い～な
診療所
あまみ

中

中 央
事務局
研究所
しらさぎ

つなぐの

さくら

大阪＋知的障害＋地域＋おもろい＝創造

知の知の知の知
社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所情報誌通算 2619 号 2015.9.5 発行
==============================================================================
医療・介護記録を自身で管理

東京大学が試験運用

日本経済新聞

2015 年 9 月 5 日

PLR の概要イメージ

東京大学大学院情報理工学系研究科附
属ソーシャル ICT 研究センターの橋田浩
一教授は 2015 年 9 月 3 日、山梨県の恵
信福祉会との共同研究で、介護付き有料
老人ホームの入居者の介護記録データを
その家族が管理して他者と共有できる体
制を構築したことを発表した。
「PLR（個
人生活録：personal life repository）」に
基づいて構築されており、2015 年 8 月
14 日より試験運用を実施しているとい
う。
B2C（business to consumer）サービスでは通常、医療記録や介護記録、購買履歴などの
個人情報を、サービス事業者などが顧客データとして集中管理する。しかしこの方法には、
情報漏洩のリスクや管理コストが大きいだけでなく、個人が自分のためにデータを活用で
きないなどの問題がある。
PLR によるデータの個人管理と共有・活用のイ
メージ

PLR は、個人が自身のデータを蓄積・
管理し、他者と安全に共有するための仕
組みである「分散 PDS（personal data
store）
」の一種。今回の体制は、個人が
自分（や家族）の介護記録などのデータ
を自ら電子的に管理し、事業者などと共
有して運用する世界初の仕組みになる
という。本人や家族に加えて、他者（親
類縁者、医療機関、他の介護施設、配食
事業者、自治体、成年後見人など）とデ
ータを共有して活用できるメリットが
ある。
PLR では個人端末用のアプリケーションを利用し、個人（または代理人）が本人のデー
タを暗号化して Google Drive や Dropbox などのパブリッククラウドに格納。これを家族や
友人、事業者と共有して活用する。アプリケーションは、アセンブローグが Android アプ
リとして開発。PLR に基づく介護記録アプリとして、恵信福祉会の 3 つの介護施設で 70
人以上の入居者の介護記録作成に使われており、介護業務の効率向上に役立っている。
医療制度改革や地域包括ケアの実現においては、従来の集中管理型サービスが直接相互

連携することは一般に不可能とされている。一方 PLR のような仕組みは、個人の仲介によ
り事業者同士を間接的に連携させること
ができる。
PLR に基づく地域包括ケアのイメージ

そこで橋田教授は恵信福祉会および医
療法人恵信会と連携し、恵信会が山梨県
内で運営する療養型病院での記録作成な
どにも PLR を適用。病院と介護施設とが
個人を介してデータ共有し、効率的な地
域包括ケアシステムを実現する取り組み
も進めている。社内外の SNS や営業支援
ツールなど、企業向けのアプリケーショ
ンにも、PLR は応用される見込みだ。
（ス
プール 近藤寿成）

