
 

令和４年９月 市長定例記者会見次第 

 

 

日時：令和４年９月 27日（火) 

午後４時 00分 

場所：市役所 共用会議室 305 

１ 開 会 

 

 

２ 会 見 

 

 

（１） 令和４年度 一般会計補正予算（第４号） 

 

 

（２） デマンド交通「あづみん」リニューアル 

 

 

（３)  「安曇野環境フェア２０２２」の開催 

 

 

（４） 公益社団法人日本地下水学会「2022年秋季講演会 松本大会」 

        シンポジウム「安曇野の水の流域ガバナンスの取り組み」発表について 

 

（５）  災害ボランティアセンターの設置及び運営等に関する協定締結 

 

 

（６） 母子手帳アプリ「母子モ」安曇野市版『あづみっこ すくすくナビ』運用開始 

 

 

３ 質 疑 

     

 

４ 閉 会 



プログラム（2日間共通）
移住セミナー 90分間
📣安曇野市の魅力📣自然保育📣空家の実情

10月７日（金）

移住セミナー 13：30～ 90分間
個別相談会 15：00～ 1組60分間

3組 3コマ

10/7申込フォーム
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📣自然の中でのびのび子育てをされたい方・・・市内の認定こども園の様子をお伝えします。

📣アウトドアがお好きな方・・・サイクリング、ラフティングなどアウトドアの魅力をお伝えします。

📣空家を移住後の住まいとして検討されている方・・・安曇野市の空き家対策についてお伝えします。

令和４年10月7日（金）・8日（土）
あづみのDays in 銀座NAGANO

（５階移住交流・就職相談スペース）

10月８日（土）

移住セミナー 10：30～ 90分間
ゲスト：あづみの移住大使 篠原信一さん

個別相談会 13：30～ 1組60分間
3組 3コマ

10/8申込フォーム

参加費：無料
定員：各日10組（1組2名まで）先着順 移住セミナーと個別相談会は別メニューとなります

事前予約制：申込フォームからお申し込みください。（令和4年9月14日（水）～30日（金））

お問い合わせ
安曇野市 市民生活部 移住定住推進課
電話 0263-71-2081 （平日8：30～17：15）
メール iju-teiju@city.azumino.nagano.jp

令和４年度 長野県地域発元気づくり支援金活用事業 安曇野市暮らし支援協議会HP

申込フォーム

ちょーどよいまち、あづみのへ移住!!

mailto:iju-teiju@city.azumino.nagano.jp


■会場

2022

信州 安曇野の魅力をお届け

【問い合わせ・申し込み】
安曇野市役所観光課 0263-71-20５３（直通）
長野県安曇野市豊科６０００番地
E-mail：kankokoryu@city.azumino.nagano.jp

安曇野市

天蚕振興会

インスタグラム

安曇野市

観光協会

インスタグラム

天蚕ワークショップ
in 銀座NAGANO

天蚕ワークショップ
in 銀座NAGANO

淡緑色で独特の光沢と優美な風合いを持つ、たいへん希少性なシルク

「天蚕」 意外と知られていない安曇野の天蚕の魅力をお届けします！

７日

東京都中央区銀座5丁目6-5
NOCOビル 1F・2F・5F

13:00～
１８：0０

銀座NAGANO
しあわせ信州シェアスペース

安曇野の観光情報を動画等
でお知らせします。

【日時】
７日（金）13：00～17：00 

８日（土）10：00～17：00 

【会場】
5階 移住交流・就職相談

コーナー

2階 イベントスペース

（7日のみ）

穗髙神社「安曇野神竹灯」

定員：１０人

５クラス（１クラス２人）に分かれ

時間をずらして行います。

所要時間：約60分

参加費：1,000円

天蚕ワークショップ＆天蚕製品の展示・販売

定員：16人

４クラス（１クラス４人）に分かれ

時間をずらして行います。

所要時間：約60分

参加費：1,000円

10月７日
８日

①天蚕糸で糸掛けアート制作 ②卓上機でコースター作り

安曇野を知る-繊維のダイヤモンド天蚕糸-

金

土
8日は観光情報コーナー
のみ開催

【申し込み】９月14日（水）から30日（金）までに住所、氏名、連絡先、希望

講座を安曇野市観光課へメールで申し込みください。（申込多数の場合は

抽選）。当選者には10月４日（火）までに詳細をご連絡します。



安曇野市



令和４年度

一般会計補正予算（第４号）の概要

令和４年９月議会追加提出

総務部財政課 



　○　基本事項

　(単位　千円)

