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活動報告

横浜子育てサポートシステムは、「子どもを預かって
ほしい人」が利用会員として、「子どもを預かる人」が
提供会員として登録して、会員相互の信頼関係のもと
に子どもを預け、預かりを行うシステムです。
今号は平成 28年 10月から支部事務局が移管された

瀬谷区支部のコーディネーターを紹介いたします。皆
さんの日常生活、サポートシステムの活動にお役立て
ください。

会員数：11,154 人が登録しています
平成29年１月４日現在の会員数は下表のとおりです。
１年前と比べると、利用会員が 967人、提供会員が76人
の増加となっています。

主な援助活動内容ベスト 5
平成28年４月から平成28年 10月までの援助活動件数は

30,615件でした。
市内各区の活動内容の状況について確認される場合は、

本部事務局または確認したい該当の区支部事務局までご連絡
ください。

★提供・両方会員のみなさまへ　おねがい★
区支部事務局への援助活動報告書（複写紙：3枚目区支
部控え・４枚目本部事務局控え）は、援助活動を実施した
月の翌月５日までに、コーディネーターへご提出ください。

特に、年度末となる３月末は、その年度の活動件数を集
計するため、みなさまからのご提出が遅れますと、年度の
集計を正しく行うことができません。

３月分の援助活動報告書や、28年度のもので提出漏れ
がある場合には、29 年 4 月 5 日㈬までに、必ずご提出
をお願いします。

援助活動の内容を速やかに把握するため、引き続きご
理解ご協力をお願いいたします。

平成 29 年 1 月 4 日現在（人）

利用会員 提供会員 両方会員 合　　計
鶴 見 区 679 113 49 841
神 奈 川 区 728 135 92 955
西　　 区 236 53 14 303
中　　 区 399 65 29 493
南　　 区 338 88 33 459
港 南 区 422 99 30 551
保土ケ谷区 318 68 30 416
旭　　 区 285 67 36 388
磯 子 区 461 95 36 592
金 沢 区 339 115 35 489
港 北 区 1,434 218 130 1,782
緑　　 区 562 182 62 806
青 葉 区 609 216 53 878
都 筑 区 493 137 44 674
戸 塚 区 524 134 41 699
栄　　 区 188 43 5 236
泉　　 区 347 91 28 466
瀬 谷 区 77 33 16 126
合　　 計 8,439 1,952 763 11,154 
前 月 末 8,179 1,932 752 10,863 
前月比増減 260 20 11 291 

※「活動休止中」の方も含めた会員数です

 （平成 28 年 4 月～平成 28 年 10 月末現在）

１位 習い事・塾の送迎

２位 保育園・幼稚園等の迎え

３位 利用会員宅預かり

４位 保育園・幼稚園等の迎えと帰宅後の預かり（提供会員宅）

５位 保育園・幼稚園等の送り

1



コーディネーターとは・・・
区支部事務局に常駐しており、会員間のコーディネート業務や提供会員紹介後の事前打ち合わせ
に同席する仕事をしています。今回ご紹介する瀬谷区を含め18区全てで、コーディネーター制をとっ
ています。いつも利用会員さんと提供会員さんをサポートしてくれる力強い味方です。

瀬谷区支部は、
相鉄線三ツ境駅下車徒歩15分の
せやまる・ふれあい館１階
瀬谷区地域子育て支援拠点
「にこてらす」にあります。

いつでも気軽にお立ち寄りください。

横浜市の子育て支援施策の一環として総合的な子育て支援をめざし、横浜子育てサポートシステムでは
区支部事務局の地域子育て支援拠点への移管を進め、今年度で18区全ての区で移管が完了しました。
今号では、平成28年10月1日より、支部事務局が移管された瀬谷区支部のコーディネーターをご紹介し
ます。

にこてらすのまわりは、
のどかな住宅街。すぐお隣
は大和市です。
ひろばには、大きな木を
イメージした本棚 “ 絵本の
樹 ”があります。
庭があるので、砂場でお
ままごと、ダイナミックに
外遊び、泥んこ遊びをする
親子も多いです。きょうだ
いでの利用も多く、ワイワ
イとにぎやかな声が響いて
います。

瀬谷区
支部

コーディネーターのご紹介
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①　渡
わた
部
べ
　恵
めぐみ
　

②　散歩
③　どこでも寝られること
④　のんびり　ゆっくり　あせらずに
⑤　「ぽっかぽか」　深見…じゅん
⑥　地域の中に足をはこぶことによりたくさんの方と出会いや新しい発見につながったこと。
預ける方、預かる方の大事に思っている事が知ることができたこと。

