特定非営利活動法人 ウェル・クラフト 第１１回理事会議事録
１．日

時：２０２０年６月５日（金） ２０：００～２１：３０

２．場

所：各自の自宅（Skype を使用）

３．出

席：理事総数：３名
出席者数：２名（うち、書面表決者数：０名）
本人出席者：平野功、中村里美
書面表決者：なし
欠席者：廣海格
オブザーバー出席者：河前雄也

４．審議事項：１．製造・販売事業
２．工房での作業の再開
３．特例認定 NPO 法人の認定
４．２人乗り電動車いすの認可を求める取り組み
５．通常総会
６．京都市への提出書類（６月３０日持参）
７．今後の予定
５．議事の経過の概要及び議決の結果
１．製造・販売事業
車いす電動化ユニット
キッズセグウェイのモーターを使用したもので実験中
自走式でも成功
車いす用体重計
Ya さんに見積書送付
製作予定
ピースフルリンクから依頼（６／５）
２．工房での作業の再開
緊急事態宣言介助に伴い５／２７（水）より再開

３．特例認定 NPO 法人の認定
実地調査６／２（火）実施
京都市文化市民局 地域自治推進室（市民活動支援担当）楢山・長岡
大きな問題はなく無事終了
指摘された点
・監事は会計・業務監査を行う
・クレジットによる物品購入は法人の銀行口座を使うようにする
・会計を定期的にダブルチェックする
・備え置き，閲覧に供する必要のある書類の整理
・会員への報酬が発生する場合は源泉徴収を行う
・販売事業が収益活動に当たらないことを税務署に確認しておいて欲しい
４．２人乗り電動車いすの認可を求める取り組み
特区の提案
６／３（水）工房で実施
京都市総合企画局 市長公室 政策企画調整担当（特区活用推進担当）吉川・北島
提案参加団体（３団体５名）
特定非営利活動法人 ウェル・クラフト 平野・砂原・川上
特定非営利活動法人 京都頸髄損傷者連絡会 村田
有限会社 つぼみ 居宅介護事業所 夢どりーむ 植田
提案時の様子
２人乗り電動車いす特区は良い提案であり、提案書もしっかり書かれていると評価
してもらい、また、様々な立場からのこちらの訴えをしっかり受け止めてもらった
と思う
電動化ユニットを取り付けた２人乗り電動車いすの体験走行も経験してもらい、電
動化ユニットの有効性、操作の容易さなども実感してもらった
これから法令等の調査や警察とのやり取りなどでしばらく時間を取り、その後、こ
ちらとも相談をしながら申請に向けて準備をしていきたいとのこと
ある程度話が進むまでは関係団体への配慮のため、特区提案の内容についてネット
等での公開は控えて欲しい
２人乗り電動車いす特区推進連絡会参加団体（８団体）
株式会社 今仙技術研究所
株式会社 ミキ
社会福祉法人 イエス団 京都市南部障がい者地域生活支援センター あいりん
特定非営利活動法人 ウェル・クラフト（共同代表）
特定非営利活動法人 京都頸髄損傷者連絡会（共同代表）

特定非営利活動法人 なごみ
特定非営利活動法人 麗山 就労継続支援Ｂ型事業所 風音
有限会社 つぼみ 居宅介護事業所 夢どりーむ
５．通常総会
日時：６月２８日（日）１４：００～１６：００
場所：会員各自の自宅（Skype 使用）
議案：
第１号議案 事業報告
製品の紹介
車いす電動化ユニット
掲示用カードケースの防水加工
枕カバー
製造・販売実績
駐車許可証入れ（なごみ）2019.04.26 14,924 円
車いす用体重計（浜田紀章さん）2019.05.14 20,000 円
固定ベルト用金具（ぐらんどすらむ）2019.11.00 1,397 円
シルバーホンスイッチの改良（田中雅哉さん）2019.12.25 3,000 円
パジャマズボン（辻さん）2020.02.26 6,000 円
車いす用レインコート（木村善男さん）2020.03.07 14,000 円
ジョイスティック用グリップ（鈴木茂司さん）2020.03.20 200 円
合計金額 59,521 円
JCSS 校正証明書付の枕型分銅を購入
20kg－9 個、10kg－2 個、5kg－2 個（合計 210kg）
京都新聞社会福祉事業団からの助成
ホームページ・Facebook を活用した情報提供事業の実施
イベント参加活動
4 月 21 日(日)梅小路公園 ウェル・クラフトの交流と体験会（車いす電動化
ユニット）を開催
10 月 27 日(日)らいふふぃーるど なごみまつり
11 月 21 日(木)伏見区総合庁舎 第９回伏見ふれあい福祉展
11 月 30 日(土)イオンモール KYOTO Koto ホール きょうと地域力アップおう
えんフェア
12 月 17 日(火)・18 日(水)大阪マーチャンダイズマート 障害者自立支援機
器「シーズ･ニーズマッチング交流会 ２０１９」
２人乗り電動車いすの認可に向けた取り組み、特区の提案

