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ＮＰＯ法人かごしまホームレス生活者支えあう会 

２０1７年度（平成２９年）定時総会 

～資料～ 

総会式次第 

 

開会の辞 

理事長挨拶 

出席定数の確認 

議長選任、書記任命 

 

第1号議案  ２０１６年（平成２８年）度事業総括（別紙） 

         ２０１６年（平成２８年）度事業報告の件 

第2号議案 ２０１６年（平成２８年）度決算報告書 

及び監査報告書承認の件 

第3号議案  ２０１７年（平成２９年）度事業計画書案承認の件 

第4号議案  ２０１７年（平成２９年）度予算書案承認の件 

第5号議案 資産の総額の確認に関する件 

第６号議案  役員改選に関する件  

 

議事録署名人2名の選任 

議長解任、書記任終了 

閉会の辞 

 

その他協議事項 

 

～資料～ 

※会員名簿 

※定款 

 

日  時   ２０１７年（平成２９年）５月２７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 



  正会員総数 ４５人 

 出席者 １７人 

 委任状 １０人 

 議    長      鶴田 啓洋 

 議事録作成者    直井 啓介 

 議事録署名者    久永 雅仁 

 議事録署名者    幾留 郁子 



事業報告書-９ 第１号議案 

平成２８年度事業報告書 
 

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 

    

 

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、又

は会員及び支援者・団体から寄付、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５４７人 

対 象 者 ：①、②併せて、ホームレス生活者等延べ１．１７２人 

収   入 ：①、②併せて０円 

支   出 ：①、②併せて２２６．７０６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：①、②併せて６人 

         ③延べ２３０人 

対 象 者： ①ホームレス生活者等５０人 

        ②ホームレス生活者等１３人 

         ③ホームレス生活者等延べ１８９人 

収   入： ①、②併せて３．７６６．７３８円 

③  ０円 

支   出： ①、②併せて８２０．０７６円 

        ③１３４．９３１円 

        計９５５．００７円    



事業報告書-１０ 第１号議案 

（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：①７３人 

         ②１０人 

         ③ ５人 

対象者  ：①、②併せてホームレス生活者等３５０人 

         ③ホームレス生活者等３６３名 

収   入：①、②、③併せて０円 

支   出：①、②、③併せて０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、グリーンコープかごしま生協福祉活動組合員基金の

助成を受け実施）。メニュー考案、調理指導はゴールデンタイムス天文

館のスタッフと協働した。 

  実施場所：鹿児島市内 

実施時期：通年  

従事人数：延べ７２人  

対 象 者：ホームレス生活者等延べ３５０人  

収   入：３００．０００円（グリーンコープかごしま生協福祉活動組合員基金） 

支   出：１８２．３２７円  



事業報告書-１１ 第１号議案 

（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。     

        ③クラウドファンディング 

        インターネットによる無料の募金を実施し、活動を告知した。    

 実施場所：①鹿児島市内  

 ②、③全国  

 実施時期：①イオン黄色いレシート活動（４月～９月） 

         ②今年度は実施せず         

            ③通年   

従事人数：①延べ１０人 

        ③延べ２０．０００人          

対 象 者 ：①延べ１０人 

       ③ＨＰ閲覧者等約３．０００人 

収   入 ：①０円 

       ③３９．７４１円                 

支   出 ：①、③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。 

                  ②１１/２６三県交流会（宮崎） 

             ９/２５寄せ場交流会（千葉） 

           ③１０/１ホームレス支援全国ネットワークによるホームレス自立支  

         援法延長要望書に賛同。  

従事人数：①７人 

                ②４人 

           ③６人 



事業報告書-１２ 第１号議案 

対 象 者 ：①ホームレス生活者等延べ約３,０００人 

                ②ホームレス生活者、支援者、一般市民等約１０００人 

           ③全国調査によって判明しているホームレス生活者等６．２３５人  

 

     収  入：①、②、③併せて０円 

     支  出：①、②、③併せて０円 

     ＊今年度はＷＡＭから６．９９９.０００円の助成を受けているが当会の活動は 

       助成対象外である。（当会が主幹団体となり実施した、「身寄り」問題対策の 

       ための活動への助成）詳細は『身寄り』問題対策総合地域づくり事業の報告 

       を参照。   

    

（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。 １０周年の活動をまとめた記念誌を作成し 

       配布した。 

実施場所：鹿児島市内  

実施時期：４月～６月 

従事人数：２０人  

対 象 者 ：会員、支援者、ホームレス生活者等１．０００人  

収   入 ：０円  

支   出 ：０円 （２８年度予算で作成） 

 

（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：今年度は実施せず 

対 象 者 ：会員及び一般市民１．０００人  

収  入  ：０円  

支  出  ：０円 

 



