
宮古市ファミリーサポートセンター運営要領 

平成 18年 3月 29日決裁 

平成 31年 2月 26日決裁 

令和 2年 3月 31日決裁 

令和 4年 3月 16日決裁 

  （目的） 

第１ この運営要領は、宮古市ファミリーサポートセンター事業実施要綱（平成１８年宮

古市告示第３２号）に基づき、会員による相互援助活動を円滑に行うため、センターの

運営に必要な事項を定めることを目的とする。 

  （組織） 

第２ センターは、次の者をもって組織する。 

(1) 預かりの援助活動を行いたい会員（以下「提供会員」という。） 

(2) 預かりの援助を受けたい会員（以下「依頼会員」という。） 

(3) 前２号を兼ねる会員（以下「双方会員」という。） 

(4) アドバイザー、サブリーダー及び必要な職員 

２ センターに所長を置く。ただし、所長は常勤を要しないものとする。 

（所長、アドバイザー及びサブリーダーの職務） 

第３ 所長は、会務を統括する。 

２ アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。 

(1) センターの事業内容の周知及び啓発 

(2) 会員の募集及び登録 

(3) 会員の統括 

(4) サブリーダーの育成指導 

(5) 会員相互間の預かりの援助の調整 

(6) 会員に対する講習会及び会員の交流会の実施 

(7) 他のファミリーサポートセンターとの連絡調整 

(8) 会員間に問題が発生した場合の会員への解決策等の助言 

(9) センターの庶務 

３ アドバイザーは、預かりの援助活動の円滑な実施を図るため、一定の地域ごとに会員

のグループを設けるとともに、サブリーダーを選任し、当該グループに係る預かりの援

助活動の調整を行わせることができる。 

４ サブリーダーは、次に掲げる業務を行う。 

 (1) グループ会員の統括 

 (2) グループ会員の募集 

 (3) アドバイザー及びグループ会員との連絡調整 

（書類の整備等） 

第４ 所長は、センター事業の計画及び実績報告を市長に報告するとともに、次に掲げる



書類を整備し、保存しておかなければならない。 

(1) 業務日誌（様式第１号） 

(2) 会員台帳（様式第２号） 

(3) 援助依頼受付簿（様式第３号） 

(4) 援助活動報告書（様式第４号） 

(5) その他会務に必要な書類 

  （連絡会議） 

第５ センターの健全な運営及び発展に資するため、連絡会議及び総会を開催する。 

２ 連絡会議は、次に掲げる者により構成し、必要に応じ所長が召集する。 

(1) 提供会員の代表者 

(2) 援助会員の代表者 

(3) 双方会員の代表者 

(4) 関係行政機関の代表者 

(5) 保育所、幼稚園の代表者 

(6) 民生児童委員の代表者 

  （会員） 

第６ 会員は、センター事業の目的を理解する次に掲げるものとする。 

 (1) 提供会員は、児童の健全育成に熱意のある心身共に健康な者であって、預かりの援

助の提供が行える者 

 (2) 依頼会員は、現に子どもを養育している勤労者等であって、預かりの援助を依頼し

たい者 

 (3) 双方会員は、現に子どもを養育しながら、仕事の都合によって預かりの援助を依頼

し、又は預かりの援助の提供を行える者 

２ 会員は、相互間で信義に基づき誠実に預かりの援助活動を行うものとする。 

３ 会員は、前項の活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。会員でなくなった後

も、同様とする。 

４ 会員は、預かりの援助活動を通じて物品等の販売や斡旋又は宗教活動や政治活動を行

ってはならない。 

５ 会員は、センターの実施する講習を受けなければならない。 

（入会の申込み等） 

第７ 会員になろうとする者は、宮古市ファミリーサポートセンター入会申込書（様式第

５号）を所長に提出し、入会の承認を受けなければならない。 

 （入会の承認等） 

第８ 所長は、第７の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、入会を承認

