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札幌市里親会睦時総会の報告

2 0 2 0 (令和2)年度第1回札幌市里親会臨時総会が8月2 0日(木)午前1 0時から札幌市児童福祉総合

センター大会議室に於いて開催されました。開会時の出席者数は1 3名で書面表決者が3 0名、表決委任者

が49名、白票が1 1名でした。なお、遅れての出席が1名あったので、途中からの出席者数は14名となり

ました。また、本総会にはオブザーバーとして児童相談所より鈴木係長と山本里親担当そして亀SW ・小野S

W ・奥寺SW.阿部SW.中村SWにご臨席賜りました。初めに加藤会長より「法人として里親支援の事業を

推進することで、将来里親会がさらに信頼され期待される会になっていきたい。」との挨拶があり、稲生副会長

の司会進行のもと加藤会長が議長に選出され議案審議に入りました。冒頭で、出席者より「今回の法人設立の

議案については、新しい会員も多いので前もって法人化に関して詳しい説明が必要だったのではないか。」との

意見が出され、加藤会長から「ご意見は兵営に受け止めたい。今後の会の運営にあたって充分留意して参りた

い。」との回答があった。その後第1号議案から第3号議案まで順次審議され、それぞれ全会一致で可決承認さ

れた。 (※-部審議途中に提案議案の中に僅かを修正があったので修正のうえ議案の上程がなされた。) ま

た、 5 本臨時総会記録確定及び議事録著名人選任の件は、議事録著名人選任に関して修正の提案がなされ、

議長を除く2名が議事録著名人とすることで全会一致で可決されました。以上をもって全ての議事が終了し本

総会は午前1 1時に散会しました。

実際の法人設立登記まではまだ数か月を要しますが、この度会員の皆様に可決承認いただきました会の法人

化に向けまして鋭意作業を進めて参りたいと思います。皆様のご理解とご協がこ感謝申し上げます。よりよい

組織作りに向けてご意見等がありましたら事務局までご提案いただければ幸いです。

里親月間における【里親フェスタ】事業に伴う「里子展」への協力のお類い

本事業は札幌市と札幌市里親会との共催で行われる里親制度P R等事業( ※札幌市は社会福祉法入営徳会(興

正学園)に委託)です。札幌駅前通地下歩行空間「チ・かホ」で行き交う札幌市民に里親制度を知っていただく目

的で行われます。この事業の中で「里子展」を開催します。詳しくは同封の企画書(菜)をご覧下さい。

(1)お手伝い出来るスタッフを募集しています。

①11:00-12:30で2名 ②12:30→14:00で1名 ③14:00-15:30で3名

※協力いただける方は事務局までお知らせ下さい。

(2)里子の作品を募集しています。

作品テーマは「安心・安全な日常」です。名前は出しません(性別と年齢だけ)。日頃(普段)の作品で

OKです。塗り絵・絵・折と)紙・ブロックなどで幼稚園や保育園やデイサービスなどで書いた(作った)物

でも大丈夫です。提出いただける方は事務局まで持参か郵送でお願いします。

サロン活動再開予定日について

サロン活動の再開はまだ決まっていません力\活動が再開した場合の日程についてお知らせします。これま

での定例の「週」や「曜日」から変更になっていますので、お間違えのないように確認をお願いします。

おしゃべり会 → 10月5日(月曜日) 10:30-12:00 (飲食はありません。)

すみれ会 ・→ 10月22日(木曜日) 10:30へ12:00 (飲食はありません。)

