
はじめに

2016年１月から、「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」（2013年法律27号、以下「法律」と

略称する）、いわゆるマイナンバー法が施行

されました(1)。そこでは、すべての事業所が

2016年１月以降、源泉徴収票などの税・社会

保障関係の手続にこの番号を記載することに

なるとされます。

現段階（2016年７月）では、多くの事業所

等において、だいたいのシステムの構築も終

了している頃ではないかと思われます。しか

しながら、この制度が国民・住民のプライバ

シーを侵害する可能性をともなうという本質

は、一切かわっていません。むしろ、現段階

で税務と社会保障と災害対策に限定されてい

るその運用が、将来的には行政のあらゆる分

野にまで拡大し、さらには金融機関等を通じ

て、日常生活の隅々にまで滲透し、拡大して

いく可能性は、ますます強まっています。

「Googleに12ケタの番号を打ち込んで検索

ボタンを押したら、自分の名前が出てくるよ

うな時代になるのではないか」――以前私が、

ある会議の席上で総務省のとある課長に尋ね

たところ、彼は率直に、「そうなるでしょう

ね」と答えました。生活のすみずみまで国民

を監視する国家、そのことを前提として人び

とがつくりだす社会――そのような社会の到

来をなんとかして阻止する方法を考えてみま

しょう。

１．マイナンバー制度にまつわる国民・住民

の権利・義務

（１）従業員に対する提出等の強制はＮＧ

マイナンバー制度とは、国民個々人に番号

をふり、それを行政手続等におけるキーとし

て用いることで、行政の窓口における事務作

業を効率化する制度です。「法律」２条５項

でいう個人番号とは、同８条１項に基づいて、

市町村長が住民基本台帳に記載された住民の

情報を「地方公共団体情報システム機構」

（同法２条14項）に通知し、これに対して同

機構が12ケタの番号を付番し、市町村長に通

知し、この番号を市町村長が「通知カードに

より通知」するとします（同７条２項）。住

民は、通知カードを受けたのちに、市町村長

に申請することにより、「個人番号カード」

の交付を受けることができます。

しかしながら、ここで重要なのは、この段

階ですでに個々人に、12ケタの個人番号がシ

ステム機構によって付番されているというこ

とです。いちいち「個人番号カード」を申請

しなくても、すでに番号は個々人にふられて

いるのです。

それでは、個々の国民・住民は、何を求め

られているのでしょうか。

多くの事業所の場合、その雇用する労働者

に対して、その本人および扶養家族の個人番

号の届出を要請するところが多いと思われま

す。問題は、この①使用者による個人番号の

徴収と、②労働者がその求めに応じることと

いう２段階の行為が、どのような法的性質を

もつのかです。

事業所において、従業員の源泉徴収票・給

与支払報告書の提出に際して、税務署長に法

定調書を提出するために従業員の個人番号を

記載する事務を、「個人番号関係事務」とい

います（「法律」２条11号）。これに対して、

「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して処理
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する事務」（同10号）、すなわち「個人番号

