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はじめに 

我孫子市ファミリーサポートセンターとは・・・ 

我孫子市の子育て支援事業であり、地域の中で子育ての相互援助活動を行

うための会員組織です。核家族化などによって子育ての援助をなかなか受けら

れない子育て世帯の方が増えてきています。 

子育ての中でちょっとしたお手伝いが欲しくても、引っ越してきたばかりで知り

合いもいないし、近くに家族や親戚もいないという時に自治体が設置したファミ

リーサポートセンターを通じて子育てのお手伝いをしてくれる方を紹介してもら

い、定められた手続きに従って援助を依頼することができます。 

また、子どもを預かる上での不安などがあってなかなか一歩を踏み出せない

でいる地域の方に対しての相談や助言、講習といったサポートをしていくことで

その後押しもしています。 

ファミリーサポートはあくまでも地域の中での相互援助活動です。民間の保育

サービスのように利用する方が充分な対価を支払うことで万全に整備された施

設で熟練した保育士が子どもを預かるのではなく、普通に地域で生活をされて

いる方が、自宅の（もしかしたらご自身の子どもや家族がいる）中で少しの間子

どもを見ていてくださるという、昔からあった「ご近所さんの助け合い」により成り

立っています。依頼する方、提供する方、お互いの協力と歩み寄りにより支えられ

ています。 
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ご利用にあたっては入会説明会に参加し入会登録をすることが必要です 

【入会方法】 

入会説明会（１回／月実施。所要時間：約１時間～１時間 30 分）に参加後、入会手続きをするこ

とができます。 

入会説明会の日程は、広報あびこ、ホームページ、または電話にてお問い合わせください。 

入会説明会に参加される方は事前に電話にて申し込みをしてください。 

＊ 入院や安静を要する等、やむを得ない事情で入会説明会に参加できない方は、我孫子市ファ

ミリーサポートセンター（以下「センター」という。）にご相談ください。 

 

利用会員 
市内に在住、在勤、在学している方又は近隣市町に在住する方で、満 6 ヵ月

から 18歳に達する日の属する年度の 3月 31日までの間にある子どもと同

居している親族 

入会費 500円・年会費 1,200円・会員の方の写真（３㎝×2.5cm）1枚・印

鑑・本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証など） 

提供会員 
市内に在住または近隣市町に在住する方で、心身共に健康で積極的に援助

を行うことができる方 

入会費５００円・年会費無・写真（３㎝×2.5cm）2 枚・印鑑・本人確認書類

（マイナンバーカード・運転免許証など） 

＊ 入会後、講習（27時間）を受講し終了後に活動を行うことができます。 

両方会員  利用会員・提供会員の両方を兼ねる方 

・入会手続き終了後に会員証を発行します。 

・年に 1回の更新手続きが必要となります。 

 

ファミリーサポートセンターのしくみ 

 



3 

【利用のしくみ】 
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【援助活動の内容】 

＊ 保育施設・幼稚園・学校などの開始前、及び終了後の子どもの預かり 

＊ 保育施設・幼稚園・学校などへの送迎 

＊ 学校行事、園行事、冠婚葬祭、講習会など子どもを連れて行けない時の子どもの預かり 

＊ 保育施設などがお休みの時の子どもの預かり 

＊ 家族が入院、通院時の子どもの預かり 

＊ 習い事の送迎 

＊ 病児・病後児保育・送迎など 

 

【預かりの人数】 

原則として 1対 1の預かりです。兄弟姉妹は２名まで一緒にお預かりします。（送迎も同様） 

（３人目以降は、別の提供会員への依頼となります。） 

 

【保育場所】 

原則として提供会員の自宅です。ただし提供会員と利用会員との間で合意がある場合はこの限り

ではありません。 

 

 

ファミサポ 

アドバイザー 

利用会員 提供会員 

５．利用料（報酬） 

の支払い 

 

４．援助活動 

 

3．事前打ち合わせ 

（顔合わせ） 

 

２． 援助活動の依頼 

1 援助の申し込み 

 

〇月〇日〇時 

ご都合はいかが 

ですか？ 

〇月〇日 

保育園のお迎えに行っ

てくださる方を探して 

ください。 

はーい！ 

大丈夫ですよ。 

6. 報告書の提出 

 

 

ご依頼にあった提供会員

をご紹介いたします。 
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【援助の申し込み → 援助後の支払い → 報告までのながれ】 

 

１． 援助の申し込み ・・・利用会員→センターへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 援助活動の依頼 ・・・ センター → 提供会員 

 

 

 

 

 

３． 事前打ち合わせ（顔合わせ） 

 

 

 

 

 

 

 

４． 援助活動 

 

 

 

 

５． 報酬の支払い ・・・ 利用会員 → 提供会員 

 

 

 

・Ｅ－ｍａｉｌ、電話、ＦＡＸ等にて申し込みをしてください。 

・依頼は具体的に（氏名、連絡先、依頼の日、時間、依頼内容、依頼頻度など） 

・初めての依頼（内容の変更も）は、「事前打ち合わせ」を行うため、遅くても１週 

間前までに申し込みをしてください。 

・同様の依頼は援助を必要とする日の２か月前から３営業日前までとします。 

   （病児・病後児の預かりについてはこの限りではありません。） 

 

センターのアドバイザーが、提供会員に依頼の打診をして引き受けて頂ける提供

会員を探し、決定します。（連絡調整） 

※お引き受けできる提供会員がいない場合もありますので、ご了承ください。 

 

