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マイナンバーカードが保険証として	
使えるようになります!

　皆さんは、マイナンバーカードをお持ちですか？
マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された
顔写真付きのカードです。住民票などの証明書をコ
ンビニで取得できたり、公的な本人確認書類として
利用できるなど、便利な機能がたくさんあります。

　このマイナンバーカードが2021年３月から、
保険証として使うことができるようになります。こ
こでは、マイナンバーカードを保険証として使う際
の疑問についてお答えしていきます。
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Q．	いつからマイナンバーカードを	
保険証として使えるようになりますか？

A．	健康保険証としての利用は、2021年３月か
らカードリーダーが設置されている医療機関・
薬局で利用可能となります。

Q．	普段通っているかかりつけ医でも、マイナンバー
カードでの対応が可能になりますか？

A．	2021年３月の利用開始予定時に、全国の医
療機関や薬局の６割程度、スタートから２年後
の2023年３月末には、おおむね全ての医療
機関や薬局での導入を目指しています。健康保
険証として使える医療機関や薬局には、ポス
ターやステッカーを掲示する予定です。
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Q．	マイナンバーカードを保険証として	
利用するためには、手続きが必要でしょうか？

A．	利用の際には事前登録が必要となります。
2020年度はじめから、政府が運営するオン
ラインサービスであるマイナポータルから登録
申し込みができるようになります。準備が出来
次第、マイナポータルに掲載します。

Q．	どんなことが便利になりますか？

A．	マイナンバーカードを保険証として利用すると、
６つのメリットがあります。

①健康保険証としてずっと使える！
就職や転職、引っ越しなどで、加入している健
康保険組合が替わり、保険証の切り替えが必要
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な場合でも、届出がしてあれば、新しい保険証
の発行を待たずに受診をすることができます。

②医療保険の資格確認がスピーディーに！
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保
険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付に
おける事務処理の効率化が期待できます。顔認
証付きカードリーダーの場合は本人がカード
リーダーに置く、汎用カードリーダーの場合は、
本人がカードリーダーにかざすとともに窓口職
員が目視でマイナンバーカードの写真と本人が
一致しているかを確認します。

③窓口への書類の持参が不要に！
システムを導入している医療機関・薬局では、
高額療養費の限度額適用認定証などの書類の持
参が不要になります。
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④健康管理や医療の質が向上する！
本人が同意すれば、薬剤情報や特定健診情報
を、医師等の有資格者が確認できるようになり、
より多くの情報をもとに診療や服薬管理をして
くれるようになります。この情報は、ご自身で
もマイナポータルから確認できます。

⑤医療保険の事務コストの削減！
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、
保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

⑥�マイナンバーカードで医療費控除も�
便利になる！

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情
報も確認できるようになります。確定申告でも、
マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、
医療機関等の領収書がなくても手続ができるよ
うになります。
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Q．	個人情報を管理する大事なものなので、	
持ち歩くのが少し心配です。

A．	カードが健康保険証として使えるようになって
も、受診歴や薬剤情報など、プライバシー性の
高い情報がカードのICチップに入ることはあ
りません。万が一、紛失などした場合は、マイ
ナンバー総合フリーダイヤルで、24時間365
日体制でカードの一時利用停止を受け付けてい
ます。
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　厚生労働省のホームページでも、マイナンバーカー
ドの保険証利用について詳しくご案内しています。

「マイナンバーカード　保険証」で検索してみてく
ださい。

　マイナンバーカードに関するお問合せは、

マイナンバー総合フリーダイヤル　
0120－95－0178 へどうぞ。

　マイナンバーカードはこれから、ますます便利に
なります。ぜひお早めのお申し込みと、お知り合い
へのご案内をよろしくお願いします。
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2022年４月１日から、	
成年年齢は18歳になります!