利用事務」を行う者を、「個人番号利用事務

実施者」（同12号）といいます。ここで個人

番号が利用される局面とは、「個人番号利用

事務実施者」が、その事務遂行に際して「個

人番号関係事務実施者」が作成する源泉徴収

票や給与支払報告書の書式に設定された個人

番号記載欄に従業員の個人番号を記載する際

に発生します。「個人番号利用事務実施者」

だとか、「個人番号関係事務実施者」だとか、

似たような漢字が並んでいるのに、実は２文

字しかかわらず、面倒くさいので、「利用」

＝行政、「関係」＝事業者と覚えてください。

問題はここで、いかなる法的拘束が発生す

るかです。

「利用範囲」に関して「法律」９条各号は、

いずれも、税務、社会保障、および災害対策

において、「必要な範囲で個人番号を利用す

ることができる」とするのみであり、「利用

しなければならない」とはなっていません。

同様に、「提供の要求」に関して「法律」14

条１項も、個人番号利用事務等実施者が、

「個人番号利用事務等を処理するために必要

があるときは、本人又は他の個人番号利用事

務等実施者に対し個人番号の提供を求めるこ

とができる」とするのみです。そこでは、個

人番号利用事務実施者すなわち行政が、これ

に対して、提供を要請される側である「個人

番号関係事務実施者」、すなわち事業者に対

して、その届出を義務づけるような根拠規定

は存在しません。単に「法律」６条で、「個

人番号及び法人番号を利用する事業者は、基

本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個

人番号及び法人番号の利用に関し実施する施

策に協力するよう努めるものとする」とする

のみです。もしもこのような場合に、届出等

に法的強制力をもたせようとすれば、通常で

あれば、行政が事業者に対して「提出命令」

等を発し、これに違反した場合に罰則で担保

するとの規定が考えられるはずです。ところ

が「法律」67条以下に規定されている罰則の

どこを見てもそのような規定は存在しません。

むしろ67条は、「個人番号利用事務実施者」

（つまり行政）が、「正当な理由がないのに、

その業務に関して取り扱った個人の秘密に属

する事項が記録された特定個人情報ファイル

を提供したとき」を対象としています。すな

わち、事業者が従業員の個人情報を徴収し、

あるいはそれを文書に記載して提出する義務

など、法的にはどこにも存在しないのです。

ましてや、「本人」が事業者に個人番号を

届け出る義務など、一切存在しません。

さらには、「本人」が行政に協力しなけれ

ばならないとか、あるいは雇用主に協力しな

ければならないとの規定など、存在しません。

というよりも、国、都道府県、市町村のいず

れも、いちいち「本人」が記載などしなくて

も、すでに個人番号を知っているのです。個

人番号の生成過程を考えると、市町村長は

「地方公共団体情報システム機構」から個人

番号の通知を受けているはずですので、知ら

ないはずはありません。都道府県にしても国

にしても、「法律」21条以下で規定する情報

ネットワークシステムを用いて、総務大臣を

経由して（「法律」21条２項）、個人番号を

照会できるのです。

まずこの点を正確に理解しなければなりま

せん。

（２）それではなぜ雇用主は、あたりまえの

ように提出を求めるのか？

それにもかかわらず、雇用主は「個人番号

関係事務実施者」として、従業員の個人番号

を収集しようとします。たとえ筆者の勤務す

る三重大学では、昨年12月段階で、「事業者

が行っている社会保障、税等の事務手続にマ

イナンバーを付与することが義務づけられ」

たので、「本学におきましても、職員および

職員の扶養親族のマイナンバーを取得する必

要がありますので」、「(1)『個人番号カー

ド』のコピー（裏表両面）」または「(2)

『通知カード』のコピー」により、「提供方

よろしくお願いします」との内容でした。上

記のように、「義務づけ」など存在もしない
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のですが、大学としては、国から運営費交付

