
妊娠中・子育て中の
みなさんを応援します！

ICT街づくり推進会議 地域懇談会

会津若松市

母子健康情報サービス



地 理

福島県の西部に位置しており、磐梯山や猪苗代

湖などの豊かな自然に囲まれた、自然景観に恵

まれたまち。

産 業

国内有数の観光産業（鶴ヶ城、白虎隊等）

稲作を中心とした農業と酒、漆器等の地場産業

ＩＣ関連の最先端産業・ＩＴ関連産業の創設

会津大学

平成５年開学のICT専門大学。

先進のソフト/ハードウェアサイエンティスト養成を

目的、コンピュータ関連と英語教育に特徴
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2017年4月1日現在

人口 122,066 人

世帯数 49,415世帯

会津若松市の概要



会津若松市の課題と⽅向性

課題：⽣産年齢⼈⼝の減少

近年（リーマンショック以降）はファブレス・ファブライト化
等が進み、製造業等の⼯場誘致に対する過度の依存
への限界
会津⼤学（県⽴⼤学）の⼊学者数の6割が県外か
らの流⼊であるが、卒業⽣の8割が県外へ就職

会津若松市の
各種統計 平成20年 現在 変化率

⼈⼝ 129千⼈ 123千⼈ ▲5%
⽣産年齢⼈⼝ 79千⼈ 72千⼈ ▲9％
電⼦部品等製造業
従事者数※ 3967⼈ 1768⼈ ▲56%

電⼦部品等出荷額
※ 1032億円 425億円 ▲59%

１．会津⼤学というICT専⾨⼤学の存在

２．1２万⼈都市という実証実験等をするにあたって適切な規模

３．豊富な⾃然エネルギーや第⼀次産業中⼼の都市

４．会津周辺地域は少⼦⾼齢化や過疎等の課題先進地

会津の特⾊・強み ※工業統計調査（経済産業省）より（現在の数値は平成24年度統計値）

ICTを使った実証実験や課題解決が可能

地⽅都市として典型的な産業構造と
典型的な課題

⇒実証地域として、地⽅創⽣のモデル都市となり、他の地域へ展開可能なモデルとなることを⽬指

スマートシティの推進 ＝さまざまな分野においてICTを活⽤した産業創出・⼈材育成

会津若松市の⽅向性
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■地域情報の⼊⼝として、個⼈の属性（年齢・性別・家族構成、趣味嗜好等）
に応じて、その⼈にとって必要な情報をピックアップして“おすすめ”表⽰。

■⾏政だけではなく、地域の企業などからの情報もあわせて提供。
■⾒やすい表⽰の仕組みを作ることで、より多くの⽅へ情報を伝達。

知りたいことに応じて情報が届く「会津若松＋(プラス)」

※画⾯はイメージです。

一人ひとりに必要な情報を

「会津若松＋」が積極的に

提示

＝自分専用のウェブページ

自分の趣味嗜好や
家族構成を理解して、
情報収集をしてくれる

”一流の秘書”
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（例）
⼦どもの
いらっしゃる
主婦の⽅

予防接種のお知らせや、
⼿続きが通知される。

将来は、カレンダーから受診⽇を
予約する、といったことも検討・・・

※画⾯はイメージです。

会津若松＋で必要な⽅に必要な情報を配信
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2025年問題と今後の対策の検討 〜市健康福祉部の検討〜

⽇本の⼈⼝構成は他国に類を⾒ないスピードで少⼦⾼齢化が進⾏し、「団塊の世代」が全
て75歳以上となる2025年には、超⾼齢社会を迎え社会保障費関係⽀出が増加する⼀⽅、
⽀えてとなる⽣産年齢⼈⼝は⼤幅に減少する⾒込み。
そのため、平成25年以降、健康福祉部内各課のグループリーダー（係⻑相当職）が定期
的に集まり「2025問題と今後の対策」を検討してきた。

2025年問題に向けて

○地域福祉の推進
・地域福祉計画の策定
・地域のリーダー育成
・⾒守り、⽀え合い機能の強化
・地域における交流拠点の充実
○健康づくりの推進
・特定健康診査、がん検診の
受診率向上への取り組み
・⺟⼦、若年層からの健康づくり

必要と考えられる対策
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■地域情報の⼊⼝として、個⼈の属性（年齢・性別・家族構成、趣味嗜好等）
に応じて、その⼈にとって必要な情報をピックアップして“おすすめ”表⽰。

