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　事故が起こりそうであったが、幸い回避できた出来事をヒヤリ・ハットと呼びます。１件の重大事故の

背後には、29件の軽傷事故、300件のヒヤリ・ハットがあるとされています。

　毎年春のファミサポ便りをお送りする際に、提供会員・両方会員の皆様には「ヒヤリ・ハット報告書」

を同封しています。活動中にヒヤリとしたり、ハットしたことがあった時にはお知らせいただいています。

　報告書は、提供会員養成講習会の「リスクマネージメント講座」で事例として参考にさせていただいて

います。提供会員の方々が注意深くお子様をみてくださっているおかげで、報告書の提出はそれほど多く

はありませんが、もし活動中にヒヤッとした場面に遭遇したら、是非情報をお寄せください。

　これは、提供会員の責任を問うものではなく、会員の皆さんが安全に活動するための情報になりますの

で、ご協力をお願い致します。

　
　今までにこんな事例がありました。

　新型コロナウイルス感染症の発生からまもなく３年を迎えま

す。外出自粛や各種イベントの中止など先の見えない状況に、

不安を抱えている方たちも多いのではないでしょうか。子ども

達が、ゆったり落ちついた生活を送れるように私達大人も頑張

りましょう。

・窓を閉めるとき、子どもの指を
挟みそうになった。

パワーウインド

・提供会員が依頼された時間を
うっかり間違えてしまい、子ど
もを待たせてしまった。

活動時間を間違えた

・大雪による渋滞で、約束の時間
に遅れそうになった。

大雪時の送迎

・２歳児が１歳児を抱いたところ、
２人一緒に倒れて頭をぶつけて
しまった。

 転倒 
・チャイルドシートのベルトを子ど
もがはずしてしまった。

・ベルトの長さを身体に合わせてな
かったため、ゆるんでしまった。

チャイルドシート

・夏季、車内で子どもに車の鍵を預
け、自分が先に車を降りたところ、
子どもが車内でロックして閉じ込
められてしまった。

車内への閉じ込め・熱中症

・手をつないで歩いていたが、振り
ほどいて走り出してしまった。

道路への飛び出し

トッハ・リヤヒ皆様から寄せられた を参考に！



　去る７月17日（土）、提供会員・両方会員対象の研修会を開

催しました。

　今回の内容は、リスクマネージメントでした。リスクマネー

ジメント講座は、提供・両方会員が５年に一度の受講が必須と

なり、活動中の安全管理について具体的に学ぶ講座です。

　「事故」はいくつもの要因が重なり合って発生してしまうこ

とを理解し、いかに起こさないようにするか、また発生してしまったら、どのように被害を最小限にする

かなど活動に添ったリスク管理を学びます。前頁にある皆様からのヒヤリハット報告書の事例を検証する

ことで事故の予防につながり、安全に対する知識が向上します。

　参加者の皆さんは、経験豊富な会員が多く、皆さん真剣に取り組んでいました。長く活動を続けている

と気持ちが緩んでしまったり、まあいいかとあいまいになってしまうところがあります。自分の甘さを再

確認できたなど、参加者全員が参加してよかったと感想を寄せてくださいました。未受講の提供会員、両

方会員の方は受講をお願いいたします。

◎Ｒ３年４月より、④研修・会合傷害保険の補償保険内容が変更になりました。

◎Ｒ２年12月より、⑤感染症保障制度が追加されました。

　①サービス提供会員傷害保険、②賠償責任保険、③依頼子ども傷害保険に変更はありません。

④研修・会合傷害保険：センターが主催する研修、会合、交流会中及び会場との往復途上において、出
席者が傷害を被った場合の補償

事由 補償額 備考

死亡 300万円 事故日より180日以内の死亡

後遺障害 程度により300万円～ 12万円 事故日より180日以内の後遺障害発生

入院（１日） 3,000円 事故日より180日以内を限度

手術 3,000円×所定倍率 180日以内に手術を受けた場合

通院（１日） 2,000円 事故日より180日以内で90日分を限度

⑤感染症補償制度：提供会員が 、援助活動中に感染症に感染した結果、死亡または入院・通院した場合
の見舞金

事由 補償額 備考

感染症葬祭見舞金 100万円 発症日より180日以内の死亡

感染症入通院
見舞金

５万円 発症日より180日以内の入通院15日以上

３万円 　　　　　〃　　　　　入通院８ ～ 14日

２万円 　　　　　〃　　　　　入通院４ ～ ７日

１万円 　　　　　〃　　　　　入通院３日以内

※自家用車を利用した送迎中の事故については、センターが加入する賠償責任保険は適用されませ

ん。会員が個人で加入している自動車保険 (任意保険 )で対応していただくことになります。事前

打ち合わせの際、依頼会員、提供会員双方で任意保険の加入内容について確認をお願いします。

援助活動中の 補償保険制度 について

提供会員・両方会員研修会

※１　持ち物　エプロン
※２　持ち物　「活動の手引き」・電卓

◎未受講の講座がある方は、事前に申し込みの上、受講してください。

◎保育士、幼稚園教諭資格者は受講を免除できる科目がありますので、お申し出ください。

◎未受講講座が不明な場合は、センターまでお問い合わせください。

◎主な会場はもんぜんぷら座３階304会議室です。

◎下記の日程は、今後の状況により変更となる場合があります。

　感染防止対策を徹底して実施した今回の養成講習会は９名

の方が参加しました。

　５年に一度の受講が必修となった「心肺蘇生法」講座では、

新しい会員だけではなく、すでに活動中の提供会員も参加し、

様々な救命方法やAEDの使い方を学びました。

　次回の「心肺蘇生法」講座は、下記の養成講座中、２/28（月）

14：00 より、また１/29（土）提供会員・両方会員研修会

でも行う予定です。参加希望の方はご連絡ください。

６月21日（月）～６月26日（土）に、令和３年度提供会員養成講習会を実施しました。

程
日 令和４年

２月23日（水） ２月24日（木） ２月25日（金） ２月26日（土） ２月28日（月） ３月１日（火）

内

　
　