援助活動を行う前にセンターのアドバイザー、利用会員とお子さん、提供会員の４

者で「事前打ち合わせ票」をもとに援助内容の詳細を確認します。 

お子さんに直接会い、送迎の場合には保育施設への紹介や迎えの仕方、預かりの

場合には提供会員宅にて、お子さんの特徴などを細かく伺い支援当日に備え、報

酬や実費についての取り決めを行います。 

 

援助活動を打ち合わせ票通り実施します。「事前打ち合わせ」をしていない内容の

援助活動には対応できません。 

＊援助活動時間―6：00～22：00 

＊病児・病後児―月～金 7：00～20：00（別途手続きと基準があります。） 

＊事故対応については必ずセンターへ連絡をしてください。 
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5. 利用料（報酬）の支払い・・・利用会員 → 提供会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． 援助活動報告書・支援日誌の提出 ・・・ 提供会員 → センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用会員は「事前打ち合わせ」で決めた方法（日ごと、または１ヵ月単位）で提

供会員に報酬を直接支払い、提供会員持参の「援助活動報告書」への押印ま

たはサインをしてください。 

※「事前打ち合わせ票」にそって子どもの援助を行い、報酬を支払う準委任契

約です。報酬の支払いは会員が責任をもって行ってください。 

※センターで金銭をお預かりすることはできません。 

提供会員は援助活動終了後、「援助活動報告書」及び「支援日誌」の記入をし

ます。 

翌月 3日までにセンターへ提出をしてください。（郵送可） 
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子どもをお預かりした時点から利用料金（報酬）が発生します。 

＊はじめの１時間は、１時間以下の活動時間でも１時間分の料金となります。 

＊１時間を超える場合は、３０分単位で計算してください。  

 

 利用時間 報酬額（子ども１人当たり） 

平日 

（月～金曜日） 

６:00～22：00 １時間あたり 7００円 

やむを得ない場合の 

時間外 
１時間あたり 9００円 

土日祝 

年末年始 

（12/29～1/3） 

６:00～２２:00 １時間あたり ９００円 

病児・病後児 

保育 

（平日のみ） 

7:00～２0:00 １時間あたり 1,000円 

＊援助活動の原則は提供会員１人に子ども１人ですが、兄弟姉妹同時に同じ内 

容の援助を同一の提供会員が行う場合、２人目の児童にかかる利用料金は 

半額になります。また、３人目以降は、別の提供会員への依頼となるため、３人 

目は全額、４人目は半額となります。 

                                 

 

 

利用料について 
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【実費】 

交通費 ・・・ 公共交通機関（電車・バス・タクシー）往復の運賃 

提供会員の自家用車・・・ガソリン代３０円／１ｋｍ  

（センターがグーグルマップにて計算をします。） 

＊交通費は提供会員が自宅を出て、送迎後自宅へ帰るまでの距離となります。 

＊交通機関（タクシーを含む）、車の使用は提供会員と利用会員の合意が必要です。 

＊年齢や体格にあったチャイルドシート等の着用をしてください。 

＊チャイルドシートは原則利用会員が用意しますが、センターで貸し出しを行っていますので、    
センターにご相談ください。 

＊自動車事故の際の保険については、P12に記載しています。                             

必ずお読みいただき、ご了承いただいた上で車の使用をしてください。 

食事・おやつ代 ・・・ 提供会員に依頼する場合の年齢別料金（下記料金は目安です） 

年齢別料金 料金（食事代） おやつ 

０～３歳 ２００円 １００円 

４～８歳 ３００円 １００円 

９～１２歳 ４００円 １００円 

１３歳以上 ５００円 １００円 

＊利用会員が用意した場合は無料です。 

＊食事を依頼する時は、保育時間1.5時間以上にして依頼してください。 
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【キャンセル料】 

前日までの取り消し 

（前日キャンセル） 

キャンセル料はかかりません。 

＊ただし、前日の21：00までに提供会員に確実に

伝わり、センターへの連絡を入れた場合です。 

（18：00以降のセンターへの連絡は留守番電話、

メール、FAXのいずれかでお願いします。） 

前日21：00過ぎ 

及び当日の取り消し 

（当日キャンセル） 

1時間分 

＊ただし、提供会員とセンターへ連絡をした場合です。 

＊直前のキャンセルで提供会員が援助活動に出向い

た場合には交通費もお支払いください。 

無断取り消し 

（無断キャンセル） 

予定報酬の全額 

（提供会員が援助活動に出向いた場合には交通費も

お支払いください。） 

 

＊ 利用会員は、予定している提供会員のために、早めにキャンセルの連絡をお願い

します。 
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－ ご案内 － 

＊ ひとり親家庭の支援事業 

利用会員として支払った報酬の一部を助成する制度があります。 

事前に子ども支援課で登録が必要です。（所得制限があります。） 

・・・ 我孫子市役所 子ども支援課 ☎7185-1111 （内線850）  

＊ 障害児一時介護委託料助成 

 ・・・  我孫子市役所 障害者支援課 ☎7185-1111（内線 389・481 ） 

＊  「休日保育」制度 

対象 市内在住で保育施設、幼稚園（保育の必要性の認定

を受けた者に限る）等に通園または学童保育室に入

室している生後６か月～小学生までの児童 

理由 日曜・祝日・年末年始に保護者が仕事や病気などの

ため、家庭で保育出来ない場合に利用できます。 

利用方法 センターへの登録後、事前にセンターに利用の承諾を

受け、我孫子市役所保育課へ申し込みをしてくださ

い。 

＊必要書類があります。 

保育時間 ：    7：00～17：00 

料金 ： ３歳未満児 … ２,５００円 

３歳以上児 … １,５００円 

小学生   …  ２,０００円 
＊援助活動の原則は提供会員１人に子ども１人ですが、兄弟姉妹同時に同じ内容の援助を同 

一の提供会員が行う場合、２人目の児童にかかる料金は半額になります。また、３人目以降は、 

別の提供会員への依頼となるため、３人目は全額、４人目は半額となります。 

 

