公共団体情報システム機構の保有する情報）とチェックし、基本 4 情報

を最新状態に保つ。また、死亡が確認され、かつ相続未登記状態の場合は、相続権者に

連絡を行って代表相続人を確定し、登記を促すとともに、一定期間内に登記しない場合

には職権で相続権者全員の共同登記を行う。さらに、情報に変更があった場合には、更

新情報を速やかに自治体へ電子データで送付する。 

 そもそも水源地の外国資本買占めや被災地復興などの問題から、多くの研究者から不動

産登記簿についての問題提起がなされてきたが、榎並(2017)の提言により不動産登記簿への

マイナンバー導入の機運も高まってきている。 

 また、これまで土地所有者不明問題は国土交通省が主体となって取り上げてきたが、法務

省が所管している法律の抜本的な見直しまでは踏み込むことができなかった。しかし、2017

年 10 月に法務省が主催する「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会」が発足し、

法律の抜本的見直し機運も高まっている。 

 図表 39 はその研究会の「中間とりまとめ」として発表されたものだが、不動産の登記情

報と戸籍情報の間に「ID 等による情報連携」という文言が記載されている。戸籍情報と結

合できる ID はマイナンバー以外には無く、マイナンバーを活用して不動産登記簿情報を正

確かつ精緻なものに整備していくべきだろう。 

 次の図表 40 では、土地に関する情報のあるべき姿を示した。不動産登記簿、住基ネット、

戸籍クラウドがマイナンバーで連携する仕組みで国民の土地に関する権利を守り、かつ国

土政策に有用なデータを提供できるようデータ整備を行っていくことが望まれる。 
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図表 39 土地所有者情報を円滑に把握する仕組み 

 

（出所 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会「中間とりまとめ」2018 年 6 月 1 日） 

 

図表 40 土地に関する情報のあるべき姿 

 

（出所 筆者作成） 
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６．４ 三層構造モデルの考え方 

 

 マイナンバー世帯の実現は簡単ではないが、マイナンバーを社会保障・税番号として導入

した意味は大きい。マイナンバーをキーとして負担と給付を把握することができるからだ。

世帯の構成員をマイナンバーで結合して生活の単位（生計を一にする単位）であるマイナン

バー世帯を設定すれば、公平・公正な税制や社会保障制度を設計することができる。それだ

けでなく、制度施行後のデータを収集することにより、公平・公正な制度になっているかを

検証し、問題があれば制度を微調整することもできる。 

 この社会保障・税を中心としたマイナンバーを他の分野まで拡大し、マイナンバー導入を

契機に従来の慣習や法制度・業務プロセスを改革していくことも期待される。しかし、思い

付きの導入や無計画な導入では国民の不安を煽るだけになる。どこまで拡大するのか、マイ

ナンバーの全体像を示し、なぜ必要なのかを説明する責任があるだろう。 

 その一つの考え方として三層構造モデルを提示したい。すでにマイナンバーが導入され

ている社会保障・税は社会インフラ層に該当する。この社会インフラ層は負担と給付におけ

る公平・公正を実現する階層となる。これを基点として、マイナンバーの拡大を図っていく。 

 

図表 41 マイナンバー展開の三層構造モデル 

 

（出所 筆者作成） 
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 その下の階層が国家インフラ層であり、国を形作る国民と国土を管理する層となる。言う

までもなく、国民の国籍と身分を管理する戸籍と不動産の所有権を管理する不動産登記に

マイナンバーを導入し、国家としての基盤を確固たるものにする。マイナンバーによって精

緻かつ正確なデータが整備されれば、血縁・相続関係を一覧表で表現したり、どのような個

人・法人がどれだけの不動産を所有しているのかを分析したりすることができる。戸籍と不

動産登記の連動で、土地所有者不明問題の解決にも役立つだろう。 

 さらに、上の階層がアプリケーション層と言うべき層であり、公平・公正を実現する社会

インフラ層を前提として、さらにきめ細かなサービスを実現していく。例えば、医療・介護・

健康分野、教育・雇用・資格管理の分野、総合的な子ども支援、総合的な災害対策、自動車・

軽自動車登録などが考えられる。その時代における社会的な要請などに耳を傾けながら議

論を行い、マイナンバーを活用した政策を展開すべきだろう。 

 そして、今後考えなければならないのが、マイナンバーと海外諸国の ID とのグローバル

な連携である。グローバル化の進展により、外国人への課税・徴収だけでなく、外国から日

本人へという逆のケースも発生する。これは年金受給権など社会保障の分野にも及び、今後

は医療保険などの連携も必要となるだろう。次のような三階層で、海外諸国との ID 連携に

ついて検討していく必要がある。 

 

図表 42 マイナンバーと海外諸国 ID とのグローバル連携 

 

（出所 筆者作成） 
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７．マイナンバー制度見直しに向けた提言 

 