国県支出金 地方債 その他

684,000 475,385 208,615

補正額

補正予算額の財源内訳

特定財源
一般財源

一般会計補正予算（第４号）の概要の概要等

１　一般会計補正予算（第４号）の概要の編成方針等

補正前の予算額

補正後の予算額

４４６億４，１００万円

４５３億２，５００万円

２　補正予算見積状況

補正予算額 ６億８，４００万円

新型コロナワクチンの追加接種の経費やコロナ禍における必要な経済支援、及

び災害復旧工事に係る経費等、市民の安心安全に関する追加予算を計上する

①新型コロナウィルス感染症拡大対策により、速やかに実施が必要と

なる補正

②市民の安全や利益性確保のため緊急を要する事業及び既決予算を

超える部分の補正

- 1 -



番号
予算書
ページ

歳　入　科　目 増(減)額 充当先事業 主　な　内　容

国庫支出金

1 10
新型コロナウイルス
ワクチン接種対策費
負担金

２億3,324万４千円
ワクチン予防
接種事業

オミクロン株に対応した新
型コロナワクチン追加接種
に伴う国庫負担金

2 10
新型コロナウイルス
ワクチン接種体制確
保事業補助金

6,148万８千円
ワクチン予防
接種事業

オミクロン株に対応した新
型コロナワクチン追加接種
に伴う国庫補助金

3 10
地域脱炭素移行・再
エネ推進交付金

１億8,065万３千円
環境基本計画
推進事業

地域資源の活用により脱炭
素化事業を推進するための
国庫補助金

繰入金

4 10 財政調整基金繰入金 ２億861万５千円 一般財源 財源調整のための繰入金

３　歳入の主な増額・減額項目
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番号 予算書 事　　業　　名 増(減)額 主　な　内　容

民生費

1 12
令和３年度子育て世帯
等臨時特別支援事業

939万１千円

令和３年度に実施した「子育て世帯等
臨時特別支援事業」における、補助金
交付額の確定に伴う国庫補助金返還金
（令和４年３月末精算分）

【国庫補助金名称】
「令和３年度子育て世帯等臨時特別支
援事業費補助金」

衛生費

2 14 ワクチン予防接種事業 ２億9,473万２千円

オミクロン株に対応した新型コロナワ
クチン追加接種にかかる費用

【対象者】　　90,000人
【接種体制】
　個別接種：市内約50医療機関
　集団接種：保健センター等
　施設接種：高齢者施設等
　訪問接種：在宅療養者
【接種券発送】
　秋以降
【予約開始】
　秋以降

3 14 地域脱炭素化推進事業 １億8,065万３千円

脱炭素化事業を推進する事業者への補
助金交付事業

令和４年度は、バイオマス燃料製造シ
ステムを導入する市内１事業者に対し
補助を行う。

商工費

4 16
プレミアム付商品券事
業

１億8,303万３千円

コロナ禍における経済対策として、
30％のプレミアム付商品券を発行する
ための事業経費
13,000円分の商品券を10,000円で販売
する。（50,000セット）

