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　2019 年通常国会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。改定法の改定法案が提出されることになったようです。案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。提出されることになったようです。されることに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なったようです。

この改定法案が提出されることになったようです。法の改定法案が提出されることになったようです。改定案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。マイナンバー」を導入することを含んでいます。」を導入することを含んでいます。導入することを含んでいます。することを導入することを含んでいます。含んでいます。んでいます。

法の改定法案が提出されることになったようです。改定に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。向けた政府・法務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステけた政府・法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステの改定法案が提出されることになったようです。考え方と今まで進められてきた戸籍のシステえ方と今まで進められてきた戸籍のシステ方と今まで進められてきた戸籍のシステと今まで進められてきた戸籍のシステまで進められてきた戸籍のシステめられてきた戸籍の改定法案が提出されることになったようです。システ

ム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家化・ネットワー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家化の改定法案が提出されることになったようです。動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家き、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。そして戸籍とプライバシー」を導入することを含んでいます。の改定法案が提出されることになったようです。関係や韓国の家や韓国の家韓国の改定法案が提出されることになったようです。家

族関係や韓国の家登録法の改定法案が提出されることになったようです。／個人登録法の改定法案が提出されることになったようです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。共通番号いらないネットスタッフの井いらないネットスタッフの井の改定法案が提出されることになったようです。井

上和彦さんのお話（戸籍とマイナンバー学習会② さんの改定法案が提出されることになったようです。お話（戸籍とマイナンバー学習会② 話（戸籍とマイナンバー」を導入することを含んでいます。学習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。② 2018.7.12）をまとめましを導入することを含んでいます。まとめまし

た。
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I　戸籍へのマイナンバー導入の経過戸籍へのマイナンバー導入の経過へのマイナンバー導入の経過マイナンバー導入の経過導入の経過のマイナンバー導入の経過経過

司会（宮崎俊郎）　私たちはたちは 2017 年 10 月、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍研究者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）との改定法案が提出されることになったようです。遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）とさん（早稲田大学台湾研究所）をまとめましと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

原田富弘さん（共通番号いらないネットスタッフ）を講師として、戸籍とマイナンバーの学習会をやさん（共通番号いらないネットスタッフの井いらないネットスタッフの井）をまとめましを導入することを含んでいます。講師として、戸籍とマイナンバーの学習会をやとして、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍とマイナンバー」を導入することを含んでいます。の改定法案が提出されることになったようです。学習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。や韓国の家

りました。遠藤さんに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会を導入することを含んでいます。当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会てるお話（戸籍とマイナンバー学習会② 話、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。原田さんからは法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステの改定法案が提出されることになったようです。法の改定法案が提出されることになったようです。制審議会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

の改定法案が提出されることになったようです。議論の内容についての報告をしていただきましたの改定法案が提出されることになったようです。内容についての報告をしていただきましたに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついての改定法案が提出されることになったようです。報告をしていただきましたを導入することを含んでいます。していただきました＊1。 

　今まで進められてきた戸籍のシステ日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっの改定法案が提出されることになったようです。学習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会が提出されることになったようです。導入することを含んでいます。されることに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。よって、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会が提出されることになったようです。どういうように戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。変わっわっ

ていくの改定法案が提出されることになったようです。かという辺りを含めて、私たちがいかに立ち向かっていけばいいのかということを考える際りを導入することを含んでいます。含んでいます。めて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。私たちはたちが提出されることになったようです。いかに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。立ち向かっていけばいいのかということを考える際ち向けた政府・法務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステかっていけばいいの改定法案が提出されることになったようです。かということを導入することを含んでいます。考え方と今まで進められてきた戸籍のシステえ方と今まで進められてきた戸籍のシステる際

の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がな議論の内容についての報告をしていただきましたを導入することを含んでいます。したいということで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。井上和彦さんのお話（戸籍とマイナンバー学習会② さん（共通番号いらないネットスタッフの井いらないネットスタッフの井）をまとめましが提出されることになったようです。

報告をしていただきましたを導入することを含んでいます。します。 

井上の目的と戸籍情報連携システム　ご紹介いただきました「共通番号いらないネット」の井上と申します。ずっと戸籍とか住民票紹介いただきました「共通番号いらないネット」の井上と申します。ずっと戸籍とか住民票いただきました「マイナンバー」を導入することを含んでいます。共通番号いらないネットスタッフの井いらないネット」の改定法案が提出されることになったようです。井上と申します。ずっと戸籍とか住民票します。ずっと戸籍とか住民票

の改定法案が提出されることになったようです。問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますを導入することを含んでいます。追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますいかけてきていまして、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住基ネット、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。そして今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。マイナンバー」を導入することを含んでいます。ということでや韓国の家っています。

　先ほどお話がありましたけれども、ほどお話（戸籍とマイナンバー学習会② 話が提出されることになったようです。ありましたけれども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。2017 年 10 月に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。原田富弘さん（共通番号いらないネットスタッフ）を講師として、戸籍とマイナンバーの学習会をやさんと遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）とさんが提出されることになったようです。講師として、戸籍とマイナンバーの学習会をやで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍

とマイナンバー」を導入することを含んでいます。の改定法案が提出されることになったようです。学習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。や韓国の家りました。法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステの改定法案が提出されることになったようです。研究会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。などが提出されることになったようです。開かれて最終の取りまとめのようなもかれて最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が終の取りまとめのようなもの改定法案が提出されることになったようです。取りまとめのようなもりまとめの改定法案が提出されることになったようです。ようなも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が

の改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。出されることになったようです。たの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。ちょうどこの改定法案が提出されることになったようです。時期でした。それを踏まえた話を原田さんのほうでしていただきました。でした。それを導入することを含んでいます。踏まえた話を原田さんのほうでしていただきました。まえ方と今まで進められてきた戸籍のシステた話を導入することを含んでいます。原田さんの改定法案が提出されることになったようです。ほうでしていただきました。

研究会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。引き継いだ法制審議会の議論の論点は、このき継いだ法制審議会の議論の論点は、このいだ法の改定法案が提出されることになったようです。制審議会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。議論の内容についての報告をしていただきましたの改定法案が提出されることになったようです。論の内容についての報告をしていただきました点は、このは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。この改定法案が提出されることになったようです。 10 月の改定法案が提出されることになったようです。学習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。主として原田さんのお話でほととして原田さんの改定法案が提出されることになったようです。お話（戸籍とマイナンバー学習会② 話でほと

んど話されていますの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。私たちはからは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。後の経過も含めて調べたり考えたりしてきたことを、の改定法案が提出されることになったようです。経過も含めて調べたり考えたりしてきたことを、も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が含んでいます。めて調べたり考えたりしてきたことを、べたり考え方と今まで進められてきた戸籍のシステえ方と今まで進められてきた戸籍のシステたりしてきたことを導入することを含んでいます。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

ちょっと古い情報も含めて報告したいと思います。 い情報も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が含んでいます。めて報告をしていただきましたしたいと思います。 います。 

　お話（戸籍とマイナンバー学習会② 手元に配布資料がありますに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。配布資料がありますが提出されることになったようです。あります＊2。その改定法案が提出されることになったようです。 No.1 が提出されることになったようです。レジュメ＊3 ですの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。これに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。そってお話（戸籍とマイナンバー学習会② 話を導入することを含んでいます。していきた

いと思います。 います。

　最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が初にこれまでの流れをおさらいします。 に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。これまでの改定法案が提出されることになったようです。流れをおさらいします。 れを導入することを含んでいます。お話（戸籍とマイナンバー学習会② さらいします。 

1　戸籍へのマイナンバー導入の経過政府（首相官邸・内閣）レベルの準備レベルの準備のマイナンバー導入の経過準備
　番号いらないネットスタッフの井法の改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。成立ち向かっていけばいいのかということを考える際したときの改定法案が提出されることになったようです。附則第 6 条で利用で利用

拡大が提出されることになったようです。すでに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。予定されていて「マイナンバー」を導入することを含んでいます。施行後の経過も含めて調べたり考えたりしてきたことを、 3 年を導入することを含んでいます。

目途として、個人番号の利用及び情報提供のとして、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。個人番号いらないネットスタッフの井の改定法案が提出されることになったようです。利用及び情報提供のび情報提供の情報提供のの改定法案が提出されることになったようです。

ネットワー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家を導入することを含んでいます。使用した特定個人情

報の改定法案が提出されることになったようです。提供のの改定法案が提出されることになったようです。範囲を拡大すること」等を検討すを導入することを含んでいます。拡大すること」等を検討すを導入することを含んでいます。検討すす

ることが提出されることになったようです。織り込み済みになっていましたり込み済みになっていましたみ済みになっていました済みになっていましたみ済みになっていましたに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっていました＊4。 

　こうしたことを導入することを含んでいます。受けて、けて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。2014 年の改定法案が提出されることになったようです。 5 月に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

IT 総合戦略本部マイナンバー」を導入することを含んでいます。等を検討す分科会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。で「マイナンバー」を導入することを含んでいます。中

間とりまとめ」を出しとりまとめ」を導入することを含んでいます。出されることになったようです。し＊5、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍事務等を検討すに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。つい

て、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。マイナンバー」を導入することを含んでいます。の改定法案が提出されることになったようです。利用範囲を拡大すること」等を検討すに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっています加することすること

が提出されることになったようです。報告をしていただきましたを導入することを含んでいます。され、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。年の改定法案が提出されることになったようです。 11 月に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。検討す状況の報の改定法案が提出されることになったようです。報

告をしていただきましたが提出されることになったようです。され、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍事務に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついてマイナンバー」を導入することを含んでいます。の改定法案が提出されることになったようです。

利活用や韓国の家戸籍事務を導入することを含んでいます。処理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立するための改定法案が提出されることになったようです。システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。在り方等について検討するため、法務省に研究会を立り方と今まで進められてきた戸籍のシステ等を検討すに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついて検討すするため、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。研究会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。立ち向かっていけばいいのかということを考える際

ち上げて法の改定法案が提出されることになったようです。制審議会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。への改定法案が提出されることになったようです。諮問を導入することを含んでいます。めざすということが提出されることになったようです。決定しています。

 



2　戸籍へのマイナンバー導入の経過法務省の動き━━戸籍事務へのマイナンバー制度導入 のマイナンバー導入の経過動き━━戸籍事務へのマイナンバー制度導入 き━━戸籍へのマイナンバー導入の経過事務へのマイナンバー導入の経過マイナンバー導入の経過制度導入の経過 
　これを導入することを含んでいます。受けて、けて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステの改定法案が提出されることになったようです。戸籍事務への改定法案が提出されることになったようです。マイ

ナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会導入することを含んでいます。の改定法案が提出されることになったようです。検討すが提出されることになったようです。始まっていくわけまっていくわけ

です。ひとつが提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する研究会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。」

で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がうひとつ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それと時期でした。それを踏まえた話を原田さんのほうでしていただきました。的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ほとんどが提出されることになったようです。

ぶるような形で「戸籍システム検討ワーキンで「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家検討すワー」を導入することを含んでいます。キン

ググルー」を導入することを含んでいます。プ」が提出されることになったようです。立ち向かっていけばいいのかということを考える際ち上げられて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。2017 年の改定法案が提出されることになったようです。 8

月、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。7 月に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。それぞれ最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が終の取りまとめのようなもの改定法案が提出されることになったようです。取りまとめのようなもりまとめが提出されることになったようです。出されることになったようです。ま

した＊6,＊7。それを導入することを含んでいます。受けて、けて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。今まで進められてきた戸籍のシステ度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会は法の改定法案が提出されることになったようです。制審議会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。」の改定法案が提出されることになったようです。ほうに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。バトンタッチをしを導入することを含んでいます。し

て、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。同じくじく 10 月から、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。2019 年の改定法案が提出されることになったようです。通常国会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

早ければ 2018 年の改定法案が提出されることになったようです。秋の臨時国会に戸籍法のの改定法案が提出されることになったようです。臨時国会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。

改正案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。提案が提出されることになったようです。するための改定法案が提出されることになったようです。議論の内容についての報告をしていただきましたが提出されることになったようです。進められてきた戸籍のシステめられてい

ます＊8。 

法制審議会戸籍へのマイナンバー導入の経過法部会中間試案

　その改定法案が提出されることになったようです。法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ法の改定法案が提出されることになったようです。制審議会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。中で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。2018 年 4 月に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。改正に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する中間とりまとめ」を出し試案が提出されることになったようです。」＊9 が提出されることになったようです。取りまとめのようなも

りまとめられて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。5 月から 6 月までパブリック化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家コメントの改定法案が提出されることになったようです。募集が行われました。一番厚い資料「戸籍法が提出されることになったようです。行われました。一番厚い資料「戸籍法い資料があります「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。資料があります 7 『戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。改正に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する中間とりまとめ」を出し試案が提出されることになったようです。』に対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料せられた意見の概要」（学習会②配布資料の改定法案が提出されることになったようです。概要」（学習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。②配布資料があります

（その改定法案が提出されることになったようです。 2）をまとめましに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。収録）をまとめまし＊10が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。中間とりまとめ」を出し試案が提出されることになったようです。とそれに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料せられた意見の概要」（学習会②配布資料を導入することを含んでいます。まとめたも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。たぶん

2018 年 7 月 11 日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステの改定法案が提出されることになったようです。ホー」を導入することを含んでいます。ム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家ペー」を導入することを含んでいます。ジに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。アップされたと思います。 います。

　この改定法案が提出されることになったようです。中間とりまとめ」を出し試案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。 p.1「マイナンバー」を導入することを含んでいます。（試案が提出されることになったようです。前注）をまとめまし」に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍事務への改定法案が提出されることになったようです。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会導入することを含んでいます。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついて概略が提出されることになったようです。書かれかれ

ていて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。これを導入することを含んでいます。私たちはの改定法案が提出されることになったようです。ほうで表にまとめたのがに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。まとめたの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍事務への改定法案が提出されることになったようです。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会導入することを含んでいます。」（学

習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。②配布資料があります p.1）をまとめましです（次ページ表を参ペー」を導入することを含んでいます。ジ表にまとめたのがを導入することを含んでいます。参

照）をまとめまし。 マイナンバー導入の経過のマイナンバー導入の経過導入の経過

━━戸籍へのマイナンバー導入の経過事務内連携システムと注作成：いらないネットネットワー導入の経過ク化の経緯連携システム

 　最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が初にこれまでの流れをおさらいします。 に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍事務への改定法案が提出されることになったようです。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会導

入することを含んでいます。とはどういうことを導入することを含んでいます。言っているのかというっているの改定法案が提出されることになったようです。かという

と、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。以下の２つの情報連携を可能にするための改定法案が提出されることになったようです。２つの改定法案が提出されることになったようです。情報連携を可能にするためを導入することを含んでいます。可能にするために戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。するため

の改定法案が提出されることになったようです。仕組みを導入することの総称が戸籍事務へみ済みになっていましたを導入することを含んでいます。導入することを含んでいます。することの改定法案が提出されることになったようです。総称が戸籍事務へが提出されることになったようです。戸籍事務へ

の改定法案が提出されることになったようです。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会導入することを含んでいます。なの改定法案が提出されることになったようです。だということで

す。

　2 つの改定法案が提出されることになったようです。情報連携を可能にするためとは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「戸籍へのマイナンバー導入の経過事務内連携システム」

と「ネットワー導入の経過ク化の経緯連携システム」と呼ばれていて、それぞれ、ばれていて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それぞれ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「戸籍へのマイナンバー導入の経過情報ネットワーク化の経緯連携システムシステム」、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。マイナンバー」を導入することを含んでいます。の改定法案が提出されることになったようです。ほ

うの改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。情報ネットワーク化の経緯提供ネットワークシステム」ネットワー導入の経過ク化の経緯システム」を導入することを含んでいます。使って情報連携を可能にするためを導入することを含んでいます。行うということで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。この改定法案が提出されることになったようです。 2 つを導入することを含んでいます。総称が戸籍事務へして

戸籍へのマイナンバー導入の経過事務へのマイナンバー導入の経過マイナンバー導入の経過制度導入の経過と言っているのかというっています。 





 「連携システム情報ネットワーク化の経緯」：いらないネット戸籍へのマイナンバー導入の経過記載事項と親族関係の情報と注作成：いらないネット親族関する要綱案」係の情報のマイナンバー導入の経過情報ネットワーク化の経緯

　この改定法案が提出されることになったようです。中で「マイナンバー」を導入することを含んでいます。連携を可能にするため情報」という言っているのかという葉が出てくが提出されることになったようです。出されることになったようです。てく

るの改定法案が提出されることになったようです。ですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。連携を可能にするため情報」とは何かといかとい

うと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍内の改定法案が提出されることになったようです。各人に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついて戸籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。より得

られる情報に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。よって作成される個人単位の情の改定法案が提出されることになったようです。情

報」とこの改定法案が提出されることになったようです。中では呼ばれていて、それぞれ、んでいます。そこに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

個人の改定法案が提出されることになったようです。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。記載事項のほか、親族関係、つの改定法案が提出されることになったようです。ほか、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。親族関係や韓国の家、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。つ

まり夫婦関係や韓国の家とか親子関係や韓国の家を導入することを含んでいます。明らかにする情らかに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。する情

報も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が載ることに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっています。

親族関する要綱案」係の情報情報ネットワーク化の経緯を読む（原田報告）表す「親族関係符号」す「親族関する要綱案」係の情報符号」」

　個人単位の情で作られる情報で親族関係や韓国の家を導入することを含んでいます。どう

いうふうに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。表にまとめたのがすの改定法案が提出されることになったようです。かというと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。親族関係や韓国の家符

号いらないネットスタッフの井」というの改定法案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦けるとあります。親子関係や韓国の家・夫婦関係や韓国の家を導入することを含んでいます。示す記号であって、当該親子間・当該夫婦す記号いらないネットスタッフの井であって、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会該親子間とりまとめ」を出し・当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会該夫婦

間とりまとめ」を出しでそれぞれ同じく一の改定法案が提出されることになったようです。記号いらないネットスタッフの井を導入することを含んでいます。付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦けるの改定法案が提出されることになったようです。だと説明らかにする情が提出されることになったようです。されています。

戸籍へのマイナンバー導入の経過事務内連携システムは別の個人登録制度の可能性 独自の番号を使いのマイナンバー導入の経過番号」を読む（原田報告）使いい

ネットワー導入の経過ク化の経緯連携システムは別の個人登録制度の可能性 機関する要綱案」別の個人登録制度の可能性 のマイナンバー導入の経過符号」を読む（原田報告）使いう

　そして、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。連携を可能にするため情報に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。用いる番号いらないネットスタッフの井というの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。下の２つの情報連携を可能にするための改定法案が提出されることになったようです。ほうに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。書かれいてありますけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍事務内連携を可能にするためで使

う番号いらないネットスタッフの井というの改定法案が提出されることになったようです。は戸籍事務内の改定法案が提出されることになったようです。番号いらないネットスタッフの井を導入することを含んでいます。使って情報連携を可能にするためを導入することを含んでいます。するということで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。こっちに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついてはマイナ

ンバー」を導入することを含んでいます。は使わない。ネットワー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家連携を可能にするための改定法案が提出されることになったようです。ほうは機関別の符号を使って連携をするということです。の改定法案が提出されることになったようです。符号いらないネットスタッフの井を導入することを含んでいます。使って連携を可能にするためを導入することを含んでいます。するということです。

戸籍事務内連携を可能にするためではすべての改定法案が提出されることになったようです。情報を導入することを含んでいます。や韓国の家り取りまとめのようなもりする

　その改定法案が提出されることになったようです。情報連携を可能にするための改定法案が提出されることになったようです。中でや韓国の家りとりされる情報は何かといかというと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍事務内の改定法案が提出されることになったようです。連携を可能にするために戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついては、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。連携を可能にするため

情報すべてを導入することを含んでいます。や韓国の家りとりする。一方と今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ネットワー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家連携を可能にするため、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会の改定法案が提出されることになったようです。ほうでや韓国の家りとりされるの改定法案が提出されることになったようです。

は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。連携を可能にするため情報の改定法案が提出されることになったようです。うち、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。個人を導入することを含んでいます。特定する基本４情報――氏名、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。生年月日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。性別の符号を使って連携をするということです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住所を導入することを含んでいます。含んでいます。まない情報を導入することを含んでいます。

や韓国の家りとりするの改定法案が提出されることになったようです。だと言っているのかというわれています。

戸籍へのマイナンバー導入の経過法部会では別の個人登録制度の可能性 、マイナンバー制度を導入する話をあまり議論していないマイナンバー導入の経過制度を読む（原田報告）導入の経過する戸籍情報ネットワーク化の経緯話をあまり議論していないを読む（原田報告）あまり議論して経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）いない

　今まで進められてきた戸籍のシステ回出されることになったようです。された中間とりまとめ」を出し試案が提出されることになったようです。や韓国の家それまでの改定法案が提出されることになったようです。研究会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。や韓国の家りとりを導入することを含んでいます。読んでいくと、ほとんど戸籍事務内連携―んでいくと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ほとんど戸籍事務内連携を可能にするため―

―戸籍事務を導入することを含んでいます。ネットワー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家化して市区町村間とりまとめ」を出しでや韓国の家りとりする連携を可能にするための改定法案が提出されることになったようです。話ばかりで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。マイナンバー」を導入することを含んでいます。を導入することを含んでいます。使っ

たりマイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会を導入することを含んでいます。導入することを含んでいます。するという話が提出されることになったようです。あまり出されることになったようです。てこないんです。

「番号」制度を読む（原田報告）導入の経過しなくて経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）も、マイナンバー制度を導入する話をあまり議論していない戸籍へのマイナンバー導入の経過事務のマイナンバー導入の経過利便性のマイナンバー導入の経過向上の目的と戸籍情報連携システムは別の個人登録制度の可能性 図れる」れる戸籍情報ネットワーク化の経緯」

　レジュメの改定法案が提出されることになったようです。 2014 年 10 月 29 日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっの改定法案が提出されることになったようです。ところですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する研究会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。」第１回が提出されることになったようです。開かれて最終の取りまとめのようなもかれたと

きの改定法案が提出されることになったようです。議事要旨に、委員の名前は出てないので誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。委員の名前は出てないので誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発の改定法案が提出されることになったようです。名前は出されることになったようです。てないの改定法案が提出されることになったようです。で誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発が提出されることになったようです。発言っているのかというしたかわからないんですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。こういった発

言っているのかというが提出されることになったようです。載っていました。

　「マイナンバー」を導入することを含んでいます。番号いらないネットスタッフの井制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会を導入することを含んでいます。導入することを含んでいます。しなくても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍副本デー」を導入することを含んでいます。タ管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。全国の改定法案が提出されることになったようです。市区町村の改定法案が提出されることになったようです。システ

