
　

受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

3月28日 4月11日 国民健康保険給付時の記入について
健康保険給付時の記入について
個人番号を記入になっているがマイナンバーに変えるべき
と思います。
健康保険者番号と間違いました。
以上

個人番号は知らないよ。

　日頃より、本市の国民健康保険事業にご理解をいただきありがとうございます。
　
　国民健康保険における高額療養費をはじめとした各種支給申請書の様式については、平成28年１月の社会保
障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入により、国民健康保険法施行規則が改正され、様式中の記載事項に
「個人番号」が追加されることとなりました。

　本市の各種様式においても、国が示す参考様式に倣い、「個人番号」と表記しておりますが、法律用語である
「個人番号」よりも、その愛称である「マイナンバー」という表現の方が、みなさまの認知が高く、伝わりやすい表現
であると認識しております。

　各種様式における「個人番号」の表記については、今回いただいたご意見や、他市の状況なども参考にしなが
ら、「個人番号（マイナンバー）」等の表記への変更を検討を行うなど、国民健康保険被保険者のみなさまにとっ
て、よりわかりやすい表記となるよう努めてまいります。

国民健康保険課

          令和５年３月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

10月27日 11月16日 流産・死産後の連絡について
流産・死産した方は役所(保健センター)に電話連絡を行うことに
なっています。
確かに、連絡をしないと産後1ヶ月検診のお知らせなどが届いてし
まうのはそれもそれで辛いです。
でも心身ともに弱っている時に電話で「流産しました」と伝えること
の残酷さを、もう少し理解して頂きたいです。
私はすぐに連絡は出来ず、四十九日が過ぎてから電話をしました
が、流産したんですが…と言葉にした瞬間に色々な事を思い出し
て涙が溢れとてもつらい時間でした。
担当に変わります、というのもいりますか？
電話しなくてはいけないなら、その場で終わらせて欲しいです。
電話で確認したのは名前と生年月日でしたが、メールではダメなの
ですか？出来ることならメールフォーム等での連絡で済ませたいで
す。
電話で対応してくれた方はとても優しくて、私の体調を気遣って下
さいました。その事はとても感謝をしております。
まともに話せる状況ではなく、素っ気なく電話を切ってしまって本当
に申し訳なかったです。
電話かメールで、のように選択肢があるとうれしいです。
検討していただければ幸いです。

　流産や死産で大切なお子様をなくされた悲しみは計り知れません。
　お心の痛みを察し、つらいお気持ちに寄り添わねばならない立場にありながら、私共の配慮を欠い
た対応が、そのつらさを助長する結果となりましたこと、深く反省しております。
　妊娠が継続できなくなった場合の連絡は、電話に限らずメールでも受け付けているところではあり
ますが、その案内が不十分であったため、電話連絡のみの対応と誤解を与えてしまったことについて
も、お詫び申し上げます。一層の周知を図るとともに、新たに専用のメール様式を作成するなど、利
用者に配慮した手続きとなるよう工夫してまいりたいと考えております。
　なお、お電話いただいた際の保健師への取次ぎにつきましては、〇〇様の体調などを保健師から
伺わせていただきたかったためであり、ご理解いただければと思います。
　今さらではございますが、「少し気持ちを聞いてほしい」「気持ちを共有できるような場所を教えてほ
しい」などございましたら、ご連絡いただければと思います。

健康づくり課

          令和４年10月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

10月4日 10月18日 子宮頸がんワクチン
子宮頸がんワクチンの無料接種期間の延長を検討願いま
す。副反応の報道で、ためらっているうちに期限が切れて
しまいました。今度は打ったほうが良いような風向きになり
戸惑っております。

　この度は、子宮頸がん予防ワクチンについて貴重なご意見をいただきありがとうございます。
　いろいろな状況を熟慮し、ワクチン接種の機会を逸してしまったことをお察しいたします。

