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会  長：それでは事項書にそって進めていきます。本日の審査事項はコンビニエンスス

トアにおける証明書等の自動交付サービス事業の開始についてです。まず

諮問庁にお入りいいただきます。 

 

（諮問庁入室）  

 

会  長：それでは今回の諮問案件について説明をいただけますか。 

 

（諮問庁説明） 

１．現状と問題点 

現在稼動中の自動交付機は名張市と相互利用できる仕組みを採用しているが、この自 

動交付機が導入から５年を迎え、安定したサービスを提供するために入替が必要な時期 

となっている。これ以上入れ替えずに使い続けた場合、障害が発生する頻度が高くなっ 

たり、保守部品がなくなったりして、安定したサービスを提供することができなくなる 

ことが考えられます。 

また、核家族化や、共働きなどによる昼夜不在世帯の増加や市民のライフスタイルの 

変化により、休日や平日の時間外対応や窓口での待ち時間の短縮が求められています。 

 

 



２．コンビ二交付について 

平成２２年２月から、住民基本台帳カードを利用して、各種証明書をコンビニエンス 

ストアの端末で取得できるサービスが開始され、現在約８０の自治体が導入しており、 

年々増加してきている。伊賀市においても、コンビ二交付に向けての準備を進めていま 

す。コンビニエンスストアにおける証明書交付は事前に住民基本台帳カードを取得し、 

サービスを受けるための登録をすれば年末年始を除く、午前６時３０分から午後１１時 

まで、全国のコンビニエンスストアで取得することができるようになり、市民の利便性 

の更なる向上と証明書交付事務の効率化が期待できます。 

（全国約４３,０００店舗 伊賀市２７店舗） 

 

３．コンビ二交付における電子計算機の結合について 

 コンビ二交付データ伝送の概要説明（資料２、資料３） 

 伊賀市と地方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）が運営している証明書交付セン

ターとはＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク回線）で、証明書交付センターとコンビ二と

は専用回線でそれぞれ接続し、暗号化を施したデータを証明書交付センターを経由して送

受信することになります。 

  

 

 

（質疑応答） 

 

会  長：委員方からご意見、質問をお願いします。 

 

委 員：コンビ二からどのような様式で交付されるのか見本はありますか？ 

 

諮問庁：まだ、テストなどもしていませんので手に入れることができませんでした。 

 

委 員：前に別の自治体で発行されたものを見せてもらったことがありますが、偽造防止 

などに注意を払ったものになっていました。 

 

委 員：手数料はどうなっていますか。 

 

諮問庁：窓口と同じです。 

 

委 員：証明書はどんなかたちで交付されるのですか？ 

 



諮問庁：窓口で交付するものと同じものが出てきます。 

    コピーをすると改ざん防止のための表示がでてきます。 

 

委 員：そこまでしてまでする公益性はあるのですか？ 

 

諮問庁：もちろん改ざんされないようなシステムで交付されるような仕組みになっていま 

    すので改ざんはされません。 

    もし、改ざんしようとすると、改ざんをされてるのかどうか確かめる仕組みはあ 

りますし、その前提として改ざんされないような対策を施したうえで証明書を交 

付できる仕組みになっています。 

 

委 員：個人情報保護条例第９条第２項の規定によれば、オンライン結合できるのは公益 

    上必要がありかつ個人の権利利益を侵害する恐れがないものと認められる時とな 

    っているので、信用性の確保だけでなく公益上の必要がなければならないことに 

なります。公益上の必要性とはどういったことですか？ 

 

諮問庁：現在の自動交付機は伊賀市では２台ですが、コンビ二交付ですと台数も増え、使 

    用できる時間も増えますので、市民のメリットもありますし、事務作業の効率化 

    もありますので、そういった面からも市民サービスの向上につながると考えます。 

 

委 員：市民の利便性の向上ということですね。 

 

諮問庁：そうですね。 

 