ム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家を導入することを含んでいます。つなげること等を検討すに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。より、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍事務の改定法案が提出されることになったようです。利便性の改定法案が提出されることになったようです。向けた政府・法務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ上は図れるのではないか。解決すべきれるの改定法案が提出されることになったようです。ではないか。解決すべき

課題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますが提出されることになったようです。先ほどお話がありましたけれども、に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。あって、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。ために戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。番号いらないネットスタッフの井制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会を導入することを含んでいます。利用するの改定法案が提出されることになったようです。なら良いが、番号制度を導入すればいが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。番号いらないネットスタッフの井制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会を導入することを含んでいます。導入することを含んでいます。すれば、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

これも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）ができますよといった議論の内容についての報告をしていただきましたは本末転倒だと思う。戸籍のオンラインが普及していないだと思います。 う。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。オンラインが提出されることになったようです。普及び情報提供のしていない

との改定法案が提出されることになったようです。説明らかにする情が提出されることになったようです。あったが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。これは平成 16 年に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。住基ネットが提出されることになったようです。導入することを含んでいます。された際、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ニー」を導入することを含んでいます。ズがないにもが提出されることになったようです。ないに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が

かかわらず、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。あらゆる行政手続のオンライン化を進めたためであり、ニーズがなければ結の改定法案が提出されることになったようです。オンライン化を導入することを含んでいます。進められてきた戸籍のシステめたためであり、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ニー」を導入することを含んでいます。ズがないにもが提出されることになったようです。なければ結

局普及び情報提供のすることはない」 



　我々が言ってもおかしくないようなことをこの研究会のメンバーの方が発言していて、あまりマイが提出されることになったようです。言っているのかというっても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がお話（戸籍とマイナンバー学習会② かしくないようなことを導入することを含んでいます。この改定法案が提出されることになったようです。研究会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。メンバー」を導入することを含んでいます。の改定法案が提出されることになったようです。方と今まで進められてきた戸籍のシステが提出されることになったようです。発言っているのかというしていて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。あまりマイ

ナンバー」を導入することを含んでいます。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。乗り気じゃないなというのが読み取れます。り気じゃないなというのが読み取れます。じゃないなというの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。読んでいくと、ほとんど戸籍事務内連携―み済みになっていました取りまとめのようなもれます。

 法務省は別の個人登録制度の可能性 マイナンバー導入の経過導入の経過に消極的と戸籍情報連携システムだった

　それから、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。弁護士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイの改定法案が提出されることになったようです。清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイさんが提出されることになったようです。『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ』に対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料という自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ体向けた政府・法務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステけの改定法案が提出されることになったようです。情報誌に、「戸籍事務にマイに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍事務に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。マイ

ナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会を導入することを含んでいます。導入することを含んでいます。することの改定法案が提出されることになったようです。問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっています点は、この」という論の内容についての報告をしていただきました文＊11 を導入することを含んでいます。寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料稿していて、その中でも、していて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。中でも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

　「マイナンバー」を導入することを含んでいます。マイナンバー」を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。議論の内容についての報告をしていただきましたされていた当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会時、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステが提出されることになったようです。戸籍事務に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会を導入することを含んでいます。導

入することを含んでいます。したが提出されることになったようです。っているという話を導入することを含んでいます。聞いたことがない」いたことが提出されることになったようです。ない」

　「マイナンバー」を導入することを含んでいます。政府に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。せっつかれた法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。2014 年 10 月、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。有識者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）と 15名で構成される戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

関する研究会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。発足させた」させた」

　「マイナンバー」を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステが提出されることになったようです。戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会への改定法案が提出されることになったようです。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会の改定法案が提出されることになったようです。導入することを含んでいます。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついてどの改定法案が提出されることになったようです。ような意気じゃないなというのが読み取れます。込み済みになっていましたみ済みになっていましたで臨んで

いるかは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。第 1回研究会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。ときに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。委員の名前は出てないので誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。配布された、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。『戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する検討す課題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっています』に対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料と題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっています

する資料がありますを導入することを含んでいます。読んでいくと、ほとんど戸籍事務内連携―むとわかる。戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会を導入することを含んでいます。電算化して運用を導入することを含んでいます。効率化したいという考え方と今まで進められてきた戸籍のシステえ方と今まで進められてきた戸籍のシステは鮮明らかにする情に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

出されることになったようです。ているが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。他方と今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会の改定法案が提出されることになったようです。導入することを含んでいます。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついては積極的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がとは思います。 え方と今まで進められてきた戸籍のシステない」 

と書かれいています。 

（1 章）

＊１ 戸籍とマイナンバー」を導入することを含んでいます。学習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。 シリー」を導入することを含んでいます。ズがないにも①

»   「マイナンバー」を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会研究会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が終の取りまとめのようなも取りまとめのようなもりまとめ」を導入することを含んでいます。読んでいくと、ほとんど戸籍事務内連携―む」  （原田報告をしていただきました）をまとめまし

»  「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。家単位の情」の改定法案が提出されることになったようです。国民管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立      vs  「マイナンバー」を導入することを含んでいます。個人単位の情」の改定法案が提出されることになったようです。国民管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立」  （遠藤報告をしていただきました）をまとめまし

»  「マイナンバー」を導入することを含んでいます。日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本人が提出されることになったようです。初にこれまでの流れをおさらいします。 めて経験する「個人単位」の国民管理をめぐって」する「マイナンバー」を導入することを含んでいます。個人単位の情」の改定法案が提出されることになったようです。国民管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立を導入することを含んでいます。めぐって」  （討す論の内容についての報告をしていただきました）をまとめまし 

＊2 »   学習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。② 配布資料があります（その改定法案が提出されることになったようです。      1  ）をまとめまし  　»   学習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。② 配布資料があります（その改定法案が提出されることになったようです。      2  ）をまとめまし  

＊3 »   学習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。② レジュメ  

＊4  »   行政手続のオンライン化を進めたためであり、ニーズがなければ結に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。お話（戸籍とマイナンバー学習会② ける特定の改定法案が提出されることになったようです。個人を導入することを含んでいます。識別の符号を使って連携をするということです。するための改定法案が提出されることになったようです。番号いらないネットスタッフの井の改定法案が提出されることになったようです。利用等を検討すに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する法の改定法案が提出されることになったようです。律   附則第 6 条で利用 

＊5 IT 戦略本部 »   第５回 マイナンバー」を導入することを含んでいます。等を検討す分科会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。議事次ページ表を参第   所収の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。IT 総合戦略本部新戦略推進められてきた戸籍のシステ専門調べたり考えたりしてきたことを、査会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

マイナンバー」を導入することを含んでいます。等を検討す分科会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。中間とりまとめ」を出しとりまとめ（案が提出されることになったようです。）をまとめまし」

＊6 法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ »   戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する研究会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。第      22      回   所収の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。資料があります 22　戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する研究会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が終の取りまとめのようなも取りまとめのようなもりま

とめに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついて」参照 

＊7 法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ »   戸籍システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家検討すワー」を導入することを含んでいます。キンググルー」を導入することを含んでいます。プ第      21      回会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。議   所収の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家検討すワー」を導入することを含んでいます。キンググ

ルー」を導入することを含んでいます。プ最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が終の取りまとめのようなも取りまとめのようなもりまとめ」参照 

＊8 法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ »   「マイナンバー」を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。制審議会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。第      12      回会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。議」   所収の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。資料があります 12 戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。改正に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する要綱

案が提出されることになったようです。」参照

＊9 法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ法の改定法案が提出されることになったようです。制審議会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。 »   「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。改正に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する中間とりまとめ」を出し試案が提出されることになったようです。」の改定法案が提出されることになったようです。取りまとめのようなもりまとめ」   所収の改定法案が提出されることになったようです。中間とりまとめ」を出し試案が提出されることになったようです。

お話（戸籍とマイナンバー学習会② よび情報提供の補足させた」説明らかにする情参照

＊10 »   配布資料があります（その改定法案が提出されることになったようです。      2  ）をまとめまし   に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。収録。オリジナルフの井ァイル：法務省 法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ 法の改定法案が提出されることになったようです。制審議会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。第      7      回会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。議  　収

録の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。資料があります 7 「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。改正に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する中間とりまとめ」を出し試案が提出されることになったようです。」に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料せられた意見の概要」（学習会②配布資料の改定法案が提出されることになったようです。概要」を導入することを含んでいます。参照 

＊11 清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ »   「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍事務に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会を導入することを含んでいます。導入することを含んでいます。することの改定法案が提出されることになったようです。問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっています点は、この」  『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ』に対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料2018 年 4 月号いらないネットスタッフの井、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ体問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっています研究所
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II　戸籍へのマイナンバー導入の経過法務省の動き━━戸籍事務へのマイナンバー制度導入 民事局における戸籍情報ネットワーク化の経緯における戸籍情報ネットワーク化の経緯戸籍へのマイナンバー導入の経過情報ネットワーク化の経緯ネットワー導入の経過ク化の経緯化の経緯のマイナンバー導入の経過経緯

 3　戸籍へのマイナンバー導入の経過法務省の動き━━戸籍事務へのマイナンバー制度導入 民事局における戸籍情報ネットワーク化の経緯における戸籍情報ネットワーク化の経緯戸籍へのマイナンバー導入の経過情報ネットワーク化の経緯ネットワー導入の経過ク化の経緯化の経緯のマイナンバー導入の経過経緯
1980 年代：いらないネット戸籍へのマイナンバー導入の経過のマイナンバー導入の経過「電算化の経緯」のマイナンバー導入の経過調査研究

　なぜ法務省がマイナンバーにそんなに積極法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステが提出されることになったようです。マイナンバー」を導入することを含んでいます。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。そんなに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。積極

的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がでないの改定法案が提出されることになったようです。かというところなんですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。レジ

メの改定法案が提出されることになったようです。 p.2「マイナンバー」を導入することを含んでいます。3 法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ民事局に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。お話（戸籍とマイナンバー学習会② ける戸籍情報

ネットワー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家化の改定法案が提出されることになったようです。経緯」になります。」に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なります。

　この改定法案が提出されることになったようです。法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ民事局というの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。戸籍事務を導入することを含んでいます。所

管しているところなんですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ここで戸籍情

報システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家というも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。どういうふうに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。検討す

されてきたの改定法案が提出されることになったようです。かを導入することを含んでいます。年代順にみてみます。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。み済みになっていましたてみ済みになっていましたます。

　すでに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。 1985 年に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍情報システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関

する調べたり考えたりしてきたことを、査研究を導入することを含んでいます。（財）をまとめまし民事法の改定法案が提出されることになったようです。務協会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。委託しし、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

この改定法案が提出されることになったようです。民事法の改定法案が提出されることになったようです。務協会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。戸籍事務コンピュー」を導入することを含んでいます。タ化

調べたり考えたりしてきたことを、査研究会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。組みを導入することの総称が戸籍事務へ織り込み済みになっていましたして戸籍の改定法案が提出されることになったようです。電算化＊1、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。さら

に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ネットワー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家化＊2に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついて検討すを導入することを含んでいます。始まっていくわけめます。この改定法案が提出されることになったようです。中に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ立ち向かっていけばいいのかということを考える際製作所などの改定法案が提出されることになったようです。ベンダー」を導入することを含んでいます。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が参加することしている

んですね。今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。電算システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家を導入することを含んでいます。作っているメー」を導入することを含んでいます。カー」を導入することを含んでいます。は全国で８社あるといわれているんですけ社あるといわれているんですけあるといわれているんですけ

れども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。うちの改定法案が提出されることになったようです。７社ぐらいがこの研究会に参加しています。もう、この当時から戸籍のシステム社あるといわれているんですけぐらいが提出されることになったようです。この改定法案が提出されることになったようです。研究会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。参加することしています。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がう、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。この改定法案が提出されることになったようです。当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会時から戸籍の改定法案が提出されることになったようです。システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家

化、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ネットワー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家化の改定法案が提出されることになったようです。準備が始められた。が提出されることになったようです。始まっていくわけめられた。

1990 年代：いらないネット「電算化の経緯」を読む（原田報告）認める法改定と「戸籍情報システム標準仕様書」の策定め」を読む（原田報告）る戸籍情報ネットワーク化の経緯法改定と「戸籍情報システム標準仕様書」の策定と注作成：いらないネット「戸籍へのマイナンバー導入の経過情報ネットワーク化の経緯システム標準仕様書」の策定」のマイナンバー導入の経過策定と「戸籍情報システム標準仕様書」の策定
　そして 1994 年に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それまでは紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行さの改定法案が提出されることになったようです。戸籍だったの改定法案が提出されることになったようです。ですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。電算化を導入することを含んでいます。認める改定戸籍法が施行さめる改定戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。施行さ

れました。これに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。併せて、民事法務協会に委託し、市区町村が保有する戸籍情報をネットワーク化しせて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。民事法の改定法案が提出されることになったようです。務協会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。委託しし、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。市区町村が提出されることになったようです。保有する戸籍情報を導入することを含んでいます。ネットワー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家化し

て戸籍事務を導入することを含んでいます。オンライン化するための改定法案が提出されることになったようです。戸籍情報ネットワー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。導入することを含んでいます。を導入することを含んでいます。めざして、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍情報シ

ステム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家標準仕様書かれを導入することを含んでいます。策定しているんです。 

戸籍へのマイナンバー導入の経過と注作成：いらないネットそのマイナンバー導入の経過周辺の事務を一元処理したかった戸籍情報システムの構想 のマイナンバー導入の経過事務を読む（原田報告）一元処理したかった戸籍へのマイナンバー導入の経過情報ネットワーク化の経緯システムのマイナンバー導入の経過構想 

　その改定法案が提出されることになったようです。中を導入することを含んでいます。読んでいくと、ほとんど戸籍事務内連携―むと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。単に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍事務だけでなくて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦随する戸籍の附票、住⺠基本台帳、さらにする戸籍の改定法案が提出されることになったようです。附票、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民基本台帳、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。さらに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

戸籍の改定法案が提出されることになったようです。届けに基づく人口動態調査、相続税の事務とかの戸籍関連事務についても、この中で一元的にけに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。基づく人口動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家態調べたり考えたりしてきたことを、査、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。相続のオンライン化を進めたためであり、ニーズがなければ結税の事務とかの戸籍関連事務についても、この中で一元的にの改定法案が提出されることになったようです。事務とかの改定法案が提出されることになったようです。戸籍関連事務に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。この改定法案が提出されることになったようです。中で一元に配布資料があります的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

処理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立を導入することを含んでいます。していきたいんだということが提出されることになったようです。言っているのかというわれています。それ以降、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。委託しに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。よって仕様書かれが提出されることになったようです。どんどん改

定されたという動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家きが提出されることになったようです。あります。 

標準仕様書」の策定のマイナンバー導入の経過委託先は、丸投げ再委託で叩かれた民事法務協会から民間に変わったは別の個人登録制度の可能性 、マイナンバー制度を導入する話をあまり議論していない丸投げ再委託で叩かれた民事法務協会から民間に変わったげ再委託で叩かれた民事法務協会から民間に変わった再委託で叩かれた民事法務協会から民間に変わったかれた民事法務協会から民間に変わったわった

　この改定法案が提出されることになったようです。民事法の改定法案が提出されることになったようです。務協会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。いわゆる法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステの改定法案が提出されることになったようです。第三セクター──天下り先みたいなところなんですね。こセク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家ター」を導入することを含んでいます。──天下の２つの情報連携を可能にするためり先ほどお話がありましたけれども、み済みになっていましたたいなところなんですね。こ

の改定法案が提出されることになったようです。組みを導入することの総称が戸籍事務へ織り込み済みになっていましたの改定法案が提出されることになったようです。名前が提出されることになったようです。結構マスコミに出たのが、民主党政権のとき事業仕分けというのをやって、各省庁がに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。出されることになったようです。たの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。民主として原田さんのお話でほと党政権のとき事業仕分けというのをやって、各省庁がの改定法案が提出されることになったようです。とき事業仕分けというの改定法案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。や韓国の家って、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。各省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ庁がが提出されることになったようです。

第三セクター──天下り先みたいなところなんですね。こセク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家ター」を導入することを含んでいます。などに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。随する戸籍の附票、住⺠基本台帳、さらに意契約で委託の契約がされて、それが今度は丸投げのように再委託がされていで委託しの改定法案が提出されることになったようです。契約で委託の契約がされて、それが今度は丸投げのように再委託がされていが提出されることになったようです。されて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それが提出されることになったようです。今まで進められてきた戸籍のシステ度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会は丸投げのように再委託がされていげの改定法案が提出されることになったようです。ように戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。再委託しが提出されることになったようです。されてい

ることに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついて問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっています視されて、事業仕分けということで叩かれたんですね。されて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。事業仕分けということで叩かれたんですね。かれたんですね。

　その改定法案が提出されることになったようです。当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会時は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍（民事局の改定法案が提出されることになったようです。所管）をまとめましではなくて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。務局の改定法案が提出されることになったようです。土地とか建物の「登記システム」がすでとか建物の「登記システム」がすでの改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。登記システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家」が提出されることになったようです。すで

に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。オンライン化されていて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。更新などが提出されることになったようです。随する戸籍の附票、住⺠基本台帳、さらに意契約で委託の契約がされて、それが今度は丸投げのように再委託がされていで民事法の改定法案が提出されることになったようです。務協会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。委託しされていた。

その改定法案が提出されることになったようです。ときに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。この改定法案が提出されることになったようです。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が叩かれたんですね。かれていたかどうかわからないですけれども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ある時期でした。それを踏まえた話を原田さんのほうでしていただきました。以降、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。委託し先ほどお話がありましたけれども、が提出されることになったようです。民

事法の改定法案が提出されることになったようです。務協会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。でなくて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ほかの改定法案が提出されることになったようです。民間とりまとめ」を出しの改定法案が提出されることになったようです。ところに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。変わっわったということが提出されることになったようです。ありました。



2000 年代：いらないネット戸籍へのマイナンバー導入の経過手続オンラインシステムに向けた戸籍法施行規則・戸籍統一文字オンラインシステムに向けた戸籍へのマイナンバー導入の経過法施行規則・スライドと注作成：いらないネット戸籍へのマイナンバー導入の経過統一文字

 　2002 年に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は住基ネットが提出されることになったようです。一次ページ表を参稼動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家するの改定法案が提出されることになったようです。ですけれども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。2004 年に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。今まで進められてきた戸籍のシステ度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。行政手続のオンライン化を進めたためであり、ニーズがなければ結等を検討すに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。お話（戸籍とマイナンバー学習会② ける

情報通信の技術の利用に関する法律」の改定法案が提出されることになったようです。技術の利用に関する法律」の改定法案が提出されることになったようです。利用に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する法の改定法案が提出されることになったようです。律」＊3 とその改定法案が提出されることになったようです。整備が始められた。法の改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。施行されて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。オンラインでいろいろな行政手

続のオンライン化を進めたためであり、ニーズがなければ結が提出されることになったようです。できるような形で「戸籍システム検討ワーキンに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっていきます。その改定法案が提出されることになったようです。中で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。記録事項のほか、親族関係、つ証明らかにする情書かれの改定法案が提出されることになったようです。交付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦請求とか証明書の交とか証明らかにする情書かれの改定法案が提出されることになったようです。交

付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。あるいは戸籍の改定法案が提出されることになったようです。出されることになったようです。生届けに基づく人口動態調査、相続税の事務とかの戸籍関連事務についても、この中で一元的にとか婚姻届けに基づく人口動態調査、相続税の事務とかの戸籍関連事務についても、この中で一元的にとかの改定法案が提出されることになったようです。届けに基づく人口動態調査、相続税の事務とかの戸籍関連事務についても、この中で一元的に出されることになったようです。を導入することを含んでいます。オンラインでできるように戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。する、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。施行規

則が提出されることになったようです。公布・施行されます。

　この改定法案が提出されることになったようです。ときに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。合わせて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍手続のオンライン化を進めたためであり、ニーズがなければ結オンラインシステム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。構築のための標準仕様書であるとか、戸籍統の改定法案が提出されることになったようです。ための改定法案が提出されることになったようです。標準仕様書かれであるとか、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍統

一文字＊4が提出されることになったようです。策定されて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。市区町村に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。これでや韓国の家りなさいということが提出されることになったようです。周知されます。これについても、されます。これに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

また、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。何かとい年かお話（戸籍とマイナンバー学習会② きに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。仕様書かれが提出されることになったようです。改定されてきました。つまり、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。改定や韓国の家新しい通達などが出たのに合わなどが提出されることになったようです。出されることになったようです。たの改定法案が提出されることになったようです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。合わ

せてその改定法案が提出されることになったようです。内容についての報告をしていただきましたを導入することを含んでいます。仕様書かれに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。反映するという動きがありました。 するという動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家きが提出されることになったようです。ありました。 

3.11東日本大震災：いらないネット戸籍へのマイナンバー導入の経過副本デー導入の経過タ管理システムの導入管理システムのマイナンバー導入の経過導入の経過

　あと大きい動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家きが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。2011 年の改定法案が提出されることになったようです。 3 月に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。 3.11東日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本大震災が起きて、このときに宮城県と岩手県の４が提出されることになったようです。起きて、このときに宮城県と岩手県の４きて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。この改定法案が提出されることになったようです。ときに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。宮城県と岩手県の４と岩手県と岩手県の４の改定法案が提出されることになったようです。４

つの改定法案が提出されることになったようです。市と町で津波等を検討すで戸籍の改定法案が提出されることになったようです。正本が提出されることになったようです。滅失してしまうんです。戸籍というのは、紙の戸籍でもそうですしてしまうんです。戸籍というの改定法案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行さの改定法案が提出されることになったようです。戸籍でも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がそうです

し電算化戸籍も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がそうなんですけれども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。記録するときに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。正本と副本を導入することを含んでいます。作ります。正本は本籍地とか建物の「登記システム」がすで

の改定法案が提出されることになったようです。市区町村が提出されることになったようです。保管する、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。副本は法の改定法案が提出されることになったようです。務局とか地とか建物の「登記システム」がすで方と今まで進められてきた戸籍のシステ法の改定法案が提出されることになったようです。務局に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。送られてバックアップとして保存されます。られてバック化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家アップとして保存されます。されます。

　3.11 の改定法案が提出されることになったようです。ときに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。市や韓国の家町の改定法案が提出されることになったようです。戸籍が提出されることになったようです。滅失してしまうんです。戸籍というのは、紙の戸籍でもそうですしてしまい、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。さらに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。副本を導入することを含んでいます。保管していた法の改定法案が提出されることになったようです。務局も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が近くにあったもくに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。あったも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が