      …  我孫子市役所 保育課 ☎7185－1111（内線479） 
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【利用料の支払い及びキャンセル料についての Q&A】 

Q 援助活動が 30分に満たない場合の料金はどうなりますか？ 

A 最初の 1時間までは、それに満たない場合でも 1時間の利用料金になります。 

 

Q 1日に同じ人に 2回依頼したいのですが、料金は別々ですか？ 

A 料金は別々に計算します。例えば、朝の送り時 30分、帰りのお迎え時 30分の 2回の場合、合

算せずにそれぞれ朝 1時間、帰り 1時間として計算してください。 

 

Q 援助活動が 5分だけ延びた（例えば 1時間の依頼が 1時間 5分になった）場合にも利用料

金は 30分加算になりますか？ 

A 30分加算の利用料金になります。 

ただし、提供会員と利用会員との間で合意がある場合はこの限りではありません。 

 

Q 援助時間が短くなった（例えば、1時間 30分が 1時間になった）場合は？ 

A当初依頼した時間（1時間 30分）の料金になります。急な変更と考えられます。 

ただし、提供会員と利用会員との間で合意がある場合はこの限りではありません。 

 

Q 兄弟姉妹 2名同一サポートが当日キャンセルになった場合は？ 

A 2名分のキャンセル料をお支払いいただきます。 

 

Q 兄弟姉妹 2名同一サポートが 1名だけ当日キャンセルになった場合は？ 

A 1名分のキャンセル料をお支払いいただきます。 

 

Q 同日に 2回以上のサポート（例えば朝の送り・帰りのお迎え）が、当日キャンセルになった 

場合は？ 

A キャンセルになったサポート（朝の送り・帰りのお迎え分）のキャンセル料をお支払いいただきま

す。 

 

Q 当日利用会員の都合で依頼内容が変更になり、提供会員がサポートできなくなった場合は？ 

Aキャンセル料が発生します。 
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◎予約受付・予約内容の変更（送迎の時間等）・キャンセル 

必ずセンターへ連絡をしてください。センターより提供会員へ連絡をします。ただし、センターの業務

時間外、休業日は、直接提供会員に連絡をしてください。同時に利用会員より、センターの留守番電

話、メール等で必ず要件を伝えてください。連絡が無かった場合、補償保険の対象となりません。 

 

◎活動時間をやむを得ず延長・短縮する場合 （事故や渋滞で父母の帰宅が遅くなった等） 

必ず、提供会員に連絡をしてください。 

 

◎次の援助活動は行いません。  

・体調が優れない時の保育および送迎（病児・病後児保育送迎時を除く） 

・大人のいないところでの送迎 

・宿泊を伴う援助活動 

・利用会員宅の家事援助 

・その他会員双方、センターが合意していない援助活動 

 

◎メールでの予約、キャンセル、内容の変更 

・業務時間外と休業日についてはメールの確認ができません。 

・メールでの連絡は内容を確実に確認するため援助活動の3営業日前までにしてください。 

 

◎援助内容の変更 

事前に打ち合わせをしていない援助活動については、お受けすることはできません。 

内容の違う援助については、改めて「事前打ち合わせ」をする必要がありますのでセンターへ連絡

をしてください。 

 

◎お迎え遅れ等について 

① 当事者である会員相互間において解決することになり、市が責任を負うものではありません。 

② 援助活動は有償のボランティア活動であり、提供会員も絶対に忘れないとも言い切れません。

塾への送迎等、遅刻できないような場合には依頼当日に確認の連絡を入れるなど、よりよい活

動が行えるよう、事前に当事者同士で打ち合わせをしておく事をお勧めします。 

 

◎車を利用しての送迎について 

利用会員と提供会員の同意のうえ、交通ルールを遵守し安全運転を心がけてください。 

 

◎定期的な依頼 

直接、提供会員に交渉することはご遠慮ください。 

月末（3営業日前まで）に翌月の依頼をセンターへ連絡をしてください。 

 利用に際しての注意点 
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◎「支援日誌」の活用 

日常的な体調管理や援助活動中の事前の対策と事故防止のために「支援日誌」P36を活用して

ください。 

提供会員が保育園や幼稚園にお連れしても、熱があると受け入れてもらえません。 

保護者から預かる際に両者でご確認ください。 

 

◎兄弟姉妹の預かり 

援助活動の原則は提供会員１人に子ども１人ですが、兄弟姉妹同時に同じ内容の援助を同一の提

供会員が行う場合2人目の児童にかかる利用料金は半額になります。 

また、３人目以降は別の提供会員への依頼となるため、３人目は全額、４人目は半額となります。 

 

◎広場の利用 

利用会員（保護者）が「利用カード」を提供会員に渡してください。「利用カード」が預かれない場

合には、広場の利用はできません。 

 

◎連絡先が変わった場合 

携帯電話、職場、住所等が変わった時はすぐにセンターへお知らせください。 

 

◎台風や大雪などの荒天の場合 

台風や大雪の時など、天候によっては依頼に応えられないこともあります。 

 

◎地震等災害が発生した場合 

保育園や学校にいる時に災害が起こった場合には、その後の援助活動の依頼は自然消滅になる場

合があります。 

 