教育費

5 18 文化振興費 1,169万１千円
田淵行男記念館桟橋改築工事実施に伴
う、建築部材高騰による増額

災害復旧費

6 20 耕地災害復旧事業 450万円
令和４年７月12日発生の豪雨により、
明科荻原地区の五ケ用水下法面が崩落
したことに伴う復旧工事の実施

４　歳出の主な増額・減額項目
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単位：千円

補正前の予算額 補正額 補正後の予算額

44,641,000 684,000 45,325,000

21,500,727 21,500,727

66,141,727 684,000 66,825,727

補正前の予算額 補正額 補正後の予算額

収益的収入 2,283,564 2,283,564

収益的支出 1,940,243 1,940,243

資本的収入 154,568 154,568

資本的支出 1,497,228 1,497,228

収益的収入 4,224,398 4,224,398

収益的支出 3,645,591 3,645,591

資本的収入 1,022,621 1,022,621

資本的支出 2,754,109 2,754,109

安曇野市下水道事業会計

令和４年度安曇野市各会計補正予算額一覧

会　計　名　等

安曇野市水道事業会計

安曇野市有明荘特別会計 10,476 10,476

特別会計合計

総　計（一般会計+特別会計）

安曇野市穂高山林財産区特別会計 1,130 1,130

安曇野市産業団地造成事業特別会計

補正予算
2,484 2,484

安曇野市有明山林財産区特別会計 1,030 1,030

安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 880 880

安曇野市上川手山林財産区特別会計 1,770 1,770

安曇野市北の沢山林財産区特別会計 1,000 1,000

安曇野市介護保険特別会計 10,415,726 10,415,726

会　計　名

安曇野市一般会計　補正予算（第４号）

安曇野市国民健康保険特別会計 9,710,234 9,710,234

安曇野市後期高齢者医療特別会計 1,355,997 1,355,997
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Press Ｒｅｌｅａｓｅ 

報道関係各位 

   

 2022 年９月２７日 

安曇野市役所 

 

デマンド交通あづみんが１１月からリニューアル 

—AI 予約システム導入・運行エリア拡大・土曜日実証運行開始— 

安曇野市では、11 月からデマンド交通あづみんに下記の新サービスを導入し、リニューアルしま

す。また、土曜日の実証運行（期間限定）を開始します。 

 

記 

《主なリニューアル内容》 

1. AI 活用型予約システムの導入 

AI を活用した予約システムに変更することで、次のサービス展開を図ります。 

① 電話予約に加え、スマートフォン（専用アプリ）からの予約が可能になります。 

② 車両の発着予定時刻を事前に通知できるようになります。（予約時に時間が確定） 

③ 即時（リアルタイム予約）が可能となります。 

④ バスの現在地がアプリ上で確認できるようになります（アプリ利用者限定サービス） 

⑤ キャッシュレス決済を導入します。（アプリ利用者限定サービス） 

 

2. 土曜日の実証運行の実施 

利用者からの要望が多い土曜日運行の実証運行を行います。 

期    間：令和４年１１月から令和５年１月末まで（３カ月間） 

運行時間：午前８時から午後５時まで（平日と同じ） 

 

3. 一部運行エリアの拡大 

市内どこからでも１回の乗車で行くことができる「豊科共通乗合エリア」に、新たに「ANC

アリーナ（豊科南部総合公園）」「スワンガーデン安曇野」「あずみ野インターパーク」を追加し

ます。このほかに、エリア境界付近の医療施設への往来の利便性向上を目的に、「穂高共通

乗合エリア」「三郷エリア」「堀金エリア」の一部拡大します。 

以上 

問い合わせ 

長野県安曇野市 政策部 政策経営課 企画担当 ： 課長 黒岩
くろいわ

 一也
か ず や

 担当 中嶋
なかじま

 信之
のぶゆき

 

TEL：0263-71-2401（直通）  E-mail：kotsuseisaku@city.azumino.nagano.jp 

〒399-8281 長野県安曇野市豊科 6000 番地  



Press Ｒｅｌｅａｓｅ 

報道関係各位 

   

 2022 年９月２７日 

安曇野市役所 

 

