各府省に対する書面調査結果
通し
番号

項目名

質問内容

参考資料１
関係府省庁
（回答要求
先）

関係府省庁回答
１．平成22年12月現在、全47都道府県及び全1750市区町村がエルタックスに接続しており、そのうち、全地方公共団体（全都道府県・全市区町
村）の約６割の団体が電子申告等のサービスを提供している。
エルタックスは、平成17年１月から６府県（岐阜県・大阪府・兵庫県・和歌山県・岡山県・佐賀県）で稼働を始めてから、順次拡大しているところ
であり、現時点での電子申告の利用率を正確に把握することは困難であると考えている。
また、各地方公共団体に対する申告件数は把握していないのが現状である。
なお、エルタックスを利用した電子申告等は、全税目を合わせて、平成21年度においては約190万件となっている。

１．エルタックスの利用状況を教えていただきたい。その際、ホームページに
掲載されている項目ごとの利用件数ではなく、利用率のような指標で教えて
いただきたい。

（参考）各税目の電子申告の導入団体数は別添資料を参照
２．平成22年12月現在、全地方公共団体の約６割で電子申告が可能となっており、エルタックスの導入に対する地方公共団体の理解は徐々に
進んでいるところである。
実現へのハードルとしては、主として地方公共団体の財政負担であると考えているが、電子申告を導入する費用は以前よりも低減している状
況にあることから、総務省としては、地方公共団体に対して電子申告の普及・拡大について、より一層の働きかけを行っていくこととしている。
３．エルタックスを利用するためには、サーバを単独構築して利用する方式とＡＳＰ事業者を利用する方式（共同利用型）の２つに分けられ、ほと
んどの地方公共団体は後者の方式を採用している。
共同利用型を利用する場合、ＡＳＰ事業者への利用料金の支払いが必要となる。この利用料金の水準は、各ＡＳＰ事業者の料金体系や地方
公共団体の規模等により異なり、また契約に際して競争入札が行われることが多く、具体的な導入費用を把握することは困難である。

２．実現へのハードルに「地方団体の理解と財政負担への対応」とのご回答
であったが、財政負担以外にエルタックス導入を阻害している要因につい
て、貴省の見解を伺いたい。

３．エルタックス導入のための一地方団体当たりの財政負担とはどの程度な
のか。

1

償却資産税申告の電
子化

総務省

４．エルタックス導入のためにどのような財政的支援措置を講じてきたのか。

（ＡＳＰ事業者から聞き取ったところでは、小規模な地方公共団体では、エルタックス導入費用は100万～300万円程度とのことであり、運用経費
についてはさらに低く、年間数十万円程度とのことである。）
４．総務省では、平成14年度から普通交付税による財政措置を講じている。
また、個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用として都道府県から市区町村に交付される徴収取扱費交付金（地
方税法第47条）について、平成21年度～22年度の間においては、地方税の電子化に対応するため、本則に定める額（納税者１人当たり3000
円）に300円を上乗せして交付している。
（参考）
Ａ市への徴収取扱費交付金 ＝Ａ市における個人の道府県民税の納税義務者数×（3000円＋300円）

５．エルタックス導入及び利用を増やすために財政的支援措置以外のどのよ
うな支援措置が必要と考えているか、見解をうかがいたい。

５．地方税の電子申告の利用拡大は、納税者の利便性向上につながるものであることから、一層の普及・拡大が重要であると考えている。
電子申告の利用拡大に当たっては、地方公共団体におけるエルタックスの導入促進のほか、利用者となる企業側の利用促進について働きか
けることが重要であると考えている。
エルタックスは、電子申告以外に他の地方公共団体の税務事務（公的年金からの個人住民税の特別徴収業務や確定申告書のデータ送信業
務）において、全地方公共団体が利用していることから、今後、電子申告の導入に向けて一層の働きかけを行っていくこととしている。

６．各地方団体の判断に委ねることによって、取組状況が地方団体ごとにバ
ラバラになり、結果として一括申告ができない不便が生じていることを鑑み、
国として整備計画を作成すべきではないか。

６．地方税の申告手続は地方公共団体の自治事務であり、そうした手続の電子化して納税者の利便性向上を図る必要性は、各地方公共団体
は十分に認識されている。
電子申告の普及・拡大を図ることを考えているが、申告手続の電子化について国が地方公共団体に対して義務付けを行うことは、地方公共団
体に対する「義務付け・枠付けの見直し」に沿っていないのではないか。
いずれにしても、地方税の電子化を阻害するような制度的な要因は見当たらないところであり、総務省としては、地方公共団体の自主性を尊
重しつつ、地方税の電子化に向けた取組を一層推進していくこととしている。

総務省
１．「ダウンロード等の行為を経ずとも上記状態を作り出せるのであれば、こ
の解釈にこだわるものではない」との見解を踏まえ、「処分通知等を受ける者
のコンピュータにファイルの記録がされる状態」に関する解釈について、ITの
進展等を踏まえ、今後改めて検討する具体的な予定があるのか。

このように、民法の到達主義に基づき、オンライン手続においては、相手方のコンピューター等にファイルの記録がされたときと通知の到達時
期としている。

財務省

3

納税告知書等の電子
的方法による通知

民法97条において、隔地者に対する意思表示が有効となるのは通知が相手方に到達した時と規定されており、行政手続等における情報通信
の技術の利用に関する法律第4条第3項は、この民法の一般原則に基づき、オンライン手続においては「処分通知等を受ける者の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時」を「到達」とすることを定めたもの。判例・通説によれば、「到達」とは意思表示が相手方の
支配領域に入ったこと、すなわち相手方が意思表示の内容を知りうる状態におかれることを意味しており、したがって、オンライン手続において
は、単にウェブサイト等に情報を掲載する程度では不十分であり、相手方のコンピューター等にファイルの記録がされることが必要。

具体的にどのようにして、「処分通知等を受ける者のコンピューターにファイルの記録がされる状態」が作り出されるかについては、各個別シス
テムごとに異なり、またＩＣＴ技術が著しく変化するなかで、新たな解釈を統一的を示すことは困難である。重要であるのは、処分通知等を受ける
者のコンピューターに確実にファイルの記録がなされ、意思表示が到達することであり、各個別システムの特質やＩＣＴ技術の進展等により、この
状態を作り出せるのであれば、「ファイルに記録された状態」を従前からの「利用者が利用者個々のディスクエリアから通知データをダウンロー
ド」等する行為と解釈することに限定するものではない。

通し
番号
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関係府省庁
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先）

3

総務省
【追加質問】
納税告知書等の電子的方法による通知に関連して、例えばクラウドサービス
やシンクライアント環境に於いて「処分通知等を受ける者の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルへの記録がされた時」でなくとも「処分通知等を
受ける者の使用に係る電子計算機の画面上で処分通知等が表示されたと
推定できる状態」を確認できれば、民法97条における、隔地者に対する意思 財務省
表示が有効といえるか。
法務省

4

１．航空機登録のオンライン申請が平成22年3月29日を以て終了している
が、その背景・理由を教えて頂きたい。
航空機登録申請の添 ２．航空機登録申請のオンライン申請の再開の可能性について、貴省のお
付書類を削減した上で 考えを教えて頂きたい。
国土交通省
の電子化
３．オンライン申請普及の足かせになっていたと推察される添付書類の省
略、簡略化、電子化について、これまでの検討の有無、検討経緯、今後の見
通しについての貴省の考えを教えて頂きたい。

関係府省庁回答

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（第4条第1項）では、個別作用法令の規定に基づき行政機関等が行う通知である
処分通知等のうち、法令により書面等により行うこととされているものについて、書面によることに加えオンラインにより行うことを可能としてい
る。
同法法律第4条第3項では、前述の処分通知等は、民法の一般原則（到達主義の原則）に基づき、処分通知等を受ける者の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルへの記録がされた時を「到達」とすることを定めている。
なお、同法は、法令に基づく行政手続等について、書面等によることに加え、オンライン等により行えるようにするために必要な各手続に共通
する事項を定めているものである。
本質問は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第3項の規定及び民法の「到達」の解釈に対するものであり、当省と
して回答できる立場にない。
民法９７条第１項の「到達」については，これまでの裁判例の集積により，一般に，相手方が社会通念上了知することができる客観的状態が生
じたと認められることであるなどと理解されている。個別の事例については，それぞれの事情を考慮し，このような基準に即して判断されることに
なると考えられる。

オンライン申請については、平成20年に国土交通省として申請自体が少ない手続き、オンライン申請実績が低調な手続きを費用対効果等の観
点から見直しを行い、平成21年度末に航空機登録に係る申請を含め約2,000件のオンラインによる手続きを停止したところ。航空機登録制度は
航空機に係る所有権、抵当権を公示する制度という性質を有しており、申請内容の証明となる添付書類が必要であること、また、当該書類につ
いては電子化が難しいことから、改めてオンライン申請とすることはできない。

航空機用火工品輸入手続きの電子化及び簡素化について、内閣官房の意見を伝達の上、権限を有する千葉県に検討を求めたところ、千葉県
の見解は以下のとおりであり、現状では、電子化は困難であると考える。

１．オンライン化は経産省の権限外であることは理解できるが、もしニーズが
大きいのであれば、都道府県に対して働きかけるなり財政措置するなり後押 経済産業省
しすべきなのではないか。貴省の見解を教えて頂きたい。

5

航空機用火工品輸入
手続きの電子化及び
簡素化

２．自治事務の電子化について、地方公共団体の判断に委ねられ十分進ま
ないことについて、総務省の見解を教えて頂きたい。また、自治事務の電子 総務省
化を促進するために総務省としてどのような取組を行っているか。

現在、火薬類輸入許可申請は、県内外の不特定多数の者から申請がなされており、輸入品目も航空機用火工品に限らず多岐にわたっている。
その申請を電子化することは、次の理由により難しいと考える。
１．千葉県では、平成１８年に「ちば電子申請・届出サービス」の運用を開始し、行政手続きの電子化に取り組んでいる。この取り扱いの中で、代
表者等の押印が必要な文書に関しては、電子署名を付して電子申請をするようになっているが、署名の認証等システム上の準備が繁雑という
こともあり、平成１８年の運営開始以来電子署名を付した電子申請の実績は０件となっている。また、来年度以降はシステムの変更に伴い電子
署名による申請受付の取扱をしないこととなっており、火薬類輸入許可申請についても法令上押印が必要となっていることから、現時点では火
薬類輸入許可申請手続きの電子申請には対応することができない。
２．申請書には火薬類取締法施行規則第４６条の規定により、輸入する火薬類の成分及び配合比もしくは構造及び組成を記載した資料等を添
付することとなるが、不備・不明なものが多く見受けられる。そのため、火薬類取締法第２４条第２項に規定する公共の安全の維持に支障を及
ぼすおそれが無いことを確認するには、書面に加えて申請者（又はその代理者）から直に聞き取りし、内容を確認の上受理するのが妥当と考え
ている。
特に、初めて許可申請をする者や火薬類に関する法令の知識が十分でない者、また過去に輸入実績がない品目を輸入しようとする場合にあっ
ては、直接内容の確認が必要と考える。

２．航空機用火工品輸入手続きの電子化については、当該手続に係る法律を所管し、手続に係る様々なデータや情報を持つ府省において検討
されるべきものと考える。なお、地方公共団体において事務を電子化するか否かの判断は、原則としてその地方公共団体の実情に応じてなされ
るべきものである。総務省が所管する具体的な制度について電子化が必要とのことであれば、別途ご相談いただきたい。