⑦　地域の中に子育てサポートシステムの輪が浸透していくように頑張りたいと思います。

①　山
やま
田
だ
　淳
じゅん
　

②　淋しいことに特にありませんが、ホットヨガをやりたいなと思っています。
③　運動全般
④　笑う門には福来たる
⑤　「きみはポラリス」　三浦…しをん
⑥　今まで出会うはずのなかった方々が、子育てサポートシステムのご縁で初めて出会う場面
に立ち会わせていただけること。

⑦　『にこてらす』の事務所の中に、子育てサポートシステム瀬谷区支部があります。…
ランチタイムには、コーディネーターが拠点のひろばに入るようにしています。…
目印は青いポロシャツです。電話でも、いらしていただいても（遠くて恐縮です）構いま
せん。些細なことでもお話いただければうれしいです。どうぞよろしくお願いいたします。

写真は瀬谷区支部のコーディネーターの皆さんです。
左から、渡部さん、山田さんです。

〜質問内容〜
①お名前

②趣味

③特技

④すきな言葉

⑤おすすめ本

⑥�コーディネーターをして�
良かったこと

⑦会員さんへのメッセージ

左側

右側
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はぐはぐの樹 検索
詳しくは

【南区はどんなところ？】
身近な生活を支える商店街や銭湯が多く人情味あふれる下町文化が継承されています。
�南区は横浜市 18区の中で老年化指数 1位・生活保護率 2位・核家族世帯に占めるひとり親世帯の割合 1位・人口に対する外
国籍の人の割合 2位・全出産数における若年出産数の割合 3位と様々な課題を抱えている区でもあります。
最近は習い事や放課後児童クラブなどへの送迎や第 2子出産に伴うきょうだい児の援助等が多くみられます。また、他県から
転入された方でご近所の方に知り合いが欲しいと思う方へ提供会員を紹介し、活動につなげることもあります。

【コーディネーターをしていて、うれしかったこと・心が癒されたことは？】
提供会員希望の方がチラシを見て、私にも何か些細な事でも手助けが出来ればと入会説明会に来て頂けた時はとても嬉しいです。
また利用会員さんから『良い方を紹介して頂いてありがとうございます！』と喜びの声を聞く事も嬉しいですね。
事前打合せで携わった方々の活動報告書を拝見して、良い援助が出来ていると笑みが出ます。

【コーディネートをするうえで気を付けていることは？】
利用会員さんからの話をじっくりお聞きしてその方にどのような援助が一
番適しているか、時には子サポの預かり以外の保育園の一時預かりや、ひ
ろば預かり等も含め、コーディネーターが提案し、利用会員さんと一緒に
考えていきます。
事前打合せの際にお母さん方が自身の子育ての不安について、提供会員さ
んやコーディネーターに相談する場面が多々あります。必要に応じて横浜
子育てパートナーの紹介もさせて頂きながら出来るだけ希望に沿ったコー
ディネートを心がけています。

【南区支部のPR・メッセージをどうぞ！】
南区支部では年 2回、交流スペースで行う「初めての子サポ体験」を実施しています。
利用会員さんからは、お子さんが慣れている場所で通常の利用料金の半額で利用できるので、初めてお子さんを預ける方も「安
心してリフレッシュ出来ました」と毎回好評です。
先日開催した利用会員さん提供・両方会員さんとのレジン（アクセサリー）作りの交流会は大変好評でした。
また、南区は独自の取組として、提供会員さんによる保育グループ「ぐるんぱ」があり、福祉保健センターで行われている乳幼
児健診のお手伝いや、地域子育て支援拠点で行われている様々なプログラム中の保育で活躍していただいています。

南区支部のある地域子育て支援拠点「はぐはぐの樹サポートルーム」は、
横浜市営地下鉄弘明寺駅 2B出口からすぐです。
〒 232-0056　横浜市南区通町 4-115　アイルイン弘明寺 2階
　※�地域子育て支援拠点「はぐはぐの樹」は交流スペースとサポートルー
ムに分かれています。

区支部事務局コーディネーターにインタビュー♪
〜南区支部編〜

毎号、区支部事務局の紹介をしているこのコーナー。今回は、南区支部の野村コーディネーター
にお話を伺いました。

南区支部コーディネーター

広橋�智子さん

野村�美花さん 渋谷�幸江さん

重富�由佳さん
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『チリとチリリゆきのひのおはなし』
作　者❖どい　かや　　出版年 2010 年
出版社❖アリス館　　❖定価 1,200 円（税別）

初雪の中チリとチリリは自転車に乗って森へ出かけます。
氷の扉を見つけて入って行くと動物たちが遊んでいました。
ページをめくるたびに可愛い動物たちが沢山出てきます。

左のページで紹介した南区支部コーディネーターおすすめの絵本です。
ほんわかとした絵がカワイイですね。

絵が可愛いくって暖かい気持ちに
なれる絵本です。

オススメ

介紹の本

事務局からのお知らせ

1 　横浜子育てサポートシステム・ホームページのアドレスが変わりました

2 　平成28年度提供・両方会員フォローアップ研修を開催します！

3 　「横浜子育てサポート通信29号」記事の訂正

新しいアドレスは…http://www.kosodate.famisapo.city.yokohama.lg.jp
「お気に入り」や「ブックマーク」に登録している方は変更をお願いします。

