
 

 

 

平成２９年度 

特定非営利活動法人 KiKi総会資料 
 

日時 平成２９年 ５月２０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２８年度事業報告 

（２）平成２８年度決算報告・会計監査報告 

（３）営繕積立金取崩しについて 

（４）正職の給与について 

（５）役員交代について 

（６）定款変更について 

（７）平成２９年度役員（案） 

（８）平成２９年度活動方針（案） 

（９）平成２９年度事業計画（案） 

（１０）平成２９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２８年度事業報告 

２８年度活動報告 

【共同生活援助事業】 

昨年６月から定員欠けが今年１月まで続きましたので期の途中で予算の見直しを 

行いました。１月より吉武望さんが入居して頂きましたので現在は満床になりまし

た。 

 

現在の状況 

定員 ７名     住居定員  ７名  平成２９年３月３１日現在 

     

管理者及び施設長は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、他市の施設と横のつながりを構築。 

    地域（我孫子市）のグループホーム会にも出席しました。 

    平成２７度より福祉と司法の勉強会（ひまわりネットワーク）にも参加、弁護士、 

司法書士、社会労務士との交流を深めています。 

この交流会はいざという時に弁護士先生に直ぐに相談できるメリットがあります。 

利用者は平成２８年７月１０日、１１日フレンドリーツアー（障害者ツアー）に

Ohana から５名（岡本さん、加賀谷さん、小島さん、日暮さん）が参加、長野県の

天竜水神温泉に行き交流を深めた。 

平成２９年３月１８日、１９日市岡理事が Ohana ツアーに利用者（岡本さん、西

村さん、小島さん、野口さん、日暮さん、吉武さん）をゆびそ温泉旅行に連れて行

ってくださり皆さん大喜びでした。 

 

 防災・減災 

平成２８年度は防災計画を推進、Ohana の防災・減災にのみならず地域の防災啓蒙

活動にも役立ちました。 

毎年９月に災害食を食べる日を設けており、２８年度はアルファー米とレトルトカ

レー、缶詰のコラボでカレーライスを頂きました。 

Ohana の利用者さんとは食事時や皆さんが集まっている時「いざという時どうす

る？」等と質問をして防災意識を利用者、世話人を含め高めました。 

世話人対象の防災勉強会及び防災倉庫の点検、発電機の使い方、組立式リアカーの

組立等を行いました。 

施設長が不在の時でも直ぐに対応できる訓練を行いました。本年度も引き続き 

バージョンアップして訓練を行います。 

 

 



【その他の事業】 

平成２８年度は吉武望さんを含み２件の体験宿泊がありました。また、他の収益 

事業は本年度も行いませんでした。 

 

