
令和2年12月15日(火)～12月25日(金)

市政モニター50人(任期：R2.4.1～R3.3.31)

50人/50人(100％)

回答

1 36

2 14

行政の『デジタル化』とは…

　現在、紙や窓口で行っている市民サービスや業務を見直し、パソコンやスマートフォ

ン、インターネットを活用して、「住民サービスの充実」「業務の効率化」「職員の働

き方改革」を目指すものです。

令和2年度 第3回市政モニターアンケート

「行政のデジタル化」について

趣

旨

　国は、デジタル化を強力に推進する組織として、「デジタル庁」を令和３年９
月に創設する予定です。
　地方自治体にもデジタル化に関する施策が今まで以上のスピードで求めら
れると考えられます。富士宮市では令和3年度に「電算統計課」を「デジタル
推進課」に課名を改め行政のデジタル化に取り組みます。
　そこで、行政のデジタル化について、またデジタル化への不安などについ
て伺います。

実施日

対象者

回答率

※質問の趣旨に沿わない回答については集計結果には反映していません。

●問1で1と回答した人に伺います。

●全員に伺います。

問1 「行政のデジタル化」と聞いて、富士宮市に期待することはありますか。

（当てはまるもの一つ）

選択項目

　ある

　ない

回答

現在行なっている紙媒体の作業を、できるだけデジタル化することでより効率化
を上げて欲しい。

問1-2 富士宮市に対して期待することを教えてください。（自由記述）
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色々な事をもっと簡単に手続きできるようにして欲しい
市民全員が無料でPCR検査ができるようにしてほしい

住民票などネットで発行依頼をして、市役所に取りに行ったら待ち時間なくすぐ
持って帰れるような仕組み

1)遺産相続で戸籍の追跡に難渋します。司法書士等に委ねざるを得なく、多額の
支出と時間を要します。これこそデジタル化の大きなテーマで、将来的に手に負
えなくなる課題です。
2)デジタル化で、どれ程、行政コストが削減されるか明確にし、市民生活が豊か
になるのか
目に見える様に進める事ですね。

市役所に出向く事が省ける。

「住民サービスの充実」「業務の効率化」による住民税減税

デジタル化の目的の第一は無駄を省いて業務を効率化すること。
どのような改善策があるか、民間企業のように職員一人一人が考えるべき。その
結果、人件費削減や税の削減、サービス向上につながればよい。
細かな件では、固定資産・償却資産の閲覧をPCで出来るようにしてほしい。

デジタル化による手続き時等、待ち時間の短縮や人的ミスの削減

行政からのサービス等アプリやインターネットを通した積極的情報提供

RPA導入

諸手続きの簡素化
窓口の一元化
お知らせ等の迅速対応
提出書類の簡素化

一部、コンビニ等で始まってますが、住民票や印鑑証明書が自宅で取り込められ
るようになればと考えます。複写か否かの見極めが難しいですが…。

・ワンストップ申請
・オンライン申請
・オンライン選挙投票
・IT人材公募
・市役所業務イントラネット化
・市議会のペーパーレス会議

AIによるゴミの分別相談。
職員のテレワーク、ペーパーレス。
行方不明、犯罪、事件、災害、工事、クマ出没、イベント情報などの場所を地図
上、カーナビなどでみられるようにする。
ドローンによる不法投棄の見回り。

更なる手続き等の簡素化を
お願い致します。
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市役所に行かなくても、いろいろな証明書が手に入ると便利です。

富士宮市に限らず、マイナンバーカードを多くの人が、取得するような、PRを
して欲しい。

一人ひとりに対して公平に適切な情報の提供

平日に仕事を休まなくても、インターネットなどから手続きが出来るようになる
こと。

「行政のデジタル化」の取り組みにおいて、いま自治体では「できるところから
デジタル化を進めている」自治体と「ゆくゆくやっていこうという待ち状態」の
自治体の二極化が進んでいると言われています。
富士宮市は『できるところからデジタル化を進めている自治体』になって、『住
みたい市日本一』になって欲しいと思います。

他者への情報漏洩対策

前世代を対象としたデジタル化は容易ではないとおもいます。特に高齢者は機械
（パソコン・スマホ等）に馴染みも薄く、抵抗感は否めないので住民自身が方法
を選択できるバリエーションを充実し、分かり易い体系にする必要があると感じ
ます。

