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おねがい会員 3,111人
まかせて会員　 820人
どっちも会員　 258人

合計　4,189人
2018年９月末現在

受託・運営　社会福祉法人 静岡市社会福祉協議会

静岡/〒420-0031　静岡市葵区呉服町2-1-1　札の辻ビル4F
　　　　　TEL　054-254-2283　　FAX　054-254-2600
　　　　　開所時間　　平日　8：30〜18：00

清水/〒424-0823　静岡市清水区島崎町223　清水テルサ1F
　　　　　TEL　054-355-3333　　FAX　054-355-3368
　　　　　開所時間　　平日　8：30〜17：00

お申込み・お問い合わせ

  静岡市ファミリー・サポート・センター
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保育施設までの
送迎 1,610件

1,215件習い事の援助
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保育施設
開始前・終了後の
預かり

4
児童クラブの
終了後の預かり

2018.4月　
　～2018.9月
活動件数
6,049件

988件3
児童クラブの
迎え

904件

363件

新アドバイザーの紹介

静岡事務局　　荒川　みず奈

よろしくお願いいたします。

まかせて会員大募集！！

「出来ることをできるときに出来る人に」
地域で子育てを応援する仲間を増やしていきましょう！！
一緒に活動出来る方身近にいませんか…お声をかけて下さい。

まかせて会員へ
＊�サポート状況を把握するため、活動報告書は速やかに事
務局へ提出してください。
＊�日頃のサポートで、気になることや、困ったことなどあ
りましたら、どんなことでも事務局へご相談ください。
＊�今回、「ヒヤリ・ハット報告書」を同封させていただき
ましたので、ご協力お願いいたします。
＊�０歳児のサポートをしてくださった時は、忘れずに「睡
眠時健康チェック表」に記入して提出してください。用
紙が必要な方は、事務局までお問い合わせください。

おねがい会員へ
＊�活動報告書は、サポート料金の領収書になります。
支払いの際、会員番号と氏名を忘れずに記入して
ください。サポートが終了したら、速やかに支払
いをお願いします。
＊�サポート依頼は、事務局に必ず事前連絡しましょ
う。報告のないサポートは、保険の対象外です。
＊�サポートのことで、気になったことや疑問に思っ
たことがありましたら、事務局までお知らせくだ
さい。

〜事務局
より〜

お知らせ・
お願い

　今年度は、全会員交流会を静岡
清水の各事務局で開催しました。 
また多くのイベントに参加し、広報
活動や臨時登録会を行いました。
ご協力いただいた会員のみなさん、
ありがとうございました。

福祉のまつり 地域交流会

主なサポートベスト５

ふれあい広場

全会員交流会

会員同士の
助け合いの場です

ファミサポの活動は、お互いの協力に基づいて
子育てを支え合う地域相互援助活動で、ベビーシッター等の
雇用関係ではありません。
感謝の気持ちを忘れないようにしましょう!!



ふぁみさぽ !!ふぁみさぽ !!おしえて
Part6

おねがい会員　
平野衣里子さん

　仕事を再開するにあたり
午後の仕事の間だけ誰かの手
を借りたい…そんな思いで登
録しました。生後２か月頃から
ずっと見守って頂いているＳさ

んは本当の家族の様な存在です。
　子供たちはもちろん、私にとっても信頼出来る方
が近くにいるというのは心の支えであり、これまで
に何度も助けられてきました。また様々な遊びや経
験をさせてくださり本当に感謝しています。じぃじ、
ばぁばと呼ばせてもらい、「じぃじもばぁばも３人
いるんだよ‼」と誇らしげに話しています。いつも
たくさんの愛をありがとう♡

「大好きなじぃじと
ばぁば」

まかせて会員　　
原　佳嗣さん　　  
　二人の子供の子育てが
終わり、なにか恩返しがで
きることがあるか？こんな
ことを考えている時ファミ
リー・サポート・センターの事
を知りました。いざ始めようと思っ
たとき、子育て支援講座が５日間あり、男性一人で
大変だったこと、最終日のサポート体験など懐かし
く思い出します。現在は、児童クラブ、学校からの
送迎を月７回ほどしています。子供を通じて地域の
ことを知ることができていると同時にたくさんの元
気をもらっています。

「恩返しの
　　　　つもりで」

まちがいやすい
サポート料金

◆１時間あたりのサポート料金

時間帯 月～金曜日 土日・祝祭日
年末年始（12/29～1/3）

7：00以前 700円 800円
7：00～19：00 600円 700円
19：00以降 700円 800円

１時間未満の
サポートについて

サポート料金は10分、15分で終了しても１時間分になります
10分、15分きざみでの計算にはなりません

《例2》�平日�8：00～8：20園送り、
15：50～16：10園迎え

8：00 8：20
20分
600円

15：50 16：10
20分
600円

サポート料金
1,200円

(600円＋600円)

《例1》平日�16：45児童クラブ迎え、自宅送り

16：45 17：15
30分
600円

サポート料金
600円

※1時間未満のサポートで7：00及び19：00を挟んだ場合は
　時間が長い方の設定料金がサポート料金となります

《例》平日�18：50～19：40の預かり

サポート料金
700円

活動時間…50分
長い時間帯を1時間として計算

18：50 19：00 19：40
40分10分

１時間を超える
サポートについて

１時間を超えた場合、30分ごとの料金計算になります
30分以内は半額となり、30分を超えた場合は1時間分となります

《例1》平日�8：00～9：15のサポートの場合 《例2》平日�8：00～9：50のサポートの場合

600円 300円
1時間（60分） 15分

8：00 9：00 9：15

サポート料金　900円
(600円＋300円)

活動時間…1時間15分
※1時間30分として計算

600円 600円
1時間（60分） 50分

8：00 9：00 9：50

サポート料金　1,200円
(600円＋600円)

活動時間…1時間50分
※2時間として計算

ファミサポ支援は
「安全第一」をモットーにしています。
安心・安全にサポートが出来るように
再度確認していきましょう。

サポート活動に慣れてくると、サポート前やサポート中に気をつけなくては
ならないことが、見落としがちになります。「これくらいなら大丈夫だろう」
という気持ちから大きな事故につながってしまうことがあります。
今回、日ごろのサポート内容に合った注意喚起シートを６種類作成しました。

◆自宅預かり編
　①　当日、保護者に連絡がつく電話番号等を聞いておく
　②　コンセントが見えないように隠す（キャップなどをする）
◆外出中編
　①　道路、歩道を歩くときは、必ず手をつなぎ、道路側を歩かせない
　②　子どもが飛びださないようにする
◆自家用車利用（送迎）編
　①　チャイルドシート・ジュニアシート・シートベルトの装着確認
　②　駐車場で子どもから目を離さない
◆病後時保育編
　①　時間を決めて検温する
　②　薬の投与は、禁止（医療行為も禁止）
◆食事提供編
　①　アレルギーの有無を確認
　②　テーブルの上に余分なものを置かない
◆睡眠中編
　①　「睡眠時チェックシート」を使用する（1歳未満児必須）
　②　ソファーに寝かせない

シ
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サポート中のまかせて会員に
配布開始しました

◆活動の手引きP.5「報酬について」を見て確認しましょう。

金額が違います！
ご注意ください！