１０月８日・９日開催 

安曇野環境フェア２０２２ 
今年のテーマは 「知ろう 守ろう あづみ野の水」 

安曇野環境フェア２０２２実行委員会（事務局：安曇野市）では、「安曇野環境フェア２０２２」を

下記のとおり開催します。今年のテーマは「安曇野の水」。水を守り育み、安定的に活用していく

ために、私たちにできることを見つけ、身近な取り組みにつなげることを目指します。 

問い合わせ 

長野県安曇野市 市民生活部 環境課 環境政策担当 ： 課長 山口
やまぐち

 尊
たか

礼
ひろ

 担当 髙山
たかやま

 裕司
ゆ う じ

 

TEL：0263-71-2492（直通）  E-mail：kankyou@city.azumino.nagano.jp 

〒399-8281 長野県安曇野市豊科 6000 番地  

概要 

■開 催 日 ： 令和４年１０月８日（土）・９日（日） 

■会    場 ： 安曇野市穂高会館（安曇野市穂高 5047） 

■テ ー マ ： 「知ろう 守ろう あづみ野の水」 

■出展者数 ： 44 団体（新規出展６団体） 

■来場見込 ： 各日 1,000 人 計 2,000 人  

（平成３０年度実績 1,800 人、令和元年度は台風により中止、令和２・３年度は 

感染症により中止） 

■そ の 他 ： プログラムの詳細は、別添チラシを参照ください。 

過去のパネル展・発表会の様子 

安曇野環境フェアのあらまし 

安曇野市の環境基本計画と行動計画を広く紹介し、環境活動に取り組む市民・事業者・行政の情報

交換や交流を図る場として、平成２０年度にスタートし、本年で１５回目となります。 







Press Ｒｅｌｅａｓｅ 

報道関係各位 

   

 2022 年９月２７日 

安曇野市役所 

 

日本地下水学会 2022 年秋季講演会 松本大会 

シンポジウム「安曇野の水の流域ガバナンスの取り組み」

10/28 安曇野市の発表について 

安曇野市は、公益社団法人日本地下水学会の主催により行われるシンポジウムにおいて、「安

曇野の水の流域ガバナンスの取り組み」をテーマにした発表や講演を行うこととなりましたので、

お知らせします。なお、地下水学会では、年２回（春・秋）大会を開催しており、２０２２年秋季大会

は松本市で開かれます。 

 

記 

 

【開催日】 令和４年１０月２７日（木）～１０月２９日（土） 

【場  所】 松本商工会議所６階 601 会議室 （松本市中央 1-23-1） 

【主  催】 公益社団法人日本地下水学会 （東京都中央区築地 2-15-15）  

【内  容】 ・１０月２７日（木）～１０月２８日（金） 

「一般講演発表」 

・１０月２８日（金）午後２時～４時４０分 

「シンポジウム（講演）」 タイトル：安曇野の水の流域ガバナンスの取り組み 

※シンポジウムには、有識者・市職員・関係者・市民等から講演が予定されています。

・１０月２９日（土） 

「現地見学会」 

【その他】 ・シンポジウム（講演）は、どなたでも聴講いただけます。（無料・オンライン有り） 

申込方法・講演会プログラムは、次の日本地下水学会ＨＰで公開中です。 

URL http://www.jagh.jp/jp/g/activities/meeting/sorf/12.html 

・シンポジウム（講演）会場の最前列に、報道関係者用の席を５名分確保します。 

取材を希望される方は、学会行事委員会（event@jagh.jp）にお申込みください。 

 ※予約がない場合は入場できません。 
以上

 
問い合わせ 

長野県安曇野市 市民生活部 環境課 環境政策担当 ： 課長 山口
やまぐち

 尊
たか

礼
ひろ

 担当 百瀬
も も せ

 正幸
まさゆき

 

TEL：0263-71-2400（直通）  E-mail：kankyou@city.azumino.nagano.jp 

〒399-8281 長野県安曇野市豊科 6000 番地  



Press Ｒｅｌｅａｓｅ 

報道関係各位 

   

 2022 年９月２７日 

安曇野市役所 

 

