特定非営利活動法人

平成28年度NPOひかり事業報告
年 月 日
平成28年
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項

目

後見業務(ケアホーム訪問）

ＮＰＯひかり臨時理事会（太陽のしずく）

後見開始申立て及び面接
(千葉家庭裁判所木更津支部）
後見業務（花の谷クリニック）
平成２７年度NPOひかり会計監査（決算）
後見業務（三芳光陽園訪問）
後見開始の審判確定

用

COCO(5名）MOMO（2名）勝手の家（2名）の内1名は外泊中
本人と職員に面談し生活状況を把握する(身上監護）
込宮理事 岡田代表 加藤
のどか(２名)ほのか(４名)あけぼの(２名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する(身上監護）
金箱理事 岡田代表 加藤
議事 1号議案
2号議案
3号議案
4号議案

成年後見人受任（市長申立）の是非について
公益通報者保護に関する相談規定について
ターミナルケアとなる被後見人について
NPOひかり表彰規定について 他

M.Yさん（姉） 岡田代表 小柴 加藤

K.Sさん転院に伴い入院手続き
岡田代表 込宮理事 小宮監事 加藤
K.Sさん退所手続き及び預かり金品引き渡し
M.Yさん千葉家庭裁判所木更津支部
被後見人（９名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
後見業務（豊岡光生園訪問）
岡田代表 千原理事 小林理事 加藤
報酬の付与申立審判確定
報酬の付与申立審判確定 Y.Kさん
報酬の付与申立審判確定
報酬の付与申立審判確定 O.Kさん
後見等事務報告と報酬付与申立 T.Nさん S.Tさん T.Kさん K.Kさん
後見業務（千葉家庭裁判所木更津支部）
後見等事務報告と報酬付与申立 M.Sさん M.Sさん
議案 １号議案 H27年度会計監査報告について
２号議案 H27年度決算・事業報告について
３号議案 H28年度予算・事業計画について
NPO第４２回理事会（陽のしずく）
４号議案 後見支援員養成について
①後見支援員養成実施要綱
②後見業務規程（後見支援員等） 研修実施計画・予定表
後見業務（花の谷クリニック・三芳光陽園訪問） K.Sさん退院の手続き及び再入所契約締結 岡田代表 加籐
報酬の付与申立審判確定 K.Tさん
報酬の付与申立審判確定
報酬の付与申立審判確定
報酬の付与申立審判確定 K.Kさん M.Sさん T.Kさん M.Sさん
後見業務（太陽のしずく訪問）
報酬の付与申立審判確定

5

適

被後見人（17名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
岡田代表 金箱理事 込宮理事 事務局２名
報酬の付与申立審判確定 S.Tさん
三芳光陽園利用の被後見人の今後の対応について
保護者・家族の会との関係について
身上監護について（NPOから）
その他

13

NPOひかりと事業所との協議会

16

後見業務（三芳光陽園訪問）

被後見人（2名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する(身上監護）
岡田代表 糟谷理事 小柴 加藤

16
25

報酬の付与申立審判確定
後見業務（千葉家庭裁判所木更津支部）

報酬の付与申立審判確定 T.Nさん
後見等事務報告と報酬付与申立 T.IさんM.Eさん

26

議題
第1号議案 平成２７年度事業報告 承認の件
第2号議案 平成２７年度決算報告 （財産目録等含む）承認の件
NPOひかり第11回通常総会（富津市民会館）
監事監査報告の件
第3号議案 平成28年度事業計画（案） 承認の件
第4号議案 平成28年度収支予算（案） 承認の件）
第5号議案 その他 事務局一任の件

