
 

 

こんにちは赤ちゃん訪問事業 
 

子 育 て 応 援 ガ イ ド 
  

大町市役所子育て支援課 

令和３年５月改訂 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

子どもと遊びに出かけよう 保育園・幼稚園・児童センター編 

園児やあそびに来ている子どもたちと、触れ合って遊ぶ楽しさを学んだり、お母さん同士の情報交換

や仲間づくりの場としてご利用ください。 

園 開 放 など   

園 名 

（所在地） 

電話（有線） 

市外局（0261） 
広場名 対 象 

開催日時など（詳しくは園へ 

お問い合わせください） 

サークル 

支援他 

はなのき保育園 
（大町 3504-9） 

 

 

22-0675 

 

22-2132 
(はなのき保育園内 

子育て支援センター) 

はなのき広場 

未就園児 
毎週金曜日 

午前９時３０分～１１時 

○ 

おおむね 

3 カ月～ 

1 歳 6 か月 

毎週火曜日 

午前 9 時 30 分～11 時 

おはなクラブ 未就園児 
前期  ５月～  

後期  ９月～ 

午後広場 未就園児 
毎月１回 （不定期）           

午後 2 時３０分～4 時３０分 

あすなろ保育園 
（常盤 3601-18） 

22-0727 
  

 あすなろ広場 

未就園児 
毎週金曜日 

午前９時～１１時 
○ 

おおむね 

3 カ月～ 

1 歳 6 か月 

毎週木曜日 

午前９時～１１時 

しらかば保育園 
（平 9365-3） 

22-1667 くまちゃん広場 未就園児 
毎月第 1 金曜日 

午前９時３０分～１１時 
― 

く る み 保 育 園 
（大町 5560-25） 

22-5142 く る み 広 場 

未就園児 
毎週金曜日 

午前９時３０分～１１時 
○ 

おおむね 

3 カ月～ 

1 歳 6 か月 

毎週火曜日 

午前９時３０分～１１時 

どんぐり保育園 
（社 4682-26） 

22-2002 にこぴこ広場 未就園児 
毎月第 1 金曜日 

午前９時３０分～１１時 
― 

たけのこ保育園 
（八坂 1073） 

26-2018 

（電話のみ） 
きんたろう広場 未就園児 

毎月第 1・3 回金曜日 

午前９時３０分～１１時 
― 

み あ さ 保 育 園 
（美麻 11780-8） 

29-2636 

（電話のみ） 
ぽかぽか広場 未就園児 

月～金曜日（開催不可日あり） 

午前９時３０分～１１時 
― 

認定こども園 

大 町 幼 稚 園 
（大町 1053-1） 

22-0604 

（電話のみ） 
こ ひ つ じ 広 場 未就園児 

不定期（月 1～２回） 

午前 9 時 50 分～11 時 30 分 

園庭開放日 

あり 

認定こども園 

こ まく さ幼 稚 園 
（大町 4170-2） 

22-1134 

（電話のみ） 
お ひ さ ま ク ラ ブ 2～3 歳児 

不定期（原則毎週金曜日） 

午前 9 時４５分～11 時 30 分 
園庭開放日 

あり 

認定こども園 

り んど う幼 稚 園 
（平 5424-1） 

23-2611 わ く わ く 広 場 
 

未就園児 
毎月第２水曜日 

午前９時 30 分～11 時 30 分 
園庭開放日 

あり 

※参加費無料、申し込みも不要です。お気軽に保育園・幼稚園へお出かけください。 

１ 

※行事等で開催できない場合がありますので、各園にお問い合わせください。 



 

 

 

 

