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日  時   ２０１６年（平成２８年）５月２１日（土曜日） 

午後３時００分～午後４時３０分 

場  所      ボランティアセンター 

(鹿児島市山下町15番1号  かごしま市民福祉プラザ内) 



  正会員総数 ４０人 

 出席者 人 

 委任状 人 

 議    長 

 議事録作成者 

 議事録署名者 

 議事録署名者 



１ 第１号議案 

   ２０１５年度事業総括 

 

                                理事長 堀之内洋一 

はじめに 

 昨年度は、坂口新事務局長のご活躍とネットワークの拡がりや各理事はじめ会員各位の

ご努力のお蔭様をもちまして、支えあう会の深刻な９月危機を乗り越え新事務局員も迎え

て新たな体制がスタートでき、シェルター他の困難な運営も継続する事ができました。まず

もってこのことに深く感謝申し上げます。 

 鹿児島での重要な動きとして、「生存権裁判かごしま」がスタートし生活保護基準引き下

げ違憲訴訟が起こされました。また「かごしま福祉9条の会」も動きだしました。 

 新たな挑戦としては、3.20「身寄り問題」集会の特筆すべき成功から、互助会づくりの展

望が熱気を持って語られる様になりました。加えて、支えあう会内外の各位のご協力を頂

き、何とか「１０周年記念誌」の発行にこぎ着けたことにも感謝申し上げます。 

 さて「１０周年記念誌」ｐ７で作家の中村文則氏(*1)の「僕達は今、世界史の中で、一つの

国が格差などの果てに平和の理想を着々と放棄し、いずれ有無を言わせない形で戦争に

巻き込まれ暴発する過程を目の当たりにしている。政府への批判は弱いが他国との対立

だけは喜々として煽（あお）る危険なメディア、格差を生む今の経済、この巨大な流れの中

で、僕達は個々として本来の自分を保つことができるだろうか。大きな出来事が起きた時、

その表面だけを見て感情的になるのではなく、あらゆる方向からその事柄を見つめ、裏に

は何があり、誰が得をするかまで見極める必要がある。歴史の流れは全て自然発生的に

動くのではなく、意図的に誘導されることが多々ある。いずれにしろ、今年は決定的な一年

になるだろう。」という発言(*2)を紹介しました。全く同感であり、また祈る様な日々でもありま

す。今年度の総会を意義あるものにしましょう。 

１．超危険！！「安倍クーデター」の立憲主義破壊  

  「毎日新聞2016年5月2日 東京夕刊― 特集ワイド 『クーデター』で立憲主義破壊 憲

法学者、石川健治・東大教授に聞く」によれば、憲法記念日を前に、「現代憲法学の鬼才」

と評され市民団体「立憲デモクラシーの会」の呼びかけ人の一人である石川健治・東京大

教授は「再び首相の座に就いた安倍晋三氏の政治手法には、日銀、ＮＨＫなどを含め、権

力から独立してきた組織にお友達を送り込んで、その自律性を奪うなど、『違憲』ではない

にしても『非立憲』的な姿勢が、当初から目立ちました。そこに憲法９６条改正論議がでてき

たわけです」と安倍政権に厳しい視線を向ける。  

 戦後の憲法学の理論的支柱だった東北大名誉教授の清宮四郎氏（１８９８〜１９８９年）は

『いざ』 という時が来れば、立ち上がらねばならん」と言い残したが、２０１２年１２月の政権

発足直後、安倍首相が９６条改憲を言い出した約３年前、石川教授は立ち上がった。同条

が定める改憲発議のルールについて、現在の「衆参両院の総議員の３分の２以上」から

「過半数」の賛成で可能にしたいという、それに対して「憲法秩序を支える改正ルールに手

をつけるのは憲法そのものを破壊することであり、革命によってしかなし得ない行為だ。  

１・  １９７７年生まれ。２００５年、「土の中の子供」で芥川賞。近著に「教団Ｘ」「あなたが消えた夜に」。   

   「掏摸（スリ）」をはじめ、作品は各国で翻訳されている。 

２・  朝日新聞デジタル1月11日 



２ 第１号議案 

支配者がより自由な権力を得るために、国民をだまして『革命』をそそのかす構図です」

と痛快に批判する。 「ここで立たねば、立憲主義を守ってきた諸先輩に申し訳が立たない」

という思いが全身を駆け巡ったという。  

 ９６条改正は与党内部を含めた多方面の批判を浴びたため、政権は口をつぐんだ。とこ

ろが２０１４年７月、９条の解釈を変更し、集団的自衛権の行使を一部容認する閣議決定が

強行された。氏は「法学的には、クーデターです」。眉間（みけん）にギュッとしわを寄せた。  

  日米安保条約が次第に『日米同盟』としての実質的な役割を持つようになり、その中で

『同盟』の別名と言ってよい『集団的自衛権』を日本は行使できない、という現行の憲法の

枠内で論理的に許容される“最後の一線”を破って、これまでに築かれた法秩序の同一

性・連続性を破壊した。 

正式な憲法改正手続きをとらずに９条に関する解釈の変更という形で、憲法の論理的限

界を突き破ったこの閣議決定は、法学的にみれば上からの革命であり、まさしくクーデター

なのです」と言い切っている。 

 解釈改憲と安保関連法の成立は、安倍政権を支持する人々の勝利であり、９条を守りた

い人々の敗北だ−と見る構図を、「立憲主義は主張の左右を問わず、どんな立場を取る人

にも共通した議論の前提であって、安倍政権はこの共通基盤を破壊した。だから私たち国

民全員が敗北したといえる」と指摘した。 国民が敗者−−。戦後、新憲法のもとで築き上げ

た共有財産が崩れたというのだ。安倍政権は２０１３年８月、集団的自衛権行使に賛成する

官僚を内閣法制局長官に登用した。「法の番人」の独立性を保つため長官人事に政治力

を発揮しない、という歴代内閣の慣例を破った。 

 さらに昨秋、野党が要請した臨時国会を召集しなかった。憲法は衆参どちらかの総議員

の４分の１以上の要求があれば召集せねばならない、と規定しているにもかかわらずであ

る。「基盤」は破壊され続けている。熊本地震後には、緊急事態条項を憲法に加えるべきと

いう声が自民党から出ている。 

 石川教授はまたも立憲主義が脅かされることを危惧する。「大災害のような緊急事態が起

こることはあり得るけれども、それには災害対策関連法で対応できます。緊急事態条項の

本質は一時的にせよ、三権分立というコントロールを外して首相に全権を委ねること。これ

も立憲主義の破壊につながりかねない。『緊急事態に対応するために必要』という表向きの

言葉をうのみにせず、隠された動機を見ねばなりません」  

 石川教授は「日本国憲法は権力の制限や人権尊重を最重要視する近代立憲主義の上

に成り立っています。『政権がそれ以上踏み込めば立憲主義が破壊される』という、越えて

はいけない最後の一線はここだと指摘し続けることが、僕の役割だと思っているのです」と 

憲法学者の毅然（きぜん）とした覚悟と誇りを見せた。  

２．アベノミクスの不発 

日銀の黒田東彦総裁は28日、金融政策決定会合後の記者会見で、2月に導入したマイ

ナス金利政策について「（経済や物価に対する）効果の浸透度合いを見極めていくことが

適当だ」との考えを示した。– 日本経済新聞（２０１６年４月２９日）  

 「マイナス金利政策」は、３年間続けてきた「異次元の金融緩和」の延長線上にあるもの。

したがって、まず「異次元の金融緩和」の効果を検証をしなければならない。「異次元の金

融緩和」に効果がないのであれば、その延長にある「マイナス金利政策」が効果を発揮す

ることでないのは明らか。 
 



３ 第１号議案 

去年１１月１６日に内閣府が発表した２０１５年７～９月期の実質ＧＤＰ速報値では、前期

（４～６月期）比で－０．２％、年率換算では－０．８％でした。前期の４～６月期では、年率

換算で－０．７％でしたから、実質ＧＤＰは７～９月期ではさらに縮小して、下げ止まる兆し

は見えていません。しかし、１２月８日に発表された実質ＧＤＰの改定値では、前期比＋０．

３％（速報値では－０．２％）、年率換算では＋１．０％（同マイナス0.8％）と大幅上方修正

されたのです。 内閣府は「設備投資が大幅にＧＤＰを押し上げた」としていますが、この同

じ日の産経新聞は、「ＧＤＰ改定値が、年率換算で、それまでの－０．８％から＋１．０％に

上方修正された謎」について、「推計精度で大きな“ぶれ” 信認損なう恐れも」と書いてい

ます。  

また、この次の２０１５年１０～１２月期の実質ＧＤＰの速報値（２０１６年２月１５日発表）で

は、「実質ＧＤＰが前期（７～９月期）と比べて－０．４％減、年率換算では－１．４％」と、前

期で上方修正された分を帳消しにしただけでなく、マイナス幅を拡大したのです。ところ

が、３月８日発表の２０１５年１０～１２月期の実質ＧＤＰの改定値では一転して、前期（７～９

月期）と比べてマイナス０．３％、年率換算では－１．１％に上方修正されたのです。二度に

わたる上方修正は、かつてなかったことです。官邸からの圧力によって、内閣府がＧＤＰを

捏造している疑いは深まるばかりです。欧米の主要メディアでは、「2四半期連続でGDPが

マイナス成長」になった場合は、ほぼ例外なく「景気後退入りした」とする見方が一般的で

す。欧米メディアは、去年すでに「日本が不況に逆戻りした」との見出しを付けて報じてい

ます。                    以上http://www.mag2.com/p/money/9596より抜粋 

 我々は、 既に２０１３年度事業総括（２０１４年総会）で「『分岐』に入ったグローバル資本

主義─ケインズに学ぶ階級闘争の『社会心理』─』」田淵太一（同志社大学）http://

jafeeosaka.web.fc2.com/pdf/C1-1tabuchi.pdf を引用して「デフレ対策としての量的緩和」

とは結局，誤った診断にもとづく誤った処方箋であった。デフレは「貨幣的現象」であるとい

うよりも，むしろ実物的要因が大きく作用していたと見るべきで、構造改革（労働市場の規

制緩和）による賃金・雇用の制度的破壊を背景として労働者階級の政治力・交渉力が削減

され，労働生産性が上昇しているにもかかわらず，主要国中例外的に持続的な賃金低下

を強いられたことが日本のデフレーションの要因である。端的に言えば，日本の持続的デ

フレとはすなわち，労働者階級が階級闘争において負け続けていることを意味しているの

である。（引用以上）としていたし、また２０１４年度事業総括事業報告の時には口頭なが

ら、「アベノミクスが２％の物価上昇率を目指すと言うが、それならば生活保護費は２％上

げるべきだし、最低賃金を２％上げるべきだ。それが政策的整合性というものだ」と述べて

いたことを記憶している。 

世界の1％の富裕層の資産、残りの全人類99％の資産を上回る 

 今年のオックスファム報告書(*3)は、世界の格差・貧困問題は、ついに世界の１％の富裕

層の資産の合計が、残りの全人類９９％の資産の合計を上回るところまで来たとした。２０１

４年１月には「世界で最も裕福な８５人が人類の貧しい半分の３５億人と同量の資産を握っ

ていたが、２年後の現在でさらに先鋭化し、最も裕福な６２人が人類の貧しい半分の人口と

同量の資産を握るまでになっている。２０１０年には３８８人であったから、より富の専有が進

んでいることを明確に示している。 

３・オックスファムは貧困と不正を撲滅するために世界100ヶ国以上で展開するイギリスの非営利国際  

  協力団体。オックスファム・ジャパン: http://oxfam.jp/ 

http://www.mag2.com/p/money/9596
http://jafeeosaka.web.fc2.com/pdf/C1-1tabuchi.pdf
http://jafeeosaka.web.fc2.com/pdf/C1-1tabuchi.pdf
http://oxfam.jp/