の改定法案が提出されることになったようです。ですから、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。地とか建物の「登記システム」がすで震の改定法案が提出されることになったようです。被害とか津波の被害を受けてあやうく副本も滅失するところだったというところとか津波の改定法案が提出されることになったようです。被害とか津波の被害を受けてあやうく副本も滅失するところだったというところを導入することを含んでいます。受けて、けてあや韓国の家うく副本も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が滅失してしまうんです。戸籍というのは、紙の戸籍でもそうですするところだったというところ

で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それを導入することを含んでいます。一つの改定法案が提出されることになったようです。契機に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。して、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍副本デー」を導入することを含んでいます。タ管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家＊5というの改定法案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。務局が提出されることになったようです。作って運用開かれて最終の取りまとめのようなも始まっていくわけす

るわけです。

戸籍へのマイナンバー導入の経過デー導入の経過タ管理システムの導入を読む（原田報告）センタ管理システムの導入ー導入の経過に集めても、標準仕様書は機能していなかっため」を読む（原田報告）て経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）も、マイナンバー制度を導入する話をあまり議論していない標準仕様書」の策定は別の個人登録制度の可能性 機能して経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）いなかった

　それまでは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行さの改定法案が提出されることになったようです。戸籍であれば紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行さの改定法案が提出されることになったようです。副本を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。務局に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。送られてバックアップとして保存されます。っていたり、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。電算化が提出されることになったようです。終の取りまとめのようなもわっている市

区町村であれば電算デー」を導入することを含んでいます。タを導入することを含んでいます。磁気じゃないなというのが読み取れます。媒体に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。記録して法の改定法案が提出されることになったようです。務局に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。送られてバックアップとして保存されます。っていたわけです。戸籍副本デー」を導入することを含んでいます。タ管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立

システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家が提出されることになったようです。できて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。全国に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。 2 か所、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。東日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本と西日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。それぞれセンター」を導入することを含んでいます。が提出されることになったようです。あって、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。東日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本の改定法案が提出されることになったようです。自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ体の改定法案が提出されることになったようです。

デー」を導入することを含んでいます。タは西日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本の改定法案が提出されることになったようです。センター」を導入することを含んでいます。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。西日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本の改定法案が提出されることになったようです。自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ体の改定法案が提出されることになったようです。デー」を導入することを含んでいます。タは東日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本の改定法案が提出されることになったようです。センター」を導入することを含んでいます。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。保存されます。されるという形で「戸籍システム検討ワーキンに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

なりました。

　ですから、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。東日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本大震災が起きて、このときに宮城県と岩手県の４を導入することを含んでいます。機に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。法の改定法案が提出されることになったようです。務局は戸籍副本デー」を導入することを含んでいます。タ管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家で全国の改定法案が提出されることになったようです。市区町村とつなが提出されることになったようです。る

ようなシステム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家を導入することを含んでいます。手に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。入することを含んでいます。れたの改定法案が提出されることになったようです。です。ただ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。手に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。入することを含んでいます。れたといっても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家を導入することを含んでいます。作っている会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

社あるといわれているんですけは 8社あるといわれているんですけあって、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。一応、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。説明らかにする情してきたような標準の改定法案が提出されることになったようです。仕様書かれが提出されることになったようです。出されることになったようです。されてはいるんですけれども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

や韓国の家っぱりデー」を導入することを含んでいます。タの改定法案が提出されることになったようです。作り方と今まで進められてきた戸籍のシステが提出されることになったようです。ばらばらであったりとか、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。文字が提出されることになったようです。必ずしも統一されてなかったりとずしも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が統一されてなかったりと

か、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。あるいは標準仕様書かれに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。決められていないところは各社あるといわれているんですけが提出されることになったようです。独自に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家開かれて最終の取りまとめのようなも発しているも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。ですか

ら、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。デー」を導入することを含んでいます。タとして東日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本と西日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本の改定法案が提出されることになったようです。センター」を導入することを含んでいます。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。集が行われました。一番厚い資料「戸籍法約で委託の契約がされて、それが今度は丸投げのように再委託がされていされたとはいえ方と今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それを導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。ままつなげて使うこ

とはできなくて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。あくまでも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がバック化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家アップとしての改定法案が提出されることになったようです。役目ということです。

ネットワー導入の経過ク化の経緯化の経緯は別の個人登録制度の可能性 されて経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）いないが初めて経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）、マイナンバー制度を導入する話をあまり議論していない

戸籍へのマイナンバー導入の経過と注作成：いらないネット住民票の相互参照を可能とする仕組みが作られている状態のマイナンバー導入の経過相互参照を可能とする仕組みが作られている状態を読む（原田報告）可能と注作成：いらないネットする戸籍情報ネットワーク化の経緯仕組みが作られている状態みが初めて経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）作られて経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）いる戸籍情報ネットワーク化の経緯状態

　ここに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。書かれいたような仕様書かれというの改定法案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。委託しした成果物の「登記システム」がすでとして、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステwebサイトの改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。委託し調べたり考えたりしてきたことを、査の改定法案が提出されることになったようです。

成果物の「登記システム」がすで」ペー」を導入することを含んでいます。ジから過も含めて調べたり考えたりしてきたことを、去何かとい年か分が提出されることになったようです。ダウンロー」を導入することを含んでいます。ドできますできます＊6。ぜ法務省がマイナンバーにそんなに積極ひ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。一度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会目を導入することを含んでいます。通してみ済みになっていましたてください。

500ペー」を導入することを含んでいます。ジぐらいある仕様書かれで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。どういった出されることになったようです。生届けに基づく人口動態調査、相続税の事務とかの戸籍関連事務についても、この中で一元的にとか婚姻届けに基づく人口動態調査、相続税の事務とかの戸籍関連事務についても、この中で一元的にとかが提出されることになったようです。出されることになったようです。されて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それを導入することを含んでいます。処理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立するとき

に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。どういうデー」を導入することを含んでいます。タを導入することを含んでいます。どういう形で「戸籍システム検討ワーキンで記録したらいいかが提出されることになったようです。書かれかれていたり、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。事務の改定法案が提出されることになったようです。フの井ロー」を導入することを含んでいます。などが提出されることになったようです。書かれか

れています。

　こういった形で「戸籍システム検討ワーキンで法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステの改定法案が提出されることになったようです。中でずっと戸籍の改定法案が提出されることになったようです。電算化、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ネットワー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家化が提出されることになったようです。検討すされてきました。しかし、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

それ以前の改定法案が提出されることになったようです。紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行さの改定法案が提出されることになったようです。戸籍、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。あるいはつなが提出されることになったようです。っていない各自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ体が提出されることになったようです。ばらばらで電算化している戸籍というの改定法案が提出されることになったようです。

も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。情報連携を可能にするためとまではいかないけれども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民票との改定法案が提出されることになったようです。あいだで相互参照み済みになっていましたたいなも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。できる仕組みを導入することの総称が戸籍事務へみ済みになっていました

が提出されることになったようです。作られているわけです。 



（2 章）

＊1 国や韓国の家自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ体などの改定法案が提出されることになったようです。行政関連機関で「マイナンバー」を導入することを含んでいます。電算化」という時は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が近くにあったも普通に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。使われている「マイナンバー」を導入することを含んでいます。IT（ICT）をまとめまし

化」とはまったく異なる意味を持つことに留意しておく必要がある。「電算化」は、なる意味を持つことに留意しておく必要がある。「電算化」は、を導入することを含んでいます。持つことに留意しておく必要がある。「電算化」は、つことに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。留意してお話（戸籍とマイナンバー学習会② く必ずしも統一されてなかったりと要が提出されることになったようです。ある。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。電算化」は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。80 年代当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会時

の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。電子計算機化」、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。つまり大型コンピュータの技術を前提とするコンピュータ化で、当時普及がコンピュー」を導入することを含んでいます。タの改定法案が提出されることになったようです。技術の利用に関する法律」を導入することを含んでいます。前提とするコンピュー」を導入することを含んでいます。タ化で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会時普及び情報提供のが提出されることになったようです。

始まっていくわけまっていた「マイナンバー」を導入することを含んでいます。パソコン」や韓国の家「マイナンバー」を導入することを含んでいます。インター」を導入することを含んでいます。ネット」の改定法案が提出されることになったようです。導入することを含んでいます。ではなかった。大型コンピュータの技術を前提とするコンピュータ化で、当時普及がコンピュー」を導入することを含んでいます。タの改定法案が提出されることになったようです。技術の利用に関する法律」は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

メー」を導入することを含んでいます。カー」を導入することを含んでいます。ご紹介いただきました「共通番号いらないネット」の井上と申します。ずっと戸籍とか住民票とに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。大きく異なる意味を持つことに留意しておく必要がある。「電算化」は、なり非公開かれて最終の取りまとめのようなもだった（つまり標準化されていない）をまとめましため、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。異なる意味を持つことに留意しておく必要がある。「電算化」は、なるメー」を導入することを含んでいます。カー」を導入することを含んでいます。間とりまとめ」を出し、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

あるいは同じくじメー」を導入することを含んでいます。カー」を導入することを含んでいます。でも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が製品が異なる場合は、相互接続（通信）がきわめて困難。行政関連シスが提出されることになったようです。異なる意味を持つことに留意しておく必要がある。「電算化」は、なる場合は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。相互接続のオンライン化を進めたためであり、ニーズがなければ結（通信の技術の利用に関する法律」）をまとめましが提出されることになったようです。きわめて困難。行政関連シス

テム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家で本格的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。IT（ICT）をまとめまし」の改定法案が提出されることになったようです。技術の利用に関する法律」を導入することを含んでいます。使うように戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なるの改定法案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。お話（戸籍とマイナンバー学習会② そらく 2002 年の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住基ネット」

以降である。

＊2 前述したように、「電算化」はメーカー独自の技術を使うことを前提としていたため、このしたように戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。電算化」はメー」を導入することを含んでいます。カー」を導入することを含んでいます。独自の改定法案が提出されることになったようです。技術の利用に関する法律」を導入することを含んでいます。使うことを導入することを含んでいます。前提としていたため、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。この改定法案が提出されることになったようです。

「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ネットワー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家化」も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会初にこれまでの流れをおさらいします。 はインター」を導入することを含んでいます。ネットの改定法案が提出されることになったようです。技術の利用に関する法律」や韓国の家回線などを使うことを意味していなかった。などを導入することを含んでいます。使うことを導入することを含んでいます。意味を持つことに留意しておく必要がある。「電算化」は、していなかった。

当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会時、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。インター」を導入することを含んでいます。ネットは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。お話（戸籍とマイナンバー学習会② ける情報通信の技術の利用に関する法律」インフの井ラとしては実用化・普及び情報提供のしていなかった

（その改定法案が提出されることになったようです。後の経過も含めて調べたり考えたりしてきたことを、 1990 年代に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。入することを含んでいます。ってから、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。急激な普及が始まる）。な普及び情報提供のが提出されることになったようです。始まっていくわけまる）をまとめまし。

＊3 »   行政手続のオンライン化を進めたためであり、ニーズがなければ結等を検討すに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。お話（戸籍とマイナンバー学習会② ける情報通信の技術の利用に関する法律」の改定法案が提出されることになったようです。技術の利用に関する法律」の改定法案が提出されることになったようです。利用に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する法の改定法案が提出されることになったようです。律  

＊4 「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍統一文字」は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。電算化戸籍」で使用するために戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍で実際に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。使われている文

字の改定法案が提出されることになったようです。字形で「戸籍システム検討ワーキンを導入することを含んでいます。整理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立した文字セット（民事局所管）をまとめまし。それぞれに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。 6桁の戸籍統一文字番号が割り当てらの改定法案が提出されることになったようです。戸籍統一文字番号いらないネットスタッフの井が提出されることになったようです。割り当てらり当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会てら

れ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍事務・戸籍を導入することを含んでいます。記載する関連の改定法案が提出されることになったようです。事務で使用される。現在り方等について検討するため、法務省に研究会を立 56000字以上が提出されることになったようです。収録されているが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

必ずしも統一されてなかったりと要な場合は改定・追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっています加することが提出されることになったようです。行われる。法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステの改定法案が提出されることになったようです。行政用統一文字としては、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ほかに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。企業などの改定法案が提出されることになったようです。法の改定法案が提出されることになったようです。人や韓国の家

不動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家産の登記事務で使われている「登記統一文字」（法務局所管）があり、戸籍統一文字の拡張版の改定法案が提出されることになったようです。登記事務で使われている「マイナンバー」を導入することを含んでいます。登記統一文字」（法の改定法案が提出されることになったようです。務局所管）をまとめましが提出されることになったようです。あり、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍統一文字の改定法案が提出されることになったようです。拡張版

といわれるが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍統一文字番号いらないネットスタッフの井とは別の符号を使って連携をするということです。の改定法案が提出されることになったようです。登記統一文字番号いらないネットスタッフの井が提出されることになったようです。割り当てらり当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会てられていて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。ままでは

互換性が提出されることになったようです。ない。

　これらとは別の符号を使って連携をするということです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。総務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステが提出されることになったようです。制定した「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民基本台帳ネットワー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家統一文字」約で委託の契約がされて、それが今度は丸投げのように再委託がされてい 2万字が提出されることになったようです。あるが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

収録された字形で「戸籍システム検討ワーキンの改定法案が提出されることになったようです。数は戸籍統一文字よりも少なく、各字形に割り当てられた番号も異なるため、戸は戸籍統一文字よりも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が少なく、各字形に割り当てられた番号も異なるため、戸なく、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。各字形で「戸籍システム検討ワーキンに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。割り当てらり当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会てられた番号いらないネットスタッフの井も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が異なる意味を持つことに留意しておく必要がある。「電算化」は、なるため、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸

籍統一文字との改定法案が提出されることになったようです。互換性はない。住民基本台帳事務お話（戸籍とマイナンバー学習会② よび情報提供の住基台帳を導入することを含んでいます。参照する複数は戸籍統一文字よりも少なく、各字形に割り当てられた番号も異なるため、戸の改定法案が提出されることになったようです。行政事務で利用

される。

　これら異なる意味を持つことに留意しておく必要がある。「電算化」は、なる文字番号いらないネットスタッフの井を導入することを含んでいます。持つことに留意しておく必要がある。「電算化」は、つ行政用統一文字は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。行政事務の改定法案が提出されることになったようです。ネットワー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家化の改定法案が提出されることになったようです。進められてきた戸籍のシステ行に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。とも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がない混

在り方等について検討するため、法務省に研究会を立して利用される場面が増えるため、文字コードの世界標準となっているが提出されることになったようです。増えるため、文字コードの世界標準となっているえ方と今まで進められてきた戸籍のシステるため、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。文字コー」を導入することを含んでいます。ドできますの改定法案が提出されることになったようです。世界標準となっているUnicodeに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍統一

文字、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住基ネット統一文字の改定法案が提出されることになったようです。すべての改定法案が提出されることになったようです。字形で「戸籍システム検討ワーキンを導入することを含んでいます。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。個別の符号を使って連携をするということです。の改定法案が提出されることになったようです。コー」を導入することを含んでいます。ドできますを導入することを含んでいます。割り当てらり当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会てて登録することで文字番号いらないネットスタッフの井

の改定法案が提出されることになったようです。非互換を導入することを含んでいます。回避しようとしている。参考：しようとしている。参考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ：法務省    » wikipedia  「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍統一文字」   など 

＊5 「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍副本デー」を導入することを含んでいます。タ管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家」に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついては、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍とマイナンバー」を導入することを含んでいます。学習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。 シリー」を導入することを含んでいます。ズがないにも①」の改定法案が提出されることになったようです。原田

報告をしていただきました »   「マイナンバー」を導入することを含んでいます。  III   戸籍事務に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。お話（戸籍とマイナンバー学習会② けるマイナンバー」を導入することを含んでいます。の改定法案が提出されることになったようです。活用   を導入することを含んでいます。参照 

＊6 »   法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍情報システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家標準仕様書かれ」の改定法案が提出されることになったようです。ダウンロー」を導入することを含んでいます。ドできますペー」を導入することを含んでいます。ジ  

http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei03_00024.html
http://192.168.0.2/bango-iranai-1stView/news/newsView.php?n=219-3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E7%B1%8D%E7%B5%B1%E4%B8%80%E6%96%87%E5%AD%97
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC0000000151


III　戸籍へのマイナンバー導入の経過戸籍へのマイナンバー導入の経過のマイナンバー導入の経過法・制度上の目的と戸籍情報連携システムのマイナンバー導入の経過目的と戸籍情報連携システムと戸籍情報連携システム戸籍へのマイナンバー導入の経過情報ネットワーク化の経緯連携システムシステム 

4　戸籍へのマイナンバー導入の経過戸籍へのマイナンバー導入の経過のマイナンバー導入の経過公開制度と戸籍情報連携システム戸籍へのマイナンバー導入の経過のマイナンバー導入の経過附票を介した住民票との相互参照を介した住民票との相互参照介した住民票との相互参照した住民票との相互参照住民票を介した住民票との相互参照と戸籍情報連携システムのマイナンバー導入の経過相互参照
　お話（戸籍とマイナンバー学習会② 手元に配布資料がありますの改定法案が提出されることになったようです。資料がありますの改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍（戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。基づき本籍地とか建物の「登記システム」がすでの改定法案が提出されることになったようです。市区町村長が管理／全部事項証明書記載例）」、が提出されることになったようです。管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立／全部事項のほか、親族関係、つ証明らかにする情書かれ記載例）をまとめまし」、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

お話（戸籍とマイナンバー学習会② よび情報提供の「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。附票、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民票（除票）をまとめまし」（学習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。配布資① p.2〜3）をまとめまし＊1 を導入することを含んでいます。見の概要」（学習会②配布資料ていただきたいんですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

実際の改定法案が提出されることになったようです。戸籍とか戸籍の改定法案が提出されることになったようです。附票、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民票の改定法案が提出されることになったようです。記載例を導入することを含んでいます。作って載せてみ済みになっていましたました。 

「戸籍へのマイナンバー導入の経過」のマイナンバー導入の経過記載例

　配布資料がありますの改定法案が提出されることになったようです。 p.2 が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍」（次ページ表を参ペー」を導入することを含んでいます。ジに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。収録）をまとめましです。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。基づいて本籍地とか建物の「登記システム」がすでの改定法案が提出されることになったようです。市区町村長が管理／全部事項証明書記載例）」、が提出されることになったようです。編製し

て管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立しています。ここで見の概要」（学習会②配布資料ても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がわかるように戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。婚姻した男女と、あとここにはないんですけれど、と、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。あとここに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。はないんですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

未婚の改定法案が提出されることになったようです。子ども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がとその改定法案が提出されることになったようです。身分事項のほか、親族関係、つが提出されることになったようです。載っている、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。というの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。戸籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なります。 

「戸籍へのマイナンバー導入の経過のマイナンバー導入の経過附票の相互参照を可能とする仕組みが作られている状態」と注作成：いらないネット「住民票の相互参照を可能とする仕組みが作られている状態（除票の相互参照を可能とする仕組みが作られている状態）」のマイナンバー導入の経過記載例

 　配布資料がありますの改定法案が提出されることになったようです。 p.3 に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。附票」と「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民票」（次ページ表を参々が言ってもおかしくないようなことをこの研究会のメンバーの方が発言していて、あまりマイペー」を導入することを含んでいます。ジに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。収録）をまとめましを導入することを含んでいます。載せてあります。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍

の改定法案が提出されることになったようです。附票」というの改定法案が提出されることになったようです。は何かといかというと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民登録した住所の改定法案が提出されることになったようです。履歴がずらっと出ているんです。これは、住が提出されることになったようです。ずらっと出されることになったようです。ているんです。これは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住

民基本台帳法の改定法案が提出されることになったようです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。基づいて作られるも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。本籍地とか建物の「登記システム」がすでの改定法案が提出されることになったようです。市区町村長が管理／全部事項証明書記載例）」、が提出されることになったようです。管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立している。本籍地とか建物の「登記システム」がすでに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍といっ

しょに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。保管されているも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行さの改定法案が提出されることになったようです。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。ころだと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が初にこれまでの流れをおさらいします。 に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍が提出されることになったようです。あってその改定法案が提出されることになったようです。次ページ表を参に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。附票が提出されることになったようです。綴らら

れるという形で「戸籍システム検討ワーキンに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっていました。

　右の図の下半分が、「住民票（除票）」で、これは住民票の写しになっている形です。の改定法案が提出されることになったようです。図れるのではないか。解決すべきの改定法案が提出されることになったようです。下の２つの情報連携を可能にするため半分が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民票（除票）をまとめまし」で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。これは住民票の改定法案が提出されることになったようです。写しになっている形です。しに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっている形で「戸籍システム検討ワーキンです。

 戸籍へのマイナンバー導入の経過と注作成：いらないネット住民票の相互参照を可能とする仕組みが作られている状態のマイナンバー導入の経過「相互参照を可能とする仕組みが作られている状態」

　「マイナンバー」を導入することを含んでいます。相互参照」とは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。例え方と今まで進められてきた戸籍のシステば、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。この改定法案が提出されることになったようです。住民票除票は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。山田太郎さん・山田花子さんが神宮前さん・山田花子さんが提出されることになったようです。神宮前 1丁目に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。住

民票が提出されることになったようです。あったわけですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。平成 5 年 4 月 3 日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ不現住職権のとき事業仕分けというのをやって、各省庁が消除」と書かれかれています。転出されることになったようです。届けに基づく人口動態調査、相続税の事務とかの戸籍関連事務についても、この中で一元的にとか

転居届けに基づく人口動態調査、相続税の事務とかの戸籍関連事務についても、この中で一元的にを導入することを含んでいます。出されることになったようです。さないでどこかに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。行っちゃった、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ここに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。住んでいませんということで住民票が提出されることになったようです。除票に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっ

てしまったということです。

　例え方と今まで進められてきた戸籍のシステば、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。私たちはたちが提出されることになったようです。山田太郎さん・山田花子さんが神宮前さんに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。お話（戸籍とマイナンバー学習会② 金を貸していた金融関係の業者だったとして、ちゃんと利子をを導入することを含んでいます。貸していた金融関係の業者だったとして、ちゃんと利子をしていた金を貸していた金融関係の業者だったとして、ちゃんと利子を融関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。業者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）とだったとして、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ちゃんと利子を導入することを含んでいます。

返してほしいので連絡を取りたいので、住民票を取ったら職権消除になっちゃったという場合を考えしてほしいの改定法案が提出されることになったようです。で連絡を取りたいので、住民票を取ったら職権消除になっちゃったという場合を考えを導入することを含んでいます。取りまとめのようなもりたいの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民票を導入することを含んでいます。取りまとめのようなもったら職権のとき事業仕分けというのをやって、各省庁が消除に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっちゃったという場合を導入することを含んでいます。考え方と今まで進められてきた戸籍のシステえ方と今まで進められてきた戸籍のシステ