災害ボランティアセンターの設置・運営等に 

関する協定の調印式を１０/４に開催します 

安曇野市と安曇野市社会福祉協議会（会長：小松 正直）は、「災害ボランティアセンターの

設置及び運営等に関する協定」を１０月４日に締結します。つきましては、下記のとおり調印式

を行いますのでお知らせします。この協定では、大規模災害が発生した際に、災害ボランティア

センターの設置や運営、役割の分担など、被災者の生活再建を支援する体制を定めています。

 

記 

 

1. 日 時   令和４年１０月４日（火）午前１０時３０分～ 

2. 場 所   安曇野市役所本庁舎 ３Ｆ 共用会議室３０５ 

3. 次 第 （１） 開 式 

（２） 出席者紹介 

(3) 概要説明 

(4) 協定書調印 

― 写真撮影 － 

(5) 市長あいさつ 

(6) 安曇野市社会福祉協議会長あいさつ 

(7) 閉 式 

 ４． 協定概要 

    被災者や避難所等の要望や困りごとなどのニーズの把握、全国から駆け付けるボランテ

ィアの受け入れ、ボランティアを派遣するための需給調整などを行う「災害ボランティアセ

ンター」設置、運営、役割の分担など、被災者の生活再建を支援する体制を協定に定め

ます。 

以上

問い合わせ 

長野県安曇野市 福祉部 障がい者支援課 障がい者福祉担当： 課長 新保
し ん ぼ

賀朗
よしあき

 担当 藤澤
ふじさわ

一渡
か ず と

 

TEL：0263-71-2251（直通）  E-mail：sha-shougai@city.azumino.nagano.jp 

〒399-8281 長野県安曇野市豊科 6000 番地  
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報道関係各位 

   

 2022 年９月２７日 

安曇野市役所 

 

母子手帳アプリ「母子モ」 安曇野市版 

あづみっこ すくすくナビ 
- 10/3(月)から運用開始します - 

安曇野市では、母子手帳アプリ「母子モ（運営：母子モ株式会社）」の安曇野市版『あづみっこ 

すくすくナビ』の運用を１０月３日（月）から始めます。このアプリにより、市からの母子保健・子育て

支援に関する情報をタイムリーに受け取ることや、子どもの成長記録や予防接種記録を電子デー

タとして保存することが可能となります。 

問い合わせ 

長野県安曇野市 保健医療部 健康推進課 健康推進担当：課長 渡邊
わたなべ

 恵
めぐみ

 担当 橋詰
はしづめ

 志保
し ほ

 

TEL：0263-71-2471（直通）  E-mail：kenkousuishin@city.azumino.nagano.jp 

〒399-8281 長野県安曇野市豊科 6000 番地  

概要 

【運用開始】 令和４年１０月３日（月）     アプリダウンロード可能（月額料金無料） 

【対 象 者】 妊産婦、０～４歳までを中心に小学校卒業までの子を持つ親 

【主な機能】 

⑴ 母子保健・子育て情報に関する情報が、プッシュ通知により 

手軽に入手できる。 

⑵ 子どもの成長記録や予防接種記録を写真と共に電子データ 

として記録、保存ができる。母子健康手帳が災害等により 

紛失等したときの備えにもなる。 

⑶ 予防接種記録を入力することで接種間隔等、予防接種の 

スケジューリングの補助が可能となる。 

⑷ 市内の子育て関連のお知らせやイベント情報など、育児に 

役立つ情報が受け取れる。 

 

◎取材に関するお願い◎ 

 取材いただける場合は、下記担当までご連絡ください。 



予防接種モ！　成長記録モ！　街の育児情報モ！

地域とつながる子育て応援アプリ

あづみっこ すくすくナビ

安曇野市のママ&パパへ



利用料金

無料!

安曇野市のママ&パパへ
出産後の方向け

Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。 Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

母子モ 検 索

母子モ（ボシモ）で検索！

Web版はこちら
URL https://www.mchh.jp ※本サービスはGoogle社のウェブサイト翻訳ツールを使用しています。Google翻訳サービスをご利用の際には、

Googleの利用規約をご確認ください。

外国語でのご利用も可能！英語・中国語・スペイン語などの12言語に対応しています。
This service supports 12 languages including English, Chinese, Spanish, etc.