委 員：現在の自動交付機なら不正取得などが起こった場合、使った人を特定しやすいと 

思いますが、コンビ二ではそうではないのではないですか？ 

    また、住民基本台帳カードを持っていたらどの範囲まで請求できるのですか？ 

 

諮問庁：住民票でしたら同一世帯です。戸籍は同じ戸籍内の人は取得できます。印鑑証明 

は本人です。 

 

委 員：窓口に来た時より広い範囲の情報まで取れるようではだめだと思いますが、いか 

がですか？ 

 

諮問庁：今のところコンビ二交付で認められている情報は、限定されています。 

    窓口と同じ範囲でしか請求できません。 



委 員：住民基本台帳カードを使って本人になりすまして請求できますよね。 

 

諮問庁：そうならないためにもやはり自身での管理をしっかりしていただきたいと思いま 

す。 

 

委 員：窓口対面で証明書を発行するのではなく暗証番号さえわかればカードとだけで交 

付できるので、心配です。 

 

委 員：今、住民基本台帳カードを持っている人は、コンビ二交付を利用するための申請 

をしてはじめて利用できるのですか？ 

 

諮問庁：今、自動交付機で取得できるようにしている人は自動的にコンビ二でのサービス 

も受けられます。 

ただ、戸籍については、現在自動交付機では交付のサービスをしていないので手 

続きをしてもらう必要があります。 

    今自動交付機を利用していて、コンビ二交付を利用しない場合は、そのサービス 

の廃止の手続きが必要になります。 

 

委 員：窓口で発行されるものと、コンビ二で発行されるものはほぼ同じですよね。 

 

諮問庁：そうですね。 

  

委 員：改ざんされてないかはどうやったらわかるのですか？ 

 

諮問庁：コピーをしてもらったら確認できます。 

    交付するまでの間にも改ざんされない仕組みがあります。 

（仕組みについて資料の２で説明） 

    証明書交付センターへの情報もデータが全て暗号化されていますし、ＰＤＦ化さ

れているので、改ざんされる心配はありません。 

 

委 員：コンビ二交付は本当に必要なのですか？５年前に自動交付機を導入していたとき

からそこまで求められるようになるほど、社会の情勢が変わったのでしょうか。 

    また経費も理由のひとつですか？利用とのバランスはどうなのですか？ 

 

諮問庁：経費はシステムを構築するための費用がかかりますし、地方公共団体情報システ

ム機構（Ｊ－ＬＩＳ）への負担金を人口規模で負担します。 



    コンビ二へも手数料を支払う必要があります。また、システムの維持、補修経費

も必要です。 

    ただ現在と比べても長期的に考えると、経費面では抑えられます。 

    また、場所も増えるので市民の人へのサービスの場が広がります。 

 

委 員：公益上の必要性とは経費のことですか？ 

 

諮問庁：経費の削減にもつながるということです。 

 

委 員：コンビ二まで交付場所を広げる公益上の必要とは何ですか？ 

 

諮問庁：生活のスタイルの変化などにより平日遅い時間しか、請求できない人や、市外な 

ど遠くにお勤めの人は近くのコンビ二を利用できますし、有効なシステムになる 

と考えます。 

 

委 員：他府県や夜間でもとれるというのは現在より利便性は向上しますね。 

 

諮問庁：また、窓口の混雑についてもよくお声をいただきますが、機会で自身で取得いた 

だく所を増やすことによって、混雑の緩和にもつながりますし、窓口での取得以 

外が困難な人にも、より丁寧に対応できるようになります。 

 

委 員：私はよく自動交付機を利用しますが、配偶者のカードには暗証番号を忘れないよ 

うに書いています。なので、もしその、住民基本台帳カードをどこかに落として 

しまって誰かが拾えば誰でも証明書を取得できることになります。もちろんきち 

んと管理しておける人だけカードを作れるというようなことであればいいのです 

が、コンビ二でもどこでも使えるという利便性だけを優先するとは間違いが大き 

くなることがあるというのが現実だと思います。 

 

諮問庁：使う、使わないを自身で選択いただき使う場合はしっかり管理いただく必要があ 

ります。 

 