４ 第１号議案 

昨年9月に採択された国連の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の一環としても、格差問

題に取り組むことに世界は合意した。しかし、この１２ヶ月間で格差は縮まるどころか、２０１

５年のダボス会議に先駆けて指摘された「世界の１％が残り９９％より多くの富を所有する」

という状況は、オックスファムの予想よりも１年早く、２０１５年内に現実となってしまった。２０

３０年までに極度の貧困をなくすためには、企業と個人を問わず富裕層から各国政府が

しっかりと税収入を得ることが不可欠だ。 

オックスファムはこの偏りの大きな原因として、富裕層や企業の資産を誘致するために

税金を無税もしくは極めて低い税率にしている国や地域「タックスヘイブン（租税回避地）」

を名指しで批判。タックスヘイブンの存在によって富裕層や大企業が本来所属する国に支

払うべき税金から逃れることで、社会保障や医療、教育などの公共サービスや富の再分配

が正常に行われず、富裕層や大企業のみが肥え太る原因になっているとする。 

また、格差拡大の背景には労働賃金の国民所得に占める割合の低下も指摘され、最低

賃金を生活賃金の水準に引き上げ、男女間の賃金格差を解消することも提唱していま

す。さらに、政府は大企業やロビイストからの影響を最小限に抑制し、徴税対象を労働者と

消費行動から富裕層と資本利益へとシフトすべきであるとしている。 

  ４．反新自由主義のうねり 

 先月２７日の「日刊ゲンダイ」は（鈍感な）「民進党も他人事じゃない 仏で広がる反新自由

主義のうねり」とフランスで「新自由主義からの脱却」を掲げた新しい社会運動が起きてい

ることを伝えた。 

 １％の富裕層に対する批判で広がった米国の「オキュパイ運動」やスペインの新しい左

翼政党「ポデモス」の躍進に通じる動きで、ＳＮＳを使って若い世代が自発的に集まってい

るのが特徴。現行の銀行システムや富裕層と敵対し、オランド大統領の社会党政権にも批

判的だという。運動は「Ｎｕｉｔ Ｄｅｂｏｕｔ（ニュイ・ドゥブー）」（「膝を屈しない夜」という意味の

造語）と名付けられ、労働基準を緩和しようとする政府法案への反発がきっかけだった。そ

の後、パリからフランスの地方都市にも広がり、先月２３日には海を越えて、カナダのモント

リオールでも集会が開かれた。いずれも「反グローバル主義」「反新自由主義」を掲げ、「こ

れに代わる経済システムを勝ち取ろう」と訴えている。 

 またＢＵＺＺＡＰ！（バザップ！）四月２８日によれば、ハーバード大学が１８歳から２９歳の

若者に対して実施した最新の世論調査において、トリクルダウンの偽理論の下、新自由主

義経済が大手を振ってきたアメリカ合衆国で現在、若者たちの５１％が資本主義を支持し

ないと回答。支持すると回答した４２％を９ポイントも上回る驚くべき結果が出た。さらに、ど

んな政治体制を望むのかという質問に対しては３３％が社会主義を望むと回答した。調査

者は市場主義経済の欠陥に対して若い有権者が厳しい目を向けていることは間違いない

と指摘した。 

世論調査を指揮したハーバード大生のＺａｃｈ Ｌｕｓｔｂａｄｅｒさんは「資本主義の意味は以

前とは違っている」とし、冷戦時代に資本主義とはソビエト連邦の全体主義体制からの自

由という大きな意味を持っていたが、今の若い世代にとって資本主義とは世界経済が未だ

立ち直り切れていない金融危機を指すということだと述べた。なお、この調査の後に行わ

れた全年齢を対象とした世論調査でも、より高齢のアメリカ人も資本主義に対して懐疑的

で、過半数が資本主義を支持すると答えたのは５０代だけであった。 

 これを裏付ける様に、大統領予備選挙で民主党のヒラリーの対立候補であるサンダース

氏は、新自由主義を徹底的に批判し富の再分配を訴え、社会主義者を自認し民主社会

主義を目指すとして、若い世代をはじめ絶大な支持を獲得している。 



５ 第１号議案 

 ５．パナマ文書の徹底調査等を！ 

「パナマ文書(*4)」について「公正な税制を求める市民連絡会(*5)」も４月２７日、「財源不

足を理由に、年間3000億円から5000億円の社会保障費を削減する政府の方針（いわゆる

骨太の方針２０１５）のもと、保育、医療、介護、年金、障害、生活保護等幅広い分野で、給

付削減、自己負担増等が進められる中で、流失したパナマ文書を巡り、富裕層や大企業

によるタックス・ヘイブン（租税回避地）を利用した税逃れへの批判が高まっている。」とし

「イギリスの市民団体タックス・ジャスティス・ネットワークの推計によれば、タックス・ヘイブン

に秘匿されている資金量は、日本の国家予算の３０倍の３０００兆円規模に及ぶ。パナマ文

書には日本の約４００の個人や企業の情報が含まれ、タックス・ヘイブンのケイマン諸島に

日本企業が保有している投資残高は約６５兆円に上るなど、日本においても、近年、富裕

層や巨大企業がタックス・ヘイブンを利用し、巨額な税逃れが横行し、国家財政を脅かす

深刻な事態となっている。」「専門家の指南を受けてタックス・ヘイブンを利用できる富裕層

や大企業の税逃れを見逃し、庶民には厳しく課税して穴埋めをさせ、その上、財源がない

として社会保障を削減するのであれば、格差と貧困は拡大するばかりである。」として、その

「徹底調査等を求める声明」を出した。                                      

６．今後の議論のために―世界経済の政治的トリレンマ 

以前紹介した二宮厚美神戸大学名誉教授インタビューでは「現在はデフレ不況が進行

しているといっても経済規模そのものは今から２０数年前と比べて大きくなっています。大き

くなっている経済が、なぜ２０年前の税収を上げられないのか。それは税制が税金を取らな

い仕組みに変わってしまったからです。税制改革そのものが税収の落ち込みを招いたの

です。だから財政危機を打開するためには、税制を今までの税制改革とは違う方向に逆転

しないといけません。逆転して胆税力のあるところに増税をしないと、財政赤字は解決でき

ないということ」であったが、タックスヘイブン(*6)の問題まで含んで再考されるべきでしょう。 

http://bylines.news.yahoo.co.jp/inoueshin/20140725-00037686/ 

 

 またピケティは、格差是正のオルタナティヴとして世界的な資本累進税を提案し、そのこ

とによって民主的でかつ、金融的透明性を確保できるものだとした。この提案はタックスヘ

イブンの存在などから、ユートピアだという批判があった。しかし「パナマ文書」を巡っての

今後の動きが肝心だろう。 

 この原稿の〆切の後の５月１０日には、「パナマ文書」の新たな情報公開がある。 
  

４ ・ 現 段 階 で 悩 ま し い こ と に 「 パ ナ マ 文 書 」 を リ ー ク し た 「 I C I J 」 や そ の 親 組 織 の 「 C P I 」 は 、 

    米 政 府 の 国 策 機 関 で あ る 可 能 性 が 非 常 に 高 い と い う 説 が あ り 、 も し そ う で あ れ ば 、 公 表 さ 

    れ た 「 パ ナ マ 文 書 」 に ア メ リ カ の 政 治 家 の 名 前 が 一 切 含 ま れ て い な い こ と の 説 明 が つ く と 

    される点である。http://www.mag2.com/p/money/9580/2 

 

５・公正な税制を求める市民連絡会 代表 宇都宮 健児、雨宮 処凛 等 http://tax-justice.c 

 

６・「タックスヘイブンの闇－世界の富は盗まれている！－」 朝日新聞出版 2012/2/7 

   「タックス・ヘイブン―逃げていく税金」               志賀櫻 著 岩波新書2013 

 

 世 界 中 で 行 わ れ て い る 金 融 取 引 の 半 分 は ケ イ マ ン 島 や バ ー ジ ン 島 な ど の タ ッ ク ス ヘ イ ブ ン 

 （ 租 税 回 避 地 ） を 経 由 し 、 そ れ が 様 々 な 政 治 腐 敗 を 生 み 、 途 上 国 の 貧 困 を ま す ます 悲 惨 な も 

  の に し て い る 。 ウ ォ ー ル 街 や シ テ ィ 、 ド バ イ 、 上 海 、 香 港 な ど の 金 融 都 市 は 、 こ れ を ど の よ 

  うに利用し、世界から巨万の富を「盗み取って」いるのか？ 

http://bylines.news.yahoo.co.jp/inoueshin/20140725-00037686/


６ 第１号議案 

『グローバリゼーション・パラドクス—世界経済の未来を決める三つの道』（ダニ・ロドリッ

ク／著 白水社：２０１３／１２／２０）によれば、グローバル化の逆説として、（１）

グローバリゼーション（２）国家主権（３）民主主義 というこれら三つを同時に達成す

ることができない「世界経済の政治的トリレンマ」を抱えており、どれか一つは犠牲になると

いう。だとすれば、『私の選択を言わせてもらうと、民主主義と国家主権をハイパーグロー

バリゼーションより優先すべきだと思う。民主主義は各国の社会の在り方を守るための権利

を持っており、グローバリゼーションの実現のためにこの権利を放棄しなければならないの

であれば、後者をあきらめるべきなのだ。(１８Ｐ序章     グローバリゼーションの物語を

練り直す）』というのが著書の主張だ。 

これを援用すれば、日本のＴＰＰ交渉に見られる様な、グローバリゼーションを推進する

ために報道の自由や情報公開を制限し、民主主義のプロセスもすっ飛ばして国家主権を

手放していくという様な、クーデター的官僚的グローバル・ガバナンスの採用した決定に対

する説明責任の放棄を批判し、熟議民主主義に伴う公共的理性の尊重を主張するべきだ

ろう。           

 

               最後に、今年度を更に充実したものにしていきましょう！   以上 



７ 第１号議案 

「支えあう会の一年」 
 

事務局長 坂口松平 

 平成２７年度を終えて、今感じることを一言で表現すると、「目まぐるしい一年」だったとい

うことです。平成２７年の年が明けたばかりの１月７日の夜、前事務局長の芝田理事から

「話があるのですが、飲みながら話しましょう。」と言われ、薗田理事と３人で、天文館の小

料理屋に行きました。 

 話は、芝田理事が平成２７年度から某公益法人の鹿児島支部長になる予定で超多忙に

なるので、私と薗田理事の二人で事務局の運営をしてくれないかというものでした。  

 飲んだ勢いも確かにあったのでしょうが、快く引き受けました。東京からＵターンし、この

活動に参加してから３年目に入り、利用者を含む関係者の皆さんとも親しくなってきて、そ

ろそろもっと深く活動したいという希望もあったからです。 

 ところが、５月末の総会で、正式に事務局長になった時は、すでに、資金面で暗雲が立

ちこめ始めていました。 

 例年、鹿児島県から受託していた事業が、この年から予算の関係もあり、県独自でなく、

国からの事業になったということで、決定の見通しが立たなくなったからです。このままで

は資金ショートすることは確実ですので、今まで表裏一体の活動をしていた、やどかりサ

ポート鹿児島と事務所を分けて、支えあう会は、事務局員１人と後は理事だけで何とか、

今年度は回していこうということになりました。 

 活動の面に関しては、おにぎり配り、夜回り、料理会は、当会の支援でホームレスを脱し

たいわゆる卒業生を中心に、大学生や一般ボランティアでそれまでも、かなりの部分をカ

バーできていたので、大きな問題はありませんでした。 

 でも、２４時間３６５日稼働のシェルターはそうはいきません。今まで、保護費の支給日に

保護課へ利用者と同行して受け取っていた、シェルター利用料を振り込みにして頂くお願

いに行ったり、自立準備ホームでの受入をしやすくするように、法務省へお願いにいった

りしました。 シェルターの受入も曜日毎に理事の担当を決めて、利用者を迎えにいった

り、祝祭日の自立準備ホーム利用者の面接に担当理事がシェルターを訪問したりしまし

た。昔から活動している理事からは、初心に返ったという発言もありましたが、私にとって

は、未知の貴重な体験になりました。 

 事務局運営に関しても、支払、仕訳、経理処理等も試行錯誤しながら、何とかこなしてき

たところ、１１月から３月までではありますが、県の事業も受けることができて、事務局員を

増強することができ、結果的には、「目まぐるしい一年」でしたが、「終わりよければすべて

よし」で活動を続けることができました。 

 平成２８年度も特に資金面では心配が絶えませんが、１０周年を迎えた支えあう会の活

動を、止めることなく続けられるよう、皆様の変わらぬご支援をよろしくお願いします。 



８ 第１号議案 

平成２７年度事業報告書 
 

平成２７年４月１日乃至平成２８年３月３１日 

 

特定非営利活動法人かごしまホームレス生活者支えあう会 

    

 

事業の実施に関する事項 

 

（１）特定非営利活動に係る事業 

（ア）ホームレス生活者等を対象とする食料、衣類、日用品の提供 

   及び住まいの確保を支援する事業  

事業内容：①炊き出し等 

         鹿児島市内の公園（鹿児島市中心地区及び谷山地区）その他の公的

施設において、ホームレス生活者等を対象として、本法人で購入した

又は会員及び支援者・団体から寄付、鹿児島市の「市民とつくる協働

のまち事業」の補助金で食料、衣類、日用品等を無償で提供し、県内

各地のホームレス生活者等からの相談に応じ、支援を行った。 また、

冬季は、ホームレス生活者等の生命と健康の維持のために、食料、衣

類、寝袋等の提供に力を入れた。年末年始についても、ホームレス生

活者の方々が、暖かく年を越すことができるよう支援した。  

②住宅の紹介等 

  賃貸住宅などの物件を探しているホームレス生活者等を対象として、

低廉な物件を無償で紹介した。  

実施場所：①、②ともに鹿児島県内  

実施時期：①、②ともに通年  

従事人数：①、②併せて、延べ６５０人 

対 象 者 ：①、②併せて、ホームレス生活者等延べ１．３５０人 

収   入 ：①、②併せて３３６．９８４円（鹿児島市補助金） 

支   出 ：①、②併せて７８５．３１５円。 

 

 （イ）ホームレス生活者等を対象とする人権擁護事業 

    事業内容：①生活困窮者・自殺企図者のための緊急一時宿泊施設(ｼｪﾙﾀｰ)の運営 

          ②自立準備ホーム事業（法務省より受託）の運営 

         ③夜回り活動（事業の一部は、鹿児島市「市民とつくる協働のまち事業」補

助金により実施） 

実施場所：①、②、③ともに鹿児島市内  

実施時期：①、②、③ともに通年 

従事人数：①７人 

         ②７人  

         ③延べ２５０人 

対 象 者： ①ホームレス生活者等５５人 

        ②ホームレス生活者等２１人 

         ③ホームレス生活者等延べ２０４人 
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収   入： ①１．６４７．０６７円 

②２．８８５．４３０円（法務省自立準備ホーム事業受託料） 

③  ２４０．０００円（鹿児島市補助金） 

支   出： ①、②併せて１.５１１．６３５円 

        ③５６４．６００円 

        計２.０７６．２３５円     

 

（ウ）ホームレス生活者等を対象とする福祉、就職、法律相談事業  

事業内容：①無料相談会 

鹿児島県内、特に鹿児島市内の公園（鹿児島市中心地区及び谷山

地区）及び公民館等の公的施設において、ホームレス生活者等を対

象として、人権擁護のための相談、生活保護・年金などの福祉に関す

る相談、就職活動・就職先などの就職に関する相談、借金などの法律

相談並びに健康相談を無償にて行った。  

②居宅等の訪問 

ホームレス生活者等の居宅又は居所を訪ね、人権擁護のための相

談、生活保護・年金などの福祉に関する相談、就職活動・就職先など

の就職に関する相談、借金などの法律相談並びに健康相談を無償に

て行った。 

           ③鹿児島市内のマンションの一室を借り、職員及びボランティアを配置し、

即時かつ継続的に相談を受けられるようにした。 

実施場所：①、②、③ともに鹿児島市内  

実施時期：①、②、③ともに通年 

従事人数：①２７人 

         ②１７人 

         ③ ８人 

対象者  ：①、②併せてホームレス生活者等延べ３．３６０人 

         ③ホームレス生活者等延べ４６８名 

収   入：①、②併せて０円 

        ③は、３．１８６．０００円（鹿児島県生活安心コーディネート事業委託料） 

支   出： ①、②はいずれも０円 

        ③    ３．７８８．３１４ 円 

 

