
 

 

区民からの意見と区の回答・考え方 

 

１ 取組方針（素案） 

 

 (1) 区民からの意見 

    20 件（７名・１団体） 

 

(2) 意見の反映状況 

◎ 意見を反映したもの ２件 

○ 「素案」に意見の内容に対する記述があり、その旨説明したもの ４件 

● 既に区において実施しているもの １件 

－ 上記以外のもの 13 件 

 

(3) 区民からの意見の内容と、それに対する区の回答・考え方 

№ 意見の内容 区の回答・考え方 
反映

状況 

１ 日本年金機構の個人情報漏えい

の際にも、誰も責任をとらなかっ

た。 

個人情報が盗まれるのは大変困

る。情報を扱う場合、個人情報の取

扱いの国家資格保持者が責任をと

るなど、安心して使える制度になら

ない限り、マイナンバー制度は反対

である。 

 区では、マイナンバー制度の趣旨に則

り、番号法その他関係法令を遵守して、

適切に運用します。また、情報システム

の更なるセキュリティ強化にも取組ん

でいます。 

 なお、日本年金機構における個人情報

流出事案の発生を受け、区議会とともに

「サイバー攻撃等に対する個人情報保

護対策の強化に関する要請書」を国に提

出し、徹底的な原因究明と緊急の再発防

止策の構築、ならびにマイナンバー制度

における総合的な安全対策の構築など

について求めています。 

－ 

２ マイナンバーは、法律で定められ

ている目的以外には、プライバシー

保護の見地から一切漏らされては

ならないものである。しかし、年金

情報の流出でみられるように、行政

側の責任による漏えいによる被害

が発生しているにも関わらず、誰も

責任を負わず、国民の不安・危惧は

拭い去れない。 



 

 

３ 行政の事務（照合、転記、入力）

が効率化されるとのことだが、どの

くらいの作業工数が削減されるか

具体的に人数か工数か金額のいず

れかによる数値の見込を明示すべ

きである。 

これまで文書等で行っていた情報照

会を情報提供ネットワークシステムで

行うことが可能となり、事務量や手続に

要する時間の短縮などが期待されます。 

地方公共団体においては平成 29 年７

月から情報連携が開始される予定です

が、現時点では具体的な手順等が明確に

なっていません。そのため、効率化の具

体的な効果を数値でお示しできません

が、情報連携に向け、事務の効率化に取

組む旨、「取組方針」に追記します。 

◎ 

４ 我々は国に監視されるようにな

るわけか。 

マイナンバー制度は、行政を効率化

し、国民の利便性を高め、公平かつ公正

な社会を実現するための社会基盤とし

て導入されるものです。国家が国民を監

視するものではありません。 

 

－ 

５ マイナンバーは嫌である。マイナ

ンバーで呼ばれるよりは、名前で呼

ばれた方が良い。 

 マイナンバー制度が導入されても、区

民の皆様を、マイナンバーでお呼びする

ことはありません。 

 

－ 

６ マイナンバー制度の利点はわか

るが、悪意のあるハッカーによる個

人情報の流出は防ぐことはできる

のか。一旦情報が盗まれ、流出した

ら、どこが、誰が責任をとるのか。

不利益を被ったら、どこが、誰が補

償するのか。無防備な一般市民が危

険にさらされるようなマイナンバ

ー制度は、「完全に安心できる」と

いうような技術的な裏づけが確立

されない限り、導入すべきでない。 

マイナンバー制度は、制度面とシステ

ム面の両方から個人情報保護の措置を講

じることで、安心・安全を確保していま

す。 

区では、さらに情報システムのセキュ

リティの強化や、情報セキュリティポリ

シー（セキュリティ対策を実施するため

に必要な事項を定めたもの）の改定を行

うなど、常に個人情報の保護に万全を期

します。 

また、国または地方公共団体の職員の

故意または過失により個人番号を含む個

人情報が漏えいし、それにより損害が生

－ 



 

 