　子宮頸がん予防ワクチンの定期接種は、予防接種法に基づき平成25年4月から始まりましたが、副反応の発生頻度等がより明
らかになり適切な情報提供ができるまでの間、個別に接種を呼び掛ける積極的な接種の勧奨を控えるとの国の通知により、同年
6月から積極的な接種勧奨が差し控えられています。
　一方で、市町村に対して、対象者等に情報に接する機会を確保し、接種するかどうかの判断ができるように周知するよう国の通
知があり、本市においても昨年の8月と今年の3月に対象者の方にパンフレット等を送付しました。
　また、先日開催された厚生労働省の専門部会では、子宮頸がん予防ワクチンの今後の対応について検討が行われ、積極的な
接種勧奨の再開を認めることで一致したとの報道がありましたが、現時点では国からの情報はありません。

　今のところ、定期接種の対象期間は16歳となった年度の末日までとなっており、対象期間を過ぎた場合、皆さまには自費での接
種をお願いしております。
　この予防接種は全部で3回の接種が必要で、標準的な接種間隔ですと接種完了まで約6か月かかりますが、
やむを得ない場合は接種間隔を短くすることも可能です。ワクチンの種類は、サーバリックスとガーダシルの 2種類があり、公費負
担期間内に接種を終わらせるには、1回目の接種をサーバリックスは10月中、ガーダシルは11月中に行う必要があります。なお、
接種間隔については、医療機関と十分にご相談ください。

　国から通知等がありましたら、内容について検討し、対象者の皆さまに適切かつ迅速に対応してまいります。これからも予防接
種の目的である感染予防、発病予防、重症化予防、感染症のまん延予防、感染症の排除根絶等が効果的に実施できる安全な予
防接種の実施に取り組んでまいります。
　

健康づくり課

10月21日 11月12日 エキノコックスに対する沼津市の対応
こんにちは。初めて送らせていただきます。

昨日、愛知県知多半島で寄生虫エキノコックスが定着したとのニュースを見
ました。愛知県の具体的な対策は現時点では未発表です。
感染した動物の糞が川の水に触れると水も汚染されるとのことで、農作物や
観光(アウトドアなど)への影響が心配されています。

このように隣県でエキノコックスが発生していることに対して、沼津市としては
市民へ注意喚起の発信予定はありますでしょうか。
もしくは、県と連携し野生生物に対する感染確認など具体的な対応予定があ
るのでしょうか。

愛知県内でも知多半島以外の対応が進まないなか、ただ隣県の市であると
いうだけの沼津市で具体的な対応が難しいことは存じております。
しかしながら、根古屋在住のため周辺に野生動物や湧き水が多く、もし静岡
県でエキノコックスが発生していたらと大変不安に思っております。
お手数ですが、ご確認の程よろしくお願いいたします。

この度は、隣接する愛知県における野犬のエキノコックス症について報道があったことを受け、大変
ご心配されていることと存じます。

エキノコックス症は、感染症法における四類に分類され、動物、飲食物等を介して人に感染し、健康
に影響を与えるおそれのある（人から人への伝染はない）感染症です。キタキツネの糞便などから感
染し、北海道を中心に報告されており、平成30年3月に、愛知県知多半島での定着について国から
の通知にて認識をしております。

感染症の予防のためには、感染症発生・流行の迅速な情報収集と市民の皆様への情報発信が大変
重要と考えておりまして、市民の皆様へ市ホームページにて感染症発生動向について情報提供を
行っております。エキノコックス症については、現時点では人・犬ともに県内での発生は認められてお
りませんが、国や県からの情報があった際などに市民の皆様にすぐにお知らせできるよう努めてま
いります。

引き続き、エキノコックス症を含めた感染症情報の動向に注視し、市民の皆様へ迅速に正確な情報
や日常生活で可能な予防手段を提供できるよう、県や関係機関と連携し対応してまいります。

健康づくり課

          令和３年10月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

7月1日 7月9日 装具について
国民健康保険課に申請した書類がメモが添付されて返信
された。
正式に医師の「装具証明書」を添付して提出した書類であ
る。装具の費用給付がされないのであれば、正式にされな
い理由を付して返信されるべきではないか。担当者が電話
で説明したとのメモ書きだけで返信されるのは理解できな
い。