（エ）ホームレス生活者等の相互の交流事業  

事業内容：料理会 

            毎月１回、鹿児島市内のかごしま県民交流センター若しくは公民館の 

調理実習室を利用して、ホームレス生活者等の料理会を開催した。毎

月１回程度、当法人からのお知らせをホームレス生活者等へ配布し

た。（事業の一部は、鹿児島市「市民とつくる協働のまち事業」補助金

により実施） 

実施場所：鹿児島市内 

実施時期：通年  

従事人数：延べ２４人  

対 象 者：ホームレス生活者等延べ３．３６０人  

収   入：２２７．０１６円（鹿児島市補助金） 

支   出：４５５．９０３円  
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（オ）ホームレス生活者等及びホームレス生活者等の抱える社会的又は経済的問題を 

   理解し，ホームレス生活者等に対するあらゆる差別をなくすための啓発事業  

 事業内容：①学習会 

                 一般市民を対象として、ホームレス生活者等及びホームレス生活者等    

                        の抱える社会的又は経済的問題を理解するための学習会を開催する。  

  ②関連団体との共同事業 

               宮崎、熊本、鹿児島三県のホームレス支援団体が共同で、情報交換及                 

                         び交流会を行った。 

        ＮＰＯ法人おかやま入居支援センター主催の「『身寄り』」問題に挑む」 

        シンポジウム後援。（鹿児島市内で開催） 

 実施場所：①鹿児島市内  

 ②全国  

 実施時期：①今年度は実施せず 

           ②１０月２４日：三県交流会 

             ３月２０日：「身寄り」問題に挑むシンポジウム 

従事人数：②延べ５０人          

対 象 者 ：②ホームレス生活者等及び一般市民延べ約３．０００人 

収   入 ：①０円 

                ②０円  

支   出 ：①、②併せて０円  

  

（カ）ホームレス生活者等及びホームレス生活者等の抱える社会的又は経済的問題に 

      関する調査，研究及び提言事業  

事業内容：①調査 

                  鹿児島市内におけるホームレス生活者等の実数、生活実態、福祉、就 

                         労、医療に関する悩み又は希望等に関する調査を行った。 

②他の関連団体との意見交換等ホームレス生活者を支援する他の団体  

   との意見交換等を行った。 

③提言等 

               上記調査結果及び意見交換等に基づく提言・陳情・請願活動を行った。 

実施場所：①は、鹿児島市内 

                   ②、③は全国 

実施時期：①通年にわたって調査をおこない、NPO法人ホームレス支援全国ネット  

         ワークによる全国調査「広義のホームレス調査」に協力した。 

                  ②、③「鹿児島生活と健康を守る会」に協力し、生活保護費削減に対す  

             る審査請求の提言を対象者に行った。 

従事人数：①７人 

                ②、③６人 

対 象 者 ：①ホームレス生活者等延べ約３,０００人 

               ②、③約３００人  

収   入 ：０円  

支   出 ：０円  
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（２）その他の事業   

 

（ア）出版事業  

事業内容：当法人の活動の紹介及び当法人が行った調査研究及び提言をまとめ  

               て記述したものを出版する。  

実施場所：鹿児島市内  

実施時期：今年度は実施せず 

従事人数：０人  

対 象 者 ：０人  

収   入 ：０円  

支   出 ：０円  

 

（イ）会員を対象とする研修事業  

事業内容：会員を対象として、ホームレス生活者等及びホームレス生活者等の抱 

               える社会的又は経済的問題を理解するための小規模な学習会を  

               開催する。  

実施場所：鹿児島市内  

実施時期：６月１９日、１０月３０日、２月２８日、３月１８日 

従事人数：延べ１２人  

対 象 者 ：会員及び一般市民１．０００人  

収  入  ：０円  

支  出  ：０円 
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平成２７年度巡回相談（夜回り）事業の報告 

   

 

     特定非営利活動法人                

かごしまホームレス生活者支えあう会 事務局 

 

 

平成２７年度の夜回り巡回相談は、第二・第四土曜日に巡回相談を実施している鹿児島

県社会福祉士会と連携し、相互に情報を提供・共有することで路上生活をしている方の場

所をいち早く把握できるよう協働している。 

前年度に引き続き「谷山」方面の巡回を強化し相談対応を行った。エリアが広大であるた

め、車での移動が中心となり、目撃情報や以前に路上生活者がいたと思われる場所、公園

や夜間営業を行っている商業施設などの巡回を行った。その結果、谷山地区でも路上生活

となっていた方２名の支援を行うことができた。 

男 女 目視 不明 小計

1 4月17日 （金） 22:00 15 0 2 3 20

2 5月5日 （金） 22:00 16 0 0 0 16

3 6月19日 （金） 22:00 13 0 0 3 16

4 7月17日 （金） 22:00 11 0 0 1 12

5 8月21日 （金） 22:00 13 1 0 2 16

6 9月18日 （金） 22:00 14 0 0 2 16

7 10月16日 （金） 22:00 13 0 2 1 16

8 11月20日 （金） 22:00 18 0 0 0 18

9 12月18日 （金） 22:00 18 1 0 1 20

10 1月22日 （金） 22:00 14 2 0 1 17

11 2月19日 （金） 22:00 14 1 0 2 17

12 3月18日 （金） 22:00 17 1 0 2 20

176 6 4 18 204

実施曜日 開始時刻
巡回状況

回

累計



【谷山地区巡回での支援事例】 

■事例１（６８歳男性） 

 年末に谷山地区で路上生活をしている人がいるとの情報があり、夜回りで周辺を調査す

るが、該当者と遭遇することはできなかった。１月２４日の大雪の際、素足での行動で凍傷

となり、倒れているところを谷山福祉事務所職員が保護。生活保護の申請と病院治療を

行った上で、当会が運営するシェルターへ入居。面談時から認知的な行動が見受けら

れ、シェルターから失踪する。数日後近隣で発見し、福祉事務所に報告後、今後の対応を

協議し、障害認知の診断のため病院へ同行支援を行う。結果、重度の認知と思われるとの

診断がでたため、シェルターへの再入居は取りやめ、治療の為入院手続きを行った。 

■事例２（５５歳男性） 

 関東地方から原付で来鹿。家庭の問題から家出同然で飛び出しており、谷山方面のバ

イパス予定地でテントを張り路上生活を行っていた。当初はこちらの支援を警戒していたよ

うであるが、炊き出しへの参加や司法書士による相談などを続けているうちに生活保護の

申請を決断された。初回相談から約１ヵ月後には生活保護の受給が決まり、社会復帰を果

たす事となった。 

【夜回りにおける協働状況】 

今年度も、学生ボランティアチームをはじめ、一般社団法人よりそい支援鹿児島、一般社

団法人ｓａａｙａ、生活相談ネットワーク等と連携を行い、協働支援活動を実施しました。 

■学生ボランティアスタッフの方の声 

 私は昨年から支えあう会の活動に参加させてい

ただいております。  個人的には大学で社会福祉

を専攻しており、ホームレスの方などの現代社会

における生活困窮者について学ぶ機会は多かっ

たのですが、座学だけではあまり現実味も湧か

ず、支えあう会の活動に参加させていただくまで

は正直ピンとこない部分が多くありました。しかし、

炊き出し･夜回りに参加するようになってからは、

当事者の方々や支援者側である支えあう会の

方々と関わる機会がとても増え、現場の"生の

声 " を 聞 く こ と が で き る よ う に な り ま し た。 

  それまでは自分がホームレス支援とは無関係の

ように思えていたのですが、学生の自分にも出来

ることは沢山あるということに気付かされました。ま

た、普段は見えない社会の部分と向き合うことで、自分の福祉に対する姿勢を考え直す

きっかけになりました。今後もこの活動に参加させていただきたいと思っております。  

１３ 第１号議案 

夜回りで渡すおにぎりを作って

いる学生ボランティアチーム 



１４ 第１号議案 

平成27年度緊急一時宿泊施設(シェルター)事業及び 

若年層に対する生活安心コーディネート事業の報告 

 

                            特定非営利活動法人     

鹿児島ホームレス生活者支えあう会 事務局 

【緊急一時宿泊施設事業】 

○生活困窮者・自殺企図者のための緊急一時宿泊施設(シェルター)の運営 

鹿児島市役所の生活保護課との連携が図られ、利用者の大部分は保護課を通じての利

用であるが、谷山支所や他NPO法人、相談支援事業所等からも相談があった。 

また、シェルターは自立準備ホームの役割も担っており、保護観察所や草牟田寮を通じて

受け入れを行った。 

＜分析＞ 

■平成27年4月～平成28年3月までの申込を含めた利用者数は76名(前年度67名)で、71

名の方が退所後にアパート等での生活を始めた。残り5名の方については、入院された

方、入所中に事件を起こし逮捕されてしまった方が各1名、入所中に失踪された方が3名

であった。 

■最年少は19歳、最高齢は75歳、平均年齢は48歳であった。 

 年齢分布は次の通りである。 

 

 １０－１９歳 1名（1％） 

 ２０－２９歳 7名（9％） 

 ３０－３９歳 13名（17％） 

 ４０－４９歳 18名（23％） 

 ５０－５９歳 18名（23％） 

 ６０－６９歳 18名（23％） 

 ７０－７９歳 2名（2％） 

■出身地では、鹿児島市内出身者が20名、その他鹿児島県出身者が24名、他県出身者           

  が32名であった。 

 

■この1年間の利用で、なんらかの障害のある方（疑い含む）は20名の方おられ、身体障

害者は2名、発達障害を含め精神障害を抱えている方は8名、知的障害者は10名いらっ

しゃった。 

また、アルコール依存、ギャンブル依存、薬物依存を抱えた方も多く、路上生活と障害・

精神疾患の関連を改めて認識させられた。 



１５ 第１号議案 

■高校中退を含む最終学歴が中学卒業の方が43人、高卒後就労された方や訓練高卒が

28名であった。また、大学卒業者も3名いた。定職に就くことができない、または長続きし

ないため不安定就労を続けていたという方が多くいらっしゃった。 

 

■自立準備ホームとして受け入れた方は21名であったが、刑余者の方はその倍以上お

り、生活苦から盗みを犯してしまったというケースが多くみられた。「孤立化し、必要な支

援を受けることができず、出所した後も再度罪を犯してしまい、より孤立が深まり、累犯化

する」という悪循環に陥っている方もおり、各機関との連携を強め、支援できる体制を地

域ぐるみ進めていく必要性を強く感じさせられた。 

 

 

【若年層に対する生活安心コーディネート事業】 

○39歳以下の若年層を対象とした自殺対策事業 

   内閣府地域自殺対策強化事業の一つとして、鹿児島県からの委託を受け、39歳以下 

の若年層を対象に相談を中心とした支援を行った。 

    

   相談対応の実績は以下の通りである。 



１６ 第１号議案 

シェルター事業支援活動事例報告 

 

Kさん（64歳 男性） 

～ 生活歴 当会への相談に至るまでの経緯 ～  

 Kさんは高校中退後、親族の仕事や日雇いの土木作業員をしてきた。日当を得ると酒に

使い果たし、職場を転々とし、生活費が尽きてどうしようもなくなると無銭飲食をしては刑務

所に入るという生活を30代から64歳（現在）まで繰り返してきた。20回以上も逮捕され、その

ほとんどの期間を刑務所の中で過ごしてきた。未婚。親兄弟とは長年疎遠状態。 

 平成28年1月末、他県の刑務所を満期で出所。出所したはいいが仕事も泊まるところもな

く、保護観察所に相談。「仕事と住むところが見つかるまで支援を受けたい。もう刑務所に

は戻らないように頑張りたい。」というKさんの意向から当会へつながり、自立準備ホームで

受け入れる事となった。 

～ シェルターでの生活 問題となったKさんの行動 ～ 

 Kさんに対して、宿泊、食事、生活保護申請、医療機関受診同行等、生活面での支援を

開始した。生活が落ち着くと、「手持ちの金がないからタバコも買えない。タバコ買うお金を

もらいたい。無理なら早く土木の仕事でも見つけたい。住み込みの寮があれば一番い

い。」と訴えていたが、スタッフや他の利用者の助言を聞き入れず、数々の問題を起こして

しまった。 

 特に問題となったKさんの行動は、突如シェルターを抜け出して離島へ向かうフェリーに

無賃乗船した事、無断で他人の車に泊まった事、他人が捨てたゴミを収集し自分のものに

する事などであった。スタッフが注意しても理解不十分な様子で、問題を繰り返し、自分の

要求（欲求）を優先する様子がみられた。 

～ シェルター（緊急一時宿泊施設）から社会生活へ  ～ 

 Kさん、保護監察官、保護課担当者、当会スタッフで何度も検討し、シェルター退去後も

罪を犯さず、自立した生活を継続して送るためにはどうすればよいかを話し合った。 

 Kさんからは一般常識の認識不足、他者からの話に対する理解不足、社会のルールを

逸脱した行動が目立ったが、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などは所持していな

かった。 

 Kさんに何らかの障害があるかを検査してもらうため、生活保護課の検診命令により精神

科受診を進める方針となった。Kさんの精神科病院受診については、生活保護課、当会ス

タッフで立ち会った。医師より、（初診の印象としては知的障害の可能性も否めないが、過

去の状況がわかる方がいないことから判断は難しい。刑務所という特殊な環境に20年以上

置かれた事による精神的な面での後遺障害の可能性もあり、今後も他者の支援は必要な

方と言える）とのことだった。 

 以上のことから仕事に関しては、障害福祉サービス 就労継続支援B型事業所の利用、

精神科病院への受診による障害福祉サービスの利用相談を進めることとなった。 

 いくつか事業所を見学した中でKさんの希望とする寮付きの事業所が見つかり、生活保

護の支給も決定し、退去が確定した。約2ヶ月のシェルター生活期間を終了し、自立準備

の支援を終結した。 



１７ 第１号議案 

〜支えあう会の活動を通して〜  

  