◎事故が起きた場合 

援助活動は会員同士の合意によって成立した契約に基づくものです。 

援助活動中に生じた事故は、当事者間で解決していただくことになります。 

提供会員が自動車を運転して、事故を起こし傷害を被った場合は、提供会員には「提供会員傷害

保険」、依頼者の子どもには「子供傷害保険」が適用されます。（賠償責任保険、車両保険、依頼子

ども以外の同乗者の傷害保険、事故の相手の補償等は、自動車の所有者が加入している任意保

険等で対応していただくことになります。） 

 

   

援助活動では、やむを得ない理由により援助時間や利用料に変更等が発生 

する場合があります。提供会員と利用会員双方が納得したうえで活動していた 

    だくことが大事です。より良い相互援助活動ができるようご協力ください。 



13 

 

活動中に事故が起きたら！ 

1. 提供会員は、子どもの応急措置を最優先にしてください。 

＊子どもの状態により、救急車の手配をし、落ち着いて状況説明をしてください。 

 

2. 利用会員へ連絡をしてください。その後の対応の指示を受けてください。 

 

3. センターへ連絡をしてください。    

＊対応に迷った場合には先にセンターへ連絡をして指示を仰いでください。 

 

緊急時連絡先  … 080-7566-2589 

 

4. 提供会員は、子どもが医療機関へ搬送された場合には、利用会員が到着するま 

  で立ち会ってください。 

 

5. 提供会員は、事故状況を詳細に説明できるようにしてください。 

 

6. センターは、医療機関へ搬送されるなど大きな事故の場合には出来る限り立ち会 

います（夜間などの場合には翌日対応となりますが、緊急時連絡先へ必ず連絡を 

してください）。 

 

7. センターは、市へ一報を入れます。 

 

8. センターは、中立な立場で円滑な解決に向けて会員間の調整を行います。 

 

9. センターは、提供会員からの報告に基づき事故報告書を作成し市へ提出します。 

 

10. 保険請求に関する書類をセンターが取り寄せます。受け取った会員は書類作成 

    後、保険会社へ直接請求を行ってください。 

 

11. センターは、事故の状況を分析、原因を検証し防止対策を立てます。 

事故・災害等緊急時マニュアル 
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援助活動中に地震などの災害が発生したら！ 

1. 提供会員は子どもと自身の安全確保を最優先にしてください。 

2. 提供会員は状況に応じて避難場所へ避難してください。 

3. 災害伝言ダイヤルへ伝言を残してください。 

4. 提供会員は、利用会員や予め指定した災害代理人が到着するまで、 

責任を持って保護してください。 

5. 利用会員と連絡が取れない場合は、センターへ連絡をしてください。 

＊ただし、緊急時にセンターが対応できない場合には対象の会員間で 

  対応をしてください。 

 

【日頃からの防災対策】 

 

＊ 保育を行う部屋の窓ガラスの飛散防止フィルム、家具の転倒防止、背の 

高い家具は置かないなどの安全対策を行ってください。 

 

＊ 避難経路の確認と非常用持ち出し袋の準備をしてください。 

 

＊ 災害伝言ダイヤル（171） 

NTTでは、毎月 1日、15日と防災週間等に「体験利用日」を設けて 

います。伝言の残し方や聴き方の訓練をしておくことをお勧めします。 

 

＊ 災害伝言版（web171など） 

電話は繋がらないがインターネットなら使える時、ホームページアドレス 

へアクセスして利用してください。 
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区 分 講 座 項 目 時 間 

１ 保育の心 ２時間 

２ 心の発達とその問題 4時間 

３ 身体の発育と病気 ２時間 

４ 小児看護の基礎知識 4時間 

５ 安全・事故 2時間 

６ 子どもの世話 2時間 

７ 子どもの遊び 2時間 

８ 子どもの栄養と食生活 ３時間 

９ 事業を円滑に進めるために ３時間 

10 緊急救命講習及び事故防止に関する講習 ３時間 

合      計 27時間 

                                                    

① 講習カリキュラムの全科目を受講した方には修了証を交付します。 

・修了証を交付後、援助活動を開始することができます。 

 

② 次にあげる研修を修了した方は当該講習を修了したとみなすことができ、上記表中の 

「9．事業を円滑に進めるために」のみ受講し修了証を交付します。 

・「子育て支援員研修」の該当コースを修了した方。 

 

③ 有効期限内の普通救命講習Ⅲ修了証を有している方は、本人の申し出により上記表中の 

10の講習を免除することができます。 

 

④ 緊急救命講習及び事故防止に関する講習については、少なくとも5年に1回受講して頂きます。 

提供会員・両方会員の講習カリキュラムについて 
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ファミリーサポートセンター事業における 

事故の発生状況を踏まえた提供会員の留意事項 

 

（１）乳児の扱い 

うつぶせに寝かせた時の方が、あおむけ寝の場合に比べてＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）の発

症率が高いことがわかっており、うつぶせ寝がＳＩＤＳを引き起こすものではないが、特段の理由が

ない限りは、乳児の顔が見えるあおむけに寝かせるようにすること。 

また、窒息や誤飲、けがなどの事故を未然に防ぐことになるため、なるべく乳児を一人にしないこ

とや、寝かせ方に対する配慮をすること。 

 

（２）子どもの転倒事故 

提供会員は、子どもの進路につまづきやすいものや段差がないか注意を払うこと。また、帰宅途

中は、提供会員と手をつないで帰るなど、転倒させないための工夫をして事故防止に努めること。 

さらに、自動車に子ども（６歳未満）を乗車させる場合には、チャイルドシート等の使用が義務づ

けられているので、必ずチャイルドシートに座らせ、シートベルトをしっかり締めること。 

 

