
平成28年3月4日 
南砺市 

となみ衛星通信テレビ株式会社 

マイナンバーカードを利用した 
「子育て支援事業」の取り組みについて 
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南砺市の紹介 
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１．南砺市の紹介 

 本市は、富山県の南西端に位置し、面積は668.86平方キロメートル（東西
約26キロメートル、南北約39キロメートル）で、そのうち約8割が白山国立公
園等を含む森林であるほか、岐阜県境に連なる山々に源を発して庄川や小
矢部川の急流河川が北流するなど、豊かな自然に恵まれています。 
 北部は砺波市と小矢部市、東部は富山市、西部は石川県金沢市と白山市
、南部は1,000メートルから1,800メートル級の山岳を経て岐阜県飛騨市や白
川村と隣接しており、市北部の平野部では、水田地帯の中に美しい「散居村
」の風景が広がり、独特の集落景観を形成しています。 
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人口 

住民基本台帳人口：５３，０７４人  
  うち外国人数：   ６７１人 

人 口 

１７，７５１世帯 世帯数 

面 積 ６６８．８６ｋ㎡（琵琶湖とほぼ同じ） 

●高齢化率（６５歳以上）：３４．１％ 

●産業別就業者割合 第１次産業： ６．７％ 
 （H22国勢調査）        第２次産業：３８．７％ 
          第３次産業：５４．６％ 

●製造品出荷額等：２３１９億円（H24工業統計） 

●年間商品販売額： ４８６億円（H24経済センサス） 

（H28.1.31現在） 

その他 

南砺市の概要 
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五箇山（相倉・菅沼）の合掌造り集落 
世界遺産1995年12月～ 
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独居老人 

病院 

民間企業 

公民館 

消防防災 

大都市の家庭 

サポートセンター 
        （協議会） 

庁舎 

庁舎 

地元商店 

NPO・福祉団体 

③そくさいネット 
ふれｉＴＶ 

商業サービス 

遠隔デイケア 

遠隔デイケア 
遠隔行事 

防災情報 
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JA 

地域公共ネットワーク 

少子高齢化の 
著しい集落等 

②地域ＩＣＴ 遠隔医療 

コンサルテーションシス
テム 

診療所 

南砺市コミュニケーションの新しいかたち 

①対面型オフィス連携システム（H21） 

既存のＰＣを活用して海外や大都市圏企
業等とＴＶ会議で結び、直接対面と同様
の打合せを可能にし、企業の基盤強化や
業務効率の向上等を図り、地域産業の
活性化を推進。 

②遠隔医療コンサルテーションシステム（H22） 

南砺市医療ネットワークと電子カルテ
システムを利用し、遠隔コンサルテー
ションを実施する。専門的な医師不足
を病院の専門医が診療所の医師を支
援しながら診察することで解消する。 
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◆総務省×南砺市のＩＣＴ利活用事業 

サポートセンター 

一時窓口としてのサポートセンター 
をＴＳＴに設置する。 
 
ユーザーに対し、使い方のサポー 
トや、具体的なケアを行う団体へ 
連絡を引き継ぐ業務を行う。 

利用する端末とソフトウェア 

・緊急情報の通知 
・お知らせを自動で読み上げる機能 
・単純な操作でビデオ通話が可能 
・ラジオやメール見守り、買い物も 
・タッチパネルでメニュー厳選 
・PCやAppleからでも遠隔通話可能 

設置数（山間過疎地域中心に） 
高齢者等世帯 (350台)→約700台 

(ふれiTV) 

< ビデオ電話端末 →  Ⅱへ 
    防災・連絡機能強化 ＞    

③そくさいネット「ふれiTV」システム 

（H23～）→ 「ふれiTVⅡ」へ進化 

(ふれiTVⅡ) 

①対面型オフィ
ス連携システム 



南砺市での子育て支援事業の全体像 
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なぜ親子支援ポータル？ 
 

・出生数の減少、育児経
験の少ない世代、子育て
に自信が持てない 
・子育ての悩みや不安が
多い、相談できる人がい
ない、相談場所が分から
ない 
・産後うつや児童虐待の
危険      
・子育て情報が手軽に得
られる反面、必要な情報
やサービスを選択できな
い。 