 平成28年2月から期間限定で、NPO法人かごしまホームレス生活者支えあう会のスタッフ

として、シェルター入居者への相談業務をさせていただきました。 

 シェルターの業務以外にも炊き出しの現場や夜回り活動、若年層の自殺対策事業の取り

組みなど、数々の大変貴重な経験をさせていただき、あっという間に3ヶ月が過ぎました。 

 支えあう会シェルター入居者の相談状況から、一般（生活保護）入居者の方は生活保護

の受給と借家の確保が出来れば概ね2週間程度の期間で退去する方が多く、自立準備

（更生緊急保護）入居者の方は、事例にあげたKさんのように本人との面談や相談対応に

時間をかけ、社会生活への復帰を包括的に支援していく必要のある方が多いことがわかり

ました。 

 この領域においては社会福祉士、精神保健福祉士が（支援を必要とする人）の状況に応

じた支援をコーディネートしていくことが重要となりますが、さらにはシェルターを経て地域

社会で自立した生活を送るための環境（人とのつながりや住まい、仕事など）が重要となり

ます。シェルターはこの環境側の接点ですが、Kさんのケースでも問題となった近隣住民

への迷惑行為などがあれば（シェルター存続の危機）となってしまいます。 

 生活保護課や保護観察所もその事は充分理解していただきましたが、シェルター以外に

行き場所のないKさんだからこそ、どうする事も出来ず、粛々と支援を進めていくしかないと

いう現実があり、本人は勿論ですがその現場を支えるスタッフにもかなりの苦労がありまし

た。それでも何とか大きな問題に発展せずに次のステップへ進んでいただく事が出来たの

は、本当によいスタッフや協力者に恵まれたからだと思います。短い期間ではありました

が、誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。 

 

社会福祉士  精神保健福祉士   根比 崇行 

 

※ソーシャルワークの定義  ソーシャルワーク専門職は、人間の福利（ウェルビーイング）の

増進を目指して、社会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワ

メントと解放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を

利用して、人々がその環境と相互に影響しあう接点に介入する。人権と社会正義の原理

は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である。（IFSW;2000,7） 



１８ 第１号議案 

平成２７年度料理会活動報告書 

                特定非営利活動法人 

かごしまホームレス生活者支えあう会事務局 

 

 平成２７年度の料理会は、「家でも気軽に作れる料理」をコンセプトに、メニューの考案 

レシピの作成をゴールデンタイムス天文館のスタッフにお願いし、協働で開催しました。 

 主に最終日曜日に県民交流センターで開催し、当日のおにぎり配りも兼ねています。 

 

 料理会当日は、調理時間中に医師による健康相談、終了後は気軽に話し合いができる     

「しゃべりば」を開催しています。 

 

開催数 開催日 メニュー 参加総数 スタッフ 生保 路上 担当理事

１０１回 4月26日 韓国風マーボー豆腐 28 10 13 5 小川みさ子

１０２回 5月31日 豚のしょうが焼き 29 6 17 6 堀之内洋一

１０３回 6月28日 親子丼 30 7 16 7 芝田淳

１０４回 7月19日 豚肉と野菜のつけ素麺 34 8 18 8 野口英一郎

１０５回 8月30日 チキンの生姜焼き丼 33 7 20 6 堀之内洋一

１０６回 9月27日 肉じゃが 30 8 16 6 芝田淳

１０７回 10月25日 牛丼 29 9 14 6 薗田貴充

１０８回 11月29日 カツ丼 31 9 12 10 堀之内洋一

１０９回 12月20日 すき焼き丼 25 4 15 6 堀之内洋一

１１０回 1月31日 豚キムチ丼 27 5 15 7 馬頭忠治

１１１回 2月28日 ハンバーグ 20 5 10 5 野口英一郎

１１２回 3月27日 炒飯＆餃子 27 7 15 5 堀之内洋一

343 85 181 77累計



１９ 第１号議案 

参加者は当事者だけではなく、支えあう会と関わりがあった方で、現在も連絡がつく方

にも、毎月郵送で案内を送付しています。  

メニューは複数の候補の中から、おにぎり配りの場で、当事者の方の希望を元に決定  

し、ゴールデンタイムススタッフの方が試作を行った上で、レシピが完成します。家庭でも

普通に常備されている調味料を使用して、初心者の方でも気軽にチャレンジできる料理

を作ってもらっています。 

毎月約３００名の方に案内を送っています。料理会

のほか、おにぎり配りの日程やバザー等の催しのお

知らせもしています。 

ゴールデンタイムス天文館スタッフの方に作成し

てもらっている料理会レシピ。毎回持ち帰って家

でもチャレンジしている方がいます。 

■ゴールデンタイムススタッフの方の声 

 料理会に参加して、１年を振り返ると、お店で調理をするのではなく、違った場所で、

違った環境の中で料理を作るということに対し、参加する直前まで不安な気持ちを大きく

感じていましたが、実際に参加してたくさんの刺激を受けた１年だったなと思います。 

 たくさんの方々の協力があって、料理会が

開催され、たくさんの方々に出会い、交流を

深めました。また、支えあう会の関係者と連

絡を取り合った上で、毎回の料理テーマを

決め、いろんな料理を作ったりしました。時

には上手くいったり、いかなかったり・・・・・・

レシピどおりに作れたり作れなかったりと、

色々な出来事がありましたが、スタッフが 

アレンジしたレシピ等が実際に完成する事

により、嬉しく感じました。 

 １年を通して、「人の温かさ」「料理を創る

楽しさ」「食に対する大事さや素晴らしさ」を改めて感じました。色んな料理を作ることで、

一人でも多くの方々に、メッセージを届けていきたいですし、力になれたらなと思います。 

各テーブルで調理指導中のゴールデン

タイムススタッフの方の様子 



2015年度の医療相談会事業報告書 

                                  鹿児島生協病院

医師  那須拓馬 

事業の趣旨 

ホームレス生活者は、様々な健康問題の発生に際し、主に経済的な理由により医療機

関を受診できない場合がほとんどであり、疾病そのものによる生命の危険、または病苦を

理由とした自殺などが危惧されます。 

本事業は、ホームレス生活者における疾病を発見し治療につなげること、また病苦を理

由とした、自殺の防止に寄与することなどを主たる目的としています。また、結核等感染性

疾患の早期発見による社会防衛という観点でも重要と考えられます。 

事業期間および実施回数 

事業期間 2015年4月～2016年3月 

（第61回〜第69回） 

実施回数 9回 

相談者に関するデータ 

 ・相談者総数(延べ)   76名 

 ・路上・居宅(生活保護)の別(延べ)     

  路上 12 名    居宅64 名 

 

 

まとめと今後の課題 

 現在、医療相談に来られる方の大部分は生活

保護の方となっていますが、支えあう会にかか

わりを持たれたホームレス生活者の方について

は、比較的速やかに生活保護への移行がなさ

れていることを反映していると考えられます。医

療相談会でできることは限られていますが、生

活保護受給となった後も、心身の健康問題は継

続してみられ、カウンセリング的な役割、生活習

慣や医療機関への受診などに関する適切なア

ドバイスなど、一定の役割を果たすことが出来て

いるのではないかと思います。また、新規の

ホームレス生活者の方も継続してみられてお

り、疾病の発見、治療につなげていくことが出来

ればと考えています。 

 近年、貧困にともなう“歯の健康”の問題が注目されており、本健康相談会でも歯科的な

問題が気になっています。今後は、歯科検診が重要と考えられ、歯科医師の協力が得ら

れればと考えています。 

２０ 第１号議案 



２１ 第１号議案 

「しゃべりば」 

理事 小川みさ子 

 ホームレス生活経験のある生活保護受給者を中心に情報交換或いは地域での孤立化

や自殺防止対策の一助にと、毎月開いている「しゃべりば」は、始めて７年目になりました。 

 参加者は入れ替わりながらも半分ほどは固定化してきています。この集まりの特色は、

ホームレス生活経験のある卒業生同士、現役ホームレス生活者、各界からのゲストとの交

流、情報交換、生活保護の運用等の悩み相談、具体的な解決に 向けての意見交換、健康

相談など、それぞれが色々な思いを持って集まってくる場になっていることです。 

 自殺防止対策を専門とするNPO法人やFM、行政経験者など各面のゲストを招いては、社

会復帰の第一歩として地域での孤立化を補完する動きの一助になればとの意義を感じ続

けているところです。毎回、お菓子や飲み物など経費はカンパで賄っています。今年度は、

３月開催された『身寄り問題を考えるフォーラム』に、議員インターン生たちも一緒に参加し

ました。「しゃべりば」を軸にすえ、先ずは互助会のようなシステムを構築し、身寄り問題につ

いて深めていけたらと、司法書士の方たちにお声がけ頂いているところです。新たな試みが

成功しますようにお知恵を頂けたら嬉しいです。今後ともお気軽に参加、宜しくお願い致し

ます☆彡   

※参加者 

６月２８日（１６人）  ７月１９日（７人） ８月３０日（５人） ９月２１日（２１人） １０月２５日（６人） 

１１月２６日（１７人） １２月（越冬炊き出し） １月３１日（８人） ２月２４日（１６人） ３月３０日  （３人） 

 「しゃべりば」は原則、料理会と同日に、調理室に隣接する試食室で行っていましたが、  

今年度は隔月で、別開催を試みました。（会場はサンエール） 

 「しゃべりば」には参加してみたいが、県民交流センターまで行く手段がないとの声を、 

複数の方からいただいたからです。次年度も同様に開催場所を検討し、参加したい方へ 

の要望にこたえたいと考えています。 



年末年始越冬炊き出しの報告  

理事 小川みさ子 

 越冬炊き出しが１０回目を迎えました。毎年クリスマス前後に繁華街で

カンパとボランティアを募り、越冬炊き出しの準備に入りますが、今回は

カンパが思うように集まらず、天文館に３日間立ち賄うことができました。

皆様のお力添えに感謝です。 

 年末年始の炊き出しに思い至ったのは、大雪の降った２００４年正月、

桜島桟橋での炊き出しに始まり、場所を教育会館前玄関からその施設

の台所＆会議室と、年々、環境を整えながら続けてきました。今年も丸

餅は園山農園で子どもたちと丸め、切り餅は前園農園と鶴丸農園から。

フードバンクからは果物や飲物など、グリーンコープ、ＮＰＯ法人「かごし

ま食の家族」からは、白菜、大根、里芋、人参と冬野菜を頂き、鶴丸農園

からは生椎茸、猪肉、お米。堂園病院からはお菓子、南大隅町からさつ

ま芋、種子島の池田様と大保様からカイロや靴下など、皆様の善意で

今年も皆さんに喜んで頂けました。 

 メニューは、年越し蕎麦、サラダ、ぜんざい、焼き餅、お雑煮、両日とも、

それぞれ約６５人の参加者で盛況でした。１１月末 炊き出し用の鍋や

食材からfacebookなどで１ヶ月かけて募ったボランティアさんは、今回３

０名を超え１４、１７、１９才の若者たちも初参加で頑張ってくれました。共

同通信社の取材では、鹿児島の取り組みお雑煮をふるまうボラスタッフ

が写真で紹介されました。当事者の皆さんと支援者が一緒に年越し蕎

麦、お雑煮を食べて交流するこの年末年始の企画、音楽歌の贈りもの

ボランティアも今回で３年目。楽しみにしている人がいる限り、年末年始

の越冬炊き出しを続けていきたいと思います。いつも各面からのご協力

を頂き皆様にお礼申し上げます(*^^)v 

 

２２ 第１号議案 

天文館カンパ集め 

お雑煮 

椎茸でダシをとり・・ 

大型カップサラダ 

１０代のボランティアさん 

猪肉の年越しソバ＆おぜんざい 

元旦は色んな方がご挨拶に！ 



「ホームレス生活者応援ガレージセール」 

理事 小川みさ子 

 

 越冬炊き出しの資金集めをキッカケに始めたガレー

ジセールも１０年。毎回の地域へ5000枚チラシ配布す

るので、楽しみにして頂けるほど定着してきました。課題

としては、ボランティア確保が結構、難しいこと。提供品

が衣類中心なので古い下着や虫、カビのついた衣類

の持ち込みもあり、仕分け労働も大変な状態になって

いることです^^; 