てみ済みになっていましたましょう。 

 「戸籍へのマイナンバー導入の経過」を読む（原田報告）使いった「住所の追跡」　のマイナンバー導入の経過追跡」　」　

　ちゃんと転出されることになったようです。届けに基づく人口動態調査、相続税の事務とかの戸籍関連事務についても、この中で一元的にとか転居届けに基づく人口動態調査、相続税の事務とかの戸籍関連事務についても、この中で一元的にを導入することを含んでいます。出されることになったようです。していれば、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。次ページ表を参に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。いつ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。どこどこに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。転出されることになったようです。・転居というの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。載ってい

るの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。新しい住所を導入することを含んでいます。追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますえ方と今まで進められてきた戸籍のシステるわけですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。除票に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なってしまうと追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますえ方と今まで進められてきた戸籍のシステないわけです。その改定法案が提出されることになったようです。ときに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

どうするかというと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民票に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は本籍と戸籍筆頭者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）と名が提出されることになったようです。載っているの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。これを導入することを含んでいます。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がとに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。本籍地とか建物の「登記システム」がすでの改定法案が提出されることになったようです。市区

町村に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。附票を導入することを含んでいます。請求とか証明書の交すると、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。そこに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は職権のとき事業仕分けというのをやって、各省庁が消除された住所の改定法案が提出されることになったようです。あと新たに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。例え方と今まで進められてきた戸籍のシステば住所設定で作られ

た新しい住所の改定法案が提出されることになったようです。履歴がずらっと出ているんです。これは、住が提出されることになったようです。ずっと載っていて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が新の改定法案が提出されることになったようです。住所を導入することを含んでいます。追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますいかけることが提出されることになったようです。できます。

　こういうふうな形で「戸籍システム検討ワーキンで住民票と戸籍の改定法案が提出されることになったようです。あいだでの改定法案が提出されることになったようです。相互参照というの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。できるんです。住民票に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は戸籍

の改定法案が提出されることになったようです。表にまとめたのが示す記号であって、当該親子間・当該夫婦（本籍と戸籍筆頭者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）と）をまとめましが提出されることになったようです。記載されているの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。附票を導入することを含んでいます。調べたり考えたりしてきたことを、べれば最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が新の改定法案が提出されることになったようです。住所を導入することを含んでいます。追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますいかけら

れる。さらに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。よって身分事項のほか、親族関係、つなどが提出されることになったようです。調べたり考えたりしてきたことを、べられる。逆に、本籍地がわかれば、そこには戸籍の附に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。本籍地とか建物の「登記システム」がすでが提出されることになったようです。わかれば、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。そこに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は戸籍の改定法案が提出されることになったようです。附

票が提出されることになったようです。あるの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が新の改定法案が提出されることになったようです。住所が提出されることになったようです。把握できるというようなことになっています。 できるというようなことに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっています。 







「住所の追跡」　のマイナンバー導入の経過追跡」　」のマイナンバー導入の経過実態 

　例え方と今まで進められてきた戸籍のシステば、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。資料がありますの改定法案が提出されることになったようです。 p.4 に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ちょっと古い情報も含めて報告したいと思います。 いん

ですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民票の改定法案が提出されることになったようです。写しになっている形です。し等を検討すの改定法案が提出されることになったようです。交付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦・住民

異なる意味を持つことに留意しておく必要がある。「電算化」は、動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家届けに基づく人口動態調査、相続税の事務とかの戸籍関連事務についても、この中で一元的に出されることになったようです。件数は戸籍統一文字よりも少なく、各字形に割り当てられた番号も異なるため、戸の改定法案が提出されることになったようです。状況の報」（平成 17 年度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会）をまとめましが提出されることになったようです。あり

ます。左側に平成に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。平成 17 年度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会の改定法案が提出されることになったようです。全国の改定法案が提出されることになったようです。市町村の改定法案が提出されることになったようです。合

計の改定法案が提出されることになったようです。住民票の改定法案が提出されることになったようです。写しになっている形です。しの改定法案が提出されることになったようです。交付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦件数は戸籍統一文字よりも少なく、各字形に割り当てられた番号も異なるため、戸、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。附票の改定法案が提出されることになったようです。

写しになっている形です。しの改定法案が提出されることになったようです。交付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦件数は戸籍統一文字よりも少なく、各字形に割り当てられた番号も異なるため、戸、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民異なる意味を持つことに留意しておく必要がある。「電算化」は、動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家届けに基づく人口動態調査、相続税の事務とかの戸籍関連事務についても、この中で一元的に出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。件数は戸籍統一文字よりも少なく、各字形に割り当てられた番号も異なるため、戸が提出されることになったようです。あり

ます。右の図の下半分が、「住民票（除票）」で、これは住民票の写しになっている形です。側に平成は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。全国の改定法案が提出されることになったようです。 22 の改定法案が提出されることになったようです。自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ体から抽出されることになったようです。し

た住民票の改定法案が提出されることになったようです。写しになっている形です。し・戸籍の改定法案が提出されることになったようです。附票の改定法案が提出されることになったようです。写しになっている形です。しの改定法案が提出されることになったようです。件数は戸籍統一文字よりも少なく、各字形に割り当てられた番号も異なるため、戸と、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発が提出されることになったようです。それを導入することを含んでいます。請求とか証明書の交してきたかという割り当てら合が提出されることになったようです。載っ

ています。

「住民票の相互参照を可能とする仕組みが作られている状態」のマイナンバー導入の経過写しの請求者しのマイナンバー導入の経過請求者 

　「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民票の改定法案が提出されることになったようです。写しになっている形です。し」を導入することを含んでいます。見の概要」（学習会②配布資料ると、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ほとんど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

64％が提出されることになったようです。本人及び情報提供のび情報提供の同じく一世帯の人なのですけれどの改定法案が提出されることになったようです。人なの改定法案が提出されることになったようです。ですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

次ページ表を参に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。多いのが金融機関いの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。金を貸していた金融関係の業者だったとして、ちゃんと利子を融機関 18.6％となっています。

自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ体などで戸籍の改定法案が提出されることになったようです。謄抄本とか住民票の改定法案が提出されることになったようです。写しになっている形です。し

の改定法案が提出されることになったようです。発行の改定法案が提出されることになったようです。事務を導入することを含んでいます。していると、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。や韓国の家はり金を貸していた金融関係の業者だったとして、ちゃんと利子を融機関、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

サラ金を貸していた金融関係の業者だったとして、ちゃんと利子をとかが提出されることになったようです。債権のとき事業仕分けというのをやって、各省庁がを導入することを含んでいます。回収するためということ

で請求とか証明書の交してくるの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。多いのが金融機関いです。

 「戸籍へのマイナンバー導入の経過のマイナンバー導入の経過附票の相互参照を可能とする仕組みが作られている状態」のマイナンバー導入の経過写しの請求者しのマイナンバー導入の経過請求者

　「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。附票の改定法案が提出されることになったようです。写しになっている形です。し」を導入することを含んでいます。見の概要」（学習会②配布資料ると、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。多いのが金融機関いの改定法案が提出されることになったようです。は

本人よりも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が公務員の名前は出てないので誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発 47.9％です。たぶんこれは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

ほとんどが提出されることになったようです。警察とか検察庁などの捜査機関でとか検察とか検察庁などの捜査機関で庁がなどの改定法案が提出されることになったようです。捜査機関で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

戸籍の改定法案が提出されることになったようです。附票だけではなくて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。いっしょに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍

の改定法案が提出されることになったようです。謄本も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が取りまとめのようなもる。刑事事件などで起きて、このときに宮城県と岩手県の４訴するときに、本人の名前とか現住所を調べるために取るわけですするときに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。本人の改定法案が提出されることになったようです。名前とか現住所を導入することを含んでいます。調べたり考えたりしてきたことを、べるために戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。取りまとめのようなもるわけです。

その改定法案が提出されることになったようです。ときの改定法案が提出されることになったようです。根拠法の改定法案が提出されることになったようです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なるの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。刑事訴するときに、本人の名前とか現住所を調べるために取るわけです訟法の改定法案が提出されることになったようです。なんです。第 197 条で利用第 2項のほか、親族関係、つ「マイナンバー」を導入することを含んでいます。捜査に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついては、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。公務所又はは

公私たちはの改定法案が提出されることになったようです。団体に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。照会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。して必ずしも統一されてなかったりと要な事項のほか、親族関係、つの改定法案が提出されることになったようです。報告をしていただきましたを導入することを含んでいます。求とか証明書の交めることが提出されることになったようです。できる」と、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。これだけの改定法案が提出されることになったようです。条で利用文なんですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

これに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。よって捜査事項のほか、親族関係、つ照会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。書かれという文書かれを導入することを含んでいます。使って、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍謄本、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。附票、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民票を導入することを含んでいます。請求とか証明書の交しています。

　今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。番号いらないネットスタッフの井法の改定法案が提出されることになったようです。で捜査機関が提出されることになったようです。自由にマイナンバーを使って捜査情報に利用できるというような話もありに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。マイナンバー」を導入することを含んでいます。を導入することを含んでいます。使って捜査情報に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。利用できるというような話も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）があり

ますが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。電算化していなくても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がう既に紙の戸籍や住民票についてもそういった形で捜査機関のほうに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行さの改定法案が提出されることになったようです。戸籍や韓国の家住民票に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がそういった形で「戸籍システム検討ワーキンで捜査機関の改定法案が提出されることになったようです。ほう

に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は利用されている状況の報が提出されることになったようです。あります。 

 5　戸籍へのマイナンバー導入の経過戸籍へのマイナンバー導入の経過副本の法務局・地方法務局への送付頻度　のマイナンバー導入の経過法務局における戸籍情報ネットワーク化の経緯・地方法務局における戸籍情報ネットワーク化の経緯へのマイナンバー導入の経過送付頻度　戸籍へのマイナンバー導入の経過
「紙媒体戸籍へのマイナンバー導入の経過」は別の個人登録制度の可能性 、マイナンバー制度を導入する話をあまり議論していない新たに編製したときおよたに編製したときおよしたと注作成：いらないネットきおよ

び 25 年が初めて経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）経過したと注作成：いらないネットきだけだった 

　これは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。先ほどお話がありましたけれども、ほども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が説明らかにする情したの改定法案が提出されることになったようです。ですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍

の改定法案が提出されることになったようです。記録を導入することを含んでいます。作るとき正本と副本が提出されることになったようです。あって、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。副本

は法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステの改定法案が提出されることになったようです。地とか建物の「登記システム」がすで方と今まで進められてきた戸籍のシステ法の改定法案が提出されることになったようです。務局に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。送られてバックアップとして保存されます。るの改定法案が提出されることになったようです。ですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

昔は紙の戸籍だったんですね。その「紙媒体は紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行さの改定法案が提出されることになったようです。戸籍だったんですね。その改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行さ媒体

戸籍」の改定法案が提出されることになったようです。副本は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。施行規則第 15 条で利用に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ど

の改定法案が提出されることになったようです。くらいの改定法案が提出されることになったようです。頻度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会で送られてバックアップとして保存されます。るかが提出されることになったようです。書かれいてあります。

戸籍を導入することを含んでいます。編製したとき、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍編製してから 25 年

経過も含めて調べたり考えたりしてきたことを、したとき、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それから、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。戸籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。載って



いる人が提出されることになったようです。死亡や婚姻で全員除籍になったときに、や韓国の家婚姻で全員の名前は出てないので誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発除籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なったときに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。1 か月ご紹介いただきました「共通番号いらないネット」の井上と申します。ずっと戸籍とか住民票とに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。まとめて市区町村の改定法案が提出されることになったようです。副本を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。務局に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。送られてバックアップとして保存されます。り

なさいとなっています。

　戸籍編製で一番多いのが金融機関いの改定法案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。婚姻して夫婦で最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が初にこれまでの流れをおさらいします。 に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍を導入することを含んでいます。つくるときです。最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が初にこれまでの流れをおさらいします。 に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。つくって夫婦が提出されることになったようです。

載っている正本と副本が提出されることになったようです。出されることになったようです。来て、その副本が法務局に送られるわけです。そのあと、子どもが生まれて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。副本が提出されることになったようです。法の改定法案が提出されることになったようです。務局に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。送られてバックアップとして保存されます。られるわけです。その改定法案が提出されることになったようです。あと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。子ども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がが提出されることになったようです。生まれ

たりなんだりあると思います。 いますが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。25 年たって初にこれまでの流れをおさらいします。 めて次ページ表を参の改定法案が提出されることになったようです。副本が提出されることになったようです。送られてバックアップとして保存されます。られていたの改定法案が提出されることになったようです。です。

「電算化の経緯戸籍へのマイナンバー導入の経過」では別の個人登録制度の可能性 、マイナンバー制度を導入する話をあまり議論していない1 年ごと注作成：いらないネットに送付

「戸籍へのマイナンバー導入の経過副本デー導入の経過タ管理システムの導入管理システム」は別の個人登録制度の可能性 、マイナンバー制度を導入する話をあまり議論していない「記録したと注作成：いらないネットき、マイナンバー制度を導入する話をあまり議論していない遅滞なく」送付なく」送付

　それが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。電算化戸籍」＊2に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なると、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。１年ご紹介いただきました「共通番号いらないネット」の井上と申します。ずっと戸籍とか住民票とに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。磁気じゃないなというのが読み取れます。媒体で送られてバックアップとして保存されます。りなさい、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。という話に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なります。さ

らに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。先ほどお話がありましたけれども、ほどの改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍副本デー」を導入することを含んでいます。タ管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家」＊3が提出されることになったようです。出されることになったようです。来て、その副本が法務局に送られるわけです。そのあと、子どもが生まれてからは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。記録したときに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は遅滞なな

くこの改定法案が提出されることになったようです。副本システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家で送られてバックアップとして保存されます。信の技術の利用に関する法律」しなさいということで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。何かといか戸籍の改定法案が提出されることになったようです。届けに基づく人口動態調査、相続税の事務とかの戸籍関連事務についても、この中で一元的に出されることになったようです。が提出されることになったようです。あってなに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。しかの改定法案が提出されることになったようです。記録を導入することを含んでいます。した

ときはすぐに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。逐一、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。務局の改定法案が提出されることになったようです。ほうに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。デー」を導入することを含んでいます。タを導入することを含んでいます。送られてバックアップとして保存されます。りなさいということが提出されることになったようです。既に紙の戸籍や住民票についてもそういった形で捜査機関のほうに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家として作られて

います（戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。施行規則第 75 条で利用）をまとめまし。 

6　戸籍へのマイナンバー導入の経過戸籍へのマイナンバー導入の経過情報ネットワーク化の経緯等の保存期間のマイナンバー導入の経過保存期間
　次ページ表を参に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍情報とか住民票の改定法案が提出されることになったようです。情報が提出されることになったようです。どの改定法案が提出されることになったようです。く

らい保存されます。されているかです。

戸籍へのマイナンバー導入の経過（除籍へのマイナンバー導入の経過簿）は別の個人登録制度の可能性 150 年間保存

　戸籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。載っている人が提出されることになったようです。全員の名前は出てないので誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発死亡や婚姻で全員除籍になったときに、したり、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。婚

姻して新しい戸籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。移ったりして、誰もいなったりして、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がいな

くなったも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。除籍簿といいます。除籍簿といいます。除籍簿といいます。除籍簿

に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なったも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。保存されます。期でした。それを踏まえた話を原田さんのほうでしていただきました。間とりまとめ」を出しが提出されることになったようです。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。施行規則第 5

条で利用で定められています。昔は紙の戸籍だったんですね。その「紙媒体は除籍してから 50

年保存されます。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。あと法の改定法案が提出されることになったようです。改正が提出されることになったようです。あって 80 年保存されます。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

なっていました。これが提出されることになったようです。今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。除籍年度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会の改定法案が提出されることになったようです。翌年

から 150 年間とりまとめ」を出し保存されます。となっています。

 　配布資料がありますの改定法案が提出されることになったようです。 p.5（次ページ表を参ペー」を導入することを含んでいます。ジに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。収録）をまとめましを導入することを含んでいます。見の概要」（学習会②配布資料ていただくと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民票等を検討すの改定法案が提出されることになったようです。保存されます。期でした。それを踏まえた話を原田さんのほうでしていただきました。間とりまとめ」を出しの改定法案が提出されることになったようです。変わっ遷」が書かれて」が提出されることになったようです。書かれかれて

います（住基法の改定法案が提出されることになったようです。施行令第 34 条で利用）をまとめまし。

　いちばん右の図の下半分が、「住民票（除票）」で、これは住民票の写しになっている形です。側に平成の改定法案が提出されることになったようです。縦の列が戸籍の「除籍簿」の保存期間で、の改定法案が提出されることになったようです。列が戸籍の「除籍簿」の保存期間で、が提出されることになったようです。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。除籍簿といいます。除籍簿」の改定法案が提出されることになったようです。保存されます。期でした。それを踏まえた話を原田さんのほうでしていただきました。間とりまとめ」を出しで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。50 年だったの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。 80 年に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なり 150 年に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

なっています。

住基ネットの「本人確認情報」もネットのマイナンバー導入の経過「本人確認める法改定と「戸籍情報システム標準仕様書」の策定情報ネットワーク化の経緯」も 150 年

　同じくじく、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。右の図の下半分が、「住民票（除票）」で、これは住民票の写しになっている形です。から 2 つめの改定法案が提出されることになったようです。列が戸籍の「除籍簿」の保存期間で、が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住基ネットの改定法案が提出されることになったようです。本人確認める改定戸籍法が施行さ情報の改定法案が提出されることになったようです。保存されます。期でした。それを踏まえた話を原田さんのほうでしていただきました。間とりまとめ」を出し」で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住基ネットが提出されることになったようです。出されることになったようです。来て、その副本が法務局に送られるわけです。そのあと、子どもが生まれたと

き、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。本人確認める改定戸籍法が施行さ情報の改定法案が提出されることになったようです。保存されます。期でした。それを踏まえた話を原田さんのほうでしていただきました。間とりまとめ」を出しは普通の改定法案が提出されることになったようです。人に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついては 5 年、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。在り方等について検討するため、法務省に研究会を立外選挙人名簿といいます。除籍簿に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。登録された人に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついては

80 年保存されます。ということだったんですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会が提出されることになったようです。できて本人確認める改定戸籍法が施行さ情報の改定法案が提出されることになったようです。中に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。個人番号いらないネットスタッフの井

（マイナンバー」を導入することを含んでいます。）をまとめまし」が提出されることになったようです。入することを含んでいます。るように戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なったときに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。合わせて 150 年保存されます。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。延長が管理／全部事項証明書記載例）」、されました。

「150 年間保存」と注作成：いらないネットいうと注作成：いらないネット...

　150 年という時間とりまとめ」を出しの改定法案が提出されることになったようです。長が管理／全部事項証明書記載例）」、さは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。2018 年ですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。150 年前というの改定法案が提出されることになったようです。は 1868 年で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ちょうど江戸幕

府が提出されることになったようです。終の取りまとめのようなもわって明らかにする情治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイが提出されることになったようです。始まっていくわけまる年です。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がしその改定法案が提出されることになったようです。当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会時マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会が提出されることになったようです。あったとしたら、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。年に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。死ん

だ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。例え方と今まで進められてきた戸籍のシステば沖田総司とか近藤勇の本人確認情報が、今年度末の来年とか近くにあったも藤勇の本人確認情報が、今年度末の来年の改定法案が提出されることになったようです。本人確認める改定戸籍法が施行さ情報が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。今まで進められてきた戸籍のシステ年度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会末の改定法案が提出されることになったようです。来て、その副本が法務局に送られるわけです。そのあと、子どもが生まれ年 3 月に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。や韓国の家っと廃棄されるというこされるというこ

とです。そんな長が管理／全部事項証明書記載例）」、い期でした。それを踏まえた話を原田さんのほうでしていただきました。間とりまとめ」を出し、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がそうだし、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。本人確認める改定戸籍法が施行さ情報―――そこに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は住民票コー」を導入することを含んでいます。ドできますも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が載っている

し、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。個人番号いらないネットスタッフの井（マイナンバー」を導入することを含んでいます。）をまとめましも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が載っているも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。保存されます。されるという制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なってしまった。





戸籍へのマイナンバー導入の経過のマイナンバー導入の経過附票の相互参照を可能とする仕組みが作られている状態と注作成：いらないネット住民票の相互参照を可能とする仕組みが作られている状態のマイナンバー導入の経過除票の相互参照を可能とする仕組みが作られている状態も 150 年間に延長しようとしているしようと注作成：いらないネットして経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）いる戸籍情報ネットワーク化の経緯

　資料があります「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民票等を検討すの改定法案が提出されることになったようです。保存されます。期でした。それを踏まえた話を原田さんのほうでしていただきました。間とりまとめ」を出しの改定法案が提出されることになったようです。変わっ遷」が書かれて」の改定法案が提出されることになったようです。右の図の下半分が、「住民票（除票）」で、これは住民票の写しになっている形です。から 3 つめの改定法案が提出されることになったようです。列が戸籍の「除籍簿」の保存期間で、は「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。附票と住民票除票」の改定法案が提出されることになったようです。保存されます。期でした。それを踏まえた話を原田さんのほうでしていただきました。間とりまとめ」を出し

です（住基法の改定法案が提出されることになったようです。施行令第 34 条で利用）をまとめまし。今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。通常の改定法案が提出されることになったようです。方と今まで進められてきた戸籍のシステは 5 年、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。在り方等について検討するため、法務省に研究会を立外選挙人名簿といいます。除籍簿登録者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）とは 80 年とか 150 年とか

なんですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。これに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が戸籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。合わせて 150 年に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。延長が管理／全部事項証明書記載例）」、しようという動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家きが提出されることになったようです。あります。

　いつの改定法案が提出されることになったようです。間とりまとめ」を出しに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。こんなに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。延ばされたの改定法案が提出されることになったようです。かというと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついては戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。施行規則という法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ令に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

よって、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民票とか戸籍の改定法案が提出されることになったようです。附票、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。本人確認める改定戸籍法が施行さ情報に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついては住民基本台帳施行令という内閣の決定（政の改定法案が提出されることになったようです。決定（政

令）をまとめましに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。よって延ばせる。国会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。での改定法案が提出されることになったようです。議論の内容についての報告をしていただきましたを導入することを含んでいます。経ないで法の改定法案が提出されることになったようです。律の改定法案が提出されることになったようです。改定なしに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。行政機関だけでできる。ここま

で今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。進められてきた戸籍のシステんでしまった。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ここで戸籍を導入することを含んでいます。ネットワー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家化したり、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。そこに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。マイナンバー」を導入することを含んでいます。を導入することを含んでいます。振ったりとったりと

いうことが提出されることになったようです。今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。検討すされようとしている＊4。

7　戸籍へのマイナンバー導入の経過戸籍へのマイナンバー導入の経過のマイナンバー導入の経過法・制度上の目的と戸籍情報連携システムのマイナンバー導入の経過目的と戸籍情報連携システムと戸籍情報連携システム戸籍へのマイナンバー導入の経過情報ネットワーク化の経緯連携システムシステム（仮称）レベルの準備のマイナンバー導入の経過管理主体 

　こういった状況の報の改定法案が提出されることになったようです。中で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍を導入することを含んでいます。オンライン

化していくことに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。どんな問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますが提出されることになったようです。あるの改定法案が提出されることになったようです。かとい

うことを導入することを含んでいます。次ページ表を参に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。見の概要」（学習会②配布資料ていきたいと思います。 います。

　「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。」という法の改定法案が提出されることになったようです。律は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍って何かとい?」

（戸籍の改定法案が提出されることになったようです。定義）をまとめましとか、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍は何かといの改定法案が提出されることになったようです。ために戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。あ

るの改定法案が提出されることになったようです。?」（戸籍の改定法案が提出されることになったようです。目的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が）をまとめましに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついては、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。何かといも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が書かれい

ていないんです＊5。

目的と戸籍情報連携システムが初めて経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）明示されない「個人情報」の大量収集されない「個人情報ネットワーク化の経緯」のマイナンバー導入の経過大量収集めても、標準仕様書は機能していなかった

　戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。第 1 条で利用は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。市町村長が管理／全部事項証明書記載例）」、が提出されることになったようです。戸籍事務を導入することを含んでいます。

管掌するというところから書き始められていするというところから書かれき始まっていくわけめられてい

ます。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。民法の改定法案が提出されることになったようです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料しての改定法案が提出されることになったようです。手続のオンライン化を進めたためであり、ニーズがなければ結法の改定法案が提出されることになったようです。なん

だということが提出されることになったようです。言っているのかというわれているんですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

何かといの改定法案が提出されることになったようです。ために戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。それだけの改定法案が提出されることになったようです。身分上の改定法案が提出されることになったようです。個人情報を導入することを含んでいます。収集が行われました。一番厚い資料「戸籍法するの改定法案が提出されることになったようです。かその改定法案が提出されることになったようです。目的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がは何かといも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が明らかにする情記されていない。

　その改定法案が提出されることになったようです。ようなも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。オンラインでつなぐということが提出されることになったようです。果たしてどうなの改定法案が提出されることになったようです。か。まさに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がう古い情報も含めて報告したいと思います。 い「マイナンバー」を導入することを含んでいます。由にマイナンバーを使って捜査情報に利用できるというような話もありらし

むべし知されます。これについても、らしむべからず」という形で「戸籍システム検討ワーキンで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。目的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がを導入することを含んでいます。はっきりさせないままオンライン化するということが提出されることになったようです。

問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっています点は、このの改定法案が提出されることになったようです。一つです。 

法務大臣が戸籍情報を連携システムによって一括管理するのは「違憲」ではないかが初めて経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）戸籍へのマイナンバー導入の経過情報ネットワーク化の経緯を読む（原田報告）連携システムシステムによって経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）一括管理する戸籍情報ネットワーク化の経緯のマイナンバー導入の経過は別の個人登録制度の可能性 「違憲」ではないか」では別の個人登録制度の可能性 ないか?