通し
番号

項目名

質問内容

関係府省庁
（回答要求
先）

財務省

7

輸出入・港湾関連手続
きシステム（次世代シ
ングルウィンドウ）の利
便性向上及び利用促
進

１．輸出入において電子化によって利便性が向上される作業としては、次世
代シングルウィンドウで現在主に電子化が進められている港湾ＥＤＩシステ
ム、通関情報処理システムなどの工程での作業に加え、信用状の作成、各
種報告書（危険物申告書や動物輸送申告書など）の作成など様々な工程で
の作業が考えられ、個別に電子化を進めるだけでなく統括的な電子化のイン
パクトが大きいと考えられる。上記総括的電子化に対する貴省の見解を教え
て頂きたい。
２．次世代シングルウィンドウの機能を拡充し、輸出入プロセスの効率化を進
め日本企業の競争力を上げていく上で、具体的にどのような利用促進策を
行っているか教えていただきたい。また利用促進についての具体的な目標が
あれば、教えていただきたい。具体的目標がない場合は目標を設定した上で
利用促進策を実施するべきではないか。
３．国際システムとの互換性確保について、マレーシア以外の国々とのシス
テム連携について、具体的な計画はあるのか。なければ、詳細なスケジュー
ルを策定して取り組むべきではないか。

国土交通省

関係府省庁回答
１．
輸出入・港湾手続の電子化については、「電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律」（昭52・法第54号）に基づき、我
が国の国際競争力強化及び利用者利便の向上に資するため、従来の国際運送貨物に係る税関手続の他、新たに港湾手続、食品衛生手続、
動植物検疫手続、入国管理手続等の関連する他の省庁の手続に関する電算システムを一体的に運営するため、輸出入・港湾関連情報処理セ
ンター㈱（NACCSセンター）を設立し、平成20年10月の海上貨物通関情報処理システム（Sea-NACCS）の更改に際し、国土交通省の港湾EDIシ
ステムとの統合を図るとともに、平成22年2月の輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS）稼働に合わせ経済産業省の貿易管理手続のシ
ステム(JETRAS)を統合し、その他の関係省庁システムについても平成25年10月を目途にNACCSと統合することとしております。
NACCSは、シングルウィンドウを含む行政機関等への手続だけでなく、民間業務である貨物管理も併せて一体で処理するシステムであるため、
これまでも民間利用者の要望に基づき、業務の改善を随時実施してきておりますが、今回、新たにCY搬出入業務、Sea Waybill発行業務等の民
間業務に関する新規業務の導入を予定しており、より利便性の高いNACCSの総合物流プラットフォームとしての機能の一層の充実を図っており
ます。
このように、NACCSを管理・運営する輸出入・港湾関連情報処理センター㈱（NACCSセンター）では、民間要望を踏まえ、NACCSの総合物流プ
ラットフォームとしての機能向上に努めているところですが、NACCSセンターを監督する財務省としても関係省庁と連携しつつ、総括的な電子化
の取組みにより、利用者の利便性を更に向上させることとしております。
２．
税関に対する輸出入申告については総許可件数の約98％（個人での通関等を除けば実質的にほぼ100％）が電子申請されているところです
が、その他の一部業務（特に港湾関連手続）には、中小の民間企業（特に中小の船会社）がシステムを利用していないことなどから、システム利
用率が低いものもあります。
NACCSはシングルウィンドウを含む行政機関等への手続と民間業務である貨物管理を一体に処理するシステムであり、これまでも民間利用者
の要望に基づき、官と民双方の業務の改善を随時実施してきております。特にNACCSの民間業務である貨物管理業務は、利用者が入力した
情報を関係する他の利用者が活用する総合物流プラットフォームとしての特性を有しておりますので、NACCSセンターでは、この総合物流プラッ
トフォーム機能を最大限発揮させるためには、特にNACCSのACL（船積確認事項登録）業務のシステム利用率の向上が最重要課題と認識して
おり、ACL業務の利用率が向上すれば、その他の利用率の低い業務の利用率向上につながるものと見ております。こうした考えからNACCSセ
ンターでは、これまでもACL業務の利用率の向上に努めてきており、ACL業務導入当初の平成11年には利用率が約30％であったものが、現
在、約70％まで伸びてきております。これを更に90％まで引き上げるために、現在、関係業界との作業部会を立ち上げACL業務の利便性向上を
図るとともに、ACL業務講習会を開催するなど、利用率の向上に努力しているところです。ACL業務自体は民間業務でありますが、電子化の推
進という観点から、財務省としても、税関の現場で中小の船会社等に対してACL業務の利用を慫慂するなどの取組みを行っているところです。
なお、NACCSセンターが現在新規業務として導入予定のCY搬出入業務、Sea Waybill発行業務は、ACL業務の利用率拡大に極めて有用である
ことをも勘案して取組んでいるものです。
また、シングルウィンドウ（府省共通ポータル）の在り方については、「新成長戦略」等に基づき、官民合同の検討の場を活用し、利用者の立場
に立って稼働後も継続した見直しを行うこととしている他、シングルウィンドウを更に発展させ、より利便性の高いシステムとするため、関係省庁
の輸出入や港湾関連手続のシステムについて、順次NACCSに統合することとし、平成25年10月に動植物検疫及び輸入食品検査手続のシステ
ムの統合に向けて、関係省庁と連携しつつ作業を進めているところです。
３．
国際的なシステム連携については、現在、マレーシアとの間で原産地証明書情報のシステム連携について実証実験を実施中でありますが、こ
の実証実験の結果を踏まえ、問題点を洗い出し、改善策を講じた上で、本年中を目途に本格実施に移行する予定です。
マレーシア以外の新たな連携先としては、タイ、インドネシア、フィリピンとの間で協議を開始しているところですが、まずはマレーシアとのシステ
ム連携を本格実施に移行させることが先決であり、その上で相手国の実情を踏まえて詳細なスケジュールの策定を行う方針としております。
1.港湾手続の電子化については、平成11年度より試行的に港湾EDIシステムを運用開始し、平成15年から本格運用を図ってきたところである
が、我が国の国際競争力強化及び利用者利便の向上に資するため、税関手続等の関連する他の省庁の手続に関する電算システムを一体的
に運営するため、平成20年10月に輸出入・港湾関連情報処理センター㈱（NACCSセンター）を設立するとともに、港湾EDIシステムと海上貨物通
関情報処理システム（Sea-NACCS）との統合を図ったところであります。
また、平成22年2月には経済産業省の貿易管理手続きのシステム（JATRAS）がNACCSに統合されたほか、その他の関係省庁のシステムにつ
いても平成25年10月を目処にNACCSに統合することなっており、現在、関係省庁では情報の共有化を図りつつ、システム統合にかかる検討が
行われているところです。
引き続き、総括的な電子化の取組みに向け、関係省庁と連携しつつ、利用者の利便性を向上させることとしております。
2.国土交通省所管の港湾手続の平均オンライン利用率は、現在4割程度であるが、これを当面は、IT 新改革戦略に基づき５割まで向上させる
べく、関係者のシステム利用を促進させるため、NACCSセンターとの共催により全国各地で港湾手続の利活用方法に関する説明会の開催や船
舶代理店等へ個別説明を行うなどに引き続き取り組んで参ります。
１．検疫手続きの電子化については、NACCSセンターが管理・運営するシステムを活用して実施しているところであり、引き続き、総括的な電子
化の取組みに向けて、関係省庁と連携しつつ、利用者の利便性を更に向上させることとしております。

厚生労働省
２．関係者のシステム利用を促進させるため、国土交通省やNACCSセンターとの共催により全国各地で港湾手続におけるシステムの利活用方
法に関する説明会の開催や船舶代理店等へ個別説明を行うなどに引き続き取り組んで参ります。

通し
番号

項目名

質問内容

関係府省庁
（回答要求
先）

農林水産省
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１．農林水産省では、輸出入関連手続について関係省庁システムとの連携のもと、動物検疫及び植物検疫検査関連手続を電子化しているとこ
ろである。このシステムは検疫当局と輸出入者との間のシステムである。ご指摘の信用状の作成、各種報告書の作成については、民・民ベース
の問題と思料する。従って、関連する民間サービスのシステムとの連携の要望があるのであれば、関連省庁との合意のもと検討を行う用意は
ある。
２．動物検疫及び植物検疫検査関連手続電算処理システムは、現在、農林水産省の独自のシステムとして府省共通ポータルを介して輸出入・
港湾関連情報処理システム(NACCS)と連携しているところであるが、国際競争力強化や利用者の利便性向上等を図る観点から、次回のシステ
ム更改時（平成25年10月）にNACCSに統合されることとなっており、現在、統合に向けた検討がNACCSセンターとの間で進められている。
３．（所管外）

１．「どの様に離職者本人が離職証明書（離職票）の内容を十分に確認する
ことを担保するかは、企業-職業安定所間の「離職証明書を伴う雇用保険被
保険者資格喪失届のオンライン申請」の運用開始（オンライン申請の開始予
雇用保険被保険者離 定時期については、23年度中になることが見込まれる。）までに検討し、結論
職証明書（離職者の電 を得る予定です。」との回答であるが、電子署名以外の方法を採用する目算 厚生労働省
子署名省略）
はあるのか。あるとすればそれはどのようなは方法か。
２．利用者の利便性と権利確保のために、本人同意を電子的に得るための
新たな法制度等が求められるのか、もしくは現行の規制を緩和・撤廃すれば
解決できると認識しているのか、検討の状況を詳しく教えていただきたい。

１．検討中であるため、目算の有無はお示しできない。
２．検討中であるため、法制度新設の要否、現行規制の緩和・撤廃による解決の可否について、具体的な認識はお示しできない。

１．「署名検証者を一般の民間事業者に拡大することについて現在対応方法
を検討中」とのことであるが、公的個人認証法において、署名検証者に一般
公的個人認証サービ の民間事業者が認められていない理由は何か。また、如何にすれば一般の
スにおける署名検証者 民間事業者への拡大が可能となると考えているか。
の民間事業者への拡 ２．「公的個人認証サービスを認証用途にも使えるようにすることについて
総務省
大及び認証機能の付 は、現在対応方法を検討中」とのことであるが、実現するための障壁は何が
加
あるのか、また、どのようなスケジュールを考えているか。
３．今年度実施している調査の具体的な内容、また、来年度以降に予定して
いる実証実験の内容についてご教示いただきたい。