おにぎり配り報告-１３ 第１号議案 

おにぎり配り活動報告 

支えあう会 事務局 

 ２０１６年度のおにぎり配りは１４３回の開催で、延べ１２３５名の方に食事や

物資の提供を行いました。参加者の総数は５７名。内訳は長期路上生活の方９名、

生活困窮状態で参加した居宅者の方が１２名、過去に参加したことがある方４名、

新規参加者が３２名となっています。女性の参加者も３名おられました。 

２０１６年度・新規参加者の現状について 

 生活保護の申請を行い、居宅を確保された方２１名、他の地域に移られた方２名 

就労等、自力で社会復帰をされた方２名、現在も参加されている方３名、不明の方

４名（連絡や相談がないまま参加しなくなった等）となっています。 

生活安心コーディネート事業との連携について 

 アウトリーチ事業を活用し、問題解決に向けての支援を行うことができました。 

■事例１→近隣住民とのトラブルで、家に戻れず半路上化となっている方。      

 おにぎり配りで事情を確認した後、社会福祉士、司法書士が相談にのり、問題解

決を図り、現在は住居に戻って生活しています。 

■事例２→他地域で生活保護を受けていた状態で、鹿児島市に来た方 

 障がいがあり、金銭管理や、日常生活にも不安があるため、Ｂ型作業所と連携し

就労の確保と孤立の防止、当会理事の司法書士が金銭管理を請け負い、日常生活の

支援を継続しています。 



おにぎり配り報告-１４ 第１号議案 

おにぎり配りの協働について 

日曜日・鹿児島県青年司法書士会様（第二日曜日に無料相談会を開催） 

    かごしま・サイグループ様（第三日曜日に支援物資の提供） 

火曜日・妹尾様（毎週お料理の調理・提供） 

木曜日・お惣菜柴乃尾様（毎週お惣菜の提供） 

    加治屋町教会様（第３木曜日おにぎりの提供） 

    フードバンク鹿児島様（毎週支援物資の提供）  

不定期・大保様（支援物資の提供） 

    瀬戸口様（おにぎり提供） 

 ２０１６年度も支援者の皆様の協力で、たくさんの物資をお渡しすることができ

ました。また、今年度より月曜日に鹿児島愛の教会による炊出しが開始され、鹿児

島市では週５回の炊出しが実施されています。（日・火・木が支えあう会、土曜日

がザビエル教会） 

おにぎり配りについて 野口英一郎（木曜日担当理事） 

 ２０１７年の総会にあたり、定期的な炊き出し参加の初期を時折懐かしく思い出

します。あれから１２年・・・ 

 始めてから２週目か３週目の頃、Ｔさんから「みんながおにぎりが小さいと言っ

てるよ」と言われました。その時以来、大きなおにぎりをほぼ毎週、一升のお米を

炊いて届けています。暑い季節に万が一を思って梅干しおにぎりを届けたこともあ

りました。またＴさんに言われました「梅干しは嫌いな人がいるから使わないで欲

しいなぁ」。それから梅干しを使うことはやめました。 

 幸い、この１２年間おにぎりで食中毒は一度も起こっていませんね！！ 

 振り返れば多くの出会いがありました。その中のお一人は出会った時点でお金の

問題が複数段階で大変でした。寒い風が吹く公園で教えてもらった以外の語られな

かったお金の問題に連関して、やがてその人は事件を起こしてしまいました。時ど

き刑務所から手紙をもらうたびに、あの時あれ以上の何かができただろうかと今で

も自問します。 

 食べればこそ命が続くし、食べることを媒介にすればこそ始まる困り事の相談と

解決に向けたコミュニケーションがあります。 

 去年から、こども食堂の立ち上げと運営に参加する中でも、食べる行為の意味を

改めて思い考えます。この町の定点としてこれからもこの活動を大切にしていきた

い。１２年間、どんなに忙しくても一升のおにぎりを作ってくれるパートナーに感

謝です。                           



夜回り報告-１５ 第１号議案 

 毎月第三金曜日に、市内の夜回

り活動を実施しました。炊き出し

に参加している方の寝場所を中心

に、以前ホームレスの方が寝泊ま

りしていた場所や公園等に設置さ

れている屋外の多目的トイレを複

数チームで分担して巡回し、健康

状態の確認や周辺の環境を確認

し、必要に応じて、支援物資供を

お渡ししています。また、時間を

要する相談への対応は、後日、炊

き出しの場所や事務局で専門職

（法律家や福祉士）の方が対応を

行うようにしています。 

 

夜回り活動報告 

支えあう会 事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事例１ 

ドルフィンポート、新規の方。夜回りで呼び掛けたところ、炊き出しに参加。記憶

をなくしており、どうすればよいのかわからないとの相談。福祉課窓口で事情を話

してみるよう伝える。後日、福祉課より本人が保護申請に来たとの連絡あり。病院

で検査した結果、そのまま入院となる。３か月後、本人が炊き出しの場所を訪問し

無事退院し、保護も受理され、現在はアパートで生活しているとの報告がきた。 

■事例２ 

新規の方、中央駅地下で話を聞く。翌日に開催する無料相談会を紹介し、そこで保

護申請を決断。体調面に問題があったため、保護課の判断で、即日受理されアパー

ト入居となる。夜回りで相談を受けてから３日後に通院を開始することができた。 

■事例３ 

匿名の方、鹿児島市で以前保護を受けていたが、放浪癖があり、金が入るとほかの

地域へ無断で移動し打ち切りになるを繰り返している。先月までは静岡で生活保護

を受けていた。保護課にも顔を覚えられており、自分の性格に嫌気がさしているた

め、現時点では保護申請は考えていないとの事。その後１カ月ほど炊き出しに参加

していたが、保護申請を決断し受理された。 



料理会活動報告 

支えあう会 事務局 

 今年度は一般社団法人グリーンコープかごしま生協福祉活動組合員基金の助成対象  

事業に採択されました。３０万円の助成金は料理会用の食材購入費、会場費、案内用郵

送費として活用いたしました。 

  

最終日曜日に開催。当会に相談に来られたことがある方にも参加を呼び掛けてお

り、自炊の練習だけでなく、交流の場としても定着している。今年度もゴールデン

タイムス天文館のスタッフの方に、レシピ考案、調理指導を行ってもらっている。 

料理会報告-１６ 第１号議案 

開催数 開催日 開催場所 
参加者内訳 

メニュー 
スタッフ 居宅 路上 合計 

113 4月24日 交流センター 6人 14人 5人 25人 チキンドリア 

114 5月29日 交流センター 7人 13人 4人 24人 鶏のそぼろ丼 

115 6月26日 交流センター 7人 18人 6人 31人 豚肉のしぐれ煮 

116 7月31日 交流センター 9人 17人 6人 32人 チャプチェ丼 

117 8月28日 交流センター 5人 12人 5人 22人 豚の生姜焼き 

118 9月25日 交流センター 6人 16人 6人 28人 鶏の照り焼き 

119 10月30日 交流センター 6人 12人 5人 23人 キムチ牛丼 

120 11月27日 中央公民館 6人 10人 4人 20人 豚の生姜焼丼 

121 12月18日 中央公民館 4人 13人 5人 22人 チキンカツ丼 

122 1月29日 城西公民館 5人 12人 5人 22人 チキン中華丼 

123 2月26日 中央公民館 4人 13人 5人 23人 牛丼 

124 3月27日 交流センター 6人 19人 5人 30人 トンテキ 

年間累計 71人 １６９人 ６１人 ３０２人   



201６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 

１・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る。 

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する。 

 

２・事業期間および実施回数 

事業期間 201６年4月～201７年3月 

（第70回〜第79回） 

実施回数 10回 

 