 すでにこれまでの章で言及しているが、改めてここでマイナンバー制度に関する政策提

言のポイントをまとめておく。「世論の動向」、「自治体の現場運用」、「今後の展開」の 3 つ

の視点から提言したい。 

 

７．１ 3 つの視点からの提言 

 

①世論の動向からの提言 

 これまで 2 度の番号制度導入に失敗してきた政府としては、マイナンバー導入を是が非

でも成功させるため、国民感情に大いに配慮してきた。その努力は評価できるものの、過剰

な配慮によってマイナンバーが使いづらい、あるいは大きな事務負荷がかかるなどの問題

が現場で出てきている。 

 今回の分析を見る限り、マイナンバーに対する否定的な国民感情はほとんど見られず、社

会的に受容されつつあると見て良いのではないだろうか。その前提で、国民にとってより使

い勝手の良い便利なマイナンバーへと抜本的な見直しを行うべきであろう。次項と重複す

る部分もあるが、次のことを指摘したい。 

 特定個人情報の取り扱いについて、郵送は簡易書留相当などの過剰な規制を緩和する

こと。 

 符号による連携処理やネットワークで扱う情報の制約（個人を特定する情報は流さな

い）などの設計を抜本的に見直し、情報提供ネットワークシステムをシンプルな設計で

使いやすく改善すること。 

 マイナポータル活用による所得証明書等の削減や本人確認におけるデジタル券面情報

の利用など、官民によるマイナンバーカード活用を推進していくこと。 

 

②自治体の現場運用からの提言 

 詳細は第 4 章のまとめを参照していただくとして、ここでは提言のポイントのみを示す。 

 行政手続き書類へのマイナンバー記載を徹底するとともに、特に中小規模事業者の電

子化についてはインセンティブを与えて促進すること。 

 民間事業者への住民税額通知にマイナンバーを記載し、自動車・軽自動車登録および土

地・家屋登記においてもマイナンバー記載を義務付け、自治体との情報連携を図ること。 

 自治体におけるマイナンバー記載書類の機密度を税関係書類と同等にし、マイナンバ

ーを扱うことによる特別な管理負担を軽減すること。 

 市役所に出向くときは必ずマイナンバーカードを携帯するよう広く国民に広報すると

ともに、速やかにマイナンバーカードを健康保険証へ適用すること。 

 マイナンバーを記載しない国民に対しては、負のインセンティブが働くよう制度設計



81 

 

を行うこと。 

 符号による連携処理やネットワークで扱う情報の制約（個人を特定する情報は流さな

い）などの設計を抜本的に見直し、情報提供ネットワークシステムをシンプルな設計で

使いやすく改善すること。 

 

③今後の展開に関する提言 

 第 5 章でマイナンバー世帯の考え方や新たな制度について例示し、第 6 章でマイナンバ

ーによるデータ整備やグランドデザインの案を提示した。3 年目の見直しに当たり、政府と

しても次に掲げたポイントについてしっかりと説明する必要があるだろう。 

 マイナンバーで公平・公正な社会をどのように実現するのか（収入・負担・給付の関係）

を具体的に示すこと。 

 番号制度で可能となる新たな制度について、マイナンバーを前提にその実現可能性に

ついて検討すること。 

 今後のデータ利活用社会に向けて、精緻かつ正確なデータ整備を行うためにマイナン

バーを活用することを検討すること。 

 国民に対しマイナンバーのグランドデザインを示し、具体的な展開方法を示すこと。 

 

７．２ 残された課題 

 

 税関係の申告書等ではまだマイナンバーの記載率が低く、マイナンバーの記載拒否など

浸透していないのではないかという指摘があるだろう。確かに、データからもそれは裏付け

られている。しかし、社会保障関係では、拒否する市民もいるがおおむね協力的で、この 1

年で定着していると回答する自治体もあった。つまり、負担の場合は拒否するが、給付の場

合は協力するという歪んだ国民性があるのではないだろうか。 

 これと同じようなことが外字の調査でもあった。例えば、渡辺さんの「辺」は何十種類も

あり、職員でも識別できないことがある。税関係部署に聞くと、少しでも字形が異なると市

民からクレームがくるため、納付書など常に神経を張り詰めてチェックしているという。し

かし、社会保障関係部署ではそのようなクレームはまったく無いという。 

 住民税額通知が事業者番号の誤認で別の事業者に送付され、マイナンバーが漏えいした

という事件があった。その結果、総務省は紙の場合はマイナンバーを記載しないという方針

転換を行った。これも税（負担）であったがためであり、社会保障（給付）であればこれほ

どの騒動には発展しなかったのではないだろうか。 

 給付は負担があってこそ可能であり、このような国民性に反応していてはますます国民

の誤解を招くばかりになり、マイナンバー普及の障害となる。給付と負担は裏表の関係であ

ることを、マイナンバー制度を通じて国民に理解してもらうことも重要な課題であると考

えている。  
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