保護者の就労のため、休日に保育できない場合に限り保育しています。 

利用許可証の発行手続きがありますので、事前に申請をしてください。 

■対象   おおむね 2 歳以上※市内の保育園・認定こども園などに在籍している園児 

■利用時間 8：30～16：30 までの必要な時間 

■利用料金  

区分（4 月 1 日現在年齢） 料金（1 時間あたり） 

３歳未満（1 人あたり） 300 円 

３歳以上（1 人あたり） 150 円 

■場所・問い合わせ はなのき保育園  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

～気軽に遊びに来てください～ 

年末年始を除いて毎日、児童センターを開所しています。児童センターでは、子育て中の親子だけ 

ではなく、妊婦さんの支援もしています。センターには出産と育児を経験したパパ、ママが来ています。 

そんな育児中のパパ、ママと話をしたり、赤ちゃんや子どもさんの様子を見たり触れ合ったりすることで、 

出産や子育ての不安が和らいでいくことでしょう。 

保護者の情報交換や交流の場であり、育児の悩みや経験談を話したり聞いたりできる場です。 

子育て支援情報や各種講座などもあります！ 

 利用には年度初回利用時に児童センターで利用者登録が必要です（無料） 

■場   所  大町市 大町 4714 番地 

■利 用 時 間  8：30～17：００ 

■問い合わせ  0261-22-0741 

～友だちと一緒に遊びに来てください～ 

お子さんを遊ばせながら、仲間とおしゃべりしませんか？ 

お部屋をお貸しします。 

■ 申し込み 希望する会場で随時受け付けます。 

■ 場所・問い合わせ  

はなのき保育園・あすなろ保育園・くるみ保育園・児童センター 

サ ー ク ル 支 援 

～お子さんを一時預かりします～ 

冠婚葬祭や、急病時、パート就労、育児疲れ解消などに、お子さんを一時的

にお預かりし、保育を行います。（有料） 

■場所・問い合わせ  各保育園・各幼稚園 

※病児・病後児保育「北アルプスキッズルーム」は P5 をご覧ください。 

一時保育 ・ あ ず か り 保 育 

休日保育 

 

児童センター  
 

２ 

 



 

子どもと遊びに出かけよう 公民館・その他編 

- 親子教室 - 

市内各公民館が主催して、親子教室を実施しています。集団での遊び体験を通して楽しく友だちづくり

や親子のスキンシップをとりませんか。参加者の募集に関しては、毎年 5 月号の広報おおまちに掲載して

います。詳しくは各公民館へお問い合わせください。 

  

 

 

 

-市内の公園等 - 

公民館名 電話（有線） 名 称 対  象 

大町公民館 22-9988 すくすく広場 １歳以上の未就園児と保護者 

社公民館 22-0378 なかよし広場 未就園児と保護者 

常盤公民館 22-0321 ともだち広場 １歳以上の未就園児と保護者 

平公民館 22-0694 ひよこクラブ 未就園児と保護者 

八坂公民館 26-2380 すこやか広場 未就園児と保護者 

美麻公民館 
29-2311 

（電話のみ） 

パンダクラブ １歳以上の未就園児と保護者 

コアラクラブ １歳未満の未就園児と保護者 

大町文化公園 文化会館北 遊具・電車が見られる・芝生・散策 

西公園 図書館東 遊具・散策・東屋・夏は噴水と水あそび 

青島公園 

社 青島 

県道大町明科線 

車検センター北 

遊具（幼児向き）・乗り物（足こぎの車など） 

やしろ公園 どんぐり保育園西 遊具が多い 

大町運動公園 
常盤 泉 

観音橋西 
かけっこ・散策・まつぼっくり・広い（松林内マレットコース） 

国営アルプス 

あづみの公園 

大町・松川地区 

常盤 清水 

入場料  大人￥400 シルバー（65 歳以上）￥210 

     小中学生・幼児は無料 

開園時間 9：30～ 電話 0261-21-1212 

閉園時間は季節によって異なるがおおむね 17：00 

アスレチック・室内アスレチック・ボールプール・ワークショップ・

散策・自然と触れ合い 

授乳室有り 祝日以外の月曜日は休園 

わっぱらんど 
平 上原 

大町温泉郷西 
散策・広く浅い用水路（ぬるめ）で水・泥あそび・アスレチック 

ゆ～ぷる木崎湖

（プール） 

平  

木崎トンネル 

手前 

入場料 大人￥600 小中学生￥300 小学生未満は無料 

小学生低学年以下のお子さんには保護者が水着着用で付き添う 

開館時間 10：00～21：00 木曜日休館 電話 0261-23-7100 

休館日 木曜日 祝祭日の翌日 

３ 

 



 

※もしもの事故に対応するため、会員は「サービス提供会員傷害保険」「賠償責任保険」「依頼子供傷害保

険」へ加入します。（自己負担無し） 

 

