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 ３歳未満のお子さんがいるご家庭を対象に子育て支援サービスに使える「おおいた子育てほっとク

ーポン」を配布しています。クーポンは５００円券が２０枚綴りで１冊になっています。 

 

おおいた子育てほっとクーポンで利用できるサービスと利用方法 

【１】現物支給（お支払い時にクーポンを利用） 
クーポンを使い、サービス提供者へ利用料等をお⽀払いいただけます。ただし 500 円未満の端数は現⾦でお⽀

払いいただきます。 

 

【2】償還払い（市役所へ請求後、口座へ振り込み） 

利用料等を現金で支払います。利用後 1 年以内に市（子育て支援課）に請求して下さい。 

【請求書の提出に必要なもの】クーポン券、領収書（内訳が分かる原本）、金融機関の口座情報 

 

【３】現物支給・償還払い（施設にご確認ください！） 

 
◆受給資格者：中津市に住民登録がある、３歳未満のお子さんの保護者 
◆有効期限：満３歳の誕生日の前日 
◆注意事項 
・紛失等による理由で、再発行はできません。 
・クーポン券は切り離し無効です。（冊子のまま事業者に渡し、利用枚数を伝えてください） 
・同一世帯で小学６年生までの兄弟姉妹も利用できます。（譲渡はできません） 
・サービス利用時に中津市から転出されている方は、クーポン券を利用できません。 
・中津市から大分県内に転出する方は、クーポン券の有効期限内であれば、残ったクーポンを転出先の市町村で
引き換えることができます。 

・追加サービス、施設等は市報やホームページ・アプリ（母子モ）でお知らせします。 

◆交付額 

※「第２子」「第３子以降」「対象児童の出生順位」とは、１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの児童

（申請時点で養育されている子）の中で数えます。 

◆お問合せ先  子育て支援課 子ども家庭係 ☎0979-22-１１４１ 
 
 

①おむつ・ミルクの購入 ④母乳マッサージ ⑦ベビー用品レンタル費用 ⑩タクシー利用料（健診・通院時） 

②読み聞かせ絵本の購入 ⑤家事支援利用料 ⑧病児・病後児保育 ⑪児童通所支援事業の個人負担分 

③子ども用ＣＤの購入 ⑥一時預かり事業 ⑨子育て短期支援事業 ⑲未就園児親子教室 

⑫ファミリー・サポート・センター事業 ⑬予防接種 ⑭1 ケ月健診の費用 ⑮放課後・長期児童クラブ 

⑯産後ケア事業 ⑰延長保育事業 ⑱幼稚園型一時預かり保育事業 

Ｈ31.4.1～Ｒ2.3.31 生まれのお子さん 対象児童の出生順位に相当する数×10,000 円 クーポンの色：紫色 

R2.4.1～R3.3.31 生まれのお子さん 対象児童の出生順位に相当する数×10,000 円 クーポンの色：ピンク色 

R３.4.1～R４.3.31 生まれのお子さん 対象児童の出生順位に相当する数×10,000 円 クーポンの色：青色 

R４.4.1～R５.3.31 生まれのお子さん 対象児童の出生順位に相当する数×10,000 円 クーポンの色：黄色 

「おおいた子育てほっとクーポン」利用のご案内 
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クーポン券の対象となる子育て支援事業のご案内 

① おむつ・ミルクの購入～お支払い時にクーポン券を使用できます～（R3.4.1～開始） 

下記指定店で、おむつ・ミルクを購入できます。精算前にクーポン利用枚数を伝え、冊子の 

まま店員に渡してください。対象商品以外の商品がある場合は、お支払いは別々となります。 

オムツ：品名「乳幼児用紙おむつ」※トレーニング用、水遊び用、布おむつも対象です。 
ミルク：店舗の「ミルク」コーナーにある乳幼児用のミルクを対象とします。（種類別名称「調整粉乳」、