金で「支援」してもらっている「国立大学法

人」である以上、国には逆らえない、という

ことでしょうか。そもそも国は国立大学法人

を「支援する」のではなく、日本国憲法26条

に基づいて、国民に教育の機会均等を保障す

るために、その運営を「保障」すべきもので

はないかと思うのですけれども、どうもその

考え方は大学の高級職員には通用しないよう

です。

なお、上記のように大学＝事業主が「取得

する必要」とはいっても、事業主が個々の労

働者の源泉徴収票等に記載しなければいいだ

けの話ですので、ここでいう「必要」など存

在しません。

それにもかかわらず、社会的には、事業主

の求めに応じて労働者は個人番号を届出する

「ものである」との「常識」が広がっている

ようです。筆者が聞いたところでは、扶養家

族以外も含む家族全員の個人番号の届出を求

められたとの話もあります。職場での力関係

上、いかんともしがたいということでしょう

か。

事業主の求めに応じて個人番号を提供する

のは、その求める主体が事業主だからでしょ

う。つまり、法律上に根拠のある権力以上に、

社会的な権力の方が強力だからです。民間企

業において、自分以外の人が事業主の求めに

あたりまえのように従っている実態こそが

「常識」だと考えるのであれば、個人番号を

提出しない者は、それだけで「非常識」な人

ということになります。その後に続く、会社

の経営者や同僚からの目線を気にしているの

でしょうか。

そのかぎりで、個人番号の届出要請は、企

業、あるいは社会において強制力を発揮して

いるのです。

（３）個人番号の記載を拒否したらどうな

るのか？

それでは、実際に従業員個々人が使用者＝

事業主の求めを断って、個人番号の提出を拒

否したらどうなるのでしょうか。

実は、雇い主が従業員から個人番号の提供

を拒絶される事態について、政府もすでにお

り込みずみです。内閣官房「マイナンバー

社会保障・税番号制度」というサイトによる

と、「従業員等がマイナンバーの提供を拒ん

だ場合、どうすればいいですか？」との質問

に対して、「社会保障や税の決められた書類

にマイナンバーを記載することは、法令で定

められた義務であることを周知し、提供を求

めてください」としつつ、「それでも提供を

受けられないときは、書類の提出先の機関の

指示に従ってください」と記載されています
(2)。雇い主から個人番号未記載の書類を受理

しても、ただちに不利益措置はないようです。

この点、国立大学法人三重大学など、事業

者によっては、「マイナンバーの届出をしな

い従業員にはご自分で手続していただくこと

になる」などという者もいるようです。この

「手続」の内容はただちに明らかではないの

ですが、仮にこれが源泉徴収や年末調整など

の事務であるとすれば、所得税法183条に違

反し、同法240条に基づく罰則適用の可能性

もあります。

２．マイナンバー制度が実施された社会とは？

（１）マイナンバーのメリット？

それでは、個人番号が付番されることで、

何かいいことがあるのでしょうか？

マイナンバー制度の導入に際して、そのメ

リットとして政府は、「１．行政の効率化」

「２．国民の利便性の向上」「３．公平・公

正な社会の実現」の３点を挙げました。「行

政の効率化」は直接国民に関係ありません。

これに対して「２．国民の利便性の向上」は

どうでしょうか。

たとえば2014年２月の内閣官房の文書はさ

らに、「より正確な所得把握が可能となり、

社会保障や税の給付と負担の公平化が図られ

る」としつつ、さらに「真に手を差し伸べる

べき者を見つけることが可能となる」「大災

害時における真に手を差し伸べるべき者に対
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する積極的な支援に活用できる」などとしま