ファミリー・サポート・センター事業 

 子育ての援助を行いたい人と受けたい人が会員になり、センター事務局を橋渡し役として、会員同士が

子どもの世話を一時的に有償で援助しあう組織です。ファミリー・サポート・センター事務局は児童セン

ター内にあります。 

利用料金は援助が終わった後に利用会員から協力会員へ直接支払います。 

 

 

 
 

 

 

月曜日～土曜日  8：00～18：00               600 円/時間 

                7：00～8：00 及び 18：00～20：00   700 円/時間 

日曜日・祝祭日   7：00～20：00              700 円/時間 
対象年齢：生後１歳から小学校６年生までの子ども 
※30 分未満は 1 時間当たりの金額の半額。30 分以上は 1 時間とみなします。 

  ただし、開始から最初の１時間までは、１時間に満たない場合でも１時間利用とみなして計算します。 

※きょうだいを預かってもらう時には 2 人目以降のお子さまは半額となります。 

※協力会員の自家用車で送迎を行った場合は、交通費として１㎞あたり 37 円を利用料とは別に支払いま

す。 

入会を希望される方は児童センターにある「ファミリー・サポート・センター登録申込書」に記入の上、

提出してください。 

※①援助の申込を受け、１時間程度の説明を受けて頂きご理解いただいたうえで登録となります。 

 ②協力会員が利用会員の依頼を承諾されることでご利用いただけます。 

 ③国民の祝日及び１２/29～翌年の１/3 までは、利用できません。 

 

なお、「ファミリー・サポート・センター登録申込書」は市 HP にも掲載していますのでご利用ください。 

 
 
 
 
 
 

 

大町市

ファミリーサポートセンター

利用会員 協力会員

援助の申込 援助活動の依頼

・事前打ち合わせ

・援助活動

・報酬の授受

○月○日に

授業参観な

ので、預かっ

てほしいので

すが。

はい。協力会員に連

絡してみますね。

○月○日にお子さんを預

かってもらえませんか？

はい。

いいですよ。

自宅でお預か

りします。

１ ２

３

問い合わせ先 大町市児童センター（ファミリー・サポート・センター） 

電話・有線 22-0741  住所 大町市大町 4714 番地 

8：30～17：15（月曜日～金曜日 祝祭日・年末年始を除く） 

４ 

 

ファミリー・サポート・センターの仕組み 



 

 
病気または病気回復期にあり集団保育が困難な場合、かつ保護者の就労などにより家庭保育が困難な場

合に、お子さんを一時的にお預かり保育します。 

利用には登録と予約が必要です。詳細や手続きは子育て支援課にお問い合わせください。 

■対  象  満１歳から小学校就学前のお子さん（定員：4 名） 

■利用時間  8：00～18：00 までの必要な時間（土日・祝日・年末年始は休業） 

■利用料金  園児は無料、未就園児は１時間３００円 

■場  所  市立大町総合病院 西棟３階  

■そ の 他   一回につき、原則として連続して５日まで利用可能  

■問い合わせ  子育て支援課児童係 22-0420（内線 681）  

大町市子育て支援ショートステイ事業  

 保護者の疾病その他の理由により、家庭で児童の養育が困難となった場合に、当該児童を一時
的に児童福祉施設等で宿泊を伴うお預りができます。利用できる場合は、保護者が疾病又は負傷
しているとき、妊娠中又は出産後間もないとき、冠婚葬祭へ出席する時などです。利用料金は所
得に応じて負担していただきます。また、施設への送迎は利用者で行っていただくことが原則で
す。詳細については、子育て支援課までお問い合わせください。 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 母乳相談等助成事業 

