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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、これからの時季に気をつけたい一般的な感染症

対策について、提供・両方会員予定者研修会の講師の方に
お話をうかがいました。
また、令和元年度フォローアップ研修の報告も掲載して

います。

会員数：11,808 人が登録しています
令和 2年 7月 31日現在の会員数は下表のとおりです。
1年前と比べると、会員数が減少しています。

主な援助活動内容ベスト 5
平成31年 4月から令和2年 3月までの援助活動件数は60,908

件となり、前年度より1,507件増となりました。
市内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 31年 4月～令和 2年 3月末現在（件）

10,331

9,413

8,808

5,315

3,774

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
保育所・幼稚園等の迎えと
帰宅後の預かり（利用会員宅）

0 2,000 4,000 8,000 10,0006,000 12,000

★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。

9月分の援助活動報告書は、令和2年 10月 5日（月）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。

令和 2年 7月 31日現在（人）
利用会員 提供会員 両方会員 合　計

鶴 見 区 782 108 46 936
神 奈 川 区 730 136 74 940
西 区 277 36 12 325
中 区 440 73 27 540
南 区 296 79 26 401
港 南 区 420 102 23 545
保土ヶ谷区 344 66 26 436
旭 区 305 90 41 436
磯 子 区 505 102 25 632
金 沢 区 407 107 25 539
港 北 区 1761 227 108 2,096
緑 区 534 170 46 750
青 葉 区 548 207 32 787
都 筑 区 509 135 34 678
戸 塚 区 655 150 36 841
栄 区 194 52 13 259
泉 区 312 98 34 444
瀬 谷 区 151 42 30 223
合 計 9,170 1,980 658 11,808
R元年度同月比 9,347 2,011 685 12,043
R元年度同月増減 ▲ 177 ▲ 31 ▲ 27 ▲ 235

※「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
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⃝そもそも感染症とはなんでしょうか？
　私たちの周りには、常に目に見えない様々な微生物が存在しています。感染とは、環
境中に存在している病気を引き起こす微生物（病原体）が、人や動物の体に侵入し、発
育または増殖することをいいます。そしてその結果、何らかの症状が現れた状態を感染
症と呼んでいます。感染症を引き起こす病原体は、ウイルスや細菌が多いですが、その
他に真菌や、寄生虫（原虫や回虫・蟯虫（ぎょうちゅう）など）によって起こるものも
あります。

⃝やはり子どもは感染症にかかりやすいのでしょうか？
　成長発達段階にある子どもは、抵抗力が弱く、身体の機能も未熟という特性があります。特に乳児は、生後数か
月以降、お母さんから受け継いだ免疫は減少していきますので、その後は様々な感染症にかかりながら、自ら免疫
を獲得していく時期になります。また、ハイハイをしたり、手に触れるものを何でも舐めたり、口に運ぶという行
動上の特徴もあります。さらに幼児期になっても、低年齢のうちは適切な手洗いやうがい、マスクの装着など、衛
生面での対策を自分で行うことはできません。こうした発達上の特性をふまえ、子どもは感染症にかかりやすいと
いうことを認識して、周囲の大人が衛生面への配慮をすることが大切です。

⃝お子さんのいる家庭やお子さんを預かるときに注意すべきことはありますか？
　子どもの年齢に合わせた衛生面への配慮が大切です。免疫や抵抗力が発達段階に
あり、環境への適応能力が未熟な子どもたちにとって、身の回りの環境を整えるこ
とは大切なことです。
　しかし、低年齢の子どもはどんなに配慮をしていたとしても、完全に感染症を防
御することは不可能です。言い換えれば、子どもは風邪をひくもの、病気にかかり
ながら成長していくと認識した上で、子どもの様子を注意深く観察することが大切
です。特に、保護者であれば普段の子どもの様子を把握していますが、普段を知ら
ない第三者が預かる場合には注意が必要です。その子どもの普段の様子を保護者に
確認し、預かる時点での子どもの機嫌や体調などを丁寧に聞くと同時に、保育者自
身でもよく観察することが大切です。

