
まちづくりの主役は市民一人ひとりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバーカードが 

普及しても 

健康保険証はなくならない 
マイナンバーカードが 

なくてもワクチン接種できる 
 

★３月に市民から相談がありました 

「マイナンバー登録申請の封書が送られ

てきた。マイナンバーカードが保険証と一

緒になるようで、申請しないと不便になる 

のか？」と 

いうことで 

さっそく調 

べてみまし

た。 

 Ｑ うちには届いていないけど! 

 マイナンバー登録申請の封書を郵送し

なかったのは、➀令和２年 10月 31日現在、

後期高齢者の方(令和３年度に郵送予定) 

②外国からの転入の乳幼児で申請済みの

方 ➂期限付きで在住の外国人 ➃ＤＶ

関連で居所登録が確認できなかった人な

どを除き、約８万通発送しました。   

（市民課にききとり） 

Ｑ 75歳以上の人には？  

「千葉県後期高齢者医療広域連合」から 

令和 3年度中に「マイナンバー登録申請の封

書」が届きます。(保険年金課にききとり)  

★ 届いても、あせらないで!       

マイナンバーカードを作らなくても、今ま

での健康保険証が使えます。マイナンバーカ

ードがなくてもワクチン接種ができます。 

（きさらづ市民ネットより） 

    

Ｑ 今の健康保険証はなくなる？ 

いいえ、マイナンバーカードが 

普及しても 

健康保険証は 

なくなりません。 

（保険年金課にききとり） 

 Ｑ 保険証をなくし再発行の件数は 

国民健康保険(～75歳未満)より後期高齢者

医療保険(75 歳以上)のほうが保険証をなく

す人の割合が多いです。（保険年金課にききとり） 

 Ｑ マイナンバーに 8800億円投入で 

菅首相 費用対効果「悪過ぎる」とは 

カード交付率の目標は令和元年度末で

8700万枚の計画で、令和２年度の交付枚数

が 1557万 9073枚となり、交付率 28.2％。 

Ｑ 国は 8800億円も。木更津市は？ 

 木更津市は、平成 26 年度から令和元年

度までの６年間で総額 4億 275万 8千円を

使いました。そのうち、国からの補助金は、

2億 4604万 2千円。（経営改革課にききとり） 

★市の負担大 マイナンバーは金食い虫  

国の事務を市

町村が請け負う

法定受託事務で

す。費用対効果

どころか、市の 

負担増。（きさらづ市民ネットより） 

    

Ｑ マイナンバーカードを作れば、す

ぐに健康保険証として使えるの？ 

いいえ、使えません。マイナンバーカー

ドを作ったら、健康保険証として利用す

るために、政府が運営するオンラインサ

ービス（マイナポータル）に登録が必要。 

▶スマホ……マイナポータルアプリを 

ダウンロードして登録 

▶パソコン…ＩＣカードリーダーを 

パソコンにつないで登録 

 Ｑ マイナンバーカードを健康保険証

として登録したらすぐに使える？ 

 いいえ、使えません。３月開始予定でし

たが、問題が発生。本格的実施は 10 月目

途です。実施しても全ての医療機関で利用

できるわけではありません。令和５年３月

末にはおおむね全ての医療機関等での導

入をめざしています。地域の小さなクリニ

ックなどでは、従来の健康保険証で受診し

てください。    

 

市議会議員 田中のりこ 

ブログや Facebookを日々更新中 

 

facebook     HP         ブログ 
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事務所メールアドレス n-kisarazu@jcom.zaq.ne.jp  田中のりこメールアドレス tanaka-noriko@live.jp 
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保険証再発行件数 12月 1月 2月
国民健康保険 37件 31件 38件
後期高齢者医療 37件 37件 34件  

 

 

国

61%

市

39%

マイナンバー制度

市の負担は
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暮らしと政治をつなぐ 市民ネットワーク 

       議員報酬は市民の活動費          

市民ネットワークでは議員

報酬を市民ネットワークが一

括管理し、ネット会員の会費、

寄付、その他で運営していま

す。 

ネット活動費の主な支出は 

・事務所費  約 100万円 

・コピー機印刷機  約 70万円 

・速報や通信の印刷、配布経費 

約 45万円 

・人件費や光熱費、公共施設使

用料などです。 

議員報酬10％削減中 

コロナ禍で毎月 45万円の議員報酬が 10%削減中(2020年 6月～2021年 9月

まで)です。2020年は年間 31万 5千円【4万 5千円×（6～12月）】の減とな

りました。 

 議会では行政視察の中止により委員会積立の返金があり、また、政務活動

費を活用し、議会速報発行するなどの対応で 2020年を乗り切りました。 

田中のりこの政務活動費 年額24万円は何に使ったのか  

木更津市議会は、会派に政務活動費を月２万円と定めています。年度末に精

算し、残金を報告書類とともに議会事務局に提出します。コロナ禍で例年とは

違い、ひとり会派の田中のりこは、活用方法を工夫しました。 

⚫ 研修費減…コロナ禍で、ほとんどオンライン研修、交通費を削減 

⚫ 広報費増…議会速報（9 月・12 月・3 月）を

政務活動費で作成、配布 

⚫ 資料作成費増…新しい形の議会報告として

小冊子を作成し配布 

「傍聴席からみた令和元年度決算審査」 

2020年1月～12月の報告

議員報酬・期末手当・

委員会積立返金・利子

- 861,100 所得税・住民税

- 532,435 国保税

- 248,000 議員会・視察積立等

5,789,842 計(下記に振り分ける)

