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マイナンバー違憲訴訟第２回期日の口頭弁論で 

情報漏洩の危険がさらに明らかに ！ 
 
10 月 13 日（木）午前 11 時より横浜地裁 101 号法廷でマイナンバー違憲訴訟第 2 回期日

が開かれ、原告、弁護団、傍聴者など約 100 名が参加しました。原告席に 25 名、傍聴席に

は 73 名が座り、出席した原告は 220 名中 88 名、弁護士は 10 名で、被告側は 8 名でした。 
 
■国が言う「個人情報は分散管理するので安全」はウソ！情報漏洩の危険性は変わらない！ 

最初に小賀坂徹弁護士が準備書面 3 に基づいて、「個人情報は分散管理するので安全」と

主張する被告（国）に対して反論。「一元管理」や「分散管理」という言葉の問題ではなく、

マイナンバー制度は個人情報の「国家による管理」に他ならないこと、情報漏洩の危険性

は変わらないことを主張。 

システム上、各省庁や自治体が持つ個人情報は、マイナンバー（個人番号）そのもので

検索するのではなく符号によって突合されますが、「符号と個人番号の対応関係が分かれば

危険だ」と指摘。また、情報連携は日本の東西 2 カ所に置かれた中間サーバーを通じて行

われ、2 つのサーバーは相互にバックアップを行いますが、「相互にバックアップするとは

全情報が集約されることで、事実上 1 カ所に情報が集約されることは脅威だ。中間サーバ

ーは自治体共通のデータベースになっている」と情報漏洩の危険性を指摘しました。 
 

■実際の事故事例で国の主張「具体的危険が生じている事実はない」を論破！ 

続いて、準備書面 2 に基づいて鈴木兼一郎弁護士が実際に起きている事故事例を指摘。

市役所では自動発行機の設定ミスによって住民票へのマイナンバーが誤記され、個人番号

が記載された住民票が他人に誤配送され、二人の方に同一番号が割り振られていた事例や、

5000 世帯の通知カードが作成されていなかった事例などを挙げ、「いずれも人為的ミスに

よって生じたもの」と指摘。 

栃木県のある自治体では個人番号カードを別人に交付し、埼玉県の自治体では不正入手

した個人番号カード申請書を使って個人番号カードが騙し取られ、国が禁止通知を出して

いるにも関わらずＴＵＴＡＹＡではマイナンバーカードが本人確認に使われていたなどの

事例を挙げ、国が答弁書で「個人番号及び特定個人情報が…第三者に開示または公表され

る具体的危険が生じている事実はない」と主張していることに対し、具体的事実で反論。 
 

■国民のメリットは皆無！ 

最後に、社会保険労務士で原告のＳ氏が意見陳述に立ちました。マイナンバー制度導入

に係る企業の「基本方針」や「取扱規定」を作成した経験に触れ、従業員が本来の事務手

続きとは関係ない方の「通知カードの写し」を社員から誤って受領し、それに焦った管理

職がシュレッダーにかけてしまった事例を紹介。しかも制度上は「マイナンバー管理台帳」

に記載すべき事案にも関わらず、記載しなかった“二重のミス”を紹介し、マイナンバー

制度の複雑な事務処理を「中小企業に求めるのは困難」、「膨大なガイドラインを事務員が

どれだけ理解しているのか疑問」だと発言し、初期費用に 100 万円以上かかり中小企業の

経営を圧迫することも指摘。 
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また、非正規労働が 4 割にも及ぶ労働実態や最低賃金ギリギリで生活しダブルワークや

トリプルワークをしている労働者の生活実態にも触れ、労働者が「主たる給与支払企業」

にこうした情報が知られる不安を持っていることを指摘。制度の本格稼働により情報漏洩

の危険がさらに高まることを強調して、「国民のメリットは皆無に等しい。利用拡大に危惧

を覚える」と結びました。 

 

 

 

 

 
 

次回第 3 回期日 2017 年 2月 9日（木）16：00～ 横浜地裁 101 号法廷 

（傍聴抽選の締め切り時間があるため 40 分前には集合を） 
 
 

