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社会保障・税番号制度 各ワーキンググループの検討状況 

 

個人番号付番・通知、カード交付ワーキンググループ 

第 1回 平成 26年 5月 21日(水) (1) 個人番号カードの概要について 

(2) 個人番号カードの交付について 

第 2回 平成 26年 8月 13日(水) (1) 個人番号カードの発行等業務の一括委任について 

(2) 個人番号カードの交付体制及び予算等について 

第 3回 平成 26年 10月 3日(金) (1) 個人番号カード交付開始当初の業務の流れについて 

(2) 市民からの問い合わせ対応について 

第 4回 平成 27年 1月 27日(火) 
 
（※第 3 回個人番号カー
ドの多目的利用 WG と合同
開催） 

(1) 個人番号付番・通知、カード交付WGについて 

((2) 個人番号カード多目的利用について（再確認）) 

(3) 国からの情報等再確認及びWG対象所管の変更について 

第 5回 平成 27年 6月 30日(火) (1) スケジュールの確認 

(2) 個人番号付番について 

(3) 個人番号カードの交付について 

(4) 統合端末について 

個人番号カードの多目的利用ワーキンググループ 

第 1回 平成 26年 5月 9日(金) (1) 社会保障・税番号制度の円滑な導入及び活用に向けた行

動計画について 

(2) ワーキンググループの設置と対象所管について 

(3) 個人番号カードの多目的利用について 

(4) 多目的利用対象の検討 

平成 26年 5月から平成 26年 10月まで多目的利用対象ごとの検討を随時実施 

第 2回 平成 26年 10月 3日(金) (1) 都市経営戦略会議への報告について 

(2) 印鑑登録証機能の進め方について 

第 3回 平成 27年 1月 27日(火) 
 
（※第 4 回個人番号付
番・通知、カード交付 WG
と合同開催） 

((1) 個人番号付番・通知、カード交付WGについて) 

(2) 個人番号カード多目的利用について（再確認） 

(3) 国からの情報等再確認及びWG対象所管の変更について 

第４回 平成 28年 2月 16日(火) (1) 個人番号カードの申請・交付状況について 

(2) 個人番号カードのカードケースへのシール貼付の取扱い

について 

(3) 印鑑登録証機能について 

(4) マイキープラットフォームの活用について 

（図書館利用者カードの機能について） 

第 5回 平成 28年 8月 23日(火) (1) 全体スケジュールの確認 

(2) 個人番号カードの申請・交付状況について 

(3) 個人番号カードの多目的利用に係る経過 

(4) マイキープラットフォームについて 
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コンビニ交付ワーキンググループ 

第 1回 平成 26年 5月 15日(木) (1) コンビニ交付ワーキンググループの設置と「社会保障・

税番号制度の円滑な導入及び活用に向けた行動計画」に

ついて 

(2) ワーキンググループの設置と対象所管について 

(3) 個人番号カードの多目的利用について 

(4) 国の指針、他自治体の動向及びコンビニ交付の概要につ

いて 

(5) 情報管理課の対応や本市の現状について 

第 2回 平成 26年 6月 13日(金) (1) 取扱い証明書の種類等 

第 3回 平成 26年 8月 13日(水) (1) 個人番号カードを活用した証明書コンビニ交付サービス

の利用について 

(2) 事務所サービスのあり方とコンビニ交付について 

(3) 本ワーキンググループの開催と今後の検討について 

情報システムワーキンググループ 

第 1回 平成 26年 5月 21日(水) (1) 社会保障・税番号制度の円滑な導入及び活用に向けた行

動計画について 

(2) ワーキンググループの設置と対象所管について 

(3) 番号制度における情報システムの対応について 

(4) 共通基盤システムや統合宛名システムについて 

(5) 特定個人情報保護評価について 

第 2回 平成 26年 7月 31日(木) (1) 番号制度の全体スケジュールについて 

(2) 主務省令事項の確認について 

(3) 情報システム対応に関する進捗報告 

(4) 宛名の統合について 

平成 26年 8月から特定個人情報保護評価の検討を対象所管ごとに随時実施 

第 3回 平成 26年 9月 12日(金) (1) 統合宛名に関する説明 

第 4回 平成 27年 1月 27日(火) 

