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にいがた子育て応援アプリに関するお知らせ 

本アプリをご利用いただき、ありがとうございます。 

 アプリのリニューアルに伴い、留意事項等をお知らせいたします。 

１新たなアプリへの移行スケジュール、変更点 

これまでのご要望に応え、より利用しやすい機能を持つ母子手帳アプリ「母子モ」を基

にしたアプリに切り替えます。 

  新たなアプリについては、令和4年1月27日（木）から運用を開始します。 

現行のアプリについては、令和4年3月31日（木）で運用を終了します。そのため、

令和4年1月27日（木）から3月31日（木）までは移行期間として2つのアプリをご

利用いただくことが可能です。 

＜イメージ＞ 

運用期間 令和4年
1月        2月         3月       4月 

「母子モ」を基に

した新たなアプリ

現行のアプリ

現行のアプリから新たなアプリに移行する期間
必要に応じて現行アプリの予防接種記録等の移行をお願いします

＜現行アプリとの変更点＞ 

〇機能が充実 

   ・予防接種管理では、スケジュールをより簡単に確認できるとともに、副反応の記録

なども追加。法令や制度改正に迅速に対応。 

・母子向けの講座などの動画掲載が可能に。 

〇データの引継ぎが可能に 

・クラウド上にバックアップが保管されるため、機種変更時等に新たな機器にデータ 

を引継ぎが可能に。 

  〇市の情報をより伝わりやすく 

   ・今後は決まった曜日に市からのお知らせが届くように。（緊急時などは随時情報発

信可能） 

3月31日 
運用終了 

1月27日 
運用開始 

4月1日以降 
新たなアプリのみ運用

1月27日までは 
母子モを活用可能 

※登録時の郵便番号が新潟市内なら1月27日に自動で新しいアプリに切替
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【市からのお知らせ配信日】

①毎週水曜日または金曜日②午前９時または午後6時
① +②を組み合わせて配信します

   ・月齢、妊娠周期にあわせたお役立ちアドバイスや予防接種などのお知らせを配信。 

    ※  その他の機能はチラシをご覧ください。 

２アプリダウンロード後の設定等について 

（１）ダウンロード（AppStore,GooglePlay共通）及び登録手順 

（２）予防接種・プッシュ通知の設定 

   通知の種類や配信日時の設定が可能です。各自で利用しやすい設定に変更ください。 

１ ２ ３
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（３）利用ガイド・問い合わせ 

   ①利用ガイドアプリの各種機能や利用方法を紹介しています。 

ご利用の前に、ぜひご覧ください。

   ②よくある質問でも解決しない場合は、お問い合わせよりご連絡ください 

【アプリ全体、サービス内容に関するお問い合わせ（②の問い合わせ先と同様）】 

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

      【その他お問い合わせ】 

    新潟市こども未来部こども政策課  

TEL：025-226-1193（受付時間：8時30分～17時15分、土日祝日を除く） 

４

・プッシュ通知する内容や配信日時を設定可能

・予防接種を含む予定について通知する日時を

設定可能 

⇒ 市からのお知らせは設定に関係なく、随時

配信されます。 

１ ２ ３

①

②
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３ 現在のアプリをご利用いただいているみなさまへ 

  令和4年3月31日（木）までに新しいアプリへ移行するため、下記作業をお願いします。 

・新たに「母子モ」または1月27日（木）以降は母子モを基にした「にいがた子育て

応援アプリ」をダウンロードしてください。 

・現行アプリのデータを3月31日（木）までに必要に応じて移行してください。 

メニュー名 方法 

予防接種スケジュール帳 ・登録データを確認しながら、新たなアプリに再入力 

・母子健康手帳を確認しながら、新たなアプリに再入力 

子育て日記帳 ・データを抽出することができないため、画面メモ等で必要な

部分を各自のスマートフォン等に保存 

・利用がなくなり次第、現行アプリをアンインストールください。 

 4月1日以降はアプリを開くことができないため、データ等は確認できません。 

※ ダウンロード方法や登録手順は添付のチラシをご覧ください。 

４ 質問について 

Ｑ１：現行アプリから新しいアプリへ自動でデータを移行する手段はありますか。 

Ａ１：大変申し訳ありませんが、現行のアプリに登録されている予防接種記録や子育て

日記帳のデータは、個人のスマートフォンに保存される仕様になっています。 

   データを抽出する機能を持ち合わせていないため、予防接種については新たなア

プリに再入力をお願いいたします。子育て日記帳については必要な部分を画面メ

モ等で保存くださいますようお願いしています。 

Ｑ２：新たなアプリのリリース前から「母子モ」を利用することは可能ですか。 

Ａ２：１月２７日の運用開始前から「母子モ」をご利用いただけます。 

     プロフィール登録時に郵便番号をご登録いただきますが、新潟市内の方は新たな

アプリの運用を開始する１月２７日に自動で新潟市版に切り替わります。 

     データの再登録などもあるかと思いますので、早めに「母子モ」をご利用いただ

くことをお勧めしています。 

Ｑ３：アプリの利用対象者に制限はありますか。 

Ａ３：制限はございません。妊娠・子育てにご活用いただけるならばどなたでもご利用 

いただけます。 

新たなアプリでは、設定するとご家族でアプリ内の情報を共有することができま 

す。共有する情報も設定することが可能です。 
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Ｑ４：アプリがダウンロードできないなど不具合があった場合の連絡先はどこですか。 