第 44 回中央社会保障学校に神奈川から 9名が参加！ 
 
第 44 回中央社会保障学校が 10 月 6 日から高知市内で開かれ、全国から 340 名が参加。

神奈川からは、横浜市で開催された昨年度を除き、近年になく多数の 9 名が参加しました。 

■横浜市従 2・建設労連 1・川崎市社保協 1・相模原市社保協 1・三浦の医療と福祉を考える会 1・県社保協 3 
 
【初日は】2 つの講演があり、神戸大学名誉教授の二宮厚美氏が「社会保障の拡充で経

済・地域の再生を」と題して講演し、安倍政権下での社会保障改悪と経済再生の道につい

て語りました。政治・経済・軍事においてグローバルな競争力強化を第一とする安倍政権

は、「税・社会保障一体改革」をテコにその道を進め、「競争力強化には消費税増税と法人

税減税が必要だ」との理屈で「社会保障は消費税増税のためのオトリに使われた」と指摘。 

一体改革による二つの帰結として、経済的にはアベノミクス不況と貧困・格差社会化を

招き、社会的には生存権保障と社会保障が分離されたと説明。消費税増税とは最低生活費

非課税の原則からの逸脱であり、社会保障は「国の責任」から国民の「自助・共助」に変

質し、医療や介護を中心に保険主義的構図（＝保険料・自己負担の引き上げ、給付削減）

が作られたと指摘。 

社会保障の拡充によって経済再生が可能だと

して 4 つの基本視点を述べ、①アベノミクス不況

の打開に向けた「税・社会保障一体改革」の逆転、

②憲法原則（必要充足・応能負担）に立ち戻る、

③応能負担原則による福祉財源の確保と現金・現

物給付の拡充による内需打開、④「出るを量って

入るを決める」立場に立つことが最低限必要だと

結びました。 

続いて生活保護問題対策全国会議事務局長の

小久保哲郎弁護士が「深刻化する格差と貧困」と題して講演し、まず生活保護バッシング

に使われる「不正受給」はわずか 0.5％に過ぎず、生活保護を問題視することの不当性を

指摘。非正規労働者の賃金水準（正規の 5 割）や高齢受給者の増加（年金制度の不備によ

る）を例に、格差と貧困が広がっている実態を告発しました。 

日本は他の先進国と比べて利用率（1.6％）も捕捉率（15～18％）も低く、原因は生活保

護を「恥」と捉える権利性の低さにあると説明。社会保障改悪を決めた「改革推進法」や

生活保護削減を公約した自民党の選挙公約にも触れ、生活保護基準、住宅扶助、冬季加算

などの削減を例に、生活保護「改革」を突破口に憲法 25 条の解釈改憲が進められているこ

とを指摘。しかし、これに抗して全国 27 都道府県で 900 名の原告が「生活保護引き下げ違

憲訴訟」を闘っていることを、力強く報告しました。 

【全国の取り組み状況】 
マイナンバー違憲訴訟は、仙台、新潟、金沢、東京、名古屋、大阪、福岡と横浜の 8 カ所

で行われています。横浜では原告は第 1次提訴 201 名、第 2 次提訴 19名の計 220 名となり、

全国では 500 名の原告が裁判闘争を闘っています。 

市電で会場に向かう神奈川の参加者 
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【2日目は】「人権として