（３）遊具等からの落下事故 

鉄棒の上を歩く、うんていの上に登る、ブランコから途中で飛び降りるなど、遊具の誤った使用方

法により事故が発生しているので、提供会員は預かり中の子どもに屋外遊具の正しい利用方法を

守らせること。 

また、事故は子どもから目を離してしまったわずかな時間に発生することも考えられるため、子ども

から目を離さないで、子どもの動きに対応できるように留意すること。 

 

（４）自転車による事故 

子どもを自転車の後ろに乗せる場合には、チャイルドシートを使用し、ヘルメットを着用さ 

せること。 

 

（５）火気の使用時における接触事故 

ストーブ等の火気を使用する場合には、子どもが火気に触れることのないようにガードをつけたり、

子どもの手の届かないところに配置すること。 
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センターでは、ファミリーサポートセンター事業の遂行のため、会員登録などの機会を通してみなさまから個人情報を

ご提供いただいています。ご提供いただいた個人情報を保護することは、センターの基本であるとともに、社会的責務で

あると考えています。センターは個人情報保護法その他関係法令を遵守して、個人情報を適正に取り扱います。 

（１） 個人情報の取得 

 センターは、十分な安全管理措置を講じたうえで我孫子市ファミリーサポートセンター会則のセンター事業、

業務および相互援助活動上必要な範囲で、適法で公正な手段により個人情報を取得します。 

（２） 個人情報の利用目的 

センターは、取得した個人情報を我孫子市ファミリーサポートセンター会則のセンター事業、業務及び相互

援助活動の遂行に必要な範囲内で利用します。その他の目的に利用することはありません。 

 上記の利用目的の変更は、相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲においてのみ行い、変更する

場合には、その内容を各個人に対し、原則として書面等により通知します。 

（３） 個人データの安全管理措置 

センターは個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理

に関する取扱規程等の整備及び実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、正確性・最新

性を確保するために必要かつ適切な措置を講じ、万が一、問題等が発生した場合は、速やかに適当な是正対

策をします。 

（４） 個人データの第三者への提供 

センターは、個人情報を第三者に提供するに当たり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人デ

ータを提供しません。 

①  法令に基づく場合 

② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難

であるとき（事故の安否情報の確認） 

③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき（児童虐待情報等） 

④ 国及び地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力

する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ

があるとき（犯罪捜査の協力等） 

（５） 問い合わせ窓口 

下記問い合わせ窓口にお問い合わせください。 

ご照会者がご本人であることを確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了

承願います。 

我孫子市ファミリーサポートセンター 

〒270-1151 我孫子市本町 3-2-1 アビイクオーレ２階（イトーヨーカドー我孫子南口店内） 

Tel  ／ Fax 04-7186-4161     E-mail abiko-famisapo@roukyou.gr.jp 

開所時間 月～土 10：00～18：00時（電話受付 9：00～18：00）休業日 日祝・年末年始（12/29～1/3） 

個人情報保護に関する基本方針 
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援助活動中の万一の事故に備えて一般財団法人 女性労働協会の「ファミリーサ

ポートセンター補償保険」に加入しています。 

補償保険の保険料についてはセンターが負担します。 

 

①賠償責任保険    センター及び提供会員が対象 

賠償責任保険 対人・対物１名・１事故     ２億円 

生産物賠償責任 

 

対人・対物 

１名・１事故・保険期間中       ２億円 

初期対応費用 １事故  ５００万円 １名につき１０万限度 

訴訟対応費用 １事故・保険期間中   １，０００万円 

現金・預かり金 １事故・保険期間中   １０万円 

補償例 

・ 提供会員の不注意により子どもに大きな怪我や火傷をさせてしまい、賠償請求を受けた場合 

・ 提供会員が調理した食事により、子どもが食中毒をおこしたことにより賠償請求を受けた場合 

対象にならない例 

・ 保険契約者または、被保険者の故意 

・ 地震、噴火、洪水、津波または高潮 

・ 自動車の使用または管理に起因する賠償責任 

 

②提供会員傷害保険    提供会員が対象 

死亡保険金 ５００万円 

後遺障害保険金 ２０～５００万円 

入院保険金 ３，０００円／日額 

手術保険金 ３，０００円×１０または５倍 

通院保険金 ２，０００円／日額 

補償例 

・ 走ってくる子どもを受け止めようとして支えきれず転んで怪我をした。 

・ 子どもを送って帰宅中、雨で濡れた階段で滑って転んだ。 

対象にならない例 

・ 飲酒運転中に被った傷害 

・ 脳疾患、疾病または、心神喪失によって被った傷害 

地域子育て支援補償保険について 
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③依頼子供傷害保険   利用会員の子どもが対象 

 

死亡保険金 300万円 

後遺障害保険金 12～30０万円 

入院保険金 ３，０００円／日額 

手術保険金 ３，０００円×１０または５倍 

通院保険金 ２，０００円／日額 

補償例 

・ 子どもが階段から落ちて怪我をした。 

 

対象にならない例 

・ 故意または重大な過失 

・ 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 

 

④お見舞金制度・・・限度額３０，０００円（２，０００円以上の支出に対して） 
   補償例 

・ 提供会員または、預かった子どもが熱中症にかかった。 

・ 提供会員の家族が預かった子どもに怪我をおわされた。 

・ 預かった子どもに提供会員の家の物を壊された。 

 

 

⑤研修・会合傷害保険     参加者 

 