１．現行法は公的個人認証サービスが行政手続のオンライン化を進めるための基盤を整備することを主たる目的として制定されたこと、また、現
行法では、署名検証者は、公的個人認証サービスの利用者から電子証明書を、指定認証機関から電子証明書の失効情報等を受け取ることに
なるが、当該電子証明書には、氏名・住所等の個人情報が記載されており、その取扱いについては、個人情報保護の観点から慎重に行う必要
があることから、現行法においては、署名検証者を行政機関等に限定し、制度の信頼性の維持を図っているところ。
このため、一般の民間事業者が署名検証者となることを認めるためには、民間事業者の具体的な利用ニーズを踏まえつつ、そのことが社会的
に妥当であるかどうかを検討すると同時に、電子証明書等に記載する情報のあり方、署名検証者による電子証明書の有効性確認の履行確保
や安全確保の方法を検討する必要がある。
２．公的個人認証サービスに認証用途を付加する場合に、民間事業者を含めてどの程度ニーズがあるのか不明である。また、認証用途を付加
する方策として、現行の署名用途の電子証明書と併用する方法と別に発行する方法とがあるが、安全性・コスト・利便性の観点から、技術的に
詳細を検討する必要があり、これらの検討を踏まえ、法令改正及び技術的基準の改正が必要である。スケジュールについては、上記課題の検
討の結果、実施する場合には制度改正を２０１３年に行うことを想定している。
３．本年度実施している「国民本位の電子行政の実現に向けた電子証明書の活用ニーズに関する調査研究」においては、
①新たに一般の民間事業者に現行の公的個人認証サービスの利用を認めた場合の民間事業者の具体的ニーズを把握すること、
②公的個人認証サービスに新たに認証用途を付加する場合における民間事業者の具体的な利用ニーズを把握すること、
をヒアリング等の手法で調査研究するもの。
また、来年度以降に予定している実証実験は上記調査研究の結果、民間事業者に拡大するとした場合に行うものであり、具体的内容につい
ては現時点では未定。

総務省
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関係府省庁回答

電子署名法における
利用者の真偽の確認
方法の緩和

１．企業における電子署名の活用状況について貴省の把握されている範囲 法務省
でお答え頂きたい。
２．法人代表者による証明文書の信頼性について、認定認証事業者が客観
的に確認できることを条件に、当該文書を現行の規則第５条に規定する方法
以外の新たな方法として、認めるべきではないか。

１．企業においては、官公庁や地方自治体等における公共工事や物品の調達等における電子入札等において、電子署名法に基づく認定認証
業務が発行した電子証明書による電子署名が幅広く利用されている。
２．法人代表者による証明文書について、電子署名法施行規則（以下「規則」という。）第５条に定める利用者の真偽の確認の方法（例として、住
民票の写しと申込書に押印した印鑑の印鑑登録証明書の組合せなど）と同等程度以上の信頼性（利用申込者の本人性と実在性）を有すること
を認定認証事業者が客観的に確認することができる場合であれば、当該文書を規則第５条に規定する方法以外の新たな方法として、認めるこ
とができる可能性はあると思われる。

経済産業省

１．企業においては、官公庁や地方自治体等における公共工事や物品の調達等における電子入札等において、電子署名法に基づく認定認証
業務が発行した電子証明書による電子署名が幅広く利用されている。
２．法人代表者による証明文書がどのようなものを指しているか不明であるが、当該文書について、電子署名法施行規則（以下「規則」という。）
第５条に定める利用者の真偽の確認の方法（例として、住民票の写しと申込書に押印した印鑑の印鑑登録証明書の組合せなど）と同等程度以
上の信頼性（利用申込者の本人性と実在性）を有することを認定認証事業者が客観的に確認することができる場合であれば、当該文書を規則
第５条に規定する方法以外の新たな方法として、認めることができる可能性はあると思われる。

【追加質問】
総務省
例えば適切にID及びアクセス管理された電子メールやグループウェア等を用
いて文書管理を行っている場合、電子署名を利用していなくても、必要に応じ
法務省
てアクセスログ等を用いて真正性を検証できる場合には、係るシステムで管
理されている書面は紙の書面と同等の書面としての有効性を備えていると考
経済産業省
えられるか。

ご質問については、電子署名及び認証業務に関する法律に基づく 電子署名の利用に関する内容ではないと思われることから、回答することは
困難である。

通し
番号

項目名

質問内容

関係府省庁
（回答要求
先）

給与支払報告書の提出、特別徴収税額の通知、各種異動手続き等、特別徴
収義務者（企業）が行う住民税特別徴収の手続きにおいて、電子化を阻害す
るような規制はなく、エルタックスを全ての地方団体が導入することにより解
決されるとの回答を頂いているが、以下について回答をお願いしたい。
１．エルタックスの利用状況に教えていただきたい。その際、ホームページに
掲載されている項目ごとの利用件数ではなく、利用率のような指標で教えて
いただきたい。

２．エルタックスを導入した地方団体間において、帳票書式の相違、電子
データ授受への対応等が異なっているということはないのか（企業から見て
電子的な一括処理ができる状況になっているのか）について、貴省の把握さ
れている範囲でお答えいただきたい。
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３．導入する自治体が増えているとは聞いているが、導入自治体が半分に満
たない理由（地方団体にご理解いただくためには何が必要なのか。どれほど
全国共通の電子行政 の財政負担が必要と想定されるのか等）について、見解をお伺いしたい。
サービス実現のため
の申請様式等の統一
化（①住民税関連手続
総務省
き（住民税特別徴収関
連手続き全般の電子
化及び窓口の一本
化））
４．エルタックスの利用を増やすためにどのような対策が必要と考えるか、特
に財政的措置以外の対策について、貴省のご見解を教えて下さい。

５．エルタックス導入のためにどのような財政的支援措置を講じてきたのか。
財政措置はされているか。

関係府省庁回答
１．通し番号１「償却資産税申告の電子化」の１．で回答したとおり。
【１．平成22年12月現在、全47都道府県及び全1750市区町村がエルタックスに接続しており、そのうち、全地方公共団体（全都道府県・全市区
町村）の約６割の団体が電子申告等のサービスを提供している。
エルタックスは、平成17年１月から６府県（岐阜県・大阪府・兵庫県・和歌山県・岡山県・佐賀県）で稼働を始めてから、順次拡大しているところ
であり、現時点での電子申告の利用率を正確に把握することは困難であると考えている。
また、各地方公共団体に対する申告件数は把握していないのが現状である。
なお、エルタックスを利用した電子申告等は、全税目を合わせて、平成21年度においては約190万件となっている。
（参考）各税目の電子申告の導入団体数は別添資料を参照】
２．複数の地方公共団体に支社を持つ法人が、エルタックスを利用して法人事業税を電子申告した場合、申告データはシステム上で地方公共
団体ごとに振り分けられ、本来、それぞれの地方公共団体に対して行う必要がある申告手続を一度の手続で済ませることができる。また、申告
されたデータは、同じ様式に統一されている。
申告書等は基本的に省令等により様式が定められており、その点で様式の相違はないが、書面で申告する場合には、地方公共団体ごとに帳
票を作成しているため、様式の体裁などに若干の差異が生じることがある。
また、企業が一括処理できないと言われている趣旨は、当該企業が複数の地方公共団体に対して電子申告を行おうとする場合、電子申告が
利用できる団体と利用できない団体が混在すると、電子申告ではなく書面による申告を行うことになり、利便性が高まらないということにあると理
解している。
３．平成22年12月現在、全地方公共団体の約６割で電子申告が可能となっており、エルタックスの導入に対する地方公共団体の理解は徐々に
進んでいるところである。
実現へのハードルとしては、主として地方公共団体の財政負担であると考えているが、電子申告を導入する費用は以前よりも低減している状
況にあることから、総務省としては、地方公共団体に対して電子申告の普及・拡大について、より一層の働きかけを行っていくこととしている。
また、電子化のための初期投資に対して、ＩＴ交付金などの国費による支援があれば、地方公共団体における電子申告の普及は一層進展す
るものと考える。

４．通し番号１「償却資産税申告の電子化」の５．で回答したとおり。
【５．地方税の電子申告の利用拡大は、納税者の利便性向上につながるものであることから、一層の普及・拡大が重要であると考えている。
電子申告の利用拡大に当たっては、地方公共団体におけるエルタックスの導入促進のほか、利用者となる企業側の利用促進について働きか
けることが重要であると考えている。
エルタックスは、電子申告以外に他の地方公共団体の税務事務（公的年金からの個人住民税の特別徴収業務や確定申告書のデータ送信業
務）において、全地方公共団体が利用していることから、今後、電子申告の導入に向けて一層の働きかけを行っていくこととしている。】

５．通し番号１「償却資産税申告の電子化」の４．で回答したとおり。
【４．総務省では、平成14年度から普通交付税による財政措置を講じている。
また、個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用として都道府県から市区町村に交付される徴収取扱費交付金（地
方税法第47条）について、平成21年度～22年度の間においては、地方税の電子化に対応するため、本則に定める額（納税者１人当たり3000
円）に300円を上乗せして交付している。
（参考）
Ａ市への徴収取扱費交付金 ＝Ａ市における個人の道府県民税の納税義務者数×（3000円＋300円）】

６．各地方団体の判断に委ねることによって、取組状況が地方団体ごとにバ
ラバラになり、結果として一括申告ができない不便が生じていることを鑑み、
国として整備計画を作成すべきではないか。

６．通し番号１「償却資産税申告の電子化」の６．で回答したとおり。
【６．地方税の申告手続は地方公共団体の自治事務であり、そうした手続の電子化して納税者の利便性向上を図る必要性は、各地方公共団体
は十分に認識されている。
電子申告の普及・拡大を図ることを考えているが、申告手続の電子化について国が地方公共団体に対して義務付けを行うことは、地方公共団
体に対する「義務付け・枠付けの見直し」に沿っていないのではないか。
いずれにしても、地方税の電子化を阻害するような制度的な要因は見当たらないところであり、総務省としては、地方公共団体の自主性を尊
重しつつ、地方税の電子化に向けた取組を一層推進していくこととしている。】

通し
番号

19

項目名

質問内容

関係府省庁
（回答要求
先）

１．戸籍関係証明書の本籍地以外の市区町村やコンビニ等での交付の実現
については、市町村の主体的な判断によるとのことであるが、貴省がその可
否を判断する基準について、具体的にご教授いただきたい。また、市町村や
関連事業者の予見可能性を高めるため、貴省がガイドラインを作成するか、
必要な法改正を行って、市区町村の取組を促すべきではないか。
２．戸籍法施行規則の一部を改正する省令（平成16年4月1日）により戸籍手
戸籍関係証明書の本 続のオンライン化に関する制度整備が完了していると理解。
籍地以外の市区町村 平成22年現在で運用を開始している市区町村がひとつもないのはなぜか。 法務省
３．現行法令上、本籍地以外の場所（庁舎外のデータセンター等）で戸籍を
での交付
管理することは可能か。不可能である場合、自治体業務システムのクラウド
化の推進等の状況を踏まえ、上記を可能とするよう制度改正を行うことは可
能か。
４．市町村の主体的判断で本籍地以外の場所（庁舎外のデータセンター等）
で戸籍謄抄本を管理することが可能であるならば、その条件はどのようなも
のか。

関係府省庁回答
１ 「１」について
市町村から管轄法務局等に対して認容の可否について照会があった場合には，個々の事案に応じ，戸籍法等の関連法令に違反していない
かどうかという観点のほか，プライバシー上の問題が発生しないかどうかという観点から可否を判断することになる。
戸籍に関する情報の本籍地市区町村以外における提供については，様々な形態のものがあり得ることから，具体的な基準を定めたガイドライ
ンを作成する予定はない。
なお，「法改正」とあるが，現時点で，戸籍に関する情報の本籍地市区町村以外における情報の提供について，改正を行う必要がある法律の
規定があるとは考えていない。
２ 「２」について
各市区町村が，オンラインシステムによる戸籍事務の取扱いを実施するか否かは，その自主的な判断にゆだねられているのであり，法務省で
は，オンラインシステムによる戸籍事務の取扱いを行わない理由を把握していない。
３ 「３」について
戸籍法施行規則７条１項は，「戸籍簿又は除籍簿は、事変を避けるためでなければ、市役所又は町村役場の外にこれを持ち出すことができな
い。」旨規定している。
したがって，戸籍簿を庁舎の外に持ち出して管理することはできない。
また，「自治体業務システムのクラウド化」が何を指すのかは明らかではないが，戸籍法施行規則７条は，戸籍簿等が人の身分に関する重要
な公簿であり，極めて秘匿性の高いプライバシーに関する情報が記載されたものであるために設けられた規律であるので，これを廃止すること
は考えていない。