 

 
★市から、信頼できる情
報をタイムリーに配信 

・親子の健康管理に活用 
・親としての自覚、児へ
の愛着形成に結びつける 
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南砺市「なんとすこやか親子支援事業」 

南砺市母子保健事業 

母子健康手帳の交付 

妊娠届出時アンケート 
妊婦健診 

新生児・乳児家庭全戸訪問 

乳幼児健診・教室・養育支援訪問 

（新）イクメン応援事業父子

（父子手帳配付・イクメンセミ
ナー） 

子育て支援プラン 
コーディネート 

 

【目的】 
●安心して子どもを産み育てられる 

●適齢期に、産みたい人が産める 

●虐待が予防できる 

こども課 
 （要保護児童対策協議会等） 

保育園・子育て支援センター 

福祉課・ 児童相談所 

 ワンストップの予防的な支援をめざす！ 

すこやか親子支援センター 
 福光保健センター 

健康課・平保健センター 

（新） 
産後ケア
事業 

（新） 

おっぱい 

相談事業 

（新） 
すこやか親
子相談事業 

（新）母子保健コーディネーター等 

管理栄養士 助産師 

保健師 

妊婦訪問（新）全初妊婦訪問 

不妊治療費助成 

任意風しん予防接種費助成 

（新）出産支援交通費助成 

（新）すこやか親子支援ポータル 
 

目的:楽しい子育て、安心感の
醸成、育児の協働化 

  ○子どもの成長や育児記録 

  ○育児の協働化 

  ○離乳食実践等の動画配信  

  ○健診・予防接種等の案内 

  ○感染症情報 

親子・家族 

産み育てやすい子育て環境づくり 

思春期教育 

<市施策全体> 
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南砺市として今回の事業で期待する事 
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本事業の目的 

・父親の育児参加を促す支援効果 

   南砺市では、平成２７年度から妊娠の届出時に妊婦への「母子
健康手帳」の交付に合わせ、父親としての自覚と育児への積極的
な参加を促す目的で「父子手帳」も配付している。 

  母親と父親のマイナンバーカードで認証を行うことで、児の成長記
録の確認や、出産・子育てに合わせた市からの支援サービス（健
診・予防接種・教室等）の情報を両親で共有できることで、父親も
楽しみながら積極的な育児参加が可能となり、子育ての協働、母
親の育児負担の軽減が期待できる。 

・マイナンバーカードとの連携効果 

   南砺市では、住基カードを印鑑証明の発行など多目的利用を
図っており、カードの発行率は６０％を超えている。この数値は全
国でもトップクラスであり、マイナンバーカードについても今後高い
発行率が期待できる。今回の母子健康手帳の電子化は育児支援
分野における普及が期待でき、今後はさらに学童へと、子育て世
代の利用へと拡大を図ることにより、マイナンバーカード発行率向
上にもつなげていきたい。 
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本事業の実施効果 

• 保健事業の効率化と経費節減効果 

   本事業の実施による直接的効果としては、これまで保健セ
ンター職員が予防接種率向上にために実施してきた乳幼児
健診における案内等の接種勧奨費用、受診の呼びかけに要
する時間、臨時保健師賃金等の削減できる。 

 

・予防接種率向上による医療費抑制効果 

   間接的効果としては、予防接種率の向上により未接種者
が罹患するリスクが低減され、将来的な医療費の抑制につ
ながる。さらに、健康診査記録や予防接種記録はアレル
ギー対策など、今後の医療分野におけるビックデータへのさ
らなる横展開が期待できる。 
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今後の展開予定（南砺市） 

• 本ポータルの運営を担うサポートセンターの体制を整備し、
ポータルの新規利用者の獲得や、既存利用者の要望に応え、
利用者数の維持・増加につなげる。   

• 本ポータルの普及に向けたインセンティブを検討し、利用率
の向上を図る。 

• 対象児を未就学児から就学児へと拡大することにより、子ど
もの成長に合わせ、継続して利用できるシステムを目指すこ
ととし、そのための庁内・関係機関の連携会議を組織する。 