『母子モ』はこんな子育てのお悩みを解決するアプリです！

妊娠から出産、子育てまでをフルサポート

あづみっこ
すくすくナビ

by

or

『母子モ』は 安曇野市が提供する、安心してお使い頂ける子育てアプリです。

女性向け健康管理アプリ『ルナルナ』の利用者の声にお応えして生まれたサービスなので、

これからの子育てに役立つ機能が沢山あります！

是非、紙の母子手帳と合わせてお使いください。

アプリストアからダウンロードして、カンタン登録！

予防接種って
種類が多くて複雑！

もっと簡単にスケジュールを
立てられたらいいのに…

子どもが遊べる施設って
どこにあるの？
子育てイベントって
いつやってるの？

日々の子どもの成長や、
一生に一度のイベントを
大切に記録したい！

子どもの健診の日程や、
必要な手続きの情報を逃さず

知れたらいいのに…

株式会社エムティーアイ コンタクトセンター
E-mail：boshi_info@cc.mti.co.jp

安曇野市役所 健康推進課
電話：0263-71-2471　受付時間：8:30 ～ 17:15（土日祝日 年末年始は除く）

サービスに関するお問い合わせ その他お問い合わせ

こちらを
読取り



予防接種モ！　成長記録モ！　街の育児情報モ！

地域とつながる、安心の子育てアプリです

やることが多くて大変！そんな育児を少しでも楽に

地域の情報がカンタンに手に入る

不安だらけの子育ても

地域の育児情報があると安心！

面倒で忘れがちな予防接種もカンタンに管理できる！

受け忘れ防止のお知らせ機能

できたよ記念日

お住まいの地域周辺の医療機関や公園、幼稚園・保育園
など、育児に欠かせない施設を検索できます。

また検索結果の地図表示や、
現在地から近い施設を表示することも可能です。

お住まいの子育て施設をカンタン検索

接種予定日が近づくと
事前にプッシュ通知でお知らせ！
忙しい毎日でも予定日を忘れず安心です。

身長/体重グラフ

家族間共有

約150種類 のイベントを、
写真とコメント付きで記録。
日々の出来事を思い出として残せます。

お子さまの身長・体重を入力すると
自動でグラフ化！
ひと目で成長が分かります。

お子さまの成長記録や思い出を、
パパやおじいちゃん・
おばあちゃんにも共有できます。

家族全員で成長を見守りましょう。

『入浴をはじめた』『はじめてのお出かけ』『ベビーカーデビュー』など

イベント例

お子さまの成長を簡単に記録！
思い出も楽しく残せます！

最適な接種日を自動表示

出生日と接種状況に応じて、
最適なスケジュールをお知らせします！

お子さまの急な発熱などでの突然の
予定変更にも対応できます。

地域のお知らせが届く

お住まいの地域のイベントや、育児・生活
情報が届きます。

『イベント情報』『補助金や子育て支援制度』
『子育てアドバイス』『災害時の緊急情報』 など

お知らせの例

※このアプリは電子ならではの便利な機能を使って紙の母子健康手帳を補完するものです。健診や予防接種の時は母子健康手帳が必要です。
※掲載している画面イメージは、アプリの画面や機能がアップデートすることで実際と異なる場合があります。



Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。 Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

Web版はこちら
URL https://www.mchh.jp ※本サービスはGoogle社のウェブサイト翻訳ツールを使用しています。Google翻訳サービスをご利用の際には、

Googleの利用規約をご確認ください。

外国語でのご利用も可能！英語・中国語・スペイン語などの12言語に対応しています。
This service supports 12 languages including English, Chinese, Spanish, etc.

『母子モ』は妊娠中のこんなお悩みを解決するアプリです！

利用料金

無料!