個人情報流出注意呼び掛け
東京新聞 2015 年 9 月 5 日
十月から番号が通知されるマイナンバー制度をかた
り、預金口座番号など個人情報を聞き出そうとする不審
な電話や訪問があったとの相談が各地で寄せられてい
る。制度スタートに便乗した新たな詐欺の被害が広がる
恐れがあり、国や自治体は注意を呼び掛けている。
国民生活センターによると、同制度をかたる不審な電
話や訪問に関する相談は四月ごろから寄せられるよう
になり、詐欺まがいの手口もある。番号の通知や制度の
運用開始の時期が近づくにつれ、相談件数が増える可能
性があるとみている。
北関東の六十代女性には行政機関の職員を名乗る人
物から「お金を支給するので振込先の口座番号を教えて
ほしい。マイナンバー制度が始まると手続きが面倒にな
る」との電話があった。九州北部に住む七十代女性は自
宅を訪れた女性から「マイナンバー制度に伴い、個人情
報を調査している。把握しないといけない」と資産状況
を聞かれた。
島根県隠岐の島町によると、七月に町民に「制度を知っているか」「制度が始まると、金
融機関に登録した個人情報に訂正がある場合は取り消さなければならない」などと電話が
あった。
東京都渋谷区や大阪府岸和田市でも不審電話の相談があり、内閣府が昨年設置した、制
度の問い合わせや相談を受け付ける専用コールセンターにも今年に入って数件寄せられた。
いずれも断るなどして被害は確認されていないという。
内閣官房や、制度の運用を監視する「特定個人情報保護委員会」はホームページ（ＨＰ）
に注意を呼び掛けるお知らせを掲載。番号の通知前に、行政機関から何らかの手続きを求
めたり、個人情報を照会したりすることはないと説明している。
岸和田市はＨＰで（１）口座番号など個人情報を話したり、お金を振り込んだりしない
（２）できるだけ一人で対応せず相手の名前や所属、用件を聞いてメモを控え、家族に相
談する－ことを呼び掛けている。
＜マイナンバー制度＞ 日本に住む一人一人に割り当てられる１２桁の番号で、税や社
会保障などの個人情報を一元的に管理する。それぞれの個人番号を記載した「通知カード」
マイナンバーで不審電話

が１０月以降、市区町村から住民票の住所地に送られる。運用開始は来年１月。２０１８
年からは、金融機関の預金口座を個人番号と結び付けるかどうか預金者が任意で選ぶ。

子ども虐待の通告増…県内児童相談所、人員追い付かず

対応遅れ懸念
埼玉新聞 2015 年 9 月 5 日
子どもの虐待に関し、県内の児童相談所に寄せられる通告が年々増加している。件数は
４年間で約２倍に増えた。一方、現場で虐待が疑われる事案に対応する児相職員の数は思
うように増えていない。関係者からは「このままでは児童への対応が遅れてしまう」と懸
念する声も聞こえる。
通告に電話対応する児童相談所の職員＝越谷市恩間の県越谷
児童相談所

「近所で大人の怒鳴り声と子どもの泣き声が聞こえ
る」
。ある日の午前１０時半すぎ、県越谷児童相談所
（越谷市）の電話が鳴った。
「お子さんの様子はどうですか。名前や年齢は分か
りますか」
。穏やかな口調で冷静に。越谷児相の児童
福祉司豊田諭美さん（２８）は具体的な状況を聞き出
していく。その後、保健所や学校など関係機関と連絡を取り、自宅の場所を確認。上司と
家庭への対応を相談して緊急性が高いと判断し、もともと予定していた児童養護施設への
訪問をキャンセル。車で１時間ほどの虐待が疑われる自宅へすぐさま向かった。
「今じゃな
いと二度と連絡がつかない家庭もある。手遅れにはできない」。豊田さんは力を込める。
■現場の負担重く
昨年度、越谷児相にあった児童虐待に関する通告は１１８８件。その数は年ごとに増え、
ここ２年間で３００件以上増加。県全体でも２０１０年度の約２倍に当たる７０２８件に
上った。
一方で、実際に自宅を訪問調査したり、助言指導をしたりする児童福祉司はそれほど増
えていない。越谷児相では２年間で２人増えたものの、１９人で現場を回している。県全
体の定数は１３年から１３９人のまま。増える一方の通告件数に児童福祉司の人数が追い
付いていないのが現状だ。
越谷児相では朝８時半から電話が鳴りだし、多い時は１人で１０件以上対応する。その
間に所内での面談や施設訪問を行い、緊急事態が発生すれば現場に急行。児相に戻ると、
机には留守中の電話に関する大量のメモが残されていることも。平日夜間や休日は当番が
あるなど、児童福祉司の負担は重い。
■一刻を争う事態も
児童相談所は緊急でない場合を除き、通告を受けてから原則４８時間以内に児童と対面
し、安否を確認しなければならない「４８時間ルール」がある。９９年に県が初めて導入
し、その後全国に広がった。親の拒否に遭うなど、４８時間以内に対面確認ができなかっ
た結果、児童が命を落とすこともあった。それだけに一刻を争う対応が求められる。
１５年以上県内の児相に携わってきた県社会福祉士会の青木孝志会長は「通告件数の増
加により、職員間で対応を協議する時間は圧倒的に増えた」と指摘。その上で、こう警鐘
を鳴らす。
「このままでは職員は優先順位を考えて対応せざるを得ず、後回しになってしま
う案件も増える。相談が必要な際にベテラン職員がいないと困る時もあり、量を増やすの
と同時に質を向上させることも大事だ」