※ぽぷら会は1 2月に、スマイル会は1 1月に予定しています。

また、今後リモート(ズーム等)でのサロン活動を計画した場合に、参加可能と思われる方は事務局までメー

ル( §aI)POrO§hi§atOOyakaie餌岨i l. coⅢ)でお知らせ下さい。

児童養護施設等出身理工系学生助成について

公益財団法人荏原畠山記念文化財団による助成制度です。理工系の大学等に進学希望の学生を対象です。

①2020(令和2)年3月または2021(令和3)年3月に高検卒業後に2021(令和3)年4月に入学する者。

②募集人員は2名で年間120万円を4年間給付。返済義務は無し。

(①募集期間は2020(令和2)年9月15日̃10月30日。申請書・推薦書・成績通知書等の必要書類あり。

※詳しい資料(応募要項)は事務局にありますので必要な方はご連絡下さい。



アンケート調査協力のお願い

7月の理事会で了承された、北海道里親養育研究会(責任者:札幌大谷大学の今西先生)からのアンケート

用紙を同封しました。お忙しいところ恐縮ですが、ご協力宜しくお願いします。また、前回のアンケート調査

の結果報告も同封してありますのでご覧下さい。

井上里親さんから寄贈された手作りマスクについて

この幸作を)マスクはサイズが大ノトあり、色"柄もいろいろです。当会では委託児童の詳細(性別・年齢)につい

ては不明のため、子どもが委託されている家庭に無作為に同封させていただきましたので何卒ご了承願います。

どうぞ有効にお使い下さい。

専門知識を基にボランティアで当会の運営にご協力いただける方について

当会では専門知識や公的資格を通して当会や里親・里子をボランティアで支援していただける方を採しています。

(例) ◎税務署か会計事務所で働いている(いた) ◎司法書士、行政書士、心理士、税理士、弁護士、医師、看護師、

教員として働いている(いた) ◎ホームページが作成出来る ◎PCの知識が豊富である など。

ご協力いただける方は事務局までご輸一報お願いします。

会員情報 ※会員名簿の抹消・加筆お願いします。

退会:中央区)大泉まり(2019.1の 豊平区)竹原智久・美由紀(2020.8)

入会:中央区)高橋智陽"みさ(2020.8.18) TELO90-3111-1120

【ゆうちょ銀行】

記 号19060

番 号 24409171

口座名 サッポロシサトオヤカイ

【]騨猥行】

支 店 宮の森支店

口座番号 普通預金 4059588

口座名 サッポロシサトオヤカイ

1,報 告

(1)児童相談所

①山本里親担当

・ 7月末現在、里親登録259組、 7月中の新規委託数3人、委託解除数2人、委託家庭数(市内) 127組、委

託児童数(市内) 225人(養育137人(管外から4人)養鰻7人(管外0人)、専門13人(管外から0人)、

親族11人(管外l人)、 FH 57人(管外7人))

(2)里親支援専門員(SW)からの連絡事項 (施設の行事・事業案内等)

特になし

(3)事務局からの報告

①通帳残高 2, 723, 350円 (7月末)

②法人設立準備委員会(第3回) 7月16日(木)

(出席者)加藤雅央委員長、稲生義裕委員、加藤純子委員、福揚智子委員、西野恭一委員

趣旨書(案) ・定款(菜)について理事会の承認をいただいたので、法人設立のための臨時総

会開催の準備を始め、整い次第7月末に総会議事資料を会員に配布する。

③事務局会議 8月6日(木) (副会長、事務局長、事務局員、児相2大 計5人)

④臨時総会 8月20日(木)

出席者数9 2名(うち臨席出席者数1 3名、書面表決者3 0名、表決委任者4 9名) ※途中より出席者

数が1名増え9 3名。

仝議案が全会一致で可決承認される。

⑤理事会 8月20日(木)  (役員13名、児相2名、里親SW5名)

⑥法人設立までのフロー ※予定日はあくまで目安です。

1)認証市議書類(下記のとおり)の提出 →
9月

・設立認証申請書・定款・役員名簿"就任承諾及び暫約書の謄本(写し) ・役員の住所又は居所を証す

る書面・社員1 0人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面・確認書・設立趣旨書・設立

についての意思の決定を漣する議事録の謄本・当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書・設立

当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

2)設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書公告、インターネットでの公表 → 9月



3)認証・不認証の決定 -→ 11月見込み

4)設立寄書己(法人設立) -→ 1 1月見込み

5)社員及び利害関係者への閲覧 設立時の財産目録 → 1 1月見込み

⑦法人設立のための書類「就任承諾書及び誓約書」について

理事・監事が用意する住民票の申請料3 5 0円は里親会で負担する。 (350円×1 5人=5, 2 5 0円)