　2018年６月に民法の定める成年年齢を18歳に
引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正
する法律」が成立し、改正法が施行される2022
年４月１日から、成年年齢は18歳になります。こ
こでは、成年年齢引下げで変更されることや、それ
に伴う疑問についてお答えしていきます。

Q．	なぜ、成年年齢が	
18歳に引き下げられるのですか？
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A．	日本の成年年齢は、明治９年以来、20歳とさ
れていました。しかし近年になって、選挙権の
年齢が18歳になるなど、18歳、19歳の若者
を一人前の大人として扱う政策が進められてき
ました。世界的にも、成年年齢を18歳とする
のが主流であり、こうした流れを踏まえ、成年
年齢が18歳に引き下げられることとなりました。

　 民法の定める成年年齢には、一人で有効な契約
をすることができる年齢という意味と、父母の
親権に服さなくなる年齢というふたつの意味が
あります。成年年齢の引下げは、18歳、19歳
の方の、自分のことを自分で決定する権利を尊
重するものであり、積極的な社会参加を促すこ
とになると期待されています。
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Q．	成年年齢の引下げによって、	
どんなことが変わりますか？

A．	18歳、19歳の方は、親の同意を得なくても、
様々な契約をすることができるようになります。
例えば、携帯電話を購入する、一人暮らしのた
めのアパートを借りる、クレジットカードの作
成や、ローンを組んで品物を購入する、といっ
たことができるようになります。

 住む場所、進学や就職についても、親の同意な
しに自分で決めることができるようになります
が、こうした重要な選択においては、親や学校
の先生の理解を得ることが大切なことに変わり
はありません。

 また、従来のように、親の同意なくして締結し
た契約を後から取り消すことができなくなるこ
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とで、悪徳商法などによる消費者被害の拡大も
懸念されており、政府全体で成年年齢の引下げ
に向けた環境整備にも取り組んでいるところです。

Q．	消費者トラブルに関する質問、困った時は	
どこに相談すればよいのでしょうか？

A．	消費者ホットラインの「1
い や や
88」では、地方公

共団体が設置している身近な消費生活センター
や消費生活相談窓口をご案内します。または日
本司法支援センターの窓口0570－0

お な や み な し
78374

（IP電話からは：03－6745－5600）にお
電話いただければ、法的トラブルの解決に役立
つ法制度や相談窓口を無料で紹介します。どち
らも通話料のみでご利用いただけますので、一
人で悩まず、お電話でご相談ください。
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Q．	女性の結婚できる年齢も変わると聞きましたが、
本当ですか？

A．	現在、結婚することができるようになる年齢は、
男性18歳、女性16歳とされていますが、今
回の改正では、男女とも18歳にならなければ
結婚することができなくなります。

Q．	お酒やたばこが解禁される年齢も	
18歳になるのですか？

A．	民法の成年年齢が18歳に引き下げられても、
お酒を飲んだり、たばこを吸ったりすることが
できるようになる年齢は、20歳のままです。
また、競馬、競輪、オートレース、モーターボー
ト競走などの公営競技の年齢制限についても、
20歳のまま維持されます。
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Q．	他にも年齢条件が今までと変わらないものは	
ありますか？	

A．	国民年金の加入義務が生ずる年齢は、20歳以
上のままとなっています。また、子供の養育費
については、「子供が成年に達するまで養育費
を支払う」との取決めが行われていた場合は、
成年年齢が引き下げられた後でも、取決めが行
われた時点の成年年齢が20歳であれば、従前
どおり子供が20歳になるまで養育費の支払義
務を負うことになると考えられます。

　今回は成年年齢引下げに関する概要をお伝えし
ましたが、法務省のホームページや政府インター
ネットテレビでも詳しくご紹介しています。「法務
省　成年年齢」で検索してみてください。
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「消費者団体訴
そ
訟
しょう
制度」を	

ご存じですか？

　私たちが消費者トラブルにあった時、被害者であ
る消費者個人が、加害者である事業者を訴えようと
しても、情報量や交渉力などには大きな差があり、
訴訟には時間や費用、労力がかかることから、泣
き寝入りしてしまう可能性があります。また、個々
のトラブルが回復されても、同じようなトラブルが
なくなるわけではありません。

　このような場合に、事業者に対して、内閣総理大
臣から認定された適格消費者団体や特定適格消費者
団体が、不特定多数の消費者の利益を擁

よう
護
ご

するため
に不当な行為の差

さしとめ
止請求をしたり、消費者に代わっ

て財産的被害の回復を求めたりすることができる制
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度が、「消費者団体訴訟制度」です。