観光地、障害者に優しく
読売新聞 2015 年 9 月 5 日
障害者らに優しいバリアフリー（障壁のない）観光のあり方について考える「バリアフ

リー観光推進大会」
（県主催）が４日、津市で開かれた。大会には３００人余りが参加。識
者らによる討論では、来年５月の伊勢志摩サミットをきっかけに増加が見込まれる外国人
観光客の「おもてなし」に、バリアフリーをどう位置づけるかについても意見が交わされ
た。
初めにＮＰＯ法人「伊勢志摩バリアフリーツアーセンター」
（鳥羽市）の中村元理事長が、
個々の障害の状況に応じて旅を楽しんでもらう「パーソナルバリアフリー基準」について
説明。
「外国人観光客は車いす利用者も少なくない。バリアフリー観光はアピールポイント
になる」と語り、１０月には英語版のバリアフリー観光情報サイトを設ける考えを明らか
にした。バリアフリー観光について意見を交わす乙武さん（左）ら
「五体不満足」の著書で知られる作家の乙武洋匡さんは
「観光のユニバー サルデザイン 本当のおも て なしと
は？」と題して講演。世界各国を旅した経験などから、
「お
もてなしと言うが、国内の良い場所をアピールすることだ
けに力点が置かれがち。障害者をひとくくりにせず、訪れ
た人がその人らしく過ごせるようにすることが大切だ」と
強調した。
乙武さんや、障害者の就労支援に取り組む社会福祉法人
「プロップ・ステーション」
（神戸市）の竹中ナミ理事長、鈴木英敬知事による討論では伊
勢志摩サミットも話題となった。
乙武さんは「車いすで入店できるのかなど、ガイド本に少し書いてあるだけで下調べは
楽になる。外国人観光客らへの対応として、絵やマークでの案内は分かりやすい」と提案。
竹中さんは「サミットで観光客は間違いなく増える。開催地でバリアフリー観光が進んで
いるというのは興味深いこと」と語った。
鈴木知事は「多様な人たちを受け入れる下地を作るチャンス。コンシェルジュ（案内人）
など人材育成も進めたい」と述べ、受け入れ態勢の充実に取り組む考えを示した。
津市の主婦樋廻光子さん（６９）は「バリアフリーを福祉の側面だけで考えていたが、
一人ひとりに楽しんでもらうという観光面にとっても大事なことなんだと知った」と話し
ていた。