窓口業務の効率化、人件費の削減に期待します。

市民が受けられるサービスを知る方法としては、デジタル化が効果あると思う。
市民は市のサービスの内容を詳しく広く知りたいと思う。

平日仕事をしており、今は小さい子供がいるので、スマートフォンなどから住民
票や戸籍抄本などを24時間請求でき、コンビニのコピー機などで受け取りでき
ると嬉しいです。

いろいろな、手続きが速くなる

行政全般の「見える化」を期待する。

便利になる（反面、アナログ人間で正直よくわかりません）

住民票等がデジタル化されることで市役所に行く事なく取得可能になるのでよい
と思います。
日曜開庁日を無くせると思うので人件費の削減にも繋がると思います。

富士宮市に限らず、国もデジタル化を推進していくことから業務の効率化を考え
れば当然のことと思う。

市民すべてのサービスにつながるようにしてほしい。

手続き等のスピードが早く．簡単になるといいです。

デジタル化により在宅勤務できる人が増えるのと、手続きが楽になるというのは
期待できる。

デジタル化することによって
スマートフォンやパソコンの利用が増えるため市の無料Wi-Fiを飛ばしてほし
い。更に充電ができるところを増やして欲しい。
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待ち時間の短縮
書類の簡素化
そもそも、文字を記載することがめんどくさいので、デジタル化できると良い

・紙資源の省力化（廃棄ロスをなくす）
・平日に限らず、休日でもデータ間のみで申請が受付できるシステムならどんな
職業にも有効であると感じる。

これから高齢者が多くなり、役所に出向く事が難しくなる。
出掛けなくても、色々な端末で役所とのアクセス、データのやりとりが出来るの
様に期待したい。
勿論、高齢者に優しく、解りやすいデジタル化を前提に！

パソコンは無いですが、スマホはあるのでひとり親なので子供の手当ての手続き
で仕事を休むか中抜けで行きますが、それがなくなると助かる。
でも高齢の人にはきびしいかも・・・・

他市に先駆けてデジタル化を進めることで見本となる
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問1-3

回答

1 6

2 6

3 8

4 3

5 13

問2

回答

1 9

2 12

3 7

4 18

5 4

問2-1

●問1で1と回答した人に伺います。

問1-2が実現するまでに期待する期間はどれくらいですか？

（当てはまるもの一つ）

公衆無線ＬＡＮ（無料のＷｉ-Ｆｉ）を利用しますか？

（当てはまるもの一つ）

●全員に伺います。

●問2で1～3と回答した人に伺います。

使う場所や利用場面を具体的に教えてください。（自由記述）

選択項目

　よく使う

　わからない

　使わない

　まれに使う

レストラン、喫茶店。
しかし、設定が面倒なので最近は使わなくなりました。

スーパーや職場で検索する時

富士市のいきいき病院・デイサービス施設内

コンビニやイオンで、買い物ついでに利用してます。

ホテル、旅館、ショッピングモール

選択項目

　なるべく早く

　5年間程度

　3年間程度

　2年間程度

　1年間程度

回答

大型ショッピングモール、ホテル、飲食店などで、インターネットを利用する
時。

サイクリング等

　時々使う
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大型ショッピングモール

主に公共の施設。
時間つぶしにアイホンでのネット検索や興味のある情報の入手。

コンビニやショッピングモール。

家、会社、公共機関でスマホを使う時

市役所や飲食店でスマートフォン、パソコンを利用する時

病院の待ち時間など時間を潰す時

ビジネスホテル

病院で待ち時間に利用しています。

コンビニで使用。
通信料の節約でネットを見てます。

Wi-Fiフリーのカフェなど。

イオン、駅

イオン

仕事に従事しているので職場でも家庭生活においても日常的に使用しています。
職場ではワード、エクセル、他検索機能家庭においては上記の他、LINE

●問2で4と回答した人に伺います。

市役所、外出時

コンビニ、量販店等。

携帯キャリアのFree Wi-Fiを自動接続できるよう設定しているので、イオンなど
の商業施設で利用しています。

イオン、スターバックス、ホテルなど。

家、会社、コンビに、ショッピングセンター等

自分が行くところにあれば使う。イオン、ウエルシア、セブン、ローソン、飲食
店

ガスト。子供がYouTubeをみる。

新幹線の中（移動中）※仕事、出張

問2-2 使わない理由を教えてください。（自由記述）
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恐い