26
27

報酬の付与申立審判確定
報酬の付与申立審判確定

報酬の付与申立審判確定 M.Eさん
報酬の付与申立審判確定 H.Kさん

1

特定非営利活動法人

5

6

30

後見業務（豊岡光生園訪問）

11

後見業務(ケアホーム訪問）

13
15

報酬の付与申立審判確定
後見業務（千葉家庭裁判所木更津支部）

17

後見業務（豊岡光生園訪問）

25
1
8

後見業務（千葉家庭裁判所木更津支部）
報酬の付与申立審判確定
報酬の付与申立審判確定
後見業務（三芳光陽園訪問）

11
年金管理(三芳光陽園訪問）
保護者委託事業
14

報酬の付与申立審判確定

22

後見業務（豊岡光生園訪問）

22

年金管理(（豊岡光生園訪問）
保護者委託事業

22

NPO第43回理事会（太陽のしずく）

7

NPOひかりと事業所との協議会
(太陽のしずく会議室）

のどか(２名)ほのか(４名)あけぼの(２名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する(身上監護）
込宮理事 岡田代表 加藤
COCO(5名）MOMO（2名）勝手の家（2名）の内1名は外泊中
本人と職員に面談し生活状況を把握する(身上監護）
金箱理事 岡田代表 加藤
報酬の付与申立審判確定 T.Iさん
初回後見等事務報告M.Yさん
被後見人（９名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
岡田代表 千原理事 小林理事 小柴 加藤
後見等事務報告と報酬付与申立 M.W・S.O・K.K・Y.Yさん
報酬の付与申立審判確定 S.Oさん
報酬の付与申立審判確定 K.Kさん
被後見人（2名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する(身上監護）
小柴理事 小柴 加藤
利用者５０名の預かり金他の監査実施する
小柴理事 小柴 加藤
報酬の付与申立審判確定 Y.Yさん
被後見人（14名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
岡田代表 糟谷理事 小柴理事 加藤
利用者１５名の預かり金他の監査実施する
岡田代表 小柴 加藤
議題
第1号議案 総会における提案事項について
第2号議案 後見支援養成に関する研修実施計画．予定表の見直し
第3号議案 後見支援相談状況について
第4号議案 事務局組織構想（事務局規程）について
マイナンバーの取り扱いについて

後見業務（太陽のしずく訪問）

被後見人（17名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
岡田代表 金箱理事 込宮理事 小柴 加藤
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年金管理（太陽のしずく）
保護者委託事業
後見業務（千葉家庭裁判所木更津支部）
後見業務(豊島事務所）
報酬の付与申立審判確定
報酬の付与申立審判確定
報酬の付与申立審判確定
後見支援員養成研修（太陽のしずく）
報酬の付与申立審判確定

利用者１６名の預かり金他の監査実施する
小柴 加藤
後見等事務報告と報酬付与申立 Y.S・T.S・N.K・A.Oさん
K.Tさんの信託の件で司法書士と面談
報酬の付与申立審判確定 M.Wさん
報酬の付与申立審判確定 T.Sさん
報酬の付与申立審判確定 N.K・A.Oさん
オリエンテーション 後見制度概要Ⅰ（制度設立の経緯他）
報酬の付与申立審判確 Y.Sさん

25

後見業務（千葉家庭裁判所木更津支部）

後見等事務報告と報酬付与申立 K.S・K.K・T.O・T.Y・Y.K・HTさん

25

後見業務（豊岡光生園訪問）

被後見人（10名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
岡田代表 千原理事 小林理事 加藤

25

後見業務（ケアホーム訪問）

のどか(２名)ほのか(４名)あけぼの(２名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する(身上監護）
込宮理事 岡田代表 加藤

26

後見支援員養成研修（湊ひかり学園）

成年後見制度概要Ⅰ

25

8

被後見人（14名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
岡田代表 糟谷理事 小柴理事 加藤

2

特定非営利活動法人

8

29

後見業務（ケアホーム訪問）

1
6
7
8
9
9

報酬の付与申立審判確定
後見開始の審判確定
報酬の付与申立審判確定
赤門整形外科内科訪問
報酬の付与申立審判確定
後見支援員養成研修（湊ひかり学園）
富山国保病院訪問