出張講義：障害者在宅就労を紹介

パソコン技能習得

通勤困難者でも 桐生 ／群馬
毎日新聞 2015 年 09 月 05 日
パソコンを使って在宅勤務する肢体不自由者の出張講義が４日、桐生市広沢町の県立あ
さひ特別支援学校で開かれた。障害をもつ生徒４１人が聴き入った。
講師を務めた関正一さん（４３）は交通事故で首の骨を折り、首から下がまひして車椅
子生活を送っている。着替えや通勤が困難で、在宅就労を選択。現在は重度身体障害者の
在宅雇用に取り組むＩＴサービス業「沖ワークウェル」（東京都）でホームページの更新作
業や給与計算を担当している。
関さんは、口にくわえた棒でパソコンを操作する。慣れるには時間がかかったというが、
「パソコン技術のおかげで１０年以上も継続して就労できている」と話す。生徒たちに「情
報処理技術者など、パソコン技能を証明する資格があると就職の道も開ける。自分にはで
きないと諦めないで」と語りかけた。
車椅子で生活する２年の山口勇壮さん（１６）は「在宅就労は、体調が悪くなっても横
になることができるので安心。パソコン技能を努力して身につければ、自分も社会で働け
るようになるかもしれない」と話した。
障害者雇用促進法では、民間企業は全従業員の２％以上の障害者雇用が義務づけられて
いる。だが、県内の障害者雇用率は１・７９％（昨年６月現在）と、４７都道府県で３３
位。関さんは「多くの障害者にとって、車や電車の通勤は常に不安を伴う。在宅就労は障

害者の雇用機会を拡大するはずだ」と話した。
【杉直樹】

香南市の障害者就労支援施設の野菜菓子が人気に
高知新聞 2015 年 09 月 05 日
地元野菜を使った洋菓子を製造する香南市香我美町下分の障害者就労支援施設「みかん
の丘あけぼの」の商品が８月から、自然食品を扱う大手商社「オーサワジャパン」
（東京都）
からプライベートブランド（ＰＢ）として販売されている。オーサワジャパンのホームペ
ージで紹介された炒めたタマネギを練り込んだ洋菓子などが好評で、障害者就労支援施設
「みかんの丘あけぼの」は「お盆休みもないくらい忙しかったが、利用者の可能性や能力
を引き出すことにつながる」と喜んでいる。
「みかんの丘あけぼの」は、利用者１０人とスタッフ４人が洋菓子の製造販売に取り組
んでいる。地元産のニラやナスなどを使って季節ごとの商品を開発し、高知自動車道・南
国サービスエリア（下り）や香美市土佐山田町の量販店などで販売している。
サクサクとした食感で、おつまみとしても楽しめる「オーサワのポリポリスティック」

オーサワジャパンは有機栽培の穀物や野菜を中心に取る食事法「マクロビオティック」
の食品などを扱う商社。
「みかんの丘あけぼの」が東京の取引先で販売していたスティック
菓子に着目し、４月、販売を持ち掛けた。
「みかんの丘あけぼの」は発注を受け、炒めたタマネギを生地に練り込み、ブラックペ
ッパーで味付けした既存商品に加え、高知県産ローズマリーを使った新商品を開発。この
２種類をオーサワのＰＢ「ポリポリスティック」（５０グラム、税込み３８８円）として売
り出した。
８月初旬、オーサワジャパンのホームページに商品が載ると反響が大きく、発売１カ月
足らずで約２千袋を納品した。それまでは月７００袋ほどの販売で、
「みかんの丘あけぼの」
の営業主任、渡部学さん（５６）は「体に優しいお菓子作りを目指してきた。（多くの消費
者に）今回認めてもらえ、施設利用者の励みになっている」と話していた。
２種類の商品は、オーサワが１０月に発行するカタログにも掲載され、全国約２６００
の店舗に紹介される。

発達障害乗り越え「自分らしさ」伝える 宮崎のピアニスト・野田さん
読売新聞 2015 年 09 月 05 日
コンサートで、手話を交え自作の歌を披露する野田さん

発達障害のある宮崎市在住のピアニスト、野田あすか
さん（３３）が、この春から活発に活動している。人前
での演奏が苦手だったが、自らの障害を知り、演奏会で
観客の拍手や笑顔に触れることで前向きになることがで
きた。
「障害のある人や、つらい思いをしている人たちに、
頑張り過ぎず、自分らしく生きていいんだよと伝えたい」
と話す。
（金堀雄樹）
宮崎市内の特別支援学校でのコンサート。児童・生徒や保護者ら約２００人を前に、自
身と同じような障害があり、周囲との関係に悩む子どもたちへの自作のメッセージソング
「手紙～小さいころの私へ～」を披露した。
「みんなと同じになれるよう頑張って 悔しい思いをしているけど いくら頑張って
も 同じになれないこと感じてる」
「でもね 周りをよく見てごらん あなたを見守っている人が こんなにたくさんいる
こと あなたに気づいてほしい」
歌の後で大きな拍手を受けると、
「私の気持ちが届いたならうれしいな」。はにかんだ笑
みを浮かべた。