３・相談者に関するデータ 

 Ａ：相談者総数(延べ)   65名 

 Ｂ：性別         男性  65名・女性  0 名 

 Ｃ：路上・居宅の別  路上  13名  居宅52 名 

 Ｄ：健康状態 

 健康相談会に訪れる相談者の多くは、生活保

護受給者であり、ホームレス生活者は相対的に

少なかった。健康相談会を通して、生活保護受

給後にも、様々な心身の不安が存在することが

わかった。近隣居住者とのトラブルなどもからん

で、不安や不眠が生じている例、多数の疾患が

重複して困難が増している例などが見られた。 

 

 また、全体に血圧の高い方の割合が多く、食

生活に共通の問題が存在する可能性が考えら

れた。その他、「孤独死の予感」を訴える方もお

られ、人と人との絆を強くし、孤立を防ぐことが

重要であると感じられた。 

 

４・まとめ 

健康相談のみで問題が解決できることは、ほとんどないが、健康相談できる場を持ち続け

ることそのものに、意味があると考えられる。今後とも微力ではあるが、健康相談会を続け

ていきたい。 

医療相談会報告-１７ 第１号議案 



しゃべりば報告-１８ 第１号議案 

「しゃべりば」活動報告 

理事 小川みさ子 

 毎月開いている「しゃべりば」は、始めて８年目になりました。ホームレス生活

経験のある生活保護受給者を対象に、情報交換或いは地域での孤立化や自殺防止対

策の一助になればとの思いで始めました。 

 これまでも報告したように、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、各界ゲストによる専門的情報と交流、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わけですが、２８年度に最も重ね

た話題は、写真で見本を紹介させて頂いた「エンディングノート」についてでし

た。「しゃべりば」での積み重ねを軸に、身寄り問題などを深めあう互助会として

「鹿児島地域で支えあう会」の設立につながったことは大変、喜ばしいことです。 

 これまで、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、毎回、お菓子や飲み物など経費はカンパで賄って続けてきま

した。ここ数年はとりわけ若者たち、議員インターン生たちも一緒に参加しても

らっているところです。 

 今後とも気軽に声をかけあって参加頂ければ嬉しいです☆彡 

２８年度の参加者 

  
５月  ８人 １１月  ９人 

６月 １５人 １月  ７人 

８月 １０人 ２月  ９人 

９月 １１人 ３月 １０人 

１０月  ８人   



シェルタ－報告-１９ 第１号議案 

平成２８年度緊急一時宿泊施設(シェルター)事業及び 

生活安心コーディネート事業の報告 

                            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28年4月～平成29年3月までの申込を含めた利用者数は６０名(前年度７６名)で、 

５５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３名、入所中に失踪された方が１名、その他が１名であった。 

■年齢分布は次の通りである。（最年少２４歳、最高齢７２歳、平均４３歳） 

 ２０－２９歳   4名（7％） ３０－３９歳 12名（20％） ４０－４９歳 18名（30％） 

 ５０－５９歳  8名（13％） ６０－６９歳 17名（28％） ７０－７９歳  1名（2％） 

■市内出身者が１０名、その他鹿児島県出身者が１９名、他県出身者が3１名であった。 

■なんらかの障害のある方（疑い含む）は１２名おられ、身体障害者は３名、発達障害を含

め精神障害を抱えている方は７名、知的障害者は２名。アルコール・ギャンブル・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。 

■高校中退を含む最終学歴が中学卒業の方が３１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１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。また、障がいの疑

いがあるにも関わらず検査や福祉サービスの手続きを行っていないため、困窮状態が

続いている方もおられた。 

■自立準備ホームとして受け入れた方は１２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。 

■事例報告：Ｔさん（４３歳 男性）         

～ 生活歴 当会へ相談に至るまでの経緯 ～  

  学歴は中卒で、特殊学級だった。一般就労で３７歳位迄、コンビニ、ごみ収集

業、ペンキ屋、墓石屋、清掃業の仕事等、職を転々としていた。２０歳の頃、療

育手帳Ｂ1を取得しているが、現在、手帳は持っていない。  

  全国を放浪しており、保護を受けては、１、２ヶ月で失踪している。鹿児島で

は、平成２６年１１月に保護申請の際、シェルター利用するが、１２月には失踪



シェルター報告-２０ 第１号議案 

【生活安心コーディネート事業】 

○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、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。（平成２８年１１月１日～平成２９年３月３１日） 

 ２月中旬来鹿し、他県に行く予定だったが、交通費がなく、３週間程ホームレス

生活した後、鹿児島で保護申請することになった。両親は２歳の時離婚している。

兄がいるが音信不通。母親とは平成２６年頃、会った後、音信不通である。   

～ シェルターでの生活 問題となった行動 ～               

 本人は、理解力、社会性に乏しく、対人関係を築くのが難しい。入居時も不衛生

だった為、入浴を勧めるが拒否。度々煙草を要求、シェルターの冷蔵庫を漁って、

他利用者の物を無断で食べる等、問題行動が多く、注意しても職員の話は聞かず、

同じ話の繰り返しや一貫性のない話を一方的にしたり、自分の要求を通そうする。 

現状認識できず、他県に行きたい、鹿児島では保護申請しない等発言が統一せず、

生活保護課で、鹿児島市での居住意思について、改めて確認する。     

～ シェルター退去後 ～                

 職員同行でアパートに転居。失踪の恐れがある為、週末の食事代２．０００円だ

け渡すが、週明け訪問すると不在。午後、保護課から他県他市で、生活保護申請を

行っていると連絡がくる。隣室の物音が煩かったとのことで失踪していた。翌日、

同課から、保護申請を行わず、隣町までの切符をもらって移動し、所在不明となっ

たとの連絡があり、鹿児島市の保護申請は取り消しとなった。     

   

  



