子育ては地域のみんなの手で！
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～ママからのコメント～
去年、ファミサポデビューし
ました。月１回１時間程度利
用していました。娘は、会員さ
んに預かってもらっていた時
はいつも泣いていた気がしま
す。どんなに泣いても優しく
褒めてくれて、包容力のある
会員さんに保育してもらい安
心して預けられ本当に助かり
ました。また、機会があればフ
ァミサポを利用したいと思い
ます。

Ｓちゃん 1 才 10 か月

いつもと違う春
令和２年春。新型コロナウイルス感染拡大により世
界中が騒がれている今、いつもと違う季節のスター
トになりました。社会全体が大変な時期になってい
ます。一人ひとりができることを積み重ねて、コロ
ナ禍を乗り越えていきましょう。そして日々の子育
てに疲れた～少しお手伝いしてほしいと思ったらぜ
ひ、ファミリー・サポート・センターを思い出して
くださいね。

会員登録お待ちしていいます

・子育てのサポートをしていただけ
る方
・子育てのサポートを受けたい方

提供会員養成講座日程
11 月 11 日（水）

場所 五所川原市働く婦人の家 参加無料
◎心の発達と保育者のかかわり

9：00～12：00

（講師） 弘前厚生学院こども学科講師 棟方 ふみ子 氏
◎障害のある子の預かりについて
（講師） 健生クリニック 臨床心理士 公認心理師 鎮目朝子 氏

11 月 18 日（水）

◎子どもの栄養と食生活

9：00～12：00

（講師）つがる市立車力小学校 栄養士 米谷 瑞紀 氏
◎保育の心

◎保育の世話

（講師）認定こども園五所川原こども園五所川原保育園 主任保育教諭 小野智栄子氏
11 月 26 日（木）

◎子育て支援をするために

9：00～12：30

（講師）五所川原市ファミリー・サポート・センターアドバイザー
◎子どもの遊び

◎ヒヤリ・ハットの子どもの対応

（講師）認定こども園五所川原こども園五所川原保育園 主任保育教諭 小野智栄子氏
12 月 2 日（水）

◎安全と事故 ～とっさのときの救急処置～

9：00～12：00

（講師） 五所川原市消防署 救急救命士

12 月 8 日（火）

◎小児看護の基礎知識

9：00～12：00
サポート実習

◎身体の発育と病気

（講師） 弘前厚生学院こども学科講師 新谷ますみ 氏
提供会員養成講座受講後、保育実習を予定しております。オムツ替えやミルクの入れ方
などを実習します。活動に入っても不安のないように自身をもって保育できればと考え
ました。サポート実習後に提供会員証を交付いたします。

提供会員養成講座を開催いたします。養成講座終了後に提供会員として活動できます。全部受
講できなかった場合は残りを来年度受講していただくか、もしくは講座を録画いたしますので
後日改めて受講することができます。また、
「安全と事故～とっさの時の救急対応～」につきま
しては受講場所が五所川原消防署になります。普通救命講習修了証が２年間で有効期限が切れ
るため、すでに登録している提供・両方会員も受講をお願いします。
安心安全に活動するために、一人でも多くの方の参加をお待ちしています。ご近所や知人で
ファミサポに興味がある方がいらっしゃいましたら、お声がけをお願いします。
＊申し込み締め切り各講座日 2 日前までセンターにお申し込みください。
＊無料保育先着 5 名
なお、コロナウイルス感染状況によっては提供会員養成講座は中止になる場合がございますの
でご了承ください。

ヒヤリ・ハット情報について
「ヒヤリ！！」｢ハット！｣と気がついたことについて、子どもは大人が予想もつかない行動をとったり、びっく
りするような事が起こったりします。子どもさんを提供会員に預ける時や送迎の活動などの時に大きな事故には
ならなかったけれども｢ヒヤリ！｣｢ハット！｣とした経験はありませんか？
このヒヤリをみんなで考えることによって事故防止につながります。自宅や外の環境でも子どもの目線にたって
危険なところはないか、今一度確認していただけたらと思います。ファミサポでは今後の活動に役立てるように
どんな小さな事でもよいのでヒヤリ・ハットの情報連絡を受け付けしております。

ヒヤリ・ハット情報

<事例１> ７歳 小学生 女子
発生した場所

こども園駐車場敷地内

発生した日時

令和元年１２月某日 午後１時２６分頃

発生した出来事 送迎時、車から降りて歩いたところに、アスファルトの段差につまずき転んで額をぶつける。
少し赤くなって擦りむいた
考えられる原因 車から降りたら、手を繋いで送り届けること。段差があることは知っていたが、小学生だから
大丈夫だろうと思い込んでいた。
その後の対策

車から降りたら、必ず手を繋ぐこと。手を繋ぐことで道路への飛び出しも防げる。大丈夫だと
過信しないようにする。

センターとして 活動中には事故が発生するかもしれないということを提供者に活動前の
アドバイスと注意事項を記入した活動予定表を作成し注意を促す。

<事例２> ５歳男の子 ３歳 A さん女の子
発生した場所

提供会員 A さん自宅

発生した日時

令和２年５月某日 午前６時２０分頃

発生した出来事

提供会員 A さんは体調が悪く前日にキャンセルの連絡をセンターに入れた。直ぐに
代わりの提供会員 B さんに依頼を申し込み体制を整えたが、依頼者に提供会員の変更があっ
たことを伝え忘れてしまった。
翌日の活動日早朝、提供会員 A さん宅に子ども達を連れて行き変更の事実を知る。