２歳の時、親戚からもらったオルガンで初めて鍵盤に触れた。４歳からピアノ教室に通
い、学校から帰ると、虫の鳴き声などをメロディーにして遊んだ。
幼い頃から人とのコミュニケーションが苦手で、人間関係に強いストレスを感じるとパ
ニック状態になった。発達障害は当時知られておらず、周囲の理解不足から、高校ではい
じめを受け、転校という悲しい経験もした。
音楽教諭を夢見て、宮崎大教育文化学部に進んだがなじめず、過呼吸の発作を繰り返し、
２年で退学。医師の指示でピアノから約１年間遠ざかった。
思いを断ち切れず、宮崎学園短大音楽科の長期履修生となった。「あなたはあなたのまま
でいい」という教授の言葉に救われた。奏者の心が沈んでいると、どんな曲も悲しい音色
になる。無理をしないで音楽と向き合う大切さを教わった。
２２歳だった２００４年８月、短期留学したオーストリア・ウィーンで過呼吸の発作を
起こして病院に運ばれ、広汎性発達障害（自閉症スペクトラム障害）と初めて診断された。
「自分が友達と違うのは分かっていたけど、努力が足りないからだと考えていた。発達障
害だと分かってホッとした」と振り返る。
宮崎の音楽コンクールで０６年にグランプリを受賞。０９年にはピアノ界のパラリンピ
ックといわれる「国際障害者ピアノフェスティバル」で、銀メダル、オリジナル作品賞、
芸術賞のトリプル受賞を果たした。宮崎県内の音楽イベントに招かれる機会も増えた。
「聴いてくれた人たちの拍手や笑顔は『上手だったね』ではなく、“心の音”を受け止めて
もらえた合図なんだ」
。自宅でのピアノ教室が中心だった音楽活動を広げることを決めた。
今春以降、県内外の老人ホームや学校などでコンサートを開催。５月には、歩みをつづっ
た「発達障害のピアニストからの手紙」
（アスコム）を出版した。
「周りに苦しんでいる人がいたら、その人らしさを認めてほしい。言葉ではうまく表現
できないけど、ピアノなら伝えられる」。メロディーに乗せて思いを届けたいと願っている。

思い 目で伝えて…レット症患者支援ＮＰＯ
読売新聞 2015 年 09 月 05 日
◇伝達装置貸し出し
発育に障害が出る難治性の疾患・レット症候群の患者の家族らでつくるＮＰＯ法人「レ
ット症候群支援機構」
（枚方市）が、視線で意思伝達ができる重度障害者向けの装置を、同
症候群の患者に貸し出すプロジェクトを始めた。患者の大半は、言葉によるコミュニケー
ションが困難で、手が自由に動かないため、意思伝達の手段としてこの装置の有効性を検
証するのが目的。研究者らの協力を得て利用者からデータを集め、効果を分析する。（梶多
恵子）
貸し出すのは、トビー・テクノロジー社（スウェーデン）製の「マイトビーＣ１５Ｅｙ
ｅ」というパネル型の装置で、パソコンのキーボードなどが使えない患者や子供向けに開
発された。装置についているカメラで眼球の動きをとらえ、視線の先にある画面上の文字
やイラストなどを判断し、意思を伝える。
同機構によると、欧米では、すでに同症候群の患者が利用しているケースがあり、日本
では、筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）や脳性まひなどの患者の一部が使っているという。
一方、装置一式で百数十万円と高額のため、個人で購入しにくいのが現状。国や自治体か
ら日常生活に必要不可欠な装置として認められれば、補助が受けられるが、現時点では効
果が不明なことなどから、補助の実績はないという。
そこで、同機構は、公益財団法人「大阪コミュニティ財団」と日本郵便の「年賀寄付金
配分事業」から計６００万円の助成を受け、自己資金約２００万円と合わせて５台を購入。
患者１人につき２か月間装置を貸し出し、利用データを集めて、効果を検証するプロジェ
クトを計画した。
京都大学などが開発した専用学習ソフトなどを利用しながら装置に記録された患者の視
線の動きや発した言葉などのデータを集め、同症候群の研究者らが分析。装置によるコミ

