
 
 
 

平成２７年度 

特定非営利活動法人 KiKi 総会資料 
 

日時 平成２7 年 ５月２３日 （土） 

 
午前 １１時～１２時 

 
会場 特定非営利活動法人 KiKi グループホーム Ohana 

 
 

総 会 次 第 

１． 開会のことば 

２． 理事長挨拶 

３． 総会成立の確認 

４． 議長、書記の選出 

５． 議事 

（１）平成２６年度事業報告 

（２）平成２６年度決算報告・会計監査報告 

（３）運営規程改定について 

（４）平成２７年度役員（案） 

（５）平成２７年度活動方針（案） 

（６）平成２７年度事業計画（案） 

（７）平成２７年度会計予算（案） 

６． 議長、書記の解任 

７． 新旧役員あいさつ 

８． その他 

９． 閉会のことば 

 

 
 



（１） 平成２６年度事業報告 
26 年度活動報告 
【共同生活援助事業】 
平成２５年１０月にOhana開設、当初は６名定員に対して利用者３名でスタート、 
１１月に１名増え、翌年１月に５名になる。そして、平成２６年７月に新たな仲間

が加わり満床になりました。 
現在の状況 

定員 6 名     住居定員  6 名  平成２６年３月３１日 
    管理者及び施設長は毎月松戸圏域障害者グループホーム等連絡協議会が主催する 
    勉強会や会合に参加、各方面から情報を得ている。 
    また、地域（我孫子市）のグループホーム会にも属し隔月の会合に参加をしている。 
    昨年１２月に世話人を対象とした救急救命講習会が開催され Ohana の世話人も 

全員講習に参加した。 

利用者は平成２６年７月１２日、１３日フレンドリーツアー（障害者ツアー）に

Ohana から４名が参加、静岡県の舘山寺温泉に行き交流を深めた。平成２７年２月 

には理事の市岡さんが利用者全員を箱根旅行に連れて行ってくださり、利用者全員 

大喜びでした。 

 
 一周年行事 
平成２６年１０月 Ohana は皆様のご協力を頂き一周年を迎える事が出来ました。

１１月１８日 Ohana に於いて一周年記念 BBQ 大会を開催しました。利用者全員、

利用者家族、世話人全員、理事、幹事も出席し楽しい一日を過ごしました。 
皆さんからのご意見で一番好評だったのがくじ引き大会でした。 
今年度も二周年記念 BBQ を予定、くじ引き大会もパワーアップして行う予定です。 
 

 防災・減災 
２６年度は防災計画を推進、防災用の物置の設置、備蓄品、非常食、防災用品の購

入を行う。防災に関しては利用者の安全を第一と考え、災害救援ボランティア講座

（セーフティーリーダー養成講座）を受講し、なお一層の防災意識を利用者、世話

人を含め高めた。 
松戸圏域グループホーム協議会においても「防災と災害対策」としてプレゼンを行

った。また、３月には松戸圏域グループホーム協議会の代表として「防災対策意見

交換会」に出席し意見交換をおこなった。 
３月防災訓練の一貫として利用者５名、世話人３名、施設長、理事長の１０名で松

戸市にある西部防災センターにて消火器の使い方（実際に使用）、地震体験（阪神淡

路と東日本大震災の震度を体験）、煙体験（煙が充満した室内を壁伝いに脱出する訓



練）、雨風の体験訓練、通報訓練等をおこなった。体験終了後は楽しい食事会をおこ

なった。 
 

【その他の事業】 
本年度は共同生活援助事業が収益事業であるので、他の収益事業を実験的に行った。 
他の収益事業とは防災の備蓄用品や防災関連商品の販売を知り合いの地域活動事業

所に行った。 

 
活動実績 
 平成２６年 ４月 ３日 松戸圏域グループホーム協議会（集団書類作成会） 

    平成２６年 ５月 １日 松戸圏域グループホーム協議会総会（本会議） 
    平成２６年 ５月１１日 我孫子市福祉まつり参加（アビスタ） 
    福祉まつり終了後食事会：回転すしパーティー参加者全員 
    平成２６年 ５月１２日 我孫子グループホーム会（北斗） 
    平成２６年 ５月１７日 上級救急救命講習会（施設長） 
    平成２６年 ５月２４日 特定非営利活動法人 KiKi 第二回総会 
    平成２６年 ５月２５日 自治会グリーンデー（グループホーム利用者参加） 
    平成２６年 ６月 ５日 松戸圏域グループホーム協議会（週末や平日夜の支援） 
    平成２６年 ６月２４日 世話人講座（日々の支援に悩んでいませんか？）野田市 
    平成２６年 ７月 ３日 松戸圏域グループホーム協議会（健康管理） 
    平成２６年 ７月 ７日 我孫子グループホーム（みどりの家） 
    平成２６年 ７月１２,１３日 フレンドリーツアーにて Ohana 利用者旅行参加者４名 