基本的には家のパソコンを中心に使っている。

設置されているが必要を感じない。
敢えて言うならば「無料のWi-Fiとは？」が解らない。

セキュリティ面での不安。本当にここは大丈夫？と考えてします。そもそも
フィーチャーフォンなので、繋がりようがない。

セキュリティの問題で使用したくありません。

必要性を感じないので

現在の生活に必要としないので使っていない。
使ってみたいと思うから、今後挑戦したい。

自宅以外でスマホを使用することがほとんどないため無料wifiに関心もなく設置
されているかの認識もない。

無料Wi-Fiの危険性があるため

使い方もよくわからないし外ではあまりスマホを使わない

外であまり電子機器を利用する機会がないから。

使う必要が無い

回答

使う機会がない。

電波が弱いのとセキュリティに不安があるので。

何となく情報が漏れているような気がしますので。

使う必要がないから

外出先でそこまで使う必要がないこら

情報漏れが怖い
設定が煩わしい！
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回答

1 46

2 4

回答

1 12

2 4

3 3

4 2

5 14

6 8

7 21

スマートフォンをお使いですか。（当てはまるもの一つ）

使っている

使っていない

●問3で1と回答した人に伺います。

●問3で1と回答した人に伺います。

問3-2 問3-1で利用しているサービスについて、利用してる理由を教えてください。

（自由記述）　　　※どれも利用していない場合は、次の問へお進みください。

回答

お得なポイントが付いたので。

コロナを拡めないために自分ができることの一つだから。
専業主婦は社会とつながる機会を自分からもたないと取り残されてしまうから。

マイナポイント申請時にアプリを入れたが、使わないので削除しようかと思って
います。

●全員に伺います。

問3

選択項目

問3-1 スマートフォンで利用できる次のサービスのうち、利用しているものを教えてく

ださい。（当てはまるものすべて）

　新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）

　マイナポータルAP

　JPKI利用者ソフト

　e-Taxアプリ

　マイナポイントアプリ

　国のLINE公式アカウントを友達登録

　どれも利用していない

選択項目

行政が推奨していたため。

何処でもいつでも早くて正確

感染者が確実に登録しないと役に立たない。
現時点では、感染の有無より、自分が一定の期間内にどれだけ多くの人に、どれ
だけの時間接触したかが判るソフトの方が
自覚を促すのではないかと思います。

コロナ情報が早く欲しい為。
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問3-1で利用していないサービスについて、利用していない理由を教えてくださ

い。（自由記述）

●問3で1と回答した人に伺います。

問3-3

ＣＯＣＯＡは新型コロナウイルスの対策として登録した。

コロナに感染しないように気をつけるため

使い方がよくわからない

便利だから

現在コロナウイルスが流行しておりどこが危険なのかを知ることができるため。
またコロナウイルス感染予防のため。

マイナポイントを貰うにあたって必要だったので

職場で推奨されているから。

ポイントがつくため

スマホで確定申告書を作成する為に利用しています。

コロナ対策のため
ポイントがもらえるから

マイナポイントがもらえてお得です。

会社のスマホにアプリがインストールされており、使用している。

情報を得たいので

特に理由はありませんが、現状インストールしておけば利用することもあると思
い、インストールしましたが、１についてはほぼ毎日チェックしています。
2は給与金の時に利用しました。
4はインストールしただけで活用は未だしていません。

マイナポイントを登録するにあたり利用しました。

早い情報が確認出来る事

マイナポイントを受けとる時に利用した。

一応してる（不安）

ライン、ショートメール、フェイスブック、天気予報、歩数計
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回答

必要性を感じない。

持っているスマホが古く、最適化されないため。
使う機会がなかったから。

ただでさえアプリは増えてしまうので、なるべく減らしたいし、重要な事はPC
で行いたい。その方が作業性がよい。

コロナのアプリは利用したいと思っていたが、その他のアプリについては知らな
かったです。

e-taxは必要がないため。
他は知らなかったため。

一番以外は初耳です。
COCOAはあまり役立たないと聞いてます。

現在、必要でないから。

個人情報の流出に危惧がある

マイナポイントはやっていない。
家のＰＣの方がやりやすいから。

必要性がないため

特に用もないから。

どれもいらないものなので。

使い方もよくわからないし使う必要もないから

特に必要性を感じない

利用したいと思うきっかけがなかったから。

特になし

そもそもあることを知らなかった。

容量が増えるのでほんとに必要なものしか利用したくないので

特に必要ないと感じているため。

良くわからない

アプリを必要以上に入れたくないと思います。

特に強調するような理由はないが、スマホでの文字入力がやりにくい。
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問3-4 スマートフォンを使っていない理由を教えてください。（自由記述）

