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「武蔵野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

(仮称)」の基本的な考え方について        

 

 

１ 行政事務における個人情報の取り扱いの原則   

行政の使命は住民福祉の向上であり、サービスを受ける住民一人一人がどのような状況にあるかを行

政が把握することで、多様化する住民ニーズにきめ細かく対応していくことが可能となります。そのた

め、行政サービスを展開していくうえでは、住民の個人情報を行政が把握することが必須となります。 

  しかしながら、個人情報は住民の意図しないところでみだりに使用されるようなことがあってはなら

ないため、個人情報保護法制の中で、以下のような原則を定めています。 

 

 当該行政事務を行う上で必要最小限の個人情報しか収集してはならない（適正収集の原則） 

 ある事務において収集した事務は、法令に定めがある場合、本人の同意がある場合、住民の生命に

関わるような場合などを除いて、当該事務以外で使用してはならない。（目的外利用の制限） 

 

２ 現状の課題  

    原則として他の業務で収集した情報を利用することができないため、複数の行政機関間はもちろん

のこと、同じ市役所の内部においても部署間での個人情報のやり取りに制限がかかり、それぞれの事務

において同じ内容の情報を本人から取得せざるを得ないことがあります。 

また複数の行政機関の間で保有している情報が同一人のものであるということを特定することに多

くの労力がかかっていることに加え、誤りが発生しやすくなるという弊害も起きています。（年金記録

問題など） 

これら、行政事務の非効率化により、住民の利便性が阻害されるとともに、公平・公正な行政サービ

ス提供が困難になるといった課題があります。 

 

３ 番号制度の趣旨  

個人情報保護法制の中で定めた原則を守りつつ、かつ、現状の課題を解決するために、番号制度（マ

イナンバー制度）が創設されました。制度の主な趣旨は、以下のとおりです。 

 

 複数の機関で持つ情報を結びつけるための新しい番号（マイナンバー）をすべての住民が持つ。 

 マイナンバーを利用することができる主体と事務の種類を法律上で限定。 

 さらに、当該事務において他の機関と情報を連携できる情報の種類も法律上で限定。 

 主体、事務、情報を明確に限定したうえで、それらに限り行政機関の間で情報の連携をすることが

できる旨を法制度化。 

 目的は、住民の利便性向上（添付書類の削減等）、行政事務の効率化、公平公正な社会の実現。（社

会保障の不正受給や税の過少申告などを防止しやすくなる） 

 上記以外の利用がされないようにするための安全対策を厳密に規定。 

※ 制度のより詳しい説明については、「資料４ マイナンバー制度概要」をご参照ください。 

資料３ 
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４ 本条例制定の趣旨  

国の法律に基づく全国一律の行政事務（以下「法定利用事務」といいます。）については、前記の趣

旨においてマイナンバー法1にてマイナンバーを利用できる旨を規定しています。ただ、全国では地域の

独自性に着目した、地方公共団体による独自の行政サービスが数多く展開されています。そのため、そ

れらについても法の趣旨のもとで、マイナンバー利用をできるようにする必要があります。そこで、マ

イナンバー法においては、法と同様の趣旨において地方公共団体の条例に規定することにより、それら

の独自サービスにおいてもマイナンバーを利用できる旨を規定しています。 

本条例「武蔵野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(仮称)」は、その規定に基づ

いて制定するものです。法の趣旨に則り、マイナンバーを利用できる事務の種類と連携できる情報の種

類を特定すること、またそれら特定された事務においてマイナンバーを利用する際に、その適切な取扱

いを確保するための必要な措置を講じること等を規定します。 

 

５ 市が本条例においてマイナンバーの利用を行う事務について  

（１）独自利用事務についての規定 

 マイナンバー法第９条第２項において、地方公共団体の長その他の執行機関は、社会保障・税・防災

に関する事務であって条例で定めるものの処理に関し、保有する特定個人情報ファイル2において個人情

報を効率的に検索・管理するために必要な限度において、個人番号を利用することができる旨が規定さ

れています。このような条例で定める事務を「独自利用事務」といいます。 

    

★具体例… 法定利用事務である児童手当と複写式の申請書で個人番号を収集する「乳幼児及び義務教

育就学児の医療費助成」事務など 

 

図１【法定利用事務と独自利用事務】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 マイナンバー法の正式名称…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 
2 特定個人情報ファイル…マイナンバーやマイナンバーに対応する符号をその内容に含む個人情報ファイルのこと 

法定利用事務 98 事務 

（地方税・国民健康保険・介護保険・ 

生活保護等） 

 

 

独自利用事務 

（乳幼児及び義務教育 

就学児の医療費助成等） 

平成 28 年 1 月から

番号利用開始 

社会保障・税・災害対策に関する事務 

＜本条例にて規定＞ ＜マイナンバー法にて規定＞ 

 