活動実績 

平成２８年 ４月２３日 Ohana ケース会議・職員会議 

平成２８年 ５月１２日 松戸圏域グループホーム協議会総会（本会議）出席 

    平成２８年 ５月２１日 特定非営利活動法人 KiKi 第四回総会 

    平成２８年 ５月２６日 Ohana ケース会議・職員会議 

    平成２８年 ５月２９日 自治会クリーンデー（グループホーム利用者参加） 

    平成２８年 ６月 ２日 松戸圏域グループホーム協議会出席（レクレーション

やイベントの工夫） 

        平成２８年 ６月 ６日 我孫子グループホーム会出席（後見人制度について） 

        平成２８年 ６月 ６日 福祉と司法の勉強会出席（アパート確保の基礎知識） 

    平成２８年 ６月２２日 社会保険算定基礎届事務説明会（柏）出席 

    平成２８年 ６月２３日 Ohana ケース会議・職員会議 

    平成２８年 ７月 ７日 松戸圏域グループホーム協議会 出席（後見人） 

        平成２８年 ７月 ８日 利用者さんの笑顔につながる支援のために 出席（小倉 

さん）千葉 

    平成２８年 ７月 ９日 フレンドリーツアー 天竜水神温泉 参加者４名 

    平成２８年 ７月１０日 岡本さん、加賀谷さん、小島さん、日暮さん 

平成２８年 ７月２０日 福祉と司法の勉強会 出席（ひまわりネット） 

    平成２８年 ７月２１日 Ohana ケース会議・職員会議 

    平成２８年 ７月２３日 自治会祭礼・盆踊り 参加 

    平成２８年 ８月 ２日 年金書類作成個別指導（流山文化会館） 

    平成２８年 ８月１２日 福祉と司法の勉強会出席（ホームレスの医療について） 

    平成２８年 ８月２６日 福祉と司法の勉強会出席（緊急一時宿泊所金木犀につ 

いて） 

    平成２８年 ９月 １日 松戸圏域グループホーム協議会 出席（サービス管理

責任者と世話人の関係性） 

    平成２８年 ９月 ５日 我孫子グループホーム会出席（GH 見学・各ホームの現

状で問題になっていること） 

    平成２８年 ９月 ６日 税務研修会出席 

    平成２８年 ９月１５日 災害食を皆で食べる日 

    平成２８年 ９月２０日 エアコン清掃（加賀谷さん、小島さん、野口さん、岡本 

さん、西村、空き部屋、リビングの各部屋） 



    平成２８年 ９月２１日 エアコン清掃（日暮、事務室）以上９部屋 

    平成２８年 ９月２８日 福祉と司法の勉強会 出席（司法と福祉の連携） 

    平成２８年 ９月２９日 保護者会（西村さん、野口さん、日暮さん、市岡さん） 

Ohana ケース会議・職員会議 

    平成２８年１０月 ６日 松戸圏域グループホーム協議会出席（金銭管理） 

平成２８年１０月 ８日 Ｏｈａｎａ遠足 成田航空科学博物館、さくらの山公

園、房総風土記の丘、イオン千葉 NT 内でバイキング 

      参加者：西村さん、岡本さん、加賀谷さん、小島さん、野口さん、日暮さん 

      支援員：石堂、中野、藤岡なをみ、藤岡兼一 

    平成２８年１０月１７日 福祉と司法の勉強会 出席（事例検討・後見） 

    平成２８年１０月２０日 Ohana ケース会議・職員会議 

                図上訓練（目黒巻きを行い災害時支援員の行動確認） 

    平成２８年１１月 ３日 SL 研修会（熊本地震の現状と裏側） 

    平成２８年１１月 ６日 自治会防災訓練参加 

    平成２８年１１月 ８日 地域の中の居場所作り講習会 理事長出席（高齢者と 

障害者のふれあいの場作り） 

    平成２８年１１月１０日 松戸圏域グループホーム協議会 出席 

（障害者の性～支援におけるパーソナルスペース） 

    平成２８年１１月１１日 年末調整説明会出席 

    平成２８年１１月１５日 移動サービス講習会出席（施設長） 

    平成２８年１１月２０日 桐友祭見学（理事長） 

                松戸圏域グループホーム連絡協議会（GH 交流会） 

    平成２８年１１月２１日 福祉と司法の勉強会 出席 

    平成２８年１１月２４日 Ohana ケース会議・職員会議 

    平成２８年１２月 １日 松戸圏域グループホーム協議会 出席  

（障害者虐待防止法と差別解消法） 

    平成２８年１２月 ５日 我孫子グループホーム会 出席（各ホームの現状と問 

題点について） 

    平成２８年１２月１０日 第８回千葉県障害者グループホーム大会出席 

        参加者：岡本さん、加賀谷さん、小島さん、野口さん、日暮さん 

        支援員：藤岡なをみ、藤岡兼一 

    平成２８年１２月２３日 Ohana クリスマス会（全員参加） 

    平成２８年１２月２４日 Ohana 大掃除（世話人） 

    平成２９年 １月 ３日 吉武望さん入居開始 

    平成２９年 １月 ５日 松戸圏域グループホーム協議会（利用者の想いをどう汲み 

取るか？職員間のグループホームの理念共有） 



    平成２９年 １月１１日 Ohana ケース会議・職員会議 

    平成２９年 ２月 １日 決算法人説明会 出席 