(⑬メンター訪問件数7月1件

⑨井上里親から手作リマスクの寄贈がありましたので、子どもの委託家庭に送ります。

⑩北海道大学 井出智博准教授より福祉臨床心理学の授業に里親出席のお願いがありました。

(4)児相からの連絡

(①里親SWの理事会出席について‥ ・ 8月からガザ十†-として全員出席する。

②慰労金の支給について・ ‥札幌市在住の里親登録者で本年2月28日から5月25日の間の10日以上を

里子と接していた里親登録者一人につき5万円支給。 77ミリセムは別に取り扱い。

③厚生労働大臣表彰について‥ ・今年度は2家庭を推薦する。 9月に厚労省により決定される。

④マスク、消毒薬の配布について・ ‥児童委託家庭に配布予定。 (一部家庭訪問時に配布。 )

(①里親会へのヒアリングについて・ ・ ・札幌市の里親支援のあり方について里親会と意見交換を行う。

( 5 )受託事業・研惨関係・広報啓発部門からの連絡-

① 月 日(月)おしゃべり会。参加老 人(大人 人、子ども 人、 SW 人、児神 大)

☆ 7月のサロン活動は引き続き中止。 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため)

2.議 事

(1)サロン活動の曜日変更について

サロン活動は当面9月まで中止で、 1 0月以降の活動再開はまだ決まっていないが、再開した場合は次

のとおす)曜日等を変更する。

すみれ会 偶数月 第3水曜日 一→ 偶数月 第4木曜日 に変更したい。一→ 了承する。

・ 10/22 ・ 12/24 ・2/25 プレイルームA確保済。

スマイル会 奇数月 第2水曜日・→ 奇数月 第1火曜日 に変更したい。 → 了承する。

" 11/10 ・ 1/5 ・ 3/2 プレイルームA確保済。

(2)サロン活動の代替えについて -→ 継続審議とする。

(3)宿泊交流会について → 継続審議とする。

(4)全会員に掛ける傷害保険について ・→ 継続審議とする。実際の契約は法人設立後とする。

(5)地下歩行空間チ・力・ホでの「パネル展(里子展)」について -→ 了承する。

10月11日(日) 11二00へ15:00 同封の企画書(案)をご覧下さい。

(6)機関紙「ぽぷら」の発行について

2 0 2 0(令和2)年5月の事務局会議(前三役)においでコロナの影響を踏まえ夏号の発行中止が決

定されているか1 1月頃に今年度1回目を発行し、来年2月に2回目を発行したい。 -→ 了承する。

(7 )日本財団様からの寄贈品について
-→ 事務局で保管し、必要な場合に行事等で使用する。里子の委託されている家庭で新型コロナウイル

スが発生した場合には必要品を当該家庭に届けることで了承する。

(寄贈品)タブレット2個、手指消毒剤1 5本(500皿ll本)、 70ラスチック手袋4箱(100枚/箱)、マスク

3 1箱(50枚/箱、ノト児用は35枚/箱)、防護服サロン植付9箱(10枚/箱)、非接触体温計6個

(8)事務局の定休日について

毎週水曜日を定休日とする。 (定休日:水曜日・土曜日,日曜日・祝日・お盆・年末年始) →了承する。

実施は2 0 2 0(令和2)年9月1 6日から。なお、水曜日については必要に応じて事務室を開けること

もあるので、事務局に用事のある方は、二度電話して在室を確認してからご来所願います。緊急時は西

野局長の携帯(080-4041-6491)に電話して下さい。

(9)元養子縁組里親(退会者)の支援について -→ 継続審議とする。

(10)メンターのあり方について 一→ 継続審議とする。

(11)里親SWのあり方について -→ 継続審議とする。

(12)評0法人日本こども支援協会による「オンライン里親会」への加入について・→ 継続審議とする。

3.来月の行事

①9月10日(木)事務局会議10:30へ12:00 面談室4 ②9月17(木)理事会10:30へ12:00 大会議室

③9月17日(木)法人設立準備委員会13:00̃14:00