委 員：コンビ二で利用すると、手続きをしていない人の情報はどうなるのですか？ 

 

諮問庁：手続きをした人のみの情報しかコンビ二では取得できません。 

 

 



委 員：他市のコンビ二交付実績と伊賀市の自動交付機の使用実績はどうですか？ 

 

諮問庁：自動交付機の２４年度の実績は、伊賀市役所では、年間１,８０５件です。 

    名張駅前の自動交付機は、年間１,６６４件です。 

    鈴鹿市では、２月に始めたということで、まだ始めて間がないということですが、

２月は８０件、３月は１２０件ということでした。 

 

会 長：依然として窓口での件数はどうですか？選択性にしても窓口で請求する人が多い 

ということであれば、公益性ということをどのように考えるかということになり 

ますね。 

 

諮問庁：全ての証明書を含め、各支所の件数も含めると、１１８,７６５件です。 

 

委 員：市ではコンビ二交付をどうしてもやりたいというように伝わりますが、どうして 

    もしたいという理由はなぜですか？ 

 

諮問庁：今使用している自動交付機が導入から５年を迎え、安定したサービスを提供する 

ために入替が必要な時期となっていて、今使用している自動交付機を、修理して 

使用するのと、全国的に増加してきているコンビ二交付を比較したと時、さまざ 

まな状況を勘案してコンビ二交付の方が有効であると考えます。 

    市民センターでの交付についても、今後の市民センターのあり方を見直す中で、 

それを補完していく手段の一つとしても考えられます。 

また、地区市民センターでの証明書発行の取り扱いの件数ですが市内では３３箇 

所で行っていますが、２４年度は年間で４,２２８件です 

 

会 長：不正取得の防止が大切だと思うのですが、コンビ二での覗き見等の対策などはあ 

るのですか？ 

 

諮問庁：画面が水平になっているので、後ろを通るだけでは見ることはできないですし、 

    導入した市町村に状況を確認したが、そういったことでの市民からの声はいただ 

    いてないとのことです。 

 

会 長：紙で出てくるのは見られないですか？ 

 

諮問庁：コンビ二の店員を介することなく本人が出てきたものをとるということになりま 

すのでないです 



会 長：機械の前で、何人か並んだ時には見えますよね？役場だと１人１人呼んで交付す 

    るのでそういったことは起こりませんが、コンビ二だとそれは出てくるのでは？   

防止策をしていただく必要があると思うのですが。 

 

諮問庁：多くの人が利用いただくようになってこれば、順番を待っている時は床に印をつ 

けていただいて、ここから先は行かないようにすることもあるかと思います。 

 

委 員：自己責任ということですよね。 

 

会 長：サービスを提供している市区町村では、住民票、印鑑証明はどこでもしています 

    が戸籍を含めないところも半数ぐらい見られます。 

    戸籍を含める、含めないで対応が別れている理由と、伊賀市ではなぜ戸籍を含め 

    るのか、その２点を聞かせてください。 

 

諮問庁：平成２２年コンビ二交付が始まった時は戸籍は認められていませんでした。 

    この時期に始めた自治体は、住民票と印鑑証明のみで始めましたが、平成２４ 

年に戸籍について法務局が認めました。このことで住民票と印鑑証明のみを扱っ 

ていたところは、戸籍を加えるところもありましたし、これ以降に開始した自治 

体は戸籍の交付も認められるので、初めから導入しているところもあります。 

伊賀市では今まで自動交付機で住民票と印鑑証明のみの交付をしていましたが、 

名張市では、共同利用している機械では住民票と印鑑証明のみですが、他のとこ 

ろでは戸籍も受け取れるようになっています。 

このように近隣でも戸籍を出しているところもあることや、証明書の種類を多く 

したほうが、より多くの人に利用いただけると思いますので戸籍を含める方向で 

進めています。 

戸籍は慎重に扱うべきですが、証明書発行サーバーは外には出せないので市の中 

に設置しています。 

戸籍システムと住民基本台帳システムがありますが、戸籍のデータは複写できな 

いことなっていますので伊賀市では、住民基本台帳システムから戸籍システムに 

データを流して、戸籍システムの中に証明書用のデータベースを構築しています。 

戸籍のデータは外に出せないので、戸籍システムにデータベースの構築をしない 

のなら双方からつなぐような形になり経費もかかってきます。 

戸籍をすることについては、セキュリティー面や経費のことも考え、コンビ二交 

付をすることに至りました。 

 

