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活動報告

横浜子育てサポートシステム（以下、子サポ）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、会員相互の信頼関係のも
とに子どもの預け、預かりを行う有償ささえあい活動です。
今回は、まだ子サポを利用したことがない利用会員の方

や、これから活動する提供会員の方の参考にしていただく
ため、実際の援助活動の様子をお届けします。

会員数：13,007 人が登録しています
平成30年 12月28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700人、提供会員が107人、両
方会員が24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 30 年 4 月から平成 30 年 10 月までの援助活動件数は

33,651件でした。
市内各18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。
平成 30 年 4 月～平成 30 年 10 月末現在（件）

5,701

4,711

4,644

3,237

1,941

習い事・塾の送迎

利用会員宅預かり

保育所・幼稚園等の迎え

保育所・幼稚園等の送り

小学校登校前の預かり
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★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。

2月分の援助活動報告書は、平成 31年 3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・
ご協力をよろしくお願いいたします。

平成 30 年 12 月 28 日現在（人）

利用会員 提供会員 両方会員 合　計
鶴　見　区 851 132 58 1,041
神 奈 川 区 825 166 93 1,084
西　　 区 300 47 17 364
中　　 区 510 83 37 630
南　　 区 331 92 34 457
港　南　区 496 108 34 638
保土ヶ谷区 422 89 34 545
旭　　 区 343 91 45 479
磯　子　区 560 110 26 696
金　沢　区 436 121 27 584
港　北　区 1,828 231 122 2,181
緑　　 区 598 185 60 843
青　葉　区 645 217 48 910
都　筑　区 536 148 51 735
戸　塚　区 653 148 50 851
栄　　 区 216 49 11 276
泉　　 区 340 91 36 467
瀬　谷　区 155 47 24 226
合 計 10,045 2,155 807 13,007 
前 月 末 9,770 2,130 793 12,693 
前 月 比 増 減 275 25 14 314
29年度同月比 9,345 2,048 783 12,176
29年度同月増減 700 107 24 831

※「活動休止中」の方も含めた会員数です

※援助活動件数が多かった上位 5 項目

年度末を迎える 3月は、その年度の活動件数を集計しま
す。より正確な集計のため、期日までのご提出にご協力く
ださいますようお願いいたします。
3月の援助活動報告書は、平成 31年 4月 5日㈮までに
必ずご提出をお願いします。
また、平成 30 年度分で未提出のものがある場合も、す

みやかにご提出をお願いいたします。（4月 5日厳守）

重 要 年度末の援助活動報告書提出について
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とある一日の援助活動の様子

　横浜子育てサポートシステムでは、日々様々な活動が行
われています。
　今回は、「実際の活動ってどのように行われているの？」
などの疑問にお答えすべく、援助活動の現場にお邪魔して、
活動の様子を取材しました。
　まだ子サポを利用したことがない利用会員の方も、これ
から活動する提供会員の方もぜひ今後の参考にしてみてく
ださい。

横浜子育てサポートシステム

援助活動
の実際

保育園
お迎え

駅から
提供会員宅

へ

提供会員宅
預かりの
様子

帰宅の
ための準備

駅から提供会員宅へ向かう道
中は、しっかりと手をつないで
歩いています

提供会員が用意してくれたビーズ
で遊んでいます♪

提供会員の家族の皆さんも、援
助活動に協力しているとのことで�
した

利用会員のお子さんが好きな
絵本やビーズなどが準備して
ありました

援助活動を行うようになって
から数年ぶりにクリスマスツ
リーを出し、利用会員のお子
さんと一緒に飾り付けしたそ
うです。
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提供会員利用会員
援助活動報告書

報酬

コーディネーター

●�提供会員として活動しようと思った
きっかけを教えてください

　自宅で母の介護をしていましたが、
段々困難になり施設に入所しました。

そんな頃、ベビーシッターによる悲惨な事件があり、
私にも何かお手伝いできることがあれば…と思い講習
を受け、現在に至っています。
●�提供会員として活動してみて良かったと感じるとき
はどんなときですか？