 　それから、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。今まで進められてきた戸籍のシステ回、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発が提出されることになったようです。この改定法案が提出されることになったようです。戸籍情報連携を可能にするためシステム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立主として原田さんのお話でほと体に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なるの改定法案が提出されることになったようです。かということです。さきほど

紹介いただきました「共通番号いらないネット」の井上と申します。ずっと戸籍とか住民票した法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ法の改定法案が提出されることになったようです。制審議会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。中間とりまとめ」を出し試案が提出されることになったようです。」＊6の改定法案が提出されることになったようです。 p.7「マイナンバー」を導入することを含んでいます。第 2」の改定法案が提出されることになったようです。ところを導入することを含んでいます。見の概要」（学習会②配布資料ると、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。務大臣

に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。お話（戸籍とマイナンバー学習会② いて戸籍情報連携を可能にするためシステム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家（仮称が戸籍事務へ）をまとめましを導入することを含んでいます。構築のための標準仕様書であるとか、戸籍統するも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。とする」とあり、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍情報連携を可能にするためシステム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家を導入することを含んでいます。構

築のための標準仕様書であるとか、戸籍統するの改定法案が提出されることになったようです。は法の改定法案が提出されることになったようです。務大臣ですよと書かれかれています。

　つまり、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。法の改定法案が提出されることになったようです。務大臣が提出されることになったようです。戸籍情報を導入することを含んでいます。連携を可能にするためシステム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。よって一括管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立するということが提出されることになったようです。書かれかれているわけ

です。でも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住基ネットの改定法案が提出されることになったようです。最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が高裁判決の改定法案が提出されることになったようです。ときに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。実際に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は各地とか建物の「登記システム」がすで方と今まで進められてきた戸籍のシステ自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ体が提出されることになったようです。共同じくでつくった全国セン

ター」を導入することを含んでいます。が提出されることになったようです。管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立しているんだ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。国が提出されることになったようです。一元に配布資料があります管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立しているんじゃないんだ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。だから違憲じゃないんだとしましじゃないんだとしまし

た＊7。それが提出されることになったようです。あったの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が国ではなくて地とか建物の「登記システム」がすで方と今まで進められてきた戸籍のシステ公共団体情報システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家機構

（J-LIS）をまとめましというところを導入することを含んでいます。一つ噛ませて、そこが管理しているんだ、国が一元管理しているんじゃないませて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。そこが提出されることになったようです。管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立しているんだ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。国が提出されることになったようです。一元に配布資料があります管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立しているんじゃない

んだ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ということを導入することを含んでいます。言っているのかというっていた。

　それが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。この改定法案が提出されることになったようです。戸籍情報連携を可能にするためシステム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家では法の改定法案が提出されることになったようです。務大臣が提出されることになったようです。システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家を導入することを含んでいます。構築のための標準仕様書であるとか、戸籍統するんだと書かれかれています。こ

れは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住基ネットの改定法案が提出されることになったようです。最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が高裁判決からしたら違憲じゃないんだとしましなの改定法案が提出されることになったようです。ではないか、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。というところを導入することを含んでいます。指摘しておきたいとしてお話（戸籍とマイナンバー学習会② きたいと

思います。 います。 



（3 章）

＊1 »   学習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。② 配布資料があります（その改定法案が提出されることになったようです。      1  ）をまとめまし   

＊2 「マイナンバー」を導入することを含んでいます。電算化戸籍」は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。行政の改定法案が提出されることになったようです。 IT（ICT）をまとめまし化」以前の改定法案が提出されることになったようです。旧型コンピュータの技術を前提とするコンピュータ化で、当時普及がコンピュー」を導入することを含んでいます。タ技術の利用に関する法律」に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。よってデジタル化さ

れた戸籍。 »   前の改定法案が提出されることになったようです。ペー」を導入することを含んでいます。ジの改定法案が提出されることになったようです。注      1      お話（戸籍とマイナンバー学習会② よび情報提供の      2      を導入することを含んでいます。参照 

＊3 「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍副本デー」を導入することを含んでいます。タ管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家」に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついては、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍とマイナンバー」を導入することを含んでいます。学習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。 シリー」を導入することを含んでいます。ズがないにも①」の改定法案が提出されることになったようです。原田

報告をしていただきました »   「マイナンバー」を導入することを含んでいます。  III   戸籍事務に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。お話（戸籍とマイナンバー学習会② けるマイナンバー」を導入することを含んでいます。の改定法案が提出されることになったようです。活用   を導入することを含んでいます。参照 

＊4 行政機関が提出されることになったようです。保有する個人情報の改定法案が提出されることになったようです。保護に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する法の改定法案が提出されることになったようです。律第 2 条で利用第 2項のほか、親族関係、つは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。個人情報」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。生存されます。する個

人に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する情報」と定義していることに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。留意されたい。 

＊5 »   戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。   第 1 条で利用などを導入することを含んでいます。参照 

＊6 法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ法の改定法案が提出されることになったようです。制審議会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。 »   「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。改正に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する中間とりまとめ」を出し試案が提出されることになったようです。」の改定法案が提出されることになったようです。取りまとめのようなもりまとめ」   所収の改定法案が提出されることになったようです。中間とりまとめ」を出し

試案が提出されることになったようです。 

＊7 例え方と今まで進められてきた戸籍のシステば »   住基ネット大阪訴するときに、本人の名前とか現住所を調べるために取るわけです訟最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が高裁判決   p.12 などを導入することを含んでいます。参照 

http://officedlc.sakura.ne.jp/ws4chr-j/e-GovSec/SupremeCourt/SCD003.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04600022.html
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000224
http://192.168.0.2/bango-iranai-1stView/news/newsView.php?n=219-3
http://192.168.0.2/bango-iranai-1stView/news/newsView.php?n=247-2#footNote
http://192.168.0.2/bango-iranai-1stView/news/pdf/20180712-247-KosekiStudyesSeries2Docs-1.pdf


IV　戸籍へのマイナンバー導入の経過戸籍へのマイナンバー導入の経過情報ネットワーク化の経緯と戸籍情報連携システムプライバシー導入の経過

8　戸籍へのマイナンバー導入の経過差別を生じうる情報の収集・電算化禁止と日本政府の対応 を介した住民票との相互参照生じうる情報の収集・電算化禁止と日本政府の対応 じうる戸籍情報ネットワーク化の経緯情報ネットワーク化の経緯のマイナンバー導入の経過収集・電算化の経緯禁止と日本政府の対応 と戸籍情報連携システム日本の法務局・地方法務局への送付頻度　政府のマイナンバー導入の経過対応 
　1990 年の改定法案が提出されることになったようです。国連総会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。で「マイナンバー」を導入することを含んでいます。改訂版電算化された

個人デー」を導入することを含んでいます。タフの井ァイルの改定法案が提出されることになったようです。規制の改定法案が提出されることになったようです。ための改定法案が提出されることになったようです。指針」」＊1

が提出されることになったようです。採択されています。その中のされています。その改定法案が提出されることになったようです。中の改定法案が提出されることになったようです。 5 番目に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。非

差別の符号を使って連携をするということです。の改定法案が提出されることになったようです。原則」というの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。あります。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。配布資

料があります（その改定法案が提出されることになったようです。 1）をまとめまし」の改定法案が提出されることになったようです。 p.6〜7 に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。一部を導入することを含んでいます。抜粋

した私たちは訳を収録していますを導入することを含んでいます。収録しています＊2。

　タイトルに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。改訂版」とあるの改定法案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が初にこれまでの流れをおさらいします。 、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

この改定法案が提出されることになったようです。指針」の改定法案が提出されることになったようです。草稿していて、その中でも、が提出されることになったようです。作られて各国に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。示す記号であって、当該親子間・当該夫婦されたの改定法案が提出されることになったようです。

に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料して、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本を導入することを含んでいます。含んでいます。む 8 つの改定法案が提出されることになったようです。政府が提出されることになったようです。意見の概要」（学習会②配布資料を導入することを含んでいます。述したように、「電算化」はメーカー独自の技術を使うことを前提としていたため、この

べ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。改訂されたためです。

5. 非差別の符号を使って連携をするということです。の改定法案が提出されることになったようです。原則

　原則 6 に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。基づいて限定的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。予想される例外の場合を前提として、団体または労働組合のされる例外の改定法案が提出されることになったようです。場合を導入することを含んでいます。前提として、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。団体または労働組みを導入することの総称が戸籍事務へ合の改定法案が提出されることになったようです。

一員の名前は出てないので誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発であることだけでなく、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。人種的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がまたは民族的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が出されることになったようです。自、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。肌の色、性生活、政治的意見、宗の改定法案が提出されることになったようです。色、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。性生活、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。政治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が意見の概要」（学習会②配布資料、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。宗

教的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。哲学的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がまたはその改定法案が提出されることになったようです。他の改定法案が提出されることになったようです。信の技術の利用に関する法律」条で利用に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する情報を導入することを含んでいます。含んでいます。め、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。違法の改定法案が提出されることになったようです。なまたは恣意的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がな差別の符号を使って連携をするということです。を導入することを含んでいます。生じ

させそうなデー」を導入することを含んでいます。タは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。蓄積されてはならない。（井上訳を収録しています）をまとめまし 

　「マイナンバー」を導入することを含んでいます。配布資料があります（その改定法案が提出されることになったようです。 1）をまとめまし」の改定法案が提出されることになったようです。 p.7「マイナンバー」を導入することを含んでいます。註」にあるように、「非差別の原則」に対して日本政府は次のよう」に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。あるように戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。非差別の符号を使って連携をするということです。の改定法案が提出されることになったようです。原則」に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料して日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本政府は次ページ表を参の改定法案が提出されることになったようです。よう

な意見の概要」（学習会②配布資料を導入することを含んでいます。提出されることになったようです。しました＊3。 

……、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。敏感な範疇に入るデータは国や個人によって異なるかもしれないので、それらの項な範疇に入るデータは国や個人によって異なるかもしれないので、それらの項に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。入することを含んでいます。るデー」を導入することを含んでいます。タは国や韓国の家個人に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。よって異なる意味を持つことに留意しておく必要がある。「電算化」は、なるかも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がしれないの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それらの改定法案が提出されることになったようです。項のほか、親族関係、つ

目を導入することを含んでいます。すべての改定法案が提出されることになったようです。国々が言ってもおかしくないようなことをこの研究会のメンバーの方が発言していて、あまりマイに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。共通して適用されるべきも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。と明らかにする情記するの改定法案が提出されることになったようです。は適切ではない。それゆえではない。それゆえ方と今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

これは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。各国の改定法案が提出されることになったようです。伝統、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。各国の改定法案が提出されることになったようです。行政上の改定法案が提出されることになったようです。公共サー」を導入することを含んでいます。ビスの改定法案が提出されることになったようです。必ずしも統一されてなかったりと要性や韓国の家その改定法案が提出されることになったようです。他の改定法案が提出されることになったようです。関連状況の報に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。応じて

それぞれの改定法案が提出されることになったようです。国に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。より決定されるべき問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますである。（国連総会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。 報告をしていただきました書かれ A/44/606。井上訳を収録しています）をまとめまし

 　国連の改定法案が提出されることになったようです。指針」というの改定法案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。単に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。これを導入することを含んでいます。国連として採択されています。その中のしただけでなくて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。この改定法案が提出されることになったようです。内容についての報告をしていただきましたを導入することを含んでいます。各国が提出されることになったようです。自国の改定法案が提出されることになったようです。法の改定法案が提出されることになったようです。

律の改定法案が提出されることになったようです。中で反映するという動きがありました。 させなさい、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。というも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。です。

戸籍へのマイナンバー導入の経過のマイナンバー導入の経過差別の個人登録制度の可能性 性に対する、日本政府の認識する戸籍情報ネットワーク化の経緯、マイナンバー制度を導入する話をあまり議論していない日本政府の認識のマイナンバー導入の経過認める法改定と「戸籍情報システム標準仕様書」の策定識

　この改定法案が提出されることになったようです。資料がありますは八幡明らかにする情彦さんのお話（戸籍とマイナンバー学習会② さんが提出されることになったようです。訳を収録しています文を導入することを含んでいます。作られて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。私たちははそれを導入することを含んでいます。戸籍研究者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）との改定法案が提出されることになったようです。故佐藤文明らかにする情さんからいただい

て資料がありますを導入することを含んでいます。作ったんですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。八幡明らかにする情彦さんのお話（戸籍とマイナンバー学習会② さんはその改定法案が提出されることになったようです。訳を収録しています文に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。添えて、次のように指摘していますえ方と今まで進められてきた戸籍のシステて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。次ページ表を参の改定法案が提出されることになったようです。ように戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。指摘しておきたいとしています＊4。

　これは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。明らかにする情らかに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会時の改定法案が提出されることになったようです。戸籍・住民票の改定法案が提出されることになったようです。コンピュー」を導入することを含んでいます。タ化に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料して、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。差別の符号を使って連携をするということです。情報の改定法案が提出されることになったようです。蓄積とし

て批判が提出されることになったようです。国際的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。起きて、このときに宮城県と岩手県の４こることを導入することを含んでいます。予想される例外の場合を前提として、団体または労働組合のしたも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。であろうが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。改定案が提出されることになったようです。は日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本政府の改定法案が提出されることになったようです。主として原田さんのお話でほと張を導入することを含んでいます。いれ

なかった。



　この改定法案が提出されることになったようです。ように戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がう、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本政府は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍が提出されることになったようです。いろいろな差別の符号を使って連携をするということです。情報あるいは差別の符号を使って連携をするということです。を導入することを含んでいます。生じさせうる情報を導入することを含んでいます。蓄

積しているということを導入することを含んでいます。よく知されます。これについても、っているわけですね。それで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。こういった反対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料意見の概要」（学習会②配布資料を導入することを含んでいます。述したように、「電算化」はメーカー独自の技術を使うことを前提としていたため、このべたりしてい

るわけです。

EU総合データ保護規則第デー導入の経過タ管理システムの導入保護規則第 9条との関係と注作成：いらないネットのマイナンバー導入の経過関する要綱案」係の情報

　2018 年の改定法案が提出されることになったようです。 5 月に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。EUでは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。EU総合デー」を導入することを含んでいます。タ保護規則（General Data Protection Regulation; 

GDPR）をまとめまし」＊5が提出されることになったようです。適用されるように戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なりました。その改定法案が提出されることになったようです。中でも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。この改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。非差別の符号を使って連携をするということです。の改定法案が提出されることになったようです。原則」に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ある情報に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。つい

てはデー」を導入することを含んでいます。タ処理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立してはいけないと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。第 9 条で利用「マイナンバー」を導入することを含んでいます。特別の符号を使って連携をするということです。な範疇に入るデータは国や個人によって異なるかもしれないので、それらの項の改定法案が提出されることになったようです。個人デー」を導入することを含んでいます。タの改定法案が提出されることになったようです。処理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立」の改定法案が提出されることになったようです。第 1項のほか、親族関係、つに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。はっきりと

書かれかれています。今まで進められてきた戸籍のシステや韓国の家こういった原則に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。基づかないで個人情報を導入することを含んでいます。や韓国の家りとりしていると、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。EUなどから個

人情報の改定法案が提出されることになったようです。や韓国の家りとりを導入することを含んでいます。禁止されて企業が困ってしまうということがあるので、決して無視できない状況されて企業が提出されることになったようです。困ってしまうということが提出されることになったようです。あるの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。決して無視されて、事業仕分けということで叩かれたんですね。できない状況の報

が提出されることになったようです。国際的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）があると思います。 います。

9　戸籍へのマイナンバー導入の経過Privacy by Design：デザイン（設計）段階から取り入れるプライバシーデザイン（設計）レベルの準備段階から取り入れるプライバシーから取り入れるプライバシー取り入れるプライバシーり入れるプライバシー入の経過れる戸籍情報ネットワーク化の経緯プライバシー導入の経過
 　日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本弁護士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ連合会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。 2018 年 1 月に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸

籍事務に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会を導入することを含んでいます。導入することを含んでいます。することに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

関する意見の概要」（学習会②配布資料書かれ」＊6 を導入することを含んでいます。出されることになったようです。しています。2017 年、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステの改定法案が提出されることになったようです。戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会の改定法案が提出されることになったようです。研究会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。や韓国の家ワー」を導入することを含んでいます。キンググ

ルー」を導入することを含んでいます。プが提出されることになったようです。最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が終の取りまとめのようなも報告をしていただきましたを導入することを含んでいます。出されることになったようです。しましたが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。この改定法案が提出されることになったようです。意見の概要」（学習会②配布資料

書かれはそれらに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料する日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本弁護士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ連合会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。意見の概要」（学習会②配布資料

としてまとめられています。

デー導入の経過タ管理システムの導入保護・スライドと注作成：いらないネットプライバシー導入の経過･コミッショナー導入の経過国

際会議のマイナンバー導入の経過決議

　その改定法案が提出されることになったようです。中に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。この改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。プライバシー」を導入することを含んでいます。・バイ・デザ

イン」に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついて載っています。

　現在り方等について検討するため、法務省に研究会を立では、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。プライバシー」を導入することを含んでいます。の改定法案が提出されることになったようです。保護を導入することを含んでいます。図れるのではないか。解決すべきりつつ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。デー」を導入することを含んでいます。タ連携を可能にするため等を検討すの改定法案が提出されることになったようです。利便性を導入することを含んでいます。追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっています求とか証明書の交する考え方と今まで進められてきた戸籍のシステえ方と今まで進められてきた戸籍のシステ方と今まで進められてきた戸籍のシステ・

取りまとめのようなも組みを導入することの総称が戸籍事務へが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。世界の改定法案が提出されることになったようです。趨勢となっている。それが、データ保護・プライバシー･コミッショナー国となっている。それが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。デー」を導入することを含んでいます。タ保護・プライバシー」を導入することを含んでいます。･コミに出たのが、民主党政権のとき事業仕分けというのをやって、各省庁がッショナー」を導入することを含んでいます。国

際会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。議に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。お話（戸籍とマイナンバー学習会② いて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。2010 年 10 月に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。採択されています。その中のされたプライバシー」を導入することを含んでいます。・バイ・デザインに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する決議
＊7 である。 

とあります。

プライバシー導入の経過・スライドと注作成：いらないネットバイ・スライドと注作成：いらないネットデザインのマイナンバー導入の経過 7つのマイナンバー導入の経過基ネットの「本人確認情報」も本原則

　そして、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。プライバシー」を導入することを含んでいます。・バイ・デザインに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

ついては、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。7 つの改定法案が提出されることになったようです。基本原則が提出されることになったようです。あるということが提出されることになったようです。

言っているのかというわれています。今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会の改定法案が提出されることになったようです。違

憲じゃないんだとしまし訴するときに、本人の名前とか現住所を調べるために取るわけです訟が提出されることになったようです。全国で行われていますが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。東京

訴するときに、本人の名前とか現住所を調べるために取るわけです訟が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。原告をしていただきました準備が始められた。書かれ面が増えるため、文字コードの世界標準となっている（2）をまとめまし」＊8 の改定法案が提出されることになったようです。中でプラ

イバシー」を導入することを含んでいます。・バイ・デザインに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついて主として原田さんのお話でほと張して

いるの改定法案が提出されることになったようです。ですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。そこから「マイナンバー」を導入することを含んでいます。7 つの改定法案が提出されることになったようです。基本原則」を導入することを含んでいます。