ュニケーションの可能性を探る。
長女、紗帆さん（７）が患者でもある同機構の谷岡哲次代表（３８）は「今は、表情な
どで子供の言いたいことを理解するしかないが、言葉や文字でコミュニケーションができ
るようになることは親たちの願い。装置が患者と家族の意思伝達に有効だという可能性を
示せれば、一つの希望になる」と期待する。
◆レット症候群
進行性の神経性疾患で、７月から、新たに国の指定難病となった。成長と共に、知能や
言語、運動能力の遅れといった症状が表れる。生後半年から１年半頃に発症。現時点で、
治療法はない。患者の大半が女性で、全国で約１０００～１５００人と推計される。

女児発症の神経疾患、メカニズム解明 九大など
朝日新聞 2015 年 9 月 5 日
１歳ごろから言語や運動能力が遅れる神経疾患の一種「レット症候群」の発症メカニズ
ムを、九州大などのチームが明らかにした。ほかの精神・神経疾患や発達障害の発症の仕
組みの解明につながることも期待されるという。３日付の米科学誌（電子版）で発表した。
レット症候群はおもに女児が発症し、患者は１万人に１人程度とされる。患者の８～９
割で、Ｘ染色体上にある「ＭｅＣＰ２」という遺伝子に変異がみられることは分かってい
るが、ほかにどんな物質がどのような過程で関与しているかは未解明で、治療法もない。
九大の中島欽一教授（神経科学）らは、レット症候群のマウスでは働きが弱まるとの報
告がある「ｍＴＯＲ」という分子に着目。患者の細胞の分析やマウス実験から、ＭｅＣＰ
２に異常があると、遺伝子の働きを調節する役目を持つ「マイクロＲＮＡ」のうち特定の
１種類の数が減ることを発見。それによりｍＴＯＲの活動が抑えられ、病気を発症する現
象を突き止めた。
マイクロＲＮＡを補う薬ができれば、病気の発症や進行を抑える可能性があるという。
ＭｅＣＰ２の変異は、自閉症や統合失調症の発症に関与することも知られており、中島教
授は「ほかの疾患の解明にもつながる」と期待する。（小林舞子）

概算要求、過去最大の１０２兆円 特別枠３．８兆円
朝日新聞 2015 年 9 月 5 日
国の２０１６年度予算（一般会計）で、各省庁の概算要求総額が過去最大の１０２兆４
０９９億円となり、２年連続で１００兆円の大台を超えた。安倍政権が掲げる成長戦略や
地方創生の施策として優先される「特別枠」
は、要求できる上限近くの３兆８５２９億円
まで積み上がった。
財務省が４日、発表した。総額がふくらん
だのは、政権が歳出の総額に上限を定めなか
ったためだ。首相の意向を反映した特別枠も
事実上、どんな予算要求も受け付けた。各省
が例年要求する事業を特別枠に回し、要求額
をかさ上げする例も後を絶たない。
農林水産省は、土地改良などの農業農村整
備事業費として、１５年度当初予算より１千
億円多い４５８８億円を要求したが、このう
ち１２００億円超を特別枠に要求した。国土
交通省の庁舎整備費の一部（３６億円）など、
成長や地方創生につながるか判断がつかな
い施策も含まれている。
２０１６年度予算の概算要求額の省庁別の内訳

