
 

 
 

 

 

クーポンを利用できるサービス                              
 

保育・育児支援サービス 保健サービス 

① 一時預かり（一般型のみ） ⑥ インフルエンザ予防接種 

② 病児・病後児保育 ⑦ フッ素塗布（保険外診療） 

③ 地域子育てサポートセンター 
※フッ素塗布とは、歯を強くし虫歯になりにくくす

るフッ素を歯の表面に塗ることです。歯科医療機関

で行います。 
④ 子育て支援センター 

⑤ 子育て短期支援事業 
 

 

有効期限                                        
 

満 3 歳の誕生日の前日まで 
 

クーポンの使用上の注意                                 
 

◆利用料は、クーポンを使ってサービス提供者にお支払いいただきます。 
 

◆利用者が事業所で現金払いし、その領収書をもって市役所に請求する「償還払い」はできません。 
 

◆クーポンは裏面に掲載している事業所のみで使えます。 
 

◆クーポンの交付対象は、小学校就学前の児童ですが、小学生の兄弟姉妹も利用することができます。 
 

◆お釣りは出ません。端数は現金でお支払いください。また、500円未満のサービスには使用できません。 
 

◆切り離し無効です。ご利用の際は、本綴のままご持参ください。 
 

◆サービス利用時に豊後大野市から転出されている方は、クーポンを使用できません。 
 

◆紛失等による再発行はできません。ご注意ください。 
 

◆インフルエンザ予防接種について、クーポンとは別に健康保険等で助成を受けられることがありますが、ク

ーポンで支払った金額分は他の助成の対象となりません。 
 

◆サービスはいつでも利用できるわけではありません。特に保育・育児支援サービスについては定員や受け入

れ側の都合により利用できないことがあります。事業所が受入可能な場合にのみ利用できます。 
 

県内他市町村に転出する場合の手続きについて                       
 

クーポンは、使用時点で豊後大野市から転出している方は使用資格がありません。県内他市へ転出した場合

は転出先の福祉窓口に未使用分のクーポンを持っていき交換してもらってください。 
 

保育・育児支援サービスの内容はこちら                          
 

①
一
時
預
か
り 

○普段お子さんを家庭で育児している方が、断続的または緊急一時的に育児が困難になる場合に、保育

所（園）でお子さんをお預かりする制度です。例えば・・・ 

                                    

 

 

 

 ※一時的に保育所(園)を利用したいとき、定員に空きがあり、保育所（園）が実施可能な状態である場合

に利用ができます。希望の保育所(園)に直接利用申込をして下さい。 

 ※週 3日、月 13日まで。ただしリフレッシュ・冠婚葬祭等私的な理由は月 9日まで。 

 ※利用料については、希望の保育所（園）にお問い合わせください。 

※戸籍上第三子以降で 3歳未満の児童は保育料免除、戸籍上第二子で 3歳未満の児童は保育料半額 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

