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東村山市のファミリー・サポート・センターが、地域における子育ての相互援助活動
として事業を継続してまいりましたことは、センターのアドバイザーの皆様の努力と会員
の皆様のご理解の賜物でございます。心より感謝申し上げます。
皆様の支援により進めてまいりました当センター事業につきまして、市と指定管理者

■会員数■
依頼会員 1,807 名
提供会員
166 名
両方会員
15 名
合
計 1,988 名

で協議させていただき、平成３０年度より事前協議の対応について見直しをさせていた

（12 月末現在）

だきます。引き続き会員の皆様には、地域の子育てにおける相互援助活動の推進の
ためにご理解とご協力を賜りたいと存じます。

子ども総務課長 空閑 浩一

事前協議の
「打ち合わせ料金」のお知らせ
近年の社会状況の変化に伴いファミリー・サポート・センターへの依頼内容は多様化し、質量ともにそのニーズ
は高くなっています。近くに頼る人がなく万が一のために誰か紹介してほしいという依頼も少なくありません。
一方、提供会員さんは別に仕事や介護をしながら活動される方も多く、その担い手の確保は長年の課題と
なっています。
「地域の助け合い」というこの事業の良さを持続しつつ、昨今のニーズに対応するにはどうしたらよいかと模索を
続ける中で、今年度、報酬額の変更と事前協議の有料化を行政とともに検討して参りました。
協議の結果、報酬額変更については見送ることとなり、事前協議については有料化する運びとなりました。
ただし打ち合わせ料金は活動時には相殺されますので、依頼会員さんの実質的な負担は少なくなっています。
会員の皆様のご理解とご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。

平成３０年６月 1 日より、
事前協議では提供会員の紹介ごとに
「打ち合わせ料金」として７００円かかります。
ただし、1 か月以内に活動があった場合は
利用時に差し引いて計算されます。

詳しくは次のページへ

打ち合わせ料金の運用方法
事前協議の際、依頼会員さんには提供会員さんの紹介お一人ごとに
「打ち合わせ料金」として７００円（１時間分）の報酬をいただきます。
初回の活動が事前協議から１ヶ月以内であれば、
提供会員さんはその日の報酬から７００円を差し引いてください。
◆事前協議とは… 活動前に、依頼会員さんとお子さん、提供会員さん、アドバイザーとで
顔合わせをして依頼内容の確認等を行うことです

参考例

【６月１日】 事前協議
提供会員さんお２人をご紹介
依頼会員さんは紹介する提供会員さんそれぞれに
「打ち合わせ料金」の 700 円をお支払いください

【６月１５日】 活動依頼
A さんに７００円の時間帯を３時間
初回の活動が事前協議から１ヶ月以内なので
通常の報酬から打ち合わせ料金の 700 円を差し引き
報酬額は 1,400 円となります

依頼会員
さん

700 円

３時間の活動なら
700 円×3 時間＝2,100 円
打ち合わせ料金を引いて
2,100 円-700 円＝

700 円
よろしく
お願い
します！

提供会員
A さん

1,400 円
提供会員
B さん

提供会員
A さん

※ B さんにも１ヶ月以内に活動があれば打ち合わせ料金を差し引いた報酬額となります

運用について、詳しくは今後の定例会や、ファミサポのホームページで改めてご案内していきます。
６月以降に行う事前協議では、その都度、アドバイザーがご説明いたします。

アンケートのご協力をありがとうございました。
主に今年度活動があった約 100 名の会員の方々に報酬額の見直しについてのアンケートのご協力をお願いしました。

依頼会員さんからは、提供会員さんに感謝をしているという声を多くいただきました。報酬額の見直しについては、提供
会員さんが増えるのであれば、また最低賃金との比較を考えると、報酬額が上がっても良いという意見がある一方で、金銭
的な負担が多くなることは不安に思う、値上げの理由が不明だと感じる、といった意見もありました。

提供会員さんからは、社会情勢の変化、命を預かる重みや評価を考えると、報酬額は上げるべきといった意見がある一
方で、ボランティアとして関わっているのだから、また依頼会員の立場を考えると上げなくても良いといった意見もありました。
皆さんの回答からは、お互いの立場を尊重しつつ、現状の活動が気持ちよく行われる設定のあり方を望む会員さんの微妙
な心情が現れた結果になったと分析しています。
提供会員さんのおかげで仕事が続け
られています。最低賃金を考えると
報酬は安いと感じています。
（依）