■⾏政だけではなく、地域の企業などからの情報もあわせて提供。
■⾒やすい表⽰の仕組みを作ることで、より多くの⽅へ情報を伝達。

知りたいことに応じて情報が届く「会津若松＋(プラス)」

※画⾯はイメージです。

一人ひとりに必要な情報を

「会津若松＋」が積極的に

提示

＝自分専用のウェブページ

自分の趣味嗜好や
家族構成を理解して、
情報収集をしてくれる

”一流の秘書”
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（例）
⼦どもの
いらっしゃる
主婦の⽅

予防接種のお知らせや、
⼿続きが通知される。

将来は、カレンダーから受診⽇を
予約する、といったことも検討・・・

※画⾯はイメージです。

会津若松＋で必要な⽅に必要な情報を配信
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JPKI認証

実施団体 福島県会津若松市

事業概要 マイナンバーカードの活用を想定した母子健康支援の成果事例（群馬県前橋
市）を活用して、マイナンバーカードの公的個人認証機能を利用した母子健康
情報ポータルを構築し、安心かつ利便性の高い母子健康・子育て環境を効率的
に実現する。

ログイン

マイナンバーカードの
公的個⼈認証機能を
本⼈確認に利⽤

市役所
⼊⼒・参照

健康情報
クラウドシステム

⺟⼦健康情報
健康診断情報 等

JPKI認証基盤

⼦育て家庭

⺟⼦健康情報ポータル

データ連携

JPKI
問合わせ

妊婦から3歳半までの⺟⼦を中⼼に、
ICTを活⽤し、利便性を向上させた、⺟
⼦健康の管理・記録等が可能なサービス
を構築。主な機能は以下の通り。

①妊婦及び幼児の⾝⻑・体重等の推移
②予防接種の受診状況の表⽰及び予
防接種カレンダーを受診状況に合わせ
て提案/表⽰

③周産期及び幼児期の育児に関する各
種サービス、イベント、情報等の配信

TOPIC及び前橋市

マイナンバーカードを利⽤した⺟⼦健康情報ポータル

横展開の知⾒
及びアドバイス 等
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会津若松市⺟⼦健康ポータルの概要

会津若松＋
（⺟⼦健康ポータル）

健康かるて
（市の健康管理システム・個⼈の健診結
果などのデータが保管されている）

基幹系システム群
（住⺠情報や健康福祉システム、

ＧＩＳ等の基本情報）

スマホアプリ

Webページで公開 スマホアプリで公開

公的個⼈認証 JPKI

会津若松市 TOPIC

J-LIS

平成28年度ICTまち・ひと・しごと創⽣事業に
よる構築範囲

健診結果等データ

医療機関等
セキュアＤＢ

（データ連携⽤のセキュリティクラウド）

きびたんネット
（福島県EHR基盤）

IoTヘルスケア
（会津若松市PHR基盤）

データを⼿⼊⼒

連
携
検
討
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2017年2⽉下旬より⺟⼦健康情報サービス開始

※アプリと母子健康手帳は
併用して利用
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⺟⼦健康情報サービス 利⽤者登録フロー

①妊娠届出書

市役所
②妊娠届の提出

③⺟⼦⼿帳の交付

③⺟⼦健康情報
サービスの案内

④⾃宅PC/その場で申込書(電⼦）申請
※プラス未登録の場合はプラス新規登録し申請

登録フォーム
・本⼈同意
・利⽤規約
・個⼈情報取り
扱い
・⼦供の情報

⑤プラスログインID/PSS発⾏（未登録者）

⑤申込者リスト
（CSV等）

会津若松プラス

市が管理する
セキュアＤＢ

（連携サーバー）

健康管理ＤＢ
（既存：健診情報等）

⑥申込者情報
抽出・登録

• 市担当者により、⺟⼦健
康情報と申込者情報の
マッチング確認、両データの
紐づけ

• 市役所内に登録⽤端末を設置
（ Windowsタブレット2台、
デスクトップ1台）

• 窓⼝職員が登録を⽀援

• マイナンバカードを使う場合はPC
が必要
→カードリーダーを貸し出し ⑦データ準備OK通知
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⺟⼦健康情報ポータルガジェット（ＰＣでの利⽤）

②会津若松プラスへログイン①会津若松プラスへアクセス

• ユーザーは会津若松プラスへアクセスする
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③会津若松＋でログイン

④マイナンバーカード情報を読込

⺟⼦健康情報ポータルガジェット（ＰＣでの利⽤）
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⑤署名/利⽤者証明連携