120,000 議員退職金積立

85,795 政策研究ネットに寄付

2,800,000 議員活動費

96,000 退去時積立

2,688,047 ネット活動費へ

7,431,377

議

員

ネ
ッ

ト  

研修費 43,030円 

広報費 106,409円 

資料作成費 82,142円 

資料購入費 5,600円 

計 237,181円 

暮らしに薫る本シリーズ⑮ 

「回想のすすめ」   

五木寛之 

 

「不安な時代にあっても変わらない資産がある。それは人

間の記憶、一人ひとりの頭の中にある無尽蔵の思い出だ」

という表紙のことばと、書き出しの文章「コロナウイルス

のせいで外出しなくなった……」に、私はとびついた。世

界中の人がほゞ似たような気持ちで暮らしている今を記

したものだったから。そして私もこのところ思い出の中に

生きていたから。昨夏、78年間の無尽蔵の思い出（回想）

を川柳にして私は 200句を作った。 

  亡き人らを忍び自粛のあたたかさ 

  日々は是自己との対話コロナ禍は 

 いっぱいあったいいこといいひと有難き 

断捨離好きの私が一つ教えられたことは、「ものを無理

に捨てることはない。靴一足にも、古いバッグ一つにも、

学生時代に買った古本一冊にも、さまざまな思い出がつま

っているのだから」と。          （宮下） 

 

新しい形の議会報告 №2           

令和 3 年度 予算審査 

もっと知りたい みんなのお金の使いかた 

市議会議員 田中のりこ 

３月議会では予算審査特別委員会で３日間をかけて

「令和３年度の予算」を審査しました。田中も委員の一

人でした。３か月ほどコツコツ調べ、データ分析し質問

しました。 

コロナ禍で、なかなか集うこともできず、新しい形の

議会報告 PART2(小冊子)を作成中です。3 月議会を終え

たあとも、さらに調べたことも盛り込みました。これは、

会議録ではありません。グラフや表もいれ、質疑応答形

式でわかりやすいように工夫しました。 

手のひらサイズの小冊子、ただ今予約受付中。 

数に限りがあります。ご希望の方はご連絡ください。 

（６月頃完成予定 でき次第お届けします） 

きさらづ市民ネットワーク事務所  

36-0677(24時間留守電対応・FAX可) 

問合せ専用℡ 070-2172-8480  

MAIL：n-kisarazu@jcom.zaq.ne.jp 

 

木更津市のへぇ～クイズ  -コロナワクチン- 

  コロナワクチン接種が始まります。4月 19日には市民総合福祉会

館でワクチン接種のリハーサルが行われました。4月末で、ワクチン

を保管する－70度の冷凍庫、木更津市には何カ所あるでしょうか。 

➀10カ所  ②３カ所  ➂７カ所 

 【答え】③７カ所。 さらに５月に２ヶ所、６月に２か所追加予定。  

●▲■お知らせ伝言板●▲■ 問合せ専用℡ 070-2172-8480 

▶講座  

近代史を学ぶ 大人の学校 

「本土決戦体制と日本の敗戦」 

日時 5月 13日(木)14:00～16:00 

会場 木更津市民総合福祉会館 

★毎月第 2木曜日  

★予約なしで OK ★資料代 100円 

★講師 元高校教師栗原克榮先生 

 

▶コロナ禍で公共施設の利用がで

きなくなった場合はお休みです。 

▶オンラインで出前講座 

｢男女共同参画ってなんだろう？｣ 

講師 木更津市企画部職員 

日時 2021年 5月 18日（火）14:00～ 

会場 ➀ネット事務所（先着６人） 

②ご自宅でオンライン参加 

▶会場によって予約方法が違います。 

会場➀ 36-0677(事務所留守電)に予約 

会場② 生涯学習課にメール送信で予約 

宛先 gakushu@city.kisarazu.lg.jp 

件名 「5月 18日の出前講座申込」   

【つぶやき】最近はコロナ禍で、外に出る機会が少なくな

り、足腰が痛くなりだしました■歩かないとダメだなぁ

と思っていたら、テレビで筋肉の衰えを鍛える健康器具

を宣伝してました。散歩にも心がけますが、それに加え

て、リハビリのつもりでと思い、さっそく購入しました■

まだ、使用して 1 週間ほどですので結果はすぐに出ませ

んが、散歩も健康器具も毎日根気よく続ければ少しは楽

になるのではと期待しつつ…。       （黒川） 

報告 2021年新春号はコロナ禍により発行しませんでした。 

 

  

 

無料配布 
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