●問3で2と回答した人に伺います。

急を要するものでもないから

・スマホのギガが少ないので（節約している）アプリが使えない。
・紙媒体の方が好きだから。

使わないから。

利用するメリットがないため

生活を送る上で特に必要を感じていないから。

メリットを感じていないから。

cocoaは周囲で利用している人もあまりなく、普及率も低そうなので利用してい
ません。e-tax等は必要性がないので利用しません。

必要を感じないというか、今は興味ないからです。

アプリをあまりダウンロードしたくないから。個人情報に不安を感じるから。

現状、特に必要性がないと思っていますが、5のマイナポイントアプリはインス
トールに失敗したままになっていて、近々再インストール予定です。

知らないから

アプリの存在を知って、1度は登録はするが、その継続のためにいちいちパス
ワードの確認があるため、それが噛み合わず、何度かアプリ自体を消してしまっ
た。

どのような内容か分からないから

回答

すぐに画面が割れるから

妻は「スマホ」、私は「ガラケイ」（「ガラケイ」が「ガラパゴスケイタイ」の
こと。はじめて知りました。
固定電話は有るし、パソコンも有る。故にスマホを必要賭しない。妻は「スマ
ホ」に苦労しているようです。

高額である。（機器代・通信料）そしてなくても別に困っていません。

今使っている携帯が使い慣れているからです。
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回答

1 30

2 20

●全員に伺います。

問5 あなたがマイナンバーカードを利用したサービスに期待するものはなんですか

（自由記述）

●全員に伺います。

選択項目

持っている

持っていない

マイナンバーカードとは…

　マイナンバー（個人番号）が記載された顔写真付のカードです。本人確認のための身

分証明書として利用できるほか、コンビニ交付などの行政サービスで利用できます。

　今後、健康保険証機能や運転免許証機能などマイナンバーカードの本人証明機能を利

用したサービスが増えていくと考えられます。

問4 あなたはマイナンバーカードを持っていますか。（当てはまるもの一つ）

回答

マイナンバーもアプリ化して、持ち歩かなくても利用できるようにして欲しい。

マイナンバーカード一枚あれば何でもできる。
印鑑証明や住民票の写しの発行などもできようになると便利。
高齢者や自家用車を持たない人がマイナンバーカードでバス、タクシー、電車を
利用しやすくする。
支払いが可能になったりポイントがつくなど。

住基などとの絡み合いなど
もう少し整理された型に改良改善を図りたいですね

時代の流れで仕方なく作ったので、特に期待することはありません。

色々な証明書をコンビニ等で簡単に取得する

いろんな行政をまたぐ手続きの一元化。提出書類の簡素化。
個人データの集約と必要な場所で必要な場合のみデータを抽出できるシステム。

キャッシュカードやSuica、あるいは保険証、運転免許証のデータを一括登録で
きれば、これ1枚で済みます。反面、無くすと大変ですが。

ワンストップ申請QRコード読み取り

ない
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当時、高市大臣が取得を強く勧めていたため「遅れてはならない」との意識が強
かった。
それ故に、何か期待した訳ではなかった。

運転免許証との併用は便利でいいと思います。
その他は何もない。

マイナンバーカードを持つことによる利便性

コンビニ等での証明書交付サービス

セキュリティ面度外視で、免許証と一体化や保険証として使用できる案などが挙
がっていて「便利そう」よりも、逆に紛失や悪用のリスクなどの不安を感じる。
将来的には口座と紐づけなどの噂も、後ろめたいことはないが利便性(？)の話ば
かり挙がり気味が悪く感じる。
ただ、免許証を持たない人にとっては、写真付きの免許証を要求された際にマイ
ナンバーカードが重宝していると聞いたことがあるので、免許証や保険証と一体
化を急ぐよりも、それらに準ずる身分証明書として使える場所が増えると便利に
なる方もいると思う。