抜粋したの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。配布資料があります（その改定法案が提出されることになったようです。 1）をまとめまし」＊9の改定法案が提出されることになったようです。

p.9 です（右の図の下半分が、「住民票（除票）」で、これは住民票の写しになっている形です。の改定法案が提出されることになったようです。スライドできますはその改定法案が提出されることになったようです。概要）をまとめまし。



 予防的と戸籍情報連携システムで初めて経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）期設定と「戸籍情報システム標準仕様書」の策定されたプライバシー導入の経過保護

　基本原則の改定法案が提出されることになったようです。 1 つ目は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。事後の経過も含めて調べたり考えたりしてきたことを、的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がでなく事前的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。救済みになっていました策的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がでなく予防的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が」であること、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ということが提出されることになったようです。

言っているのかというわれています。

　2 つ目に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。プライバシー」を導入することを含んでいます。保護はあとから設定するの改定法案が提出されることになったようです。でなく、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。初にこれまでの流れをおさらいします。 期でした。それを踏まえた話を原田さんのほうでしていただきました。設定で有効化されること、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。というこ

とが提出されることになったようです。言っているのかというわれています。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会では、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。自動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。照会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。して回答してはまずいような情報についしてはまずいような情報に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。つい

てはフの井ラグを導入することを含んでいます。立ち向かっていけばいいのかということを考える際てるとしているんですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。例え方と今まで進められてきた戸籍のシステばDV被害とか津波の被害を受けてあやうく副本も滅失するところだったというところ者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）とだったりストー」を導入することを含んでいます。カー」を導入することを含んでいます。の改定法案が提出されることになったようです。被害とか津波の被害を受けてあやうく副本も滅失するところだったというところ者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）と

だったりが提出されることになったようです。申します。ずっと戸籍とか住民票し立ち向かっていけばいいのかということを考える際てて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それを導入することを含んでいます。受けて、けて初にこれまでの流れをおさらいします。 めてフの井ラグを導入することを含んでいます。立ち向かっていけばいいのかということを考える際てて自動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。応答してはまずいような情報についしないようなや韓国の家り方と今まで進められてきた戸籍のシステが提出されることになったようです。され

るわけです。それは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。あとから付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦け足させた」されるも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。初にこれまでの流れをおさらいします。 期でした。それを踏まえた話を原田さんのほうでしていただきました。設定されていないも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。です。

　そういう点は、このからいうと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がうマイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会自体が提出されることになったようです。プライバシー」を導入することを含んでいます。・バイ・デザインに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。合っていな

い。さらに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。機微情報を導入することを含んでいます。含んでいます。んだ戸籍を導入することを含んでいます。マイナンバー」を導入することを含んでいます。で取りまとめのようなもり扱うということは輪をかけて問題であるとうということは輪をかけて問題であるとを導入することを含んでいます。かけて問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますであると

言っているのかというえ方と今まで進められてきた戸籍のシステると思います。 います。

ライフサイク化の経緯ル全般にわたるプライバシーの保護全般にわたるプライバシーの保護にわたる戸籍情報ネットワーク化の経緯プライバシー導入の経過のマイナンバー導入の経過保護

　5 番目に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。デー」を導入することを含んでいます。タはライフの井サイク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家ル全般にわたって保護されること、ということが書かれていて、に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。わたって保護されること、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ということが提出されることになったようです。書かれかれていて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

　すべての改定法案が提出されることになったようです。デー」を導入することを含んでいます。タは､データライフサイクル管理の下に安全に保持され、プロセスの終了時デー」を導入することを含んでいます。タライフの井サイク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家ル管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立の改定法案が提出されることになったようです。下の２つの情報連携を可能にするために戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。安全に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。保持つことに留意しておく必要がある。「電算化」は、され、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。プロセスの改定法案が提出されることになったようです。終の取りまとめのようなも了時

に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は確実に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。破棄されるというこされる 

とあります。

　デー」を導入することを含んでいます。タが提出されることになったようです。必ずしも統一されてなかったりと要なくなったら確実に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。破棄されるというこされなければならないとなっているの改定法案が提出されることになったようです。ですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。先ほどお話がありましたけれども、ほども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が言っているのかというっ

たように戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍は何かといの改定法案が提出されることになったようです。ために戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。個人情報を導入することを含んでいます。集が行われました。一番厚い資料「戸籍法めているの改定法案が提出されることになったようです。か、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。目的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がが提出されることになったようです。書かれかれていない。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。保存されます。期でした。それを踏まえた話を原田さんのほうでしていただきました。間とりまとめ」を出し

が提出されることになったようです。延び情報提供のていて 150 年に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっている。

　目的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がわからないし、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。デー」を導入することを含んでいます。タライフの井サイク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家ルが提出されることになったようです。果たして何かとい年が提出されることになったようです。適正なの改定法案が提出されることになったようです。かも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がわからないところ

でオンライン化が提出されることになったようです。進められてきた戸籍のシステも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がうとしていることも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますです。

戸籍へのマイナンバー導入の経過は別の個人登録制度の可能性 「プライバシー導入の経過のマイナンバー導入の経過最大限の尊重」になっていないのマイナンバー導入の経過尊重」になっていない」になって経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）いない

　さらに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。 7 番目に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。利用者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）との改定法案が提出されることになったようです。プライバシー」を導入することを含んでいます。を導入することを含んでいます。最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が大限に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。尊重すること、という原則があるんですけれどすること、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。という原則が提出されることになったようです。あるんですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついて最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が初にこれまでの流れをおさらいします。 に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。内閣の決定（政府や韓国の家総務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステが提出されることになったようです。説明らかにする情している資料がありますの改定法案が提出されることになったようです。中に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。目的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がとしてプライバ

シー」を導入することを含んでいます。の改定法案が提出されることになったようです。保護を導入することを含んでいます。図れるのではないか。解決すべきるためということが提出されることになったようです。謳われているんですね。でも、こういったところを見ていると、われているんですね。でも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。こういったところを導入することを含んでいます。見の概要」（学習会②配布資料ていると、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

ぜ法務省がマイナンバーにそんなに積極んぜ法務省がマイナンバーにそんなに積極んプライバシー」を導入することを含んでいます。保護とかプライバシー」を導入することを含んでいます。・バイ・デザインに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっていない。 

10　戸籍へのマイナンバー導入の経過戸籍へのマイナンバー導入の経過情報ネットワーク化の経緯のマイナンバー導入の経過特殊性とプライバシー保護と戸籍情報連携システムプライバシー導入の経過保護
名前や生年月日などの情報を排除したや生年月日などの情報を排除した生年月日などのマイナンバー導入の経過情報ネットワーク化の経緯を読む（原田報告）排除した

マイナンバー導入の経過のマイナンバー導入の経過情報ネットワーク化の経緯提供ネットワークシステム」ネットワー導入の経過ク化の経緯

 　マイナンバー」を導入することを含んでいます。の改定法案が提出されることになったようです。情報提供のネットワー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家シス

テム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家では、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。連携を可能にするため情報を導入することを含んでいます。や韓国の家りとりするために戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

本人の改定法案が提出されることになったようです。名前だとか生年月日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっだとか本人が提出されることになったようです。特定

できるも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦けてや韓国の家りとりすることが提出されることになったようです。でき

ないことに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっています。そこで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。機関別の符号を使って連携をするということです。

の改定法案が提出されることになったようです。符号いらないネットスタッフの井」＊10を導入することを含んでいます。付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦けるとしています。

夫婦関する要綱案」係の情報を読む（原田報告）表す「親族関係符号」す「符号」」

　戸籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は夫婦であったり親子であったりと

いう親族的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がな身分関係や韓国の家が提出されることになったようです。載っているわけです

が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。じゃ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それを導入することを含んでいます。どういうふうに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。符号いらないネットスタッフの井を導入することを含んでいます。付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦けるかというと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。さっきも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が言っているのかというった「マイナンバー」を導入することを含んでいます。親族関係や韓国の家符号いらないネットスタッフの井」＊11とい

うの改定法案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。 1 つ 1 つ振ったりとっていくの改定法案が提出されることになったようです。だということなんです。



　現在り方等について検討するため、法務省に研究会を立の改定法案が提出されることになったようです。戸籍というの改定法案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。筆頭者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）とが提出されることになったようです。いて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。筆頭者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）とから見の概要」（学習会②配布資料た続のオンライン化を進めたためであり、ニーズがなければ結柄というのが載っているわけですというの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。載っているわけです。

それで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。妻」と載っていれば」と載っていれば 2 人は夫婦関係や韓国の家なんだなとわかるんですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。今まで進められてきた戸籍のシステ度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会の改定法案が提出されることになったようです。ではその改定法案が提出されることになったようです。名前

を導入することを含んでいます。出されることになったようです。すことが提出されることになったようです。できないわけです。そうすると、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。Aという人とBという人が提出されることになったようです。夫婦だったとしたならば、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

そこに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。AとBは夫婦なんだよとわかる「マイナンバー」を導入することを含んでいます。共通の改定法案が提出されることになったようです。符合」を導入することを含んでいます。付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦けなければならない。でも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それは単に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。A

とBは夫婦とわかるだけでなく、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ほかに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。XとYという夫婦が提出されることになったようです。いたら、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。XとYの改定法案が提出されることになったようです。夫婦の改定法案が提出されることになったようです。符号いらないネットスタッフの井とは別の符号を使って連携をするということです。の改定法案が提出されることになったようです。符

号いらないネットスタッフの井を導入することを含んでいます。付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦けなければならない。1 人 1 人に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。そういうふうに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。や韓国の家っていかなければならない。 

 親子関する要綱案」係の情報を読む（原田報告）表す「親族関係符号」す「符号」」

　親子関係や韓国の家も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がそうです。AとBの改定法案が提出されることになったようです。子ども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がC、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。D、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。Eが提出されることになったようです。いたら、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。C、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。D、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。EはAとBの改定法案が提出されることになったようです。子ども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がなんだとい

うことが提出されることになったようです。わかるような符合を導入することを含んでいます。付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦けなければならない。例え方と今まで進められてきた戸籍のシステば、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。AとYの改定法案が提出されることになったようです。間とりまとめ」を出しに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。また別の符号を使って連携をするということです。の改定法案が提出されることになったようです。子ども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がが提出されることになったようです。いたと

したら、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。子ども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついてはAとBの改定法案が提出されることになったようです。子ども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がでなくてAとYの改定法案が提出されることになったようです。間とりまとめ」を出しの改定法案が提出されることになったようです。子ども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がなんだとわかるような符

合を導入することを含んでいます。付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦けていかなければならない。それでなければ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。マイナンバー」を導入することを含んでいます。の改定法案が提出されることになったようです。情報提供のネットワー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家では情報

を導入することを含んでいます。や韓国の家りとりできないわけです。 

「親族関する要綱案」係の情報符号」」による戸籍情報ネットワーク化の経緯、マイナンバー制度を導入する話をあまり議論していない他の人との親族的な身分関係の証明ののマイナンバー導入の経過人と注作成：いらないネットのマイナンバー導入の経過親族的と戸籍情報連携システムな身分関する要綱案」係の情報のマイナンバー導入の経過証明のマイナンバー導入の経過

費用対する、日本政府の認識効果はどれだけある？は別の個人登録制度の可能性 どれだけある戸籍情報ネットワーク化の経緯？

　となると、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。今まで進められてきた戸籍のシステある戸籍の改定法案が提出されることになったようです。副本システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家を導入することを含んでいます。使って情報を導入することを含んでいます。や韓国の家りとりするというの改定法案が提出されることになったようです。だけれども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。そこに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は

親族関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。符号いらないネットスタッフの井──親子とか夫婦とか、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。離婚すれば元に配布資料があります夫婦とか、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。養子縁組みを導入することの総称が戸籍事務へを導入することを含んでいます。離縁すれば元に配布資料があります養子とか、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

そういう符号いらないネットスタッフの井を導入することを含んでいます。全部振ったりとっていかなければならない。膨大な作業が提出されることになったようです。要るわけです。果たしてそれだけの改定法案が提出されることになったようです。

膨大なお話（戸籍とマイナンバー学習会② 金を貸していた金融関係の業者だったとして、ちゃんと利子をを導入することを含んでいます。かけて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料する費用対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料効果が提出されることになったようです。どれだけあるの改定法案が提出されることになったようです。かという問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますが提出されることになったようです。あります。住民票の改定法案が提出されることになったようです。

ほうは個人単位の情で作成されて個人単位の情の改定法案が提出されることになったようです。番号いらないネットスタッフの井を導入することを含んでいます。振ったりとりや韓国の家すいんですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍というの改定法案が提出されることになったようです。はほかの改定法案が提出されることになったようです。人と

の改定法案が提出されることになったようです。親族的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がな身分関係や韓国の家を導入することを含んでいます。証明らかにする情しなければいけない。

「符号」」は別の個人登録制度の可能性 誰の個人情報かのマイナンバー導入の経過個人情報ネットワーク化の経緯か?

　また、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。個人情報の改定法案が提出されることになったようです。保護、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。例え方と今まで進められてきた戸籍のシステばAという人に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。振ったりとられた符号いらないネットスタッフの井が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。Bと夫婦だよという符号いらないネットスタッフの井あるいは

C、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。D、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。Eは子ども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がだよという符号いらないネットスタッフの井は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発の改定法案が提出されることになったようです。個人情報なんですか?　親族的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がな身分関係や韓国の家を導入することを含んでいます。証明らかにする情するために戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

符号いらないネットスタッフの井を導入することを含んでいます。振ったりとるわけなんですけれども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。個人単位の情で考え方と今まで進められてきた戸籍のシステえ方と今まで進められてきた戸籍のシステるべきプライバシー」を導入することを含んでいます。保護の改定法案が提出されることになったようです。観点は、このからすると問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっています

じゃないかということが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。先ほどお話がありましたけれども、ほどの改定法案が提出されることになったようです。清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ弁護士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイの改定法案が提出されることになったようです。論の内容についての報告をしていただきました文＊12の改定法案が提出されることになったようです。中で指摘しておきたいとされています。

11　戸籍へのマイナンバー導入の経過戸籍へのマイナンバー導入の経過のマイナンバー導入の経過公開原則と戸籍謄本等の第三者請求に係る本人通知制度と戸籍情報連携システム戸籍へのマイナンバー導入の経過謄本の法務局・地方法務局への送付頻度　等の保存期間のマイナンバー導入の経過第三者請求に係る本人通知制度に係る本人通知制度る戸籍情報ネットワーク化の経緯本の法務局・地方法務局への送付頻度　人通知制度
戸籍へのマイナンバー導入の経過は別の個人登録制度の可能性 、マイナンバー制度を導入する話をあまり議論していない実際は別の個人登録制度の可能性 もう公開原則 

 　戸籍は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。国が提出されることになったようです。言っているのかといううに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は「マイナンバー」を導入することを含んでいます。非公開かれて最終の取りまとめのようなもが提出されることになったようです。原則」だ

そうですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。第三セクター──天下り先みたいなところなんですね。こ者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）とであっても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が必ずしも統一されてなかったりと要が提出されることになったようです。あれば

取りまとめのようなもることが提出されることになったようです。できます。八士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ業といわれる弁護

士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。司とか近藤勇の本人確認情報が、今年度末の来年法の改定法案が提出されることになったようです。書かれ士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイなどは職務上必ずしも統一されてなかったりと要であれば請求とか証明書の交

して取りまとめのようなもることが提出されることになったようです。できます。だから、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。実際はも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が

う、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。公開かれて最終の取りまとめのようなも原則と言っているのかというっていいと思います。 います。

戸籍へのマイナンバー導入の経過のマイナンバー導入の経過不正に関する要綱案」請求事件と弁護士会・司法書士会と注作成：いらないネット弁護士会・スライドと注作成：いらないネット司法書」の策定士会

のマイナンバー導入の経過防止策

　弁護士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。司とか近藤勇の本人確認情報が、今年度末の来年法の改定法案が提出されることになったようです。書かれ士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイなどはそれぞれの改定法案が提出されることになったようです。弁護士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ

会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。司とか近藤勇の本人確認情報が、今年度末の来年法の改定法案が提出されることになったようです。書かれ士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。作っている職務上の改定法案が提出されることになったようです。請求とか証明書の交用

紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行さを導入することを含んでいます。使って実際に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。請求とか証明書の交するの改定法案が提出されることになったようです。ですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。用

紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行さに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は連番で通し番号いらないネットスタッフの井が提出されることになったようです。振ったりとってあります。例え方と今まで進められてきた戸籍のシステば、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。悪い弁護士や司法書士がいて、誰かに、例えば探い弁護士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイや韓国の家司とか近藤勇の本人確認情報が、今年度末の来年法の改定法案が提出されることになったようです。書かれ士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイが提出されることになったようです。いて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発かに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。例え方と今まで進められてきた戸籍のシステば探

偵事務所とかに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。その改定法案が提出されることになったようです。用紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行さを導入することを含んでいます。売ってしまったというのがわかると、その弁護士会、司法書士会からは何ってしまったというの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。わかると、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。弁護士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。司とか近藤勇の本人確認情報が、今年度末の来年法の改定法案が提出されることになったようです。書かれ士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。からは何かとい

番から何かとい番までは不正利用される恐れがあるから、あるいは紛失したから、請求があってもこの用紙れが提出されることになったようです。あるから、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。あるいは紛失してしまうんです。戸籍というのは、紙の戸籍でもそうですしたから、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。請求とか証明書の交が提出されることになったようです。あっても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がこの改定法案が提出されることになったようです。用紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行さ



を導入することを含んでいます。使ってきた人に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は戸籍謄本とかを導入することを含んでいます。交付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦しないでくださいと自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ体に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。通知されます。これについても、が提出されることになったようです。くるわけです。自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ体で

は職務上の改定法案が提出されることになったようです。請求とか証明書の交用紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行さを導入することを含んでいます。使った請求とか証明書の交が提出されることになったようです。あったときは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ブラック化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家リストを導入することを含んでいます。チをしェック化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家しています。何かとい年か前

に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。職務上の改定法案が提出されることになったようです。請求とか証明書の交用紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行さを導入することを含んでいます。悪い弁護士や司法書士がいて、誰かに、例えば探用して大規模な不正請求事件が起きているんです。な不正請求とか証明書の交事件が提出されることになったようです。起きて、このときに宮城県と岩手県の４きているんです。

戸籍へのマイナンバー導入の経過・スライドと注作成：いらないネット住民票の相互参照を可能とする仕組みが作られている状態請求のマイナンバー導入の経過本人通知制度（事前や生年月日などの情報を排除した登録が初めて経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）必要）

　それで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。自己情報を導入することを含んでいます。守るために、自治体によって事前登録型の本人通知制度が導入されます。事前るために戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ体に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。よって事前登録型コンピュータの技術を前提とするコンピュータ化で、当時普及がの改定法案が提出されることになったようです。本人通知されます。これについても、制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会が提出されることになったようです。導入することを含んでいます。されます。事前

に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ体に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。申します。ずっと戸籍とか住民票し出されることになったようです。て登録してお話（戸籍とマイナンバー学習会② くことに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。よって、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。第三セクター──天下り先みたいなところなんですね。こ者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）とが提出されることになったようです。自分の改定法案が提出されることになったようです。戸籍謄本とか住民票を導入することを含んでいます。請求とか証明書の交したとき

に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。はその改定法案が提出されることになったようです。本人に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。第三セクター──天下り先みたいなところなんですね。こ者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）と請求とか証明書の交が提出されることになったようです。ありましたと通知されます。これについても、する制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会です。自分の改定法案が提出されることになったようです。知されます。これについても、らないところで勝手に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍謄

本とかを導入することを含んでいます。取りまとめのようなもられないように戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。する制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会です。

本人通知制度は別の個人登録制度の可能性 、マイナンバー制度を導入する話をあまり議論していない弁護士業務のマイナンバー導入の経過妨げになる場合もあるげ再委託で叩かれた民事法務協会から民間に変わったになる戸籍情報ネットワーク化の経緯場合データ保護規則第もある戸籍情報ネットワーク化の経緯

　これに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本弁護士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ連合会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。機関誌に、「戸籍事務にマイ『自由にマイナンバーを使って捜査情報に利用できるというような話もありと正義』に対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。池田綾子弁護士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイが提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍謄本等を検討すの改定法案が提出されることになったようです。交

付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦請求とか証明書の交に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。かかる本人通知されます。これについても、制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会とその改定法案が提出されることになったようです。問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっています点は、この」を導入することを含んでいます。寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料稿していて、その中でも、しています＊13。弁護士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイや韓国の家司とか近藤勇の本人確認情報が、今年度末の来年法の改定法案が提出されることになったようです。書かれ士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイたちは仮差押ええ方と今まで進められてきた戸籍のシステ

などの改定法案が提出されることになったようです。処分を導入することを含んでいます。するときに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。相手方と今まで進められてきた戸籍のシステの改定法案が提出されることになったようです。戸籍謄本や韓国の家附票や韓国の家住民票を導入することを含んでいます。取りまとめのようなもったりして本人の改定法案が提出されることになったようです。氏名や韓国の家住所を導入することを含んでいます。特定

した上で裁判所に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。手続のオンライン化を進めたためであり、ニーズがなければ結きを導入することを含んでいます。するの改定法案が提出されることになったようです。ですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。この改定法案が提出されることになったようです。通知されます。これについても、制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会が提出されることになったようです。あると、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。弁護士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイや韓国の家司とか近藤勇の本人確認情報が、今年度末の来年法の改定法案が提出されることになったようです。書かれ士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイたちが提出されることになったようです。請求とか証明書の交する

と、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。本人が提出されることになったようです。戸籍や韓国の家住民票などが提出されることになったようです。請求とか証明書の交されたから何かといかされるな、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。とわかってしまう。そうすると、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。財産の登記事務で使われている「登記統一文字」（法務局所管）があり、戸籍統一文字の拡張版

を導入することを含んでいます。隠したり雲隠れしたりするということで、弁護士たちの業務に支障があると池田弁護士は書いていしたり雲隠したり雲隠れしたりするということで、弁護士たちの業務に支障があると池田弁護士は書いていれしたりするということで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。弁護士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイたちの改定法案が提出されることになったようです。業務に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。支障があると池田弁護士は書いていが提出されることになったようです。あると池田弁護士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイは書かれいてい

ます。

DV・スライドと注作成：いらないネットストー導入の経過カー導入の経過被害者にと注作成：いらないネットって経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）、マイナンバー制度を導入する話をあまり議論していない「公開原則」は別の個人登録制度の可能性 生命に関わる問題に関する要綱案」わる戸籍情報ネットワーク化の経緯問題

　ところが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。DV・ストー」を導入することを含んでいます。カー」を導入することを含んでいます。被害とか津波の被害を受けてあやうく副本も滅失するところだったというところ者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）との改定法案が提出されることになったようです。方と今まで進められてきた戸籍のシステに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民票の改定法案が提出されることになったようです。請求とか証明書の交が提出されることになったようです。あっても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が交付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦しないでくださいと

