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活動報告活動報告

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
とに子どもを預け、預かりを行う有償ささえあい活動です。
今回は、「大活躍！男性会員編」として、鶴見区、神奈川

区の提供会員さんにお話をうかがいました。
また、年度更新のお願いについても掲載しております。

会員数：13,900 人が登録しています
令和元年 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 933 人の増加となっています。

主な援助活動内容ベスト 5
令和元年 4 月から令和元年 10 月までの援助活動件数は 21,992

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。
令和元年 4 月～令和元年 10 月末現在（件）

3,623

3,512

3,080

1,792

1,367

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

その他
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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：4 枚目区支部控え・

5 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。

令和元年 12 月 28 日現在（人）
利用会員 提供会員 両方会員 合　計

鶴　見　区 953 129 54 1,136
神 奈 川 区 861 158 75 1,094
西　　 区 331 41 14 386
中　　 区 550 76 37 663
南　　 区 356 84 30 470
港　南　区 514 109 31 654
保土ヶ谷区 439 83 35 557
旭　　 区 371 98 45 514
磯　子　区 616 109 32 757
金　沢　区 470 119 31 620
港　北　区 2,034 240 131 2,405
緑　　 区 642 177 46 865
青　葉　区 693 226 40 959
都　筑　区 590 146 46 782
戸　塚　区 761 155 41 957
栄　　 区 238 58 15 311
泉　　 区 355 98 38 491
瀬　谷　区 204 44 31 279
合 計 10,978… 2,150… 772… 13,900…
30年度同月比 10,045 2,155 807 13,007
30年度同月増減 933 ▲ 5 ▲ 35 893

※「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 月末は、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、令和 2年 4月 4日㈯までに
必ずご提出をお願いします。

また、令和元年度分で未提出のものがある場合
も、すみやかに（4月 4日厳守）ご提出をお願い
いたします。

年度末の援助活動報告書提出について重 要
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　お二人とも本当に素敵な会員さんです。いつも頼りにさせていただいています。
　これからもよろしくお願いします！

区支部のコーディネーターより

●�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。
敏朗さん：�65 歳で定年するまで仕事オンリーの生活でした。退職した後、すでに提供会員として活動していた妻か

ら「暇だったら、提供会員予定者研修だけでも受けてみたら？男の子のサポートもあるし。」との誘いを
受けて、研修を受講しました。子サポのことは研修会で初めて知りました。

●�どのような活動をして、どのようにお子さんと関わっていますか。
敏朗さん：�男の子の送迎をしています。道路を歩くときや電車の乗り降りのときなどは、しっ

かりと手をつないでいます。危ないことをしたときには注意もします。孫に対す
るような気持ちもありますが、やはりお預かりしているので、緊張もしますし、
責任を感じています。

　　　　　�継続したサポートを終了したのちも、「旅行に行ったのでお土産を渡したい」と訪
ねてきてくれたお子さんがいます。お子さんや親御さんに親近感を持ってもらえ
て嬉しいです。

●�ご夫婦で提供会員になり、それぞれ活動される中でお互いに変化を感じるところはありますか？
敏朗さん・よしえさん：以前から二人とも子どもが好きなんです。
敏朗さん：�最近は夫婦の会話のほとんどが子サポに関することです。自分の子どもの子育てのときは、学校行事にも

ほとんど参加していなかったのですが、子サポの活動で小学生の送迎をしたことで、地域の小学生の登下
校の様子も見守りたいと思うようになりました。

●これから夫婦で提供会員になろうかとお考えの方に一言お願いします。
敏朗さん・よしえさん：夫婦の会話が増えますよ！
敏朗さん：�退職すると、毎日が日曜日のようになってしまいますが、子サポの活動の予定が

入ることで、明日の活動の確認をしたり、いい刺激になります。元気をもらって
いると思います。

よしえさん：�関わったお子さんたちが、これからどう成長されていくのか…成長を見守っていくのも夢です。

提供会員インタビュー
鶴見区提供会員の浅見敏朗さん・よしえさんご夫婦

横浜子育てサポートシステム

援助活動
の実際

大活躍！男性会員編
横浜子育てサポートシステムでは日々たくさんの
活動が行われています。今回は、各区で活躍する
男性会員にスポットを当てて、
お話をうかがいました。
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　いつも子サポのことを考え、支えていただいて感謝しています！
　今後ともどうぞよろしくお願いします。