 しかしながら、ガレージセール開催告知によって、ホームレスの方が鹿児島にいることを

知ってもらえること、そして何よりも間接的であれ、物品を提供して下さる方、買い物に来て

下さる方、お手伝いをして下さる方が、それぞれの立場でホームレス生活者を身近に思い

「まなざし」が変わるという直ぐには見えないけれど、深い意義があると感じながら取り組ん

でいます。こちらは提供品の集まり具合をみながらの開催なので２～３ヵ月に一回、地道に

続けています。交流の場のひとつとしても、ボランティア参加、お買い物にいらして下さい。 

２３ 第１号議案 

チラシ配布のためにボランティアスタッフの

方が出発！！ 

お知らせのチラシは、毎回 

５０００枚配布しています 
中国残留孤児の方々 

↑子供のお客さん 

←常連客のインドネシアからの留学生さん達 



２４ 第１号議案 

2015/4～2016/3 おにぎり配り参加者数と食事内容（４～６月） 



２５ 第１号議案 

2015/4～2016/3 おにぎり配り参加者数と食事内容（７～９月） 



２６ 第１号議案 

2015/4～2016/3 おにぎり配り参加者数と食事内容（１０～１２月） 



２７ 第１号議案 

2015/4～2016/3 おにぎり配り参加者数と食事内容（１～３月） 



２８ 第１号議案 

2015/4～2016/3 おにぎり配り総評 

支えあう会事務局 

２０１５年度は、「協働」テーマに各支援活動を行いました。単にボランティアで参加して

もらうだけではなく、参加された方のできる支援を活動の場を通じて行っていただき、相互

に連携できるよう目指しました。まだまだ具体的な方針は模索中ではありますが、多くの方

の協力をいただく事ができたこと、この場をお借りして改めて御礼申し上げます。 

おにぎり配りに関しては、当日おにぎりや料理を持ってきてくださる方、支援物資を用意

してくださる方、事務局までおにぎりを作りに来てくださる方、ボランティアチームを作って

交替で参加してくれる学生チ－ム等、１７１回の開催で、延べ３４８名の方に協働参加して

いただくことができました。また、鹿児島県青年司法書士会には前年に引き続き、おにぎり

配りと並行して青空相談会を毎月開催していただき、主に新たに路上生活を強いられた方

への相談対応をお願いしました。その結果、当会のおにぎり配りの延べ参加人数は２年前

と比較して、４割近くも減少しています。これは路上生活の方の社会復帰までの期間が大

幅に短縮されたことによるものです。 

新規参加者も年々減少傾向にありますが、年間の参加者総数は７０名前後とほぼ横ば

いとなっています。生活保護の受給などで、一旦は路上生活から抜け出すことができたに

もかかわらず、再びおにぎり配りに参加する方が増加しているためです。社会復帰は果た

したものの、様々な理由で地域生活になじめず、孤立してしまい、生活費を浪費して、や

むなくおにぎり配りの場に相談に来られるケースが数多く見受けられました。高齢による身

寄りの問題や、軽度の障害など様々な理由がありましたが、２０１６年度はこれらを踏まえた

上で、社会復帰を果たした方への「ケア」や「対応」を各支援団体と連携し、協働で支えあ

えるような活動を目指します。 



２９ 第１号議案 

おにぎり配りに参加されている方の声① 

【加治屋町教会 様】 

 鹿児島加治屋町教会では、社会部を中心に原則として、毎月第三木曜日の午後四時

から、ボランティアの教会員数人が集まって、ホームレス生活者支援のための「おにぎり

作り」を行っており、毎回２０個程度を「支えあう会」に届けています。 

 このほか、社会的弱者に寄り添う活動として、世界食料デーの支援や、ＹＭＣＡの募金

活動にも協力しており、現在は「熊本地震」のための募金活動や支援活動に取り組んで

います。 

【野口 明香 様】 

 夫と共にホームレス生活者の方におにぎりをお届けするようになり１０年程がたちました。

１０年の中にはもちろん色んな日があり

ました。仕事で目も回りそうな日、子供や

自分が都合を悪くしている日、ただ単に

休 み た い と、な ま け 心 が 出 て い る 日

等々・・・ 

 そんな日には心を込めて、いつもと変

わらないおにぎりが握れたとは正直言え

ません。それでもできるだけ休みがない

ようにしてきました。支えているのは 

「このおにぎりで誰かがお腹がすいた日

を過ごさずにいる」という思いです。 

 もちろん１０年の間に支えあう会はとてもたくましいものとなり、私が握れない時も炊き出し

は運営されています。それでも心の奥にはその思いが一番にある気がします。おにぎりを

握るだけで、受け渡しの場に伺うことのない私には、食べていらっしゃる方の声はあまり届

きません。それでたまに聞こえてくる声を頼りにしています。「梅干は嫌いだったのに」という

声があってからは、美味しい塩だけのおむすびに変えました。「くさい飯も当たり前だと思

われている」という話を聞いたときには本当に心が痛み、これはどうだろう？と思える古米に

関しては少し多めに炊いて自分で試食をし、食べられないと感じたものはお渡ししないよう

にしています。 

 もちろん古米でも美味しく感じられるようにと圧力釜や土鍋で炊くなど工夫も重ねていま

す。またお声があったら教えていただけると助かります。活動にもいろいろな変化がありま

す。お米も最初は個人で買っていましたが、支援の輪がひろがり、お米の寄付がいただけ

るようになってからは、とても助かっています。 

 ホームページなどで拝見し、多くのメンバーが関わっている様子もとても心強く感じてい

ます。これからも皆さんと美味しいおにぎりをお届けする一助になれたらと思います。 



【学生ボランティアチーム 東 様】  

 私が、おにぎりボランティアに参加するように

なってから２年が経ちました。最近になって、よう

やくおにぎり配りに並ばれる方達の名前も覚え、

色々な話ができるようになりました。自分に出来る

ことは限られていますが、少しでも力になれるよう

尽力していきたいと思います。また、自分の次の

世代にもこの活動をひきつけるように努力してい

きたいです。 

 夜回りへの参加も３年目になりました。新しく路

上生活になった人を見つける機会はほとんどあり

ませんでしたが、長期で路上生活を続けている方

から、その寝床にしている場所でいろんな事を聞

くことができました。今まで知らなかったことも聞け

たのは嬉しかったです。これからもこの活動を通し

て多くを学べたらと思っています。 

【加治屋町教会 雨宮 様】  

 支えあう会会員の皆様。鹿児島加治屋町教会でおにぎり作りのお手伝いをしている雨宮

寿美代と申します。 

 普段は谷山の障害者施設で地域で暮らす様々な障害をお持ちの方たちの相談支援員

として仕事をしています。私がおにぎり作りと関わりを持つことになってから約７年になりま

す。当時、教会で伝道師（牧師の卵みたいな人です）をしていた、木下恵美子先生にフ

ルートの個人レッスンを受けていたのですが、終わってからおにぎり作りを手伝ってくれな

いかお誘いを受けて始まりました。当初は木下先生の夫である同じく伝道師だった岡田い

わお先生と三人だったと思います。その後伝道師を無事卒業して二人の先生が秋田で牧

師として仕事をされることが決まり、それからは複数の協会員たちで交替でお手伝いをして

います。私も当時は木曜日がお休みの取れる仕事だったのですが、２年前に現在の部署

に移動になり、実際におにぎりを作ってお届けすることが難しくなりました。 

 今は月１回の協力ですが、毎回教会に集まっておにぎりを作って届けてくださっている教

会員の方たちに感謝をしています。この活動が必要なくなる日の来ることが一番だと思い

ますが、形を変えながら必要とする人たちへの支援はきっと続いていくのだと思います。 

 今後も皆様の活動に鹿児島加治屋町教会の有志のメンバーが関わっていることを覚え

ていてください。よろしくお願いします。  

３０ 第１号議案 

おにぎり配りに参加されている方の声② 



【長瀬 美沙紀 様】  

 今回、NPO法人かごしま

ホームレス生活者支えあう

会の活動の中で平成27年

7月12日、日曜日の17時頃

より甲突川武之橋付近に

て行われた、おにぎり配り

に参加しました。 

 ま ず、参 加 す る ま で の

ホームレスの方に対する私

のイメージはあまり良いイ

メージではなく、テレビなど

の影響もあり暗いものでし

た。普段ホームレスの方と

接する機会のない方の多くは同じようなイメージを持たれている方も多くいらっしゃると思い

ます。ですが、 実際活動に参加してみて支えあう会の支援者やホームレスの方同士の会

話や雰囲気を感じてみて、明るくコミュニケーションを取っており、前向きに生活されている

んだなという風に思いました。 

 ホームレス生活者の方もそれぞれ何かきっかけ・原因があって現在のような生活となり、 

その中で各々悩みながらも強く生きています。その悩みなどをおにぎり配りのような、この

かごしまホームレス生活者支えあう会の活動が相談できる機会・場所となっているかと思い

ます。相談されたことにより、シェルターや生活保護支援を受け、社会復帰に向けて徐々

にいい方向に進んだ方や支援を受けて自立され今ではボランティア活動に参加されてい

る方もいらっしゃいます。 

 こういった支援活動はまだまだ世間に発信されておらず、参加したいと言う気持ちはある

けれど知らない人もいるかと思います。また、ホームレスの方もこういった支援や生活保護

という制度を知らない方もいるかもしれません。世間に情報を発信する機会をもっと増やし

ていくことも必要だと思います。さらに、支えあう会の方は自分の生活・仕事をしながらも活

動をしています。ホームレス生活者のために何かできることをしたいという強い気持ちがな

ければ、このような活動を長く続けるということはそう簡単なことではありません。今後支援

活動を更に展開できるよう環境を整えるべきだと感じました。そして、 支援を受けたあとの

アフターフォローも今後大事になってくるのではないかと思います。 一日でも早く、そして

長く活動できるよう、私も今後何かしらの形で力になれたらと感じます。 

３１ 第１号議案 

おにぎり配りに参加されている方の声③ 



【野口 英一郎 理事】（木曜日おにぎり担当） 

 木曜日に握るのは毎回一升分のおにぎりです。年間８００個のそれは、やがて１万個にな

ります。来年２０１７年まで延長されているホームレス自立支援方がスタートした、寒い寒い

冬の日、今は亡き友人と温かい食事を作って鍋ごとお届けしたのはずいぶん昔。 

 おにぎりボランティアの問い合わせは、少なくありません。かつて在学中に握ってくれた

友人は、今は自治体職員としてより広範なまちづくりの仕事をしています。 

 近年は加治屋町教会の雨宮

さんがたのように、どこかに集

まって、皆で握る機会や場所が

あれば、参加してお手伝いした

い、とのリクエストをたびたび頂

いています。 

 ビッグイシューの活動然り、お

にぎりボラさんは色々な方に気

軽に参加頂ける仕組みを作るこ

とが、総じて住みやすいまちづ

くり、困ったときは、お互い様の

支えあうかごしまの実現につな

が る と 思 う の で こ れ か ら も 地  

道にコツコツ頑張ります。  

【二ノ方 貴史 様  】 

 私は、この度初めてNPOに参加しました。きっかけはNPO法人で働いている知人からお

誘いを受けたからです。NPOという言葉は知っていましたが、今まで参加した事が無かっ

た為、良い機会 だと思い参加する事にしました。 

 そのNPO法人は鹿児島市内のホームレスの支援活動をしており、私が参加した日は甲

突川沿いの公園で炊き出しを行いました。実際に参加して気付いた事はホームレスの

方々の規律の良さでした。食べ物を配布する際に、順番を守り横入りする様な事もせず、

紙皿や割り箸をほかの人に渡したりして、最後は締麗に後片付けまでされていました。また

NPO法人の方と笑顔で会話しながら食事をする様子を見て、日頃よりNPO法人の方々が

親身になって対応 されているのだと実感しました。 

 病気や障害のために仕事に就けずホームレスになってしまう方も 多くいる事を、知人か

ら教えてもらいました。支援活動を受けながら、自立への第一歩を踏み出すきっかけに

なってほしいと感じました。 

３２ 第１号議案 

おにぎり配りに参加されている方の声④ 

夜回りやおにぎり配りで渡している「支援カレンダー」。こまめな開催が 

新規路上生活者の早期支援につながり、長期化をくいとめています。 

 



３３ 第１号議案 

 【妹尾 リカ 様】 

 ホームレスの人にとって、学生の頃、就職した

とき、結婚した時、まさか自分がホームレスに

なっているなんて思っていなかったことでしょ

う。人間いくら理想を抱いて頑張って生活して

いても、まさかの事態に陥ることがあるようで

す。そこから這い上がることができると良いので

すが克服するにはあまりにもダメージが大きす

ぎて心が砕けて、気力がなくなることもありま

す。そういう時、私はなにも力になってあげられ

ないけれど、わずかな食事だけでもお腹を満た

してくれればと思います。そこから長くかかるか

もしれませんが、少しずつでも立ち直って強く

生きていってほしいです。 

 幸いＮＰＯ法人「かごしまホームレス生活者支えあう会」のおかげで、一人でも多くのホー

ムレスの方が、生活保護へのスムーズな手続きができるようになり、ホームレスを続ける方が

少なくなってきました。本当に良いことだと思います。いつも料理の運搬、盛り付け、食器の

片付け、食材の提供などありがとうございます。また、理事の小川みさ子さんにはたくさんの

野菜の提供感謝いたしております。 

 これからも引き続き支援活動に協力させていただきたいと思います。 

おにぎり配りに参加されている方の声⑤ 

↑雨の日の料理はお弁当で提供 

←スタッフ全員で盛り付けします 

【事務局より】 

 その他にも、グリーンコープ鹿児島様、フードバンク鹿児島様、鹿児島サイグループ様、   

株式会社「紫乃尾」様をはじめ、たくさんの方の支援者の皆様に支えられて、おにぎり配り

は続いています。ご協力本当にありがとうございます。 



３４ 第１号議案 

鹿児島県青年司法書士会による青空相談会の報告 

鹿児島県青年司法書士会 

担当幹事 岩崎 憲司 

 

 毎月第二日曜日甲突川沿いにて、司法書士も同行して行う路上生活者へのおにぎ

り配り（炊き出し）を行った。 

 フードバンクから提供してもらっている商品と併せておにぎり等を配ると同時

に、参加した路上生活者の中から、現在困っていること、生活保護に関する事な

ど、相談がある方の話を聞いた上で、適宜アドバイスをおこなった。 

 主な相談内容として、生活保護受給に関する申請意思の確認や資産・負債・年金

等の問題点解決の相談が多かった。炊き出し参加者は毎回８名～１０名ほどおり、

相談者は平均２名程であった。 

 新規路上生活者に関しては、相談会でのアドバイスの効果もあり、ほぼ社会復帰

を果たしており、相談会開始後、路上生活者の長期化はなくなったと聞いている。 

 長期路上生活者に関しては、生活保護申請意思を持たない方が多く、自らの意思

で路上生活を望んでいるのが現状のようであった。 

 専門家としてアドバイスをすることで、社会復帰を果たす方も多く、大変重要な

役割を担っていると感じた。 

 ２０１５年度青空相談会相談状況内訳 

 相談者数は１３名で、内訳は生活保護受給者５名、路上生活者８名となっている。     

 保護受給者の主な相談内容は、電気やガス、携帯を止められてしまった、支払いをしたら生活費

が足りなくなった等、金銭管理の不備からくるものであった。新規の路上生活者６名は全員、生活

保護の受給や、地元への帰省を果たしている。１名は長期化のおそれもあったが、数ヶ月に渡る面

談の結果、３ヵ月後に無事生活保護の申請を行った。また、以前生活保護を受給していたにも関

わらず、路上に戻っている方が２名いた。両名とも、保護を打ち切られたのではなく、住まいを飛び

出した結果、保護停止状態となっており、司法書士の説得後、再申請を行った。 

相談会前にはおにぎり配りのお手伝いも・・・ 

 