    平成２６年 ７月１７日 Ohana 防災倉庫設置 
    平成２６年 ７月２６,２７日 自治会祭礼・盆踊り 
    平成２５年 ７月１７日、１８日サービス管理責任者研修会（千葉県青葉の森） 
    平成２６年 ８月 ３日 プロ野球観戦（巨人 vs 広島）東京ドーム（Ohana 利用者） 

    平成２６年 ９月 ４日 松戸圏域グループホーム協議会（保健衛生） 
    平成２６年 ９月１０日 我孫子グループホーム会（わがや） 
    平成２６年１０月 ２日 松戸圏域グループホーム協議会（防災と災害対策） 
    平成２６年１０月１８日 Ohana 一周年記念 BBQ パーティー（全員参加） 
    平成２６年１０月２４日 グループホーム講演会（柏市） 
    平成２６年１１月１３日 松戸圏域グループホーム協議会（司法連携） 
    平成２６年１１月１５,２２,２９日 災害救援ボランティア講座（施設長） 
    平成２６年１１月２５,２６日 サービス管理責任者講習（理事長） 
    平成２６年１２月 １日 我孫子グループホーム会 普通救急救命講習会 世話人全員参加 

    平成２６年１２月 １日 Ohana 世話人忘年会 世話人全員参加（鳥善） 



    平成２６年１２月 ４日 松戸圏域グループホーム協議会（精神症状とその対応） 
    平成２６年１２月１１日 ケース会議（利用者同士の喧嘩について） 
    参加者：流山市役所、野田市役所、我孫子市役所、ほっとねっと、沼南育成園、Ohana 

    平成２６年１２月２４日 Ohana クリスマス会（全員参加） 
    平成２６年１２月２５日 Ohana 大掃除（世話人） 
    平成２７年 １月 ８日 松戸圏域グループホーム協議会（性）結婚、恋愛、性自認 

    平成２７年 １月１９日 我孫子グループホーム会（ちひろの家） 
    平成２７年 １月２２日 Ohana 個別指導（我孫子市役所） 
    平成２７年 １月２８日 地域防災力向上セミナー（柏市） 
    平成２７年 ２月 １日,２日 Ohana 旅行 全員参加（箱根）理事市岡さん同行 

    平成２７年 ２月 ５日 松戸圏域グループホーム協議会（事例検討） 
    平成２７年 ３月 ２日 我孫子グループホーム会（空） 
    平成２７年 ３月 ５日 世話人へのスーパーバイズ 
    平成２７年 ３月 ７日 防災体験（西部防災センター見学） 

利用者 5 名参加、世話人全員参加 体験終了後食事会（ピザ食べ放題） 
    平成２７年 ３月１１日 サービス管理責任者フォローアップ研修（柏市） 
    平成２７年 ３月２５日 防災対策意見交換会 松戸市主催 （聖徳大学） 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（３）営繕積立金について 
    昨年度は営繕積立金を毎月各利用者から 300.000 円お預かりしておりましたが、 

現在は毎月 1,000 円に変更致しました。今年度は洗濯機も２年を迎えます。 

Ohana と同時期に出来たグループホームは洗濯機が壊れた所もあります。 

営繕積立金は通常理事会の承認を得て一部取り崩しを行います。しかし、Ohana 

の場合簡単に理事会を開催することが出来ないので、提案として理事長名で 

議題をメールで送りますので全員返信に賛成、反対、ご意見を頂きたいと思い 

ます。 

この採決をもって理事会の議事録を作成することを提案します。 

 

（４）長期借入金返済について 
    現在特定非営利活動法人 KiKi は理事長・施設長より長期貸付を受けております。 

    特定非営利活動法人 KiKi長期借入金総額 4,040,000 円 (平成２７年３月３１日) 

    返済計画の提案 

    毎月 50,000 円（無利息）を貸主に返済する。 

    50,000 円 x 12 ヶ月=600,000   （ソニー銀行藤岡兼一名義に送金） 

        返済計画の見直しは総会をもって提案するものとする。 

    返済は総会の承認をもって、６月１６日より開始するものとする。 

（４）平成２６年度役員（案） 

役 名 氏 名 

理事 
理事 
理事 
監事 

藤岡 なをみ 
堀江 久男 
市岡 武 
水野 友貴 

 
 
