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私たちは・・・
歳をとっても 障がいがあっても 住み慣れた地域の中で その人らしく、
心豊かに暮らしていける そんな新しい“ふれあい社会”を目指しています。

28 年度のはじめにあたって
昨年度は念願の移転が叶った年となりました。只、残念ながら資金不足のためリフォームが途中です。その
ためもう一つの念願でもある交流の場としての“サロン”が始められません。国の補助金を期待していました
が、消費税アップが先送りとなったため見通しはかなり暗くなっています。何とか知恵を絞らなければと考えて
います。皆様も良いお考えがありましたらご一報ください。
今年度は、29 年度から開始される改正介護保険法の骨子である、比較的軽度の方の支援を市民に委ねる
仕組みづくりが待ったなしとなっています。ほっておいてはやがて必ず私達市民が困ることになります。介護保
険が行き詰っては私達の老後は大変です。安心して老後を迎えられるよう自分達の事として、行政と力を合わ
せねばなりません。大きな変化の時ですの
【第 18 回通常総会開催】
でユーアンドアイも組織や活動そのものに
5 月 21 日(土)市民活動センターにおいて第 18 回通常総会
ついて足元から見直す年にしたいと考えて
が開催されました。
います。ご支援の程お願い申し上げます。
27 年度の活動報告・決算報告。監査に続いて 28 年度の
活動報告・予算について活発に審議され、賛成多数で決議
されました。（詳しくは 2・3 ページをご覧下さい）

・・・会員さんへ・・・

・・・会員さんから・・・
桜井 保子さん

「春爛漫―希望」

新緑の季節になりましたね！ウッドデッキでお茶を楽しむ今日この頃です。
モーニングコーヒーを飲んでいるとつばめの会話が聞こえてきます。
“△□％×○ジー”のくり返し。思わず笑ってしまいます。
「早起きは三文の徳」 朝日と澄んだ空気は 1 日のエネルギーを蓄えて
くれますね。庭に咲いている草花も心を和ませてくれます。昨年植えた金魚
草・カーネーションが満開です。かすみ草も順調です。みんな寒い冬を乗り越えて育ってくれました。
春は私にとって希望の季節です。
最後に、今１番気にしているのがレモンの木。植えて３年が過ぎましたが、まだ
実がならず・・・でも今年はたくさんのピンク色のつぼみがついています。となり
の子供達と期待しながら見守っている毎日です。「今年はレモンジュースがつく
れますように！」と。

２７年度の活動報告・決算
たすけあい活動
年間活動時間数
年間活動件数

4,695.0 時間
4,303 件

その他
・総会 1 回、理事会 6 回、職員会議 12 回

事業費

2,722 千円

介護ステーション
訪問介護 年間活動時間

3,744 時間

いきいき
事業費

年間活動時間

304 時間
11,781 千円

ぱれっと
放課後等デイサービス
1,789 人
障がい児放課後活動
80 人
休日活動
5 回
事業費
14,110 千円

特別支援教育支援
6 校 15 ケースの児童を担当
年間活動時間数
19,402 時間
事業費
18,388 千円
円
会員数
会員総数
正会員

310 名
24 名

一般会員
賛助会員

282 名
6 名

・法人機能および事務所を奈戸岡に移転
・ハローユーアンドアイ 4 回発行
・地域交流事業 市民活動フェア参加
・福利厚生
協力者交流

「カレーの日」毎月 1 回実施
※移転に伴い一時休止
協力者交流
各活動部門により実施
・緊急時対策の強化
緊急連絡先、備蓄の確認
・事務体制の整備
マイナンバー制度開始に伴い環境の整備
・地域貢献事業
龍ケ崎市の会議等に参加
龍ケ崎市障がい福祉サービス事業所連絡
協議会
さわやか福祉財団インストラクター
茨城県自閉症児・者支援専門職員養成研修
トレーナー
茨城県強度行動障害支援従事者養成研修
事例発表及びファシリテーター
茨城福祉移動サービス団体連絡会（茨移連）
県新地域支援構想会議
など