相談は個別に司法書士の方が行います。      

時には１時間を越える場合もありました。 



３５ 第１号議案 

 

谷山地区おにぎり配り報告 

理事 馬頭 忠治 

  毎月最終月曜日に谷山エリアでおにぎり配りを実施してきましたが。近年は路上生活

者の方の参加はなく、元路上生活だった方が顔を見せに来る場となっています。 

  ホームレスの方の参加がない場合、顔を見せに来た人におにぎりではなく、お米を渡

して近況の確認を行っています。 

シャワー利用者報告 

場所提供：鹿児島県教育会館 

 毎週木曜日１４時から施設の方のご厚意で、教育会館内シャワー室を開放していただき

路上生活者の方に利用してもらっている。入浴に必要なタオル・石鹸・シャンプー・下着類

をはじめ、順番待ちしている間の飲み物等も用意している。 

 新規路上の方でも気軽に利用できるだけでなく、路上生活者の方のコミュニティの場とし

ても活用されている。平成２７年度は50回の開催で延べ188名が利用した。 

 尚、市内ではザビエル教会さんも、シャワーの提供を毎週火曜日に実施しています。 



３６ 第１号議案 

その他の講演・協議会・交流会等の活動報告 

支えあう会事務局 

７月２９日（水）１４時～１６時 

刑事施設、少年院及び保護観察所と地方公共団体、公共の衛生福祉に関する機関との

連絡協議会参加 

場 所 ：鹿児島保護観察所 

参加者：芝田 青山 

１０月２４日（土）～２５日（日） 

南九州生活困窮者支援団体交流会参加 

場 所 ：熊本市中央区代継宮ビル 

参加者：堀之内 

１０月２日（金）１８時～２０時 

世界食料デー鹿児島大会講演 

場 所 ：サンエールかごしま  

参加者：坂口（講演） 野口 青山 

９月２８日（月）１３時～１６時 

フードバンクシンポジウム「食品ロスとフードバンクの可能性」参加 

場 所 ：城山観光ホテル 

参加者：野口 小川 青山 

６月１５日（月）１０時～１２時 

フードバンク施設協議会参加 

場 所 ：鹿児島市社会福祉協議会 

参加者：坂口 青山 



１１月２７日（金） 

鹿児島国際大学社会福祉特講 講義 

場 所 ：鹿児島国際大学 

参加者：坂口（講義） 当事者１名 

１０月２９日（木）１４時～１６時 

フードバンクマニュアル研修会参加 

場 所 ：天文館ビジョンホール 

参加者：坂口 野口 小川 

３月２０日（日）１３時半～１６時 

「身寄り」問題に挑む！シンポジウム後援 

場 所 ：サンプラザ天文館 ＮＰＯ法人おかやま入居支援センター主催 

参加者：芝田 坂口 堀之内 野口 小川 根比 当事者２名（運営スタッフ） 

３７ 第１号議案 

３月２日（水） 

薬物関連問題関係者会議参加 

場 所 ：鹿児島保護観察所 

参加者：鶴田 

１１月２７日（金） 

「精神保健福祉ボランティア養成講座」講師 

場 所 ：樋脇保健センター「社会的孤立を防ぐ防止活動について」 

参加者：鶴田 



３８ 第１号議案 

ワークショップ開催報告 

支えあう会事務局 

 今年度は、支えあう会の活動を通じて、貧困問題に対する 

理解と共感を広めていくための活動として「ワークショップ」を 

４回開催しました。開催日とテーマは下記の通りです。 

 

学生ボランティアスタッフによる活動報告＆交流会 

参加する日時の異なっている学生ボランティアさんに集まってもらい、自己紹介とともに、そ 

れぞれがどのような形で参加しているのか話していただく。ミーティング中、連絡網の整備が 

重要との意見があり、学生ボランティアライングループが作成された。5/21現在３９名登録 

６月１９日（金）１９時～２０時 しのびビル２Ｆ 

おにぎりボランティアスタッフによる活動報告＆交流会 

参加する曜日の異なっているおにぎりボランティアさんに、それぞれがどのような形で参加し 

ているのか、自己紹介を交えながら話していただく。また、路上生活の方が社会復帰に至るま 

で、当会がどのような支援協力を行っているのか質疑応答を交えて説明した。 

１０月３０日（金）１９時～２０時 しのびビル２Ｆ 

路上生活者の方の健康問題について 

長年、料理会開催時に参加者の健康相談会を開催されている、民医連・那須先生に講話をお願 

いしました。また路上生活のかたが病気になった場合や生活保護申請を行った方の病院受診や 

入院への対応などの事例報告を行いました。 

２月２８日（金）１６時～１７時 県民交流センター５Ｆ 

ゲートキーパーについて 

近年、注目されているゲートキーパー（自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応や支援 

を行える人）の役割や行動を精神保健福祉士の方に講演していただき、当会での支援活動の中 

で、連動できる部分を共有しました。 

３月２０日（金）１９時～２０時 



３９ 第１号議案 

クラウドファンディング成果報告 

支えあう会事務局 

 ２０１４年１２月より、クラウドファンディング（インターネット上のクリック募

金）をスタートさせました。（http://gooddo.jp/gd/group/sasaeaukai/） 

 ２０１５年度は１３万円を越える支援金を受け取ることができました。 

 支援の仕組みは支えあう会の「応援ページ」（上記アドレス参照）に設置 

されている「応援ボタン」押すだけです。 

 どなたでも参加が可能で、１クリックで２０～１０００Ｐが加算され、毎週日曜日に得点が 

集計され、支援額が確定します。 

 またページ内の協賛企業のフェイスブックに「いいね!」をしたり、バナーからネットショップ

（楽天等）で買い物をしても支援金が発生します。 

 支出は全て協賛企業から支払われる為、クリックした方への負担は一切ありません。 

 毎週３００００Ｐに到達すると、おにぎり配りで必要な物資の購入費を全てまかなうことがで

きます。今年度もご協力宜しくお願いいたします。 

 

 

 

いいね！
商品購入

応援クリック
投稿シェア

４月 ¥767 ¥13,876 ¥14,643

５月 ¥1,072 ¥15,829 ¥16,901

６月 ¥1,396 ¥14,480 ¥15,876

７月 ¥1,017 ¥13,957 ¥14,974

８月 ¥678 ¥17,584 ¥18,262

９月 ¥2,233 ¥11,321 ¥13,554

１０月 ¥1,277 ¥6,208 ¥7,485

１１月 ¥564 ¥5,622 ¥6,186

１２月 ¥990 ¥8,342 ¥9,332

１月 ¥462 ¥5,550 ¥6,012

２月 ¥1,008 ¥3,944 ¥4,952

３月 ¥767 ¥4,548 ¥5,315

合計 ¥12,231 ¥121,261 ¥133,492

応援ページへ 

  応援ページ内のこの 

 ボタンをクリックする 

 だけで支援になります 



１ 第２号議案 

第２号議案 ２０１５年（平成２７年）度決算報告書の件 

正味財産増減計算書【決算】平成２７年４月１日及至平成２８年３月３１日     

（単位 円） 



２ 第２号議案 

特定非営利活動に係る事業の財産目録 

       平成２８年３月３１日 

特定非営利活動法人鹿児島ホームレス生活者支えあう会 

（単位 円） 

資産の部

現金 388,767
普通預金
　鹿児島銀行指宿支店（1143828） 26,073
　鹿児島銀行指宿支店（1160383） 885,892
　鹿児島銀行指宿支店（1164283） 0
　鹿児島銀行天神馬場支店（1067285） 0
　九州労働金庫鹿児島支店 139
郵便貯金
　普通（17800-31774671） 0
郵便振替口座
　鹿児島東千石郵便局 327,536
貸付金 0
未収金 683,308

2,311,715

0
2,311,715

負債の部

預り源泉税 24,676
預り社会保険料 34,806
未払金 632,064

691,546

0
691,546

1,620,169

2

流動資産

流動資産合計
固定資産
固定資産合計

流動負債合計

流動負債

固定負債
固定負債合計

科　　目

負債合計
正味財産

金　　額

資産合計

1
Ⅰ

Ⅱ

2

1

上記のとおり相違ありません。   

平成２８年３月３１日   

鹿児島市下荒田4-30-5 プレジデント下荒田201   

特定非営利活動法人かごしまホームレス生活者支えあう会   

理事  堀之内 洋一   



（単位 円） 

平成２７年度特定非営利活動に係る事業の貸借対照表 

 平成２８年３月３１日現在 

特定非営利活動法人鹿児島ホームレス生活者支えあう会 

３ 第２号議案 

資産の部 負債の部

流動資産 流動負債

現金 388,767 未払金 632,064

普通預金 912,104 預り源泉税 24,676

郵便貯金 0 預り社会保険料 34,806

郵便振替口座 327,536 流動資産合計 691,546

貸付金 0 固定負債

未収金 683,308 なし 0

固定資産合計 0

流動資産合計 2,311,715 正味財産の部

固定資産 前期繰越正味財産 2,482,337

なし 0 当期正味財産増減額 ▲ 862,168

固定資産合計 0 正味財産合計 1,620,169

2,311,715 2,311,715

Ⅱ

1

金額（円） 科　　目 金額（円）

2

科　　目

Ⅰ

1

2

資産の部合計

Ⅲ

負債及び正味財産の部合計



４ 第２号議案 



１ 第３号議案 

第３号議案 平成２８年度事業計画書案承認の件 

 

平成２８年度事業計画書（案） 
 

平成２８年４月１日乃至平成２９年３月３１日 

 

特定非営利活動法人かごしまホームレス生活者支えあう会 

 

１．事業実施の方針 

   平成２８年度は、ホームレス生活者等の衣食住の確保のための生活支援事業、福祉・

就職・法律・医療相談活動、並びに相互交流事業について、前年度に引き続いて間

断なく行う。なお、一般市民のための啓発事業及びホームレス生活者等に関する調

査及び研究事業については、必要に応じて随時行う。 

平成２６年度に引き続き、人権擁護事業として、緊急一時宿泊施設の運営及び法

務省の委託を受けて行う自立準備ホーム事業を実施する。 

 

２．事業の実施に関する事項 

 

（１）特定非営利活動に係る事業 

（ア）ホームレス生活者等を対象とする食料，衣類，日用品の提供及び 

    住まいの確保を支援する事業  

事業内容：①炊き出し等 

鹿児島市内の公園（鹿児島市中心地区及び谷山地区）その他の公的

施設において、ホームレス生活者等を対象として、本法人で購入した

又は会員及び支援者・団体から寄付、鹿児島市の市民とつくる協働の

まち事業の補助金で食料、衣類、日用品等を無償で提供するほか、県

内各地のホームレス生活者等からの相談に応じ，支援を行う。 特に冬

季は、ホームレス生活者等の生命と健康の維持のために、食料、衣

類、寝袋等の提供に力を入れる。年末年始についても、ホームレス生

活者の方々が、暖かく年を越すことができるよう支援を続ける。  

②住宅の紹介等 

賃貸住宅などの物件を探しているホームレス生活者等に対象として、

低廉な物件を無償で紹介する。  

実施場所：①、②ともに鹿児島県内  

実施時期：①、②ともに通年  

従事人数：①、②併せて、延べ４５０人 

対象者   ：①、②併せて、ホームレス生活者等延べ２５００人 

収入見込：①、②併せて０円 

支出見込：①、②併せて３５０．０００円。  



２ 第３号議案 

（イ）ホームレス生活者等を対象とする人権擁護事業 

   事業内容： ①生活困窮者・自殺企図者のための緊急一時宿泊施設の運営 

        ②自立準備ホーム事業（法務省より受託）の運営 

         ③夜回り活動  

実施場所：①、②、③ともに鹿児島市内  

実施時期：①、②、③ともに通年  

従事人数：①２人 

②２人 

         ③延べ２４０人 

対 象 者 ：①、②、③併せてホームレス生活者等延べ１５００人 

収入見込：①②あわせて４．５００．０００円 

（法務省自立準備ホーム事業受託料を含む） 

③０円 

支出見込：①、②あわせて、１．５００．０００円 

        ③２１６．０００円 

 

（ウ）ホームレス生活者等を対象とする福祉，就職，法律相談事業  

事業内容：①無料相談会 

鹿児島県内、特に鹿児島市内の公園（鹿児島市中心地区及び谷山地

区）及び公民館等の公的施設において、ホームレス生活者等を対象と

して、人権擁護のための相談，生活保護・年金などの福祉に関する相

談、就職活動・就職先などの就職に関する相談、借金などの法律相談

並びに健康相談を無償にて行う。  

②居宅等の訪問 

ホームレス生活者等の居宅又は居所を訪ね、人権擁護のための相

談、生活保護・年金などの福祉に関する相談、就職活動・就職先など

の就職に関する相談、借金などの法律相談並びに健康相談を無償に

て行う。 

          ③鹿児島市内のマンションの1室を借りあげ、職員及びボランティアを配

置し、即時かつ継続的に相談を受ける。 

実施場所： ①、②、③ともに鹿児島市内  

実施時期： ①、②、③ともに通年。 

従事人数： ①２４人 

        ②１０名 

          ③延べ１０４人 

対 象 者：  ①、②併せてホームレス生活者等延べ３５０人 

                ③ホームレス生活者等延べ３００人  

収入見込： ①、②、③併せて０円 

支出見込： ①、②、③いずれも０円 
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（エ）ホームレス生活者等の相互の交流事業  

事業内容：料理会 

        毎月１回、鹿児島市内の公民館等の公的施設の調理実習室を利用して、 

ホームレス生活者等の料理会を開催する。食材の一部はグリーンコープ  

から購入する。並びに毎月１回程度、当法人からのお知らせをホームレス 

生活者等へ配布する。  

実施場所：鹿児島市内 

実施時期：通年  

従事人数：延べ３６人  

対 象 者 ：ホームレス生活者等延べ３６０人  

収入見込：０円 

支出見込：４３９．２００円 

 