これからの季節に気をつけたい！大人も子どもも感染症対策！
秋冬に向け、流行する感染症。提供・両方会員予定者研修会の「子どもの健康管理」で講師をご
担当いただいている看護師の岩久先生に一般的な予防対策をうかがいました。

大人も子どもも
感染症対策感染症対策
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　お子さんをもつ利用会員も、お子さんを見守る提供会員も、お子さんとご自身
の健康に十分気をつけてこの秋冬を乗り切りたいですね。
　先生のお話を参考に、大人も子どもも感染症対策をしていきましょう。

⃝子どもが体調不良となった場合にはどのように対処したらいいのでしょうか？
　体調不良の場合、症状がひとつとは限りませんので、必ず全身の状態を観察して適切に対応します。特に、下記
の症状が一つでも当てはまる場合は、すぐに救急医療機関を受診するようにしてください。
（引用：「保存版　小児救急のかかり方　HANDBOOK」　発行：横浜市医療局がん・疾病対策課　令和 2年 2月発行）
　①顔色が著しく不良。口唇が紫色。
　②ぐったりして、明らかにいつもと顔つきも違う。
　③ボーっとしている。うとうとしてすぐに寝てしまう。
　④意味不明な言動がある。
　⑤水分が半日以上ほとんど取れていない。
　⑥尿が半日以上出ていない。
このほか、生後 3か月未満で 38℃以上の高熱がある場合にもすぐに医療機関を受診します。

　また、子どもの体調を見るのに、機嫌は大切な指標です。今現在、明らかな症状がなくても、機嫌がよくない、
ぐずる、寝つきが悪い、寝てもすぐに目覚める、あるいはごろごろと横になるなどの様子が見受けられたら、これ
から何らかの症状が現われることも考えられます。注意して子どもを観察するようにしましょう。

⃝うつらない、うつさないための大人も子どもも行える基本的な予防方法を教えてください。
　感染症を予防するためには、感染症成立のための 3つの要因である、感染源（病原体）・感染経路・感受性宿主（免
疫力が弱く、病気にかかる可能性がある人）への対策を行うことが基本です。これら 3つの要因がそろうと感染症
が発症しますので、このつながりを断ち切ることが大切です。
　家庭で出来る感染症予防の基本は手洗いです。手順を守り正しい方法で行ってください。
アルコール製剤による手指消毒を行う場合も、適切な量の薬剤を用いて手洗いと同様の手順
で行うことが大切です。マスクは飛沫感染、接触感染を減少させる効果はありますが、（公社）
日本小児学会では、乳幼児の着用（特に 2歳未満の子ども）については感染予防の効果があ
まり期待できないこと、窒息や熱中症などの危険性が考えられること、またいかなる年齢で
あっても保護者や周りの大人が注意することが必要であるなどの提言をしています。（令和 2年 6月 11日発表）
　感染予防のために、感染源を避ける、病原体を持ち込まない、増やさないようにする、感染経路を断つ、健康に
留意して抵抗力をつける、予防接種を受けるなど、日頃から気をつけていきましょう。

⃝最後に先生から一言お願いします。
　秋から冬、春先にかけて流行する冬の 3大感染症は、インフルエンザ、ノロウイルス、RS ウイルスと言われて
います。正しい感染症対策で、大人も子どもも元気に過ごしたいですね。
　参考文献：「保育所における感染症対策ガイドライン（2018年改訂版）」平成 30年 3月　厚生労働省

岩久由香　看護師�
株式会社ハローキッズスマイル　代表取締役
特定非営利活動法人次世代サポート　副理事長
公益社団法人全国保育サービス協会　元理事
東京都福祉サービス第三者評価　評価者
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緑区支
部

オスス
メ

『いま　なんじ』

介紹の本

おなかが時計の “ とけいのおじさん ” が朝起きて、学校に行き、家に帰るまでの一日
の時間のことを “ かえるのけろくん ” に楽しく教えてくれる絵本です。
親子孫…三代で楽しめる絵本です !!