じた場合については、国または地方公共

団体は国家賠償法に基づく損害賠償責任

を負うことになると考えています。 

７ マイナンバー利用に係る罰則の

強化について、行為別に法定刑が列

挙されているが、行為によっては現

行の法定刑より重い刑罰を科すべ

きものがあるのではないか。 

 罰則の規定については、番号法に定め

られているものです。区では、本規定も

含めマイナンバー制度の趣旨を、個人情

報を取り扱う職員および委託事業者等

への周知を徹底することで、情報保護措

置を図ります。 

－ 

８ 事故防止の見地から、個人番号カ

ード裏面へのマイナンバーの記載

は廃止するとともに、個人番号カー

ドは希望者のみならずマイナンバ

ーが付番される全員に交付しては

どうか。 

 個人番号カードの券面記載事項と交

付対象については、番号法および関係省

令に規定されているものです。 

 マイナンバーは、個人や勤務先の企業

等、行政の間で、行政手続のために利用

する「見える番号」として制度設計され

ています。 

また、マイナンバーは乳幼児からお年

寄りまで、住民票を有する全ての方に付

番されるものです。個人番号カードの交

付が申請によるのは妥当と考えます。 

－ 

９ 平成 27 年 10 月以降に郵送される

通知カードは、通知を受けた個人の

自己責任において保管し、保持にと

もなって発生する事故は、当該個人

の責めとすべきであり、行政側の法

的責任は免除すべきである。 

通知カードやそれに記載されている

個人番号は、番号法に定める社会保障、

税などの手続きで必要になる大切なも

のです。ご本人にしっかり管理していた

だく必要があります。区においては、区

民の皆様へ制度の趣旨とともに、通知カ

ードや個人番号の大切さについても十

分な周知を図ります。 

－ 

10  マイナンバー運用上の事故を極

力少なくするために、将来予定され

ているマイナンバーの金融機関、証

券会社、保険関係会社への提示は避

けるべきであり、反対である。 

 提示が必要であるなら、しっかり

 証券会社や保険会社等の金融機関は、

顧客のマイナンバーを法定調書などに

記載し、税務署などに提出することが定

められています。今後、さらに利用範囲

が拡大される場合には、番号法の改正が

必要となります。 

－ 



 

 

検討を行い、異なった方法あるいは

手段で行われるべきである。 

 区は法令の定めるところに従い、適切

に対応します。                                            

11  マイナンバー制度は個人情報の

侵害が心配である。国民健康保険や

国民年金にそれぞれ番号があるの

だからそれで良い。制度は廃止した

ら良い。 

マイナンバーは、住民票を有する全て

の方に一人一つの番号を付して、複数の

機関に存在する個人の情報が同一人の

情報であることを確認するために、新た

な番号として導入されるものです。 

区は、制度の趣旨に則り、番号法その

他関係法令を遵守して、適切に運用しま

す。 

－ 

12  区民にとっての利便性よりも「個

人情報漏えい」などのリスク、デメ

リットを明確に示すことが必要で

ある。 

「区民の利便性の向上および行政

の効率化が実現できること」の判断

指標や費用対効果が、具体的に示さ

れておらず、区民へのリスクを上回

る効率化が明らかでない以上「積極

的にマイナンバーの利用を図る」べ

きではない。 

 「取組方針」（素案）では、リスクが

存在することを前提に、その対策とし

て、制度面およびシステム面における保

護措置や、区における情報システムのセ

キュリティ強化など、常に個人情報の保

護に万全を期して取組んでいくことを

記載しています。 

 現在、制度導入に向けて、国において

システム等を構築中でもあり、効率化に

ついて具体的な数値はお示しできませ

んが、マイナンバー制度は、ご意見にあ

る「利便性」と「効率化」だけではなく、

「公平かつ公正な社会の実現」も目的の

一つです。 

番号法に規定する基本理念や地方公

共団体の責務等に則り、マイナンバー制

度の活用に向け、取組みを進めます。 

○ 

13  通知カードは世帯主に家族分が

まとまって届くため、ＤＶなど事情

があって住居を共にしていない家

族本人に届かない場合がある。区は

対応について具体策を示すべきで

ある。また、本人が個人番号カード

を受取りに行けない場合の対応に

やむを得ない理由で住民票の住所以

外の居所に一時避難しているＤＶ等被

害者については、事前に居所情報の登録

申請についての案内などの周知を行い、

通知カードが居所へ届くように対応し

ます。 

また、代理人への個人番号カードの交

－ 



 

 

ついても明確にされていない。例え

ば要援護者、要介護者、子どもにつ

いてはどのように対応するか、代理

を認める範囲など示すべきである。 

 個人情報保護条例に基づくとし

ても区民にわかりやすい説明が必

要である。 

付については、国が作成する要領によっ

て具体的にその範囲などが示される予

定です。 

 

14  個人番号の真正性確認の措置の

内容として、個人番号カードまたは

通知カードと身分証明書の組み合

わせとしているが、それらがない場

合は諸手続が行えないということ

なのか。個人番号カードを希望しな

い場合の諸手続きについても記載

すべきである。 

番号法施行令および施行規則により、

本人確認の方法が規定されています。個

人番号カードや通知カードの提示が困

難な場合には、別の書類の提示をもって

本人確認の措置をとることも定められ

ています。 

従って、個人番号カードまたは通知カ

ードと身分証明書の組み合わせでない

場合でも手続を行うことは可能ですが、

関係規定に基づく本人確認は必須とな

ります。 

 ご意見を踏まえ、本人確認において個

人番号カードや通知カードの提示が困

難な場合の取扱いについて、「取組方針」

に追記します。 

◎ 

15  個人番号カードの IC チップに空

き容量があり、個人情報が本人の確

認がないままに拡大利用されるこ

とも懸念される。区民が不安と不信

を抱く要素であり、利用範囲を拡大

する前に区民に諮るべきである。区

としての考えを明確に示すべきだ。 

個人番号カードのＩＣチップの空き

領域を利用する場合は、番号法第 18 条

の規定に基づき、条例で定めることが必

要です。 

今後、区において利用する場合には、

条例に規定します。 

○ 

16  マイナポータルを利用できるの

はパソコン操作できる人のみであ

る。また、パスワードなど、委託業

者を装って作成する悪質な犯罪や

ウイルス、なりすましの手口は巧妙

マイナポータルは、現在国で検討が進

められていますが、高齢者や障害者の方

の使いやすさにも配慮するとともに、パ

ソコンがない方等でも利用できるよう、

公的機関への端末設置が予定されてい

● 



 