12

後見業務（三芳光陽園訪問）

13
13
14

報酬の付与申立審判確定
成年後見支援利用相談（A.Yさん）
報酬の付与申立審判確定

16

後見開始申立て及び面接
(千葉家庭裁判所木更津支部）

19

後見業務（豊岡光生園訪問）

23

後見支援員養成研修（湊ひかり学園）

25

後見業務（千葉家庭裁判所木更津支部）

9

後見業務（太陽のしずく訪問）
26
NPOひかりと事業所との協議会

29

10

後見支援員養成研修（豊岡光生園）
後見開始申立て及び面接
(千葉家庭裁判所木更津支部）

COCO(5名）MOMO（2名）勝手の家（2名）の内1名は外泊中
本人と職員に面談し生活状況を把握する(身上監護）
金箱理事 岡田代表 加藤
報酬の付与申立審判確 K.Sさん
H.Kさん千葉家庭裁判所木更津支部
報酬の付与申立審判確定 Y.Kさん
K.Sさん退院の立会
報酬の付与申立審判確定 T.Y・K.Kさん
成年後見制度概要 Ⅱ
K.Sさん入院の契約及び医師とムンテラ
被後見人（2名）内1名入院中
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
糟谷理事 岡田代表 小柴 加藤
報酬の付与申立審判確定 H.Tさん
姉 従妹 市職員 大森 岡田代表 加藤
報酬の付与申立審判確定 T.Oさん
H.Mさん（妹） 岡田代表 小柴 加藤
被後見人（１４名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
岡田代表 糟谷理事 小柴理事 小柴 加藤
財産管理について Ⅰ
身上監護 Ⅰ（医療行為に関する問題点他）
後見等事務報告と報酬付与申立 Y.Y・Y.Y・T.I・Y.S・S.Hさん
被後見人（17名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
岡田代表 金箱理事 込宮理事 小柴 加藤
K.Sさんの現況と今後の対応の確認
身上監護（NPOより）
その他
演習・実習（協議会傍聴）
H.Mさん（妹） 岡田代表 小柴 加藤

4
5
5
6
7

報酬の付与申立審判確定
後見開始の審判確定
報酬の付与申立審判確定
報酬の付与申立審判確定
報酬の付与申立審判確定

報酬の付与申立審判確定 S.Hさん
H.Mさん千葉家庭裁判所木更津支部
報酬の付与申立審判確定 Y.Yさん
報酬の付与申立審判確定 T.Iさん
報酬の付与申立審判確定 Y.Yさん

8

後見業務（ケアホーム訪問）

COCO(5名）MOMO（2名）勝手の家（2名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する(身上監護理事
込宮理事 岡田代表 加藤

8

後見業務（ケアホーム訪問）

のどか（２名）あけぼの（2名）ほのか（４名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する(身上監護理事
金箱理事 岡田代表 加藤

10

平成28年度NPOひかり会計監査（中間決算） 岡田代表 込宮理事 小宮監事 加藤
身上監護(死後の事務について）
後見支援員養成研修（湊ひかり学園）
意思決定支援について
被後見人（１０名）
後見業務（豊岡光生園訪問）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
岡田代表 千原理事 小林理事 加藤
議題
第1号議案 中間事業報告について
NPO第４４回理事会（湊ひかり学園）
第2号議案 中間決算報告について（事業・決算中間監査報告：小宮監事）
第3号議案 後見支援員養成研修実施状況について）
第4号議案 後見支援相談状況について
報酬の付与申立審判確定
報酬の付与申立審判確定 Y.Sさん
後見等事務報告と報酬付与申立 H.K・Y.Nさん
後見業務（千葉家庭裁判所木更津支部）

14
20

20

24
25

3

特定非営利活動法人

10

11

25
31

後見業務（千葉家庭裁判所館山支部）
報酬の付与申立審判確定

後見等事務報告と報酬付与申立 K.Y・K.Sさん
報酬の付与申立審判確定 H.Kさん

11
14

後見支援員養成研修（太陽のしずく）
後見支援員養成研修（三芳光陽園）

14

後見業務（三芳光陽園訪問）

15

K.Sさん担当者会議（太陽のしずく）
報酬の付与申立審判確定

財産管理について (相続）
身上監護・財産管理実習
被後見人（2名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
小柴理事 岡田代表 小柴 加藤他（後見支援員研修生）
井上 小野 板谷 榎本 立木 加藤 長谷川
報酬の付与申立審判確定 Y.N K.Yさん

17

後見業務（太陽のしずく訪問）

18

後見支援員養成研修（豊岡光生園）
後見業務（豊岡光生園訪問）

18
NPOひかりと事業所との協議会
20
22
25
28
8
9
12

後見業務（千葉家庭裁判所木更津支部）
報酬の付与申立審判確定
M.Sさんムンテラ（東条メンタル病院）
後見業務（千葉家庭裁判所木更津支部）
報酬の付与申立審判確定
後見支援員養成研修（湊ひかり学園）
報酬の付与申立審判確定

15

後見業務（豊岡光生園）

12

12
13

COCO(5名）MOMO（2名）勝手の家（2名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する(身上監護理事
金箱理事 岡田代表 加藤

後見業務（ケアホーム訪問）

のどか（２名）あけぼの（2名）ほのか（４名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する(身上監護理事
金箱理事 岡田代表 加藤

