
〒644-0002 和歌山県御坊市薗226御坊小学校北校舎１階
Tel. 0738- 20-9012
Fax.0738- 20-9013
メール gsora@comdesign-npo.com
ホームページ http://www.kii-kodomo.jp/cnts2/gsora/

　　　　　フェイスブック「御坊市ファミサポ」で検索
開所時間 /月〜金曜9：00 -17：00 
　　　　　 土曜10：00 -15：00
　　　　　（日・祝、年末年始を除く）

御坊市 ファミリー・サポート・センター 「そらまめサポート」

御坊 市 ファミリー・サポート・センター 

＊発行元：御坊市ファミリー・サポート・センター　＊デザイン：RanaTura.上田 有規子 ＊写真撮影：磯 秀樹 そらまめサポートは、地域のみなさんと一緒に地域の子育てを応援します。お問い合わせ先はこちら…0738-20-9012

支援料について 「そらまめちゃん」

基本(元気な時のこども）預かり　 　 　６００円
病児・病後児預かり 　　　　　　　　８００円

基本時間帯（8:00～20:00）１時間あたりの料金

＊詳細につきましては、そらまめサポートにお問い合わせください。

利用料の半額補助され、上限 6万円（年間）までです。
ひとり親家庭等補助制度あります。

元気な時の預かりです。
利用料金 / 1時間当たり　　　　６００円
　　　　　（ファミサポの基本預かりと同じ）
場所/そらまめサポート保育ルーム
　　　（御坊市薗226 御坊小学校北校舎1階）
日時/平日  9：30～16：30 土曜  10：30～14：30
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会員数 ●利用会員…336名　●スタッフ会員… 93名　　●両方会員…19名　●合計…448名　（2021年7月15日現在）
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初オンラインによる会員向けイベント開催！！　

城先生のほっこり絵本コラム

ホームページ リニューアル のおしらせ

サポート依頼→サポート活動→サポート報告までの流れ 

送迎サポートに朗報 ! 「移動サービス専用自動車保険」

スタッフ会員 交流サロン 「そらカフェ」を開催しました 

情報発信中!御坊ファミサポ「Facebook」
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新たにアドバイザーとして加わり手探りの日々ではありますが、会員のみなさまのあたたかなご協力に助けられて
います。ありがとうございます。私自身も子育て真っ只中、サポートのありがたみを改めて感じています。(K)
今回、初めてモデルを募集して表紙撮影を行いました。お申込み、ご協力いただきありがとうございました。
次号以降、また募集する機会ありましたらご案内しますので、ご協力よろしくお願いします。(N)

スタッフ会員 交流サロン
そらカフェを開催しました

ひとり親補助申請に関するお知らせ　申請は、翌月の10日までにお願いします。【偶数月の口座振込(振込手数料
は支払者負担)】になります。3月31日までの利用分の補助申請受付は、翌年度4月10日までの申請で締め切りま
す。サポート利用されている方でひとり親になられた方は、センターまでお知らせください。
送迎サポートの報告書提出に関するお願い　
スタッフ会員さまへ：「移動サービス専用自動車保険」加入にあたり、毎月の実働状況の確認をします。そのため、
お手数ですが、翌月5日までに報告書の提出をお願いします。
利用会員さまへ：スタッフ会員さまが報告書提出を円滑におこなえるよう、支援料は月末又は翌月初め、すみや
かにお支払いください

FacebookQR

情報発信中!
御坊市ファミサポ「Facebook」

御坊市ファミサポ公式Facebookページをご存じでしょうか?
講座・イベント・出張受付などのご案内のほか、今後はサポー
ト活動や保育ルームの様子など、Facebookを活用してさま
ざまな情報を発信していきたいと思ってい
ます。ぜひ「いいね!」を押して、チェックし
てみてください。多くの皆さんにご利用い
ただけるよう内容の充実を図ってまいりま
すので、よろしくお願いします。

そらカフェは、スタッフ会員さん同士の交流の場として
センターで開催しています。この春は4月・5月に計2回
開催し、延べ10名のスタッフ会員さんに参加いただき、
「事故予防と病児の預かりについて」や「スタッフ間の
情報共有について」をテーマに話し合いました。

次回開催日につい
ては、決まり次第
スタッフ会員の皆
さんにご案内いた
します。ご参加を
心よりお待ちして
います。

編集後記編集後記
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そらまめPHOTO

はるかちゃん（1才3ヶ月）
保育ルームをよく利用してくれる

はるかちゃん。お気に入りのお

もちゃで遊びながら、とびきり

の笑顔を見せてくれました! 

また遊びに来てね。

こちらから

アクセス～
！

保育ルームで

撮影したよ。



サポート依頼→サポート活動→サポート報告までの流れ 送迎サポートに朗報!「移動サービス専用自動車保険」

サポート依頼のなかでも特に依頼が多いのが、保育園や塾への送り迎えと
いった「送迎サポート」。スタッフ会員さんの自家用車を使用してサポート
します。万一の事故の際、これまでのファミリー・サポート補償保険には賠
償責任保険の適応がなく、スタッフ会員さん個人の自賠責保障で対応し
ていただく状況でした。この度、『移動サービス専用自動車保険』が新設さ
れ、2021年5月より運用開始、賠償責任保険の適応も可能となりました。

『移動サービス専用自動車保険』って?これまでと何が変わるの?Q.1
送迎サポート時の事故の際、傷害保険だけでなく賠償責任保険も、『移動サービス専用自動車保険』で
対応可能です。