 

である。マイナポータルで自分の情

報の提供履歴に不服があった場合、

区民にとってどのような権利があ

るのか示すべきだ。 

ると聞いています。なお、マイナポータ

ルを用いない書面による開示請求も可

能です。 

情報提供が番号法の規定に反して行

われたと認められる場合については、先

に改正された練馬区個人情報保護条例

の規定により、実施機関に対し提供の中

止を請求することができます。また、情

報提供等記録に誤りがあると認められ

るときは、実施機関に対し訂正の請求

をすることができます。 

17  個人情報保護評価について、それ

ぞれの担当部署では把握していて

も全体を把握している職員がいな

いのではないかと思う。総合的に判

断できる最終責任者を明確にすべ

きである。 

情報漏えいは故意に行われるだ

けでなく、人的ミスによっても起こ

る。区のチェック体制を明確に示す

こと、情報取り扱いの規定や運用マ

ニュアルの見直しなどを定期的に

行うことも取組方針に盛り込むべ

きである。 

特定個人情報保護評価は、番号法の規

定に基づき、練馬区長・練馬区教育委員

会を実施機関として行うものです。 

取組方針（素案）では、特定個人情報

保護評価書の内容について毎年度自己

点検を行い、結果を公表することや、毎

年度情報セキュリティ監査を行い、必要

に応じて運用の見直しを図ることなど

を記載しており、個人情報の保護につい

ては不断に取組むこととしています。。 

○ 

18  罰則の強化について、想定される

不正な行為が 9 項目あるが、罰則を

厳しくしてもこれだけのことが実

際に起こり得ると想定している。 

個人情報の漏えいは罰則、罰金で

済むことではない。これまでも区で

は事務手続きのミスや情報漏れが

多数あり、その都度マニュアルの見

直しや職員の研修強化を実施して

いるが改善されていない。 

個人情報の重要性やマイナンバー制

度導入による罰則の強化等について、職

員や受託事業者に対する研修等を行う

ことで、情報保護の意識を徹底します。 

○ 



 

 

このような問題についてどのよ

うに取り組んでいくのか区民が納

得するように示すべきである。 

19  制度について丁寧な説明がおこ

なわれていない。よく理解していな

い区民が大勢いることは問題だ。小

学校区で１か所など、小範囲で回数

を多く説明会を開催するべきであ

る。 

 区報特集号や区ホームページへの掲

載をはじめ、町会・自治会を通じた周知

やケーブルテレビの「ねりまほっとライ

ン」その他様々な手段で、きめ細かな広

報に努めます。本年９月からコールセン

ターを開設し、10 月にはマイナンバー制

度の周知チラシを全戸配布する予定で

す。 

職員の研修等については、区ではこれ

までもマイナンバー制度に関する職員

向けの研修や関係所管課とのヒアリン

グ等を行ってきました。 

遅滞なく庁内体制を整えた上で、制度

の趣旨に則り、番号法その他関係法令を

遵守して、適切に運用します。 

－ 

20  来年 1 月実施に職員の研修や対応

策、区民への周知などが間に合うと

は思えない。特に高齢者の世帯や単

身者への対応が不十分なままでの

導入は問題である。制度導入には反

対の意見もあることから、多くの区

民が納得しないかぎり、導入を見送

るべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２ 条例（骨子案） 

 

 (1) 区民からの意見 

    １件（１名） 

 

(2) 意見の反映状況 

◎ 条例案の作成に意見を反映するもの －件 

○ 「骨子案」に意見の内容に対する記述があり、その旨説明したもの －件 

● 既に区において実施しているもの －件 

－ 上記以外のもの 1 件 

 

 (3) 区民からの意見の内容と、それに対する区の回答・考え方 

№ 意見の内容 区の回答・考え方 
反映

状況 

１ 「練馬区の責務」に記載のある

「必要な措置を講ずる」では、区民

の納得を得られないと思われるの

で、具体的な内容の規定とするこ

と。例えば、「個人番号利用におい

て発生した個人に対する損害につ

いては、担当部署において誠意をも

って対処するものとし、当該個人が

責を負うべき場合を除いて、別途定

める規定により責任者の処罰ある

いは被害者への適正なる補償を行

うものとする」を加える。別途の規

定は、具体的な法定刑記載が望まし

い。 

 条例（骨子案）「３ 練馬区の責務」

の記載については、番号法第５条にある

「地方公共団体の責務」の規定を踏まえ

たものとしました。 

 区における情報セキュリティ対策等

の具体的な内容については、練馬区情報

セキュリティポリシー等に規定する予

定です。 

 なお、ご意見にある法定刑について

は、番号法の規定が直接適用されること

から、区において規定を設けることは考

えていません。 

－ 

 

 

 

 