死亡保険金 ３00万円 

後遺障害保険金 12～3００万円 

入院保険金 ３，０００円／日額 

手術保険金 ３，０００円×１０または５倍 

通院保険金 ２，０００円／日額 

補償例 

・ 研修へ向かう途中、急いでいたため転倒した。 

・ 交流会の参加中、机につまづき転倒して机の脚に顎をぶつけた。 
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               我孫子市ファミリーサポートセンター会則 

 

（名称） 

第１条 本会は、我孫子市ファミリーサポートセンター（以下「センター」という。）と称する。 

（事務局） 

第２条 センターは、我孫子市本町３－２－１（アビイクオーレ２階）に置く。 

（目的） 

第３条 センターは、我孫子市の区域内において育児の援助を行うことを希望する者と育児の援助を受け

ることを希望する者を会員として登録し、会員間の相互による育児の援助活動（以下「援助活

動」という。）を支援することを目的とする。 

（業務） 

第４条 センターは、前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。 

（１）会員の募集、登録その他の会員組織業務 

（２）援助活動の調整業務 

（３）入会希望者及び会員が援助活動に必要な知識を習得するために行う講習会関係業務 

（４）会員の交流を深め、情報交換の場を提供するために行う交流会関係業務 

（５）関係機関との連絡調整業務 

（６）会報等の発行その他の広報業務 

（７）前各号に掲げる業務のほかセンターの目的の達成に必要な業務 

（代表者） 

第５条 センターに代表者を置く。 

（アドバイザー） 

第６条 センターに、アドバイザーを置く。 

2 アドバイザーは、次の業務を行う。 

（１）センターの業務内容の周知及び啓発に関すること。 

（２）会員の募集及び登録に関すること。 

（３）会員の統括に関すること。 

（４）会員の援助活動の調整に関すること。 

（５）会員に対する講習会の実施及び会員の交流会の開催に関すること。 

（６）サブリーダーの選任及び育成指導に関すること。 

（７）他のセンターとの連携調整に関すること。 

（８）会員間のトラブルへの助言に関すること。 

（９）センターの経理事務等の業務運営に関すること。 

3 アドバイザーは、必要があると認めるときは、一定の地域を単位とする会員グループを設け、 

その世話役としてサブリーダーを選任し、当該サブリーダーに会員グループ内の援助活動の調 

整を行わせることができる。 

（サブリーダー） 

第７条 センターは、会員を複数のグループに分け、その中からサブリーダーを置くことができる。 

２ サブリーダーは、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１）グループ会員の統括 
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（２）グループ会員の募集 

（３）アドバイザーとの連絡調整 

（４）グループ会員との連絡調整 

（５）各グループのサブリーダーとの連絡調整 

（会員） 

第８条 会員は、センターの趣旨を理解し、かつ、次に揚げる各要件のすべてを満たす者であって、

援助活動を行う会員（以下「提供会員」という。）又は援助を受ける会員（以下「利用会

員」という。）としてセンターの承認を受けたものとする。 

（１）市内に在住、在勤、在学または近隣市町村に居住していること。 

（２）援助活動に関し、理解と熱意を有すること。 

（３）提供会員にあっては、心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができること。 

（４）利用会員にあっては、当該利用会員と同居している親族であって生後６ヵ月以上１８歳 

1未満の児童（以下「児童」という。）を有すること。ただし、児童が４月１日現在１８歳 

1未満ならば、当該年度内に１８歳に達したとしても３月３１日まで会員を継続できるもの 

1とする。 

２ 利用会員は提供会員を兼ねることができる。（以下「両方会員」という。） 
（会員の心得） 

第９条 提供会員及び利用会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

（１）信義に基づき誠実に援助活動を行うこと。 

（２）援助活動により知り得た他人の家庭の事情等については、プライバシーを侵害した 

1り、秘密を漏らさないこと。脱退後においても、同様とする。 

（３）政治、宗教、営利等を目的とする行為を行わないこと。 

（４）その他センターの目的に反する行為を行わないこと。 

（入会等） 

第１０条 会員として入会しようとする者は、入会申込書兼登録書（様式第１－１・１－２号）を 

提出する。提供会員においては、センターの実施する講習を受講しなければならない。 

２  センターは、入会の承認をしたときは、会員として登録し、我孫子市ファミリーサポー

トセンター会員証を発行する。 

３  会員は、入会申込書の内容に変更が生じたときは、会員登録変更届（様式第２号）をセ

ンターに届け出なければならない。 

4 会員は、翌年度において登録を継続する場合は、センターの定める期間に更新の手続き 

をしなければならない。 

（入会金及び年会費） 

第１１条 入会金は、５００円とし、申込時に納入するものとする。 

２  利用会員及び両方会員は、年会費１，２００円を、更新時に納入するものとする。ただ

し、年度途中に入会した利用会員及び両方会員にあっては、月割りにより算定した額を

申込時に納入しなければならない。 

３ 既納の会費及び年会費は、返還しないものとする。 
（保険） 

第１２条 会員は、援助活動中の事故に備え、安心して援助活動を行うために、センターが指定す

るファミリーサポートセンター補償保険に一括して加入するものとする。 

２ 前項の保険に係る費用については、センターが負担するものとする。 
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３ 会員は、援助活動中に事故が発生した場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。 

 