かごしまホームレス生活者支えあう会の活動に参加して 

鹿児島国際大学院 福祉社会学研究科 前田 健吾 

今年の２月の末からかごしまホームレス生活者支えあう会に関わり始めました。

支えあう会の連携団体であるやどかりサポートの理事をされている鶴田啓洋さんに

紹介してもらったのがきっかけです。鶴田さんとは鹿児島国際大学の講義の中で知

り合いました。講義の中で支えあう会の活動について学び、知っていましたが、大

学生だった当時の僕はサークルや就活など、他のことに力を入れていたため関わろ

うとは思いませんでした。 

現在、この活動に参加するようになって感じることは、大学で学んだ模範解答通

りに進むような事例ばかりではないということです。大学４年生の時の社会福祉士

の国家試験の勉強をしていく中で、こういった事例はこういう対処をした方が好ま

しい、といったようなあるべき福祉の理念を勉強しましたが、その理念を現場経験

のない私が支えあう活動の現場の中で実践するのは想像以上の難しかったです。今

自分が思うことは、学生時代にもっと現場を勉強しておけばよかったということで

す。１つの事例を通して現場の支援者が何を思い、何を考えるのか、という視点を

もっと早いうちに持っていれば、学生時代の学びもより深いものになっていたのに

と後悔しています。 

まだこの団体に来てから３か月と日が浅く福祉の現場経験がない私は、最初、と

ても戸惑いどうしたらいいのか分からなくなったのをとても覚えています。シェル

ター利用者との関係の作り方さえもどうするのが利用者の為になるのかも分から

ず、この利用者のために自分は何をしてあげられるのかと考えるような日々が続い

ています。ここで自分が関わった事例は、１つ１つ背景や現状も違い支援の仕方も

違います。現場で働く中での気づきや疑問にしっかり向き合い１人前の支援者にな

れるよう精進したいと思います。 

シェルター報告-２１ 第１号議案 

社会福祉士 幾留 郁子 

 縁あって、今年１月からＮＰＯ法人かごしまホームレス生活者支えあう会でお世

話になっております。４ヶ月を過ぎましたが、シェルターを利用される方々の人生

は、実に様々で、中には、高卒就職から定年迄、安定した生活を送って来られたの

にシェルター利用に至った方もおられたり、年齢も８４歳から２４歳の方迄と幅広

く、２０代、３０代の利用も多く、シェルター利用に至る方々は、仕事が続かず生

活に困ることになった方、若者は極一部、という固定観念が覆されました。 

 幅広い年齢に加え、障害のある方もおられ、生活保護の知識、生活保護課との連

携ばかりでなく、高齢者福祉、若者支援、障がい者福祉等の知識、其々の関係機関

との連携が必要なことがあることも解りました。 

 自殺を考えた方、自殺しようとされた方、自殺未遂の方の利用もあり、生活保護

申請して、落ち着かれて退去されると、こちらもほっとします。 

 退去された方の中には、ささやかな寄付をして下さる方、いい職場に巡り合い、

長く働きたい、と報告して下さる方もおられ、そんな時は、嬉しく思い、安定した

生活が長続きするよう祈念するばかりです。退去後の繋がりについて、当事者同士

で支えあう「ゆくさの会」の活動も始まりました。  

 入居期間が短く、出来る支援は限られていますが、少しでも力になれたら、と思

い、日々仕事に取り組んでいます。 



谷山・シャワー・相談会報告-２２ 第１号議案 

谷山おにぎり配り報告 

理事 馬頭 忠治 

 谷山地区では、ニワ都市公園（南栄５丁目１０ 付近）で、最終月曜日の１７時

に支援物資を行っている。 

 現在の参加者は、生保受給者１名のみで相談業務が主となっている。彼には持病

があり、入院支援も行った。また、彼から谷山界隈のホームレスらしき人がいるか

どうかの情報を得てきた。これまでの夜回りからも確認されているように、谷山界

隈にはホームレス生活を送っている人は皆無に近い。とはいえ、車中泊の人が見受

けられ、ホームレス予備軍ではないかと思われる。しかし、その確認は手付かずで

あり、今後調査が必要となってくると判断される。 

 このような理由から今年度４月から、にわ都市公園でのおにぎり配り・相談会は

休止している。これまでの対象者とは直接、連絡を取り、必要に応じて相談に応じ

るという方法に変更した。  

 毎週木曜日１４時～１６時、教育会館施設内のシャワー室をホームレスの方に開

放していただいている。石鹸・タオル等利用時に必要な物資は当会が用意し、状

況に応じて着替えなどの提供も行っている。２８年度は年間を通じ５名前後の利

用で推移した。 

 鹿児島市ではザビエル教会でも火曜日にシャワーの利用が出来る。他団体の開

催を含めると週５回の食料支援と２回のシャワー利用が行われており、こまめな

支援体制が、新規路上生活者の早期発見と対応へ結びついている。 

 平成２６年９月からはじまった、鹿児島県青年司法書士会による無料の相談会

は今年度も第二日曜日のおにぎり配りと並行して開催された。開催当時は、長期

路上の方や、生活困窮状態からおにぎり配りに参加している方を中心に相談・対

応を行っていたが、現在は主に新規路上の方への相談対応が主となっている。 

 当会相談員との話し合いで、然るべき福祉サービスの利用を拒む方の多くは、

借金や会社でのトラブル等法律的なアドバイスが必要な場合もあり、専門職の方

の対応は重要な役割を担っている。無料相談会開催後、鹿児島市内で路上生活が

長期化している炊き出し参加者は皆無となり、そのほとんどが３か月以内に社会

復帰を果たしている。 

シャワー利用報告 

支えあう会 事務局 

青空相談会報告 

支えあう会 事務局 



「ホームレス生活者応援ガレージセール」活動報告 

理事 小川みさ子 

 

 ホームレス生活者支援活動として定着してきたガレー

ジセールについて報告させて頂きます。当初、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い

つの間にか１１年目となりました。ガレージセール開催

のたび地域へ５０００枚チラシ配布するので、今では地

域の市営住宅にお住まいの中国残留孤児のご家族や医学

部の留学生たちが毎回楽しみに来てくれます。 

 課題であったボランティア確保ですが、月一

メール便でお誘い下さっていることもあり、当日

のボランティア不足は解消しつつあります。ま

た、毎回の悩みではありますが、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、仕分け作業が大変なことです^^; そ