手続きが早い

多くの人が取得するような、お得感が有る、今やっているような、マイナボイン
トを数回する。

行政などの手続きの迅速化。

マイナポイント

役所などでマイナンバーカードを提示することで、書類の記入の手間などが減る
こと。

今のところないです

マイナンバーカードですべての行政書類が処理できるようになって、市役所のフ
ロント業務の大幅削減に繋がることを期待します。

特にない。

マイナンバーカードを持つ利点がよくわからないので現状カードを持っていませ
ん。市役所に足を運ばなくても色々書類がとれるようになるといいと思います。

行政コストの削減てす。

特にありません

病歴や薬の処方箋があると便利。

確定申告、各種料金収受

行政手続きの簡略化
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問6 国や市が行う行政のデジタル化への不安や要望等がありましたら教えてくださ

い。（自由記述）

●全員に伺います。

特に何も期待をしていません。国の自己満足に見えます。強制力、強要を感じて
しまいます。

今は特に思い浮かびません。

色々なカードが一括になるのは便利な反面、個人情報や紛失した時に不安を感じ
る。

全ての行政手続きをカードを利用してオンラインで行えるようにすること。

特になし

各種証明書が早く手に入る。

持っていないのでよく分かりませんが、一つのカードで様々な機能があること。

個人情報がきちんと守れるのか不安なので、今のところ特にありません。

折角、マイナンバーカードが普及し初めたので、行政も縦割りの弊害の解消に向
けて分かり易く、利用しやすい、簡便さに期待します。

住民票や印鑑証明書の取得等で行政に関わる書類等についてはマイナンバーカー
ドで楽に取得出来れば嬉しいです。

まだ利用していません。

回答

住民票

持っているメリットを感じた事がありません。
持つことによってこんな良い事があると、こまめに宣伝してください。

保険、年金等の管理

手続きの簡素化
例えば、住所変更など

まだよくわからない

色々なシーンで広く使える様になれば利用したいと思っている。

本人確認が全てカード1枚で住むならすすめた方が良い。（免許証、保険証、ポ
イントカード等）

早く作ろうと思いますが、今いろんな所でマイナポイントがもらえるとあるが、
どこがいいのか？？もう少し分かりやすく知りたい。
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ない

個人情報の流出

自己認証と確実なセキュリティです。

特にありません

個人情報の漏洩に不安があります。

個人情報を悪用されることがないのか、個人情報が第三者へ流出した場合の責任
の所在がどうなっているのか明文化してほしい。マイナンバーが納税者背番号制
とならないか危惧するところがある。

セキュリティですね。
情報の漏えいは毎年どこかで起きています。
絶対はあり得ないと思います。
カード紛失も怖い。
そこの不安を一掃できたらいいと思います。

個人情報の漏洩が心配

なってみないと分からない。

市役所へ行かずにスマホで必要書類が入手できたり、手続きが出来ると助かりま
す。

デジタルについていけるか、使い方がわかるのかは不安

デジタル化により、便利になるのは有り難いが、個人情報の安全性には気をつけ
て行なって欲しい。

他人に悪用されないか不安。

市民国民が普く使えるような　例えばレクチャ講習など
啓蒙活動を進めたいですね

確定申告その他で、マイナンバーカードの両面コピー提出を中止してほしい。手
間がかかるし、紙の無駄です。カード保持者は番号記入だけで済むような仕組み
を考えていただきたい。
要するに、持っててよかった、手間が省けたと思えるようなモノにしてほしい。

デジタル化によって手続きの簡略化やサービスの情報提供をしていただけると助
かります。

セキュリティ面。
手続きの重複がないようにしてほしい。
必要なデータと不要なデータの選分け。
プライバシー的な配慮。

不安はないのですが、必ず反対派がいるので、いつも議論が進まず、先送りにな
る感があります。
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使いこなせてる人とそうでない人の差を埋めるのが大変だと思います。

情報セキュリティや個人情報保護の強化を要望します。

特になし。

対策が後手になったり、一部地域での使用不可、このケースは使用不可など、起
こり得ることまで対応ができていない。
大事になる前に、決まりをしっかり作ってからやっていただきたい。