J-LISTOPIC

• マイナンバーカード情報（署名/利⽤者
証明書）をTOPICへ連携

• TOPICからJ-LIS間へ本⼈認証のための
証明書情報等を送付

• J-LISで認証を⾏い、結果を返却する

⑥結果返却

⺟⼦健康情報ポータルガジェット（ＰＣでの利⽤）
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TOPIC
⑦結果返却

• TOPICから認証結果の返却

⑧認証情報を基に⺟⼦情報問い合わせ

• 認証結果を受け取る
• 認証済情報を基にセキュアクラウドへ連携を⾏う

⺟⼦健康ガジェット

※利⽤開始にはマイナンバーカードと
カードライターが必要です

利⽤開始の
準備が
できました

⺟⼦健康情報ポータルガジェット（ＰＣでの利⽤）

認証情報を基に
セキュアクラウドに対して、
データ取得のリクエストを⾏う
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市

⑨⺟⼦情報返却

• セキュアＤＢからプラスへ、対象ユーザー
の⺟⼦情報を提供

⑩ガジェット表⽰

• セキュアＤＢからの⺟⼦情報を基にガジェットを表⽰する

市が管理する
セキュアＤＢ
(連携サーバー)

⺟⼦健康情報ポータルガジェット（ＰＣでの利⽤）
母子健康情報について会津若松プラスでのガジェットで情報提供。
※個人認証のため、閲覧に際しては毎回マイナンバーカード認証が必要となります。
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認証においては会津若松プラスのIDを利用する。

※マイナンバーカードによる個人認証の代わりに、市健康増進課窓口での本人確認・利用申請が
必要です。

スマートフォンアプリでの利⽤

アプリストアから専⽤アプリを
ダウンロード（無料）

スマホにアイコンが表⽰ アプリを起動して、
利⽤申請時に配付される
QRコードをアプリで読み取り

⺟⼦健康情報が起動
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予防接種スケジュール
お知らせで接種忘れを
防止

パパはもちろん、
おじいちゃん、おばあ
ちゃんも情報シェア

市が保有する乳幼児健
診や予防接種の記録と
連携

妊娠週数・月齢に合わ
せた市からのお役立ち
情報を提供 (近日提供)

市のＨＰより、健康・
子育て関連の情報を
ピックアップしてお届
け

日々の成長を記録（文
字入力、写真掲載、記
念日スタンプ）

⺟⼦健康情報サービスの主な内容

※会津若松プラスへの登録が必要です。
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提供されるサービス

妊娠中の記録
妊婦健診情報の登録機能 妊婦健診の結果（数値／エコー等）、妊婦⻭科検診の結果を記録できる機能

各種グラフ機能 マタニティ体重、胎児発育曲線を⾃動的にグラフ化

⼦どもの成⻑記録

健診情報の登録・表⽰機能 ⼦どもの「健診受診⽇」「体重」「⾝⻑」等の各種健診結果を記録・閲覧できる機能

健診結果の⾃治体連携機能 乳幼児健診の結果が会津若松市からデータ連携される機能

各種グラフ機能 乳幼児⾝体発育曲線を⾃動的にグラフ化

⽇記・はじめて記念⽇の記録機能 ⽇々の成⻑を記録できる機能（テキスト⼊⼒、写真アップロード、はじめて記念⽇のスタンプ）

予防接種の⾃動スケジューラ機能 ⽣年⽉⽇、前回受診⽇に基づいて、次回受診⽬安⽇を⾃動でスケジューリングし、お知らせする機能

予防接種情報の登録・表⽰機能 接種ワクチンごとの予定⽇、接種⽇、ロットNo.等を登録できる機能

情報コンテンツ

お役⽴ちコメント機能 妊娠週数・⽉齢・年齢にあわせたコメントが表⽰される機能 （近⽇中に提供予定）

お役⽴ち読み物機能 妊娠週数・⽉齢・年齢にあわせた各種読み物が閲覧できる機能 （近⽇中に提供予定）

おすすめ動画機能 沐浴の⽅法、離乳⾷の作り⽅などを動画で紹介する機能

市町村のホームページ リンク機能 市町村のホームページ上で配信されている最新情報を、随時配信する機能

その他 家族間での共有機能 メインユーザーからの招待によって「マイブック」を家族間で共有できる機能

提供されるサービスは以下の通り。（予定含む）
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市の保有する母子健康情報をベースに、スマートフォンアプリ
ケーション上で情報を可視化して提供が可能。
予防接種の実施候補時期についてもプッシュ通知を実施。

スマートフォンアプリケーション画⾯イメージ
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スマートフォンアプリケーション画⾯イメージ
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