４ 「４」について
戸籍簿の管理については，①関係市町村において一部事務組合等を設立し，市町村から同組合に戸籍簿の管理等を委託する方法を採るこ
と又は②同組合を設立することなく，一方市町村が他方市町村にコンピュータ化された戸籍簿等の管理を委託し，委託市町村の端末から受託
市町村の電子情報処理組織に接続することによって戸籍事務を行っている例がある。
それ以外の形態で戸籍簿等を管理する場合として，どのような形態があり得るのかは承知していないが，市区町村から管轄法務局を通じて可
否に関する照会があった場合は，個々の事案に応じ，戸籍法等の関連法令に違反していないかどうかという観点のほか，プライバシー上の問
題が発生しないかどうかという観点から可否を判断することになる。
１及び２について
１．今後無料公開期間の拡大について検討とあるが、（独）国立印刷局との
電子版の官報については、
協議を含めて、今後どのようなスケジュールで取り組まれるのか。貴省の考
掲載されている破産者等の個人情報が、一部サイトにおいて容易に検索できることに対し、破産者や弁護士会から改善を求める意見があり、
えを教えて頂きたい。
公開期間拡大に当たっては、更に多くの情報の二次・三次利用の可能性が高まることから、個人情報の取扱いを含め情報提供の方法について
２．破産者等の個人情報が容易に検索されてしまう等、個人情報の取扱いに 内閣府((独)国立 整理する必要がある。
ついて慎重な意見があることは理解するが、官報はそもそも公開を目的とし 印刷局)
（平成21年以降、インターネット上のルールに従い、グーグル等の汎用検索エンジンに対して、掲載されている個人情報が、検索対象外となるよ
ているのであり、検索や複製、加工が容易であるといったデジタル化すること
う設定しているところである。）
の特徴を踏まえて、官報無料公開に当たって具体的に取るべき対策につい
また、公開期間拡大に向けては、データの再整備、公開用配信機器の新規調達等の作業が想定される。
て教えていただきたい。
これらのことから、上記の整理を行い、公開期間の拡大範囲を明確にした上で、公開期間拡大に向け具体的スケジュールを立案することとし
たい。

22

インターネット官報の
無料公開

25

１．現状、生命保険会社等は住所不明となった顧客の住所情報を市区町村
へ照会を行っているが、市区町村では、どのような民間事業者に対して、ど
のような情報をどのような方法で提供することが可能となっているのか。
２．現状の住基法の改正を伴わず、該当者の個人情報、たとえば基本四情
報をすべて開示することなく民間事業者が顧客の本人確認や生存確認、本
住基情報の利活用範
人の年齢確認（成年に達しているか等）、本人であることの真正性確認を市 総務省
囲の拡大
区町村に照会する仕組みについて検討するべきではないか。
３．住民基本台帳法が改正されて以降、個人情報保護法制が整備され、個
人情報の取り扱いに対する社会の認識も高まってきたものと考えられるが、
そのような背景を踏まえ、住基情報の活用用途拡大を改めて検討してもよい
のではないか。

１．訴訟の提起その他特別の事情による居住確認を行う必要がある場合等には、住民基本台帳法第１１条の２第１項第３号に基づき、基礎証明
事項（氏名、生年月日、性別、住所）に係る住民基本台帳の写しの閲覧を申し出ることができ、市区町村長が相当と認める場合には閲覧をさせ
ることができる。また、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合等には、同第１２
条の３第１項第１号に基づき、基礎証明事項が表示された住民票の写し等の交付を申し出ることができ、当該申出を相当と認めるときは、住民
票の写し等を交付することができる。なお、申出者が基礎証明事項以外の事項（住民票コードを除く。）が表示された住民票の写し等の交付を申
し出、市町村長がその申出を相当と認めるときは、当該事項が表示された住民票の写し等の交付を行うことが可能である。
２及び３
住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付については、個人情報保護に関する意識の高まりを受け、平成18年及び平成
19年に何人でも住民基本台帳の写しの閲覧や住民票の写し等の交付を受けることができる制度を見直し、閲覧や交付を受けることができる場
合を限定することにより個人情報保護に十分に留意した制度に改正したところである。
このように、個人情報保護の意識は従来に比べむしろ高まっている状況にあることから、住民基本台帳の情報の利用拡大については、個人情
報保護の観点から慎重な検討が必要であり、現状においては困難である。
また、住基ネットの本人確認情報の民間利用については、住基ネット導入に係る法案審議において、これを強く否定する議論が積み重ねられ
ており、システムの安易な拡大を図らないよう付帯決議が行われている。

通し
番号

29

30

31

項目名

質問内容

関係府省庁
（回答要求
先）

１．「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）について」（平成１５
年３月３１日厚生労働省通知）別表「遠隔診療の対象」で遠隔医療の実施可
能な範囲を拡大するためのエビデンスの収集のスケジュールについて、明確 総務省
に示していただきたい。また、エビデンス収集後の、通知改正のスケジュール
について、明確に示していただきたい。
２．エビデンスを収集し追加を検討している症例の数の検討状況を教えてい
ただきたい。また、追加するか否かの基準について、教えていただきたい。
３．日本国内の医療機関が、通知で例示されていない症例で、遠隔診療が行
うことは可能か。難しい場合に、どのような法令に違反し、どういった処罰ま
遠隔医療の実施可能 たは不利益を受ける可能性があるか。仮に可能な場合は、例示されている
範囲の明確化
症例との違いは何かを教えていただきたい。
４．通知改正においては、症例の例示の追加のみならず、遠隔医療が例示
以外にも実施可能であること（限定的ではないこと）旨を明確にすべきではな
厚生労働省
いか。
５．日本国内の患者が、海外の医療機関から遠隔診療を受けることは可能
か。難しい場合に、どのような法令に違反し、どういった処罰または不利益を
受ける可能性があるか。仮に可能な場合は、日本国内で医療サービスを受
ける場合との違いは何か教えていただきたい。
６．貴省回答で「関係者と打ち合わせを行っている」とあるが、打ち合わせの
参加者、内容について、ご教授いただきたい。

１．厚生労働省における通知改正の検討に反映させるため、総務省予算により、これまで医療ICT関係の事業を90件以上実施してきており、厚
生労働省とも連携して、エビデンス収集に取り組んでいる。
４．総務省としては、実施可能範囲が限定的ではないことを明確にすべきであると考えている。

１・２．現在、厚生労働科学研究において、遠隔診療に対する患者や有識者のニーズ等を把握するとともに、医療施設に保存されている医療記
録を過去にさかのぼって調査する「後ろ向き」研究を通じて、安全性・有効性についてのエビデンスを収集中である。
それらのエビデンスを収集した上で具体的な検討を行い、その結果を踏まえ、平成22年度中に通知改正を行う予定である。
３．通知で例示されていない症例であっても、直接の対面診療による場合と同等でないにしてもこれに代替し得る程度の患者の心身の状況に関
する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師法（昭和23年法律第201号）第20条等に抵触するものではない。
４．厚生労働科学研究の結果を踏まえ、検討してまいりたい。
５．どのような態様でどのような内容の遠隔診療が実施されるか不明確であるため、一般論としてお答えすることは困難であり、個別具体的な判
断が必要である。
６．厚生労働科学研究の研究班の方々と、遠隔医療の現状等について打ち合わせを行ってきたところである。

厚生労働省

１．平成13年度より、地域医療の充実のため、遠隔医療に必要な設備に対する補助事業を行っている。（平成23年度予算案 830百万円の内
数）
２．保険未収載の医療技術について保険収載等を希望する際は、中央社会保険医療協議会医療技術評価分科会へ学会等から医療技術評価
提案書を提出することとされており、当該提案書においては、例えば
①有効性とは、治癒率・死亡率・ＱＯＬの改善、診断の正確性の向上等について、当該技術と類似性を持つ既存技術の有効性と可能な範囲で
比較し、データや学会のガイドライン等に基づき記載すること。また、別添を参考に、エビデンスレベル（Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ）を明記するととも
に、当該エビデンスに関する資料（論文の写し等）を添付すること
②安全性とは、当該技術を施行した際に発生した又は発生が予想される副作用・合併症・事故などのリスクについて、その内容と頻度を記載す
ること。また、当該技術と類似性を、もつ既存技術の安全性と可能な範囲で比較すること
とされており、データの基準、具体的内容等は明確になっているところ。この医療技術評価提案書をもとに、医療技術評価分科会における専門
家の議論が行われ、それらを踏まえて中央社会保険医療協議会総会で保険収載について判断を行っている。
なお、厚生労働省科学研究の研究班が組織され、医療施設に保存されている医療記録を過去にさかのぼって調査する「後ろ向き」研究等を通
じて、今年度、安全性・有効性についてのエビデンスを収集中であり、来年度も引き続き本研究を継続する予定である。

総務省

１．総務大臣・厚生労働大臣共催の「遠隔医療の推進方策に関する懇談会」の中間とりまとめ（平成20年7月）では、遠隔医療の持続可能性を
確保するための具体的な方策として、診療報酬の適切な活用のほか、「補助金・地方交付税など財政支援措置の活用」が提言されている。
２．厚生労働省における診療報酬の活用の検討に反映させるため、総務省予算により、これまで医療ICT関係の事業を90件以上実施してきてお
り、厚生労働省とも連携して、エビデンス収集に取り組んでいる。
また、総務省としては、厚生労働省は、遠隔医療に対する診療報酬の活用に向けて、遠隔医療の安全性・有効性を示すエビデンスとなり得る
データの基準、具体的内容等を明確にすべきであると考えている。

厚生労働省

（１に対する回答）
平成２２年度厚生労働科学研究費補助金において、対面による通常の保健指導と比較した遠隔保健指導の評価の研究を行い、対面と遠隔に
よる指導の差異を検証しているところである。
（２に対する回答）
上記結果を受け、特定健診・保健指導に関連した検討会において検討し平成２３年度中に結論を得る予定としている。

１．診療報酬以外のインセンティブ（例：遠隔医療に必要となる機器への補助
等）については、想定されないのか。
２．中央社会保険医療協議会において診療報酬のインセンティブを議論いた
遠隔医療に対するイン
だくために、安全性・有効性等に関するエビデンスが必要とのことだが、エビ
センティブの付与
デンスというに足るデータの基準、具体的内容等は明確になっているのか。
また、どのような方法及びスケジュールで不足しているエビデンスを収集等
する予定か。

１．現時点における検証の状況について、具体的に教えていただきたい。
特定保健指導の遠隔
２．平成２３年度における制度見直しの議論の場とそのスケジュールについ
指導
て教えていただきたい。