    平成２９年 ２月 ２日 松戸圏域グループホーム協議会 出席（防災・減災） 

    平成２９年 ２月 ４日 防災福祉のまちづくり（福祉避難室のあり方を考える） 

    平成２９年 ２月 ５日 障害者差別解消法を学ぶ（メンタルヘルス啓発講座） 

    平成２９年 ２月１４日 ２８年度障害者グループホーム等従事職員研修 

                （サービス管理責任者フォローアップ研修 松戸） 

    平成２９年 ２月２３日 Ohana ケース会議・職員会議 

    平成２９年 ３月 １日 司法と福祉の勉強会 出席（事例検討） 

    平成２９年 ３月 ２日 松戸圏域グループホーム協議会 出席 （本会議） 

    平成２９年 ３月 ６日 我孫子グループホーム会 

                （グループホームの防災 スピーカーとして出席） 

    平成２９年 ３月１３日 合同世話人研修会 アクイール（石堂、中野出席） 

    平成２９年 ３月１４日 管理者説明会 出席（柏文化会館）非常災害計画 

    平成２８年 ３月 ５日、６日 Ohana 利用者旅行 ゆびそ温泉（引率:市岡理事） 

      旅行参加者：岡本さん、西村さん、小島さん、野口さん、日暮さん、吉武さん 

       世話人懇親会参加者：石堂、中野、小倉、施設長、理事長（湖北 彩仙龍） 

    平成２９年 ３月２３日 Ohana ケース会議・職員会議 

    平成２９年 3 月２４日 平成２８年度 指定障害福祉サービス等事業者に 

対する集団指導 出席 千葉市 

    平成２９年 ３月２８日 指定共同生活援助事業実地指導（Ohana）我孫子市職員 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





（３）営繕積立金取崩しについて 

    現在使用している洗濯機は使用開始後３年半を経過しており、２月に１階の洗濯機 

    が故障して利用者さんに迷惑をお掛けしました。今後２階の洗濯機も同じ箇所の 

    故障が考えることから１階と２階の洗濯機を同時に交換したいと思います。 

    決議をお願い致します。 

     

（４）正職の給与について 

    役員交代に伴い、正職の給与の見直しを行います。 

 

（５）役員交代について 

     特定非営利活動法人ＫｉＫｉ発足当時から藤岡なをみが理事を勤めておりました 

が本日の総会で承認を頂ければ理事を退任したくお願い申し上げます。 

代わりに藤岡兼一が理事就任決議を（７）平成２９年度役員（案）にて決議 

願いたい。 

 

（６）定款変更について 

    平成２９年４月の NPO法改正に伴い定款の変更を行います。 

    現定 定款 第９章  公告の方法（公告の方法） 

第 54条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、 

官報に掲載して行う。 

 

変更 定款 第９章  公告の方法（公告の方法） 

第 54条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、 

官報に掲載して行う。 

ただし、法第２８条の２第１項に規定する貸借対照表の公告については、 

内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイト（法人入力情報欄）にて掲載して行う。 

 

 

（７）平成２９年度役員（案） 

役 名 氏 名 

理事 

理事 

理事 

監事 

藤岡 兼一 

堀江 久男 

市岡 武 

水野 友貴 

 



（８）平成２９年度活動方針（案） 

【共同生活援助事業】 

保護者会 

昨年１２月に第一回保護者会を開催させて頂きました。保護者の皆さん、支援員・ 

世話人、理事と共に個人が抱えている悩み事、世話人が抱えている悩み事等を 

皆さんと一緒に話し合うことが出来、支援員・世話人、保護者の皆様から好評 

でしたので２８年度も保護者会開催を計画します。 

サテライト型住居 

昨年度同様本年度もサテライト住居の推進を進めます。平成３０年の障害者総合 

支援法一部見直しに伴い、厚労省は軽度障害者の自立を推進しております。 

平成２６年の法改正によって出来た制度がサテライト型住居です。サテライト型 

住居はひとり暮らしの訓練用として近年多くのグループホームがこの制度を利用 

しています。 

Ohana は現在定員が７名ですのでサテライト住居を２箇所持つ事が出来ます。 

但し、利用者はサテライトに居住出来るのは３年迄です。 

 

防災・減災 

 平成２８年４月１４日九州熊本で地震が発生し、昨年暮れには新潟県糸魚川市で 

 大きな火災が発生しました。 

我々が住んでいる千葉も今後３０年以内に８５％の確率で直下型地震が発生す

ると先日マスコミ等で発表されました。 

直下型地震は予知が非常に難しく今回の熊本地震のように突発的にやってきま

す。 

ホームの利用者さんが通勤途中で災害が発生した場合どの様にして自分の身を

守るのか？現在 Ohana では SOS カードの作成をしております。 

 特に皆さんがいざという時慌てず、適切に支援が受けられる場所に避難できるか 

等を勉強してゆきたいと思います。 

 