②
病
児
・病
後
児
保
育 

○市内に居住する小学生以下の子どもで、病気の回復期または回復期に至らないまでも、当面症状の急変

が認められず安静の確保に配慮する必要があり、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが

困難な場合に、子どもさんをお預かりしています。 

※事前に市役所社会福祉課にて登録が必要です。 

【実施日・保育時間】 

月～土曜日（祝日・年末年始を除く） 8:00～18:00 

【利用料金等】 

1回 1,500円＋給食費 500円 

乳児にはミルクを用意してください。その場合、給食費はいただきません。 

詳しい利用料金等につきましては、各事業所にお問い合わせください。 

③
地
域
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
） 

○地域子育てサポートセンターとは、子育て中の家庭を応援するために、子育ての手助けをしてほしい「よ

ろしく会員」と、子育てのお手伝いができる「まかせて会員」で構成される相互会員登録制の子育て支

援事業です。  

※会員登録は無料です。万一の事故に備え保険に加入しています。 

・よろしく会員：15歳までのお子さんをお持ちの方（就労の有無は問いません） 

・まかせて会員：子育てのお手伝いができる方で、まかせて会員養成講習会等を受講された方 

・どっちも会員：よろしく会員とまかせて会員のどちらも登録をされる方 

【利用料金】 

 月曜日～土曜日 7:00～19:00  600円／時間 

 日曜日・祝日  7:00～19:00  700円／時間 

 病気の場合(回復期のみ)      700円／時間 

【援助内容】 

①保育施設・学校等の終了後に子どもを預かります 

    ②保育施設までの子どもの送迎を行います 

    ③保護者の仕事の都合や急な用事等のため、臨時的に子どもを預かります 

④子どもの軽い病気等の場合、子どもを預かります 

④
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー 

○子育て支援センターとは、公共施設や保育所、児童館等の地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て中

の親子の交流や育児相談、情報提供等を実施しているところです。 

【対象者】保育所(園)や幼稚園に通っていない 0歳児から就学前のお子さんと保護者 

【内 容】子育て相談(いつでも電話相談に応じています) 

子育て情報の提供、遠足・クッキング等の行事、絵本の読み聞かせ、歌遊びやリズム遊び等 

※内容等は、それぞれの支援センターで異なりますので、直接お問い合わせください。 

※好きな時間に来て好きな時間に帰れるので、はじめての方でもお気軽に参加できます! 

⑤
子
育
て
短
期
支
援
事
業 

○保護者の病気・事故・冠婚葬祭・出張・夜勤などで子どもを一時的に養育することができない場合で、

預け先が見つからないときに児童養護施設等でお預かりします。 

 

サービス 内容 区分 利用期間・時間 料金の目安 

ショートステイ 宿泊伴う利用 
2歳以上 

原則 7日以内 
2,750円（1泊） 

2歳未満 5,350円（1泊） 

トワイライト 
平日夜間・休日

の利用 

平日夜間 夕方～午後 10時まで 750円（日額） 

休日 朝～午後 6時まで 1,350円（日額） 

  
 

 

子育てほっとクーポン 

まかせて会員が不足しています。

時間があるときに、子育てのお手

伝いをしませんか？ 

興味のある方はご連絡ください。 

週１～３日の

お仕事に出た

いんだけど… 

病院に行きた

いんだけど…

みてくれるひ

とがいない 

出産するんだけど

…上の子を預かっ

てくれるところが

いない 

ときにはリフレッシ

ュしたい… 



クーポンが利用できるサービス提供者一覧 
 

①一時預かり 

名称 住所 電話番号 

ひがしこども園 豊後大野市三重町小坂 3956 0974-22-4460 

ももえだこども園 豊後大野市三重町百枝 1570 0974-22-2100 

すがおこども園 豊後大野市三重町菅生 2398 0974-22-6454 

扇田保育園 豊後大野市三重町内田 2717-1 0974-22-0579 

にこにこ保育園 豊後大野市三重町小坂 4165-1 0974-22-3988 

しいのみこども園 豊後大野市清川町砂田 1876-1 0974-35-2314 

認定こども園緒方保育園 豊後大野市緒方町下自在 157-1 0974-42-2454 

あさじルンビニこども園  豊後大野市朝地町坪泉 526 0974-72-0171 

おおのルンビニこども園 豊後大野市大野町田中 2411−3 0974-34-2725 

千歳保育園 豊後大野市千歳町長峰 730 0974-37-2073 

いぬかいこども園 豊後大野市犬飼町田原 1419 097-578-0706 

 

②病児・病後児保育 

名称 住所 電話番号 

すがおこども園 豊後大野市三重町菅生 2398 0974-22-6454 

さくら保育園 さくらんぼ 豊後大野市三重町赤嶺 1250-1 0974-22-0660 

にこにこ保育園 にこにこ保育病児ルーム 豊後大野市三重町小坂 4165-1 0974-22-3988 

 

③地域子育てサポートセンター（ファミリー・サポート） 

名称 住所 電話番号 

地域子育てサポートセンター 豊後大野市三重町市場 1200 0974-22-1001 

 