介助用電動化ユニット（バランススクーター、電動スケボー）の開発
提案書の作成
ホンダ、エクセディへの連絡
共同提案の呼びかけ
提案書の確定
京都市への提案 ６月３日（水）
提案時の様子
２人乗り電動車いす特区は良い提案であり、提案書もしっかり書かれてい
ると評価してもらい、また、様々な立場からのこちらの訴えをしっかり受
け止めてもらったと思う
電動化ユニットを取り付けた２人乗り電動車いすの体験走行も経験しても
らい、電動化ユニットの有効性、操作の容易さなども実感してもらった
これから法令等の調査や警察とのやり取りなどでしばらく時間を取り、そ
の後、こちらとも相談をしながら申請に向けて準備をしていきたいとのこ
と
ある程度話が進むまでは関係団体への配慮のため、特区提案の内容につい
てネット等での公開は控えて欲しい
特例認定 NPO 法人の認定にむけた取組
認定・特例認定を受けることにより、税制上の優遇措置が適用され寄附が受
けやすくなる
実地調査 ６月２日（火）無事終了
実地調査で指摘された点
・監事は会計・業務監査を行う
・クレジットによる物品購入は法人の銀行口座を使うようにする
・会計を定期的にダブルチェックする
・備え置き，閲覧に供する必要のある書類の整理
・会員への報酬が発生する場合は源泉徴収を行う
・販売事業が収益活動に当たらないことを税務署に確認しておいて欲しい
バリアフリーカーシェアリング事業、クラウドファンディングについて
寄附を集めやすくするため、まずは特例認定 NPO 法人の認定を得るために取
り組んだ
第２号議案 事業計画
製造・販売事業
依頼を待つだけでなく、カタログ等で宣伝を強める
他事業所との連携
特定非営利活動法人 麗山 就労継続支援Ｂ型事業所 風音

有限会社 つぼみ 生活介護事業所 心夢２
情報提供事業の充実
資金調達
寄付の呼びかけ（目標額の設定）
イベント参加活動
バリアフリーカーシェアリング事業、クラウドファンディングについて
電動化ユニットの開発で実施することも検討する
２人乗り電動車いすの認可に向けた今後の取り組み
特許申請できないか
特例認定 NPO 法人の認定に向けた実地調査で指摘された点をの改善
特にクレジットによる物品購入は法人の銀行口座を使うようにする
第３号議案 以前の活動計算書・貸借対照表・財産目録の修正
勘定科目の変更等により、設立当初の事業年度・２０１８年度の活動計算書・貸
借対照表・財産目録を修正する
第４号議案 活動決算
第５号議案 活動予算
第６号議案 役員の選任
役割分担
議長
提案 １・２号 平野
３号

平野

４・５号 中村
６号

平野

監査

竹下

議事録署名人

平野、中村

案内・出欠届・委任状・書面表決書の作成 平野
６．京都市への提出書類（６月３０日持参）
①事業報告書等提出書（１部）
②事業報告書（２部）
③活動計算書（２部）
④貸借対照表（２部）
⑤財産目録（２部）
⑥前事業年度の年間役員名簿（２部）
⑦前事業年度の社員のうち１０人以上の者の名簿（２部）
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000123842.html

⑧修正した設立当初の事業年度・２０１８年度の活動計算書・貸借対照表・財産目録
７．今後の予定
通常総会

６月２８日（日）１４：００～１６：００

第１回理事会（Skype）

７月３１０日（金）２０：００～２１：３０

※下線部分は提案に対する補足や意見
６．議事録署名人の選任に関する事項
議事録署名人として中村里美、河前雄也の２名を選任、承認した。

以上、この議事録が正確であることを証します。
議

長

平野功

㊞

議事録署名人

中村里美

㊞

議事録署名人

河前雄也

㊞