～平成２7 年度決算報告～
活動報告書
金額
入会金収益
会費収益
事業収益
負担金収益

（円）
金額

47,000 事業費 人件費
599,000 その他の経費
54,823,616 経常費用計
219,500 当期経常増減額

48,981,467
10,198,383
59,179,850
-3,486,567

寄付金収益

1,800 法人税・住民税及び事業税

雑収益

2,368 当期正味財産増減額

-4,430,863

55,693,284 前期繰越正味財産額

16,118,541

次期繰越正味財産額

11,687,678

経常収益計

505,019

２8 年度の事業計画・予算
28 年度方針
① リフォーム対策（補助金・部分的に出来る範囲・借入等随時検討）
② 福祉有償運送の継続、地域支援事業“生活支援サービス”への対応を踏まえ体制の見直し
介護予防事業・サロン活動等については状況（リフォーム・市の計画進捗）を踏まえ検討
③ 事業全体や組織体制について、上記を考慮して随時見直しを含め柔軟に対応
④ 建物と土地が広くなり管理の負担が大きくなった。除草等は交流会を兼ね広く支援を呼びかける
介護ステーション

たすけあい活動
・安全運転と個々の利用者に対する適正な対応
たすけあい活動
たすけあい活動
・新地域支援事業への移行に対応できる体制づく
・安全運転及び個々の利用者に適したサポート
・安全運転及び個々の利用者に適したサポート
りを考える
・研修会への参加
・研修会への参加
・福祉有償運送の在り方を考える
・介護保険部門と連携をとり、生活支援の充実
・介護保険部門と連携をとり、生活支援の充実
・利用券の消費税について考える
・緊急時における災害伝言板利用の検討
・緊急時における災害伝言板利用の検討
・緊急時対策の再確認

・利用者の増員をはかる
・ヘルパーのスキルアップに取り組む
・研修会の充実
・障害者総合支援法の居宅介護支援を行う
・緊急時対策

特別支援教育支援員制度
・６校 15 ケースへの支援提供

その他
・福利厚生

・学校・保護者・ユーアンドアイの三者での定
期的な話し合いを設ける
・支援員の業務環境の整備→勉強会や話し合い
・経費の見直し

会員相互の交流
・地域交流事業
市民活動フェアーへの参加
・地域貢献活動
暮らしやすい地域づくりに向けて各種会議、

・衛生対策
・緊急時対策→連絡網の見直し

協議会等に参画

ぱれっと
・個別支援の見直しによる個々の支援強化
・集団活動の充実
・クラブ活動の充実
・緊急時対策

～平成２8 年度予算～
活動予算書
金額

入会金収益
会費収益
事業収益
負担金収益
寄付金収益
雑収益
経常収益計

（円）
金額

50,000 事業費 人件費
660,000 その他の経費
53,050,000 経常費用計
220,000 当期経常増減額
10,000 当期正味財産増減額
5,000 前期繰越正味財産額
53,995,000 次期繰越正味財産額

46,688,000
5,293,000
51,981,000
2,014,000

《ユーアンドアイの動き》
2/4

4/18

職員会議
理事会

県生活支援コーディネーター研修会
4/21

介護ステーション研修会

福祉有償運送運協龍ケ崎（佐藤）

5/10

理事会

地域支援事業勉強会（佐藤）

5/11

会計監査

2/15

職員会議

5/16

職員会議

2/16～18

さわやか財団戦略会議（佐藤）

5/21

総会

2/19

特別支援教育支援員契約入札

5/26

介護ステーション研修会

2/20～21

市民活動フェア

2/25～26

防火管理者研修会（木島）

3/7

理事会

3/11

介護ステーション研修会

3/14

職員会議

4/1

茨移連理事会（佐藤）

4/8

さわやか財団茨城会議（佐藤）

（佐藤）
2/10

総会の様子

～事務所からのお知らせ～
〈年会費納入〉
平成 28 年度の年会費納入がまだの方は早めにお願いします。
〈草刈りのお願い〉
7 月２日（土）9:00～駐車場及び事務所周辺の草刈りをします。ご協力お願いします。
終了後にはバーベキューの昼食を用意しています。
〈お盆休み〉
8 月 13 日（土）～１５日（月）は事務所がお休みとなります。

編

集

後

記

今年の夏は暑いのでしょうか？年

NPO 法人ユーアンドアイ

齢を重ねるごとに体力低下が気にな

〒301-0845

る私です。暑くなる前に体調を整え、

茨城県龍ケ崎市奈戸岡 2－195 番地
電話(平日 9:30～17:00) ０２９７－６２－２６６７
FAX:
０２９７－６２－２６９８
ホームページ http://www.npo-ibaraki.or.jp

夏を迎えたいものです。夏バテしな
いよう、栄養たっぷりの献立を考え
家族みんな元気に夏を乗り越えたい
と思います。暑い夏を乗り越える秘
策あったら教えて下さい。
（Ｋ×２）

ご意見・お問い合わせメールアドレス
yu-and-ai@npo-ibaraki.or.jp