『母子モ』は 安曇野市が提供する、安心してお使い頂ける子育てアプリです。

女性向け健康管理アプリ『ルナルナ』の利用者の声にお応えして生まれたサービスなので、

これからの子育てに役立つ機能が沢山あります！

是非、紙の母子手帳と合わせてお使いください。

アプリストアからダウンロードして、カンタン登録！

お腹の赤ちゃんの成長や、
一生に一度のイベントを
大切に記録したい

これから必要になる届出や
手続きの情報を

逃さず知れたらいいのに…

子どもの発育や予防接種など、
出産後のことも
いろいろと不安…

妊娠中の身体の状態って
どうなってるの？

自分の身体のことだから
ちゃんと知っておきたい！

株式会社エムティーアイ コンタクトセンター
E-mail：boshi_info@cc.mti.co.jp

サービスに関するお問い合わせ その他お問い合わせ

母子モ 検 索

母子モ（ボシモ）で検索！
or こちらを

読取り

安曇野市のママ&パパへ
妊娠期の方向け

妊娠から出産、子育てまでをフルサポート

あづみっこ
すくすくナビ

by

安曇野市役所 健康推進課
電話：0263-71-2471　受付時間：8:30 ～ 17:15（土日祝日 年末年始は除く）



※このアプリは電子ならではの便利な機能を使って紙の母子健康手帳を補完するものです。健診や予防接種の時は母子健康手帳が必要です。
※掲載している画面イメージは、アプリの画面や機能がアップデートすることで実際と異なる場合があります。

予防接種モ！　成長記録モ！　街の育児情報モ！

地域とつながる、安心の子育てアプリです

日々の出来事も大切な思い出として残せます。

地域のお知らせが届く 最適な接種日を自動表示

接種日が近づくとお知らせ

お住まいの地域のイベントや、育児・生活
情報が届きます。

日々の思い出を楽しく記録！

お住まいの子育て施設を
カンタン検索
お住まいの地域周辺の医療機関や公園、
幼稚園・保育園など、出産～子育てに
備えて必要な施設を検索できます。

また検索結果の地図表示や、
現在地から近い施設を表示することも
可能です。

複雑で面倒なスケジュール調整は不要！
出生日と実際の接種日に応じて、
最適な接種日を自動的に表示します。

接種予定日が近づくと
事前にプッシュ通知でお知らせ！
忙しい毎日でも予定日を忘れず安心です。

妊娠中の記録をグラフで確認！ 家族みんなで共有できる

面倒で忘れがちな

予防接種もカンタンに管理！

お子さまが
生まれてからは

約150種類のイベントを参考にして、
写真とコメント付きで記録できます。
日々の出来事を思い出として残せます。

お母さんや赤ちゃんの体重が自動で
グラフになり、簡単に変化を確認できます。

また、変化に応じて医師監修の
メッセージも表示され、今の自分の状態
がわかります。

妊娠中の思い出や記録を、
パパやおじいちゃん・おばあちゃんにも
共有できます。

みんなで一緒に成長を見守りましょう。

『母子手帳をもらった』『名前が決まった』
『お祝いをもらった』など

イベント例

妊娠中から必要な地域の情報がカンタンに手に入ります。

『イベント情報』『補助金や子育て支援制度』
『妊娠中のアドバイス』『災害時の緊急情報』など

お知らせの例

お子さまの成長をカンタンに記録！

不安だらけの子育ても

地域の育児情報があると安心！



カン　タン

    予防接種の
スケジュールを
         管理 

    予防接種の
スケジュールを
         管理 ！

安曇野市の予防接種にお悩みのママ&パパへ

接種ワクチンを選択すると、
出生日と接種状況などから最適なスケジュールをお知らせします！
お子さまの急な発熱などでの突然の予定変更にも対応できます。

スケジュール機能

登録した接種予定日が近づくとプッシュ通知でお知らせ！
子育てで忙しい毎日でも、予定日を忘れず安心です。

接種日お知らせ機能

※ アプリ版での機能です。
※ お知らせのタイミングなどの詳細設定は
     アプリ内の【設定】画面から行ってください。

予防接種は種類や接種回数も多く、どのように受けたらよいかママやパパの悩みのひとつ。
母子モでは、初めての方でもわかりやすくスケジュールを立てることができます。

POINT

その他にも子育てに役立つ機能がたくさん♪
成長のきろく
地域の育児情報をお届け

…健診の記録も入力するだけで自動でグラフ化されたり、日々の成長も日記形式で残せます！

乳児身体発育曲線

母子モ 検索

Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。 Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

