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６４号
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。

―介護保険法改正にあたりー

【第 16 回通常総会開催】
5 月 24 日

市民活動センターに

おいて第 16 回通常総会が開催さ

《地域支援のあり方を考える》フォーラム開催
平成 27 年からの介護保険法改正に向け 6/19 つくば国際会議場において、

れ、平成 25 年度事業及び決算報
告、平成 26 年度事業及び予算計画

さわやか福祉財団・県社協共催のもと、県及び市町村・社協・包括支援セ

が審議され承認されました。

ンター等の職員向けのフォーラムが開催されました。

(詳細は 2～３ページ)

今回の法改正では、要支援者を“地域で支える”とし、市町村が地域支
援事業としてその仕組みを 29 年までにつくることを求めています。そのた
め市町村の速やかな取り組みを願い、厚労省やさわやか財団の堀田氏を招
いて開催されたものです。その改正は、同時に地域で暮す市民の力も求め
ています。いよいよ“暮らしやすい龍ヶ崎”のために皆さんの出番です!!

“ 移 転 先 ”を求めています
お知り合い、ご近所に“これは?”という土地・物件等
ございましたら、是非お知らせください。
（詳細は４ページをご覧ください)

・・・会員さんから・・・

・・・会員さんへ・・・
徳丸 美知子さん
“義母の老い”そして“母の老い”から

“お義母さんをお預かりしています”駅前の交番からの電話に急いで駆け付ける。道がわ
からない、住所もわからない。それから介護が始まりました。デイサービス、ショートステ
イ、最後は特老で 1 年間お世話になりました。
“認知症”の義母の介護は今は思い出として語
れますが、当時は精神的にとても負担でした。実家の母も現在、有料老人ホームで余生を送
っている状況です。車椅子で全てのことを“人頼み”なのでそれがとても辛いようです。物
忘れも進んできて先日は“誰だったかな”と言われ・・・
２人の老いていく姿を見ながら考えさせられることがたくさんありました。
自分も 70 代に入り、時に老いを感じるようになりました。
孫の子守、留学生の受入と忙しい毎日。老いの中の青春を
楽しむ日々がいつまで続くことでしょう・・・。

補聴器の 母に届かぬ 初音かな

美知子

2５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

6,224.0 時間
5,182 件

事業費

2,432,29９円

介護ステーション
訪問介護 年間活動時間
いきいき
事業費

3,303 時間

年間活動時間
378 時間
10,356,232 円

ぱれっと
放課後等デイサービス
1,925 人
障がい児放課後活動
190 人
休日活動
5回
事業費
13,071,169 円

特別支援教育支援
5 校 11 ケースの児童を担当
年間活動時間数
13,696.75 時間
事業費
13,755,458 円

その他
・総会 1 回、理事会 6 回、職員会議 12 回
・展望を考える会９回 準備会５回
・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
協力者交流
各活動部門により実施
・緊急時対策の強化
連絡網、マニュアル、防災用品、降雪時対応
見直し
・修繕、整備事業
送迎車冬用タイヤ整備
・職場環境の整備
法人会計ソフト入換え
会員管理・たすけあいソフトの作成導入
介護ステーション・ぱれっとソフト入換え
・地域貢献事業
龍ケ崎市の会議へ参加
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
茨城福祉移動サービス団体連絡会（茨移連）
３・１１支援
など

円
会員数
会員総数
正会員

３１3 名
29 名

一般会員
賛助会員

２80 名
4名

～平成２５年度決算報告～
活動報告書
金額
入会金収益
会費収益

金額
64,000 事業費計

39,615,158

606,800 管理費計

8,680,641

事業収益

33,555,166 経常費用計

協働事業等収益

14,531,456 当期経常増減額

負担金収益

（円）

480,800 法人税・住民税及び事業税

48,295,799
980,496
22,089

補助金収益

0 当期正味財産増減額

958,407

寄付金収益

30,000 前期繰越正味財産額

13,914,504

8,073 次期繰越正味財産額

14,872,911

雑収益
経常収益計

49,276,295

26 年度の事業計画・予算
全体方針
① 平成２７年度は様々な制度改正が控えており、その情報把握に努め備える。特に介護保険法の改正は
大きな意味を持ち、各自治体に委ねられる“新地域支援事業”は、私たちの目指す“誰もが暮らしや
すい地域”のための大きな一歩になるはずのもので、そのために行ってきた“たすけあい活動”の“こ
れから”も左右することから、大事な年として市への働きかけをすすめる。
② 活動の基盤としての場所の確保のため、移転先を決める。
③ ボランティアの発掘と養成に努める。