（損害の賠償） 

第１３条 会員は、故意又は過失によりセンターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなけれ

ばならない。 

（退会） 

第１４条 会員は、退会しようとするときは退会届（様式第３号）をセンターに提出しなければな

らない。 

２  会員は、退会に当たり、我孫子市ファミリーサポートセンター会員証その他センターが指

示する書類等をセンターに返還しなければならない。 

３  センターは、会員が次の各号の一に該当したときは、退会をさせることができる。 

（１）この会則に違反したとき。 

（２）年会費が納入されないとき。  

（３）故意又は重大な過失によりセンターに損害を与えたとき。 

（４）援助活動に必要な適格性を欠くと認められるとき。 

（５）その他会員としてふさわしくない非行があった場合。 

（６）第８条のいずれかに該当しなくなったとき。 

（７）会員が更新手続を行わずかつ退会届の提出をしない場合。 

4 センターは、前項の規定により会員を退会させたときは、速やかに退会通知書（様式第４

号）により通知しなければならない。 

５ 前項の通知を受け取った会員は、速やかに我孫子市ファミリーサポートセンター会員証その他センター

が指示する書類等をセンターに返還しなければならない。 

（援助活動の内容） 

第１５条 提供会員による援助活動の内容は、次のとおりとする。 

（１） 保育園、幼稚園、小学校及び学童保育室（以下「保育施設等」という。）の開始時間

まで児童を預かること。 

（２）保育施設等の終了時間後、児童を預かること。 

（３）保育施設等及び指定した場所への児童の送迎を行うこと。 

（４）保育施設等の休日その他の事由がある場合において、臨時的に終日児童を預かること。 

（５）事前に利用会員または児童の保護者が受診を済ませ、症状の急変は認められないが家庭

で安静にする必要がある病児・病後児を預かること。ただし、利用会員の児童が１歳以

上であり、病児・病後児の預かりに関する条件を満たしていること。 

（６）前各号に掲げるもののほか、会員の仕事及び育児の両立のために必要な援助 

２  提供会員は前項の援助活動を、提供会員の家庭において行うものとする。ただし、病児・

病後児の預かりその他やむを得ないと認められる場合は、利用会員の家庭において行うこ

とができる。 

３ 提供会員は、児童の宿泊を伴う援助活動を、行わないものとする。 
（援助時間） 

第１６条  提供会員による援助活動の時間（以下「援助時間」という。）は、６：００から 

２２：００までの時間帯において育児の援助が必要な時間とする。ただし、病児・病後児の

預かりについては、平日７：００から２０：００までの時間帯のうち育児の援助が必要な    
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時間に限り実施できるものとする。 

２ 援助時間は、１回につき最低１時間とし、以後３０分を単位とする。 

（援助活動の実施方法） 

第１７条 援助活動を受けようとする利用会員は、センターに申し込みをする。 

２  前項の援助の申し込みは、援助活動を必要とする日の２ヵ月前から３営業日前までの間

に行うものとする。ただし、病児・病後児の預かりについてはこの限りではない。 

３  アドバイザー等は、前項の規定により利用会員から援助活動の申込みを受けたときは、

利用会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認し、提供会員との調整を行うものと

する。 

４  アドバイザー等は、前項の規定により援助活動の調整を行ったときは、援助依頼受付簿

にその内容を記録するものとする。 

５  アドバイザー等は、援助活動開始前に利用会員及び提供会員と事前打ち合わせの票（様式

第６－１・６－２号）に基づき事前打ち合わせを行うとともに、利用会員が記入した委任

状（様式第５号）を提供会員に渡し、援助活動の内容について充分協議するものとする。 

 ６ 提供会員は、事前打ち合わせで確認した内容に従い、援助活動を行う。なお、病児・病後

児の預かりについては、利用会員は児童を預けるときに提供会員に病状連絡票及び与薬依

頼書（様式第８号）を提出する。 

７  提供会員は、援助活動を実施したときは、援助活動報告書（様式第７号）に援助活動の内容

を記載し、利用会員の確認を受けなければならない。なお、病児・病後児の預かりについて

は、提供会員は病児・病後児保育報告書（様式第９号）を併せて記入し、利用会員に提出す

る。 

８ 提供会員は、その月の援助活動に係る援助活動報告書を翌月３日までにセンターに提出する。 

９  会員間で行う互助援助活動は、援助を行いたい人と援助を受けたい人との準委任契約に基

づくものであり、相互援助活動中に生じた事故及び損害は当事者である会員相互間におい

て解決することとなり、市及びファミリーサポートセンターが責任を負うものではない。

事前に当事者同士で打ち合わせを行い、より良い援助活動に努めること。 

（報酬等） 

第１８条 利用会員は、提供会員に対し、別表に定める基準にしたがって報酬及び実費を支払うも

のとする。 

（連絡調整会議） 

第１９条 センターは、必要に応じて連絡調整会議を開催するものとする。 

２ 連絡調整会議は、アドバイザー及びサブリーダーをもって構成し、援助活動状況の報告、

情報交換等を行う。 

３ 前項の構成員の他に、代表者が必要であると認める者の出席を妨げない。 

（交流会） 

第２０条 センターは、会員相互の交流を図り、情報交換等を行うために交流会を開催するものとす

る。 
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別表 報酬及び実費 

 

(１) 利用会員が提供会員に支払う報酬額の基準は子ども１人あたり。 

区分 曜日・時間 報酬の額 

通常の預かり・送迎 

（児童が健康である） 

 

月曜日から金曜日まで 

６：００から２２：００まで 

１時間 

７００円 

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始、 

平日の上記時間帯以外の時間帯 

１時間 

９００円 

 病児・病後児の預かり 

（事前にセンターに利用 

区分の登録が必要） 

 月曜日から金曜日まで 

７：００から２０：００まで 

※時間外の援助活動は依頼できません 

１時間 

１，０００円 

 