 
（※第 2 回番号制度市独
自活用 WGと合同開催） 

(1) マイナンバー対応における推奨アクションプランを基本

としたプロジェクト管理について 

(2) 国及び他団体の動向について 

(3) 市の動向について 

(4) 共通基盤の状況及び今後の予定について 

(5) 住基ネット端末及び中間サーバー接続用端末について 

(6) 特定個人情報保護評価の進め方について 

(7) 業務システムの改修について 

第 5回 平成 27年 3月 27日(金) 

（※第 3回番号制度市独

自活用 WGと合同開催） 

(1) 共通基盤の進捗と特定個人情報保護について 

(2) 社会保障・税番号制度に係る個人番号独自利用事務の特

定等について 

(3) 市民への周知及び問い合わせ対応について 
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第 6回 平成 27年 6月 18日(木) (1) 給与支払い等関係事務及び法定調書作成事務について 

(2) スケジュールの確認と役割分担 

(3) 関係事務に係る庁内向け周知について 

(4) 特定個人情報の取扱いについて 

第 7回 平成 27年 8月 4日（火） (1) 全体スケジュールの確認 

(2) 特定個人情報保護評価について 

(3) 「（仮称）個人番号の利用等に関する条例」について 

(4) 情報システム間の情報連携と番号法別表第 2 主務省令と

の対応について 

(5) 共通基盤システムの対応について 

(6) 統合端末の配備について 

第 8回 平成 27年 12月 22日（火） 

（※第 7回番号制度市独

自活用 WGと合同開催） 

(1) 特定個人情報のやり取りについて 

(2) 本人確認について 

(3) 事務所との事務の調整について 

(4) 情報システムに関する事項 

第 9回 平成 28年 7月 19日(火) 

（※第 10回番号制度市独

自活用 WGと合同開催） 

(1) スケジュールの確認 

(2) 個人番号利用条例の改正及び PIAについて 

(3) 総合運用テストについて 

(4) マイナンバー制度の運用状況について 

(5) 国のマイナンバー制度関連の取り組みについて 

番号制度市独自活用ワーキンググループ 

第 1回 平成 26年 5月 22日(木) (1) 社会保障・税番号制度の円滑な導入及び活用に向けた行

動計画について 

(2) ワーキンググループの設置と対象所管について 

(3) 条例による個人番号の独自利用について 

第 2回 平成 27年 1月 27日(火) 

 

（※第 4回情報システム

WGと合同開催） 

(1) マイナンバー対応における推奨アクションプランを基本

としたプロジェクト管理について 

(2) 国及び他団体の動向について 

(3) 市の動向について 

((4) 共通基盤の状況及び今後の予定について) 

((5) 住基ネット端末及び中間サーバー接続用端末について) 

((6) 特定個人情報保護評価の進め方について) 

((7)業務システムの改修について) 

第 3回 平成 27年 3月 27日(金) 

（※第 5回情報システム

WGと合同開催） 

(1) 共通基盤の進捗と特定個人情報保護について 

(2) 社会保障・税番号制度に係る個人番号独自利用事務の特

定等について 

(3) 市民への周知及び問い合わせ対応について 
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第 4回 平成 27年 11月 26日(木) (1) 事務所との事務の調整について 

(2) マイナンバー制度により変更となる事務について 

(3) 本人確認について 

第 5回 平成 27年 12月 8日(火) (1) マイナンバー制度により変更となる事務の調整及び本人

確認について 

(2) 市民への周知について 

第 6回 平成 27年 12月 15日（火）  (1) 事務所との特定個人情報のやり取りについて 

 (2) 本人確認に係る事務フローについて 

(3) マイナンバー制度により変更となる事務の調整と本人確

認等の課題について 

第 7回 平成 27年 12月 22日（火） 

（※第 8回情報システム

WGと合同開催） 

(1) 特定個人情報のやり取りについて 

(2) 本人確認について 

(3) 事務所との事務の調整について 

(4) 情報システムに関する事項 

第 8回 平成 28年 1月 29日(金) (1) 個人情報保護委員会からの通知の確認 

(2) 個人番号利用条例に係るスケジュールの確認 

(3) 各所管の個人番号利用事務及び関係法令について 

第 9回 平成 28年 2月 24日(水) (1) 所管におけるマイナンバーの取扱いについて 

第 10回 平成 28年 7月 19日(火) 

（※第 9回情報システム

WGと合同開催） 

(1) スケジュールの確認 

(2) 個人番号利用条例の改正及び PIAについて 

(3) 総合運用テストについて 

(4) マイナンバー制度の運用状況について 

(5) 国のマイナンバー制度関連の取り組みについて 

 