す(3)。つまり、「真に手を差し伸べるべき者」

とそうでない者との峻別が正確にできるよう

になるというわけです。

そもそもどういう行政分野での活用が想定

されているのでしょうか。利用範囲について

同法９条の別表第１では、98項目が列挙され

ています。前述のように、「法律」３条２項

に基づいて、 初は「税務」「社会保障」、

「災害対策」の３分野で、政府がマイナンバー

制度の導入に固執する 大の動機は、国民の

所得・資産を国家が委細漏らさず把握するし

くみを構築することです。さらには、「負担

を求められる保険料と将来得られる可能性の

ある給付額との収支勘定をＩＤシステムを活

用することで国民みずからに確認させる、す

なわち国民一人ひとりに具体的な金額として

“社会保障の損得”を確認させるとともに、

この確認作業により給付への不安が生じた国

民に対し自己責任のもと民間保険や金融商品

を契約、購入させることを図る自律を促す仕

組み」、すなわち「社会保障個人会計」を意

図しているといわれています(4)。

政府がいう「社会保障や税の給付と負担の

公平化」が、マイナンバー制度による「より

正確な所得把握」によってなされるとしたら、

第１に、社会保障制度の受給者はつねに、そ

の個々人の過去の納税等の負担を気にせざる

をえなくなります。第２に、そのことを通じ

て、国家の財政力にあわせて、給付水準が調

節されやすくなります。国民個々人が、社会

保障サービスをその負担能力に応じて購入す

る――このことを逆から見ると、個々人レベ

ルでのより正確な応益負担主義の強化です。

政府は、その言い分として、「添付書類の

削減など、行政手続が簡素化され、国民の負

担が軽減されます。 行政機関が持っている

自分の情報を確認したり、行政機関から様々

なサービスのお知らせを受け取ることができ

ます」とします。しかし、今後予想される生

活の困窮と比べれば、明らかに些末な話です。

さて、個人番号がどのように国等によって

利活用されているのかを個々人レベルで確認

できるのが、「マイナポータル」です。「自

宅のパソコンから様々な情報を取得できる個

人用サイト」で「個人情報のやりとりの記録

が閲覧できるようになります」。そこでは、

「自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供し

たのか確認できます」「行政機関などが持っ

ている自分の個人情報の内容を確認できます」

「行政機関などから一人ひとりに合った行政

サービスなどのお知らせが来ます」としてい

ます(5)。

マイナポータルは、政府が出し入れする個々

人の個人情報の流れを監視することができま

す｡そのことを通じて、自己に関する行政活

動の流れも一定程度監視することができます。

しかしながら、監視を怠ったらどういうこと

になるのでしょうか。支払ったはずの年金保

険料が支払われていないことになっていると

いう場合、以前は政府の責任でした。これか

らは、その監視を怠った国民個々人の責任に

なるのでしょうか。気になるところです。政

府を監視するのが情報公開制度です。これに

対してマイナンバー制度とは、個人番号の流

れを国民個々人に監視させることを通じて、

個々人に関する行政の適正な遂行のチェック

の責任を個々人に転嫁させるものかもしれま

せん。

なお、付言すると、国民個々人がその個人

情報のやりとりを一括して確認できるという

ことは、行政はそれ以上に個人情報の動きを

まとめて正確に把握する技術を手にしたとい

うことでもあります。

（２）国家による民間企業に対する経営資源

の供与？

さて、個人番号の活用範囲は、さしあたり

「社会保障制度、税制及び災害対策に関する

分野」における行政手続を想定しているよう

です。しかし、本法３条２項は、「他の行政

分野及び行政分野以外の国民の利便性の向上

に資する分野における利用の可能性を考慮」

するとしています。この規定によると、上記
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３分野、さらには行政を超えた民間の分野に