考えられる原因

依頼会員にＬＩＮＥで連絡したつもりが未送信状態だったことと、その後、既読になったか
の確認をしなかった。

提供会員 A さんの 依頼会員も仕事があったことから、そのまま預かり活動を行った。
対応
センターとして

依頼会員、提供会員Ａさん、提供会員Ｂさんに謝罪し、今後は緊急性のあるものに関しては
直接電話連絡をして用件を伝えること。携帯電話の操作も確認すること。アドバイザー２人
が勤務している時間帯はダブルチェックをすること。

事例２はセンターアドバイザーのヒヤリ・ハットです。連絡ミスから起こった事例です。依頼・提供会員も非常
に驚いたと思います。以後、連絡をする際には最後まで間違いがないか確認することを徹底する。
起きたヒヤリ・ハットは忘れず次に活かしていきたいと思います。

新型コロナウイルス感染拡大が毎日のように報じられています。
感染拡大防止のため当センターでは、次の対応とさせていただきますのでご
了承くださいますようお願いいたします。
〈活動前の確認〉
・依頼会員・提供会員は活動に入る前に必ず体温測定を行い、発熱がある場合
は活動をお控えください。
・活動中に子どもが発熱した場合は活動を中止し、センターに連絡を入れてく
ださい。
・活動中は、部屋や車中の換気をこまめに行い、マスク着用、手洗い・うがい・
消毒などを徹底してください。

提供・両方会員の皆さんへ
現在、ファミサポの活動をしてくださっている提供・両方会員の皆様へ使い捨て手袋、マスク、除菌剤をお
配りしております。どうぞ活動の際にお使いください。
また、使用方法については同封している注意書きをよく読み、高温や直射日光を避けるなど、子どもの手
の届かない場所に保管するようお願いいたします。 ＊マスク等在庫がなくなり次第終了いたします。

五所川原市ファミリー・サポート・センター
利用事業助成金のお知らせ

五所川原市に住所を有する依頼会員、両方会員で（4 月

＊まとめて申請も可能ですが、締め切りが次

から 8 月にあっては前年度住民税）非課税世帯の方、

年度４月９日までになります。期限内に申請

または生活保護世帯の方、所得に関係なく五所川原市に

をお願いします。

住所を有し、ひとり親家庭の方が宿泊利用部分に半額助
成いたします。但し子どもの送迎にかかる交通費（ガソ
リン代）提供会員が用意した飲食物、おむつ等の実費及
び取り消しによって生じたキャンセル料は対象になり
ません。
。
活動終了後に依頼・両方会員が活動報告書と交付申請書
を添えてファイサポに申請してください。後日、指定口
座に助成金が振り込まれます。

お問い合わせ
五所川原市役所 子育て支援課
ＴＥＬ ０１７３－３５－２１１１
（内線２４８２）
五所川原市ファミリー・サポート・センター
ＴＥＬ ０１７３－３５－８９５３

平成３１年度活動件数

平成３１年度会員数

平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 単位
（件）

令和 2 年 3 月 31 日現在 単位（人）

① 学童保育の迎え

６０６

② 学童保育からの帰宅後の預かり

１９７

依頼会員 ２９９

③ 保育所・幼稚園の迎え

１７９

提供会員 １７０

④ 保育所・幼稚園の登園前の預かり及び送り

６３

⑤ 保育所・幼稚園の帰宅後の預かり

４２

⑥ 保護者の病気や急用等の場合の援助

２９

⑦ 保育所等施設入所前の援助

２５

両方会員
合

１８

計 ４８７人

⑧ 保護者の短時間・臨時的就労の場合の援助
２２
平成 31 年４月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 単位（件）
⑨ 保護者の求職活動中の援助
６
⑩ その他
合 計

３２３
１４９２件

依頼・提供会員へお願い
・子どもの援助活動の申し込みやキャンセルは必ずセンターに連絡をお願いします。連絡のない援助活動について
は補償保険が適用されません。
・他市町村の方も会員登録できるようになりました。引っ越しされる方、退会を希望される方はセンターに連絡を
お願いします。また、市内でも住所や電話番号に変更などありましたら必ず連絡をください。
・新たにお子さんが誕生された方は、センターに生年月日、お名前、性別をお知らせください。
・依頼・両方会員の登録している下の子どもが小学校終了もしくは卒業時点で自動退会になります。また、ファミ
サポの活動に興味のある方は（養成講座受講後）提供会員への変更もできます。
提供・両方会員へお願い
・提供・両方会員は翌月の５日までに活動報告書をセンターに提出してください。
・子どもの送迎活動を行う提供・両方会員は、携帯のアラームなどを活用して、うっかり忘れを防止しましょう。
・センターの活動をお休みしている提供・両方会員で復帰できる方は連絡をください。できる範囲でかまいません。
ご協力くださるようお願いいたします。
。
・また、お知り合いの方などで、ファミサポに興味のある方がいらっしゃいましたらご紹介ください。

センターの開設時間
午前８時３０分～午後５時 15 分
＊依頼受付は午後 5 時まで
＊土日祝祭日と
12 月 29 日と 1 月３日休館