容

乳幼児の生活と
遊び・地域保育
の環境整備
10：30-12：30

小児看護の基礎
知識Ⅰ

10：30-12：30

乳幼児の発達と
心理

10：00-12：00

小児看護の基礎
知識Ⅱ

10：30-12：30

特別に配慮を要
する子どもへの
対応
10：15-12：15

※１一時預かり
事業の保育内容
（実習）
10：00-12：30

乳幼児の食事と
栄養

13：30-16：00

小児保健①②

13：30-15：30

子どもの健康と
世話

13：00-15：00

リスクマネージ
メント・グルー
プ討議
13：30-16：15

心肺蘇生法

13：30-15：30

※２援助活動の
実際

13：30-15：30

長野市の制度に
ついて

15：45-16：45

保育者の職業倫
理と配慮事項

15：15-16：45

コロナ禍でおうち時間を楽しむ！お子さんと試してみませんか？

家庭でかんたん！草木染（ぶどうの実の皮）

材　料：紫色のぶどう（巨峰など）の実の皮　１房分
　　　　ハンカチ（白又は薄い色のもの）　１枚
　　　　ミョウバン（料理用で可）　大さじ３
　　　　（食酢　大さじ１）

染め方
❶鍋又はボールに水500㏄とぶどうの皮を入れ10分
程度煮だし皮を除く。（ぶどう液）
　ハンカチは、水に浸しておく。

❷ハンカチを軽く絞って、ぶどう液に浸し、沸騰させ
ないように30分ほど加熱する。
　火を止めて更に30分浸しておく。
❸ハンカチを引き上げ、水洗いし、軽く絞る。
❹ミョウバンを湯300㏄に溶かし、ハンカチを30分ほ
ど浸す。
❺水洗いして乾燥する。
※最後に、食酢を少量入れた水に浸すと、更に発色が
良くなります。

第１回 提供会員養成講習会

提供会員提供会員令和3年度

第２回 養成講習会養成講習会 日程日程
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　地域活動や子育て支援に関心のある方は
いませんか？依頼会員の方で、お手伝いいた
だける方は両方会員になることができます。
　資格・経験・性別は問いません。ご協力い
ただける方は、センターへご連絡ください。

『おちゃのじかんにきたとら』
　作：ジュディス・カー　
　訳：晴海耕平
　童話館出版

　ソフィーがお母さんとお茶を飲もうとし
ている時、玄関に現れたのは大きなトラ。
　とても暖かな気持ちになれる絵本です。
わたしの家にもトラが遊びに来てくれるか
しら…と、ちょっとワクワクする気持ちに
なるお子さんも多いですよ。

『ぶたのたね』
　作：佐々木マキ
　絵本館

　走るのがとても遅いオオ
カミがいました。今まで野菜と木の実しか
食べたことがありません。
　なんともユーモラスなタイトルと絵。そ
して、シュールな展開に大人も子供もトリ
コになることが。気に入った方は続編も手
に取ってみてくださいね。

毎日、暗いニュースばかり。そんな中、「明日を待つ」

楽しい気持ちにしてくれる絵本を紹介します。

第２回「絵本の世界を楽しもう！」
絵本の豊かな世界をお伝えします。親
子も提供会員もご参加ください。
 10月23日（土）10:30 ～ 12:30
 こども広場じゃん・けん・ぽん会議室

　
第３回「みんなでストレッチ体操」

おうち時間が長い今、身体を気持ちよ
く動かしましょう。※お子様連れ歓迎

 11月13日（土）10:30 ～ 12:30　
 こども広場じゃん・けん・ぽん会議室

内　容

日　時

会　場

内　容

日　時

会　場

研修会
 「心肺蘇生法」
 １月29日（土）14:00 ～ 16:30
 こども広場じゃん・けん・ぽん会議室

内　容

日　時

会　場

ふぁみさぽひろば（全会員対象） 提供会員・両方会員

※ふぁみさぽひろばと研修会は、新型コロナウイル
スの感染状況により中止となる場合もありますの
で、ご了承ください。

※ファミリー・サポート・センターの情報は、ホームペー
ジでもお知らせしています。下記のURLでご覧ください。

https://www.na-kodomo.com/famisapo

 ◎事前連絡について 

・依頼会員は、「事前打ち合わせ」「援助活動」について、必ず事前連絡をお願いします。連絡がない場

合は、保険が適用されない場合があります。

 ◎援助提供記録書の提出について 

・提供会員は、１ヶ月（歴月）分の援助提供記録書をまとめ、翌月５日までにセンターへ提出してください。

《センターからのお願い》

を募集しています！提供・両方会員