れと提供品が次々に届く関係で主催者宅の書庫が

この１０年、ガレージセール提供品のお預かり用

の倉庫になってしまい本来の目的で使用できていないということです。売上げの方

は、当初は支えあう会のNPO活動に寄付させて頂いていましたが、告知チラシの印

刷費、配布をお願いする有償ボランティア費、売れ残ったものを引き取るトラック

運送費等に充てるようにしてからは、寄付がなかなかできないところです。もっと

もっと活動を広げ寄付目標を設定して頑張ってみたいと考えています。 

 最後にこの活動の利点のいくつかを改めて共有したいと思います。先ず、このガ

レージセール開催の告知によって、ホームレスの方が鹿児島にいることを知って貰

えること。そして何よりもたとえ間接的であっても、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

活者のことを考え、身近に感じる機会になり、これまでのホームレス生活者に対す

る「まなざし」が変わることです。また、互いの学びの場として、情報交換や交流

の場としても意義深さを感じています。今後も、提供品の集まり具合をみながら

数ヶ月に一回、地道に取り組んでいけたらと思っています。各面からのご協力宜し

くお願い致します。 

ガレージセール報告-２３ 第１号議案 



越冬炊出し報告-２４ 第１号議案 

越冬炊き出し（２０１６大晦日＆２０１７元旦）報告                 

理事 小川みさ子 

 越冬炊き出しが１１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、天文館に２日間立ち賄うことができまし

た。皆様のお力添えに感謝！ 

 年末年始の炊き出しに思い至ったのは、２００４年正月の大

雪の時、一般市民の方から緑地帯で凍えている野宿者がいるの

で助けたいとの一報を頂い受けたことでした。桜島桟橋での炊き出しに始まり、場所

を教育会館玄関前に移動して、寒さと風を避けながら戸外での越冬炊き出しでした

が、教育会館との交渉で施設の台所＆会議室を使わせて頂けるようになる等、各方面

のお力添えを頂き、年々環境が整い、今では暖かい部屋で開催できています。 

 カンパや物資提供といった皆様の善意で今年も参加

の皆さんに喜んで頂けました。メニューは、年越しそ

ば、ポテトサラダ、ぜんざい、焼き餅、お雑煮、お刺身、

ブリ大根、かつおお刺身、ナマス、棒ラーメン、それに

手づくりケーキ＆羊羹、果物など、両日とも、それぞれ

約６５人の参加者で盛況でした。１１月末から募った

ボランティアさんは、今回は４０名を越えたほどで、大

学生がtwitterやfacebookをみて参加するなど、SNS発

信の効果もありました。 

 子供たちが

丸めたお餅 

 若いボランティア

さんたちも参加 



その他報告-２５ 第１号議案 

その他の活動報告（講演・協議会・交流会等）  

 支えあう会 事務局 

【黄色いレシート活動】         

 ４月より、イオングループが行っている「黄色いレシート活動」へ参加しまし

た。毎月１１日、会計時に黄色いレシートを発行しており、買い物客がそのレシー

トを回収ボックスへ投函すると、会計金額の１％が支援金となって、該当団体に贈

呈されるという活動です。当日は回収ボックスを持って、レジ前で投函のお願い

と、活動の案内をいたしました。開催日が固定されており、他の支援活動と重複す

ることがあるため、上半期（～９月）のみの参加となりました。    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

【月曜日炊き出しの協力】 

 ４月より、キリスト愛の教会が炊き出し

を開始するとの事で、開催の呼びかけ

や、立ち上げ時の運営協力を行いまし

た。対象がホームレスの方だけではな

く、食事に困っている方なら誰でも参

加可能との方針を取られているため、

毎月送付している月一メールでも開催

の案内を告知しています。         



その他報告-２６ 第１号議案 

【熊本震災支援協力】 

 熊本地震発生後、フードバンク鹿児島と連携を図

り、支援物資の提供や、搬送作業の協力を行いまし

た。震災当日に、フードバンクのスタッフが熊本に出

向いており、不足している物資の確認を行い、当会が

ストックしていた物資（米・使い捨て髭剃り・歯ブラシ・

除菌用紙タオル）を提供しました。 

 震災から２日後（４月１６日）にフードバンクが用意し

た食料や毛布などと一緒に熊本に届けました。 

 フードバンク鹿児島とセカンドハーベストジャパンが連携して行った、支援活動には物資

の搬入・搬送の協力を行い、一般ボランティアによる炊出し支援活動にも、物資を提供し、

復興支援への協力を行いました。 

   

【交流会参加報告】                 【講演】  

 

 

９月２５日（土）～２６日（日）          

寄せ場交流会 

場 所：神奈川県三浦 

参加者：坂口 古市      

１１月２６日（土）～２７日（日）          

三県交流会 

場 所：宮崎 

参加者：堀之内    

１０月１３日（木）          

世界食糧デー鹿児島大会 

場 所：サンエールかごしま 

講演者：坂口      



つながる鹿児島報告-２７ 第１号議案 

『身寄り』問題対策総合地域づくり事業 報告 

理事 芝田 淳 

１ 『身寄り』問題とは 

 

 人が自分のことを自分でできなくなるとき，誰が援助するのか。 

 この問題について、わが国では、多くの場面で「家族がするのがあたりまえ」と

されています。赤ちゃんの時、けがをしたとき、病気になったとき、障害を負った

とき、介護が必要になったとき、そして死んだとき、まさに生老病死のすべての場

面において家族による支援が当然とされているのです。 

  

 さらに、わが国には、「連帯保証人」「身元引受人」といった慣習があります。

しかも、居宅に入居するとき（住居）、病院に入院するとき（医療）、施設に入所

するとき（介護）といったいのちと暮らしに関わる根幹的な部分にこそ「連帯保証

人」や「身元引受人」が必要とされています。 

  

 そのため、『身寄り』がなく社会的に孤立している人たちが、様々な場面で排除

されたり差別されたりしているという現状があります。さらに、今後、核家族化し

た世代の高齢化や地縁血縁社縁の希薄化に伴い、『身寄り』がなく（少なく）社会

的に孤立した人が増加することは明らかであり、『身寄り』問題が、拡大・深刻化

することが予想されます。 

  

 元ホームレス生活者の方々にも『身寄り』のない方が多く、社会の中で孤立し、

排除されています。 

 こうした現状を打破し『身寄り』がない方でも、等しく安心して豊かな暮らしが

おくれる社会、すなわち誰しもが安心して住まい、老い、死ぬことのできる社会を

創造する必要があると考えます。 

 

２『身寄り』問題対策総合地域づくり事業 

 

 平成２８年度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉振興事業から約７００万円

の助成を受けて、『身寄り』問題対策総合地域づくり事業を実施しました。当事業

は、支えあう会が主催団体となり、鹿児島県医療ソーシャルワーカー協会、ＮＰＯ

法人かごしまホームレス生活者支えあう会、ＮＰＯ法人やどかりサポート鹿児島及

び一般社団法人よりそい支援かごしまが協力団体となって実施したものです。 

  