著　者❖やましたはるお（文）　むらかみつとむ（絵）　
出版社❖あかね書房

【緑区はどんなところ？】
　県立四季の森公園や市民の森など緑が多く、のんびりした雰囲気があります。
　身近に気軽に頼れる人がいない中で子育てしている人も多く、出産時の送迎
や習い事の送迎の利用が多くなっています。
　ベテランの提供会員の方々が、いつも快くサポート依頼を引き受けてくださ
り心強く思っています。

【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？】
　7月上旬に緑区支部で行った提供会員予定者研修会の「援助活動の実際」とい
う講義の中で提供会員が受講者に向けて「誰かのためにと思っていたが、自分の
ためになっている。気持ちが若返る」と自分の活動を活き活きと話されていました。
　また赤ちゃんの預かりをして癒されたと話していた両方会員からその後第3子
を授かったという報告を聞いたり、この活動や出会いからもたらされる会員のお
話に心が温かくなったり、ほっこりさせてもらっています。

【コーディネートをするうえで気を付けていることは？】
　依頼内容を丁寧に聞き取り、利用会員とお子さんの気持ちに寄りそえるよう
に心がけています。またお手伝いしてもらう提供会員には無理のない範囲で楽
しい活動の時間となるようお声がけしています。

【緑区支部のPR・メッセージをどうぞ！】
　利用して、活動してよかったと会員のみなさんに実感してもらえるように、
子育てサポートでめぐり合ったご縁が育っていくように、これからもお力にな

れるようにと思っています。
　利用についてわからないこと、心配なことなどお気
軽にお問合せください。

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

緑区支部のある子育て支援拠点「いっ
ぽ」は JR 横浜線「十日市場」駅か
ら徒歩 3 分のところにあります。

〒 226-0025
横浜市緑区十日市場町 817-8 

コーディネーターの皆さんそっくり！
富沢さん作のイラストはいっぽのブロ
グでも大活躍中です。

緑区支部コーディネーターの皆さんです。
上段：�（左から）宮嶋さん、杉浦さん、
　　　富沢さん
下段：�（左から）池田さん、緑区キャラク

ターミドリン、木村さん

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、緑区支部の木村コーディネーターにお話を伺いました。

いっぽブログはこちら▶
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■緊急救命講習の受講について■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　平成29年度より、多くの提供・両方会員の皆様に受講していただきました緊急救命講習ですが、
まだ受講されていない方もいらっしゃいます。
　「都合がつかない」「忙しい」などご事情があるかとは思いますが、特に依頼を受けている会員
の方には受講をお願いいたします。
　今年度も、フォローアップ研修として緊急救命講習を開催してまいります。受講対象の皆様には、
ご案内をお送りいたしますので、ご参加くださいますようお願いいたします。

　平成 29年度より、全国のファミリー・サポート・センター事業において、預かる側とし
て活動する会員には「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、心肺蘇生法とAEDの取り扱いについて、提供・両方会員向けのフォ
ローアップ研修として開催しました。

　講師の熱心な講義と実技の指導に、参加者の皆
さんも真剣な様子で聞き入っていました。実技で
は、初めて扱うAEDに戸惑っていた受講者も、
繰り返し行うことで慣れていきました。また、気
管に食べ物を詰まらせてしまった場合の「異物除
去」についても、方法を指導していただきました。

　参加者アンケートでは、「実生活でも役立ちそう」
「だいぶ前にも講習を受けたが、忘れていたので再
確認できよかった」「落ち着いて行うことが大事だ
と思いました」など、実技をしっかり行えたこと
で理解が深まったようでした。