も拡大することが想定されているのです(6)。

個人番号の利活用は、行政だけに想定され

ていません。2015年５月20日に開催された高

度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部

（IT総合戦略本部）新戦略推進専門調査会マ

イナンバー等分科会第９回会合で出された

「マイナンバー制度利活用推進ロードマップ

（案）」（福田内閣府大臣補佐官提出資料）
(7)によると、個人番号カードの国家公務員の

身分証明書としての活用（2016年１月）、個

人番号カードに仕込まれているICチップの民

間開放（同４月）による民間企業の社員証と

しての活用や民間のポイントカードとしての

利用、個人番号カードの公的個人認証におけ

る活用による公的認証の民間開放の実現（20

16年１月以降）による興行チケット等の販売

サービスの可能化など，夢は広がります。さ

らに、「個人番号カードをデビッドカード、

クレジットカード、キャッシュカード、ポイ

ントカード、診察券などとして利用」するな

どの「ワンカード化の促進」、「スマホ等の

デバイスにダウンロードして代用できるよう

研究･関係者との協議のうえ実現」、「資格

試験や入学試験の受験票としての活用」によ

る替え玉受験対策、運転免許証との一体化、

医師免許、教員免許等との一体化、学歴証明、

健康保険証オンライン資格確認など構想され

ています。

そのための一歩として、2015年８月28日に

成立した個人情報の保護に関する法律20条の

11の２は、金融機関等が政令で定めるところ

により、「預貯金者等情報を当該預貯金者等

の個人番号により検索することができる状態

で管理しなければならない」と改正されまし

た。

１枚のカードで日常生活の煩雑な部分を処

理できる。国民個々人にとっても、このよう

な「ワンカード化」は便利なように感じられ

ます。

しかしながら他方で、情報社会とは、情報

を事業活動発展の資源として利活用する社会

です。これらの個人情報を横につなぐことで、

個人のプロファイリングが生成されるととも

に、そのような情報が個人ではなく集団とし

て蓄積された場合、市場分析を可能とする貴

重な情報基盤が構築されるのです。「丸っと

お見通し」なのは、国だけではないのです。

むしろ、民間の事業者が、その必要と考える

個人情報をその都度検索し、活用し、そして

その都度蓄積していくのです。

まさに個人情報データベースの民間事業活

動のおける切れ目のない利用拡大です。それ

は、行政情報とクレジットカード情報がまと

めて検索できるものです(8)。個人情報を商売

のネタにする個人事業者は、この数年間で急

成長を遂げています。Googleなどその典型で

す。Googleがこの間売り出してきたコンテン

ツを見ると、それはよくわかります。「すべ

ての写真を 1 か所に―自動整理と強力な検

索機能」と銘打ったGoogle Photo、「予約し

たフライト、レストランなどの予定がメール

から自動的に追加されます」とするGoogleカ

レンダー、ストリートビューつきのGoogle M

ap、 近では中止されたと思われる「ローカ

ルディスクおよび指定したネットワークディ

スク上にあるファイルに対するテキスト検索

が行える」と銘打ったGoogle Desktop、「書

籍の全文が登録された世界 大級の包括的な

インデックス」と銘打ったGoogle Books……。

たしかに便利なようですが、これらのサイト

を管理する者には、使いようによっては非常

に有用なマーケット情報が蓄積されているこ

とがわかります。Googleへの広告掲載を請け

負っているアドワーズのサイトによれば、

「総売上げの５～10％をスターティングコス

トの目安に」としているところをみると、大

手検索エンジンサイトへの広告掲載は、その

分の値打ちが見込まれているのです。

アマゾンのウェブページに掲載されている

「あなたへのおすすめ商品」は、個々人にとっ

ても、決して的外れではありません。 近検

索した結果などが反映されていることがわか

ります。このような情報提供が、もっともっ
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と可能となるのです(9)。

また、この狙いは「新成長戦略」によるＩ

Ｔ産業への利益誘導であり、その市場規模も、

「国と民間事業者の負担をあわせると」１兆

円にのぼると試算」されています(10)。

ところで、頭を冷やして考えてみると、こ

れらの民間企業が保有する個人情報と、国や

行政が保有し、やがて民間企業に提供される

個人情報とは、同じ性質のものなのでしょう

か。いいかえると、経営資源としての個人情

報と、国民主権に基づいて行われる行政活動

において利活用される個人情報とは、法的性

格を同一にしているのでしょうか。決してそ

うではないような気がします。

このことは、「国家」というものの形成過

程にかかわる話でもあります。国家など存在

しない段階で「人民」相互がその主張をむき

出しのままでぶつけあっていた歴史的段階の

社会では、その対立・矛盾を解決すべく暴力

手段等を「人民」の個々から剥奪しつつ「国

家」を形成し、それぞれのそれまでの営みを

大限尊重しつつその相互に矛盾する部分に

ついて国家権力が介入することでその矛盾を

解消する、そのために暴力手段等も国家が独

占した――このような近代国家の建国の過程

を念頭に置くと、国家や行政が保有する個人

情報と、民間企業がその経営資源として保有

する個人情報とは、姿形は似ていても、その

法的性格を根本的に異にしていると思われる

のです。民間企業が経営資源として保有する

個人情報とは、国家に先行する社会において、

場合によっては他者の人権を侵害するリスク

をともなうものです｡これに対して国家が保

有する個人情報とは、国家に先行する社会に

おける相互対立関係を解消するために、その

加害者の側の営みの一部を制限することを意

識した性格のものです。

これらを「姿形がたまたま似ている」こと

を奇貨として、相互に融通していいのでしょ

うか。筆者には大いに疑問が残るのです｡

この視点から見ると、マイナンバー制度の

行き着く先は、銀行資本等に対する国家的な

利益供与以外の何ものでもなく、そこには公

共性の名のもとに提供を正当化されうるもの

などほとんどないような気がしてなりません。

もしもそんなに個人情報が欲しいのであれば、

私企業はその社会的な力を縦横に工夫して、

正当に収集すべきです(11)。

このことも意識して制度化してほしかった

と思います。

３．できることは残っている

それでは、私たちに何ができるのでしょう

か。政府に立憲主義的視点も法治主義的視点

も欠落している以上、国民の運動でくいとめ

る以外に方法は存在しません。

（１）まず職場での点検を

できることの第一は、職場で個人番号がど

のように収集され、利用されようとしている

のかをチェックすることです。少なくとも、

この制度に対する不安は払拭されていません。

むしろ、末端の労働者が何気なく使用者＝雇

用主を信頼して、そのいうがままに個人番号

の届出をするのに対して、その届出をさせる

側、すなわち経営の側は、実はかなりの不安

を抱えているようです。三重大学でも、個人

番号の提供を要請する側である企画総務部の

職員のかなりの部分が、この２月段階で届出

していなかったようです。

まずは率直に不安を出しあうことです。こ

の場合、以下の２項目が考えられます。

①本人の個人情報が漏洩することなく適切

に管理されるのかどうか。

②届出しなかったら何らかの法的なまたは

会社からの不利益がくるのかどうか。あるい

は個人番号の利活用を担当する同僚に迷惑を

かけることにならないかどうか。

まずは、使用者に問い合わせることが必要

です。三重大学の場合、上記のように国がい

うから「提供方よろしくお願いします」とあ

るように、まともに説明すらされていないの

が多くのところだと思われます。自分で理解

もしていないものを、従業員に求めていいは
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ずがありません。そこへは、ただちに、以下