日　時　：…平成 29年２月 27日（月）14：00〜……／……平成 29年３月３日（金）9：30〜
会　場　：横浜市健康福祉総合センター
内　容　：…テーマ「個人情報とプライバシー〜活動する際に気をつけたいポイント〜」…

講　師　田園調布学園大学人間福祉学部社会福祉学科　教授　村井祐一氏
くわしくは、本部事務局からお送りしているチラシをご覧ください。みなさまのご参加をお待ちしています！

P4「平成 27年度　提供・両方会員フォローアップ研修報告」の記事に誤りがありました。
お詫びを申し上げますとともに、下記の通り訂正いたします。

訂正内容…講師の厚坂幸子氏の所属
　誤）青山学園女子短期大学子ども学科　⇒　正）青山学院女子短期大学子ども学科

昨年から、各区の地域子育て支援拠点で、子育て相談の専任スタッフ「横浜
子育てパートナー」による個別相談を開始しました。相談者の気持ちに寄り添
いながら、支援制度などの案内や円滑な利用の手伝いなどを行います。
電話相談や、個室での相談、ひろばでお子さんを遊ばせながらの相談もでき
ます。
同施設内にいますので、区支部事務局にお立ち寄りの際や、コーディネーター
へお電話の際に、ぜひお声かけください。

地域子育て支援拠点の
「横浜子育てパートナー」に

相談しませんか？
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〒231-8482  横浜市中区桜木町 1-1  横浜市健康福祉総合センター 8F（JR・市営地下鉄「桜木町」駅徒歩 2 分）

TEL. 045-201-2062 / FAX. 045-201-1620〔受付時間／ 9：00 ～ 17：00（月曜日～金曜日）〕

社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会　横浜子育てサポートシステム本部事務局編
集
・
発
行

平成29年3月発行

子育てサポートシステムの援助活動により得た報酬
は「雑所得」となります。
雑所得を含めて各所得金額（給与所得等）の合計が
年間（１月１日～ 12 月 31 日）で、38 万円を超える
と一般的に「課税対象」となり、配偶者控除及び扶養
控除の対象でなくなります。
また、給与を一ヶ所から受けている場合は、給与所得及び退職所得以外の雑所得を含めた各所得金額の合計が年間で 20

万円を超えると確定申告が必要となります。
なお、提供会員が負担した「実費」について、利用会員に請求し、「報酬」とともに受領した金額についても収入金額に

加算します。

★「報酬」とは、下記に沿って利用会員より支払われた金額をいいます。
・月曜日～金曜日までの午前７時～午後７時〈１時間あたり 800 円〉
・上記の時間外　〈1時間あたり 900 円〉
・２人以上の子ども（きょうだい）を預かる場合、２人目以降からは半額

★「実費」とは、援助活動の際に発生し、利用会員より支払われた金額をいいます。
例）�・援助活動場所への往復、また援助活動中に発生する交通費�
・提供会員が用意する食事、おやつ、紙おむつ等の実費�
・事前打ち合わせの際に発生する交通費

★「必要経費」とは、上記「実費」と活動するにあたり準備にかかった費用などのことをいいます。
例）�・お子さんを預かりの際に使用するおもちゃや絵本などの購入代金�
・お子さんの預かりのために使用した電気カーペットの電気代　など

注・「援助活動報告書兼領収証（提供会員控）」は大切に保管しておいてください。
税法上の解釈および確定申告等については、各自の勤務先および国税庁ホームページ、税務署にてご確認をお願いします。
確定申告は 3月 15日�㈬までです。

税務署 対象区域 住　　所 電話番号

緑税務署 都筑・緑・青葉区 青葉区市ケ尾町 22-3 972-7771

保土ケ谷税務署 保土ケ谷・旭・瀬谷区 保土ケ谷区帷子町 2-64 331-1281

戸塚税務署 戸塚・栄・泉区 戸塚区吉田町 2001 863-0011

横浜南税務署 南・港南・磯子・金沢区 金沢区並木 3-2-9 789-3731

神奈川税務署 神奈川・港北区 港北区大豆戸町 528-5 544-0141

鶴見税務署 鶴見区 鶴見区鶴見中央 4-38-32 521-7141

横浜中税務署 西・中区 中区山下町 37-9 651-1321

≪国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp/≫

収入金額から「必要経費」を除いた合計金額
（他の所得がある場合は各所得の合計金額） 申告の要否 税額 扶養対象

38 万円以下 申告不要 ○

38 万円超～ 申告必要 発生する ×

❖　提供・両方会員の確定申告について　❖
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