関係府省庁回答

通し
番号

32

項目名

処方せんの電子化

質問内容

関係府省庁
（回答要求
先）

１．電子化した処方箋の閲覧環境の整備、記述様式やコードセットの標準化
及び障害時の対応等についての法解釈の変更といった電子処方箋の普及・
高度化へ向けた環境整備は重要だが、係る環境整備を待たずに処方箋の
電子化を認めた場合に懸念されるリスクは何か教えていただきたい。
２．電子化した処方箋の閲覧環境の整備、記述様式やコードセットの標準化
及び障害時の対応等についての法解釈の変更を課題の具体例としてあげて
いるが、それぞれの対処方針と検討スケジュールについて、教えていただき
たい。
３．患者からの求めがあれば紙の処方箋の発行を拒否しないことさえ義務づ
ければ、電子処方箋を認めることで遠隔交付など医療機関や薬局の実質的
な選択肢が増えることはあっても、減ることはないと考えられるが、関係団体
の求めているフリーアクセスについて、電子処方箋の導入で自由な医療機関
厚生労働省
や薬局の選択が阻害される理由は何か。
４．電子処方箋や電子的な書面による情報提供が認められることによって、
障がい者の医療情報へのアクセシビリティ改善を期待できると考えられる
が、全盲の患者など処方箋や医薬品の書面による情報提供を読むことので
きない障がい者に対して、現状どのようなかたちで情報提供が行われている
のか教えていただきたい。
５．電子化した処方箋の真正性の証明方法（患者による改ざんの防止）、電
子化した処方箋の薬剤師による修正の方法、電子化した処方箋の薬局側の
受け入れ体制整備等も課題と考えられるが、それぞれどのように検討を進め
るのかを教えていただきたい。
６．上記の課題がクリアされれば、処方箋の電子化が可能となるのか。他に
課題があれば、それぞれどのように検討を進めるのかを教えていただきた
い。

（レセプト）
１．レセプトオンライン化の取組について、今後の取り組みの具体的な内容
やスケジュールについてご教授いただきたい。
２．レセプトオンライン化の完全電子化については、「地域医療の崩壊が起こ
る可能性がある」とのことだが、崩壊の可能性が指摘される医療現場に対す
る 支援については、検討されないのか。具体的な計画があれば教えていた
だきたい。
３．現在のレセプトオンラインの進捗状況を教えていただきたい。導入率を、
過疎地域及びその他通常地域別、医師年齢別などのセグメント別で教えて
いただきたい。
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診療報酬請求及びカ
ルテの完全電子化

(カルテ)
１．業界団体等の反対や懸念に対して、貴省のお考えを対処方針を教えて 厚生労働省
頂きたい。
２．カルテの電子化について、「業務の効率化、医療安全、質の向上などに
資するものであると考えており、その普及の推進に向け具体的な施策を実施
している」とあるが、導入に向けた具体的な取組みやスケジュールを教えて
頂きたい。また、小規模医療機関等の電子化の推進につき、必要な予算確
保を含めた貴省の方針を教えて頂きたい。
３．また導入の懸案事項として、コストとメリットのバランスへの留意を指摘さ
れているが、具体的にどの程度のコストが実現できれば導入のメリットがコス
トを上回り実現が進むと考えているか教えて頂きたい。またその目標コスト実
施に向けた具体的施策を行っているようであれば教えて頂きたい。
４．電子化の推進をする上で必要な診療報酬制度の改訂の可能性について
貴省の方針を教えて頂きたい。

関係府省庁回答

１．非常に多岐にわたるため網羅的列挙は難しいが、例えば、送信内容と受信内容との齟齬による誤投与や誤内服、送受信が正常に行えない
ことによる問い合わせや紙処方せんでの対応とそれによる業務効率低下などが考えられる。
２．平成23年度中に課題やその対応方針を検討することとしている。
３．「処方せんの電子化について」（平成20年７月）の報告書によれば、「電子化した処方せんを受け付けることが恒常的に出来ない薬局が存在
した場合、患者等が有する薬局の選択権（フリーアクセス）が侵害される」とされている。
４．医療機関及び薬局においては、視覚障害者に対し、それぞれが適切と考える方法により、情報提供が行われているものと考えている。
５．御指摘の点も踏まえ、課題やその対応方針を検討してまいりたい。
６．御指摘の点も踏まえ、課題やその対応方針を検討してまいりたい。

（レセプト）
１．平成１７年１２月医療制度改革大綱により、平成２３年度当初よりレセプトオンラインの完全義務化の方針であったが、民主党政策集ＩＮＤＥＸ
２００９によりレセプトのオンライン請求を完全義務化から原則化に改められた。医科及び調剤については、原則電子化の期限を迎えているが、
歯科については平成２３年４月に期限を迎えるため、歯科について電子化の勧奨を行っている。また,レセプト電子化の促進方法として、医療機
関に対しては、電子レセプトで請求された診療報酬の支払いを早期に行うことを検討している。
２．医療現場の実態等を踏まえ、平成２１年１１月に省令改正によりレセプトの電子化について免除・猶予の例外措置を設け、対応が困難な医
療機関に十分に配慮を行った。また、医療現場に対する支援については、平成２１年度補正予算において、レセプトコンピュータの購入に係る補
助を行った。
３．電子レセプト請求状況は、病院９９．６％、診療所９０．４％、薬局９９．９％、歯科１６．６％（平成２２年１１月請求分。件数ベース）である。過疎
地域及びその他通常地域別、医師年齢別等については把握していないが、都道府県別では把握している（別紙の通り）。
（カルテ）
１．医療機関においてカルテを電子化することは、業務の効率化や医療安全向上等のための手段であり、導入自体が目的ではない。したがっ
て、ＩＴ導入によって改善したい目的と、それを達成するためのコストとのバランスが重要であると考えている。なお、平成21年３月に医療機関が
自らの医療機関の機能等を考慮し、目的に応じた情報化の必要性と活用度を適切に評価するための指標として「病院におけるＩＴ導入に関する
評価系」の報告書を示しているところであり、まずは各医療機関においてカルテを電子化する目的を明確化することが重要だと考えている。
２．電子カルテシステムの普及のため
① 標準的な病名・処置名などの医療用語を体系的に分類し、コード化したマスターの整備
② セキュリティ確保のためのガイドラインの整備
③ 医療情報システム間の相互運用性の確保
等を実施しているところである。
また、小規模医療機関については、「診療録等の保存を行う場所について」（平成14年３月29日付け医政発第0329003号・保発第0329001厚生
労働省医政・保険局長連名通知）の平成22年２月改正により、ASP・SaaS型電子カルテの普及が可能となった他、医療機関間の連携を踏まえ
たＷｅｂ型電子カルテシステムの導入補助を実施しているところである。（平成23年度予算案 248百万円）
３．初期投資及びランニングコストなどは、導入するシステムにより異なるものである。何を目的としてどのようなシステムを導入するか、システ
ム改造と運用面の工夫との兼ね合いをどうするかなどは個別に検討・計画する性質のものであるため、統一的なコストの算出は困難である。
４．診療報酬は「療養の給付」に要する費用として保険医療機関に支払われるものである。２年に１度の診療報酬改定においては、中央社会保
険医療協議会における議論を経て、限られた保険財政の中で、技術の適切な評価や医療政策を診療報酬の算定方法に反映させているところ
であり、カルテの電子化することについても、その中で必要があれば、こうした全体の配分の議論の中で行われるものと考えている。

通し
番号

項目名

質問内容

関係府省庁
（回答要求
先）

関係府省庁回答
１．医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン（平成16年12月24日付け医政発第1224001号・医食発第
1224002号・老発第1224002号厚労省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知）別表５のとおり、
①「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（平成16年12月28日付け文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第１号）
②「疫学研究に関する倫理指針」（平成16年12月28日付け文部科学省・厚生労働省告示第１号）
③「遺伝子治療臨床研究に関する指針」（平成16年12月28日付け文部科学省・厚生労働省告示第２号）
④「臨床研究に関する倫理指針」（平成20年７月31日付け厚生労働省告示第415号）
⑤「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」（平成18年７月３日付厚生労働省告示第425号）
を指す。
２．
○「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」
本指針においては、その前文において「本指針は、人間の尊厳及び人権が尊重され、社会の理解と協力を得て、研究の適正な推進が図られ
ることを目的とし、次に掲げる事項を基本方針としている。（２）事前の十分な説明と自由意思による同意（インフォームド・コンセント）」
しかしながら、研究実施前に提供された資料については、同意を得られていない場合でも、連結不可能匿名化されていることにより提供者等
に危険や不利益が及ぶおそれがない場合であり、倫理審査委員会の承認を受け、かつ、研究を行う機関の長により許可された場合について
は、研究への利用が可能であるなど、要件を満たせば、２次利用は行える（第４の１３ 研究実施前提供試料等の利用）。
○「遺伝子治療臨床研究に関する指針」
遺伝子治療臨床研究については、疾患の特性や対象となる患者の数が少ない等のため、診療における情報のほとんどが個人を特定できる
情報であることから、匿名化することは困難である。したがって、本指針においては、診療録及びそれらに付随する記録を匿名化した上で２次利
用することについて、特段の規定を置いていない。

１．「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ
ドライン」において「個人情報を匿名化した場合には、匿名化した医療情報を
患者の同意を得ることなく2次利用することが原則として可能であるが、医学
研究分野については、それぞれの関連指針を遵守することが必要な場合も
ある」とあるが、それぞれの関連指針とは何を指すのか。
２．関連指針に基づき、匿名化した場合であっても、患者の同意が必要とな
るケースがあるのか。あるとすれば、どのような場合で、どのような理由から
なのか。
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医療情報の２次利用
に関する規定の整備

厚生労働省

○「疫学研究に関する倫理指針」
本指針においては、研究対象者の個人の尊厳と人権を守るために、疫学研究の実施にあたり、事前に研究対象者に対してインフォームド・コ
ンセントを受けることを原則とする。
しかしながら、資料としてすでに連結不可能匿名化されている情報のみを用いる研究については、疫学研究の倫理指針の対象ではない（第１
の２ 適用範囲）。
また、研究開始前に人体から採取された試料を利用する場合について、同意が得られていない場合でも、 当該試料が匿名化（連結不可能匿
名化又は連結可能匿名化であって対応表を有していない場合）されており、倫理審査委員会の承認を受け、かつ、研究を行う機関の長により許
可された場合については２次利用は行える。
（第４の２の（２）人体から採取された試料の利用）
○「臨床研究に関する倫理指針」
本指針においては、人間の尊厳及び人権を守るために、臨床研究の実施にあたり、事前に被験者からインフォームド・コンセントを受けること
を原則としている。
しかしながら、連結不可能匿名化された診療情報（死者に係るものを含む。）のみを用いる研究については、本指針の対象ではない（第１の２
適用範囲）
また、研究開始前に人体から採取された試料を利用する場合について、同意を得られない場合でも、当該試料が匿名化（連結不可能匿名化
又は連結可能匿名化であって対応表を有していない）されており、倫理審査委員会の承認を受け、かつ、組織の代表者等から許可された場合
については、２次利用は行える（第５の１の（２） 人体から採取された試料等の利用）
○「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」
ヒト幹細胞を用いる臨床研究については、疾患の特性や対象となる患者の数が少ない等のため、診療における情報のほとんどが個人を特定
できる情報であることから、匿名化することは困難である。したがって、本指針においては、診療録及びそれらに付随する記録を匿名化した上で
二次利用することについて、特段の規定を置いていない。

３．他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別す
ることができることとなるものは「個人情報」に該当するものと考えられるが、
医療分野における匿名化情報の分割管理方法・安全管理についての考え方
をご教示いただきたい。