いつも子どもを可愛がって下さり、
とてもありがたく感謝しています。
見合った報酬で結構です。
（依）

保育ボランティアの社会的地位・評価が
低いのでは。せっかく提供会員になった
仲間がやめていくのは淋しい。（提）

ボランティアの気持ちで活動している
ので、依頼会員さんの負担が少ない方
が良いと思っています。
（提）

活 動 報 告
平成 28 年度

提供会員交流会
「ペーパーナプキンで作る
フラワーリース」
平成 28 年 12 月 5 日(月) 10:00～12:00
17 名参加
提供会員の河野真由美さんと鈴木依子さんに教わりなが
ら、ペーパーナプキンを使ったリースを作りました。ナ
プキンの柄により様々なリースに仕上がり、どれもとて
も素敵な作品となりました。最後はお茶を飲みながら
各々の作品を見せあい、楽しく交流することができまし
た。

平成 29 年度
平成 29 年度

ステップアップ
研修会

子育て講座
「提供会員の私たちにできること
「人との豊かなかかわりができる子どもに
～地域で育ち合う～」
平成 29 年 6 月 26 日(月) 10:00～12:00
臨床心理士 永田陽子氏
20 名参加

～東村山市の子育て事情と
子育て支援について～」
平成 29 年 5 月 26 日(金) 10:00～12:00
東村山市子ども家庭支援センター 高橋靖子氏
18 名参加
東村山市の子育て支援の現状と、虐待や養育困難など厳

幼稚園や小学校など、広く子育てをしている家庭の保護
者を対象とした講座を開催しました。永田先生からは「親
が地域で力を発揮する姿を見ると、子どもは安心して地
域とかかわり、社会性も育っていく。ぜひ“子どもたち

しい家庭の状況について伺いました。私たちの身近にも
起きていることであり、自分たちにもできる支援がある
ことを学びました。

が育ち合う地域”の作り手になりましょう。
」というお話
があり、人との向き合い方、昔あそびの意義などについ
ても伺うことができました。

平成 29 年度

会員交流会
「みんなで歌おう会♪」
平成 29 年 12 月 4 日(月) 10:00～12:00
シンガー・ボーカル講師 ちざわゆうこ氏
32 名参加
冬の歌やクリスマスソングを、パートに分かれて練習し
たり手遊びゲームをしながら歌いました。次々に繰り出
される曲の数々に、参加された皆さんもどんどん引き込
まれていきました。たくさん歌って笑った、楽しい交流
会でした。

お互いを思いあって・・・
３．延長時の報酬について
依頼時間より過ぎてお迎えになった場合、短い
時間だと提供会員さんも延長分の料金を頂きにく

１．悪天候時の判断について

いということがあるようですが、複数の方が担当して

台風や大雪など悪天候の場合、当日でもキャン

いると対応に差が生まれてしまいます。決まりに従い

セル料金は発生しませんので、できるだけ保護者の

少しでも過ぎたら３０分の料金を加算していただき

方の対応をお願いします。難しい場合は時間をずら

ますようお願いします。

す、タクシー利用など、どうするかあらかじめ会員さん
同士で相談しておいてください。

４．キャンセルについて
依頼会員さんからのキャンセルが年々増えていま

２．「ＬＩＮＥ」の利用について

す。家族の都合等もあるかと思いますが、とりあえず
依頼した後でキャンセルされる方が

LINE アプリで連絡を取り合う場合、「タイムライ
ン」という機能の設定がきちんとされていないと意図

増えると、センター全体の運営が

しない情報が流れてしまうことがあるようです。トラブ

困難になってしまいます。依頼日が

ルを避けるため、会員さん同士ではできるだけ通常

確定してから依頼をしていただき

のメールでの連絡をお願いします。

ますようお願いします。

平成 28 年度

援助活動状況

保育所・幼稚園の
迎え（預かり含む）

合計

5,504 件

1149件

学校・児童クラブの
迎え（預かり含む）

その他の一時預かり

1639件

609件

保育所・幼稚園の
送り（預かり含む）

学校・児童クラブの
送り（預かり含む）

子どもの習い事の援助

556件

953件

598件

10％

21％

17％

30％

11％

11％

ファミサポの
ホームページもあります
定例会・研修会・講習会などの
日程も掲載していきます。

http://h-famisapo.npohug.com
★「東村山市ファミサポ」で検索 ★
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