（５） 平成２７年度活動方針（案） 

【共同生活援助事業】 
 定員６名から７名 
現在６名の定員を７名に増やし、利用者の家賃の軽減を図ります。今後消費税が 
10％になると益々利用者さんの収入と支出の差が縮まります。 
県、市からの家賃補助もいつまで続くかわからない状況です。現に県、市からの 
家賃補助はこの近辺では千葉県だけです。 

  サテライト住居 
利用者の中にも一人暮らしをしたい方もいらっしゃいます。一人暮らしの訓練と 



いう形でサテライト住居があります。この制度は平成２６年から出来た新しい 
制度です。 
Ohana は現在定員が６名ですからサテライト住居を２箇所持つ事が出来ます。 

定員を７名にしてサテライトを２箇所持てれば共同生活援助事業の運営の安定に 

つながります。 

 
 防災・減災 
昨今の防災セミナー等に参加してみると知的障害者が福祉避難所に避難する事は 
難しいと考えます。昨年物置を設置しましたが定員の増加に伴い今年度にもう一 
つ設置を考えたいと思います。 
災害発生時には Ohana が一番安全と考えるからです。また、利用者の安全を第 
一に考えると「備えあれば憂いなし」今年度も防災の備蓄、装備の強化を推進 
したいと考えます。 

 
  移動手段 
昨年度は日本財団及び馬主の法人車助成金にエントリーしましたが、グループ 
ホームの活動だけでは助成金を得る事はできませんでした。 
今年度、全員の移動の際にはレンタカーを活用しようと考えます。 

 すべてのエントリーはダメでした。今後は行事の度にレンタカーを利用する。 
 

【その他の事業】 
 本年度は特定非営利活動法人（NPO 法人）の活動を始める予定です。特に防災・ 
 減災の啓蒙活動をまずは自治会から広めて参ります。 
  
  

 
 
（６） 平成 2６年度事業計画（案） 

4 月  松戸圏域グループホーム連絡協議会（27 年度 GH 会計画） 
5 月  グループホーム会総会 

グループホーム運営事業所への期待～事業指定担当の立場から～ 
バーベキュー大会 

6 月  松戸圏域グループホーム連絡協議会（入居者とのかかわり） 
バーベキュー大会 (Ohana) 

7 月  松戸圏域グループホーム連絡協議会（総合支援法） 
自治会夏祭りに参加 (Ohana) 



     第９回フレンドリーツアー 場所未定 
8 月  イベント計画中 (Ohana) 
9 月  松戸圏域グループホーム連絡協議会（食事） 
    Ohana 総合避難訓練 

10 月    松戸圏域グループホーム連絡協議会（強度行動障害に特化した支援） 
Ohana 二周年 (Ohana) 

11 月  松戸圏域グループホーム連絡協議会（入居者の権利意識） 
自治会防災訓練 (Ohana) 

12 月   松戸圏域グループホーム連絡協議会（従事者の情報共有） 
クリスマス会 (Ohana) 

 1 月  松戸圏域グループホーム連絡協議会（高齢化） 
2 月  松戸圏域グループホーム連絡協議会（防災・減災）Ohana 担当 
3 月  松戸圏域グループホーム連絡協議会（楽しみ） 

 
     
 
 
平成２７年度購入予定の備品 
    中型物置                     100,000 円 
    小型発電機 （カセットガス、インバータタイプ）   100,000 円 
    LED 投光機                   15,000 円 
    自転車（世話人、利用者使用）           30,000 円 

     
 
   平成２６年度職員名簿 

職 名 勤務形態 氏 名 資 格 
管理者 常勤・兼務 藤岡 なをみ サービス管理責任者 
施設長 常勤・兼務 藤岡 兼一 セーフティーリーダ 

生活支・世話人 常勤・兼務 藤岡 なをみ 調理師・ヘルパー2 級 
生活支・世話人 常勤・兼務 藤岡 兼一 ヘルパー2 級 
生活支・世話人 非常勤・兼務 中野恵美子 ヘルパー2 級 
生活支・世話人 非常勤・兼務 堀江 祐介 介護福祉士 

世話人 非常勤専任 石堂 こずえ 調理師 
事務 常勤・兼務 藤岡 兼一  

※ 他ボランティア （佐柳はる子、新山美代子） 