 支えあう会は、これまでのホームレス支援の経験から『身寄り』課題の解決のた

めには、支援者による支援の充実という視点だけでは不足するものであって、当事

者、支援者、そして連帯保証人や身元引受人を求める事業者のそれぞれが『身寄

り』課題解決のための検討と行動を行う必要があると考えました。そこで、当事者 



支援者、そして連帯保証人や身元引受人を求める事業者のそれぞれが、『身寄り』

課題解決のための、検討と行動を行う必要があると考えました。そこで、当事者、

支援者及び事業者がそれぞれに『身寄り』問題の解決のために行動するというコン

セプトで当事業を実施しました。 

 

（１）当事者の視点から 

 「身寄り」がない、少ない当事者、社会的に孤立した当事者が、自ら「身寄り」 

  の問題を解決するための行動を起こします。 

（２）支援者の視点から 

 「身寄り」がない方、少ない方、社会的に孤立した方を支援するためには、複合 

  的な課題に対応するため、総合的・分野横断的な支援が必要です。こうした支 

  援を実施可能な強固で柔軟な支援者ネットワーク構築するとともに、相談会や  

  アウトリーチ活動を実施します。 

（３）事業者の視点から 

  どのようにすれば「身寄り」がない方を受け入れることができるか、不動産業 

  者、病院、介護施設等の事業者が自ら検討し、実践し、発信します。 

 

３『身寄り』問題対策総合地域づくり事業の目標 

 

 当事業は，次のような目標を掲げて，展開しました。 

（１）「身寄り」のない方、少ない方、社会的に孤立した方が社会から排除された  

    り差別されたりすることなく、いきいきとその人らしい豊かな生活をおくる  

   ことのできる社会にしたい。 

（２）「身寄り」のない方、少ない方、社会的に孤立した方が新しい縁を紡ぎ、豊 

   かな人間関係の中で，自らの幸せを追求することのできる社会にしたい。 

（３）強固かつ柔軟な支援者ネットワークを構築し、「身寄り」のない方等を含め  

   困難を抱えた方々の権利を着実に擁護できる社会にしたい。 

（４）事業者とも協力し、豊かな人間関係と充実した支援のもと、「身寄り」のな 

   い方等を含め、困難を抱えた方々が住居、医療、介護等に等しくアクセスす 

   ることができる社会にしたい。 

 

４事業内容 

 

 当事業においては次のとおりの各事業を実施しました。 

（１）鹿児島つながる相談会 

  『身寄り』がない方，社会的に孤立した方が、どのようなことでも相談でき、             

抱えている問題を解決するための機会を提供すること、同時に、当相談会の

実施を通じて、支援者ネットワークを構築・強化することを目的に、弁護

士・司法書士等の法律職、社会福祉士・精神保健福祉士・ＭＳＷ等の福祉職

が連携し、どのような問題でも相談することのできる、分野横断的・総合的

つながる鹿児島報告-２８ 第１号議案 

 



  な相談会である「鹿児島つながる相談会」を４回実施しました。相談にあたっ 

  ては、１人の相談者に対して、法律職及び福祉職の２名以上が同時に相談に応  

  じるという対応を行い、相談の結果、支援を要する方については、事案に応じ 

  て、法律・福祉双方の担当者を決める等、本相談会の特質を活かした対応を行 

  いました。 

 

（２）鹿児島ゆくさの会 

  『身寄り』のない当事者の互助会的組織として「鹿児島ゆくさの会」を組織し 

  ました。また、単位会として「支えあう会いけんしちょっけ」と「一休協堂」 

  の２つの会が生まれました。「支えあう会いけんしちょっけ」では、「つなが 

  るファイル」という、いわゆるエンディングノートの作成を進めました。さら 

  に、各地区において『身寄り』のない方々に集まっていただき鹿児島ゆくさの 

  会の宣伝と勧誘を行うための集会を行いました。 

 

（３）おひとり様ランチ会 

  社会との接点がない（少ない）『身寄り』がない方、 

  社会的に孤立した方が参加しやすいように、ランチを 

  提供しながら、レクリエーションやミニセミナーを行 

  う「おひとり様ランチ会」を２回実施しました。いず 

  れのランチ会も大いに盛り上がり、おいしいランチを 

  いただきながら音楽を聴いたり、ミニゲームで体を動 

  かしたりするとともに、専門家による身近な法律の話 

  を聞いて勉強したりしました。参加者の多くの方が、 

  鹿児島ゆくさの会に入会されました。 

 

（４）アウトリーチ事業 

  「身寄り」がない方、社会的に孤立した方からの個別の相談事例や、こうした  

  方々の支援者、地域の方々からの情報提供があった場合において、弁護士・司 

  法書士・社会福祉士・精神保健福祉士・ＭＳＷ等や支えあう会または連携団体 

  の理事、会員等が当事者のもとに自らアウトリーチし、相談や支援を行う「ア 

  ウトリーチ事業」をのべ７３回行いました。また、支えあう会が支援した、元 

  ホームレス生活者の方々の中で特に社会的孤立が心配な方々に対する個別訪問 

  活動も実施し、のべ面談回数は９５回になりました。 

（５）支援者委員会 

  「身寄り」がない方、社会的に孤立した方が抱えた複合的な課題を的確に解決 

  するため，弁護士・司法書士といった法律職、社会福祉士・精神保健福祉士・  

  ＭＳＷといった福祉職、民生委員、保護司といった地域の社会資源による支援 

  者ネットワークを構築することも目的に「支援者委員会」を設置し、１２回の 

  委員会を実施しました。当事業全体の運営についても、支援者委員会が中心に 

  なって実施しました。 

つながる鹿児島報告-２９ 第１号議案 



（６）事業者委員会 

  不動産業者、医療関係者、福祉施設運営者等の事業者が、自ら、どのような代 

  替策があれば、連帯保証人や身元引受人なしで、利用者を受け入れることがで 

  きるかについて検討を行うため「事業者委員会」を設置し５回の委員会を実施 

  しました。 

  単年度で結論を導き出すことまではできませんでしたが「事業者の視点からみ 

  た『身寄り』問題の解決に向けた方向性（事業者委員会報告書）」をとりまと 

  めました。 

 