いう申します。ずっと戸籍とか住民票立ち向かっていけばいいのかということを考える際てを導入することを含んでいます。してお話（戸籍とマイナンバー学習会② けば交付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦されないんですけれども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。DVの改定法案が提出されることになったようです。加すること害とか津波の被害を受けてあやうく副本も滅失するところだったというところ者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）との改定法案が提出されることになったようです。代理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立人である弁護士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイから住民票

の改定法案が提出されることになったようです。請求とか証明書の交が提出されることになったようです。あって交付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦してしまったという事例が提出されることになったようです。あった。最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が近くにあったもに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なって、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。DV・ストー」を導入することを含んでいます。カー」を導入することを含んでいます。の改定法案が提出されることになったようです。加すること害とか津波の被害を受けてあやうく副本も滅失するところだったというところ者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）との改定法案が提出されることになったようです。代

理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立人（特定事務受けて、任者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）と）をまとめましから請求とか証明書の交が提出されることになったようです。あっても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。加すること害とか津波の被害を受けてあやうく副本も滅失するところだったというところ者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）と本人からあったも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。と同じく様に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。扱うということは輪をかけて問題であるといなさいという

通知されます。これについても、が提出されることになったようです。出されることになったようです。されています。そういったところで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。公開かれて最終の取りまとめのようなも制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。自己情報コントロー」を導入することを含んでいます。ル権のとき事業仕分けというのをやって、各省庁がとか、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。DV

被害とか津波の被害を受けてあやうく副本も滅失するところだったというところ者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）とからすれば生命に関わる問題にもつながるようなことがあります。 に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関わる問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がつなが提出されることになったようです。るようなことが提出されることになったようです。あります。 

12　戸籍へのマイナンバー導入の経過生じうる情報の収集・電算化禁止と日本政府の対応 涯＋死後 150 年にわたる身分関係情報と居住関係情報の連携・管理要請にわた住民票との相互参照る戸籍情報ネットワーク化の経緯身分関係る本人通知制度情報ネットワーク化の経緯と戸籍情報連携システム居住関係る本人通知制度情報ネットワーク化の経緯のマイナンバー導入の経過連携システム・管理要請
戸籍へのマイナンバー導入の経過のマイナンバー導入の経過連携システムシステムによる戸籍情報ネットワーク化の経緯戸籍へのマイナンバー導入の経過情報ネットワーク化の経緯利用のマイナンバー導入の経過拡大情報ネットワーク化の経緯

　法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ法の改定法案が提出されることになったようです。制審議会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。中間とりまとめ」を出し試

案が提出されることになったようです。」＊14の改定法案が提出されることになったようです。中で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。この改定法案が提出されることになったようです。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。連携を可能にするためシステム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家を導入することを含んでいます。つ

くって、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。さらに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。マイナンバー」を導入することを含んでいます。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ひも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦けして

何かといに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。利用するの改定法案が提出されることになったようです。か、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ということなの改定法案が提出されることになったようです。ですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

児童扶養手当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会だとか年金を貸していた金融関係の業者だったとして、ちゃんと利子を事務、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。旅券事務に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。使

うとされています。しかし、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。さらに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍情報

を導入することを含んでいます。利用した利用拡大が提出されることになったようです。すでに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がう検討すされて

いるの改定法案が提出されることになったようです。です。 

 不動産登記事務へのマイナンバー導入の経過利用拡大のマイナンバー導入の経過検討

　一つが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。不動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家産の登記事務で使われている「登記統一文字」（法務局所管）があり、戸籍統一文字の拡張版登記情報に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍情報を導入することを含んでいます。利用

しようということが提出されることになったようです。言っているのかというわれています。土地とか建物の「登記システム」がすでと

か建物の「登記システム」がすでの改定法案が提出されることになったようです。登記システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家というの改定法案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。今まで進められてきた戸籍のシステすでに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

全国オンラインでつなが提出されることになったようです。れていて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。地とか建物の「登記システム」がすで域の登記所に行かなくてもほかのところでも登記簿の証明の改定法案が提出されることになったようです。登記所に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。行かなくても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がほかの改定法案が提出されることになったようです。ところでも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が登記簿といいます。除籍簿の改定法案が提出されることになったようです。証明らかにする情

書かれが提出されることになったようです。取りまとめのようなもれるように戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっています。

　今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっているの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。所有者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）とが提出されることになったようです。死亡や婚姻で全員除籍になったときに、しても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が変わっ更手続のオンライン化を進めたためであり、ニーズがなければ結きを導入することを含んでいます。きちんとしないで放ったらかしにったらかしに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

なっている土地とか建物の「登記システム」がすでが提出されることになったようです。全国で九州と同じくらいの面積あると言われている問題です。今現在の所有者がわと同じくじくらいの改定法案が提出されることになったようです。面が増えるため、文字コードの世界標準となっている積あると言っているのかというわれている問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますです。今まで進められてきた戸籍のシステ現在り方等について検討するため、法務省に研究会を立の改定法案が提出されることになったようです。所有者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）とが提出されることになったようです。わ



からないの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。地とか建物の「登記システム」がすで域の登記所に行かなくてもほかのところでも登記簿の証明開かれて最終の取りまとめのようなも発とか市街地とか建物の「登記システム」がすで再開かれて最終の取りまとめのようなも発とかを導入することを含んでいます。するの改定法案が提出されることになったようです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。支障があると池田弁護士は書いていに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっているの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっています。

この改定法案が提出されることになったようです。まま放ったらかしにってお話（戸籍とマイナンバー学習会② くと北海道くらいの面積になると言われている。くらいの改定法案が提出されることになったようです。面が増えるため、文字コードの世界標準となっている積に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なると言っているのかというわれている。

　そこで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍の改定法案が提出されることになったようです。死亡や婚姻で全員除籍になったときに、届けに基づく人口動態調査、相続税の事務とかの戸籍関連事務についても、この中で一元的にが提出されることになったようです。出されることになったようです。されたときに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。情報が提出されることになったようです。登記所に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が送られてバックアップとして保存されます。られて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。相続のオンライン化を進めたためであり、ニーズがなければ結が提出されることになったようです。発生したことが提出されることになったようです。

わかる。そうすれば登記所の改定法案が提出されることになったようです。ほうでは相続のオンライン化を進めたためであり、ニーズがなければ結人を導入することを含んでいます。探してきちんと手続のオンライン化を進めたためであり、ニーズがなければ結きしてくださいと言っているのかというえ方と今まで進められてきた戸籍のシステる、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。という

ところでの改定法案が提出されることになったようです。利用拡大が提出されることになったようです。検討すされています。

保管されて経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）いた遺言書」の策定のマイナンバー導入の経過執行へのマイナンバー導入の経過利用構想

　それから、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。2018 年の改定法案が提出されることになったようです。 7 月 7 日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっだったと思います。 うんですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。新聞いたことがない」各紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行さに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。相続のオンライン化を進めたためであり、ニーズがなければ結分野の民法改正が成立したの改定法案が提出されることになったようです。民法の改定法案が提出されることになったようです。改正が提出されることになったようです。成立ち向かっていけばいいのかということを考える際した

という記事が提出されることになったようです。出されることになったようです。ました。その改定法案が提出されることになったようです。中で日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ経新聞いたことがない」の改定法案が提出されることになったようです。紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行さ媒体の改定法案が提出されることになったようです。記事に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。だけちょっと載っていたんですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

自筆の改定法案が提出されることになったようです。遺言っているのかというが提出されることになったようです。保管してあり、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。遺言っているのかという書かれを導入することを含んでいます。書かれいた人が提出されることになったようです。死亡や婚姻で全員除籍になったときに、したということに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なったときに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。保管していた

ところから相続のオンライン化を進めたためであり、ニーズがなければ結人の改定法案が提出されることになったようです。ところに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。遺言っているのかという書かれが提出されることになったようです。自動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。送られてバックアップとして保存されます。られるように戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。するために戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍情報とかマイナン

バー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会との改定法案が提出されることになったようです。連携を可能にするためを導入することを含んでいます。するんだ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。というようなことが提出されることになったようです。書かれかれていました。

身分関する要綱案」係の情報情報ネットワーク化の経緯・スライドと注作成：いらないネット居住関する要綱案」係の情報情報ネットワーク化の経緯のマイナンバー導入の経過連携システムへのマイナンバー導入の経過期待の拡大のマイナンバー導入の経過拡大

　こうして見の概要」（学習会②配布資料てくると、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。生まれてから死ぬまででなくて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。死んでさらに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。 150 年に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。わたって、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。身分関係や韓国の家

情報あるいは居住関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。情報が提出されることになったようです。情報連携を可能にするためされたり、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。管理するためのシステムの在り方等について検討するため、法務省に研究会を立されたり、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。あるいはそれを導入することを含んでいます。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がっと使いたいと

いう需要、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。要請というの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。今まで進められてきた戸籍のシステどんどん出されることになったようです。てきています。 

外国人登録法廃止にと注作成：いらないネットもなう、マイナンバー制度を導入する話をあまり議論していない外国人住民のマイナンバー導入の経過居住履歴を証明する方法を読む（原田報告）証明する戸籍情報ネットワーク化の経緯方法

 　も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がう一つ見の概要」（学習会②配布資料てお話（戸籍とマイナンバー学習会② かなければいけないの改定法案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。外国人登録法の改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。廃止されて企業が困ってしまうということがあるので、決して無視できない状況されたということです。先ほどお話がありましたけれども、に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。説明らかにする情し

たように戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本国籍を導入することを含んでいます。持つことに留意しておく必要がある。「電算化」は、っている人は戸籍の改定法案が提出されることになったようです。附票が提出されることになったようです。あるわけで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民票が提出されることになったようです。除票に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっていても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が古い情報も含めて報告したいと思います。 い住

所を導入することを含んでいます。追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますいかけられる。

　例え方と今まで進められてきた戸籍のシステば、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。車を買ったときの住所で登録したまま引っ越ししても、車を売りましょうというときに、を導入することを含んでいます。買ったときの住所で登録したまま引っ越ししても、車を売りましょうというときに、ったときの改定法案が提出されることになったようです。住所で登録したまま引き継いだ法制審議会の議論の論点は、このっ越ししても、車を売りましょうというときに、ししても基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。車を買ったときの住所で登録したまま引っ越ししても、車を売りましょうというときに、を導入することを含んでいます。売ってしまったというのがわかると、その弁護士会、司法書士会からは何りましょうというときに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

登録した当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会時の改定法案が提出されることになったようです。住所の改定法案が提出されることになったようです。誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発々が言ってもおかしくないようなことをこの研究会のメンバーの方が発言していて、あまりマイと今まで進められてきた戸籍のシステどこどこに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。住んでいる誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発々が言ってもおかしくないようなことをこの研究会のメンバーの方が発言していて、あまりマイは同じくじ人ですよということを導入することを含んでいます。証明らかにする情しなけれ

ばいけないの改定法案が提出されることになったようです。ですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本国籍が提出されることになったようです。あって戸籍の改定法案が提出されることになったようです。附票が提出されることになったようです。ある人なら取りまとめのようなもれるわけです。

　外国籍の改定法案が提出されることになったようです。人は戸籍が提出されることになったようです。ないの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。以前はどうや韓国の家ったかというと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。外国人登録原票というの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。あって、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

それが提出されることになったようです。法の改定法案が提出されることになったようです。務局などに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。保管されていて請求とか証明書の交して昔は紙の戸籍だったんですね。その「紙媒体の改定法案が提出されることになったようです。住所と今まで進められてきた戸籍のシステの改定法案が提出されることになったようです。住所を導入することを含んでいます。つなげて証明らかにする情できた。でも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。外国

人登録法の改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。廃止されて企業が困ってしまうということがあるので、決して無視できない状況に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なってしまったの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民票に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は載ったんだけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。居住履歴がずらっと出ているんです。これは、住を導入することを含んでいます。証明らかにする情する手段がなが提出されることになったようです。な

くなってしまった。

　それで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。司とか近藤勇の本人確認情報が、今年度末の来年法の改定法案が提出されることになったようです。書かれ士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイや韓国の家行政書かれ士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイから、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。外国人も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が戸籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。載せろというような議論の内容についての報告をしていただきましたも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が出されることになったようです。ています。 

戸籍へのマイナンバー導入の経過情報ネットワーク化の経緯・スライドと注作成：いらないネット住基ネットの「本人確認情報」も情報ネットワーク化の経緯が初めて経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）抱えるさまざまなプライバシー侵害性える戸籍情報ネットワーク化の経緯さまざまなプライバシー導入の経過侵害性

 　DVの改定法案が提出されることになったようです。被害とか津波の被害を受けてあやうく副本も滅失するところだったというところ者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）とはどうや韓国の家って身を導入することを含んでいます。守るために、自治体によって事前登録型の本人通知制度が導入されます。事前るかといったら、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。はっきり言っているのかというって、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民登録しないでくださいと

いうの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。一番安全なや韓国の家り方と今まで進められてきた戸籍のシステなんですけれども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。番号いらないネットスタッフの井法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。国会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。質疑の中で、杉田水脈議員が「住民票上の改定法案が提出されることになったようです。中で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。杉田水脈議員の名前は出てないので誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民票上

の改定法案が提出されることになったようです。住所に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。住まないというの改定法案が提出されることになったようです。は違法の改定法案が提出されることになったようです。行為ではないか」と質問して、それに対して総務省の役人も答えにではないか」と質問して、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料して総務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステの改定法案が提出されることになったようです。役人も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が答してはまずいような情報についえ方と今まで進められてきた戸籍のシステに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

困ってしまったというようなことも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がありました。

　今まで進められてきた戸籍のシステや韓国の家、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。本当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。身分関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。情報だけでなく、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。居住関係や韓国の家も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が全部の改定法案が提出されることになったようです。引き継いだ法制審議会の議論の論点は、このっ越ししても、車を売りましょうというときに、した履歴がずらっと出ているんです。これは、住なんかも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。150 年保

存されます。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。しようという動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家きが提出されることになったようです。起きて、このときに宮城県と岩手県の４きています。身分関係や韓国の家も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住所の改定法案が提出されることになったようです。履歴がずらっと出ているんです。これは、住も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それが提出されることになったようです。死んだあと 150 年間とりまとめ」を出しずっ

と保存されます。される。さらに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。それに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。マイナンバー」を導入することを含んでいます。が提出されることになったようです。ひも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦けられて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ほかの改定法案が提出されることになったようです。情報とも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が相互連携を可能にするためされる、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。とい

う事態に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっているの改定法案が提出されることになったようです。です。 



（4章）をまとめまし

＊1 国連総会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。で採択されています。その中のされた文書かれ » "Revised version of the guidelines for the regulation of Revised version of the guidelines for the regulation of 

computerized personal data files prepared by Mr. Louis joinet,Special Rapporteur  （特別の符号を使って連携をするということです。報告をしていただきました  

者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）とミに出たのが、民主党政権のとき事業仕分けというのをやって、各省庁がスター」を導入することを含んでいます。・ルイ・ジョアネに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。よって用意された改訂版電算化された個人デー」を導入することを含んでいます。タフの井ァイルの改定法案が提出されることになったようです。規制の改定法案が提出されることになったようです。

ための改定法案が提出されることになったようです。指針」）をまとめまし。全文の改定法案が提出されることになったようです。日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本語訳を収録していますとして夏井高人仮訳を収録しています »   「マイナンバー」を導入することを含んでいます。コンピュー」を導入することを含んでいます。タ化された個人デー」を導入することを含んでいます。タ・フの井ァイ  

ルに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関するガイドできますライン」 が提出されることになったようです。広く参照されているが、夏井訳では原文の く参照されているが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。夏井訳を収録していますでは原文の改定法案が提出されることになったようです。 "Revised version of the guidelines for the regulation of racial or ethnic origin"Revised version of the guidelines for the regulation of  

を導入することを含んでいます。単に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。人種」と訳を収録していますしていることに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。留意されたい。

＊2 »   「マイナンバー」を導入することを含んでいます。学習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。② 配布資料があります（その改定法案が提出されることになったようです。      1  ）をまとめまし」   p.6〜7

＊3 国連総会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。報告をしていただきました書かれ原文 » Guidelines for the regulation of computerized parsonal data files 

Report of the Secretary-General (A/44/606) 

＊4 八幡明らかにする情彦さんのお話（戸籍とマイナンバー学習会② の改定法案が提出されることになったようです。未公開かれて最終の取りまとめのようなもメモ「マイナンバー」を導入することを含んでいます。特別の符号を使って連携をするということです。報告をしていただきました者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）とに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。よる改訂版『コンピュー」を導入することを含んでいます。タ化された個人情報フの井ァイルの改定法案が提出されることになったようです。規

制の改定法案が提出されることになったようです。ための改定法案が提出されることになったようです。ガイドできますライン』に対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料（国連文書かれE/CN.4/1990/72）をまとめまし」、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。引き継いだ法制審議会の議論の論点は、この用はその改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。訳を収録しています注 4」より »   学習  

会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。（その改定法案が提出されることになったようです。      1  ）をまとめまし配布資料があります）をまとめまし   p.7 に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。収録

八幡明らかにする情彦さんのお話（戸籍とマイナンバー学習会② ：法務省 1995 年 1 月の改定法案が提出されることになったようです。講演記録「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会と在り方等について検討するため、法務省に研究会を立日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ朝鮮人」（『戸籍解体講座』に対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料1996 社あるといわれているんですけ会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。評論の内容についての報告をしていただきました

社あるといわれているんですけ刊 に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。所収）をまとめましが提出されることになったようです。ある。当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会時、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。国内外の改定法案が提出されることになったようです。キリスト教団体幹事を導入することを含んでいます。歴がずらっと出ているんです。これは、住任。その改定法案が提出されることになったようです。後の経過も含めて調べたり考えたりしてきたことを、、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家モの改定法案が提出されることになったようです。研究に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。転身。

3.11 後の経過も含めて調べたり考えたりしてきたことを、は被災が起きて、このときに宮城県と岩手県の４地とか建物の「登記システム」がすでに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。移ったりして、誰もいな住し、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。蜘瀧仙人（くも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がたきの改定法案が提出されることになったようです。りと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。スパイダー」を導入することを含んでいます。）をまとめましの改定法案が提出されることになったようです。名で被災が起きて、このときに宮城県と岩手県の４した子ども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がたち

の改定法案が提出されることになったようです。ための改定法案が提出されることになったようです。活動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。尽力。 

＊5 GDPR（EU総合デー」を導入することを含んでいます。タ保護規則：法務省 英文）をまとめまし » General Data Protection Regulation 

＊6 日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本弁護士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ連合会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。 »   戸籍事務に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会を導入することを含んでいます。導入することを含んでいます。することに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する意見の概要」（学習会②配布資料書かれ   

＊7 「マイナンバー」を導入することを含んでいます。2010 年 10 月に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。採択されています。その中のされたプライバシー」を導入することを含んでいます。・バイ・デザインに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する決議」は以下の２つの情報連携を可能にするためを導入することを含んでいます。指している

も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。と思います。 われる。　» 32nd International Conference of Data Protection and Privacy 

Commissioners Jerusalem, Israel 27-29 October, 2010 Resolution on Privacy by Design

デー」を導入することを含んでいます。タ保護・プライバシー」を導入することを含んでいます。・コミに出たのが、民主党政権のとき事業仕分けというのをやって、各省庁がッショナー」を導入することを含んでいます。国際会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。議(ICDPPC)に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついては、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。 » International 

Conference of Data Protection and Privacy Commissioners  　  (ICDPPC)   

＊8 マイナンバー」を導入することを含んでいます。違憲じゃないんだとしまし訴するときに、本人の名前とか現住所を調べるために取るわけです訟・東京 »   準備が始められた。書かれ面が増えるため、文字コードの世界標準となっている  (2)   

＊9 »   学習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。② 配布資料があります（その改定法案が提出されることになったようです。      1  ）をまとめまし   

＊10 「マイナンバー」を導入することを含んでいます。機関別の符号を使って連携をするということです。符号いらないネットスタッフの井」は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会上の改定法案が提出されることになったようです。符号いらないネットスタッフの井。マイナンバー」を導入することを含んでいます。とひも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦けられている。 

＊11 「マイナンバー」を導入することを含んでいます。親族関係や韓国の家符号いらないネットスタッフの井」は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会上の改定法案が提出されることになったようです。符号いらないネットスタッフの井。戸籍副本システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。送られてバックアップとして保存されます。られてきた戸籍情報を導入することを含んでいます。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がとに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

デジタル化された副本システム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家上の改定法案が提出されることになったようです。各個人の改定法案が提出されることになったようです。戸籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。符号いらないネットスタッフの井が提出されることになったようです。付けるとあります。親子関係・夫婦関係を示す記号であって、当該親子間・当該夫婦けられる。 

＊12 清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ »   「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍事務に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。マイナンバー」を導入することを含んでいます。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会を導入することを含んでいます。導入することを含んでいます。することの改定法案が提出されることになったようです。問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっています点は、この」   『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ』に対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料2018 年 4 月

号いらないネットスタッフの井、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ体問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっています研究所 

＊13 日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本弁護士の清水勉さんが『住民と自治』という自治体向けの情報誌に、「戸籍事務にマイ連合会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。 『自由にマイナンバーを使って捜査情報に利用できるというような話もありと正義』に対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料  2012      年      6      月号いらないネットスタッフの井   所収 

＊14 法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステ法の改定法案が提出されることになったようです。制審議会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。 »   「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。改正に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する中間とりまとめ」を出し試案が提出されることになったようです。」の改定法案が提出されることになったようです。取りまとめのようなもりまとめ」   所収の改定法案が提出されることになったようです。中

間とりまとめ」を出し試案が提出されることになったようです。お話（戸籍とマイナンバー学習会② よび情報提供の補足させた」説明らかにする情参照 
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V　戸籍へのマイナンバー導入の経過戸籍へのマイナンバー導入の経過と戸籍情報連携システムは別の個人登録制度の可能性別を生じうる情報の収集・電算化禁止と日本政府の対応 のマイナンバー導入の経過個人登録制度のマイナンバー導入の経過可能性とプライバシー保護

13　戸籍へのマイナンバー導入の経過韓国の家族関係登録制度と個人登録制度の可能性のマイナンバー導入の経過家族関係る本人通知制度登録制度と戸籍情報連携システム個人登録制度のマイナンバー導入の経過可能性とプライバシー保護
　最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が後の経過も含めて調べたり考えたりしてきたことを、に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本と同じくじような身分登録制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会が提出されることになったようです。あった韓国で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。どういう家族関係や韓国の家登録制