Ａ４：アプリ全体、サービス内容に関するお問い合わせは、「株式会社エムティーアイ 

コンタクトセンター」で対応しています。 

お手数ですが、メールでお問い合わせをお願いいたします。 

Email：boshi_info@cc.mti.co.jp 

※平日の9時～17時30分の間に事業者より返答いたします



(※)「メールアレス登録」返信メール届 ・場合

① 迷惑メール対策等、メイン指定受信設定 ・可能性 ・。手数 ・ ・、メイン受信設定・ ・。@mchh.jp

② GmailFacebookアウント、他登録方法試・ ・。SNSアウント登録 ・、利用者許可投稿 ・一切 ・ ・ 。

子情報
登録・！

胎児子情報
登録、成長合
情報知 ・


2

ロフィール
登録・!

住 ・地域郵便
番号登録・ ・
地域育児情報受
取・

1

アウント連携or
メール登録・！

手持ID、
・メールアレス
(※)選択・ ・

複数子
登録可能

3

任意
登録方法

HOME画面
アリ起動・
最初表示画面
。・・様々機能
繋 ・。

妊娠期間
子年齢
応じメッセー・

ユー・ー・
知 ・

子登録各種設定、
出産・子育役立動画

２人以上
子 ・場合
情報切替

地域子育情報
・知・
地域子育関連知・
イント情報、育児役立
情報届。過去知・
確認・。

・子育支援施設検索
地域病院保育園、幼稚園、
公園育児欠・ ・
施設検索・。

成長
・成長振返
過去日記記念日、
健診記録タイムライン
・表示SNS成長
記録振返・。
特定子表示
・。

※新情報記録場合
記録タン行・。

地域子育情報受取、
成長記録振返・。見

赤・様子妊娠中気分、
子成長写真付日記残・。

寝返ハイハイ、誕生日、妊娠中子成長関イント、写真イラスト残・。
記録ータ離地域住家族共有・、一緒子成長見守。

記念日

妊娠中体重入力、妊娠週数別推定体重自動ラフ化、赤・状態把握・。
出産後、身長・体重入力発育曲線自動表示、子成長目確認。

妊娠中妊婦健診、出産後子健康診断情報、細記録・。
妊婦健診記録、エコー写真画像保存・。

歯状態歯肉炎症有無、妊婦向歯科健診記録入力・。

成長

妊婦健診/健康診断記録

歯科健診記録

妊娠前体重身長入力、16週目理想体重範囲ラフ表示。
体重記録妊娠中過・方関アイス見・。

妊娠中体重ラフ

胎児/身体発育曲線

妊娠中、子育中必要情報記録行・、管理 ・。記録

※妊娠中表示

※妊娠中表示

予防接種管理
子生年月日接種履歴適切予防接種時期自動的算出・。
接種予定日近事前ッシュ通知届、忙・・毎日予定日忘安心。

※出産後表示

本日、接種予定予防接種3件。



ユーザー向け「母子手帳アプリ母子モ」

にいがた子育て応援アプリサービスマップ
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設定等
サイドメニュー

お知らせを
随時更新

○ ○市

地域情報を
随時更新

日記記録＆
タイムライン

プッシュ通知
の設定など

ご ガイドご利用ガイド
お問い合わせ
など



ユーザー向け「母子手帳アプリ母子モ」

① 対象のお子さまを選択後、【予防接種管理】をタップしてください。

② すでに受けた予防接種がある場合は【ある】、
ない場合は【ない】をタップしてください。

→ ⑦【ない】の場合、次のページの手順へ

③ 接種したワクチンを選択し、母子手帳を確認の上接種日を入力してください。
④ 接種した回の接種日を全て入力後、【この内容で登録する】をタップしてください。

※【この内容で登録する】を押さないと、入力した接種履歴が反映されません。
⑤ 各ワクチンの接種日を全て入力後、【この内容で登録する】をタップしてください。

※【この内容で登録する】を押さないと、入力した接種履歴が反映されません。
※接種履歴は、初期設定完了後も登録・編集できます。

CONFIDENTIAL©株式会社エムティーアイ
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・生後6週未満のお子さまの場合・生後6週以上のお子さまの場合

②【さっそく接種スケジュールを作成】をタップしてください。
③お子さまの接種スケジュールが作成されます。

・生後6週以上のお子さまの場合 ・生後6週未満のお子さまの場合

予防接種機能～初回ご登録手順（１）～



ユーザー向け「母子手帳アプリ母子モ」

⑥ ご希望の条件を設定の上、【入力した設定で登録する】をタップしてください。
※詳細条件設定は、初期設定完了後も編集できます。

⑦ 次回の予防接種の予定が決まっている場合は【はい】、決まっていない場合は【いいえ】をタップしてく
ださい。

→【いいえ】の場合、次回の予防接種の予定が自動で作成されます。
⑧ 次回の予防接種の接種日と接種するワクチンを選択し、【予定を登録する】をタップしてください。
⑨ 接種予定の登録が完了しました。登録された予定は、カレンダーにも反映されます。
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接種するワクチン
以降は、医療機関と
ご相談ください。

予防接種機能～初回ご登録手順（２）～