名称「母乳代替食品」、「ミルクアレルゲン除去食品」と表示されているもの） 
※種類別名称「牛乳」、「加工乳」、「乳飲料」と表示されているものは対象外です。 

事 業 所 名 所 在 地 電話番号 

イオンモール三光 ・三光佐知 1032 0979-26-8450 

ダイレックス ・中津中殿店（中殿町 3 丁目 2-1） 

・中津店（万田一本木 611-1） 

0979-26-1101 

0979-26-0791 

ドラッグストアモリ ・中津北店（蛎瀬 832-1） 

・中津下池永店（下池永 480） 

・鶴居店（永添 199-1） 

0979-64-8182 

0979-23-4578 

0979-62-9610 

ドラッグセイムス ・中津新博多店（新博多町 1710-5） 

・中津沖代店（上池永 1245-1） 

0979-85-1201 

0979-26-0007 

マツモトキヨシ ・フレスポ中津北店（大新田 290-1） 

・イオンモール三光店（三光佐知 1032） 

0979-85-0900 

0979-27-7676 

藤吉産婦人科 ※ミルクのみ購入可 ・上宮永 3 丁目 270-1 0979-24-1103 

ゆめタウン中津 ・蛭子町 3 丁目 99 0979-23-6000 

バースデイ ゆめタウン中津店 ・蛭子町 3 丁目 99 ゆめタウン中津別棟 0979-26-0026 

コメリ ハード＆グリーン ・耶馬溪店（本耶馬渓町樋田３５７） 0979-26-9701 

② 読み聞かせ絵本の購入  ～お支払い時にクーポン券を使用できます～ 

下記指定店で、分類コード「Ｃ８７」で始まる絵本を購入できます。 

 

 

 

③  子ども用ＣＤの購入  ～お支払い時にクーポン券を使用できます～（Ｒ2.11.1～開始） 

 下記指定店で、指定する子ども用ＣＤの購入をする際にクーポン券を使用できます。 

 （店頭に商品がない場合は注文になります。注文後のキャンセル不可） 

書店名 所在地 電話番号 対象となるＣＤ 

明屋書店 中津本店 下池永 124 番地 1 24-1221 「おかあさんといっしょ」最新ベストきみイロＣＤ 

いないいないばあっ！ピカピカブー！ ＴＳＵＴＡＹＡ 中津店 蛭子町２丁目１０番２ 23-7883 

書店名 所在地 電話番号 

三光堂書店 1601 番地 3 22-0723 

明屋書店 中津本店 下池永 124 番地 1 24-1221 

ＴＳＵＴＡＹＡ 中津店 蛭子町２丁目１０番２ 23-7883 
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④ 母乳マッサージ  ～お支払い時にクーポン券を使用できます～ 

★利用方法 各施設に直接ご予約してください。料金や休診日等は施設により異なります。 

施 設 名 所 在 地 電 話 番 号 

すくすく増田助産所 今津 356-3 0979-32-3362 

となりのおばちゃん田原助産所 下宮永 1-52-29 080-3944-2980 

堂本助産所 宮夫 167-4 090-8406-6727 

藤吉産婦人科 上宮永 3 丁目 270-1 0979-24-1103 

 

⑤ 家事支援サービス利用料 ～お支払い時にクーポン券を使用できます～（Ｒ1.11.1～開始） 

★利用方法 直接事業所へご相談（サービス内容・料金）、お申込みください。 

事 業 所 名 所 在 地 電 話 番 号 

ふくしサービスセンターみどりの風 中津市牛神 514 番地 1 0979-24-7249 

 

⑥ 一時預かり事業  ～お支払い時にクーポン券を使用できます～ 

 認可保育所や認定こども園、幼稚園などに入所していない就学前のお子さんを保育所等で一時的に

お預かりする制度です。 

★利用方法 利用方法や実施時間等は各園により異なります。希望施設へ直接電話でお申込みくださ

い。事前面接及び登録が必要です。 

施設名 電話番号 所在地 施設名 電話番号 所在地 

第二保育所 23-1210 上宮永３３５番地 おぐすこども園 26-0211 一ツ松１番１号 

第三保育所 32-6713 伊藤田２９４１番地 グレース保育園 23-2668 大塚１９９番地 

第五保育所 25-1943 高瀬１０５３番地１ にしきこども園 53-9450 湯屋３８２番地１ 

愛光こども園 25-0991 蛭子町３丁目５６ 八千代保育園 52-2125 本耶馬渓町樋田８２番地１ 

光保育園 24-0945 小祝５２５番地２９０ 柿坂保育園 54-2549 耶馬溪町大字柿坂５７０番地 

みどりこども園 32-5818 田尻５２９番地 みさと保育園 62-2000 山国町宇曽 579 

如水こども園 32-4148 是則１２４６番地２ がじゅまる保育園 64-7252 万田 691 番地 7 

双葉ケ丘幼稚園 26-5855 三光原口 690-1 双葉中央こども園 24-2006 中央町 1 丁目 455 

 