 



会 長：コンビ二交付を導入する際に戸籍をはずすという選択肢はありますか？ 

 

諮問庁：はずすこともできます。 

 

会 長：そういう自治体もありますか？ 

 

諮問庁：県内ではいなべ市は戸籍を一緒に始めていますが、鈴鹿市ではしていません。 

    このように市町村の選択です。 

 

（諮問庁退出） 

 

委 員：戸籍まではおかしいと思います。利便性と個人情報のバランスを考えたとき利便 

性は公益性があるとはいえないと思います。県外での取得や時間などを考慮に入 

れても、適用範囲を制限するべきだと思います。今まで自動交付機でしていた、 

住民票と印鑑証明のみでいいのではないでしょうか。 

    また、コンビ二ではなく別の施設もあるのではないか。 

 

事務局：システム更新及びコンビ二エンスストアでの証明書交付に係る補足 

 

委 員：国が証明書を発行できる場所としてコンビ二を選んでいるということですね？ 

    国は特定の証明書をコンビニで交付しなさいと言っているのではなく、住民基本 

台帳カードを使ってコンビニで証明書を発行するという方針をとっているという 

ことですね？ 

 

事務局：そういうことです。 

 

委 員：では、なおさら適用範囲を制限すべきです。 

 

委 員：国の政策によって市の方針が変わってくるのも・・ 

 

委 員：機械のメンテナンスの時期に合わせて、戸籍も一緒にすればお金がかからないか 

ら戸籍もやりましょうというような安易な考えに思えます。 

 

委 員：個人情報と地方自治の位置づけを考えたとき、地方自治は国の支配を受けないと 

いう制度です。国がやろうと言っているからやって個人情報をおろそかにするの 

は良くないと思います。必要限度の利便性を確保する程度でよいと思う。 



委 員：本人が戸籍をほしい場合、本人が行かなくても司法書士などに頼むことも可能で 

すし、コンビニで交付しなくてもさまざまな方法があります。個人情報保護の観 

点から、住民票と印鑑証明に限定したほうが良いと思います。 

 

委 員：コンビニでどこまで管理できるのか不安です。自己責任とは言いますが本当にそ 

れだけでいいのか・・。不安に思いますね。 

 

委 員：個人の利便性とは公益上の必要性にあたりますか？今までの話だと経費の削減が 

公益性ということなのでしょうか・・？ 

 

委 員：本当の公益性は住民の個人情報を守ることでしょう。 

 

会 長：窓口での混雑の緩和も公益といえば公益では？ 

 

委 員：個人情報の重要性と比較したときあまりに小さいと思います。 

    そういった、危険性についての啓発もしておくべきでは？ 

 

委 員：自己決定に任せてということも一部ではありますが。 

 

会 長：答申は今の審議の方行で案をまとめてください。（事務局へ） 

    住民の利便性の向上と窓口での混雑の緩和を公益上必要と認めるが、一方で戸籍 

のような重要な情報は市として責任を持った管理体制で臨むということ。 

ですので、今回の答申は住民票と印鑑証明については認めるが、戸籍については

認められないという方行で原案を作成し先生方にも確認をお願いしたいと思いま

す。 

 

委 員：おまかせします。 

 

委 員：経済性・利便性と人権の軽重のバランスで考えても公益性は希薄。 

    また、設置場所についての代替性も考慮すべきです。 

 

会 長：それも書き加えておきましょう。 

    審議案件につきましては以上です。 

 

 

 