（９） 平成２９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（2９年度 GH 会事業計画） 

５月  グループホーム会総会 

「高齢者の生活を支える介護・福祉制度について」 

自治会クリーンデー参加（Ohana 利用者参加） 

６月  松戸圏域グループホーム連絡協議会（日中活動につながりづらい人 

日中活動先との連携） 

災害時 SOS カードの使い方勉強会(Ohana 利用者参加) 



７月  松戸圏域グループホーム連絡協議会（サテライト GH の支援） 

自治会夏祭りに参加 (Ohana 利用者参加) 

     第１１回フレンドリーツアー  

    防災倉庫チェック及び搬出訓練（世話人対象） 

８月  イベント計画中 (Ohana 利用者・世話人参加) 

９月  松戸圏域グループホーム連絡協議会（支援員が困ってしまう人） 

    Ohana 総合避難訓練（消防通報、防災倉庫からの備蓄品の搬出訓練） 

１０月    松戸圏域グループホーム連絡協議会（後見人制度について） 

Ohana 四周年 周年行事開催予定 (Ohana 利用者（家族）・世話人) 

１１月  松戸圏域グループホーム連絡協議会（支援と指導） 

自治会防災訓練 (Ohana 利用者参加) 

１２月   松戸圏域グループホーム連絡協議会（夜間支援） 

     第８回千葉県障害者グループホーム大会 

クリスマス会 (Ohana 利用者参加) 

 １月  松戸圏域グループホーム連絡協議会（認知症） 

２月  松戸圏域グループホーム連絡協議会（週末の過ごし方） 

３月  松戸圏域グループホーム連絡協議会（自己決定） 

     Ohana 利用者旅行 

 

 

平成２９年度購入予定の備品 

   洗 濯 機 ２台       60,000ｘ２＝120,000 円 

 

 

    ライフセーバーボトル    40,000 円（ライフセーバーボトルとは汚い水を 

簡単に浄水する装置で極端に言うと手賀沼の水が飲めるようになります） 

    （昨年購入できなかったので再度本年度購入） 

      

 

 

 

 

 

 

   

 



ミニ太陽光発電システム      50,000 円 

   ５０W の太陽光パネルで発電し１２V３２Ah のバッテリー 

   に蓄電します。その電気をインバータで１００V にして使用 

   します。液晶テレビ４０W で約５時間、２０W の蛍光灯で 

   約１０時間使用できます。 

   ガソリン、ガス発電機と併用して使用する予定です。 

 

 

 

 

平成２９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 兼一 地域防災インストラクター 

施設長 常勤・兼務 藤岡 兼一 地域防災インストラクター 

サービス管理責任者 常勤・兼務 藤岡 なをみ サービス管理責任者 

生活支・世話人 常勤・兼務 藤岡 兼一 ヘルパー2 級 

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 非常勤・兼務 石堂 こずえ 調理師・養護教諭家庭科教諭 

生活支・世話人 非常勤・兼務 中野 恵美子 ヘルパー2 級、保育士 

生活支・世話人 非常勤・兼務 小倉 優  

事 務 常勤・兼務 藤岡 兼一  

事 務 常勤・兼務 藤岡 なをみ  

 



（１０）平成２９年度会計予算（案）
収入
科目 本年度予算 前年度決算額 比較増減額 備考

事業収益
給付費収益 14,000,000 12,820,209 -1,179,791 国保連からの収入

家賃補助 840,000 780,000 -60,000 国からの補助　10,000/人

利用者負担金収益 5,700,000 4,784,140 -915,860 利用者負担分（家賃、水光熱費、日用品費、食材料費等）

行事参加会費収益 30,000 27,000 -3,000 行事参加会費（Ｏｈａｎａ遠足、GH大会）

物品販売収益 0 0 0
体験宿泊収益 0 44,000 44,000
会費・寄付金
正会員受取会費 20,000 20,000 0 KiKi会員の会費　1,000/人