④子育て支援センター 

名称 連絡先 電話番号 

みえまち子育て支援センター 

「やしの実ひろば」 
すがおこども園 0974-22-3003 

清川町子育て支援センター 

「つくしんぼ」 
しいのみこども園 0974-35-2314 

おおの子育て支援センター 

「子育てひろばルンるん」 
おおのルンビニこども園 0974-34-2725 

いぬかい子育て支援センター 

「ゆうゆうキッズ」 
いぬかいこども園 なかよしひろば内 097-586-8811 

※緒方子育て支援センター「つどいの広場ちゅうりっぷ」は、対象外とります。 

 

⑤子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

名称 住所 電話番号 

児童養護施設 栄光園 別府市南荘園町 3組 0977-23-7520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥インフルエンザ予防接種 

名称 住所 電話番号 

三重東クリニック 豊後大野市三重町小坂字柳井瀬 4109-61 0974-22-6333 

佐藤産婦人科医院 豊後大野市三重町秋葉 1248 0974-22-4103 

ニコニコ診療所 豊後大野市三重町小坂 4169-1 0974-22-7776 

土生医院 豊後大野市三重町市場 598-1 0974-22-0444 

福島病院 豊後大野市三重町市場 231 0974-22-3321 

多田整形外科クリニック 豊後大野市三重町赤嶺字深田 1570 0974-22-8717 

ごとう消化器科・内科クリニック 豊後大野市三重町赤嶺 1670 0974-24-0070 

おぐり胃腸肛門科 豊後大野市三重町赤嶺 1164-11 0974-22-6222 

みやわき小児科 豊後大野市三重町赤嶺 861 0974-24-0230 

清川診療所 豊後大野市清川町砂田 1877-3 0974-35-3561 

麻生医院 豊後大野市緒方町下自在 168-1 0974-42-2023 

豊後大野市民病院 豊後大野市緒方町馬場 276 0974-42-3121 

あさじ町クリニック 豊後大野市朝地町朝地 906-7 0974-64-1234 

児玉医院 豊後大野市大野町田中 270-1 0974-34-2215 

広瀬医院 豊後大野市千歳町新殿 781-1 0974-37-2022 

宇野医院 豊後大野市犬飼町犬飼 80-2 097-578-1117 

いぬかい児玉医院 豊後大野市犬飼町田原 1105-1-1 097-578-5015 

岩田医院 臼杵市野津町野津市 156 0974-32-2017 

岩田リハビリクリニック 臼杵市野津町大字亀甲 752 0974-32-2246 

野津第一内科医院 臼杵市野津町野津市 510 0974-32-3355 

 

⑦フッ素塗布 

名称 住所 電話番号 

ごとう歯科・口腔外科クリニック 豊後大野市三重町赤嶺 1680 0974-22-1118 

つばさ歯科 豊後大野市三重町市場 426-1 0974-22-6262 

フレンド歯科 豊後大野市三重町赤嶺 2056 0974-22-8828 

羽田歯科医院 豊後大野市三重町市場 1677 0974-22-0317 

熊瀬歯科医院 豊後大野市三重町市場 560-1 0974-22-0327 

市場のはいしゃさん 豊後大野市三重町市場 1396-1 0974-22-1455 

第一歯科大塚 豊後大野市三重町市場 812-2 0974-22-6377 

矢野歯科クリニック 豊後大野市三重町赤嶺字角神 1092-25 0974-22-8811 

みどり歯科クリニック 豊後大野市緒方町下自在 168-1阿南内科 2F 0974-42-3031 

高倉歯科医院 豊後大野市緒方町馬場 56-6 0974-42-3622 

大塚歯科医院 豊後大野市緒方町馬場 120-5 0974-42-3343 

朝地町アルファ歯科医院 豊後大野市朝地町坪泉 565-9 0974-72-1032 

医療法人 久保歯科医院 豊後大野市大野町田中 166-2 0974-34-2577 

杉山歯科医院 豊後大野市犬飼町田原字立野 210-1 097-578-0101 

武藤歯科医院 豊後大野市犬飼町上本町 22 097-578-1800 

 