任意保険に加入しているけど、さらに加入することはできるの?（スタッフ会員）Q.3
個人ではなく、ファミリー・サポート・センターとして『移動サービス専用自動車保険』に加入するので、
問題ありません。

加入するために必要な準備物は?Q.2

Q.4

・書類提出はありません
・チャイルドシートのご用意をお願いします

・以下の書類の提出をお願いします
1.自動車検査証のコピー
2.ご自身で加入済の自動車保険証券のコピー
3.同意書(センターよりお渡しします)
4.免許証のコピー(任意)

もし事故を起こしてしまったら、どこに連絡すればいいの?（スタッフ会員）

「基本の事故対応＊」を終えたら、センターに連絡、その後ご自身の加入している任意保険会社にご連
絡をお願いします。休日などの関係でセンターとすぐに連絡が取れない場合は、基本の事故対応を行い、
その後、次のセンター開所時間にご連絡いただければ、問題なく保険適用されます。
＊「基本の事故対応」については別途資料をご参照ください。お持ちでない方はセンターまでお問い合わせください。

スタッフ会員利用会員 スタッフ会員利用会員
センターへ来所
→必要事項を記入
→入会 
※郵送や出張受付での入会も可能

子育て応援連続講座を受講
（年2回開催予定）
→入会

センターからサポート打診初回サポートの依頼

利用会員(こども同席)、スタッフ会員、アドバイザーの

3組で事前打ち合わせ

こどもをスタッフ会員にお預け
→スタッフ会員に支援料を
　お支払い

サポート活動 
→利用会員から支援料を受け取る 
→サポート報告書を利用会員へ
　お渡し

センターへサポート報告書を提出
 (提出期限:翌月5日まで)

入 会入 会

初 回
サポート依頼
2回目以降
サポート依頼

サポート
報告

サポート
報告

A.センターがヒヤリングした内
容に合わせて、条件の合うスタッ
フ会員を探してご紹介します。
ただし、ご希望のサポート依頼に
応じられないこともございます。 
(例:サポート日まで時間がない、条件に
合うスタッフが見つからないなど)

CHECK1

A.当日に限らず、キャンセル連
絡は基本的にセンター、スタッフ
会員、双方にお願いします。

CHECK2

A.サポートが難しくなった場
合は、センター、利用会員、双
方にご連絡お願いします。その
後の対応は、センターと利用会
員で相談します。

CHECK3

A.事前打ち合せで確認した方
法でお願いします。スタッフ会
員に連絡済であっても、保険適
用に必要となるのでセンターに
もご連絡お願いします。ただし、
スタッフ会員のご都合によって、
お受けできない場合もござい
ます。 

CHECK4

2回目以降のサポート依頼の場合

初回サポート依頼の場合

スタッフ会員、センターへ
依頼内容を連絡

利用会員、センターから
サポート打診

利用会員さんとスタッフ会員さんとの事前打ち合わせを必要とする、送迎サポートや自宅での預かり
サポート依頼。サポートを依頼したり、引き受けたものの、「あれ?こういう時どうすればいいんだろう?」と
いう疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
そこで今号では、基本となるサポート依頼の流れを改めてご案内します。

チャイルドシートを使用しないと、保険適用できません。
ご協力よろしくお願いします。

ヒヤリングヒヤリングヒヤリング

事前打合せ事前打合せ事前打合せ

サポート
初回

サポート
初回

サポート
初回

利用会員利用会員スタッフ会員スタッフ会員

Q.どうやってスタッフさん
　 を探すの？

CHECK1へ

Q.キャンセルは誰に連絡
　すればいいの？

CHECK2へ

Q.2回目以降は、直接
　スタッフさんに連絡
　すればいいの？

CHECK4へ

Q.事情でサポート出来なく
　 なった場合は？

CHECK3へ

新設自動車保険Q&A (5月から運用)

そらまめサポートは、地域のみなさんと一緒に地域の子育てを応援します。　利用入会は、常時受付けています。　　　　　　スタッフ会員は随時募集中です。　詳しくは、お問い合わせください。

アドバイザー紹介アドバイザー紹介 電話・メール
センター来所、

お待ちしています。

きちんと装着できているかしっかり確認!

この春より、センタースタッフであるアドバイザーが変わりました。
会員の皆さんをしっかりサポートできるよう努めてまいります。
困っていること、不安なこと、どんなことでも構いませんので、お気軽にお声がけください。
どうぞよろしくお願いします。

3 歳の娘がいます。
アドベンチャーワールドにいるマーラと
いう動物が親子でお気に入りです♪

3人の息子がいます。
子どもと自然の中で遊ぶのが好きです。
紀南のおでかけスポットに詳しいです♪

＊左端

くりばやし  さ や か

栗林 紗也加

＊左から 2番目

なかむら ち か こ

中村 千佳子

高校生になる男女の双子がいます。
断捨離30日チャレンジの
第2弾を計画中です♪

大学生の息子が2人います。
ワンコと行けるカフェを発掘中です♪

＊右から 2番目

いしばし 　や す よ

石橋  恭代

＊右端

さ　だ あ い こ

佐田  愛子

確定はしていないものの、万が一のサポート（警報時・病児など）が必要な場合も、事前打ち合わせを済ませておく
必要があります。その他、ケースバイケースでご相談に乗らせていただきますので、お気軽にお問合せください。

サポート活動は、支援料はともないますが、スタッフ会員の皆さんの支援の気持ちで成り立っている相互援助活動
です。そのため、すでに確定しているサポート依頼であっても、状況によって応じられないこともございます。利用
会員の皆さんにはその点ご理解いただき、ご了承の程どうぞよろしくお願いします。

よくある質問も
合わせてご紹介
します。