• 先ずは、市内の小児科を標榜する医療機関との情報の連携
体制を構築する。 

• 本市における成果事例を基に、他の自治体への横展開を図
る。 
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今回の親子支援事業 
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マイナンバーカード活用による「なんとすこやか親子支援事業」  

事業概要 妊娠・出産・子育て期の切れ目ない包括的な相談・支援体制の整備を目的として、
鳥取県米子市でのＣＡＴＶの「共通的個人公的認証」とＳＴＢ（セットトップ
ボックス）を活用したマイナンバーカード認証機能の横展開および群馬県前橋市
で用いられた一般社団法人ＩＣＴまちづくり共通プラットフォーム推進機構が提
供する『母子健康ポータル』のクラウドの機能を横展開することにより、母子手
帳情報の電子化、健診・教室・予防接種の案内等、対象となる子どもの月齢や年
齢に応じて、保健センターから柔軟で的確な情報配信を行う。 

JPKI 
認証機
能 

ＣＡＴＶの共通的個人公的認証 
クラウドプラットフォーム 

JPKI 
認証 

市役所・保健センター 情報配信 
クラウドシステム 

親子支援ポータル 
 

妊婦～就学前までの間の健康管理情報
や子育て支援情報を、月齢・年齢に応じて
柔軟に管理・配信 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

機能① 乳幼児健康診査や予防接種記
録・管理 

機能② 各種サービス、教室等情報配
信 

機能③ 電子お薬手帳機能 
     （「ポケットカルテ利用） 

情報入力 

情報配信 

親子支援ポータル 

母子手帳 
情報 

お薬手帳 
情報 

お知らせ 

      7/13（月）乳幼児健診のお
知らせ 

新着 

マイナンバーカードによる個人認証 

情報配信 

総務省報道発表資料より抜粋 
参考リンク： 
http://www.soumu.go.jp/main_content/000368244.pdf 
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プロジェクト推進体制 

となみ衛星通信テレビ㈱ 

・ プロジェクト全体の意思決定・企画・進行管理の補助 

・ 米子市および前橋市の事例の調査研究、ノウハウの吸収と利活用 

・ 市民向け説明会の開催、実際の機器設置、利用方法説明の実施 

南砺市 

・ プロジェクト全体の意思決定・企画・進行管理 

・ 市の総合戦略との整合調整 

・ マイナンバーカードの発行と利用促進の市民への呼びかけ 

NPO法人日本サスティナブル 

コミュニティセンター 

・ 個人認証基盤と「ポケットカルテ」の連携機能の開発 

・ 親子支援ポータルとの連携機能の開発 

日本デジタル配信㈱ 

・ 米子市事例の個人認証基盤との連携機能の開発 

・ 前橋市事例のクラウドシステムとの連携機能の開発 

・ ケーブルSTB上で利用可能な親子支援ポータルの 

  基本機能の開発 

一般社団法人ＩＣＴまちづくり共通プラットフォーム推進機構 
（群馬県前橋市） 

中海テレビ放送 
（鳥取県米子市） 

プロジェクト推進体制 

連携および機能・ノウハウ提供 連携および機能・ノウハウ提供 
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仕組みと機能 
【デモンストレーションによりご覧いただきます】 
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① 利用申し込み・サービス利用のための初期設定 

② 日常的な利用 



南砺市「親子支援事業」の概要図 
（総務省の補助対象外事業も含む事業全体像） 

情報配信 

親子支援ポータル 

母子手帳 
情報 

お薬手帳 
情報 

お知らせ 

      7/13（月）乳幼児健診のお知らせ 新着 

JPKI 
認証
機能 

ＣＡＴＶの共通的 
個人公的認証機能 

スマホ・PC等の一般的機器 
（個人認証機能無し） 

CATVのSTB（セット・トップ・ボックス） 
（マイナンバーカードによる 
個人認証機能有り） 

一般的な子育て支援情報の配信 

個人情報に基づく情報配信 
• 母子健康手帳上の情報 
• 検診、教室、各種情報 
• 薬歴管理  などなど 
 【プッシュ通知機能有り】 

南砺市・保健センター等 

母子・父子手帳 

病院での検診・診断結果やお薬処方の情報 

診断・検診結果 
情報等の書類 

市職員による 
適正かつ確実な 
情報入力 

配信サーバー 

総
務
省
補
助
の
範
囲 

※現在進行中のプロジェクトであり変更の可能性があります。 

南砺市「子育て支援総合 
情報ウェブサイト 
（すこやかひろばinなんと）」 
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仕組みと機能 
【デモンストレーションによりご覧いただきます】 