したときは当該承認をした者に会員証（様式第６号）を交付し、又は不承認したときは

入会不承認通知書（様式第７号）により当該不承認をした者に通知するものとする。 

  （退会の届出） 



第９ 退会しようとする者は、退会届出書（様式第８号）に会員証を添え所長に届け出な

ければならない。 

２ 所長は、前項の届出書を受理したときは退会承認通知書（様式第９号）を当該届出人

に通知するものとする。 

 （会員の承認の取り消し） 

第１０ 所長は、会員が第６第２項から第５項までに掲げる規定を遵守しない場合は、当

該会員に対して、会員の承認を取り消すことができる。 

２ 所長は、前項の決定を行ったときは、宮古市ファミリーサポートセンター会員承認取

り消し決定通知書（様式第１０号）により当該会員に通知するものとする。 

 （預かりの援助活動） 

第１１ 会員が相互間で行う預かりの援助活動は、小学生までの児童及び市長が特に必要

と認める児童（以下「子ども」という。）を対象とし、その内容は、次のとおりとする。 

(1) 特定教育・保育施設、学校又は学童の家（以下「保育施設等」という。）の開始前又

は終了後に子どもを預かること。 

(2) 保育施設等へ子どもを送迎すること。 

(3) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事、買い物等外出の際に子どもを預かること。 

(4) 子どもの軽度の病気等臨時的突発的な事由により必要がある場合に子どもを預かる 

こと。 

 (5) その他会員の仕事と育児の両立のために必要な預かりの援助活動。 

２ 預かりの援助活動は、原則として午前７時から午後９時までとする。ただし、特別の

理由のある場合は、代表者の承認を得て延長することができるが、この場合であっても

宿泊は行わないものとする。 

３ 預かりの援助の活動時間は、１時間未満の場合は１時間とし、１時間を超える場合は

１時間を超える時間の３０分までごとを単位とする。 

４ 子どもを預かる場所は、会員の自宅、児童館や地域子育て支援拠点等の施設、その他

子どもの安全が確保できる場所とし、両会員間の合意により決定する。 

５ 提供会員は、同時に複数の依頼会員に対する預かりの援助を行ってはならない。ただ

し、特別の理由のある場合は、代表者の承認を得て行うことができる。 

 （預かりの援助活動の実施方法） 

第１２ 依頼会員は、預かりの援助を受けようとするときはアドバイザーに援助申込書（様

式第１１号）を提出しなければならない。 

２ アドバイザーは、前項の援助申込書を受けたときは内容を審査し、適当と認める提供

会員に情報を提供するものとする。 

３ 情報の提供を受けた提供会員は、速やかにアドバイザーに援助提供の承諾（不承諾）

の回答を行わなければならない。 

４ アドバイザーは、承諾の回答を受けたときは、当該依頼会員及び当該提供会員に対し、

援助決定通知書（様式第１２号）により通知するものとする。 



５ 依頼会員は、援助決定通知書の援助内容以外の援助を提供会員に求めてはならない。

ただし、特別の事情がある場合においては、提供会員の承諾を得て預かりの援助内容を

変更できる。 

６ 提供会員は、預かりの援助活動前に、安全チェックリスト（様式第１３号）により預

かり場所の安全点検を行い、子どもの事故を防ぐ上での対応が十分でない点を明らかに

して改善すること。 

７ 提供会員は、預かりの援助を行ったときは、その内容を援助活動報告書に記録し当該

報告書に依頼会員の確認を受けなければならない。 

８ 提供会員は、１月ごとに預かりの援助の実施状況を前項の援助活動報告書によりアド

バイザーに報告しなければならない。 

 （預かりの援助の申込みの取り消し） 

第１３ 依頼会員は、預かりの援助の申込み後、当該申込みに係る預かりの援助の実施の

日の前日までにアドバイザー又はサブリーダー及び提供会員に申し出て、当該申込みを

取り消すことができる。この場合において、依頼会員は、当該取り消しをした預かりの

援助について金銭を支払う必要はないものとする。 

２ 依頼会員は、預かりの援助の申込み後当該申込みに係る預かりの援助の実施の日にお