５ ＮＰＯ法人つながる鹿児島の設立と２０１７年（平成２９年）度の活動 

 

 支えあう会は、ホームレス生活者に対する支援を主たる事業とする団体です。 

 支えあう会と協力団体との間で協議を重ねた結果、『身寄り』問題への取組みに

特化した、新たなＮＰＯの設立が必要であるとの結論に至り、２０１７年３月１３

日、ＮＰＯ法人つながる鹿児島が設立されました。支えあう会は、今後も「つなが

る」と連携して『身寄り』問題に取り組んでいきますが、そのことは、支えあう会

が支援したホームレス生活者の方々が地域の中での生活を始めた後も、社会の中で

孤立することなく、いきいきと豊かに生活していくことができることにつながると

考えています。 

 

 ２０１７年度は事業名も、『身

寄り』問題対策総合地域づくり事

業とステップアップし活動は継続

しています。社会福祉法人落穂会

が協力団体として参加することに

なりました。鹿児島つながる相談

会を２０１７年５月から毎月第３

土曜日に実施すること、鹿児島ゆ

くさの会の催しを毎月実施するこ

と等が決まり、どんどん活動の充

実が図られています。 

 

 『身寄り』問題は、今後の社会

の在り方にとって重要な課題であ

ると考えられます。またホームレ

ス問題と切り離すことのできない

問題であるとも考えられます。 

支えあう会同様、つながる鹿児島

へのご支援ご協力も、よろしくお

願い申し上げます。 

つながる鹿児島報告-３０ 第１号議案 



決算-１ 第２号議案 

第２号議案 ２０１６年（平成２８年）度決算報告書の件 

正味財産増減計算書【決算】平成２８年４月１日及至平成２９年３月３１日     

（単位 円） 



財産目録-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２９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） 

上記のとおり相違ありません。   

平成２９年３月３１日   

鹿児島市下荒田4-30-5 プレジデント下荒田102  

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２８年度特定非営利活動に係る事業の貸借対照表 

 平成２９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 

貸借対照表-３ 第２号議案 



監査報告書-４ 第２号議案 

 

 

監査報告書 

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   

理事長 堀之内 洋一 殿 

 

        平成２９年５月１９日                     

 

                 監事                 ○印  

 

               監事            印 

 

 私たちは、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの会計及び業務の監査 

を行い、次のとおり報告する。 

 

１ 監査の方法及び概要 

  （１）会計監査について、帳簿及び関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用 

     いて計算書類の正確性を検討した。 

  （２）業務監査について、理事から、逐次業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧等必 

     要と思われる監査手続きを用いて業務内容の適正及び事業報告書の正確性を検 

     討した。 

 

２ 監査意見 

  （１）収支計算書、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び 

     財産状況を正しく示しているものと認める。 

  （２）事業報告書の内容は、真実であると認める。 

  （３）理事の業務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事 

     実はないと認める。 



事業計画書-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２９年度事業計画書（案） 
 

平成２９年４月１日乃至平成３０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２９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２８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・団体からの寄付で食料、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２２６．７０６円。  
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（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：①３人 

②３人 

         ③延べ２００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３．７６６.７３８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、８２０.０７６円 

        ③１３４．９３１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：１８２．３２７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。  

       ③クラウドファンディング 

       ｇｏｏｄｄｏでのネット募金を通じ、活動の告知を行う。 

実施場所：①鹿児島市内  

②、③全国  

実施時期：①、②いずれも開催時期は未定。 

       ③通年   

従事人数：①、②併せて延べ５０人 

       ③支援者などを含め５０名  

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 

       ③ＨＰ閲覧者を対象に約２０.０００人  

収入見込：①、②ともに０円。  

       ③３９．７４１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。        
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  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 

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０円  

支出見込 ：①、②、③併せて０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 



事業計画解説-５ 第３号議案 

事業計画の解説 
 

２０１７年５月２７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支 

  援活動「gooddo（グッドゥー）」は、みなさまのご協力のお陰で，初年度は年間 

  １３万円以上の寄付をいただくことができましたが、２８年度は４万円弱となり 

  ました。引き続きみなさまのご協力をお願いするとともに、活動報告の場として 

   も活用を続けます。 

 

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「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、１００万円を計上しています。） 

   

１０・助成金について 

  今年度は、ＪＴのＮＰＯ助成事業から１．３９２.０００円の助成を受けています。 

  全ての活動が支援対象となり、最大３年間継続されます。 

 

１１・社会福祉法人落穂会との協働について 

  ２０１７年度、落穂会から職員の派遣協力を受け、事務局業務をサポートしていた 

  だけることとなりました。  

社会福祉法人 落穂会  

地域生活支援センターあさひが丘 相談支援専門員 羽月 浩二 

私は、社会福祉法人 落穂会で障害のある方の相談支援専門員をしていま

すが、今年４月から週２日、つながる鹿児島、かごしまホームレス生活者

支えあう会及びやどかりサポートかごしまの業務をお手伝いさせていただ

くこととなりました。 

 まだ、支えあう会のシェルター（緊急一時宿泊施設）の入退所時の業務

や炊き出しの立ち合いだけの経験しかありませんが、シェルターの利用に

至る経緯を聴取票で確認したところ、その人の人生の歩みを垣間見ること

がありました。自ら犯してしまった罪からそのようになってしまった人や

自分だけでは、どうしようもなかった人など様々でした。路上生活をされ

ている方も様々な事情があったと思います。改めてこの活動の重さ、人の

人生に関わる活動であることを認識するところでありました。そのような

方々の直接的な支援や住まいの確保また、身寄りがない方の問題解決に取

り組んでいる各ＮＰＯ法人の活動に深い感銘を受けました。 

 私は、これまで障害者福祉の経験しかありませんが、少しずつ各ＮＰＯ

法人の業務に関わりながら、社会福祉法人として出来ることはないか考え

て行きたいと思います。また、私自身、歴史ある支援活動の一助になれば

と思います。 至らぬ点も多くあるかと思いますが、今後ともご指導の

程、よろしくお願いいたします。 



活動予定表-７ 第１号議案 

２０１７年度年間活動予定表    



活動予定表-８ 第１号議案 

        