19 

① 利用申し込み・サービス利用のための初期設定 
② 日常的な利用 



利用申込み（市役所窓口） 
 

利用申込書兼同意書 

市役所または保健センター窓口にて、利用規約・個人情報
の取り扱いについて説明し、利用申込書に記入いただく。 
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利用申込み 

南砺市役所・保健センターの窓口 

利用規約 個人情報取扱要項 

利用希望者 

となみ衛星通信テレビ 

利用申込書をもとにID（9桁）とパスワード（8桁）を発
行、利用者へ郵送。 
機器の設置工事や操作説明も実施。 

ID・パスワード通知書 専用STB 

利用申込 

・IDパスワード通知書発送 
・利用者宅へ機器の設置・説明 



サービス利用のための初期設定 
 

ID・パスワード入力画面 

マイナンバーカードの新規登録方法 
①カードリーダーにマイナンバーカードをかざす 
②マイナンバーカード新規登録ボタンを押す 
③なんとすこやかタウンのID・パスワードを入力 
④マイナンバーカードの利用者証明書暗証番号を入力 
⑤お客様情報を確認し、登録ボタンを押す 

登録完了画面 
21 

初期設定 

署名用電子証明書の暗証番号入力画面 



仕組みと機能 
【デモンストレーションによりご覧いただきます】 
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① 利用申し込み・サービス利用のための初期設定 

② 日常的な利用 



仕組みと機能（マイナンバーカードでの認証方法） 
 

カード認証画面 

マイナンバーカードでの認証方法 
①カードリーダーにマイナンバーカードをかざす 
②なんとすこやかタウンに利用者証明用の暗証番号を 
 入力しログイン 
③なんとすこやかタウン（TOP画面） 

 
 

4桁の暗証番号を入力 

なんとすこやかタウン（ポータルTOP画面） 23 

日常的な利用 



仕組みと機能（ポータル、お知らせ画面） 

なんとすこやかタウン（ポータルTOP画面） 

お知らせの詳細情報画面 
お知らせ一覧画面 

※新しい物（未読）はNEWと表示 

  ①なんとすこやかタウンTOP画面 
  ②お知らせ一覧を選択 
  ③お知らせ一覧の表示 
  ④お知らせの詳細の表示 
 

  ※各個人にあった情報を配信  
    （個人の検診情報などを配信） 
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日常的な利用 



仕組みと機能（母子健康手帳①） 

母子健康手帳TOP画面 

  ①なんとすこやかタウンTOP画面 
  ②母子健康手帳を選択 
  ③母子健康手帳TOP画面 
   
 

  ※母子健康手帳に記録されている 
   情報を電子的に記録、保管し、閲覧 
   することが可能。 
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日常的な利用 



全体の概要 

仕組みと機能（母子健康手帳②） 

母子健康手帳TOP画面 妊婦（胎児）情報 

子ども情報 

26 

日常的な利用 



TOPページ 

【成長のきろく入力】 
タイムラインに表示される、日記、写真、はじ
めての記念日を登録できる 

【タイムライン】 
日記、写真、はじめての記念日、健診の受
診情報、ワクチンの接種情報等を表示 

【予防接種予定日リマインダ】 
予防接種の予定日を登録すると表示される 

【登録している胎児情報】 
胎児の現在の週数、週数に応じたお役立ち
コメントを表示 

【市町村の妊娠や子育て情報】 
住んでいる市町村がHPで配信している妊娠
出産子育てに関する情報へのリンク 
 ※STVBでは非表示予定 

【登録している子ども情報】 
子どもの現在の月齢、月齢に応じたお役立
ちコメントを表示 

【市町村からのニュース】 
住んでいる市町村のHPで発信されている
ニュースを表示 

仕組みと機能（母子健康手帳③） 
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【登録している胎児情報】 
胎児の現在の週数や、週数に応じたお役立
ちコメントを表示 