後見業務（千葉家庭裁判所木更津支部）
亀田病院出向
佐久間法律事務所出向
報酬の付与申立審判確定
後見開始申立て及び面接
(千葉家庭裁判所木更津支部）
後見支援員養成研修（太陽のしずく）
年金管理(三芳光陽園訪問）
保護者委託事業

16
1

20

23

身上監護・財産管理実習
被後見人（１４名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
岡田代表 糟谷理事 小柴理事 小柴 加藤
前回の身上監護指摘事項への事業所の対応
K.Sさんの近況報告 自宅の管理状況 覚書について
NPOひかりよりその他
後見等事務報告と報酬付与申立 M.S M.K N.Iさん
N.I K.Sさん 報酬の付与申立審判確定
柳田医師 小牧NS 岡田代表 加藤
初回後見等事務報告 H.Mさん
報酬の付与申立審判確定 M.Sさん
後見支援相談（模擬）
報酬の付与申立審判確定 M.Kさん
被後見人（１０名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
岡田代表 千原理事 小林理事 加藤

後見業務（ケアホーム訪問）
17

20
5
9
11

被後見人（17名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
岡田代表 金箱理事 込宮理事 小柴 加藤

後見等事務報告と報酬付与申立 M.S Y.Sさん
M.Sさんの面会
K.Sさん信託手続き
報酬の付与申立審判確定 M.S Y.Sさん
A.Yさん（従妹） 岡田代表 小柴 加藤
身上監護実習（後見支援チエック表記入方法）
利用者５０名の預かり金他の監査実施する 小柴理事 小柴 加藤

後見業務（三芳光陽園訪問）

被後見人（2名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する(身上監護）
岡田代表 糟谷理事 小柴 加藤

後見業務（太陽のしずく訪問）

被後見人（17名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
岡田代表 金箱理事 込宮理事 小柴 加藤

年金管理（太陽のしずく訪問）
保護者委託事業
後見支援員養成研修（太陽のしずく）
年金管理(豊岡光生園訪問）
保護者委託事業

利用者（16名）の預り金他の監査実施する
岡田代表 小柴 加藤
身上監護・財産管理実習
利用者（１２名）の預かり金他の監査実施する
岡田代表 小柴理事 糟谷理事 小柴 加藤

4

特定非営利活動法人

1

23

後見業務（豊岡光生園訪問）

被後見人（１４名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
岡田代表 糟谷理事 小柴理事 小柴 加藤

前回の身上監護指摘事項への事業所の対応
1

26

NPOひかりと事業所との協議会

16

後見支援員養成研修（湊ひかり学園）

16

NPO第45回理事会(太陽のしずく会議室）

18

後見業務（ケアホーム訪問）

COCO(5名）MOMO（2名）勝手の家（2名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する(身上監護理事
金箱理事 岡田代表 加藤

18

後見業務（ケアホーム訪問）

のどか（２名）あけぼの（2名）ほのか（４名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する(身上監護理事
金箱理事 岡田代表 加藤

21

後見業務（豊岡光生園）

24
28
3
6
13
17

HKさんムンテラ（鋸南病院）
報酬の付与申立審判確定
報酬の付与申立審判確定
成年後見支援利用相談（K.Uさん）
後見業務（三芳光陽園訪問）
後見業務（千葉家庭裁判所木更津支部）

21

後見業務（太陽のしずく訪問）

被後見人（17名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
岡田代表 金箱理事 込宮理事 小柴 加藤

24

後見業務（豊岡光生園訪問）

被後見人（１４名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
岡田代表 糟谷理事 小柴理事 小柴 加藤

2

3

身上監護報告（NPOひかりより）
法人、事業者から要請他
検討事項 通帳等の管理費について
成年後見支援計画検討
議題
第1号議案 理事・監事改選について
第２号議案 法人事務体制について
第3号議案 後見支援員委嘱について(規定の整理）
第4号議案 後見支援における入院・治療同意について

被後見人（１０名）
本人と職員に面談し生活状況を把握する（身上監護）
岡田代表 小林理事 小柴 加藤
天羽氏 岡田代表 小牧 小柴 加藤
報酬の付与申立審判確定 T.Yさん
報酬の付与申立審判確定 H.Kさん
叔父 従妹 COCO事業所 薄光会本部 岡田代表 小柴 加藤
小柴理事 小柴
後見等初回報告 A.Yさん

5