母子モ（ボシモ）を無料ダウンロード！ こちらからダウンロード！

or

…市内の子育て関連のお知らせや、イベント情報などを見ることができます。

本日、接種予定の予防接種が3件あります。

あづみっこ すくすくナビ by母子モ



「あづみっこ すくすくナビ」は、パパ・ママの出産・子育てを応援するスマートフォン向けのアプリケーションです。
子育てに関する情報が、必要なときに、どこにいても入手することができます。こちらでは、具体的にアプリでどんなことができるのかについて、ご紹介いたします。

『あづみっこ すくすくナビ』でできる、 あれモこれモ

地域の子育て情報
・お知らせ
市内の子育て関連のお知らせや
イベント情報など、育児に役立つ
情報が届きます。過去のお知らせ
も確認することができます。

・子育て支援施設の検索
病院や保育園、幼稚園、公園
など育児に欠かせない施設
を検索することができます。

成長のきろく　

2022年03月30日

2022年04月01日・成長の振り返り
過去の日記やできたよ記念日、
健診記録などがタイムラインと
して表示されSNSのように成長
記録を 振り返ることができます。
特定のお子さまだけで表示する
こともできます。

※新たな情報を記録する場合は
　記録ボタンから行います。

地域の子育て情報が受け取れたり、
成長記録を振り返ることができます。見る

おなかの赤ちゃんの様子や妊娠中の気分、
お子さまの成長などを写真付きで日記のように残せます。

寝返りやハイハイ、 お誕生日など、 妊娠中やお子さまの成長に関するイベントを、写真やイラストで残すことができます。
記録データは離れた地域に住むご家族に共有することもできるので、一緒にお子さまの成長を見守れます。

できたよ記念日

妊娠中の体重を入力すると、妊娠週数別の推定体重が自動でグラフ化され、赤ちゃんの状態を把握することができます。
出産後も、身長・体重を入力すると発育曲線が自動で表示されるので、お子さまの成長がひと目で確認できます。

妊娠中は妊婦健診、出産後は子どもの健康診断情報を、細かく記録することができます。
妊婦健診の記録では、エコー写真などの画像を保存することもできます。

歯の状態や歯肉の炎症の有無など、妊婦向けの歯科健診の記録を入力することができます。

成長のきろく

妊婦健診/健康診断の記録

歯科健診の記録

妊娠前の体重や身長を入力すると、16週目から理想の体重範囲がグラフに表示されます。
体重を記録すると妊娠中の過ごし方に関するアドバイスを見ることができます。

妊娠中の体重グラフ

胎児/身体発育曲線

妊娠中、子育て中に必要な情報の記録を行い、管理することができます。記録する

※妊娠中に表示されます

※妊娠中に表示されます

予防接種管理
お子さまの生年月日や接種履歴から適切な予防接種の時期を自動的に算出します。
接種予定日が近づくと事前にプッシュ通知が届くので、忙しい毎日でも予定日を忘れず安心です。

※出産後に表示されます

本日、接種予定の予防接種が3件あります。

HOME画面
アプリを起動したときに
最初に表示される画面
です。ここから様 な々機能
に繋がっています。

妊娠期間や
お子さまの年齢に
応じたメッセージ

ユーザーへの
お知らせ

お子さまの登録や各種設定、
出産・子育てに役立つ動画など

２人以上の
お子さまがいる場合
情報の切替

株式会社エムティーアイ コンタクトセンター
E-mail：boshi_info@cc.mti.co.jp

安曇野市役所 健康推進課
電話：0263-71-2471　受付時間：8:30～17:15（土日祝 年末年始は除く）

サービスに関するお問い合わせ その他お問い合わせ