⑦ ベビー用品のレンタル費用 ～お支払い時にクーポン券を使用できます～（Ｒ1.8.1～開始） 

★レンタル品目 チャイルドシート、デジタルベビースケール、ベビーベッド 

事業所名 所在地 電話番号 

有限会社 サンティ 大貞 133-19 0979-62-9588 
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⑧ 病児保育・病後児保育  ～お支払い時にクーポン券を使用できます～ 

 病気や病気の回復期のお子さんが保育所（園）・幼稚園・小学校等での集団生活が困難な場合、一

時的に保育・看護を行います。 

★利用方法 かかりつけの医療機関で利用申請書（診断料は個人負担）を記入してもらい、施設へ直

接利用予約をします。 

★料  金 各施設にお問合せ下さい。 

 施設名 電話番号 所在地 

病児保育 なかつ病児保育室 セカンド・マム 64-6872 蛎瀬 600 番地 1 

病後児保育 こども傷病健康支援デイケアセンター恵保園 26-0287 万田 659 番地 

 

⑨ 子育て短期支援事業  ～お支払い時にクーポン券を使用できます～ 

保護者の病気などの理由により、家庭での養育が一時的に困難となった場合に児童養護施設などに

おいて、一定期間（年７日以内）養育することができます。 

★利用方法 中津市子育て支援課（℡：0979-22-1103）にお申し込みください。 

★料  金 所得や児童の年齢により異なります。 

施設名 電話番号 所在地 施設名 電話番号 所在地 

聖ヨゼフ寮 22-2320 永添２６４６番地４ 栄光園 （0977）23-2827 別府市南荘園町 3 組 

清浄園「和」 53-7666 大貞３８３番地３４    

 

⑩ 乳幼児健診時・通院時のタクシーの利用料 ～お支払い時にクーポン券を使用できます～ 

【乳幼児健診について】 

健診会場までのタクシーの乗車または健診会場からのタクシーの乗車のみが対象です。 

★対象となる健診 ４か月,７か月,１歳６か月,３歳６か月健診、５歳児発達相談会 

【通院について】（Ｒ1.8.1～開始） 

病院までのタクシーの乗車または病院からのタクシーの乗車のみが対象です。 

★対象となる通院  お子さんの怪我、病気、予防接種、健診 等 

 会社名 電話番号  会社名 電話番号 

クリスタルシティタクシー（株）中津営業所 0979-22-3321 中津太陽交通（株） 0120-72-5005 

第一交通（株）中津営業所 0120-33-2285 やなぎやタクシー 0979-32-2477 

中津シティタクシー（株） 0979-22-3511 耶馬溪交通（有） 0979-54-2024 
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⑪ 児童通所支援事業の個人負担分  ～お支払い時にクーポン券を使用できます～ 

心身に障がいを持つ児童に対して、生活能力の向上や集団生活への適応、社会との交流促進等の療

育訓練を行う支援です。 

★利用方法 実施時間等は各事業所により異なります。直接お問合せください。 

① 児童発達支援                ③放課後等デイサービス 

事業所名 電話番号（所在地）  事業所名 電話番号（所在地） 

COMPASS 発達支援センター中津 64-7108（田尻）  COMPASS 中津 Sweet 22-3078（牛神町） 

マルコ 64-9061（蛎瀬）  地域総合支援センターどんぐり 3 64-7751（万田） 

陽だまり 64-6677（大貞）  マルコ 64-9061（蛎瀬） 

   陽だまり 64-6677（大貞） 

   放課後デイサービス ウィズ・ユー大悟法 64-8001（大悟法） 

② 医療型児童発達支援             ④保育所等訪問支援 

事業所名 電話番号（所在地）  事業所名 電話番号（所在地） 

つくし園 43-6181（森山）  つくし園 43-6181（森山） 

 

⑫ ファミリー・サポート・センター事業  （償還払い） 

育児の援助を受けたい方と育児の援助に協力できる方が会員登録し、相互援助活動を有料で行う制

度です。 

★利用方法 おねがい会員の登録、まかせて会員との面接等が必要です。 

★対象年齢 おおむね生後３か月～小学校６年生 

★料  金 月～金曜日 7時～19時 600円（1時間） 

    上記以外の時間、土日祝  700円（1時間） ※交通費実費負担 

問合先 電話番号 所在地 

中津市ファミリー・サポート・センター 0979-27-7715 三光成恒４２１番地１（三光福祉保健センター内） 

 