（オ）ホームレス生活者等及びホームレス生活者等の抱える社会的又は経済的問題を 

      理解し，ホームレス生活者等に対するあらゆる差別をなくすための啓発事業  

事業内容：①学習会 

       一般市民を対象として、ホームレス生活者等及びホームレス生活者等の 

              抱える社会的又は経済的問題を理解するための学習会を開催する。  

 ②関連団体との共同事業           

       九州内及び全国のホームレス生活者等支援のための関連団体と共同し   

              て、ホームレス生活者等及びホームレス生活者等の抱える社会的又は経  

       済的問題を理解し、ホームレス生活者等に対するあらゆる差別をなくすた 

              めのシンポジウム、勉強会等を開催する。  

実施場所：①鹿児島市内  

②全国  

実施時期：①、②いずれも開催時期は未定。   

従事人数：①、②併せて延べ５０人  

対 象 者 ：①、②併せてホームレス生活者等及び一般市民延べ１０００人  

収入見込：①、②ともに０円。  

支出見込：①、②併せて０円。 

（カ）ホームレス生活者等及びホームレス生活者等の抱える社会的又は経済的問題に 

      関する調査，研究及び提言事業  

事業内容 ：①調査 

       鹿児島市内におけるホームレス生活者等の実数、生活実態、福祉、就労  

              医療に関する悩み又は希望等に関する調査を行う。 

       さらに今年度は、ホームレス生活者の多くが路上生活を脱した後も、社会  

       的に孤立している実態に鑑み、身寄りのない方や社会的に孤立している  

       方々の意識調査及び身寄りのない方が、病院に入院することになった場  

       合の問題について調査を行う。        

  ②他の関連団体との意見交換等 

             ホームレス生活者を支援する他の団体との意見交換等を行う。 

  ③提言等 

       上記調査結果及び意見交換等に基づく提言・陳情・請願活動を行う。 

実施場所 ：①は、鹿児島県内 

         ②、③は全国 
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実施時期 ：①は通年。 

         ②、③いずれも実施時期は未定である。必要に応じて適時に行う。 

従事人数 ：①１５人 さらに他団体との協力 

        ②、③２人  

対 象 者：①、②、③併せてホームレス生活者等及び一般市民延べ１０００人  

収入見込 ：①、②、③併せて１．４００．０００円  

支出見込 ：①、②、③併せて１．４００．０００円 

 

（２）その他の事業   

 

（ア）出版事業  

事業内容：当法人の活動の紹介及び当法人が行った調査研究及び提言をまとめて 

               記述したものを出版する。  

実施場所：鹿児島市内  

実施時期：必要に応じて随時。  

従事人数：延べ２０人  

対 象 者 ：会員、ホームレス生活者等及び一般市民延べ１０００人  

収入見込：０円  

支出見込：０円  

 

（イ）会員を対象とする研修事業  

事業内容：会員を対象として、ホームレス生活者等及びホームレス生活者等の抱え 

               る社会的又は経済的問題を理解するための小規模な学習会を開催 

               する。  

実施場所：鹿児島市内  

実施時期：未定 

従事人数：延べ５０人  

対 象 者 ：会員延べ５０人  

収入見込：０円  

支出見込：０円 
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事業計画の解説 
 

２０１６年５月２１日 

ＮＰＯ法人かごしまホームレス生活者支えあう会 

 

ＮＰＯ法人の事業計画は、総会後、所管庁である鹿児島県に提出する必要があるため、

会の規則である定款に合わせた形で作成する必要があり、会員のみなさまには、ご理解に

なりにくい形式的なものになってしまいがちです。 

そこで、県に提出すべき事業計画とは別に「事業計画の解説」を作成しました。こちらで

は、活動の実態に合わせた形で作成し、会員のみなさまに、本会の活動の内容や様子を

より深くご理解いただきたいと思います。 

 

１・おにぎり配り活動 

  本会は、長年にわたって、週に３回（火曜日，木曜日，日曜日），おにぎり配り活動 

  を継続してきました。今年度も、もちろん、活動を継続します。昨年度に引き続き、 

  ホームレス生活者の方々に活動を知ってもらう機会を増やすために、曜日によっ 

  て、中央公園と甲突川河畔の双方で行います。 

  また、おにぎり配りを通じて貧困問題に対する理解と共感を広めるため、今年度も 

  引き続き様々な団体と協働して「○○と支えあう会によるおにぎり配り活動」を実施 

  していく予定です。 

 

２・夜回り活動 

  今年度も、従前どおり、月に１回の夜回り活動を継続することとしています。 

  また、従前、桜島桟橋、天文館周辺、鴨池周辺、鹿児島中央駅等市内中心部が 

  主な活動範囲だったのですが、昨年度から、さらに多くのホームレス生活者の 

  方々との出会いと支援の機会の提供を求めて、谷山方面についても対象とするこ 

  ととしました。今年度もこれを継続します。また、夜回り活動を通じて貧困問題に対 

  する理解と共感を広めるため、様々な団体と協働して「○○と支えあう会による夜 

  回り活動」を実施していく予定です。 

 

３・料理会・料理教室 

  本年度も、これまで同様、毎月１回の料理会を継続することとしています。 

  また、料理会活動を通じて貧困問題に対する理解と共感を広めるため、様々な団 

  体と協働して「○○と支えあう会による料理会活動」を実施していく予定です。 

 

４・医療相談会 

  本年度も、料理会とあわせて実施してきた医療相談会を、鹿児島生協病院さんの 

  ご協力のもと、継続することとしています。 

 

５・シェルター・自立準備ホームの運営 

  今年度も、３ＬＤＫのマンション一室での運営を続けていく予定です。 

 

６・広報誌の発行，ホームページ，ブログ及びフェイスブックの運営 

  広報誌は、今後も、年２回の発行を続けていきます。 

  ホームページ、及びフェイスブックについては、日々の活動情報をこまめにアップ 

  するなど，積極的な運営を行っていきます。 
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７・gooddo（クラウドファウンディング） 

  インターネット上で、クリックひとつでＮＰＯ等に対する寄付を行うことができる 

  「gooddo（グッドゥー）」は、みなさまのご協力のお陰で，年間１３万円以上の寄付を 

  いただくことができました。最近は応援クリック数が減少していますので、引き続き 

  みなさまのご協力をお願い申し上げます。 

 

８・サロンの運営 

     いまだ再スタートには至っていません。本年度も、事務局体制や予算をよく考慮し  

     つつ、再スタートについて見当を続けて行きたいと思います。 

  

９・鹿児島県からの委託事業、国の補助事業について 

  昨年度は、１１月になってから鹿児島県より「若年層に対する生活安心コ－ディ 

  ネート事業」を委託することができました。今年度も同事業を申請予定です。 

  （予算書には、平成２７年度の約半額１５０万円を計上しています。） 

 

１０・鹿児島市からの助成金について 

  昨年度は８０４千円をもらいましたが、半額補助のため、同額以上の寄付等の収 

  入をあげなければならないことと、最終報告書に至るまでの事務処理が非常に煩 

  雑なことから、本年度は申請を見送りました。 



１ 第４号議案 

 
第４号議案 平成２８年度予算案承認の件 

正味財産増減計画書【予算案】 平成２８年４月１日及至平成２９年３月３１日 

（単位 円） 



１ 第５号議案 

第５号議案 資産の総額の確認に関する件 

 

平成２８年３月３１日現在の本法人の総額は、 

金１．６２０．１６９円である旨、確認する。 



№ 種別 氏名商号   № 種別 氏名商号 

1 正会員 堀之内 洋一   55 正会員 染河 敏幸 

2 正会員 外山 廣明   56 正会員 棈松 基 

3 正会員 大坪 正博   57 正会員 鶴田 啓洋 

4 正会員 芝田 淳   65 賛助会員 祐下 由美子 

5 正会員 小川 みさ子   70 賛助会員 原畠 三男 

6 正会員 馬頭 忠治   79 賛助会員 池田 りつ子 

7 正会員 林 千代子   82 賛助会員 友野 さくら 

10 正会員 梅垣 晃一   83 賛助会員 今村 さえみ 

11 正会員 梅垣 知子   86 正会員 笹川 純子 

12 正会員 韓 華国   87 正会員 上村 寛和 

14 正会員 川口 智子   89 正会員 慶田 信一 

16 賛助会員 柏村 考兵   90 正会員 元島 徳枝 

18 正会員 野口 英一郎   91 正会員 雨宮 寿美代 

20 正会員 節政 玲子   92 正会員 浜田 武 

21 正会員 
グリーンコープかごしま       

生活協同組合 
  93 正会員 北 靖恵 

22 賛助会員 鳥原 良子   94 正会員 内匠 道春 

23 賛助会員 前門 京子   95 正会員 丸山 十次 

25 賛助会員 本田 慎一   96 正会員 井上 従昭 

27 賛助会員 渕上 正夫   98 賛助会員 三坂 源明 

28 賛助会員 宮薗 久仁子   99 正会員 疋田 京子 

30 賛助会員 藤久保 律子   100 正会員 柳 誠子 

36 賛助会員 橋口 契子   101 正会員 薗田 貴充 

44 賛助会員 米森 奈穂子   102 正会員 前村 和幸 

51 賛助会員 図師 博隆   103 正会員 橋口 愛沙 

52 賛助会員 渡辺 克司   104 正会員 西田 鉄心 

特定非営利活動法人かごしまホームレス生活者支えあう会 会員名簿 



№ 種別 氏名商号  № 種別 氏名商号 

105 正会員 石黒 浩二  131 賛助会員 下堂薗 豊 

106 賛助会員 小田 和三  132 賛助会員 月野 隆史 

107 賛助会員 嵩原 裕子  133 賛助会員 中段 勝司 

108 正会員 直井 圭介  134 賛助会員 時田 浩 

109 正会員 竹口 憂  135 賛助会員 中山 克巳 

110 正会員 藤原 奈美  136 賛助会員 濱田 真二 

111 賛助会員 中熊 美奈子  137 賛助会員 東 昭二 

112 正会員 東苑 一磨  138 賛助会員 原田 勝弘 

113 正会員 坂口 松平  139 賛助会員 福重 康雄 

114 賛助会員 岩崎 弘  140 正会員 増田 秀雄 

115 賛助会員 
センター事業団鹿児島 

谷山営業所 
 141 賛助会員 松田 美代子 

116 賛助会員 田畑 芳人  142 賛助会員 丸野 睦夫 

117 賛助会員 坂口 猛  143 賛助会員 宮後 義弘 

118 賛助会員 荒井 研一  144 賛助会員 森 征一郎 

119 賛助会員 池田 耕一  145 賛助会員 宮城 智一 

120 賛助会員 石原 光子  146 賛助会員 守島 健次 

121 賛助会員 今村 徹  147 賛助会員 安田 雄一 

122 賛助会員 井出 惠子  148 賛助会員 山口 淳正 

123 賛助会員 加治木 百年  149 賛助会員 梁井 洋之介 

124 賛助会員 鬼塚脇 剛  150 賛助会員 吉岡 靖雄 

125 賛助会員 川路 周一  151 賛助会員 渡 健 

126 賛助会員 汾陽 俊一  152 賛助会員 内村 凉惠 

127 賛助会員 黒木 幸一  153 賛助会員 堂脇 悟 

128 賛助会員 神田 哲朗  154 賛助会員 鶴岡 五郎 

129 賛助会員 河野 泰子  155 賛助会員 前野 洋一郎 

130 賛助会員 竹之内 信一     平成２８年３月３１日現在 



特定非営利活動法人かごしまホームレス生活者支えあう会定款 
 

 

平成２４年５月１９日変更 

 

 

第１章 総 則 

 

（名 称） 

第１条 本法人は，特定非営利活動法人かごしまホームレス生活者支えあう会と称する。 

（事務所） 

第２条 本法人は，主たる事務所を鹿児島県鹿児島市におく。 

（公告の方法） 

第３条 本法人の公告は，本法人の掲示場に掲示するとともに，官報に掲載して行う。 

（定 義） 

第４条 本定款において，「ホームレス生活者」とは，社会的又は経済的困窮のため安定し

た住まいを確保できない者をいう。 

 

 

第２章 目的及び事業 

 

（目 的） 

第５条  本法人は，鹿児島県において，ホームレス生活者及びホームレス生活者となる

おそれのある者（以下，「ホームレス生活者等」という。）の生活及び自立を支援

し，人権を守り，自立したホームレス生活者等が再びホームレス生活者等となるこ

とを防ぐとともに，ホームレス生活者等であることによるあらゆる差別をなくすため

の事業を行い，もって誰もが暮らしやすい社会を形成し，社会全体の利益の増

進に寄与することを目的とする。 

（特定非営利活動の種類） 

第６条 本法人は，前条の目的を達成するため，次の種類の特定非営利活動を行う。 

一 保健，医療又は福祉の増進を図る活動 

二 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

三 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

（事 業） 

第７条 本法人は，第５条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

一 特定非営利活動に係る事業 

    ①ホームレス生活者等を対象とする食料，衣類，日用品の提供及び住まい 

      の確保を支援する事業 

 ②ホームレス生活者等を対象とする人権擁護事業 

 ③ホームレス生活者等を対象とする福祉，就職，法律相談事業 

 ④ホームレス生活者等の相互の交流事業 

 ⑤ホームレス生活者等及びホームレス生活者等の抱える社会的又は経済

的問題を理解し，ホームレス生活者等に対するあらゆる差別をなくすた

めの啓発事業 

 ⑥ホームレス生活者等及びホームレス生活者等の抱える社会的又は経済

的問題に関する調査及び研究並びにこれらに基づく提言の公表 

  



二 その他の事業  

①物品の販売事業 

②出版事業 

③会員を対象とする研修事業 

   ２  前項第２号に掲げる事業は，同項第１号に掲げる事業に支障がない限り行うもの

とし，その収益は同号に掲げる事業に充てるものとする。 

 

 

第３章 会 員 

 