受取寄付金 0 8,000 8,000
助成金・補助金
受取助成金 0 0 0
受取補助金 0 50,000 50,000
その他 0
受取利息 76 76 千葉銀行、ゆうちょ銀行の利息

預かり金等事務手数料 108,000 105,000 -3,000 利用者さんの金銭管理

営繕積立金当期使用額 120,000 133,236 13,236
前期繰越金 -1,471,361 -2,185,205 -713,844

19,346,639 16,586,456 -2,760,183

支出
科目 本年度予算 実績額 実績-予算 備考

事業費
人件費　給料手当 4,000,000 3,470,000 -530,000 サービス管理責任者、施設長、世話人の給料

　　　　　 役員報酬 2,160,000 2,400,000 240,000 理事長・管理者の給料

　　　　　 法定福利費 1,000,000 877,901 -122,099 社会保険料

　　　　　 福利厚生費 200,000 103,810 -96,190 職員の会合等

　　　　　 アルバイト給料 4,000,000 3,111,500 -888,500 非常勤職員の給料

　　　　　 通勤費 60,000 49,420 -10,580 非常勤職員の通勤費

人件費計 11,420,000 10,012,631 -1,407,369

その他　旅客交通費 20,000 23,210 3,210 GHに関する交通費

　　　　　 会議費 60,000 39,305 -20,695 職員会議、外部での会議

　　　　　 車両費 150,000 113,455 -36,545 GHで利用する法人車のガソリン・点検費、レンタカー代等

　　　　　 通信運搬費 100,000 84,929 -15,071 GHに関わる通信運搬費

　　　　　 消耗品費 300,000 194,215 -105,785 GHに関わる消耗品費

　　　　　 修繕費 200,000 134,845 -65,155 ホームの補修工事費

　　　　　 水道光熱費 800,000 737,676 -62,324 利用者・ホーム世話人スペース（水光熱費/8）

　　　　　 地代家賃 4,080,000 4,080,000 0 利用者・ホーム共有スペースの家賃 (42,000x7)+46,000

　　　　　 新聞図書費 20,000 9,760 -10,240 GHに関わる図書費

　　　　　 接待交際費 200,000 152,665 -47,335 お祝い、お土産、飲食代、懇親会参加費等

　　　　　 保険料 350,000 346,610 -3,390 施設賠償責任保険・自動車保険・従業員の保険

　　　　　 諸会費 40,000 33,606 -6,394 ほっとねっと年会費等

　　　　　 研修費 20,000 8,800 -11,200 GH会出席への交通費、駐車場代等

　　　　　 支払手数料 35,000 29,938 -5,062 振込手数料等

　　　　　 支払寄付金 20,000 6,000 -14,000 地域の法人への寄付金・自治会祭礼等

　　　　　 支払利息 0 7 7
　　　　　 雑費 200,000 113,518 -86,482
　　　　　 租税公課 30,000 14,900 -15,100 登記簿、印鑑証明等に使用する印紙代等

　　　　　 慶弔費 10,000 0 -10,000
　　　　　 GH食材料費 1,600,000 1,498,329 -101,671 利用者及び世話人の食材料費

　　　　　 GH日用品費 100,000 96,320 -3,680 利用者・世話人の日用品費　(@1,000x8)

　　　　　 GH備品費 300,000 32,184 -267,816 洗濯機x2台、ライフセーバーボトル等

　　　　　 GH共益費 72,000 78,000 6,000 利用者・世話人のテレビ、インターネット (@750x8)

　　　　　 GH娯楽費 100,000 93,667 -6,333 新聞代及び会食費

　　　　　 GH雑費 100,000 100,847 847 利用者・世話人の雑費   (@1,000x8)

　　　　　 減価償却費 0 0 0
その他の経費計 8,907,000 8,022,786 -884,214

事業費計 20,327,000 18,035,417 -2,291,583

当期経常増減額 491,000 736,244 245,244 （収入-前期繰越金）-事業費計

法人税、住民税及び事業税 30,000 22,400 -7,600
461,000 713,844

前期繰越正味財産額 △ 2,185,205 △ 2,185,205
次期繰越正味財産額 △ 1,724,205 △ 1,471,361