令和元年度 提供・両方会員 フォローアップ研修 報告

開催日時：令和元年 9 月 25 日（水）、9 月 26 日（木）、

　　　　　10月1日（火）、12月3日（火）、12月4日（水）、

　　　　　令和 2 年 1 月 24 日（金）、1 月 25 日（土）

　　　　　※各日の午前・午後　計 14 回開催

会　場：横浜市健康福祉総合センター

参加者：のべ 137 名（14 回合計）

内　容：講義および実技

講　師：日本赤十字社神奈川県支部　指導員

　　　　office on　彦坂康朗氏

赤ちゃんの心臓マッサージ、ドキドキです。

AEDの使い方もしっかり学びました。
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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（祝日を除く月曜日～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9月発行

区 支 部 事 務 局 名 住　　所 TEL

鶴見区地域子育て支援拠点「わっくんひろば」 鶴見区豊岡町 38-4 582-7610

神奈川区地域子育て支援拠点「かなーちえ」 神奈川区東神奈川 1-29 東部療育ビル 3 階 441-7708

西区地域子育て支援拠点「スマイル・ポート」 西区みなとみらい 3-3-1 三菱重工横浜ビル 3 階 211-9707

中区地域子育て支援拠点「のんびりんこ」 中区住吉町 1-12-1belle 横浜 3 階 663-0676

南区地域子育て支援拠点「はぐはぐの樹」 南区通町 4-115 アイルイン弘明寺 2 階 731-2291

港南区地域子育て支援拠点「はっち」 港南区日野 2-4-6 515-7306

保土ケ谷区地域子育て支援拠点「こっころ」 保土ケ谷区川辺町 2-5 パークタワー横濱星川 1 階 333-3885

旭区地域子育て支援拠点「ひなたぼっこ」 旭区二俣川 1-67-4 442-3038

磯子区地域子育て支援拠点「いそピヨ」 磯子区森 1-7-10 トワイシア横濱磯子 2 階 750-1405

金沢区地域子育て支援拠点「とことこ」 金沢区能見台東 5-6  2 階 352-7110

港北区地域子育て支援拠点「どろっぷ」 港北区大倉山 3-57-3 547-6422

緑区地域子育て支援拠点「いっぽ」 緑区十日市場町 817-8 982-3521

青葉区地域子育て支援拠点「ラフール」 青葉区青葉台 1-4  6 階 482-5518

都筑区地域子育て支援拠点「ポポラ」 都筑区中川中央 1-1-3 ショッピングタウンあいたい 5 階 912-5157

戸塚区地域子育て支援拠点「とっとの芽」 戸塚区川上町 91-1 モレラ東戸塚 3 階 443-5384

栄区地域子育て支援拠点「にこりんく」 栄区桂町 711 番地さかえ次世代交流ステーション 1 階 392-3967

泉区地域子育て支援拠点「すきっぷ」 泉区和泉中央南 5-4-13 相鉄いずみ中央ビル 209 805-6789

瀬谷区地域子育て支援拠点「にこてらす」 瀬谷区二ツ橋町 469 せやまる・ふれあい館 1 階 744-7207

事務局からのお知らせ

【横浜子育てサポートシステム　区支部事務局一覧】

新型コロナウイルスへの対応について
会員の皆様には、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言下での利用及び活動について、ご理解・ご協

力いただきありがとうございました。
 緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き、感染症対策に留意していただきますようお願いいたします。
また、会員及びそのご家族、お子さんの健康状態に十分留意していただき、発熱や咳などの風邪の症状が認めら

れる場合には、無理に活動せず自宅で休養いただくよう、引き続きお願いします。
 なお、横浜子育てサポートシステムは、会員同士の同意に基づく活動です。そのため、希望する活動をお受けで

きない場合や、コーディネート済みの活動がキャンセルとなる場合もありますので、ご了承ください。
新型コロナウイルス感染症に関する情報については、横浜市ホームページにも関連記事を掲載し、

随時更新しておりますので、そちらもご活用いただきますようお願いいたします。
横浜市ホームページはこちら▶
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