の社会保障制度をめざして」

と題し、愛媛大学法文学部

准教授の鈴木靜氏が講演。 

冒頭に朝日訴訟のＤＶＤ

を上映し、社会保障の原点

が朝日訴訟にあることを強

調。明治時代の救貧法や恤

救規則と社会保障とは何が

違うかと問い、救貧法は劣

等処遇の原則に立ち選別性

を持つこと、つまり「施し」

を受ける人は一般の人より「劣悪な処遇に置かれることを我慢すべき」とされたのに対し、

社会保障が救貧法と違うのは「権利性があること」だと指摘。 

社会保障裁判の歴史を「４つの波」（朝日訴訟・70 年代、堀木訴訟・

80 年代、加藤訴訟・90 年代、生活保護引き下げ違憲訴訟・2000 年代）

として解説し、学生がネット情報を鵜呑みにしている実態にも触れて

社会保障裁判が「現状ではダメ」と学生に知らせる役割を果たしてい

ることも強調し、分かりやすい話は好評を博しました。 

午後は介護、国保、医療の 3 つの分科会が開かれ、介護は大阪社保

協介護保険対策委員長の日下部雅喜氏が、国保は神奈川県社保協事務

局長の佐々木滋氏が、医療は全国保団連の寺尾正之氏が講師を努めま

した。 
 
【3 日目は】「貧困の多様化と制度的課題」と題した

シンポジウムが開かれ、高知県立大学の田中きよむ氏

がコーディネーター務め、4 名のパネリストがそれぞれ

高齢者、障害者、児童、困窮者の貧困について報告し、

現場実態や経験を踏まえた大変聞きごたえのある報告

で、多くの参加者の共感を呼びました。 

午後は公開市民講座が開かれ、「参議院選挙後のたた

かい 憲法まもる大闘争の前進を」と題して一橋大学名誉教授の渡辺治氏が講演。 

7 月の参議院選挙結果に触れて安倍政権の参院選に込めたねらい、自民党がなぜ勝った

のか、戦後初の野党共闘、安倍改憲戦略と今後の課題などについて分かりやすく講演しま

した。最後に「憲法は国民の中に確固として定着している」と強調し、共同をめぐる攻防

の本格化を指摘し、「社会保障運動の出番だ」と結びました。 
 
≪参加者の感想≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪社会保障学校プログラム≫ 

■1日目（10 月 6日） 

○講演 1「社会保障の拡充で経済・地域の再生を」二宮厚美氏 

○講演 2「深刻化する格差と貧困～生活保護の問題から～」小久保哲郎氏 

■2日目（10 月 7日） 

○入門講座 ◆講演「人権としての社会保障制度をめざして」鈴木靜氏 

◆国保分科会／介護分科会／医療分科会 

○フィールドワーク「自由民権運動の歴史を学ぶ」 

■3日目（10 月 8日） 

○シンポジウム「全世代・階層に広がる格差と貧困」 

○公開市民講座「参議院選挙後のたたかい 憲法まもる大闘争の前進を」 

渡辺治氏 

会場前（高知グリーンホール） 

■立本ますみさん（三浦の医療と福祉を考える会）

中央社保学校の多くの企画の

中で、愛媛大学のまだお若い女性

講師による「社会保障の基礎と歴

史を学ぶ」が印象に残りました。

朝日茂さんが戦った「生活保護切り下げ

裁判」の記録が上映され、人間らしく暮ら

す、権利が侵害されたら泣き寝入りをしな

い、闘い、そして制度の改善を求めた。未

だに、社会保障削減の攻撃と向き合ってい

る中で、励まされる内容でした。 

■徳田正子さん（県社保協） 

国保分科会に参加しました。多くの市町村で

国保の認識が意識的に“社会保障”から“助け

合いの制度”へと変化し、ホームページでも市

民を“洗脳”する記述となっています。 

負担の公平性という言葉もよく出てきますが、そもそ

も収入の公平性がなければ成り立たないはず！都合良

すぎる！社会保障に「応益負担」は当てはまらない。 

社会保障運動が縦割りになっていないか、国民全体に

視野を向ける運動の必要性など、じっくり気づかされた

学習でした。 
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「税・社会保障一体改革」撤回！9・15 全県一斉宣伝 
 
◎参加 129 団体 326 名 ◎署名 737 筆（消費税 464、社会保障 273） ◎宣伝物配布 10,270 枚 
 
９月 15日を中心に実施した『税・社会保障一体改革撤回、安倍政権打倒 9・15全県一斉

宣伝』は、台風の多い時期でしたが県下 55 カ所で取り組まれました。 

県社保協では県実行員会のキャラバン宣伝にも取り組み、9 月 28日には「清川・愛川・

逗子・葉山」コース、9 月 29 日には「大磯・二宮・箱根・真鶴・湯河原」コースと「大井・

開成・南足柄・山北・松田・中井」コースに別れて宣伝を行いました。 

建設労連、民医連、神商連、県高連から参加があり、

幾つかの宣伝場所では地域の方や地元の共産党町議の

方が応援に駆けつけていただき、消費税増税中止や社会

保障拡充を訴えてくれました。 

愛川町のスーパー前では「年金が少ないのに高い介護

保険料が取られ、制度は使えず腹が立つ」と負担増への

怒りや、二宮駅前では「安倍に頭にきていて、東京へデ

モに出かけたいくらいだ」と安倍政権への批判が聞かれ、

大磯駅前の洋食店は「赤字で年金つぎ込んで経営している、今の世の中おかしい、税金の

使い方が国も地方自治体も変だ」と率直な意見を話してくれました。 

湯河原駅前では「消費税は 10％でもいい」と言う女性に介護・医療・年金などの話をす

ると、「言っていることはわかる…頑張って宣伝しているのは偉いねぇー」と激励され、

山北駅前では 70代の女性が「親が 92才で亡くなり医療費が大変だった。税金は取るべき

ところから取ってほしい」との訴えが寄せられました。 

 

県大運動実行委員会（10/20）神奈川国会行動を実施 
 

9 月 26 日に開会した第 192 回臨時国会では、第 2次補正予

算案が 10 月 11 日の参院本会議で自民、公明、維新などの賛

成多数で可決・成立し、争点は環太平洋連携協定（ＴＰＰ）

承認案に移っています。安倍政権は 11月 8 日の米大統領選ま

でに衆議院通過を目指す方針で、強行採決が取り沙汰されて

いますが、批准は絶対に阻止しなければなりません。 

こうした情勢の下、10 月 20 日に神奈川国会行動が取り組

まれ、14 団体 84 名が参加しました。畑野君枝衆議院議員が

国会情勢報告に立ち、斎藤和子衆議院議員はＴＰＰ審議の状況や採

決の不当性を報告。基調報告の後、各団体から決意表明が行われま

した。要請内容は消費税増税中止と社会保障拡充、ＴＰＰ批准反対、

南スーダンでの自衛隊の駆けつけ警護反対の 3 つで、衆議院 116 名

（地元議員・財務金融委員・ＴＰＰ特別委員）、参議院 43 名（地

元議員・財政金融委員）、計 159 名の国会議員に要請行動を行

い、5種類 19,453筆の署名を提出しました。 
 

次回国会行動 11 月 16 日（水）10：00～ 参議院会館 101 会議室 

 

 

 

 

 

署　　名 提出数

消費税増税中止署名 7,633

社会保障は国の責任署名 3257

医療介護署名 867

マイナンバー撤回署名 7625

介護保険制度見直署名 71

合　　計 19,453

対県交渉 ●会場は波止場会館 4Ｆ 
■保健医療 11 月 8日（火）13：45～ 

■社会福祉 11 月 10日（木）13：45～ 

■第 43回神奈川自治体学校・社会保障分科会 

 11 月 13 日（日）13：30～労働プラザ 

■第 12回輝け高齢期かながわのつどい 

 11 月 15 日（火）10：00～藤沢市民会館小ホール 