法定利用事務と一体的に実施される事務は、平成 28 年 

１月から番号利用開始。それ以外の独自利用事務は、 

平成 29 年 7 月から利用開始 
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（２）庁内連携についての規定 

  マイナンバー制度においては、他の行政機関との情報連携が行われることにより、例えば新しく転

入した先の自治体のサービスを受ける際に必要な前住所での所得の情報などを情報連携にて取得す

ることで、従来必要としていた所得証明等の添付書類を無くし、市民の利便性の向上につなげていき

ます。 

この情報連携は、マイナンバー法の規定に基づき国が設置する「情報提供ネットワーク」を経由し

ないと行うことができません。情報提供ネットワークを経由する情報連携はすべて記録され、いつ自

分の情報がどの機関からどの機関に対して連携したかを国民自らが確認できる「マイナポータル」と

呼ばれる仕組みも合わせて構築されます。なお、地方公共団体においてこの情報連携が開始されるの

は平成 29 年 7 月からの予定です。 

 

図２【情報連携のイメージ】  

 

   

 

 

マイナンバー法においては、この情報連携による特定個人情報（マイナンバーをその内容に含む個

人情報）の利用は、複数の事務をまたがって行うことは想定されておらず、あくまでマイナンバー法

上で規定されたある特定の事務において利用することのみが認められています。 

 

図３【マイナンバー法に基づく情報連携のイメージ】 

        武蔵野市                       国・都・他市区町村等 

 

  

 

 

 

 

 

 

そのため、一つの事務を処理するために利用する特定個人情報を、庁内で行う他の事務を処理する

ために利用するためには、マイナンバー法第９条第２項の規定に基づき、地方公共団体の条例に規定

することが必要となります。 

Ａ事務 Ｂ事務 

情報提供ネット 

ワークシステム 

マイナンバー法に基づく他機関との情報連携 

情報提供ネット 

ワークシステム 
武蔵野市 

特定個人情報 

平成 29年 7 月から開始 

特定個人情報 

特定個人情報 

国・都・他市区町村等 
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図４【条例に規定することで可能になる庁内連携のイメージ】 

武蔵野市  国・都・他市区町村等 

                             

  

   

 

 

  

 

 

   

 

 

また、地方公共団体の庁内連携は、以下の二種類に大別され、本条例においては、それぞれについ

て、庁内連携を行うことができる機関、事務の種類及び連携できる特定個人情報の種類を列挙して規

定します。 

 

 

（ア）法定利用事務間の連携   

  マイナンバー法第１９条第７号の規定により他の行政機関等との特定個人情報の連携について定

めている同法別表第２の規定の内容を本条例において包括的に定めることにより、庁内連携について

規定し、同表に規定されている特定個人情報であって本市の同一機関が保有するものを、同表に規定

されている事務を処理するために必要な限度で利用することを可能とします。 

 

★具体例… 国民健康保険に関する事務を処理するにあたり、地方税に関する事務において保有・管

理する特定個人情報を利用する場合など 

  

 

（イ）独自利用事務の連携    

 独自利用事務について、庁内連携により、市民の利便性の向上や行政事務の効率化につながると考

えられるものについて本条例に個別に規定します。 

 

★具体例… 地方税の賦課に関する事務などにおいて保有する特定個人情報を、独自利用事務として

規定する予定の「乳幼児及び義務教育就学児の医療費助成」において必要な限度で利用す

る場合など。 

 

  

特定個人情報 

条例に基づく市の機関内での情報連携 

マイナンバー法に基づく他機関との情報連携 

Ａ事務 Ｂ事務 

情報提供ネット 

ワークシステム 

特定個人情報 
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（３）同じ地方公共団体内部の他機関への特定個人情報の提供 

  マイナンバー法第１９条第９号において、条例を定めることで、必要な限度で同じ地方公共団体内

部の他機関への特定個人情報の提供が認められていることから、本条例において規定します。 

 

★具体例… 教育委員会の事務である就学援助費において、市長部局から特定個人情報（個人番号と

結び付けられた税情報）を入手する場合など。 

     

図５【条例に基づく提供のイメージ】  

 

 武蔵野市 国・都・他市区町村等 

                  

 

 

 

 

 

 

６ マイナンバーの利用に対する武蔵野市の方針  

マイナンバー法の理念においては、マイナンバー制度の活用により市民の利便性向上や行政の効率化

を推進することとしています。しかし、市民の視点においては新しい制度に関して個人情報保護につい

ての不安や懸念・危惧も存在している点を考慮し、本制度への対応においては、個人情報保護を重視し

ながら準備を進めることとします。 

よって、当初においては、事務の性質上法定利用事務と不可分である事務のみを独自利用事務として

規定し、その他の独自利用事務（個人番号カードの独自利用を含む）については、本制度が施行され、

個人情報の保護が確実に行われることを確認したうえで順次実施していくこととします。 

なお、独自利用事務については、「各種行政事務における添付書類の削減」を、現時点における市民

にとっての番号制度の最大のメリットであると位置付け、庁内の各種手続について今後計画的に添付書

類削減のための独自利用の準備を進めていきます。（他機関との情報連携が開始される平成 29 年７月を

目途に条例改正の予定） 

 