今年度当初予算は、概算要求を約５兆円削り、９６兆３４２０億円とした。財務省は年
末にかけ、今年度と同水準まで圧縮する考え。カギは、高齢化で増える社会保障費の削減
だ。厚生労働省は、今年度当初予算から社会保障関連で６７４８億円の増額を要求してお
り、財務省は５千億円程度に抑えたい考えだ。２年に１度の診療報酬の改定が焦点となる
が、来夏の参院選を前に、医師会の支援を受ける自民党の反発が予想される。（奈良部健）

事故低減に人工知能活用 トヨタ、米ＭＩＴらと研究
共同通信 2015 年 9 月 5 日
トヨタ自動車は４日、人工知能（ＡＩ）を自動車などに応用して交通事故の死傷者低減
などにつなげる安全技術の開発を目指し、米有力大学のマサチューセッツ工科大（ＭＩＴ）、
スタンフォード大の専門機関と連携し、それぞれの大学と研究施設を設立すると発表した。
今後５年間で計約５千万ドル（約６０億円）を投じる。
ＡＩを活用した高度な状況判断や人と機械との安全な相互協調などの研究を進める。研
究成果を生かし、自動車の運転支援といった安全技術の向上や、ロボットへの応用などを
目指す。トヨタは既に障害者や高齢者らの生活を支援する家庭用ロボットの開発も進めて
おり、研究内容をロボット分野に生かす狙いもある。

【主張】マイナンバー 高齢者への周知を万全に
産経新聞 2015 年 9 月 5 日
国民一人一人に１２桁の番号を割り振るマイナンバーに関する改正法が成立した。
社会保険料や税金などの個人情報を効率よく管理するためのマイナンバーは、他の先進
国と同様に、電子化時代の国家的なインフラとして整備が欠かせない。
ただし、情報流出や不正使用を徹底して防ぐことが大前提である。改正法がマイナンバ
ーと年金情報の連結を先送りしたのも、年金情報の漏洩（ろうえい）問題に伴う国民の不
安に配慮したためだ。
国民の理解がなければ、来年１月からの円滑な制度導入は見込めない。行政の効率化や
申請手続きの簡素化などにつなげるため、政府は制度の周知徹底を図ってもらいたい。
併せて制度を確実に定着させるためにも、マイナンバーの対象を拡大する時期などにつ
いては、実施状況を見極めながら柔軟に見直す姿勢も求められよう。
マイナンバーは、国や市区町村ごとに管理してきた個人の情報について、１つの番号で
照会し合えるようにするものだ。住民票がある市区町村が１０月から郵送で番号の通知を
始める。年明けからはＩＣチップが埋め込まれた番号カードの交付を受けられる。
カードがあれば、介護保険や年金などの受給申請時に提出する書類を減らせるほか、税
金の納付状況などを自らパソコンで確認できるようになる。さらに利便性を高められるよ
う工夫したい。
すでに制度の導入は決まっていたが、今回の改正法で、利用の拡大が図られることにな
った。平成３０年からは、預金者の了承を得た銀行口座にもマイナンバーが記載される。
これにより税金の徴収漏れが多いとされる農家や自営業者らの資産を把握しやすくなると
いい、将来的には義務化も検討されている。税の不公平感の解消につなげてほしい。
もちろん課題も多い。住民票を移さないまま別の場所に住んでいる
人には、番号通知が届かない恐れがある。とくに高齢者には、市区町
村の担当者が戸別訪問して説明するなど、混乱回避に向けた万全の対
応を心がけるべきだ。
内閣府の調査では「マイナンバーの内容を知っている」と答えた人
は半数に届かなかった。認知不足が中小企業の準備の遅れにも直結し
ている。商工会議所などを通じた導入支援も求めたい。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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