区支部のコーディネーターより

●�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。
　一つ目の理由は、10年前定年退職した当時に「少子高齢化の危機」が盛んに叫
ばれていたのですが、少子化の部分については、共働きの方々が多い中で、子育て
をサポートするシステムが必要だと思っていました。調べたところ、横浜子育てサポートシステムがすでにあり、こ
れはいいなと思いました。二つ目の理由は、自分が親として子育てをしていた頃、周囲のみなさんにお世話になった
ので、今度は恩返しがしたいと思ったからです。
●�どのような活動をして、どのようにお子さんと関わっていますか。
　会員になって 2年目の頃、兄弟 2人を保育園へ送迎するサポートをしていた時のことですが、始めのうちは下の
お子さんが手をつなぐ前に園から走りだしてしまうことがありました。交通安全について繰り返しお子さんに話し続
けたところ、あるときから急に手をつないでくれるようになりました。このときは感激しました。
　今も、保育園への送迎サポートをしているお子さんがいますが、同じお子さんでも朝の気持ちは様々です。その日
の様子を見ながら関わっていくと、お子さんからも親しみを感じてもらえるようになるように思います。
●�提供会員として活動を始めたことでご自身に変化を感じることはありますか？
　最初に活動をはじめようと思ったころと気持ちは変わりません。近所に困っている
ご家庭があったら助けたいという思いがあります。
●最後に一言お願いします。
　自分も高齢者になっていくので、若い提供会員が増えると良いなと思っています。
　そのためにも、本部事務局には、提供会員がより活動しやすくなるような工夫をお
願いします！

提供会員インタビュー
神奈川区提供会員の野田　博さん

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

利用・活動までの流れ

※利用会員からの依頼内容に応じて、コーディネートを行っているため、必ずしも活動をご紹介できるわけではありません。
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港北区
支部

オスス
メ

『ちょっとだけ』
著　者❖瀧村有子（文）　鈴木永子（絵）
出版社❖福音館書店

介紹の本
下の子が生まれた上
の子どもの目線で感
じることができる。
必死の育児に子ども
の気持ちに気づかさ
れます。

【港北区はどんなところ？】
　少子化とは言え、横浜市の中で一番出生数が多いです。第 2子出産の
方はつわりや産後の体調不良で、きょうだい児の預かりを依頼されます。
　また都内や川崎市など市外に勤めている家庭も多く、区内の幼稚園＆保
育園（約 150 園）や小学生の放課後事業（約 50か所）送迎サポートも
多く依頼があります。
　今年度は当日でも申し込みができる拠点のひろば預かりがスタート
しました。その様子を見て、「リフレッシュしたいから預けてみようか
な？！」といった気楽な気持ちで、ひろばでの預かりを利用される方も
急増しています。
　提供会員の広がりを求めて、港北区内にある生きがい就労支援スポットや老人会と連携し、シニア世代のセカンドス
テージとしても活動してもらっています。

【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？】
　利用会員から、「頼れるのは遠方の実家よりも近くの子サポ」と言ってもらえ、提供会員が家族のような存在になって
いると感じました。
　提供会員からは、赤ちゃんを抱っこしながらなかなか会えない孫を思い出し、温かい気持ちになったと伝えてくれ、
預かる側も幸せな時間になっていると知ることができました。
　また、サポートしている若い世代の親子と街中で会い、立ち話をしている姿をみた友人から羨ましがられたと、ちょっ
と自慢げな顔で話してくださる方もいます。
　今まで利用会員だった方が、「子育て中は提供会員に助けてもらったから恩返
しに今度は自分が預かる側になりたい」と申し出てくださり、温かい人の繋が
りにコーディネーターも心が温まりました。

【コーディネートをするうえで気を付けていることは？】
　安全＆安心した活動になるように、利用会員と提供会員の声を聞いてサポー
トを考えます。気になること・不安に感じる事を話せるように努めています。

【港北区支部のPR・メッセージをどうぞ！】
　みなさんからの依頼を「ONE　TEAM」で！
　依頼が重なる時期もありますが、複数のコーディネーターが協力しながら取
り組んでいます。

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

港北区支部のある子育て支援拠点「ど
ろっぷ」は東急東横線「大倉山」駅
から徒歩 10 分のところにあります。

〒 222-0037
横浜市港北区大倉山 3-57-3 

写真は港北区支部コーディネーターの皆さんです。
上段：…（左から）植村さん、伊香さん、森本さん、

井門さん
下段：（左から）芳山さん、早川さん、木全さん

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、港北区支部の早川コーディネーターにお話を伺いました。
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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。
　令和元年度講習は1月で終了しましたが、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令和2
年 3月 31日です。令和2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「令和
2年度　更新登録申込書」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。

☆「令和２年度　更新登録申込書」は、3月31日（火）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1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〜

令和2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場合、4月 1日以降は「未更新」となります。「未
更新」のままで利用・活動をすることはできません。万が一事故が起きた際には保険の対象
外となり、ケガなどの補償をうけることもできません。

★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

令和2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 16日（月）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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