たすけあい活動
たすけあい活動
たすけあい活動
・安全運転と利用者の状況把握をする
・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
・ひき続き協力者の募集を行う
・研修会への参加
・研修会への参加
・福祉有償運送の対応を検討する
・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
・ソフトの改訂に伴い利用者の情報の共有を図る
・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
る
特別支援教育支援員制度
・5 校 11 ケースへの支援提供

介護ステーション
・27 年度の法改正に向けての準備
・ヘルパー研修、外部研修参加→スキルアップ
・利用者数の増加を目指す
・緊急時対策の再確認

その他

・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
・支援員の業務環境の整備→セミナーの企画
・疾病流行時の衛生対策
・緊急時対策→連絡網の見直し

・福利厚生
カレーの日、会員交流会
・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、
協議会等に参画

ぱれっと
・集団・個別活動の見直し、充実
・計画相談支援への対応
・10 周年事業の計画（実施）
・緊急時対策の再確認

～平成２６年度予算～
活動予算書
金額
入会金収益
会費収益

金額
50,000 事業費計

36,789,000

505,000 管理費計

10,259,000

事業収益

32,042,000 経常費用計

協働事業収益

14,500,000 当期経常増減額

負担金収益

350,000 当期正味財産増減額

補助金収益

0 前期繰越正味財産額

寄付金収益

10,000 次期繰越正味財産額

雑収益

10,000

経常収益計

（円）

47,467,000

47,048,000

《ユーアンドアイの動き》
自立支援協議会部会（木島）

3/21～22

市民活動フェア

龍ケ崎市福祉有償運送協議会

3/28

フォーラム準備会（佐藤）

2/13

自立支援協議会部会（木島）

4/4

理事会

2/17

職員会議

4/10

自立支援協議会部会（木島）

2/18

公共交通会議（佐藤）

4/16

ＧＩＦＴ会議（佐藤）

子育て支援交流会（木島け）

4/18

自立支援協議会部会（木島）

2/12

2/18～20

さわやか研修（佐藤）

2/24

龍ケ崎市障害福祉サービス事業所

茨移連会議

連絡協議会（木島）

4/19

ヘルパー研修会

4/21

職員会議

2/28

フォーラム準備会（佐藤）

4/24

理事会

3/3

理事会

4/28

フォーラム準備会（佐藤）

3/17

職員会議

3/20

フォーラム準備会（佐藤）

～事務所からのお知らせ～
・年会費をまだ納入していない方は早めにお願いします。
・協力者募集 お友達でユーアンドアイの活動に協力して下さる方いませんか？

《 転居のための情報を求めています 》
姫宮町の事務所が手狭になったため１～２年の計画で移転すること
になりましたが、まだ転居先が決まっていません。情報がありました
ら是非お寄せください。ご協力よろしくお願いいたします。
龍ケ崎市内で探しています。土地・物件により柔軟に対応いたします
ので、とりあえず、ご一報いただけると助かります。

編

集

後

記

梅雨入り後の一週間は雨の連続

NPO 法人ユーアンドアイ

で、事務所前の道路は川のようでし

〒301-0017

た。傘をさして学校へ通う子供達。

茨城県龍ケ崎市姫宮町１０４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

「ママ！また傘が壊れちゃったよ！」
と二人の息子からの報告。二人同
時に壊れるとは…今年の梅雨では
何本壊してくるのやら…
晴天が続きますようにと祈る母親
です。（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