　とにかく、可愛い！！その一言に尽きます。『あり
がとう』の言葉をいただくのももちろん嬉しいのです
が、それ以上に『あー楽しかった』と私自身が幸福に
感じられる時です。
●�提供会員として活動してみて、自身の生活の中で変
化したことは何かありますか？

　張り合いができたので、体調管理やスケジュール管
理には気を付けるようになりました。
●これから活動する提供会員さんへ一言お願いします
　支部の方がきめ細かくサポートして下さいますの
で、まず一歩踏み出してみては ??

●�子サポを実際に利用してみての感
想を教えてください

　とても利用しやすくて、すぐ相手
の方を紹介してくれてビックリしま
した。
　子サポを利用することで、今日は仕事優先、今日は家
庭優先、といったように、スケジュールを組みやすくな
り、メリハリのある毎日を送ることができています。
●�まだ子サポを利用したことがない利用会員さんへ一
言お願いします

　相手の方との相性もあるかと思いますが、利用して
みてください。全て自分で取り組むことではなく、周
りの支援を素直に受け入れることが大切です。

　毎月の援助活動報告書からも楽しそうな様子が伝わっ
てきて、そんな関係づくりのお手伝いをすることが出来
て私達もとても嬉しい気持ちです。地域の中に子どもの
成長を見守ってくれる応援団がいると心強いですね。
　これからもたくさんの方の出会いの橋渡しができれば
と思っています。子育て中ちょっと預かってほしい時、
気楽にお電話ください。

提供会員
インタビュー

利用会員
インタビュー

利用・活動までの流れ

それぞれの視点からみた援助活動

本部事務局編集後記：心温まる活動にふれ、会員同士の信頼
関係を感じることができ、とても嬉しい気持ちになりました！

区支部のコーディネーターより

※利用するまでの詳しい流れについては、お住まいの区の区支部コーディネーターまでお問合わせください。
※援助の依頼をしてから実際の活動となるまでには、調整のため日にちがかかることがあります。
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『せんろはつづく』
著　者❖竹下文子（文）　鈴木まもる（絵）
出版社❖金の星社

男の子にも女の子にも
人気の絵本です。
線路をつなげて電車を
走らせていくストー
リーになっています。
大人も子どもも楽しめ
ますよ。

金沢区
支部

オスス
メ 介紹の本

【金沢区はどんなところ？】
　金沢区での依頼のトップは保育園の送迎ですが、それと並んで利用会員宅の預かりも多いです。提供会員のみなさま
の中には地域との関りあいがある方もたくさんいらっしゃいます。子サポだけでなく地域とつながる機会があるのは、
私たちにとっても心強いです。そして緊急救命講習会を金沢区で開催した時には、研修に臨む姿や質疑応答の活発さを
目の当たりにし、提供・両方会員の皆さまの意識の高さを改めて感じました。

【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？】
　事前打合せの場で利用会員の安心した顔を見たとき、嬉しい気持ちでいっぱいになります。なによりも提供・両方会
員のお人柄が伝わった瞬間であると思います。
　そしてその場で和んだリラックスした雰囲気になった時には、会員同士がつながって本当に良かったと温かい気持ち
になります。こういう瞬間に立ち会わせていただいて幸せです。
　その後に援助活動報告書を通して、会員同士のステキな関係を築いている事が伝わってきた時にも改めて感謝の気持
ちでいっぱいになります。

【コーディネートをするうえで気を付けていることは？】
　まず、利用・提供・両方会員のみなさまの話を丁寧によく聞く事を大切
にしています。
　そして依頼を受けた時点で皆で共有し、よりよいコーディネートになる
よう相談しながら進めていきます。依頼される時点で迷っていたり、悩ん
でいたりする時にはこちらからも複数の提案をさせていただき、利用会員
の方がご自身の状況を整理できるよう、選択肢から選べるようにコーディ
ネートする事を心掛けています。