⑬ インフルエンザ・おたふくかぜワクチン予防接種 （償還払い） 

クーポンの請求前に地域医療対策課での助成を申請してください。 

（インフルエンザについては市外で接種した場合のみ申請が必要です） 

予防接種については、利用限度額があります。（1回の接種につき、5,000円まで利用可能） 
 

⑭ 産後１ヶ月健診費用 （償還払い）（Ｒ3.4.1～開始） 

   産後１ヶ月健診の費用（お母さん・お子さん）についてクーポンを利用できます。 

  領収書には１ヶ月健診の費用であることが分かるよう病院で記入してもらうか明細書をお持ちく

ださい。  

※お母さんについて（令和４年４月１日以降に出産した産婦）は産婦健康診査費用の助成金額を

超えた分が対象となります。市外で産婦健康診査を受けられた場合はクーポンの請求前に地域医

療対策課での助成を申請してください） 
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⑮放課後児童クラブ・長期休業期間限定児童クラブ （償還払い） 

 ★利用方法 利用料・保険料にクーポンを使用できます。 

★放課後児童クラブ保護者負担金助成制度との併用はできません。 

助成対象者：生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、就学援助制度適用世帯、市民税非課税世帯 

       多子世帯（18 歳未満の兄姉がいる世帯） 

校区 児童クラブ名 校区 児童クラブ名 校区 児童クラブ名 

南部 放課後児童クラブどうしん 〃 にしき児童クラブ 今津 今津児童クラブ「i-キッズ」 

北部 北部放課後児童クラブトトロ 大幡 大幡児童クラブ A 山口 山口児童クラブ 

〃 いずみの園児童クラブピーター 〃 大幡児童クラブ B 真坂 真坂児童クラブ 

〃 わっしょい児童クラブ 〃 永添児童クラブまりあ 秣 秣児童クラブ 

豊田 豊田児童クラブわくわく 三保 三保放課後児童クラブ 樋田 樋田児童クラブ 

〃 豊田児童クラブふわふわ 如水 なずな児童クラブ松組 上津 上津児童クラブ 

小楠 小楠児童クラブひまわり 〃 なずな児童クラブ竹組 城井 城井児童クラブ 

〃 ここのわ児童クラブ 沖代 沖代児童クラブたんぽぽ 下郷 文庫さだや下郷児童クラブ 

〃 菜の花児童クラブ 〃 沖代児童クラブひだまり 津民 津民放課後児童クラブ 

鶴居 鶴居児童クラブジョイ 〃 児童クラブ ふたば館 三郷 山国ふれあい児童クラブ 

〃 鶴居児童クラブフレンズＡ 〃 なかつ中央児童クラブ   

鶴居 鶴居児童クラブフレンズＢ 和田 和田児童クラブ   

 

⑯ 産後ケア事業  ～利用方法は施設により異なります～（Ｒ2.11.1～開始） 

 市が委託する施設で宿泊またはデイサービスを利用し、心身のケアや育児に関するサポートを受け

ることができます。利用については、地域医療対策課へご相談ください。 

 

⑰ 延長保育事業  ～利用方法は施設により異なります～（Ｒ1.9.2～開始） 

利用料が 500円未満の場合は、領収書を合算して 1年以内に子育て支援課に請求して下さい。 

★利用可能施設 市内の認可保育所（園）、家庭的保育事業、認定こども園 

 

⑱ 幼稚園型一時預かり保育事業 ～利用方法は施設により異なります～（Ｒ1.11.1～開始） 

 利用料が 500円未満の場合は、領収書を合算して 1年以内に子育て支援課に請求して下さい。 

★利用可能施設 双葉ケ丘幼稚園、東九州短期大学附属幼稚園、めぐみ幼稚園、市内の認定こども園 

 

⑲ 未就園児親子教室  ～お支払い時にクーポン券を使用できます～（Ｒ3.6.1～開始） 

ふれあい遊び、体操教室などを通して幼稚園生活を体験します。 

★利用可能施設 市内の幼稚園型認定こども園 
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●ゆめタウン中津 

 
●バースデイ(ゆめタウン中津店) 

 

R4.4.1～Ｒ5.3.31に利用できるクーポン    

※R4年 4月時点の指定店です。 

 
●コメリ ハード＆グリーン（耶馬溪店） 

 

見　本

見　
本

令和４年度生まれ（黄色） 

 

､鶴居店） 

 

見　本

R4.4.1～Ｒ5.3.31に利用できるクーポン 