出産後、赤ちゃんが母乳やミルクを充分飲めているかや体重の増え方はどうか心配な時、育児

についてお困りの時などに、医療機関や助産院で助産師に相談する費用の一部を助成します。 

 対象者  大町市に住所があり、出産してから 1 年６カ月以内の方 

 事業の内容  ○授乳相談（ミルク、卒乳など。乳房マッサージ含む） 

○育児相談（沐浴、発育など） ○その他、お母さんの心身の相談 

 助成費用及び自己負担 

        １回 2,000 円を 2 回まで助成 

妊娠届出の時、助成券（2 枚）をお渡しします。 

○相談等料金が助成金 2,000 円を超えた分については自己負担になります。 

○自己負担金は医療機関窓口で支払いとなります。 

 利用方法   ご利用前に希望する医療機関等へ、直接電話でご予約ください。 

        ご利用いただける医療機関等は下記のとおりです。 

利用可能な医療機関等名 所在地 電話番号 

市立大町総合病院 大町市大町 3130 
0261-22-0415 

助産師外来（内線 3473） 

医療法人仁雄会 穂高病院 安曇野市穂高 4634 0263-82-2474 

助産院 おりん 池田町会染 213-1 090-9857-5538 

助産院 ウテキアニ 安曇野市穂高 4082-1 0263-83-6676 

みあさの森 大町市美麻 3635 090-4371-9571 

長野県立こども病院 ※注意 安曇野市豊科 3100 0263-73-6700(代表) 

         ※注意 長野県立こども病院で出産された方または赤ちゃんが入院している

方に限りご利用いただけます。  

問い合わせ先  中央保健センター ℡（０２６１）23-4400 

 

５ 

病児・病後児保育室 「北アルプスキッズルーム」 

 



 

産後ケア事業 

 出産後のからだの回復や授乳、育児に不安や心配などがあるお母さんと赤ちゃんが、施設に通

所または宿泊して授乳や育児の指導、相談等が受けられます。 

 

 対象者  大町市内に住所があり、次のいずれかにあてはまる方 

      （1）出産後のからだの回復について不安があり、保健指導が必要な方 

      （2）育児に不安がある方 

      （3）産後の経過に応じた休養などが必要な方 

      （4）ご家族などからの育児支援が受けられない方 

 事業の内容 

      （1）お母さんのからだの健康管理や生活面の指導 

      （2）乳房の管理 

      （3）沐浴、授乳等育児指導 

      （4）その他母子に関する保健指導 

 利用できる期間 

      出産後のお母さんまたは赤ちゃんが退院後、１２０日までの間の原則 7 日間まで。 

      （特に必要となる状況がある場合は、延長できます。） 

 利用できる施設 

      助産院 おりん     ℡：090-9857-5538  

      医療法人仁雄会穂高病院 ℡：0263-82-2474 

            助産院 ウテキアニ   ℡：0263-83-6676 

 利用料金  

 通所型 宿泊型 

自己負担額 利用料の 2 割 概ね 2,000 円 利用料の 2 割 概ね 6,000 円 

市の負担額 利用料の 8 割 概ね 8,000 円 利用料の 8 割 概ね 24,000 円 

      ※食事代など費用以外の経費は、別途利用者の自己負担となります。 

 

 利用方法 利用を希望される方は、利用施設にお問い合わせ・相談の上、中央保健センターに

ご連絡ください。申込方法等についてご案内します。 

      ※産後ケア事業利用申請書を提出したのち、決定通知書により利用できます。 

      ※申請書には医師または助産師の診断・判断が必要です。 

 

 問い合わせ先  中央保健センター ℡（０２６１）23-4400 

 

育児支援ヘルパー派遣事業 

 産前・産後に体調不良のため、家事や育児に支援が必要なご家庭にホームヘルパーを派遣し、 

家事や育児に関するお手伝いをします。 

 

対象者及び利用回数 

大町市に住所がある方で以下のいずれかに該当の方 利用回数 

妊娠届を提出した方 ５回 

産後 12 週以内で、同居の親族がいない方又は同居の親族等か

ら家事や育児の支援が受けられない方 
１０回 

多胎（双子など）出産後 1 年以内の方 ２０回 

６ 



 

 利用できる支援内容 

      （1）家事に関すること（食事の準備片付け、洗濯、掃除、買い物 等） 
      （2）育児に関すること（授乳、オムツ交換、沐浴介助 等） 
 

 利用できる時間 

      午前８時３０分から午後５時までの間で、１回につき１時間 

 利用できる事業所 

      大町市社会福祉協議会 訪問介護事業所 

 利用料金 無料 

 利用方法 利用を希望される方は、事前に中央保健センターにご連絡ください。申込方法等に

ついてご案内します。 

      ※育児支援ヘルパー派遣事業利用申請書の提出後、決定通知書により利用ができま

す。 

 問い合わせ先  中央保健センター ℡（０２６１）23-4400  

 