　この制度の概要や、どのようなケースで制度が活
用できるのかについてご紹介します。

Q．	「差止請求」とはどのような制度ですか？

A．	事業者が、「商品やサービスの重要事項につい
て嘘を言う」などの不当な勧誘、「契約後のキャ
ンセルは、いかなる理由があってもできない」
などの不当な契約条

じょうこう
項、商品やサービスが実際

より優れた内容であるかのような不当な表示な
どを行った場合に、適格消費者団体が、その不
当な行為をやめるように求めることができる制
度です。事業者が不特定かつ多数の消費者に対
して不当な行為を行っている、または、行うお
それがあるときが対象となります。
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 「適格消費者団体」とは、法律で定められた一
定の要件を満たし、差止請求を行うのに必要な
適格性を有していると内閣総理大臣が認定した
団体で、全国に21団体あります（令和２年３
月末時点）。

Q．	差止請求はどのように行われますか？	

A．	以下のような流れになります。

 1. 消費者からの情報提供により被害情報を 
 収集・分析・調査

 2. 事業者に対し、業務改善を申し入れ 
 （裁判外交渉）

 3. （交渉不成立の場合）事業者に対し、 
 提訴前の書面による差止請求
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 4. 適格消費者団体による裁判所への訴えの 
 提起

 5. 判決、または和解

Q．	不当な行為を見つけたときはどうすれば	
いいですか？	

A．	まずは、消費生活センターや消費生活相談窓口
に相談をしてください。消費者ホットライン（局
番なし1

い や や
88）で、身近な相談窓口をご案内し

ます。また、あなたと同じような被害を防ぎた
いという場合は、適格消費者団体に情報提供を
お願いします。
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Q．	「被害回復」制度とは？

A．	特定適格消費者団体が消費者に代わって被害の
回復を求めることができる制度です。事業者の
不当な行為により、多数の消費者に共通して財
産的な被害が発生した時に、特定適格消費者団
体が多数の消費者に代わって行います。

 「特定適格消費者団体」とは、法律で定められ
た一定の要件を満たし、被害回復の裁判を行う
ために必要な適格性を有するとして内閣総理大
臣から認定された団体で、全国に３団体ありま
す（令和２年３月末時点）。

Q．	被害回復はどのように行われますか？	

A．	被害回復は２段階型の訴訟になっています。
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１段階目：
 特定適格消費者団体が、事業者の金銭支払義務

の確認を求めて訴訟を提起します。その結果、
判決や和解などで事業者の支払義務が確定され
ます。

２段階目：
 特定適格消費者団体から対象となる消費者に対

して、手続への参加の呼びかけが行われます。
その呼びかけに応じて手続に参加した消費者に
ついて、返金額が確定されます。

　 このように２段階型の訴訟になっているのは、
消費者が手続に参加しやすいようにするためで
す。事業者からお金を取り戻すことができるか
分からない段階では、消費者は参加をためらっ
てしまいます。そこで、本制度では２段階目の
手続から消費者が参加することができるように
なっています。
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Q．	被害回復の対象になるのは？

A．	消費者と事業者との間で締結される契約に関し
て、被害を受けた消費者から事業者に対して一
定の金銭の支払請求権が生じるものが対象とな
ります。

 最近では、大学入試において、事前の説明をす
ることなく女性の受験生や浪人生の得点調整を
行っていた大学に対して、特定適格消費者団体
が１段階目の訴訟を提起し、損害賠償として受
験料等相当額の支払義務などが認められたケー
スがあります。なお、この被害回復制度では、
慰謝料や治療費等は対象となりません。
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Q．	自分ひとりでも被害回復してもらえるのですか？

A．	同様の被害が多数発生している場合、特定適格
消費者団体が必要と判断したときは、お金を取
り戻すための手続をおこなってくれます。特定
適格消費者団体に相談してみてください。個別
の解決を希望されるときは、消費者ホットライ
ン（局番なし1

い や や
88）へご相談ください。
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　消費者団体訴訟制度を活用することで、消費者の
被害を未然に防いだり、被害の拡大を防止したりす
ることに繋がる可能性があります。事業者による不
当な勧誘や契約条項、または不当な表示を見つけた
ときは、適格消費者団体や特定適格消費者団体に情
報提供をお願いします。

　「消費者団体訴訟制度」についてのお問合せは、

消費者庁消費者制度課　
電話：代表番号�03－3507－8800�へどうぞ。

　適格消費者団体や特定適格消費者団体の問合せ先
などの最新情報は、消費者庁のウェブサイトをご覧
ください。
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沖縄の今		
～沖縄振興の歩みとこれから～