３．「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（平成17年３月31日付け医政発第0331009号・薬食発第0331020号・保発第0331005
号）において、匿名化された情報を取り扱う場合においても、地域や委託した医療機関等の規模によっては、容易に個人が特定される可能性も
あることから、匿名化の妥当性の検証を検証組織で検討したり、取扱いをしている事実を患者等に掲示等を使って知らせる等、個人情報の保護
に配慮する必要がある旨を記載している。
また、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成16年12月24日付け医政発第1224001号・医食発
第124001号・老発第1224002号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知）においても、「個人情報の保護に関する法律」（平成15年
法律第57号）において「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」についても個人情
報に含まれるとされていることを踏まえ、匿名化に当たっては、当該情報の利用目的や利用者等を勘案した処理を行う必要があり、あわせて、
本人の同意を得るなどの対応も考慮する必要がある旨を記載している。

通し
番号

項目名

質問内容

関係府省庁
（回答要求
先）

１．学校教育の情報化に関する懇談会での検討が進められているとのことで
あるが、
（１）デジタル教科書で実現したい教育の内容
（２）学習用デジタル教科書に必要な機能、規格、仕様のあり方
（３）供給・配信方法
（４）教育効果の検証方法
について、これまでの検討の経緯と今後の見通しについて教えて頂きたい。
２．デジタル教科書を使って授業をする教師に新たな技術などが求められな
いかどうか。また、求められる場合は、そのような教師への研修や採用等の
計画について教えて頂きたい。
３．デジタル教科書教材協議会（http://ditt.jp/）のホームページにおいて、文
部科学省と連携しているとあるが、具体的にどのような連携を行っているか
教えて頂きたい。

関係府省庁回答

１．昨年4月に鈴木文部科学副大臣のもとに設置された「学校教育の情報化に関する懇談会」での議論等を踏まえ、8月、「教育の情報化ビジョ
ン（骨子）」をとりまとめました。骨子においては、情報通信技術を活用して、子どもたち一人一人の能力や特性に応じた学び、子どもたち同士が
教え合い学び合う協働的な学びを創造することとしています。
11月より、懇談会の下に3つのワーキンググループ（①教員支援、②情報活用能力、③デジタル教科書・教材、情報端末）において、左記の点を
含め、更なる検討を行っているところであり、本年度中に「教育の情報化ビジョン」を策定する予定です。
（｢学校教育の情報化に関する懇談会｣におけるこれまでの議論の経緯等に関する詳細は、
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1292783.htm を御参照下さい。）
なお、デジタル教科書・教材、情報端末等の在り方に関しては、平成23年度政府予算案において、｢学びのイノベーション事業｣として、学校種・
発達段階・教科に応じたモデル的なコンテンツの開発、教育効果や指導方法、必要な機能の選定・抽出、これらの機能を実現するための規格、
供給・配信方法等に関する実証研究のための経費を計上しています。
２．「教育の情報化ビジョン（骨子）」に記載のとおり、教員には、子どもたち一人一人の能力や特性を把握し、これらに応じた学習を産み出す役
割が一層期待されます。このため、国と地方公共団体の役割分担を踏まえつつ、例えば、国においてはe-ラーニング研修等、地方公共団体に
おいては教育委員会や教育センター等における国が養成した研修指導者を活用した研修等や、大学等と連携したICT活用指導力向上のための
研修等の実施が考えられます。また、教員の養成・採用に関しては、中央教育審議会における検討を踏まえつつ、教員養成を行う大学や教職
大学院等において、新たな教員養成カリキュラムの開発や効果的な履修体制の構築等を図る必要があるほか、ICT活用指導力を十分考慮した
教員採用が行われることが期待されます。
３．「教育の情報化ビジョン」策定に向けた検討に当たり、広く、様々な団体の意見を聴取しているところであり、この一環として、デジタル教科書
教材協議会からも意見を聴取したところです。
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４．デジタル教科書教材協議会のHPに「詰め込み・暗記型の教育から、思考 文部科学省
や創造、表現を重視する学習へと教育の中味にも変化をもたらすことでしょ
う」との記載があるが、デジタル教科書を用いないで、このような教育を実現
する方策がないかどうか教えて頂きたい。また、その方策とデジタル教科書
を用いる教師への研修コストやデジタル教科書の購入費用・保守費用など
のコストがどの程度違うか教えて頂きたい。
５．デジタル教科書の購入費用および保守費用は、どれくらいの金額となる
のか。また、それを誰が負担するのか。
６．デジタル教科書は、どの程度の期間で買い替えられること（耐用年数）を
想定しているのか。
７．デジタル教科書によって、従来の教科書にはできないことがあるかどう
か。ある場合は、その内容。
８．デジタル教科書で実現しようとする教育の内容は、既存の学校にあるITイ
ンフラ（パソコンなど）により実現できないかどうか、教えて頂きたい。
９．デジタル教科書を普及させる場合、国と地方はどのような役割分担となる
のか。地方の自由度はどの程度確保されているのか。例えば都道府県や市
町村単位で使用しないという判断はなしうるのか、教えて頂きたい。
１０．電子教科書の実現に当たっては「教科書の発行に関する臨時措置法」
が障壁になっている。この法律は戦後の紙不足の時代に確実な教科書の供
給を図るために制定され、そのため法律名で臨時措置法と明記している。係
る臨時措置法が制定から60年以上も継続した理由は何か。また紙の教科書
を前提とした場合であっても本法律の改正・廃止は検討されているか。仮に
廃止すべきでない理由がある場合は何か。

４．（前段）及び７．
「教育の情報化ビジョン（骨子）｣に記載のとおり、情報通信技術を活用して、子どもたち一人一人の能力や特性に応じた学び、子どもたち同士が
教え合い学び合う協働的な学びを創造することとしています。これらにより、基礎的・基本的な知識・技能の習得や、思考力・判断力・表現力等
や主体的に学習に取り組む態度の育成に資すると考えられます。特に、学習者用デジタル教科書（主に子どもたちが学習するためのデジタル
教科書）の機能や、これに対応する情報端末等が有する機能については、例えば、拡大、朗読、動画等の機能、インターネットへの接続、教員と
子どもたち又は子どもたち同士の間の双方向性のある授業、ネットワークを介した書き込みの共有、教員による子どもたちの学習履歴の把握、
子どもたちの理解度に応じた演習や家庭・地域における自学自習等に資することが期待されます。
この点について、平成23年度政府予算案において、｢学びのイノベーション事業｣として、デジタル教科書・教材、情報端末等を活用した学びに
ついて実証研究を行うための経費を計上し、学校種、発達段階、教科等に応じた教育効果の検証等を含め実施していくこととしており、「教育の
情報化ビジョン」策定に向けた議論や、｢学びのイノベーション事業｣における実証研究等を踏まえ、更に詳細に具体化していくこととしています。
４．（後段）５．６．９
デジタル教科書・教材、情報端末等に関する費用、負担のあり方、買い換え期間等は、その機能、規格、コンテンツ、供給・配信方法等に左右さ
れるものと考えています。
デジタル教科書・教材、情報端末等の在り方に関しては、平成23年度政府予算案において、｢学びのイノベーション事業｣として、学校種・発達段
階・教科に応じたモデル的なコンテンツの開発、教育効果や指導方法、必要な機能の選定・抽出、これらの機能を実現するための規格、供給・
配信方法等に関する実証研究のための経費を計上しているところであり、「教育の情報化ビジョン」策定に向けた議論とともに、これらの実証研
究等を踏まえ具体化していくこととしています。
８．デジタル教科書・教材、情報端末等により実現しようとする教育については、高速無線校内ＬＡＮや一人一台情報端末（例えば、書き込み機
能等を有する）等の整備が望ましく、既存の学校にあるＩＴインフラでは必ずしも実現は容易ではないと考えられます。
１０．「教科書の発行に関する臨時措置法」（以下、「発行法」という。）は、教科書の需要供給の調整をはかり、発行を迅速確実にし、適正な価格
を維持して、学校教育の目的達成を容易ならしめることを目的とし、そのために必要な制度を定めていますが、大量の教科書が毎年全国各地
へ確実に供給されることを確保するなど、現在においても重要な役割を果たしています。
なお、発行法は紙媒体の教科書を前提にしていますが、教科書のデジタル化を行うに当たっては、単に紙媒体の教科書を電子媒体のものに
置き換えればよいということではなく、紙媒体の教科書のあり方や発達段階を踏まえた対応についても多様な考え方があることから、デジタル教
科書・教材、情報端末等の教育効果等についての実証研究等を踏まえた上で、デジタル教科書にふさわしい制度を検討していく必要がありま
す。このため、発行法も含めた具体的な制度のあり方については、「学校教育の情報化に関する懇談会」における議論を踏まえ本年度中に策定
される予定の「教育の情報化ビジョン」や、平成２３年度以降実施予定の「学びのイノベーション事業」における実証研究等を踏まえ、デジタル教
科書の具体像を明確にした上で、必要となる法令改正について検討することになるものと考えます。（教科書に準拠したものを含めデジタル教
材については、現行制度の下でその学校での使用が制限されているわけではなく、活用が可能です。）

通し
番号

項目名

質問内容

関係府省庁
（回答要求
先）

○御質問の１について
労使の権利義務の内容や範囲を明確にし、労働条件の取り決めが不明確であることが原因となる紛争を未然に防止するために、労働条件の
明示が義務付けられており、対象事項は確実に明示されることが求められる。労働基準法第１５条において、労働条件の中でも労働契約の期
間、賃金等重要な事項を労働者に確実に示すよう、労働契約の締結時に書面を交付することを使用者に罰則付きで義務付けている。
仮に個々の労働者の合意があれば電子的な手法による労働条件の明示を可能にするとした場合、使用者に比べて弱い立場にある労働者に
対して実質的に合意が強制されることとなり、ＦＡＸや電子メールを利用できなかったり利用することを苦手としている方々も、受信を実質的に強
制されるおそれがある。また、仮に労働組合との合意など集団的な合意があれば電子的な手法による労働条件の明示を可能にすることとした
場合には、ＦＡＸや電子メールを利用できなかったり利用することを苦手としている方々に受信が強制されるおそれがあり、さらに、労働組合との
合意など集団的な合意に加えて個人の合意も要件とすることとした場合も、これらの方々が受信を実質的に強制されるおそれがある。
このような場合、ＦＡＸやメールの利用ができない、又は苦手な労働者が、自らの労働契約における労働条件を十分に理解・把握することがで
きず、労働条件を巡って労使の認識が異なり、トラブルのもとになるといった懸念がある。こうした観点から労働条件の明示における電子的な手
法の許容については、関係労使団体を交えた慎重な検討を要すると考えているものである。

１．電子的な方法を許容すればむしろ労働組合の明示が容易になるととも
に、証拠を残すことが可能となると考えられ、労働者や労使団体と合意があ
れば電子的な手法による明示も問題ないと考えられるが、貴省の見解を教
えて頂きたい。
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電子的な手法による労
働条件の明示

関係府省庁回答

２．労働条件の明示が適切に行われていない事例があることと、電子的な手
法の導入とは、直接関係がないのではないか。両者の因果関係を示す具体
的な事例やデータがあるのか。
３．関係労使団体を交えた慎重な検討が必要とあるが、今後具体的な検討を
進めていくことは考えているのか。