① 援助時間が１時間以下のときは、１時間分の料金とし、１時間を超えて端数が 

３０分以下は半額、３０分を超えるときは１時間の金額となります。 

② 援助活動の原則は提供会員１人に子ども１人ですが、兄弟姉妹同時に同じ内容 

の援助を同一の提供会員が行う場合、２人目の児童にかかる利用料金は半額に 

なります。 

また、３人目以降は、別の提供会員への依頼となるため、３人目は全額、４人 

目は半額となります。 

③ 利用会員が援助活動の依頼を取り消す場合。（キャンセル） 

● 利用日の前日 ２１：００ までに連絡した場合（前日キャンセル）・・・無料 

ただし、前日の２１：００までに提供会員に確実に伝わり、センターへの連絡をしたも

の。（１８時以降のセンターへの連絡は留守番電話、メール、FAX のいずれかで行

う。）  

● 前日２１：００以降及び利用日当日に連絡した場合（当日キャンセル）・・・１時間分 

ただし、提供会員及びセンターへの連絡をしたもの。 

（直前のキャンセルで提供会員が援助活動に出向いた場合は交通費を含む。） 

● 連絡なしに利用しなかった場合（無断キャンセル）・・・予定報酬の全額 

（ただし、提供会員が援助活動に出向いた場合は交通費を含む。） 

● 病児保育の場合は１時間前までに連絡・・・無料 

(２) 実費 

       ● 食事（朝・昼・夕食とも） 

        ※ 下記金額は目安です。 事前打ち合せ時に決めさせていただきます。 

０歳～３歳 ・・・ ２００円 

４歳～８歳 ・・・ ３００円 

９歳～１２歳 ・・・ ４００円 

１３歳以上 ・・・ ５００円 

   

● おやつ             ・・・１００円 
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● 車の使用は利用・提供会員双方の合意が必要です。 

● 交通費（電車、バス、タクシー等）  ・・・実費 

● ミルク・おむつ代等         ・・・実費 

 

(３) 支払方法 

報酬及び実費は、その日の援助活動終了後に利用会員が提供会員に直接支払います。 

 

附 則  この会則は、令和３年２月１日から施行する。 
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〔利用会員用〕 

≪個人情報使用同意書≫ 

 

我孫子市ファミリーサポートセンター事業の利用にあたり、私（利用会員）及びその家族に係る個人情

報について、次に記載するとおり必要最小限の範囲内で使用することに同意します。 

 

１．使用目的 

（１）我孫子市ファミリーサポートセンター会則に沿って円滑に事業を実施できるように行う

連絡調整会議や会員相互の連絡調整等において必要な場合。 

（２）我孫子市保育課・我孫子市ファミリーサポートセンター事業受託事業者及び在園・在学

等の利用施設の関係者との連絡調整を行うこと。 

（３）子どもの発達において、児童発達支援施設その他関係機関に対し必要な情報提供を行うこと

及び関係機関からの必要な情報提供を受けること。 

（４）緊急時において、病院その他関係機関に対し必要な情報提供を行うこと。 

（５）我孫子市ファミリーサポートセンター事業契約保険会社に対し必要な情報提供を行うこ

と。 

 

２．条件 

（１）個人情報の提供は必要最低限とし、提供に当たっては関係者以外の者に漏れる事のない

よう細心の注意を払うこと。 

（２）退会する者及び事業に係わらなくなった関係者に、返却を求め、責任をもって破棄する

こと。 

 

我孫子市ファミリーサポートセンター あて 

我孫子市ファミリーサポートセンター事業を円滑に実施できるように個

人情報を提供することに同意いたします。 

年 月 日 

 住所  

 

 氏名 ㊞  

 

 会員番号  
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保育園・幼稚園・学童保育 顔合わせチェックリスト 

《提供会員は、必ず会員証を着用してください。》 

                      保育園・幼稚園・学童保育            お名前                           

 
【園に入る方法】 

 
【登園・降園時の確認】 

 

 
【持っていくもの・持ち帰るもの】 

・かばん         ・ 

・汚れ物         ・ 

・水筒 

 
【園と保護者との連絡】 

※提供会員に伝達をお願いすることは基本的にＮＧです。 

園の先生は、配布物・連絡帳を活用して保護者と連絡をとってください。 

保護者の方も登園時に掲示板を確認する等、園との連携をお願い致します。 

 
【怪我・体調不良時の連絡】 

保育園・幼稚園から直接保護者に連絡してください。 

送迎に関連があることのみ、提供会員にも伝えてください。 

 
【延長料金】 

事故や渋滞等でやむを得ず、送迎の時間に間に合わなかったときは保護者が延長料金を負担

してください。 

 
【その他】 

・ 駐車場について 

 
【万が一、提供会員さんが来なかった場合の対応】 
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様式第２号 

 

 

年 月 日 

 

我孫子市ファミリーセンター あて 

 

 

会員番号  

 

 

氏名    

 

 

我孫子市ファミリーサポートセンター会員登録変更届 

 

我孫子市ファミリーサポートセンター（提供・利用・両方）会員として 

登録されている事項について下記の通り変更がありましたので届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

項 目 変 更 前 変 更 後 

 

氏 名 

  

 

住 所 

  

 

 

 

そ の 他 

  

 

 

 



38 

様式第３号 

 

年 月 日 

 

我孫子市ファミリーサポートセンター あて 

 

退 会 届 

 

私は、この度我孫子市ファミリーサポートセンターを退会いたしたくここに届け出ます。 

 

 

記 

 

1. 会員区分 提供会員 ・ 利用会員 ・ 両方会員 

 

２. 会員番号         

 
３. 氏名            

 
４. 住所             

 
５. 理由               
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                                     ２０２２年４月改訂 

 

 

 

 

 

  

 

我孫子市ファミリーサポートセンター 

運営団体 ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 