（種 別） 

第８条 本法人の会員は，次の２種とし，正会員をもって，特定非営利活動促進法（以下，

「法」という。）上の社員とする。 

一 正会員   本法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 

二 賛助会員 本法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体 

（入 会） 

第９条 会員の入会については，特に条件を定めない。 

２  会員として入会しようとするものは，理事長が別に定める入会申込書により，理事

長に申し込むものとし，理事長は正当な理由がない限り，入会を認めなければなら

ない。 

３  理事長は，前項の者の入会を認めないときは，速やかに，理由を付した書面をもっ

て本人にその旨を通知しなければならない。 

（会 費） 

第１０条 会員は，総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

（会員資格の喪失） 

第１１条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは，その資格を喪失する。 

一 退会届を提出したとき 

二 本人が死亡し，又は会員である団体が消滅したとき 

三 継続して２年以上会費を滞納したとき 

四 除名されたとき 

（退 会） 

第１２条 会員は，理事長が別に定める退会届を理事長に提出して，任意に退会すること

ができる。 

（除 名） 

第１３条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは，総会の議決により，こ

れを除名することができる。この場合，その会員に対し，議決前に弁明の機会

を与えなければならない。 

一 本定款に違反したとき 

二 本法人の名誉を傷つけ，又は目的に反する行為をしたとき 

（拠出金品の不返還） 

第１４条 既納の会費及びその他の拠出金品は，返還しない。 



第４章 役員及び職員 

 

（種別および定数） 

第１５条 本法人に，次の役員を置く。 

一 理事  ３人以上８人以内 

二 監事  １人以上３人以内 

２  理事のうち，１人を理事長，２人を副理事長とする。 

（選任等） 

第１６条 理事及び監事は，総会において選任する。 

    ２ 理事長及び副理事長は，理事の互選とする。 

３ 役員のうちには，それぞれの役員について，その配偶者若しくは３親等以内の親

族が１人を超えて含まれ，又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親

族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

    ４ 監事は，理事又は本法人の職員を兼ねることができない。 

（職 務） 

第１７条 理事長は，本法人を代表し，その業務を総理する。 

２ 副理事長は，理事長を補佐し，理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたとき

は，理事長があらかじめ指名した順序によって，その職務を代行する。 

３ 理事は，理事会を構成し，本定款の定め及び理事会の議決に基づき，本法人の

業務を執行する。 

４ 監事は，次に掲げる職務を行う。 

一 理事の業務執行の状況を監査すること。 

二 本法人の財産の状況を監査すること。 

三 前２号の規定による監査の結果，本法人の業務又は財産に関し不正の行為

又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合に

は，これを総会又は所管庁に報告すること。 

四 前号の報告をするため必要がある場合には，総会を招集すること。 

五 理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について，理事に意見を

述べ，又は理事会の招集を請求すること。 

（任 期） 

第１８条 役員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず，後任の役員が選任されていない場合には，当該任期

の末日後の最初の総会が終結するまで，その任期を伸長する。 

３ 補欠のため，又は増員により就任した役員の任期は，それぞれの前任者又は現

任者の任期の残存期間とする。 

４ 役員は，辞任又は任期満了後においても，後任者が就任するまでは，その職務

を行わなければならない。 

（欠員補充） 

第１９条 理事又は監事のうち，その定数の３分の１を超える者が欠けたときは，遅滞なくこ

れを補充しなければならない。 

 

（解 任） 

第２０条 役員が次の各号にいずれかに該当するに至ったときは，総会の議決により，これ

を解任することができる。 



一 心身の故障のため，職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

（報 酬） 

第２１条 役員は，その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 

２ 役員には，その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は，総会の議決を経て，理事長が別に定める。 

（職 員） 

第２２条 本法人に，事務局長その他の職員を置くことができる。 

２ 職員は，理事長が任免する。 

（顧問及び相談役） 

第２３条 本法人に，顧問及び相談役を置くことができる。 

    ２ 顧問及び相談役の任期は，就任時の理事長の任期と同一とする。 

 

 

第５章 総 会 

 

（種 別） 

第２４条 本法人の総会は，通常総会及び臨時総会の２種とする。 

（構 成） 

第２５条 総会は，正会員をもって構成する。 

（権 能） 

第２６条 総会は，次の事項について議決する。 

一 定款の変更 

二 解散及び合併 

三 事業計画及び収支予算並びにその変更 

四 事業報告及び収支決算 

五 役員の選任又は解任，職務及び報酬 

六 会費の額 

七 借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第５２

条において同じ。）の借入れその他新たな義務の負担及び権利の放棄 

八 事務局の組織及び運営 

九 その他運営に関する重要事項 

（開 催） 

第２７条 通常総会は，毎年１回開催する。 

２ 臨時総会は，次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

一 理事会が必要と認め，招集の請求をしたとき 

二 正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面により

招集の請求があったとき。 

三 第１７条第４項第４号の規定により，監事から招集があったとき。 

 

（招 集） 

第２８条 総会は，前条第２項第３号の場合を除き，理事長が招集する。 

２ 理事長は，前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは，その日

から３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。 



３ 総会を招集するときは，会議の日時，場所，目的及び審議事項を記載した書面に

より，開催の日の少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

（議 長） 

第２９条 総会の議長は，その総会に出席した正会員の中から選出する。 

（定足数） 

第３０条 総会は，正会員総数の３分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

（議 決） 

第３１条 総会における議決事項は，第２７条第３項の規定によりあらかじめ通知した事項

とする。 

２ 総会の議事は，本定款に規定するもののほか，出席した正会員の過半数をもっ

て決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

（表決権等） 

第３２条 各正会員の表決権は，平等なるものとする。 

２ やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は，あらかじめ通知された

事項について，書面をもって表決し，又は他の正会員を代理人として表決を委

任することができる。 

３ 前項の規定により表決し，又は表決を委任した正会員は，前２条，次条第１項及

び第５３条の適用については，総会に出席したものとみなす。 

４ 総会の議決について，特別の利害関係を有する正会員は，その議事の議決に

加わることができない。 

（議事録） 

第３３条 総会の議事については，次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。 

一 日時及び場所 

二 正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあっ

ては，その数を付記すること。） 

三 審議事項 

四 議事の経過の概要及び議決の結果 

五 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には，議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署

名又は記名押印しなければならない。 

 

 

第６章 理事会 

 

（構 成） 

第３４条 理事会は，理事をもって構成する。 

（権 能） 

第３５条 理事会は，本定款で定めるもののほか，次の事項を議決する。 

一 総会に付議すべき事項 

二 総会の議決した事項の執行に関する事項  

三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（開 催） 

第３６条 理事会は，次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

一 理事長が必要と認めたとき。 

二 理事総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって 

   招集の請求があったとき。 

三 第１７条第４項第５号の規定により，監事から招集の請求があったとき。 



（招 集） 

第３７条 理事会は，理事長が招集する。 

２ 理事長は，前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは，その日から１

５日以内に理事会を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは，会議の日時，場所，目的及び審議事項を記載した書

面により，開催の日の少なくとも１日前までに通知しなければならない。 

（議 長） 

第３８条 理事会の議長は，理事長がこれに当たる。 

（議 決） 

第３９条 理事会における議決事項は，第３６条第３項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。 

２ 理事会の議事は，理事総数の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の

決するところによる。 

（表決権等） 

第４０条 各理事の表決権は，平等なるものとする。 

２ やむをえない理由のため理事会に出席できない理事は，あらかじめ通知された

事項について書面をもって表決することができる。 

３ 前項の規定により表決した理事は，次条第１項の適用については，理事会に出

席したものとみなす。 

４ 理事会の議決について，特別な利害関係を有する理事は，その議事の議決に

加わることができない。 

（議事録） 

第４１条 理事会の議事については，次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。 

一 日時及び場所 

二 理事総数，出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては，その旨を付

記すること。） 

三 審議事項 

四 議事の経過の概要及び議決の結果 

五 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には，議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署

名又は記名押印しなければならない。 

 

 

 

 

第７章 資産及び会計 

 

（資産の構成） 

第４２条 本法人の資産は，次の各号に掲げるものをもって構成する。 

     一 設立当初の財産目録に記載された資産 

     二 会費 

     三 寄付金品四 財産から生じる収入 

     五 事業に伴う収入 

     六 その他の収入 



（資産の区分） 

第４３条 本法人の資産は，これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び

その他の事業に関する資産の２種とする。 

（資産の管理） 

第４４条 本法人の資産は，理事長が管理し，その方法は，総会の議決を経て，理事長が

別に定める。 

（会計の原則） 

第４５条 本法人の会計は，法第２７条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 

（会計の区分） 

第４６条 本法人の会計は，これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び

その他の事業に関する会計の２種とする。 

（事業計画及び予算） 

第４７条 本法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は，理事長が作成し，総会の議決を

経なければならない。 

（暫定予算） 

第４８条 前条の規定にかかわらず，やむを得ない理由により予算が成立しないときは，理

事長は，理事会の議決を経て，予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収

入支出することができる。 

２ 前項の収入支出は，新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

（予備費の設定及び使用） 

第４９条 予算超過又は予算外の支出に充てるため，予算中に予備費を設けることができ

る。 

２ 予備費を使用するときは，理事会の議決を経なければならない。 

（予算の追加及び更正） 

第５０条 予算成立後にやむ得ない事由が生じたときは，総会の議決を経て，既定予算の

追加又は更正をすることができる。 

（事業報告及び決算） 

第５１条 本法人の事業報告書，収支計算書，貸借対照表及び財産目録等の決算に関す

る書類は，毎事業年度終了後，速やかに，理事長が作成し，監事の監査を受

け，総会の議決を経なければならない。 

２ 決算上剰余金が生じたときは，次事業年度に繰り越すものとする。 

（事業年度） 

第５２条 本法人の事業年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（臨機の措置） 

第５３条 予算をもって定めるもののほか，借入金の借入れその他新たな義務を負担し，

又は権利の放棄をしようとするときは，総会の議決を経なければならない。 

 



第８章定款の変更 

 

（定款の変更） 

第５４条 この法人が定款を変更しようとするときは，総会に出席した正会員の４分の３以上

の多数による議決を経，かつ，法第２５条第３項に規定する以下の事項を変更する場合，

所轄庁の認証を得なければならない。 

（１）  目的 

（２）  名称 

（３）  その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

（４）  主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁変更を伴うものに限る） 

（５）  社員の資格の得喪に関する事項 

（６）  役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く） 

（７）  会議に関する事項 

（８）  その他の事業を行う場合における，その種類その他当該その他の事業に関する 

     事業 

（９）  解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事項に限る） 

（１０）定款の変更に関する事項 

 

 

第９章  解散及び合併 

 

（解 散） 

第５５条 本法人は，次に掲げる事由により解散する。 

一 総会の決議 

二 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

三 正会員の欠亡 

四 合併 

五 破産手続開始の決定 

六 所轄庁による設立の認証の取消し 

    ２ 前項第１号の事由により本法人が解散するときは，正会員総数の４分の３以上の

承諾を得なければならない。 

    ３ 第１項第２号の事由により解散するときは，所轄庁の認定を得なければならない。 

（残余財産の帰属） 

第５６条 本法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）をしたときに

残存する財産は，総会の議決を経て選出した特非営利活動法人，公益法人又

は社会福祉法人に寄付するものとする。 

（合 併） 

第５７条 本法人が合併しようとするときは，総会において正会員総数の４分の３以上の議

決を経，かつ，所轄庁の認証を受けなければならない。 



 第１０章 雑 則 

 

（細則） 

第５８条 本定款の施行について必要な細則は，理事会の議決を経て，理事長がこれを定

める。 

 

 

附 則 

 

第１条 本定款は，本法人の成立の日から施行する。 

第２条 本法人の設立当初の役員は，次に掲げる者とする。 

理事長    堀之内 洋一 

副理事長  外山 廣明 

副理事長  大坪 正博 

理事     芝田 淳 

理事     野口 英一郎 

理事     小川 美沙子 

理事     馬頭 忠治 

監事     長野 千代子 

監事     吉海 正隆 

第３条 本法人の設立当初の役員の任期は，第１８条の規定にかかわらず，成立の日から

平成２１年５月３１日までとする。 

第４条 本法人の設立当初の事業計画及び収支予算は，第４６条の規定にかかわらず，

設立総会の定めるところによるものとする。 

第５条 本法人の設立当初の事業年度は，第５１条の規定にかかわらず，成立の日から平

成２０年３月３１日までとする。 

第６条 本法人の設立当初の年会費は，第１０条の規定にかかわらず次に掲げる額とす

る。 

年会費     正会員   個人   ２，０００円        

団体  １０，０００円 

賛助会員    個人   １，０００円 

                           団体   ５，０００円 

第７条 本法人成立前に，本法人の設立準備会に対して前条と同額の会費を支払った正

会員又は賛助会員に対しては，初年度の会費の支払いを免除する。 

 

上記は，本法人の定款である。 

平成２４年５月１９日 

特定非営利活動法人かごしまホームレス生活者支えあう会 

理事  堀之内 洋一 

 

 



【ｍｅｍｏ】 



■事務局                                      

〒890-0056 鹿児島市下荒田４丁目３０番５号プレジデント下荒田102号室    

■電話 080-4275－0371  ■ＦＡＸ099-203-0372 

■mail yuisasakagoshima@gmail.com 

■銀行預金口座        

鹿児島銀行  指宿支店        

口座番号     １１６０３８３        

口座名義人  特定非営利活動法人かごしまホームレス生活者支えあう会        

理事 堀之内 洋一  

■郵便振替口座     

口座番号   ０１７１０－８－４９１４５          

口座名称   特定非営利活動法人かごしまホームレス生活者支えあう会  

ご支援・ご寄付・会費等の振込先 

連絡先一覧 

特定非営利活動法人                    

かごしまホームレス生活者支えあう会 

 HP  http://www5.synapse.ne.jp/supporter/synapse-auto-page 

  https://www.facebook.com/sasaeau.k 

   http://gooddo.jp/gd/group/sasaeaukai    
支えあう会 

 