個人情報がどの程度「マイナンバーカード」に取り込まれるのかを見極めたい。
敢えて言うならば「議員活動全般に係る金銭の流れ」が明らかになることを期待
する。

特になし

・デジタル化に伴い費用がかかる（スマホの料金プラン、家にWi-Fiがない）
・自分が時代に合わせなくてはと思いつつ、スマホが故障したときなどにデータ
が消えたりするので、紙の媒体が好きです。

デジタル化するのは
メリットが多いですが
高齢者の方には厳しいと思う。
実際家族内でもデジタル化するのは不安だという話が出た。

マイナンバーカードを所持しているとコンビニで住民票を取れると聞いたことが
あり、そのためにマイナンバーカードを作ろうかと検討したことがあります。
(市役所が遠くないため、結局作らず窓口で請求しました)
実際、どのくらいの市民がマイナンバーカードを取得しており、住民票の請求
や、その他サービスに使用しているのかなと気になりました。
また、マイナンバーカードを持つメリットが、マイナポイントくらいしか浮かび
ません。
自分にとってそれが必要か不要か、良いか悪いかを判断するためにもデジタル化
を含め、そうすることでどういうメリットがあり、どういうリスクを孕むのかを
しっかり発信してほしいです。

年寄りにはだんだん難しくなり分かりにくくなる
悪い人に利用されないか心配

特にありません。

デジタル化は外国人にも通用するようにしてほしい。

特になし

個人情報が流出しないか不安。
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個人情報の取扱いに不安が有ります。
現在、パートの方と同じフロアで仕事していますが、その人たちの信用性に疑問
があります。期間契約のため基本的に誰でも応募できる。
デジタル化で人も削減できるはずなので、そうした人を使わなくても仕事が出来
るようにしてもらいたいです。

情報漏洩が気になる。
セキュリティが強固になる事を望む。

個人管理が全てカード1枚で管理はメリットだが、情報漏洩による犯罪が増える
可能性もあるため、そのデメリットがあるのは不安である。

私の祖母は86才です。一緒には住んでませんが、今回の給付金もおじさんが申
請しなくてもらえませんでした。
デジタルになったらもっと心配ですが、高齢の人にはどうかと思う。

流失

個人情報の流出

情報弱者には使えない、取り残されてしまわないか。

個人の情報がしっかり守られるのか不安です。セキュリティ対策は万全か不安で
す。
パソコンやスマートフォンに慣れていない方や苦手な方には苦痛ではないか。新
しいことを覚えることが難しい方も多いと思うので、その方達への支援が必要で
はないかと思います。

パソコンやスマートフォンが苦手な人もいるので、全てをデジタル化せず、現在
のように紙や窓口で行っている市民サービスを継続して欲しいです。

銀行口座等の資産・預貯金のひ紐付けには大反対ですが、俺が俺がの縄張り争い
的な省庁の体質を打破し、国民・住民ファーストの視点からの一現化した行政
サービスを大いに期待し、実現化して欲しいと願っています。

マイナンバーカードに免許証や保険証といった機能を付随させることに不安があ
ります。また報道等でありましたが、今後マイナンバーカードに銀行口座情報の
紐付け等が行われると更に不安が増します。
そこまでしなくてもいいのではないかと思っています。あくまでも、国や市が行
うデジタル化については、行政業務のスリム化になるメリットを重視して欲しい
と願います。お給料が税金から払われているので、今後の少子化や人口減少に対
応するべく、人件費等の支出を減らす取り組みを行ってもらいたいと思います。

不安が100％だと思う。
デジタル化ということを市民に納得、理解させることに目を向けて欲しいです。
職員の働き方改革、業務の効率化を目指すというのは良いことですね。それが市
民サービスにプラスになって欲しいです。

私たち若い世代は使い慣れてるインターネットも、高齢の方はなかなか使いこな
せず、結局人的支援が必要になる場面が増えるのではないのかなと思います。実
際、go to eatの申請など、高齢の祖父母の代わりに両親が代わりに申請すると
いう場面がよくありました。近くに頼れる人物がいればよいですが、人によって
受けれるサービスに差が出てしまう可能性があると思います。そのフォロー体制
についても設定する必要があるのではないかと考えます。

個人情報漏れ
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マスコミの批判ばかりが流れている。メリットを発信してほしい。

特になし。すぐにでも進めるべき。

情報の漏えい
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