 



活動予定表-９ 第１号議案 



活動予定表-１０ 第１号議案 

        

 



活動予定表-１１ 第１号議案 



活動予定表-１２ 第１号議案 

 



予算書-１ 第４号議案 

 
第４号議案 平成２９年度予算案承認の件 

正味財産増減計画書【予算案】 平成２９年４月１日及至平成３０年３月３１日 

（単位 円） 



資産総額-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２９年３月３１日現在の本法人の総額は、 

金１．７１５.１１９円である旨、確認する。 



役員改選-１ 第６号議案 

第６号議案 役員改選に関する件 

 

役  員 （案）  

 

 

                 理 事（理事長） 堀之内  洋 一 

                 理 事       外   山  廣 明 

                 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 

                 理 事       坂  口  松   平 

                 監 事         林    千代子 

                 監 事        染  河   敏   幸 

                 相談役        柳    誠   子 

 

 

今期を持ちまして、薗田理事が退任することとなりました。 

 

退任の挨拶 

   司法書士 薗田 貴充 

 

 私、薗田貴充は、今年度を持ちまして一身上の都合により、理事としての任務を退くこと

になりました。平成23年度に理事に就任して以降、6年が経過しました。その間、ＮＰＯ  

法人としての件の報告や、法務局への登記申請、おにぎり配り・夜回り・料理会の担当等、

沢山のことを経験させていただきました。一方で、就任以来の課題であった、当法人の  

ＮＰＯ法人としての永続性に対して、何一つ結果を出せなかったのが心残りです。 

 今後は一正会員として、当法人と共に、ホームレス生活者等の自立支援・権利擁護に寄

与していく所存です。当法人が益々活躍すること、そして、ホームレス生活者等が安心して

差別を受けることなく生活できる社会の実現を記念いたしまして退任のご挨拶とさせていた

だきます。 



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 

№ 氏名商号 種別  № 氏名商号 種別 

1 堀之内 洋一 正会員  29 祐下 由美子 賛助会員 

2 外山 廣明 正会員  30 原畠 三男 賛助会員 

3 大坪 正博 正会員  31 池田 りつ子 賛助会員 

4 芝田 淳 正会員  32 友野 さくら 賛助会員 

5 小川 みさ子 正会員  33 今村 さえみ 賛助会員 

6 馬頭 忠治 正会員  34 笹川 純子 正会員 

7 林 千代子 正会員  35 上村 寛和 正会員 

8 梅垣 晃一 正会員  36 慶田 信一 正会員 

9 梅垣 知子 正会員  37 元島 徳枝 正会員 

10 韓 華国 正会員  38 雨宮 寿美代 正会員 

11 川口 智子 正会員  39 浜田 武 正会員 

12 柏村 考兵 賛助会員  40 北 靖恵 正会員 

13 野口 英一郎 正会員  41 内匠 道春 正会員 

14 節政 玲子 正会員  42 丸山 十次 正会員 

15 
グリーンコープかごしま       

生活協同組合 
正会員  43 井上 従昭 正会員 

16 鳥原 良子 賛助会員  44 三坂 源明 賛助会員 

17 前門 京子 賛助会員  45 疋田 京子 正会員 

18 本田 慎一 賛助会員  46 柳 誠子 正会員 

19 渕上 正夫 賛助会員  47 薗田 貴充 正会員 

20 宮薗 久仁子 賛助会員  48 前村 和幸 正会員 

21 藤久保 律子 賛助会員  49 橋口 愛沙 正会員 

22 橋口 契子 賛助会員  50 西田 鉄心 正会員 

23 米森 奈穂子 賛助会員  51 石黒 浩二 正会員 

24 図師 博隆 賛助会員  52 小田 和三 賛助会員 

25 渡辺 克司 賛助会員  53 嵩原 裕子 賛助会員 

26 染河 敏幸 正会員  54 直井 圭介 正会員 

27 棈松 基 正会員  55 竹口 憂 正会員 

28 鶴田 啓洋 正会員  56 藤原 奈美 正会員 



平成２８年３月３１日現在 

№ 氏名商号 種別  № 氏名商号 種別 

57 中熊 美奈子 賛助会員  85 福重 康雄 賛助会員 

58 東苑 一磨 正会員  86 増田 秀雄 正会員 

59 坂口 松平 正会員  87 松田 美代子 賛助会員 

60 岩崎 弘 賛助会員  88 丸野 睦夫 賛助会員 

61 
センター事業団鹿児島 

谷山営業所 
賛助会員  89 宮後 義弘 賛助会員 

62 田畑 芳人 賛助会員  90 森 征一郎 賛助会員 

63 坂口 猛 賛助会員  91 宮城 智一 賛助会員 

64 荒井 研一 賛助会員  92 守島 健次 賛助会員 

65 池田 耕一 賛助会員  93 安田 雄一 賛助会員 

66 石原 光子 賛助会員  94 山口 淳正 賛助会員 

67 今村 徹 賛助会員  95 梁井 洋之介 賛助会員 

68 井出 惠子 賛助会員  96 吉岡 靖雄 賛助会員 

69 加治木 百年 賛助会員  97 渡 健 賛助会員 

70 鬼塚脇 剛 賛助会員  98 内村 凉惠 賛助会員 

71 川路 周一 賛助会員  99 堂脇 悟 賛助会員 

72 汾陽 俊一 賛助会員  100 鶴岡 五郎 賛助会員 

73 黒木 幸一 賛助会員  101 前野 洋一郎 賛助会員 

74 神田 哲朗 賛助会員  102 野村 マリ 正会員 

75 河野 泰子 賛助会員  103 宇都宮 孝久 正会員 

76 竹之内 信一 賛助会員  104 紺屋 遥輝 正会員 

77 下堂薗 豊 賛助会員  105 古市 広郷 正会員 

78 月野 隆史 賛助会員  106 根比 崇行 正会員 

79 中段 勝司 賛助会員     

80 時田 浩 賛助会員     

81 中山 克巳 賛助会員     

82 濱田 真二 賛助会員     

83 東 昭二 賛助会員     

84 原田 勝弘 賛助会員     

 

 

 

 

 

 

平成２９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 

 

 



■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  ■ＦＡＸ099-800-４８４５ 

■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     
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ご支援・ご寄付・会費等の振込先 
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