育児支援サービス

一時預り
一時預り

病後児預り
病後児預り

安芸高田市に在住していて、参観日、通院、

安芸高田市に在住していて、病気回復期の子

美容院、冠婚葬祭、仕事など、急な用事の時

どもで、集団保育が難しい状況や、保護者の

お子さんを時間単位でお預かりします。

都合などで保育ができないときお預かりしま
す。

保健サービス
任意の
任意の予防接種

乳児健康診査

フッ素塗布
フッ素塗布

インフルエンザ、おたふく風

1 ヶ月児健診などの乳児健

むし歯予防のためにフッ素塗

邪等の任意の予防接種が対象

康診査で利用することがで

布をする時に利用できます。

になります。中学生まで。

きます。

小学生まで。

母乳相談・
母乳相談・母乳マッサージ
母乳マッサージ
母乳育児に関する悩みごとの相談や、母乳マッサージにあたって指導を受けることができます。

○ご利用の際には、利用年月日の記入をしてください。
○応援券の有効期限内であれば、応援券記載のお子さんのほか、
兄弟姉妹の方にも使用できます。
○定期の予防接種には使用できません。定期接種期間を外れ、自由
診療となった場合も同様です。定期の予防接種は下記のとおりです。
インフルエンザ菌ｂ型（Ｈｉｂ）

小児用肺炎球菌

四種混合（不活化ポリオ、百日せき・ジフテリア・破傷風）
ＢＣＧ
日本脳炎

麻しん、風しん（ＭＲ）

水痘（水ぼうそう）

二種混合（ジフテリア・破傷風） Ｂ型肝炎（ＨＢＶ）

ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）
○応援券は原則再発行いたしませんので大切に保管してください。
○応援券は第三者に譲渡したり、第三者から譲り受けたりすることは
できません。

※応援券を市外で利用することできません。

○育児支援サービスについては、施設の定員などの事情によってサービスを受けられない
場合がありますので、ご了承ください。
○保健サービスについては、医療機関によっては受けられないサービスがありますので、
事前に医療機関へお問い合わせください。
○サービス提供施設については、サービス提供施設一覧表をご覧ください。
○市外に転出された場合、転出先では応援券を利用できません。また、市外に転出された
場合、応援券は回収しますので、ご了承ください。

子育て応援券についてのお問い合わせは
安芸高田市

福祉保健部 子育て支援課

☎

0826-47-1283

応援券 1 冊は、10,000 円相当のサービスに利用
できます。
（500 円券×20 枚）

育児支援サービスと保健サービスでは利用方法が違いますので、
下記の使用例を参考にしてください。

『育児支援サービス』
≪使用例≫ 育児支援サービス利用料金が 1,700 円の場合
【現物払い】

応援券 3 枚（1,500 円分）

＋ 現金 200 円

応援券 4 枚（2,000 円分）
・サービス提供者が応援券表紙のお子さんのお名前、有効期限等を確認した後使用された
い料金相当分の応援券を切り取ります。
・料金支払窓口で、応援券を台紙から切り離さずにお出しください。
・500 円未満の端数は現金でお支払いください。
・１回の支払額が５００円未満の場合は使用できません。
・おつりは出ません。

『保健サービス』
≪使用例≫ 保健サービス利用料金が 1,700 円の場合
【償還払い】

サービス提供者
（医療機関）
①現金でお支払い

②・サービス利用日

していただきます。
1,700 円

左記が全て記載された領

・利用サービス名
・サービス利用者の氏名

収書をもらいます。

・サービス利用金額

応援券利用者

④後日、登録した口
座に振り込みます。

③領収証と必要枚数分の応援券分（1,500 円
分：500 円券×3 枚）を添付し、所定の用紙
と一緒に請求していただきます。

市役所
（子育て支援課）

育児支援サービス

一時預り・病後児預り
一時預り・病後児預り

※育児支援サービスについては、施設の定員などの事情によってサービスを受けられない場合があ
ります。
申込先

内容

安芸高田市社会福祉協議会

①保育室「～ふわふわ

（吉田老人福祉センター内）
☎(0826)47-1311

対象児童

～」での一時預り
②病後児の預り

料金

生後 6 カ月～小

摘要
・事前に利

学 3 年生（病後

①300 円/h

用会員登録

児の場合、小学

②500 円/h

が 必 要 で

6 年生まで）

す。
①・②

ファミリー・サポート・センター
(安芸高田社会福祉協議会)
☎(0826)45-2941

①提供会員宅での預
り
②病後児の預り
③宿泊を伴う預り

生後 6 カ月～小
学 6 年生（障害
のある児童につ
いては、中学３
年生まで）

月～土曜
300 円/h
日・祝日・
年末年始
350 円/h

・事前に利
用会員登録
が 必 要 で
す。

③１泊
4,000 円

保健サービス

フッ素塗布サービス

※１医療機関によっては受けられないサービスがありますので、事前に医療機関へお問い合わせく
ださい。
※２保健サービスを利用される場合は、償還払いでの請求となります。
（子育て応援券の使い方をご確認
ください）
近藤歯科医院

八千代町佐々井 1391-1

0826-52-7777

谷歯科医院

八千代町下根 617-7

0826-52-3939

ラベンダー歯科クリニック

八千代町勝田 459

0826-52-3377

イズミ歯科医院

吉田町吉田 765-1

0826-42-4618

上野歯科医院

吉田町吉田 1218

0826-42-0252

桂歯科医院

吉田町吉田 1890-1

0826-42-2030

貞岡歯科医院

吉田町吉田 626-1

0826-42-2885

山崎歯科医院

吉田町常友 1267-2

0826-42-3527

吉村歯科医院

吉田町山手 1217-1

0826-43-2076

なかおか歯科

吉田町吉田 3799

0826-47-0855

みどりファミリー歯科

美土里町本郷 1781-10

0826-54-0843

ふじとう歯科

甲田町高田原 1160-7

0826-45-3533

まさなが歯科クリニック

甲田町高田原 1451

0826-45-7733

有木歯科医院

向原町坂 297

0826-46-2101

黒岩歯科医院

向原町坂 9-1

0826-46-2123

予防接種・乳児健康診査・母乳相談・母乳マッサージ
※１医療機関によっては受けられないサービスがありますので、事前に医療機関へお問い合わせく
ださい。
※２保健サービスを利用される場合は、償還払いでの請求となります。
（子育て応援券の使い方をご確認
ください）
医療機関名

所在地

電話

吉田総合病院

吉田町吉田 3666

0826-42-0636

井上内科医院

吉田町吉田 1091-1

0826-42-0005

えのきクリニック

吉田町吉田 834-1

0826-47-0111

おおはた産婦人科

吉田町吉田 1886

0826-42-0067

こだま整形外科医院

吉田町常友 341-1

0826-43-2800

佐々木クリニック

吉田町山手 585

0826-43-1111

沢崎外科

吉田町吉田 695-1

0826-42-3431

平原内科医院

吉田町吉田 1210-1

0826-42-0446

津田医院

美土里町本郷 1781-9

0826-54-0699

佐々部診療所

高宮町佐々部 983-17

0826-57-0022

徳永医院

甲田町高田原 1419-1

0826-45-3558

平岡医院

甲田町高田原 1043

0826-45-2002

政永内科

甲田町高田原 1451

0826-45-7711

増田ファミリークリニック

甲田町高田原 1474-3

0826-45-2031

佐々木医院

向原町坂 428-2

0826-46-2065

中村医院

向原町戸島 2846-5

0826-46-5588