の疑問群が発生します。

「マイナンバー制度および個人番号の意義

および目的について、依頼する側の事業主は、

正確に理解して依頼しているのだろうか」、

「国が集めろという以上に、経営側は、どの

ような内部の議論を経て今回のような提出依

頼に至ったのだろうか」、「経営側において

個人番号の提出を依頼する対象の範囲とは？」、

「現在は税務と社会保障と災害対策とされて

いるが、経営側は将来的にみて、どのような

個人番号の使途を予想しているのだろうか」、

「経営側は、どのような個人番号管理上のセ

キュリティ対策を講じているのだろうか。そ

の全体像は？」、「従業員が個人番号の届出

をしなかった場合に、経営側は、所管の府省、

あるいは自治体等によるどのような不利益的

措置を想定しているのだろうか」、「個人番

号の届出を拒否した従業員個々人には外部か

らの不利益的措置があると想定されているの

だろうか」、「個人番号の届出を拒否した従

業員に対して、経営側は何か措置をとろうと

考えているのか」、等々。

これらのそれぞれに対して、納得いく説明

を求めることが必要だと思われます。

そのことを踏まえて、さしあたり以下の要

求を提出することが考えられます。

①事業主は、その雇用する労働者に対しマイ

ナンバーの届出を強制しないこと。

②使用者は、税務や社会保険関係書類への個

人番号の記載を強制しないこと。同時に、

事業所内の事務手続においても、税務や社

会保険関係書類への個人番号の記載をしな

いこと。

③将来にわたり、事業主は、マイナンバーを

検索キーとして従業員を管理しないこと。

④事業主は、ネットに接続されていないコン

ピュータを使うなど、個人情報の漏洩を防

ぐために細心の注意を払うこと。

いずれにしても、各職場での団体交渉等を

通じて、解決を図ることが求められます。自

治体あるいは政府の府省の職員で組織し、ま

たは加入する労働組合は、それをバックアッ

プすることが求められます。

（２）地方自治体における住民情報管理

個人番号のもととなる住民票を管理し、あ

るいは総務省から照会を受けるのは、市町村

です。そこでは、日々の業務で利活用するネッ

トワークの状態をチェックすることから始め

ることが求められます。この点、大阪高判20

06年11月30日は、「住基ネット制度には個人

情報保護対策の点で無視できない欠陥がある

といわざるを得ず、行政機関において、住民

個々人の個人情報が住民票コードを付されて

集積され、それがデータマッチングや名寄せ

され、住民個々人の多くのプライバシー情報

が、本人の予期しない時に予期しない範囲で

行政機関に保有され、利用される危険が相当

ある」と判断しました。漏洩の可能性が物理

的に存在する以上、情報漏洩を防ぐには、物

理的に漏洩を防ぐ手立てが必要であるという

発想です。たとえば少なくとも情報系ネット

ワークと基幹系ネットワークが接続していな

いかどうか、データは媒体上でやりとりして

いるかなど、点検する必要があります。

また、ＤＶ等で身を隠す必要から住民票を

もたない住民がいないかどうか、慎重に確認

したうえで、市町村として必要な社会保障制

度を適用する必要が出てきます。

同様に、市町村は、国との関係で憲法92条

以下に基づく団体自治の一環として、個人情

報を含む行政情報を住民目線で適切に管理す

ることが求められます。そこでは、必ずしも

国いいなりになる必要はなく、法定受託事務

条例等、自治体の裁量のおよぶ部分を見いだ

しつつ、その範囲で住民の個人情報の適切な

管理を模索することが求められます。

（３）国が保有する個人情報は適切に管理さ

れているのか

国、とくに総務省の職員は、その他の府省

の職員とは異なって、不必要な情報収集・管

理や不適切な私企業への利益供与をチェック
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する役割を担っているのではないかと思われ