【マタニティ体重グラフ】 
妊娠時体重に対する体重の増加を折れ線
グラフで表示。標準的な体重増加範囲に対
する現在のポジションを見ることができる。 

【胎児発育曲線「】 
妊婦健診時に撮影するエコー写真をもとに
推定する胎児の体重（EFW）の増加を折
れ線グラフで表示。標準的な体重増加範囲
に対する現在のポジションを見ることができる。 
 

胎児情報 
ページ 

【おすすめ動画】 
妊娠中に役立つおすすめの動画を表示 

【妊婦健診情報】 
最新の健診情報を表示。一覧から過去の
健診情報の閲覧も可能。市町村から連携さ
れる健診データもここから閲覧できます。 

【妊婦歯科健診情報】 
最新の歯科健診情報を表示。一覧から過
去の健診情報の閲覧も可能。病院から連
携される健診データもここから閲覧できます。 

【おすすめの読み物】 
妊娠週数に応じたおすすめの読み物を表示 

仕組みと機能（母子健康手帳④） 
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【子どもの健診情報】 
最新の乳幼児健診情報を表示。一覧から
過去の健診情報の閲覧も可能。市区町村
から連携される健診データもここから閲覧でき
ます。 
 

【おすすめの読み物】 
子どもの月齢に応じたおすすめの読み物を表
示 

【登録している子ども情報】 
子どもの現在の月齢や、月齢に応じたお役
立ちコメントを表示 

【乳幼児身体発育曲線】 
乳児・幼児の身長と体重の増加を折れ線グ
ラフで表示。標準的な身長と体重の増加範
囲に対する現在のポジションを見ることができ
る。 

【予防接種】 
予防接種の説明を読み、おおよその接種目
安日を見ることができる。接種予定日と接種
した日の登録をすることができる。 

子ども情報 
ページ 

仕組みと機能（母子健康手帳⑤） 
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実際の画面推移の説明（お薬手帳） 

お薬情報（ポケットカルテ）画面 初回起動時画面 

  ①なんとすこやかタウンTOP画面 
  ②お薬情報を選択 
  ③ログイン方法の選択画面にて新規登録を選択 
   （既にポケットカルテIDをお持ちの場合はID・パス 
    ワードを入力） 
  ④お薬情報（ポケットカルテ利用可能） 
 
※２回目以降は③の画面は出ず、④からすぐにご利用
いただけます。 
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今後の展開 

31 



今後の展開予定 

• 今回の弊社事業は、ICT街づくり推進事業で構築された、米
子市（認証プラットフォーム機能）および前橋市（アプリケー
ション機能）の取り組みを横展開する内容。 

• 平成26年度の総務省補正予算で、「なんとすこやか親子支
援事業」が採択され、今年度中の事業実施となっているが、
本事業は、南砺市モデルとして、来年度以降の横展開の検
討も可能。 

• そこで、JCTA内に、本事業の横展開を検討する専門タスク
チームを設置し、2月24日より他地域横展開の可能性につい
て検討を開始。 

• 現時点でのタスクチームには、秋田、松本、新居浜、福井、
高岡などの各ケーブル局にメンバーとなっている。 

• 横展開の実施可否を検討するタスクチームであり、実施がマ
ストではないので、今後も広くタスクメンバーを募っていく。 
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南砺市を含めた地元自治体と 
ケーブルテレビのこれまでの取り組み 

【参考】 
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【参考】地元自治体とのこれまでの取り組みと信頼関係 

地元自治体関との業務実績 
 （平成25年度～）そくさいネット「ふれｉＴＶⅡ」のシステム開発と運用・サポートを継続的に実施。 

（平成27年2月）総務省 放送・通信分野等における公的個人認証サービス民間活用実証事業 
• 日本デジタル配信株式会社・株式会社NTTデータとともに「CATVをユーザーインターフェイスとしたユー

スケース」において、南砺市様と協力のうえ、ケーブルテレビのSTBとマイナンバーカードの模擬カードで
の、公的個人認証を経由した南砺市施設予約システム認証の実証事業を実施 

その他、砺波広域圏事務組合のHPリニューアル業務委託や、防災情報ステーションの保守業務委託等、 
地元自治体と様々な業務を取組んでおります。 
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