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8 月 1 日現在 会員数合計 3013 名
依頼会員 2391 名 援助会員 554 名
両方会員 68 名

日頃よりファミリー・サポート・センター事業にご理解とご協力をいただきありがとう
ございます。暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
新型コロナウィルス感染症の心配も続いています。皆様には今後も、手洗い・うがい・消毒
など感染予防を心がけていただき、無理のない範囲でのご協力をお願いいたします。
さて、3 月に皆様にお願いしましたアンケートの集計結果がまとまりましたので、別紙の
とおりご報告いたします。今後の活動の参考にさせて頂きます。ご協力ありがとうございま
した。

活動予定

 第２回保育サポート講習会
９月 6，7，9 日 町田商工会議所にて実施予定
お知り合いで活動に関心のある方にご案内ください
 ステップアップ講習会
10 月 20 日 詳細は裏面をご覧ください

※新型コロナウィルス感染
拡大の状況により、中止に
なる場合があります。

 第 3 回保育サポート講習会
11 月 15,16,18 日 町田商工会議所にて実施予定
 第 4 回保育サポート講習会
2 月 実施予定

 出張説明・登録会
10/19(水)、12/21(水)、2/15(水)
和光大学鶴川ポプリホール ３水スマイルラウンジにて

マチコミ
随時受付中

マチコミの登録者数は現在 265 名です。ご協力ありがとうご
ざいます。電子配信をご希望で、登録手順のわからない方は
資料を送らせていただきますので、ご連絡ください。

【変更などのお届けについて】
会員の皆様の状況に変更があった場合はセンターの方へご連絡ください。
 引っ越しや住居表示変更による住所の変更があった
 電話番号を変更した
 依頼会員・両方会員で、家族構成、子どもの学校・幼稚園・保育園等に変更があった

【依頼会員の方へ事前報告のお願い】
サポートの日程が決まったら、必ずセンターへ事前報告をお願いします。
報告内容
依頼会員 No. 名前
子どもの名前
援助会員 No. 名前
サポート月日・開始時間～終了時間
依頼内容

連絡先
電 話 042-703-3990
F A X 042-732-3193
メール fami-sapo1@machida-shakyo.or.jp
電話は 8:30 ～ 18:00
FAX・メールは 24 時間対応しています。

※事前報告のない活動には補償保険が適用されません。

【援助会員の方へ】

「子どもの遊び」
～身近なものを使って子どもと遊ぼう～
講

師 ： 町田地域子育てセンター

職員

日

時 ： 10 月 20 日(木) 13:00 ～ 14:00

会

場 ： 町田市民フォーラム

費

用 ： 無料

定

員 ： 20 名

第 2 学習室 A、B

講義後、14:00 ～ 15:00 で「こんな時、こんな事どうしてる？」をテーマに
会員同士の懇談会を予定しています。この機会に情報交換をしてみませんか？
ご参加お待ちしております。

お申し込みはお電話で、お名前／会員番号をセンターまでお願いします。

２０２１年度アンケート集計の報告
集計数/援助・両方会員発送数

302 通/568 通（53.2％）

集計数/依頼・両方会員発送数

83 通/2457 通（3.4％）

【援助会員・両方会員】
今まで活動したことがありますか

活動がない理由
依頼がなかった
31人, 10%

ない
111人, 37%
ある
191人, 63%

休会していた
38人, 13%

依頼会員宅での預かり
回答無し
17人, 6%

都合が合わなかった
43人, 14%

回答無し
190人, 63%

留守中の依頼会員宅での預かり

ある
92人, 30%

回答無し
17人,6%

ある
55人, 18%

ない
193人, 64%
ない
230人, 76%

家以外での預かり
家以外での預かり場所はどこですか？
回答無し
18人, 6%

ある
82人, 27%

子どもセンター・・・・５人
児童館・・・・・・・・１人
公園など・・・・・・・４人

ない
202人, 67%

ステップアップ講習会どのような内容を希望しますか？
(複数回答）

時間の希望はありますか？

(複数回答）

実技・・・・・・・・１２４人

午前・・・・・・６０人

講演会・・・・・・・１１０人

午後・・・・・・３４人

懇親会・・・・・・・・３４人

曜日希望・・・・３６人
特に希望なし・・８９人

これまでの活動で嬉しかったこと
・慣れたら子どもが自分から手を繋いで
きたり話しかけたりしてくれた

これまでの活動で困ったことやヒヤッとしたこと
・チャイルドシートを嫌がった
・兄弟げんかが収まらない

・母親が安心して仕事ができる

・車のサポートでルールを守ってくれなかった

・子供の成長を見られて嬉しい

・小さい子はマスクが出来ないので不安に思う

・母親の体調が悪い時に協力できた

・保育中はトイレに行けない

・安心して預けられると言われた

・コロナ渦中で家族も仕事をしているので

・お迎えの回数を重ねるごとに子どもの
表情が柔らかくなった
・本当に困っていたと感謝された

預かりには慎重になる

【依頼会員・両方会員】
今まで利用したことがありますか
回答無し
1人, 1%

ない
36人, 43%

していない,
20人, 24%

回答無し
1人, 1%

ある
46人, 56%

ファミサポはどこで知りましたか
回答無し
3人, 4%

現在仕事をしていますか

HP
22人, 27%

している
62人, 75%

ファミサポを知ったその他とはどこですか？
広報・・・・・・・・・・・４人
町田市役所・・・・・・・・６人
子ども家庭支援センター・・１人

その他
26人, 31%

妊婦面談・・・・・・・・・１人
子育て情報誌・・・・・・・１人

知人
15人, 18%

保育園など施設
17人, 20%

依頼宅での預かり

社協・・・・・・・・・・・１人

援助会員・依頼会員宅以外での預かり

回答無し
8人, 10%

希望しない
40人, 48%

病院・・・・・・・・・・・１人

回答無し
13人, 16%
希望する
35人, 42%

これまでの活動で嬉しかったことや助かったこと
・子どもに時間をかけて話してくれたり
気持ちをわかってくれて嬉しかった

希望する
34人, 41%
希望しない
36人, 43%

これまでの活動で困ったこと
・援助会員さんが途中で辞めてしまわれた
・電話がつながりにくい

・手先や頭を使う遊びをたくさんしてくれた

・移動方法で金額が変わってしまった

・いざというとき頼れる先があるというだけで

・依頼を忘れられたことがあった

安心感が得られる
・産前産後に上の子の送迎を頼めて助かった
・子供の成長を共に喜んでくれる
当センターに対する満足度
全く満足していない・・・・０人
不満足・・・・・・・・・・１人
どちらともいえない・・・１９人
満足・・・・・・・・・・３７人
とても満足・・・・・・・１６人
回答無し・・・・・・・・１０人

沢山のご意見を頂きましたが、全てを
掲載できないことをご了承ください。
今後もご意見などありましたら、センタ
ーまでお寄せください。
ご協力ありがとうございました。