○御質問の２について
当省が事業場に対する監督等の結果、把握できた限りでは、労働条件の明示が適切に行われていない事案（労働基準法第15条違反の件数）
は平成21年において9,972件である。このように現行法令に定める方法によっても労働条件の明示が適切になされていない事案がある中で、上
述のように、更なるトラブルを誘発するおそれのある電子的な手法による労働条件の明示を可能にすることについては関係労使団体を交えた
慎重な検討が必要であると考えている。
○御質問の３について
電子的な手法による労働条件の明示を可能にするには労働基準法施行規則の改正が必要であり、このためには公労使三者構成の労働政策
審議会労働条件分科会での議論を要する。同分科会においては現在、新成長戦略に盛り込まれている有期労働契約の在り方についての検討
を集中的に行っているところである。

【追加質問】
電子的な手法による労働条件の明示について、テレワークや日雇い派遣な
ど就労形態が多様化する中で、紙で受け取るよりもFAXや電子メールで受け
取った方が確実な場合もあるのではないか。FAXや電子メールを利用するこ
とを苦手としている方々への配慮は必要だが、全ての労働者に対して紙で交
付するのではなく紙の書面による労働条件の明示を望む労働者に対しては
紙で交付する義務を雇用主に課せば達成されるのではないか。

労使の権利義務の内容や範囲を明確にし、労働条件の取り決めが不明確であることが原因となる紛争を未然に防止するために、労働条件の
明示が義務付けられており、対象事項は確実に明示されることが求められる。書面による明示とＦＡＸや電子メールでの送付のいずれが確実か
どうかについては不明である。
仮に個々の労働者の合意があれば電子的な手法による労働条件の明示を可能にするとした場合、使用者に比べて弱い立場にある労働者に
対して実質的に合意が強制されることとなり、書面での明示を望む労働者に対して書面で交付することも達成されるかは不明である。

厚生労働省

・「消費者から電磁的交付について明示的な意思表示があれば」という仮定を置いているが、この仮定が妥当なものかどうか疑義があるところ。
すなわち、特定商取引法が対象としている訪問販売・電話勧誘販売は、通常の商取引と異なり、自ら求めない突然の勧誘を受ける消費者が、
受動的な立場に置かれ、契約締結の意思形成においても、販売事業者の言葉に左右される面が強いことから、消費者側が自ら主体的に電磁
的交付に係る明示的な意思表示を行い得るものか疑義がある。
消費者庁
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特定の商取引におけ
る書面交付の電子化

１．消費者から電磁的交付について明示的な意思表示があれば、電磁的交
付を認めてもよいのではないか。
２．本件は消費者保護の観点から実施は困難であるとの事だが、電話勧誘
では受信確認等の技術的要件を満たすことができれば電子書面交付も可能
であると考えられるが、見解を教えて頂きたい。

・特に、昨今、訪問販売や電話勧誘販売においては、高齢者の判断力・交渉力不足に付け入る悪質な手口も多く、事業者側に有利なかたちで
消費者の意思形成が誘導され、消費者被害が生じている実態を踏まえると、不意打ち的に勧誘を受ける高齢者を含む消費者が、電磁的交付
について積極的な承諾の意思表示を行う取引形態になっているとは考えにくい。そのため、明示的な意思表示があった場合の電磁的交付の是
非について検討する必要があるのであれば、前提となる「電磁的交付について明示的な意思表示」が現状行える環境であるのか、その実態を
十分に踏まえる必要があると考える。
・「受信確認等の技術的要件」については、その技術的要件の詳細が明らかでなく、消費者保護の観点からも十分要件を満たすものか不明なた
め、可否の判断は困難である。

経済産業省

・なお、仮に受信確認等の技術的要件が満たされる場合であっても、電磁的交付が消費者トラブルに結び付く可能性も考えられる。例えば、訪
問販売・電話勧誘販売においては、消費者保護の観点から書面交付日より８日間以内であれば消費者が無条件に撤回・解除できるクーリング・
オフ制度を設けている。その起算日（書面交付日）は、手交、書留や配達証明等を利用することで客観的な立証が行われ、書面受領の時期に
ついての消費者及び事業者の無用な争いが生じることが避けられているが、電磁的交付においては、送受信時期を偽ることや、受信機器の故
障などにより、書面受領の時期をめぐる消費者トラブルを惹起する危険性もあると考える。

通し
番号

項目名

質問内容

関係府省庁
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【追加質問】
①平成23年1月12日付のご回答（以下｢貴回答｣）においては、「電磁的交付
についての明示的な同意」の有効性を疑問視する根拠として、「特定商取引
法が対象としている訪問販売・電話勧誘販売は、通常の商取引と異なり、自
ら求めない突然の勧誘を受ける消費者が、受動的な立場に置かれ、契約締
結の意思形成においても、販売事業者の言葉に左右される面が強いことか
ら、消費者側が自ら主体的に電磁的交付に係る明示的な意思表示を行い得
るものか疑義がある」とされている。それでは、「突然の勧誘」を常に伴うわけ
ではない業務提供誘因取引における書面交付義務（法第55条）については、
「電磁的交付についての明示的な同意」の有効性を認める余地があるので
はないかと考えるがどうか。
【追加質問】
②特定商取引法の書面交付義務のうち、「直ちに」交付することが要求され
るもの（訪問販売に関する第4条、第5条）と「遅滞なく」または一定の期間内
に交付すれば足りるもの（電話勧誘販売に関する第18条、業務提供誘因販
売における第55条）を区別したうえ、後者についてのみ、電子的交付を認め
ることは可能ではないか。後者については、書面の交付義務の主たる機能
は、購入者が取引条件を確認できるようにする点にあることから、電子的交
付によって代替可能であると考えるがどうか。
【追加質問】
③貴回答は、訪問販売や電話勧誘販売における電子的交付についての同
意の有効性を疑問視するが、たとえば、電子的交付についての同意があっ
消費者庁
た場合でも、一定期間内に限り購入者が改めて書面の交付を要求すること
経済産業省
ができることにするといった工夫により、問題を解消することはできないか。
【追加質問】
④貴回答は、「『受信確認等の技術的要件』については、その技術的要件の
詳細が明らかでなく、消費者保護の観点からも十分要件を満たすものか不
明なため、可否の判断は困難である」とするが、交付したことを立証する責任
は事業者にあることから、受信確認は、電子的交付を行おうとする事業者の
工夫によって実現されるべきものであり、法制度によって選択肢をなくしてし
まうことの合理性はないと考える。たとえば、事業者が購入者に対して、到達
を確認する返信メールを要求するなどすればいいのではないか。
【追加質問】
⑤貴回答は、訪問販売・電話勧誘販売においては、書面の交付日がクーリ
ングオフの起算日とされているところ、「起算日（書面交付日）は、手交、書留
や配達証明等を利用することで客観的な立証が行われ、書面受領の時期に
ついての消費者及び事業者の無用な争いが生じることが避けられているが、
電磁的交付においては、送受信時期を偽ることや、受信機器の故障などに
より、書面受領の時期をめぐる消費者トラブルを惹起する危険性もある」とす
る。しかしながら、たとえば、手交の場合であっても、日付空欄の受領書に署
名させたうえで日付を後に記入する等の不正は行わる余地がある一方で、
電子的交付の場合には、購入者側のメーラーにも受信の日時や受領確認等
のその後のやりとりが記録されることから、紛争の際に事業者が送受信時期
を偽ったメールを証拠として裁判所に提出する現実的な可能性は低いので
はないかと考えるがどうか。
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１．本件は、保険契約者保護の観点から慎重に検討すべきものであることは
理解するが、紙よりも電磁的な表示の方が劣る根拠も明確でないと考える。
保険契約の解約返戻 金融庁の見解を教えて頂きたい。
金がないことを記載し ２．電磁的な表示の方が劣る場合は、その不十分な点を補うために何らかの 金融庁
た書面の電磁的交付 条件を設ければカバーされることは考えられないか教えて頂きたい。
３．金融審議会での検討が進められているとのことであるが、これまでの検
討の経緯と今後の見通しについて教えて頂きたい。

関係府省庁回答

(総論)
特定商取引法が対象とする取引（訪問販売・電話勧誘販売・業務提供誘引販売など）は、通常の商取引と異なり、自ら求めない突然の勧誘を受
ける取引や、ビジネスに不慣れな消費者を勧誘する取引により、消費者が受動的な立場に置かれ、契約締結の意思形成においては販売事業
者の言葉に左右される面が強い。
特に昨今、高齢者の判断力・交渉力不足に付け入る悪質な手口も多く、事業者側に有利なかたちで消費者の意思形成が誘導され、消費者被
害が生じている。
したがって、高齢者を含む消費者が、電磁的交付について積極的な承諾の意思表示を行い得る環境であるとは言い難いと考えられるところ、電
磁的交付の可否についての検討に当たっては、その実現が可能なような環境が整っているのか、十分かつ慎重な実態把握が必要である。
（各論）
特定商取引法は、情報量等で相対的に優位になる事業者から、不利な立場で消費者が契約に係る意思形成をしてしまう状況を解消するために
諸規定を設けており、消費者に過度の負担が強いられることがないように考慮されるとともに、不用なトラブルが生じ、公正な取引が阻害されな
いような制度設計になっている。
ご指摘いただいた質問について、上記の趣旨を踏まえると、特定商取引法で定める取引類型は全てにおいて、消費者が不利な状況で契約がさ
れ得るものを指しており、①にあるように、特定の取引類型であれば余地があるということは考えにくい。また、③、④についても、消費者に追加
負担を強いるようなものであれば本法の趣旨にもとるものである。また、電磁的交付においては、例えば、送受信時期を偽ることや、受信機器の
故障などにより、書面交付の時期をめぐるさらなる消費者トラブルを惹起する危険性もあると考えられるところ、電磁的交付の可否については、
特定商取引法の法趣旨を踏まえ、慎重な検討が必要であると考える。
いずれにせよ、かかる「受信確認等の技術的要件」については、その技術的要件の詳細が明らかでなく、消費者保護の観点からも十分要件を
満たすものか不明なため、電磁的交付の可否の判断は困難である。

１．について
一般的に、書面交付の方が、電磁的方法よりも、説明内容の伝達の確実性が高いと考えられ、書面の交付に代えて電磁的方法による提供を認
めている場合であっても、相手方の承諾等を条件とする例が多いと承知している。
２．及び３．について
○無解約返戻金型保険商品については、解約した場合に払い込んだ保険料が一切戻ってこない特殊な商品であり、金融審議会の場において
も、商品設計のあり方や解約返戻金の開示のあり方等様々な点について指摘がなされているところである。
○したがって、無解約返戻金型保険商品のあり方全体についての議論を抜きにして、保険募集の際の書面の交付に係る規制緩和のみを先行
して行うことは困難である。
○本件については、金融審議会において、商品設計のあり方等の他の論点と併せて引き続き検討していくことが必要とされている。
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１．既存の個別規定の解釈による対応も考えられるが、一般規定を導入する
必要性についてはどのように考えているか。