いて、当該申込みに係る預かりの援助を受ける必要がなくなったときは、実施の時間の

１時間前までにアドバイザー又はサブリーダー及び提供会員に申し出て、当該申込みを

取り消すことができる。この場合において、依頼会員は提供会員に、別に定める基準に

より算定した金銭を支払わなければならない。 

３ 依頼会員は、前２項に掲げる場合を除き、預かりの援助の申込みを取り消すことがで

きないものとする。 

 （預かりの援助活動における安全確保の措置） 

第１４ 提供会員は、預かりの援助活動においては、当該子どもの安全確保に努めなけれ

ばならない。 

２ 提供会員は、預かりの援助活動において、当該子どもの状態に異常を認めたときは、

直ちに当該依頼会員に連絡するとともに、状況に応じ適切な措置をとるものとする。 

 （預かりの援助活動における事故の取扱い等） 

第１５ 会員は、預かりの援助活動において事故が生じたときは、直ちにセンターに報告

しなければならない。 

２ 預かりの援助活動中の事故については、センターは一切その責任を負わず、当事者の

会員相互において解決しなければならない。 

３ センターは、預かりの援助活動中の事故に備え、財団法人女性労働協会を保険契約者

とする地域子育て支援補償保険に加入するものとする。 

 （預かりの援助の報酬等） 

第１６ 依頼会員は、預かりの援助を受けたときは、提供会員に別表に定める基準により

報酬及び交通費その他の実費を支払わなければならない。 



   附 則 

 この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成３１年２月２６日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和２年３月３１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 



別表（第１６関係） 

宮古市ファミリーサポートセンター報酬等基準 

区分 報酬額等 

月曜日から金曜日までの日（祝日を除く。以

下同じ）の午前７時から午後６時までの間に

おける預かりの援助 

１人につき１時間まで      ５００円 

１人につき１時間を超えた    ２５０円 

後３０分ごとに 

月曜日から金曜日までの日の上記以外の時

間並びに土曜日、日曜日、祝日及び年末年始

（１２／２９～１／３）における預かりの援

助 

１人につき１時間まで      ６００円 

１人につき１時間を超えた    ３００円 

後３０分ごとに 

軽度の病気の子どもに係る預かりの援助 

１人につき１時間まで      ６００円 

１人につき１時間を超えた    ３００円 

後３０分ごとに 

預かりの援助を行うために外出した場合の

交通費 

外出１回につき         ５００円 

ただし、５００円を超えた 

場合は実費とする。 

預かりの援助を行うために、自動四輪車及び

自動二輪車を使用した場合の交通費（公共交

通機関を使用した場合は実費） 

片道１０ｋｍ未満        １００円 

片復１０ｋｍ以上２０ｋｍ未満  ２００円 

以後１０ｋｍごとに        １００円 

預かりの援助に係る子どもの食事代、ミルク

代、おやつ代、おむつ代等 
実費 

備考 

１ 依頼会員が２人以上の子どもについて預かりの援助を受ける場合の報酬の額は、２人

目以降の子どもについては、上表により算出した額の２分の１に相当する額とする。 

２ 預かりの援助の申し込みを預かりの援助が行われる日において、その１時間前までに

取り消した場合は、依頼会員は、提供会員に当該申し込みに係る預かりの援助の活動時

間について、上表により算定した額の２分の１に相当する額の金銭を支払うものとする。

また、預かりの援助の開始前１時間以内の取り消しの場合又は取り消しの申し出をしな

いで預かりの援助を受けなかった場合は、申し込んだ預かりの援助の活動時間について、

上表により算定した額に相当する額の金銭を支払うものとする。 

３ 依頼会員は、預かりの援助を受ける場合において、食事、ミルク、おやつ、おむつ等

について、自ら当該物品を用意して提供会員に預けることができるものとする。 

 