度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。変わっわったの改定法案が提出されることになったようです。かを導入することを含んでいます。お話（戸籍とマイナンバー学習会② 話ししたいと思います。 います。韓国では、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。情報人権のとき事業仕分けというのをやって、各省庁が運動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家といって、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。個人情報を導入することを含んでいます。めぐる

基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がな人権のとき事業仕分けというのをやって、各省庁がを導入することを含んでいます。保障があると池田弁護士は書いていしていく運動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家が提出されることになったようです。行われています。

父母の姓をいっしょに使う「両系血統」の運動のマイナンバー導入の経過姓をいっしょに使う「両系血統」の運動を読む（原田報告）いっしょに使いう「両系血統」のマイナンバー導入の経過運動

　韓国では戦後の経過も含めて調べたり考えたりしてきたことを、も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がずっと戸主として原田さんのお話でほと制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会が提出されることになったようです。残っていってい

て、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料して男女と、あとここにはないんですけれど、平等を検討すなどの改定法案が提出されることになったようです。基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が人権のとき事業仕分けというのをやって、各省庁が

を導入することを含んでいます。侵害とか津波の被害を受けてあやうく副本も滅失するところだったというところする戸主として原田さんのお話でほと制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会を導入することを含んでいます。廃止されて企業が困ってしまうということがあるので、決して無視できない状況すべきとの改定法案が提出されることになったようです。運動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家が提出されることになったようです。

ずっとありました。

「父系血統」を読む（原田報告）逆転した「両系血統」の家系した「両系血統」のマイナンバー導入の経過家系

図れる」

　ホワイトボー」を導入することを含んでいます。ドできますに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。家系図れるのではないか。解決すべきみ済みになっていましたたいの改定法案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。書かれきま

した（右の図の下半分が、「住民票（除票）」で、これは住民票の写しになっている形です。の改定法案が提出されることになったようです。図れるのではないか。解決すべき。ク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家リック化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家で拡大縮小）をまとめまし。左側に平成

に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。書かれいたの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。お話（戸籍とマイナンバー学習会② じいちゃん・お話（戸籍とマイナンバー学習会② ばあちゃんが提出されることになったようです。

いて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。末広く参照されているが、夏井訳では原文の が提出されることになったようです。りに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。広く参照されているが、夏井訳では原文の が提出されることになったようです。っていく家系図れるのではないか。解決すべきです。

右の図の下半分が、「住民票（除票）」で、これは住民票の写しになっている形です。側に平成に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。書かれいたの改定法案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。韓国の改定法案が提出されることになったようです。Webサイトに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。両

系血統」というの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。あるんですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。そこの改定法案が提出されることになったようです。トップに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。載っていた家系図れるのではないか。解決すべきなんです。本人が提出されることになったようです。いて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。お話（戸籍とマイナンバー学習会② 

父さん・お母さんがいて、そのお父さん・お母さんがいてという図です。さん・お話（戸籍とマイナンバー学習会② 母さんがいて、そのお父さん・お母さんがいてという図です。さんが提出されることになったようです。いて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。その改定法案が提出されることになったようです。お話（戸籍とマイナンバー学習会② 父さん・お母さんがいて、そのお父さん・お母さんがいてという図です。さん・お話（戸籍とマイナンバー学習会② 母さんがいて、そのお父さん・お母さんがいてという図です。さんが提出されることになったようです。いてという図れるのではないか。解決すべきです。

父母の姓をいっしょに使う「両系血統」の運動のマイナンバー導入の経過姓をいっしょに使う「両系血統」の運動を読む（原田報告）いっしょに使いう「両系血統」のマイナンバー導入の経過運動

　韓国は父さん・お母さんがいて、そのお父さん・お母さんがいてという図です。方と今まで進められてきた戸籍のシステの改定法案が提出されることになったようです。戸主として原田さんのお話でほと制なの改定法案が提出されることになったようです。で「マイナンバー」を導入することを含んでいます。父さん・お母さんがいて、そのお父さん・お母さんがいてという図です。系血統」ということで左側に平成の改定法案が提出されることになったようです。家系図れるのではないか。解決すべきだけ見の概要」（学習会②配布資料ているけれども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。そう

じゃないんだ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それぞれ父さん・お母さんがいて、そのお父さん・お母さんがいてという図です。が提出されることになったようです。いて母さんがいて、そのお父さん・お母さんがいてという図です。が提出されることになったようです。いて両方と今まで進められてきた戸籍のシステの改定法案が提出されることになったようです。血を導入することを含んでいます。引き継いだ法制審議会の議論の論点は、このいている「マイナンバー」を導入することを含んでいます。両系血統」なんだという考え方と今まで進められてきた戸籍のシステえ方と今まで進められてきた戸籍のシステ方と今まで進められてきた戸籍のシステで

す。子ども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がが提出されることになったようです。生まれると、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。父さん・お母さんがいて、そのお父さん・お母さんがいてという図です。の改定法案が提出されることになったようです。姓を名乗るというふうにされているけれど、父・母両方の血を引き継を導入することを含んでいます。名乗り気じゃないなというのが読み取れます。るというふうに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。されているけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。父さん・お母さんがいて、そのお父さん・お母さんがいてという図です。・母さんがいて、そのお父さん・お母さんがいてという図です。両方と今まで進められてきた戸籍のシステの改定法案が提出されることになったようです。血を導入することを含んでいます。引き継いだ法制審議会の議論の論点は、このき継いだ法制審議会の議論の論点は、この

いでいるの改定法案が提出されることになったようです。だから、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。例え方と今まで進められてきた戸籍のシステば、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。父さん・お母さんがいて、そのお父さん・お母さんがいてという図です。が提出されることになったようです。キム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家さんで母さんがいて、そのお父さん・お母さんがいてという図です。が提出されることになったようです。パク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家さんなら、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。キム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家・パク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家・〇〇として父さん・お母さんがいて、そのお父さん・お母さんがいてという図です。母さんがいて、そのお父さん・お母さんがいてという図です。の改定法案が提出されることになったようです。姓を名乗るというふうにされているけれど、父・母両方の血を引き継を導入することを含んでいます。

いっしょに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。使う運動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家が提出されることになったようです。進められてきた戸籍のシステんでいます＊1。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がではなく通称が戸籍事務へだと思います。 いますが提出されることになったようです。。 

「戸主制度」廃止でなくなった戸籍へのマイナンバー導入の経過に代わる戸籍情報ネットワーク化の経緯、マイナンバー制度を導入する話をあまり議論していない身分登録制度のマイナンバー導入の経過模索

　韓国の改定法案が提出されることになったようです。戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会が提出されることになったようです。なくなった経緯」になります。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸主として原田さんのお話でほと

制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会の改定法案が提出されることになったようです。廃止されて企業が困ってしまうということがあるので、決して無視できない状況を導入することを含んでいます。求とか証明書の交める運動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家が提出されることになったようです。あって、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。2005 年 2

月に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。憲じゃないんだとしまし法の改定法案が提出されることになったようです。裁判所が提出されることになったようです。戸主として原田さんのお話でほと制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会は憲じゃないんだとしまし法の改定法案が提出されることになったようです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。合致しなしな

いという決定を導入することを含んでいます。します。これを導入することを含んでいます。受けて、けて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。同じく年 3

月に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸主として原田さんのお話でほと制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会を導入することを含んでいます。廃止されて企業が困ってしまうということがあるので、決して無視できない状況する改正民法の改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。成立ち向かっていけばいいのかということを考える際し、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

施行時期でした。それを踏まえた話を原田さんのほうでしていただきました。が提出されることになったようです。 2008 年 1 月と定められました。

　それで戸主として原田さんのお話でほと制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会はなくなって戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がな

くなるの改定法案が提出されることになったようです。だけれども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会の改定法案が提出されることになったようです。代わりに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。新

たな身分登録制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会が提出されることになったようです。必ずしも統一されてなかったりと要だということで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。各

党が提出されることになったようです。それぞれの改定法案が提出されることになったようです。身分登録制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会の改定法案が提出されることになったようです。案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。出されることになったようです。します。



政党と政府（大法院）が提案した「個人別の身分証明制度」の法案と注作成：いらないネット政府の認識（大法院）が初めて経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）提案した「個人別の個人登録制度の可能性 のマイナンバー導入の経過身分証明制度」のマイナンバー導入の経過法案

　2005 年 9 月に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。民主として原田さんのお話でほと労働党は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。目的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が別の符号を使って連携をするということです。身分登録法の改定法案が提出されることになったようです。制定の改定法案が提出されることになったようです。ための改定法案が提出されることになったようです。共同じく行動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家」（以下の２つの情報連携を可能にするため「マイナンバー」を導入することを含んでいます。共同じく行動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家」）をまとめましと

共同じくでつくった「マイナンバー」を導入することを含んでいます。出されることになったようです。生・婚姻・死亡や婚姻で全員除籍になったときに、等を検討すの改定法案が提出されることになったようです。申します。ずっと戸籍とか住民票告をしていただきましたと証明らかにする情に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する法の改定法案が提出されることになったようです。律案が提出されることになったようです。」を導入することを含んでいます。国会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。発議します。それから

2005 年 12 月に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。開かれて最終の取りまとめのようなもかれたウリ党が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。大法の改定法案が提出されることになったようです。院がつくった「身分関係の登録および証明に関する法律が提出されることになったようです。つくった「マイナンバー」を導入することを含んでいます。身分関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。登録お話（戸籍とマイナンバー学習会② よび情報提供の証明らかにする情に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する法の改定法案が提出されることになったようです。律

案が提出されることになったようです。」を導入することを含んでいます。発議します。韓国では戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会を導入することを含んでいます。所管するの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ本の改定法案が提出されることになったようです。法の改定法案が提出されることになったようです。務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会たる法の改定法案が提出されることになったようです。務部ではなく、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が高裁

判所に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会たる大法の改定法案が提出されることになったようです。院がつくった「身分関係の登録および証明に関する法律です。

　さらに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。 2006 年 3 月に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。政府が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。国籍お話（戸籍とマイナンバー学習会② よび情報提供の家族関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。登録に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する法の改定法案が提出されることになったようです。律案が提出されることになったようです。」を導入することを含んでいます。提出されることになったようです。します。つまり、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。

３つの改定法案が提出されることになったようです。案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。国会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。提出されることになったようです。されたんですけれども基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。いずれも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それまでの改定法案が提出されることになったようです。家族を導入することを含んでいます。単位の情、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。家を導入することを含んでいます。単位の情に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。したも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が

の改定法案が提出されることになったようです。ではなくて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。個人別の符号を使って連携をするということです。の改定法案が提出されることになったようです。 1 人 1 籍の改定法案が提出されることになったようです。身分証明らかにする情制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会の改定法案が提出されることになったようです。編製を導入することを含んでいます。原則とした、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。個人別の符号を使って連携をするということです。身分証明らかにする情制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会として法の改定法案が提出されることになったようです。

律案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。出されることになったようです。されたの改定法案が提出されることになったようです。です。

国会のマイナンバー導入の経過法制司法委員会が初めて経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）

「個人別の個人登録制度の可能性 のマイナンバー導入の経過身分証明」制度を読む（原田報告）「家族関する要綱案」係の情報登録」制度に転した「両系血統」の家系換した委員会案をした委員会案を読む（原田報告）

国会に提案して経験する「個人単位」の国民管理をめぐって（質疑討論）可決成立

　ところが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。これを導入することを含んでいます。受けて、けた国会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。中の改定法案が提出されることになったようです。法の改定法案が提出されることになったようです。制司とか近藤勇の本人確認情報が、今年度末の来年法の改定法案が提出されることになったようです。委員の名前は出てないので誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。この改定法案が提出されることになったようです。３件の改定法案が提出されることになったようです。法の改定法案が提出されることになったようです。律案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。廃棄されるというこし、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。委員の名前は出てないので誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。案が提出されることになったようです。とし

て「マイナンバー」を導入することを含んでいます。家族関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。登録等を検討すに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する法の改定法案が提出されることになったようです。律案が提出されることになったようです。」を導入することを含んでいます。代案が提出されることになったようです。として本会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。議に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。提案が提出されることになったようです。し、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。これが提出されることになったようです。原案が提出されることになったようです。どお話（戸籍とマイナンバー学習会② り可決されま

した。 

　可決されたの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。 2007 年 4 月で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。2008 年 1 月に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は改正民法の改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。施行されて戸籍制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会が提出されることになったようです。なくなってしま

うの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それまでに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。新たな身分登録制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会を導入することを含んでいます。つくらなきゃならないわけです。猶予期でした。それを踏まえた話を原田さんのほうでしていただきました。間とりまとめ」を出しが提出されることになったようです。８社あるといわれているんですけか月しかな

いというバタバタな状態の改定法案が提出されることになったようです。中でつくられたの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。家族関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。登録制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会です。

登録基ネットの「本人確認情報」も準地（本籍へのマイナンバー導入の経過地）に登録する戸籍情報ネットワーク化の経緯

「家族関する要綱案」係の情報」のマイナンバー導入の経過中でのマイナンバー導入の経過身分関する要綱案」係の情報を読む（原田報告）証明する戸籍情報ネットワーク化の経緯制度

　これは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。まるっきり 1 人 1 籍の改定法案が提出されることになったようです。身分証明らかにする情制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会ではないんですね。法の改定法案が提出されることになったようです。制司とか近藤勇の本人確認情報が、今年度末の来年法の改定法案が提出されることになったようです。委員の名前は出てないので誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。案が提出されることになったようです。と民主として原田さんのお話でほと労働党案が提出されることになったようです。

の改定法案が提出されることになったようです。比較を、「配布資料（そのを導入することを含んでいます。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。配布資料があります（その改定法案が提出されることになったようです。 1）をまとめまし」の改定法案が提出されることになったようです。 p.10 の改定法案が提出されることになったようです。表にまとめたのが＊2 に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。まとめました（次ページ表を参ペー」を導入することを含んでいます。ジに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。収録）をまとめまし。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。家族関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。

登録等を検討すに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する法の改定法案が提出されることになったようです。律」では、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。目的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が別の符号を使って連携をするということです。に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。証明らかにする情書かれを導入することを含んでいます。発行しましょうという制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。なっているんです。表にまとめたのがの改定法案が提出されることになったようです。

左側に平成は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。施行されている「マイナンバー」を導入することを含んでいます。家族関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。登録等を検討すに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する法の改定法案が提出されることになったようです。律」です。右の図の下半分が、「住民票（除票）」で、これは住民票の写しになっている形です。側に平成は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。市民グルー」を導入することを含んでいます。プの改定法案が提出されることになったようです。民主として原田さんのお話でほと

労働党・共同じく行動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家が提出されることになったようです。つくった案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。証明らかにする情書かれに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する部分です。

本籍へのマイナンバー導入の経過に代わる戸籍情報ネットワーク化の経緯「登録基ネットの「本人確認情報」も準地」を読む（原田報告）設け

住民登録番号」を読む（原田報告）記載する戸籍情報ネットワーク化の経緯「家族関する要綱案」係の情報登録」制度 

 　左側に平成の改定法案が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。家族関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。登録等を検討すに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。関する法の改定法案が提出されることになったようです。律」の改定法案が提出されることになったようです。例え方と今まで進められてきた戸籍のシステば家族関係や韓国の家証明らかにする情書かれというの改定法案が提出されることになったようです。を導入することを含んでいます。見の概要」（学習会②配布資料ると、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。登録基準地とか建物の「登記システム」がすで

というの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。出されることになったようです。ています。登録基準地とか建物の「登記システム」がすでとは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。それまでの改定法案が提出されることになったようです。本籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。代わるも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。として登録基準地とか建物の「登記システム」がすでと名前だけ

変わっえ方と今まで進められてきた戸籍のシステたんですね。戸主として原田さんのお話でほと制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会はなくなったの改定法案が提出されることになったようです。で戸主として原田さんのお話でほととか戸籍筆頭者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）とみ済みになっていましたたいの改定法案が提出されることになったようです。はないの改定法案が提出されることになったようです。ですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。登録基準

地とか建物の「登記システム」がすでという架空の場所があってそこに身分登録するという形態がとられたんです。の改定法案が提出されることになったようです。場所が提出されることになったようです。あってそこに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。身分登録するという形で「戸籍システム検討ワーキン態が提出されることになったようです。とられたんです。

　さらに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。そこに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。住民登録番号いらないネットスタッフの井が提出されることになったようです。載っています。家族関係や韓国の家証明らかにする情書かれだと、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。本人だけでなく家族全員の名前は出てないので誰が発言したかわからないんですけれど、こういった発の改定法案が提出されることになったようです。

住民登録番号いらないネットスタッフの井が提出されることになったようです。載っているわけです。韓国の改定法案が提出されることになったようです。住民登録番号いらないネットスタッフの井というの改定法案が提出されることになったようです。は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。生年月日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっの改定法案が提出されることになったようです。数は戸籍統一文字よりも少なく、各字形に割り当てられた番号も異なるため、戸字が提出されることになったようです。その改定法案が提出されることになったようです。まま

載っていたりとか、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。何かとい桁の戸籍統一文字番号が割り当てら目かの改定法案が提出されることになったようです。ところの改定法案が提出されることになったようです。番号いらないネットスタッフの井を導入することを含んでいます。見の概要」（学習会②配布資料ると奇数は戸籍統一文字よりも少なく、各字形に割り当てられた番号も異なるため、戸か偶数は戸籍統一文字よりも少なく、各字形に割り当てられた番号も異なるため、戸かで男か女と、あとここにはないんですけれど、かわかってしまいます。

そういうの改定法案が提出されることになったようです。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）があって、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。性的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が少なく、各字形に割り当てられた番号も異なるため、戸数は戸籍統一文字よりも少なく、各字形に割り当てられた番号も異なるため、戸者の遠藤正敬さん（早稲田大学台湾研究所）との改定法案が提出されることになったようです。方と今まで進められてきた戸籍のシステなどは住民登録番号いらないネットスタッフの井とか住民登録カー」を導入することを含んでいます。ドできますに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。番号いらないネットスタッフの井が提出されることになったようです。表にまとめたのが示す記号であって、当該親子間・当該夫婦されるこ

とに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料して非常に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。反対して寄せられた意見の概要」（学習会②配布資料を導入することを含んでいます。していたんです。

　現在り方等について検討するため、法務省に研究会を立の改定法案が提出されることになったようです。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。は戸籍謄本とか抄本に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。代わって目的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が別の符号を使って連携をするということです。の改定法案が提出されることになったようです。証明らかにする情書かれに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。はなったんですが提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。相変わっわらず本籍に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。

代わる登録基準地とか建物の「登記システム」がすでが提出されることになったようです。載っていたり住民登録番号いらないネットスタッフの井が提出されることになったようです。載っていたりして、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。名前自体が提出されることになったようです。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。家族関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。登録」

ということで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。1 人 1 人の改定法案が提出されることになったようです。身分証明らかにする情制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会というよりは家族関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。中で身分関係や韓国の家を導入することを含んでいます。証明らかにする情していく色合いが提出されることになったようです。

強いので、市民グループのほうは批判しています。いの改定法案が提出されることになったようです。で、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。市民グルー」を導入することを含んでいます。プの改定法案が提出されることになったようです。ほうは批判しています。





目的と戸籍情報連携システム別の個人登録制度の可能性 登録簿による戸籍情報ネットワーク化の経緯、マイナンバー制度を導入する話をあまり議論していないシンプル全般にわたるプライバシーの保護な身分証明制度のマイナンバー導入の経過可能性

　一方と今まで進められてきた戸籍のシステ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。市民グルー」を導入することを含んでいます。プと民主として原田さんのお話でほと労働党が提出されることになったようです。つくった共同じく行動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。ほうを導入することを含んでいます。見の概要」（学習会②配布資料ると、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。そういった登録基準地とか建物の「登記システム」がすでと

いったも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がの改定法案が提出されることになったようです。はなくて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。代わりに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。住所が提出されることになったようです。載っていたりとか至ってシンプルです。共同行動の名前ってシンプルです。共同じく行動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。名前＊3に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が

あるの改定法案が提出されることになったようです。ですけれど、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。目的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が別の符号を使って連携をするということです。身分登録法の改定法案が提出されることになったようです。制定ということで、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。目的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が別の符号を使って連携をするということです。の改定法案が提出されることになったようです。登録簿といいます。除籍簿が提出されることになったようです。あってそれで証明らかにする情を導入することを含んでいます。して

いくという制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会を導入することを含んでいます。めざしていたの改定法案が提出されることになったようです。です。共同じく行動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。人たちは、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。家族関係や韓国の家の改定法案が提出されることになったようです。登録の改定法案が提出されることになったようです。制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。ついて、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。戸籍

亜流れをおさらいします。 の改定法案が提出されることになったようです。水準に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。とどまっていると言っているのかというっています。家族関係や韓国の家というところで身分証明らかにする情を導入することを含んでいます。していこうという

制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会であったり、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。問題を追いかけてきていまして、住基ネット、そして今、マイナンバーということでやっていますとなっていた住民登録番号いらないネットスタッフの井であったり、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。あるいは「マイナンバー」を導入することを含んでいます。本貫」というのが載ってい」というの改定法案が提出されることになったようです。が提出されることになったようです。載ってい

たりすることを導入することを含んでいます。指摘しておきたいとしています。

（5章）をまとめまし

＊1 1997 年 3 月 9 日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。「マイナンバー」を導入することを含んでいます。3 月 8 日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ世界女と、あとここにはないんですけれど、性の改定法案が提出されることになったようです。日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっ」を導入することを含んでいます。記念して開催された第して開かれて最終の取りまとめのようなも催された第された第 13回韓国女と、あとここにはないんですけれど、

性大会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。の改定法案が提出されることになったようです。最も基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）が終の取りまとめのようなも日の学習会は、マイナンバー制度が導入されることによって、戸籍制度がどういうように変わっに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。李李效再（イ・イ・ヒョジェ）をまとめましら 170名が提出されることになったようです。提案が提出されることになったようです。した「マイナンバー」を導入することを含んでいます。父さん・お母さんがいて、そのお父さん・お母さんがいてという図です。母さんがいて、そのお父さん・お母さんがいてという図です。の改定法案が提出されることになったようです。姓を名乗るというふうにされているけれど、父・母両方の血を引き継

とも基本的な議論をしたいということで、井上和彦さん（共通番号いらないネットスタッフ）がに戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。使うこと宣言っているのかという」が提出されることになったようです。採択されています。その中のされ、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。これを導入することを含んでいます。契機に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。戸主として原田さんのお話でほと制度に光を当てるお話、原田さんからは法務省の法制審議会戸籍法部会廃止されて企業が困ってしまうということがあるので、決して無視できない状況運動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家が提出されることになったようです。進められてきた戸籍のシステ展した。 した。 

＊2 »   学習会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。② 配布資料があります（その改定法案が提出されることになったようです。      1  ）をまとめまし   p.10 
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