ます。これに対して厚生労働省や財務省など

のその他の府省の職員は、日々の事務作業に

おける国民の個人情報の管理に際して、個別

にチェックし、問題提起することが求められ

ます。

（４）民間企業を通じた国民・住民の自衛

措置

民間の事業所（事業主としての自治体も含

む）は、源泉徴収票等への個人番号の記載が、

いちおう求められます。そのためには、労働

者個々人から個人番号の通知を受ける必要が

あります。しかしながら、上記のように、第

１に事業者は従業員個々人から個人番号の通

知を強制する法的な権限を有しません。第２

に、事業者は源泉徴収票等に個人番号を記載

できない場合に空欄にして提出することも許

されます。

この場合、個人番号は「機構」が機械的に

付番するものであり、市町村はその番号を一

方的に個々人に通知するのみです。そこでは、

諸事情により本人に番号が届かないことも予

想されますし、事業者が労働者に個人番号の

通知を罰則等をもって強制する根拠もどこに

もありません。

そして第３に、これらのことから、個人番

号カードを取得しようとしまいと、まったく

影響がないことから、個々人には、市町村の

窓口でこのカードを取得しないことを認める

という対応が可能です。

なお、付言しておくと、巷では、「法律の

うえでは従業員に届出を強制することはでき

ないが、就業規則で義務づけた場合には強制

力が発生する」とする論があるようです。個

人番号の届出を拒否した場合、段階を経て

後は懲戒解雇までいくということでしょうか。

しかし、行政が別途調査すればすぐにわかる

個人番号を事業者がかわって徴収する行為に

協力しなかったくらいで、懲戒解雇や不利益

な取扱いが可能とはとうてい思われません。

もしもありうるとすれば、いわゆる「別件解

雇」であると考えるべきです。

おわりに

今回のマイナンバー制度は、国民に関する

情報を国家が取得・管理する際の原則に、基

本的なところで反していると考えられます。

そこでは、自治体労働組合をはじめとする個

人番号をとりあつかう職場の労働者と労働組

合が、真剣に考えて対応することが求められ

ます。この制度には前述のように、行政情報

を国・自治体横断的に利活用するという自己

情報コントロール権を侵害する点、個人情報

を民間企業への提供を通じて利益供与すると

いう点、そして住民の情報を国が無制限に利

活用できるという意味での地方自治の原則違

反などがあるものと思われます。

マイナンバー制度は、特定秘密保護法との

関係で、「国家に国民の個人情報を『知る権

限』として保障し、国民のプライバシー権を

侵害する」ものであって、「両者は対の関係

にあり、従来の国民と国家の関係を180度転

換するもの」です(12)。それぞれの関係者が

それぞれの立場で、国民・住民の権利を主張

し、あるいは保護する立場から、できること

にとりくむことが求められます。

註釈

(1) 黑田充氏によれば、この種の制度を導入する動
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怖い！』（日本機関紙出版センター、2016年）p.

36.

(2) http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

faq/faq4.html 2015年10月15日 終確認。

(3) 内閣官房社会保障改革担当室「マイナンバー

社会保障・税番号制度」（2014年２月）http://w

ww.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/nu

mber/dai1/sankou.pdf 2015年10月15日 終確認。

(4) 黑田前掲註1, p.81.

(5) http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumbe

r/point/ 2015年10月15日 終確認。
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武司〕

(9) 参照、黑田前掲註1, p.67.
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ンバーはいらない』（大月書店、2016年）p.20.

〔鎌田一〕。また、同書で永山は、個人にとって
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チュア（基盤施設）”が出現したとします。p.116.

(11) この点、裁判例も行政保有の私人情報と私企業

保有の私人情報との取扱いについて混乱している
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護法が民間企業にも適用されるため、営業の自由

への配慮から個人情報をある程度限定する必要が
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情報公開法は、より厳格な個人情報保護を求めた
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情報公開法は、行政に対する民主主義的統制のた

めの制度であるという点で、まったくその次元を

異にしているのです。マイナンバー制度において
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ます。参照、前田定孝「情報公開制度の解釈作法

――法人情報の『おそれ』の解釈をめぐって」三
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