　成長するアジアの玄関口に位置し、きれいな海、
独自の文化、歴史を感じる史蹟など、観光地として
も魅力満載の沖縄。内閣府では、沖縄の有する歴史
的・地理的・社会的な事情を踏まえ、国の責務とし
て沖縄の振興に取り組んでいます。これら政府の取
組をご紹介します。

Q．	本土復帰からこれまでの道のりは大変だった	
ようですが、どのような事情があったのですか？

A．	先の第２次大戦では、沖縄は県民の約４人に１
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人が亡くなり、県土は大きく破壊されました。
また、戦争が終結した後も、1972年まで27
年間も占領が続き、本土復帰までの道のりは大
変長いものでした。そのような歴史的事情に加
え、本土から遠く、広い海域に多くの離島が点
在している地理的事情もあります。そして国内
の在日米軍専用施設・区域の約70％が集中し
ているという社会的な事情もあります。

Q．	国はどのように沖縄の振興に	
取り組んできたのでしょうか？

A．	政府はこれまで、沖縄を振興するための特別の
法律に基づき、特に本土との格差の是正に力を
注いできました。県民の生活のみならず、観光
や物流などの産業を支えるための、空港、港湾、
道路といった社会資本の整備などです。
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Q．	これまでの振興策による成果には具体的に	
どのようなものがあるのですか？

A．	例えば、ダムの整備によって、水道の環境が大
きく向上しました。それまでは毎年のように給
水制限、すなわち雨が少ない時期は水道の水を
思うように使えない、といったことが起きてい
ました。しかし、ここ25年以上、沖縄本島で
は1日も制限が発生していません。

 また、玄関口の那覇空港は、これまで滑走路が
１本しかなく、大変な過密状態でした。このた
め、２本目の滑走路の整備に取り組み、令和２
年３月に完成しました。これにより、飛行機の
発着回数が大幅に増え、観光客の増加のみなら
ず、物流を始めとする沖縄の産業の発展につな
がることが期待されています。
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Q．	課題はどのようなものがあるのですか？

A．	沖縄の一人当たりの県民所得は依然、全国最下
位です。また、特に若い人の失業率が高い水準
にあります。さらに、子供の貧困の問題も指摘
されています。沖縄では子供の貧困率が全国平
均の約２倍と言われており、沖縄の将来を担う
子供達に対し、貧困の連鎖を断ち切ることが大
変重要な課題です。

Q．	沖縄振興のための制度や仕組みは、	
どのようなものがあるのですか？

A．	例えば、「一括交付金」という制度があります。
令和２年度予算で約1千億円が計上されていま
す。これは、国がお金の使い方を細かく決める
のではなく、沖縄県や市町村が自主的な選択で
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沖縄振興に役立つ事業を実施することができる
予算です。補助金の一種ですが、自由度がかな
り高い、沖縄にしかない制度です。

Q．	具体的にどのような事業に使われていますか？

A．	一例を挙げますと、高校生用の寮の整備があり
ます。沖縄では高校がない離島がほとんどで、
多くの生徒は高校に合格して島から沖縄本島に
出てくる際に、これまでは親戚の家にお世話に
なったり、自分でアパートを借りたりすること
が多くありました。その際には、親も一緒に島
から出てくることもあったのですが、この寮が
整備されたことによって、経済的にも負担が少
なく、食事も含めて安心して生活できる場所が
でき、大変喜ばれています。現在、120名近
くの生徒がこの寮で生活しています。
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Q．	他にはどのような取組があるのですか？	

A．	米軍基地の跡地利用も今後の重要な仕事です。
日米両政府の合意に基づき、今後約１千ヘク
タールもの広大な米軍基地が返還されること
になっています。これは東京ドームでいえば
200個分以上の広さになります。この広大な
土地を沖縄のためにどのように活かしていくか、
沖縄県や地元市町村と一緒に考えていきます。

 また、令和元年10月の火災によって焼失した
首里城についても、その復元に向けて、政府と
して責任を持って取り組んでいきます。
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　沖縄が本土復帰してからここまで発展するため
に、政府はいろいろな方面で沖縄振興に取り組んで
きました。まだ多くの課題がありますが、一方で、
今後に目を向ければ、子どもの生まれてくる率は日
本一高く、また成長するアジアの玄関口に位置する
ことなど、優位性や潜在力もあります。引き続き、
政府は沖縄の発展のために力を尽くしてまいります。

　沖縄振興策に関するお問合せは

内閣府政策統括官（沖縄政策担当）室
電話　03－6257－1680�へどうぞ。
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