おおまち子育て応援アプリ「母子モ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県小児救急電話相談 

   小児の病気やけがなどの救急医療に関する相談・助言 

      毎日 19時～翌朝８時       電話♯８０００（かからないときは 0263-34-8000） 

    詳しくは、 長野県 ♯８０００ 検索 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北アルプス平日夜間小児科・内科急病センター 
 
 急な発熱、腹痛、頭痛等の応急診療として、「フレンド・プラザ大町」に開設され
ています。 
診療科目；小児科・内科 
診療日時；月～土 午後７時～午後９時 
休診日；日曜日、祝日、お盆、年末年始 
受付時間；午後６時３０分～午後８時４５分 
所在地；大町市大町 1601 番地 2 
   「フレンド・プラザ大町」内（文化会館隣）℡；26-6199 

 

７ 

新型コロナ感染拡大防止の為、

当分の間休診をしています。 

 妊娠から出産、育児までをサポートする電子母子手帳です。 

アプリならではの機能を使って従来の母子手帳を補充するものです。 

（健診や予防接種の時は母子健康手帳が必要です。） 

1. ■内 容…成長記録と楽しい思い出を家族で共有 

    地域子育て情報が見られる 

    予防接種時期をサポート 

2. ■利用料金・無料 

3. ■利用方法・「母子モ」を検索 アプリをダウンロード 

      動画で「母子モ」の使い方をチェック 

…YouTube 母子モ 検索 

 



 

各種相談先                     市外局番（０２６１） 

 

相談 内容 相談日・時間 問い合わせ先 

総合相談窓口 

産前・産後のからだやここ

ろのこと、育児のこと他 

平日 
8：30～17：15 

子育て世代包括支援センター「あおぞら」 

（中央保健センター内） 

85-8022 

子育てに関すること 
平日 
8：30～17：15 

市役所 子育て支援課 
大町市こども家庭総合支援拠点 
22-0420（内線 68５・757） 

子どもの発達
に関する相談 

運動発達の遅れ、言葉が出

ない、落ち着きがないなど

のお子さんの発達に関 

すること 

平日 
8：30～17：15 

中央保健センター 
23-4400 

市役所 子育て支援課 
22-0420（内線 686・757） 

健康・育児 
相談 

お子さんやご家族の健康、

栄養、育児等に関すること 
毎月 1 回 

中央保健センター 
23-4400 

お子さんの健康等に 

関すること 

毎週火曜日 
10：00～12：00 

児童センター 
22-0741 

家庭児童相談 

保育園や学校生活で心配な

ことや育児・養育不安等、

家庭問題、虐待に関するこ

と 

平日 
8：30～17：15 

市役所 子育て支援課 
家庭児童相談員、同課職員 
22-0420（内線 68５・757） 

女性・男性 
相談 

ＤＶや男女問題、家庭不和

の悩みに関すること 

平日（要予約） 
8：30～17：15 

市役所 子育て支援課 
女性・男性相談員 
22-0420（内線 68５・757） 

母子・父子 
相談 

母子・父子家庭の様々な 

問題、自立に関すること 

平日（要予約） 
8：30～17：15 

市役所 子育て支援課 
母子・父子自立支援員 
22-0420（内線 686） 

制度の 
問い合わせ 

児童手当等の子育てに 

関する制度について 

平日 
8：30～17：15 

市役所 子育て支援課 
22-0420（内線 68５・757） 

保育園に関す
る問い合わせ 

入園や一時保育、園開放等

について 

平日 
8：30～17：15 

市役所 子育て支援課 
22-0420（内線 682・683） 

各保育園 
電話番号は１ページの園開放などをご覧ください。 

福祉サービス
に関する相談 

障がい児の生活や福祉サー

ビスの利用に関すること 

平日 
8：30～17：15 

市役所 福祉課 
22-0420（内線 412・413・414） 

市役所 子育て支援課 
22-0420（内線 68５・757） 

大町市役所子育て支援課（市役所３階） 

<電話> 22-0420（代表）<有線> 22-4700 

<HP> http://www.city.omachi.nagano.jp/ 

８ 