【金沢区支部のPR・メッセージをどうぞ！】
　人と人をつなぐのが
私たちの使命「提供会
員がみつかる。利用
会員と提供・両方会員
がつながる。そして地
域全体がよくなってい
く。」を目指していま
す。

区支部事務局コーディネーターにインタビュー♪
〜金沢区支部コーディネーターに聞く〜

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、金沢区支部の赤池コーディネー
ターにお話を伺いました。

金沢区支部のある子育て支援拠点「とこ
とこ」は京浜急行線「能見台」駅から徒
歩 5分のところにあります。
〒 236-0058
横浜市金沢区能見台東５−６　２階

左から中島さん、原さん

左から、宮藤さん、赤池さん、髙嶋さん

ピカソ

とことこ
2 階

（1階はセブンイレブン）

写真は金沢区支部コーディネーターの皆さんです。
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　平成29年4月より、全国のファミリー・サポー
ト・センター事業で援助活動をする会員の方に
は、子どもに対する緊急救命講習（※）の受講が
必須となりました。
　これを受けて、横浜子育てサポートシステム
では、既にご登録いただいている会員の皆さま
向けにフォローアップ研修として、「緊急救命講
習」を開催しています。
　平成 30年度は 3月の講習が最後となります
が、引き続き次年度も開催してまいりますので、
活動をしている会員の方で未受講の方は、お早
目の受講をお願いいたします。

（※）緊急救命講習…幼児・乳幼児の人形を用いて心肺
蘇生法やAEDの取り扱いなどについて学ぶ講習です。

　現在会員としてご登録いただき、「活動中」または「休止」となっている方の登録期限は平成31
年 3月 31日です。平成31年度（4月1日以降）も引き続き利用・活動される方は、同封の「2019
年度　登録更新申込書」に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒で本部事務局までお送りください。
（ご送付の際には、所定料金の郵便切手の貼付にご協力くださいますようお願いいたします）
　詳しくは、同封の案内をご覧ください。

☆「2019年度　登録更新申込書」は、3月31日（日）までに本部事務局へお送りください。

☆�インターネットの会員ページからも更新の手続きができます。更新手続き
の操作手順については、2月 9日（土）より横浜子育てサポートシステムの
ホームページに掲載します。
　※�会員ページからの更新には、ご自身でメールアドレスの登録をしていた
だく必要があります。会員種別ごとの操作マニュアルはホームページの
「資料ダウンロードページ」に掲載しています。

事務局からの
お知らせ

提供・両方会員の皆さまへ　〜緊急救命講習受講のお願い〜

2019年度（平成31年度）会員登録更新手続きについて

メールアドレス登録
の操作マニュアルは
こちら

3 月 31 日までに更新登録手続きを行わないと、4月 1日以降は「未更新」となり利用・活
動ができません。万が一、「未更新」のまま利用・活動し、事故が起きた場合には保険の対
象外となります。

★ご注意くだ
さい！！★
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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31年2月発行

事務局からのお知らせ

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。

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 ×

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」は、利用会員に請求し「報酬」とともに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（兄弟・姉妹）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・お子さんの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（金）までです。

税 務 署 対象区域 住　　所 電話番号
緑税務署 緑・青葉・都筑 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 保土ケ谷区帷子町 2-64 331-1281
戸塚税務署 戸塚・栄・泉 戸塚区吉田町 2001 863-0011
横浜南税務署 南・港南・磯子・金沢 金沢区並木 3-2-9 789-3731
神奈川税務署 神奈川・港北 港北区大豆戸町 528-5 544-0141
鶴見税務署 鶴見 鶴見区鶴見中央 4-38-32 521-7141
横浜中税務署 西・中 中区山下町 37-9 651-1321

提供・両方会員の確定申告について

国税庁 検 索
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