　今回購入された補装具に関する療養費の支給申請につきましては、６月29日(火)に〇〇様にご連
絡させていただきましたが、奥様に説明するようお話いただいたことから、お電話を替わっていただ
き、ご説明させていただいたところでございます。
　不支給の理由といたしましては、国の定めた基準により、ご本人様に合わせたオーダーメイドが支
給に当たっての基本条件であること､既製品の場合は技師が装具作成に関わるなど、オーダーメイド
と同等品である必要があることから、今回購入された補装具には技師が関与されていない事をお聞
きしたうえで、判断させていただいたものでございます。
　メモ書きの添付につきましては、不支給となる事、個人情報保護の観点から申請書を返送させてい
ただく事を含め、奥様にご了承をいただいておりましたが、本回答の後、〇〇様へ理由を付したお手
紙を送付させていただきたいと考えております。
　今後とも国民健康保険制度の適切な運営にご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

国民健康保険課

          令和３年７月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

6月30日 7月15日 コロナ感染予防として鼻うがいを推奨してほしいです
コロナウイルスの感染は第4波が到来しその予防策が急務
となっております。コロナウイルス予防対策として住民に鼻
うがいの啓発を掲示板やHPなどで呼び掛けてほしいです。
現在、コロナ予防対策としてうがいが推奨されていますが
それだけでは不十分だと考えます。ウイルスが最初に感染
を起こす部位は鼻咽腔です。発症するまで平均５日かかる
コロナウイルスの場合、ウイルスを吸い込んだとしても毎日
鼻うがいをすればウイルスが細胞に取り込まれる前に洗い
流せられ感染を防げる可能性が大きくなります。鼻うがい
については既に大阪府泉大津市や愛知県碧南市、富山県
砺波市などいくつかの自治体で推奨されております。

　本市では、新型コロナウイルス感染症の予防につきまして、厚生労働省が示している「３つのお願
い」を市民の皆様にお守りいただくよう注意喚起しております。「３つのお願い」とは、外出をできるだ
け控えること、「三密」（密集、密室、密接）の回避、咳エチケットの推奨になります。
　また、「新しい生活様式」の徹底など感染リスクを考慮した適切な行動をお願いしているところです。
　御提案のありました鼻うがいにつきましては、一部の医療関係者等から新型コロナウイルスの予防
効果があるものとして紹介されていることは存じ上げておりますが、国や県から鼻うがいの推奨に関
する通知等は発出されておらず、現在のところ市民の皆様に啓発することは考えておりません。

健康づくり課

          令和３年６月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

4月26日 5月13日 子供の健康診査について
　簡略化、フッ素塗布などの中止は致し方ないと思います
が、代わりにフッ素塗布券いただけなかったのはケチだ
なぁと思いました。
そもそも、わざわざ集団検診にする理由がわかりません。
病院で個人ですることはできないのでしょうか。

　フッ素塗布券につきましては、７か月児健康相談と３歳児健康診査時に各１回配付しております。
　従来、１歳６か月児健康診査、２歳児歯科健康診査及び３歳児健康診査において、フッ素塗布を
行っておりましたが、現在はコロナの影響により中止しております。コロナの状況等を踏まえ、歯科医
師会など専門家と新たな方法を協議するなど検討しているところですのでご了承ください。

　また、集団健診につきましては、同じ月齢の子どもと親が集まる貴重な機会であり、加えて、小児科
医師や歯科医師、歯科衛生士、栄養士、保健師など専門職種が一堂に会することから、チームアプ
ローチで発育発達上の問題の早期発見や関係者間の連携が容易で早期対応がスムーズに行える
など、様々なメリットがあります。

　今のところ、個別健診へ切り替えることは予定していませんが、今回のご意見を実際に受診される
方の声として受け止め、国や県、全国の自治体の動向にも注視し、望ましい健康診査のあり方につ
きまして検討してまいります。

健康づくり課

          令和３年４月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

2月9日 2月26日 人間ドック受診券の審査手続きに際する来庁
　静岡県にも新型コロナウイルス感染症拡大防止のため不要不急
の外出自粛要請が出されていましたが、人間ドック受診費助成の
申請をするため（市が管理している個人情報を記入するだけ）に市
民に来庁を促すのはいかがなものか。
　上記の件は郵送対応で処理していただきましたがそもそも受診
申請書を提出する理由が分かりません。提出が必要な理由を教え
てください。
　改善策として、例えば個人が受診する医療機関に直接案内書を
提出、最後にまとめて回収する等の対応は可能ではないか。
　ご担当の方から行政手続きのオンライン化や簡素化を進めてい
ると伺いましたが、以前から要望を出している他の申請手続きも同
様に改善されている傾向が見られません。
　新型コロナウイルスは市民生活や多くのビジネスに影響を与え
ています。しかし、このパンデミックは、いくつかの誤った考えを正
し、あらためて行政サービスや行政の在り方などを見つめ直す絶
好のチャンスではないでしょうか。