７ 条例に盛り込む主な内容  

(１)趣 旨    

マイナンバー法第９条第２項に基づく個人番号の利用及び同法第１９条第９号に基づく特定個人

情報の提供に関し必要な事項を定めるものとします。 

 

(２)定 義 

  用語の定義を、次のとおり定めます。 

① 個人情報 

マイナンバー法第２条第３項に規定する個人情報をいいます。 

 

教育委員会

Ａ課 

市長部局

Ｂ課 

特定個人情報 

情報提供ネット 

ワークシステム 

条例に基づく市の機関間での情報連携 

特定個人情報 

マイナンバー法に基づく他機関との情報連携 
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② 個人番号 

マイナンバー法第２条第５項に規定する個人番号をいいます。 

③ 特定個人情報 

マイナンバー法第２条第８項に規定する特定個人情報をいいます。 

④ 個人番号利用事務実施者 

マイナンバー法第２条第１２項に規定する個人番号利用事務実施者をいいます。 

⑤ 情報提供ネットワークシステム 

マイナンバー法第２条第１４項に規定する情報提供ネットワークシステムをいいます。 

 

 (３)市の責務 

 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措

置を講じることとします。 

 

 (４)個人番号の利用範囲 

① 個人番号の独自利用を行う事務を規定します。（条例別表第１） 

② 個人番号の独自利用を行う事務の処理のための庁内連携を規定します。マイナンバー法別表第２に

規定されている事務以外の庁内連携を個別に別表に規定します。（条例別表第２） 

③ マイナンバー法に定められた個人番号利用事務の処理のための庁内連携を行う旨を包括して規定

します。 

④ 情報提供ネットワークシステムから法的に情報を取得できる事務については、最新情報を取得しま

す。 

 

(５)特定個人情報の提供 

同一地方公共団体内の他機関へ特定個人情報を提供する場合には、マイナンバー法第 19 条第９号に

基づく条例の規定を設ける必要があります。（条例別表第３） 

 

(６)規則への委任 

 この条例の施行に際して必要な事項は規則で定めます。 

 

(７)施行日 

 この条例の施行日は、マイナンバー法附則第１条第４号に掲げる規定の施行日から施行します。 

具体的には、平成 28 年 1 月 1 日となります。 
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【別表のイメージ】 

条例別表第１ 

 

条例別表第２ 

 

条例別表第３ 

 

８ 今後の予定  

○ 平成２７年６月１５日～７月３日  市民意見の募集 

○ 平成２７年６月１５日 市報むさしの・武蔵野市ホームページに掲載 

○ 平成２７年９月議会 「武蔵野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(仮称)」を上程 

○ 平成２８年１月  条例の施行（以降も必要に応じて改正する） 

・ 

  

機関 事務 

１ 市長 ○○費助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定

めるもの 

２ 教育委員会 ○○料徴収条例による○○料の減免に関する事務であって規則で定めるもの 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 ○○費助成に関する条例による助成金の

支給に関する事務であって規則で定める

もの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

２ 教育委員会 ○○料徴収条例による○○料の減免に関

する事務であって規則で定めるもの 

生活保護法による保護の実施に

関する情報であって規則で定め

るもの 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

１ 教育委員会 ○○料徴収条例による

○○料の減免に関する

事務であって規則で定

めるもの 

市長 地方税関係情報であって規則で

定めるもの 
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◆マイナンバー法参照条文 

（利用範囲） 

第九条 別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者（法

令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、

その者を含む。第三項において同じ。）は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情

報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用するこ

とができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 

２  地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税（地方税

法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。）又は

防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人

情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用する

ことができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 

３～５ （略） 

（個人番号カードの利用） 

第十八条 個人番号カードは、第十六条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲

げる者が、条例（第二号の場合にあっては、政令）で定めるところにより、個人番号カードのカード記録

事項が記録された部分と区分された部分に、当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電磁的

方法により記録して利用することができる。この場合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、

滅失又は毀損の防止その他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとして総務大臣が定める基

準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。 

一 市町村の機関 地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務 

二 特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であって

政令で定めるもの 当該事務 

（特定個人情報の提供の制限） 

第十九条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 

一～六 （略） 

七 別表第二の第一欄に掲げる者（法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこと

とされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。）が、政令で定め

るところにより、同表の第三欄に掲げる者（法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人情報の利

用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含

む。以下「情報提供者」という。）に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の

第四欄に掲げる特定個人情報（情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。）

の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個

人情報を提供するとき。 

八 （略） 

九 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理

するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。 

十～十四 （略） 