１．権利制限の一般規定については、平成22年12月13日の文化審議会著作権分科会において、同分科会法制問題小委員会「権利制限の一般
規定に関する報告書（平成22年12月）」が大筋で了承されたところであり、今年度中には、同分科会報告書のとりまとめが行われる予定です。
権利制限の一般規定を導入する必要性については、同報告書において、「インターネット等の情報ネットワーク産業分野をはじめとする各種技
術の更なる進展や著作物の利用者及び利用形態・利用環境・利用手段等の多様化、社会状況の変化等の諸事情にかんがみると、個別権利制
限規定の解釈や個別権利制限規定の改正等による解決には、今後一定の限界があり得ることは否定できないところである。」、「権利制限の一
般規定を置かない現行著作権法の下において、例えば、権利者の利益を不当に害さず、社会通念上権利者も権利侵害を主張しないであろうと
考えられる著作物の利用であっても、利用者側において権利侵害の可能性や権利者から権利行使を受ける可能性を認識し、ある種の危険負
担をしつつ著作物を利用することが余儀なくされている場合や、著作物の利用それ自体を躊躇せざるを得ない場合も、現実に存在しているもの
と考えられる。」等とし、結論として、「著作物の利用に関する社会通念や、また、今後も確実に予測される社会の急速な変化及びそれに伴う著
作権を取り巻く環境の変化に対し、適切かつ迅速に対応していくためには、我が国の社会や法体系等を十分に踏まえた上で、著作権法の中に
新たに権利制限の一般規定を設けることにより、個別権利制限規定で定めていない著作物の利用であっても、権利者の利益を不当に害さない
一定の範囲内で著作物の利用を認めることが適当」である（同報告書16、17頁）とされています。
文化庁としては、同報告書の内容のとおり、権利制限の一般規定の導入の必要性が認められると考えておりますが、今後とりまとめられる同分
科会報告書の内容も踏まえ、今後の対応を検討いたします。

２．国際ルールを定めるベルヌ条約等との整合性をどのように図るかについ
て貴省の見解を教えて頂きたい。

２．権利制限の一般規定とベルヌ条約等の国際ルールとの整合性については、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般
規定に関する報告書（平成22年12月）において、「ＡからＣの類型が対象とする利用は、いずれもスリーステップテストに整合するものと考えられ
るが、具体的な規定振りによっては、スリーステップテストの整合性につき、疑義が生ずる可能性も否定できないところであることから、我が国で
ＡからＣの類型を対象とする権利制限の一般規定を導入する場合、その規定のタイプに関わらず、上記米国著作権法に関する議論も参考に、
具体的内容の検討においてスリーステップテストに係る判断基準に留意し、スリーステップテストに整合する規定振りにすることが求められる。」
（同報告書33頁）とされています。
文化庁としては、同報告書の内容のとおり、仮に同報告書に記載されているＡからＣの類型を対象とする権利制限の一般規定を導入する場合
には、ベルヌ条約等の国際ルールと整合するよう、具体的な規定振り等を検討いたします。

３．文化審議会での検討が進められており、本年度末に結果が取り纏められ
るとのことであるが、報告書案の概要と今後の見通しについて教えて頂きた
い。
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関係府省庁回答

著作権制度の整備
（フェアユース）

文部科学省
４．権利制限の一般規定に関する報告書（案）（文化審議会著作権分科会法
制問題小委員会(第11回・2010年12月3日)資料2）において、「権利制限の一
般規定」のことを「米国著作権法１０７条のいわゆるフェアユース規定に代表
される、一定の包括的な考慮要件を定めた上で、権利制限に該当するかどう
かは裁判所の判断に委ねるという方式の権利制限規定」(上記案p1)とされ、
米国型の権利制限の一般規定をいわゆる「フェアユース規定」(p37)と記載さ
れていますが、上記報告書における「権利制限の一般規定」という用語は米
国著作権法107条のフェアユース規定（p8）と同じものではないと解して良い
でしょうか。

３．権利制限の一般規定については、１．の回答のとおり、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する報告書（平成22
年12月）」が同分科会において大筋で了承されたところであり、今年度中には、同分科会報告書のとりまとめが行われる予定です。なお、文化庁として
は、審議会における検討状況等を踏まえ、今後、著作権法の改正法案の提出時期等について、政府としての決定がなされるものと考えております。
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する報告書（平成22年12月）」の概要は、以下のとおりです。なお、より詳しい概
要については、文化庁HPに掲載しております第32回文化審議会著作権分科会資料３－１「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会権利制限の一般
規定に関する最終まとめの概要（平成22年12月）」をご参照下さい。（http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/bunkakai/32/index.html）
○ 関係団体へのヒアリング及び意見募集の結果を踏まえた検討の結果、規律の明確化、個別権利制限規定による対応の限界、利用者に対する萎縮
効果の軽減等の点から、権利制限の一般規定を導入する意義は認められる。（同概要３頁）
○ 権利制限の一般規定の対象とする利用行為は、以下のＡ、Ｂ、Ｃとすることが適当。（同概要４頁）
Ａ：著作物の付随的な利用（その著作物の利用を主たる目的としない他の行為に伴い付随的に生ずる当該著作物の利用であり、かつ、その利用が質的
または量的に社会通念上軽微であると評価できるもの）
（例）写真や映像の撮影に伴ういわゆる写り込み
Ｂ：適法利用の過程における利用（適法な著作物の利用を達成しようとする過程において合理的に必要と認められる当該著作物の利用であり、かつ、そ
の利用が質的又は量的に社会通念上軽微であると評価できるもの）
（例）漫画のキャラクターの商品化を企画し、著作権者に許諾を得るにあたって必要となる社内用企画書等における当該漫画の複製
Ｃ：著作物の表現を享受しない利用（著作物の種類及び用途並びにその利用の目的及び態様に照らして、当該著作物の表現を知覚することを通じてこれ
を享受（見る、聞く等）するための利用とは評価されない利用）
（例）技術の開発や検証のために著作物を素材として利用する利用
なお、ＡからＣの類型の利用行為であっても、権利者の利益を不当に害する可能性が否定できないため、社会通念上著作権者の利益を不当に害しない
利用であることを追加の要件とする等の方策を講ずることが必要。（同概要４頁）
○ Ａ～Ｃ以外の利用については、個別権利制限規定の解釈や、個別権利制限規定の改正、創設により対応することが適当。（同概要５頁）

４．文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する報告書（平成22年12月）」においては、「権利制限の一般規定」
という用語を、「米国著作権法107条のいわゆるフェアユース規定に代表される、一定の包括的な考慮要件を定めた上で、権利制限に該当する
かどうかは裁判所の判断に委ねるという方式の権利制限規定」として定義しており（同報告書1頁）、ご指摘のとおり、米国著作権法107条のい
わゆるフェアユース規定と同義ではありません。
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５．上記報告書案において、米国型の権利制限の一般規定（フェアユース規
定）ではなく、A類型からC類型の場合の一般規定を設けるとされている理由
を教えて頂きたい。

５．文化審議会著作権分科会法制問題小委員会では、権利制限の一般規定により権利制限の対象となる著作物の利用行為の内容・範囲を検
討するに当たっては、これまで長い間にわたり、個別権利制限規定のみによって一定の利用秩序が形成されている事実等を考慮すると、権利
制限の一般規定が存在しないことにより著作物の利用に現に支障が生じ、あるいは生じる可能性があるとしてヒアリング等で出された要望等を
踏まえ、著作物の利用行為を整理、分類し、具体的にどのような利用行為を権利制限の対象にするのかをある程度想定した上で、権利制限の
一般規定の在り方を考えることが、最も合理的で効率的な方法であるとの観点の下で検討を行い、その結果、米国型の規定ではなく、Ａ類型か
らＣ類型の著作物の利用につき、これを一定要件の下、権利制限の一般規定による権利制限の対象とすることが適当であるとされております
（文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する報告書（平成22年12月）」18頁）。

６．上記報告書案においては、個別権利制限規定の創設又は改正すること
による対応では、日々新たな著作物の利用形態が生まれる現代社会にあっ
ては、どうしても立法が後追いになってしまい、限界があるとの意見（p4）や、
権利制限の一般規定を導入する必要性（第３章）のまとめの部分に「今後も
確実に予想される社会の急速な変化及びそれに伴う著作権を取り巻く環境
の変化に対し、適切かつ迅速に対応していくためには、（略）著作権法の中
に新たに権利制限の一般規定を設ける」（p17）と記載されており、A類型から
C類型以外のものにつても、一般規定の導入後の状況を踏まえることと並行
して、早期に検討を開始することは想定されていないのか教えて頂きたい。

６．文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する報告書（平成22年12月）」においては、Ａ類型からＣ類型以外
の利用類型について、「本小委員会としては、この検討結果をもって、権利制限の一般規定に関する議論を尽くしたものとは考えてはいない。
（中略）ＡからＣの類型以外の行為についても、個別権利制限規定による対応を検討した結果、権利制限の一般規定による対応の可能性が否
定されるものではなく、例えばクラウドコンピューティングの進展等、情報通信技術の発展等に伴う著作物の創作や利用を取り巻く環境の変化
については、今後もその動向に留意することが求められる。なお、パロディとしての利用や、クラウドコンピューティングの進展等に伴う問題につ
いては、関係者の要望も強いことから、早期に検討する必要があると考える。」（同報告書37頁）とされております。
文化庁としては、同報告書の内容のとおり、Ａ～Ｃ類型以外の利用行為については、今後の課題として、個別権利制限規定による対応の可能
性の検討をした上で、その後、必要があれば、権利制限の一般規定による対応の可能性が検討されることが適当と考えておりますが、今後とり
まとめられる文化審議会著作権分科会報告書の内容を踏まえ、今後の適切な方向性を検討いたします。

７．上記報告書案における一般規定が裁判所の判断に委ねるものという性
格を考えると、仮に国会での法案審議を経て成立し、改正法の施行後に生じ
た訴訟の判決が確定し、さらに検討の材料となるに足るだけの事案が集積
するまでには長い期間を要すと考えられますが、新たな類型の検討の期間と
して、どの程度の期間を想定されているのか教えて頂きたい。

７．文化庁としては、６．の回答のとおり、Ａ～Ｃ類型以外の利用行為については、今後の課題として、個別権利制限規定による対応の可能性の
検討をした上で、その後、必要があれば、権利制限の一般規定による対応の可能性が検討されることが適当と考えております。新たな類型の検
討までの期間については、御指摘のように判例の集積も重要な要素とは考えますが、個別権利制限規定の検討期間、情報通信技術の発展等
の状況など、他の要素も考慮した上で総合的に判断すべきものと考えており、現時点で具体的に想定できるものではないと考えております。
（備考）参考資料：
第32回文化審議会著作権分科会（平成22年12月13日）資料
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/bunkakai/32/index.html
資料３－１「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会権利制限の一般規定に関する最終まとめの概要（平成22年12月）」及び資料３－２「文
化審議会著作権分科会法制問題小委員会権利制限の一般規定に関する報告書（平成22年12月）」
現在、総務省の「利用者視点を踏まえたICT サービスに係る諸問題に関する研究会 プロバイダ責任制限法検証ＷＧ」（主査 東京大学 長谷部
恭男教授）において、プロバイダ責任制限法の検証を実施しているところであり、平成２２年度中に結論を得る予定です。
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プロバイダ責任制限法 １．プロバイダ責任制限法検証ＷＧにおける検討状況について教えて頂きた
総務省
の対象拡大
い。

【検討状況】
○第１回会合（平成２２年１０月１８日）
・事務局からプロバイダ責任制限法の現状と課題について説明
・自由討議
○第２回会合（平成２２年１１月３０日）
・関係者からのヒアリング①（日本音楽著作権協会、日本レコード協会、コンピュータソフトウェア著作権協会、ユニオン・デ・ファブリカン）
・自由討議
○第３回会合（平成２２年１２月３０日）
・関係者からのヒアリング②（ニフティ株式会社、日本インターネットプロバイダー協会、テレコムサービス協会、インターネットユーザー協会）
・ 自由討議