　沼津市国民健康保険人間ドック等受診費助成事業は、被保険者の方が人間ドック等を受診する場合に、受診にかかる費用の
一部を市が助成する制度であるため、助成金を支給するためには申請行為が必要となります。
　また、受診の際に医療機関で助成後の金額のみのお支払いで済むことや、受診時点で国民健康保険の資格を喪失している等
の過誤をできる限り防止するため、事前に申請をしていただくよう取り扱っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたしま
す。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、希望される方に対し郵送での対応も行っておりますが、今後は電
子申請等の方法について検討を行うなど、被保険者の方の負担軽減に努めてまいります。

国民健康保険課

2月18日 2月26日 沼津市不妊・不育症治療費助成金
　沼津市はなぜ所得制限を設けるのでしょうか？
　静岡県で所得制限を設けているのは、沼津市くらいで
す。
　国の不妊治療の助成金は、令和３年１月１日以降に終了
した治療は、所得制限が撤廃になり支援を拡充してくれて
います。
　不妊治療は、実際とてもお金がかかるからです。
　共働きでも不妊治療費を払いながらの生活を送るのは金
銭的に苦しく、そういう方はたくさんいます。富士市の支援
策はとても手厚く羨ましく思います。沼津市には子育て支
援にもっと力をいれていただきたく、すぐにでも所得制限の
緩和して欲しいので見直ししてください。

　沼津市の不妊・不育症治療費助成制度は、不妊・不育症治療費の一部助成を行うことで治療を
行っているご夫婦をサポートすることを目的として実施しております。
　市町によって制度内容に違いはあり、当市の制度は静岡県の特定不妊治療費助成制度にならい
所得制限を設けておりますが、国の制度改正を受け、所得制限撤廃に向けた準備を進めておりま
す。
　制度改正を行った場合は、市ホームページ等でお知らせさせていただく予定です。
　今後も皆様からいただくご意見を参考に、また、国・県等の動向も注視しながら、これからの望まし
い制度のあり方について検討を進めてまいります。

健康づくり課

          令和３年２月分「市民の声」

7



　

受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

9月15日 9月30日 予防接種・予防接種券
　B型肝炎3回目、1歳までの予防接種券の期限が1週間切
れてしまいました。実費5600円程度かかると言われまし
た。
　10か月健診の際に前の週にあった突発性発疹の発熱で
引っ掛かり受けられず、その翌月半ばには胃腸炎の発熱
で受けられず、体調が落ち着いたので予約しようとしたら期
限切れと病院に言われました。
　保健センターにも電話しましたが、何も、救済措置はない
のですね。コロナ禍で3月以降病院に行きにくい状況でも
あったのに。
　元々、予防接種のスケジュール管理のサポートが病院か
らも市からもないという印象でしたがとうとう失敗してしまい
ました。未熟な母である私が悪いのですが、、、。
　同じような人がでないことを祈って、何か変わればいいと
思って、声を上げさせていただきました。

　Ｂ型肝炎の予防接種は、予防接種法に基づく定期接種のため、接種対象者が国で決められてお
り、市において、独自に対象年齢を延長することができません。恐れ入りますが、ご理解をお願いい
たします。
　なお、予防接種のサポートですが、沼津市では皆さまの予防接種スケジュール管理を自動作成す
る「ぬまづ子育て応援団　モバイルサイト」を導入しており、接種忘れが無いようにご利用いただいて
おります。
　この「モバイルサイト」は、接種時期にお知らせメールを配信し、予約日を入力していただくことで、
自動で予防接種スケジュールが作成されるものです。生後2か月に送付する予防接種券に登録に関
するチラシを同封しておりますが、この「モバイルサイト」では、様々な子育て情報もお知らせしており
ますので、お役に立つよう改めて、下記ＵＲＬにより　「ぬまづ子育て応援団　モバイルサイト」をご案
内いたします。
　なお、「ぬまづ子育て応援団　モバイルサイト」の登録に関して、チラシは同封しておりますが、今後
もさまざまな場面でPRに努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。
　「ぬまづ子育て応援団　モバイルサイト」http://numazu.city-hc.jp/
　≪モバイル専用≫　　　　　　　　　≪アプリ専用≫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａｎｄｒｏｉｄ　　　　　　ios用

健康づくり課

　　　　　令和２年９月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

8月14日 9月1日 マイナンバーカードの健康保険証利用申請
マイナンバーカードの健康保険証としての利用を申し込む
ためにはパソコンの条件があります。
確定申告ではその様な環境の人のために申告場所でパソ
コンを利用させてもらえます。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用申請ができ
る場所を市役所の中で作ってもらえませんか？

　現在、沼津市役所２階の市民相談センター前に、無料で市民の方々が利用できる端末機が設置し
てあり、マイナンバーカードを使った各種サービスを受けることが可能となっております。令和３年３月
開始予定となっているマイナンバーカードの健康保険証利用登録にもお使いいただくことができます
ので、そのご案内をさせていただくとともに、今後は利用可能な端末の増設等により利便性の向上に
努めてまいります。

（ ※9月8日より、沼津市役所1階国民健康保険課窓口前にマイナンバーカードの健康保険証利用申
請を行うことができる端末機を設置しました。）

国民健康保険課

　　　　　令和２年８月分「市民の声」

9



　

受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

5月22日 6月4日 住民に鼻呼吸を推奨して欲しいです
　コロナウイルスの感染拡大は落ち着いてきましたがまだ
予断を許さない状況です。第２波も懸念されていてその予
防策も急務となっております。そのための方策として住民に
鼻呼吸をおこなうようポスターやHP、CMなどで呼び掛けて
ほしいです。
　口呼吸をしていると空気が直接のどの中に入り込むため
鼻呼吸に比べて数倍感染リスクがあります。逆に感染者が
口呼吸をする場合でもウイルスがまかれる量は数倍になり
周囲の感染リスクが高まります。日本人は大人が7割、子
供が８割口呼吸をしていると言われています。もし、日本人
が全員口呼吸から鼻呼吸に変えれば感染ペースは格段に
低くなると思います。お手数ですが、ご一考の上返信くださ
るようお願いします。

　ご提案いただきました鼻呼吸については、現時点で国から具体的に推奨されているものではない
ため、その実践を促すことは考えておりません。
　新型コロナウイルス感染症の拡大につきましては、国の緊急事態宣言等の対応を経て、現在、落
ち着きを見せているものの、ご指摘のとおり、今後再び感染の拡大も想定される中、感染予防につい
て市民の皆様への情報提供に努めてまいります。

健康づくり課

　　　　　令和２年５月分「市民の声」
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受付日 完了日 件　名　・　内　容 対　　　　　　　　　　　　　　　応 担当課

4月13日 5月11日 こども医療受給者証
　毎月10月に更新され、色が変わっていますが、なぜ毎年
新しいものにするんですか。
　沼津市内、対象人数は多く郵送料や受給者証の印刷代
や封筒代など、額はそれなりかかっていると思います。
　高３卒業まで無料であれば、その年まで使えるものを発
行すれば毎年の手間が省けると思います。
（長泉町は毎年発行ではなく、Ｒ１８．３．３１までとかのもの
を発行している）

　こども医療費助成制度は、市の重要施策となる少子化対策の一環として、市を挙げて子育て世帯
を支援する制度です。信頼性を確保し、より適切な運営を図るため、不正や誤用には市として厳格に
対処しているところです。
　制度の適正化については、他の自治体の取り組みなどを参考に、これまでも検討して改善を重ね
ております。この度の受給者証の永年使用やコスト面につきましても検討した結果、未然に不正や誤
用を防ぐためには、年次更新によるチェックシステムが最も有効であるとの結論に至っております。
　今後におきましても、皆様のご提案などもいただく中で、さらに適正な制度となるよう努めてまいりま
す。

こども家庭課

　　　　　令和２年４月分「市民の声」
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