
         

 

 

 

   

   令和２年度の活動報告・決算 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
（円） 

 金額  金額 

入会金・会費収益 206,000 人件費 50,912,645 

事業収益 63,254,298 その他経費計 8,859,648 

寄付金 4,280 経常費用計 59,772,293 

助成金・補助金 1,637,644 当期正味財産増減額 5,575,578 

その他収益 245,649 前期繰越正味財産額 13,183,237 

経常収益計 65,347,871 次期繰越正味財産額 18,758,815 
 

 

以前小学校で読み聞かせをしていた頃、よくこの詩を読みました。すきという気持ちを大切にし

てほしいなという思いで… 

ユーアンドアイのはじめの一歩と同じ日に生まれた私が縁あって働かせて頂き 8 年目となりま

した。 

子どもがすきな事が自由に出来る日が来るように願い、子どもたちからのパワーと笑顔をたく

さんもらい、これからも元気に続けていければと思っています。 

すき   谷川俊太郎 

 

すき 

ゆうがたのはやしがすき 

まよっているありんこがすき 

りんごまるごとかじるのがすき 

ひざこぞうすりむくのもすき 

いたいけどすき 
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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。 

平 美紀 さん 「すき」 

リレートーク 
 

・・・会員さんから・・・

  

・・・会員さんへ・・・

  

《第 23回通常総会》 

昨年度に続き今年度の総会も、新型コロナウィルス感染症予防のため、開催を見送り、書面表決により承認を

いただく形を取らせていただきました。 

《令和 2年度事業実施の報告》 

・財務状況は大分安定してきていますが、不慮の事態に備えることができるように努めたいと思います。 

・令和 2年 11月ユーアンドアイが多年にわたり市政の進展に寄与したとして市内の個人・団体と 

ともに“一般功労表彰”を受けました。 

・ホームページの更新がなかなかできず今後の課題となりました。 

・新型コロナ対策については助成金申請による衛生対策・環境整備等に取り組みました。 

 

 

 

介護ステーション 

訪問介護  年間活動時間   3 ,436 時間 

いきいき  年間活動時間    171 時間 

送迎  活動件数       167   件   

会員数 

会員総数           141 名 

正会員              11 名 

一般会員           129 名 

賛助会員       1 名 

ぱれっと 

放課後等デイサービス    1 ,705 人 

時間外活動           1 0 8 人                             

休日活動                     0 回 

アフターぱれっとリラクゼーション                           

                ３５人 

その他 

・総会 1 回（書面表決）、理事会 2回 

職員会議 12回 

・“ハローユーアンドアイ” 4 回発行 

 令和 3年 1 月発行（第９０号）よりカラー化 

・広報誌の掲載・ホームページ更新・Twitter での

情報発信 

・剪定業者による庭木の管理、除草作業、大掃除の

実施 

・福利厚生 新型コロナ慰労金の支給 

・緊急時対策の強化 緊急連絡先、備蓄食品の確認 

・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 

フォロー研修会 

 茨城移動サービス団体連絡会（茨移連） 

 “たまり場、ゆい”への協力・支援 

 

特別支援教育支援員制度 

8 校 24 ケースの児童を担当 

年間活動時間数       25,225 時間 

 

ほのか 

予 防 デ イ サ ー ビ ス   3 9 2 人 

 

～令和 2 年度決算報告～ 

 

すき 

おかあさんがすき 

いつもけんかしてるけど 

すき 

おつきさますき 

おひさますき 

ほしみんなすき 

かぞえきれないけれど 

すきなもの 

すきなこと 

 

ずっとすきでいたい 

きらいなものもあるけれど 

いつかそれを 

すきになるかもしれない 

 



令和 3 年度の事業計画・予算 

 

《ユーアンドアイの動き》 3月～5月 

 

  

                                    

 

 

                                                 

 金額  金額 

入会金・会費収益 205,000 人件費 53,391,000 

助成金・寄付金 510,000 その他の経費 9,030,000 

事業収益 65,534,700   

その他収益 250,100   

経常収益計 66,499,800 経常費用計 62,421,000 

  当期経常増減額 4,078,800 
 

                              

 

（円） 

～事務所からのお知らせ～ 

<お盆休み> 

8/13（金）～8/15（日）事務所はお休みにな

ります。 

 

<ホームページについて> 

ユーアンドアイのホームページあります。 

ぜひご覧ください。 

https://www.npo-ibaraki.or.jp または 

NPO ユーアンドアイ 龍ケ崎 で検索して

下さい。 

3/8       ぱれっと報酬改定勉強会 

3/9      学校入札 

3/15      職員会議 

3/24     会計リモート研修 

3/25     障害支援区分認定審査会委員研修 

4/8      ぱれっと個別支援意見交換会 

～5月末まで 

4/12     職員会議 

4/21     障害支援区分認定審査会委員研修 

5/13     セコム点検 

5/17     職員会議 

5/18     決算説明会 

5/19        障害支援区分認定審査会委員研修 

5/20       会計監査 

 

※学校話し合いは定期的にケースごとに行って 

います。 

令和 3 年度事業実施の方針 

① 管理部門のアウトソーシングを更に進める。 

② 財政は社会の状況・国の方針に対応できるように更に基盤強化に努める。 

③ 学校支援の謝金を最低賃金に近づけるよう努力していく。 

④ ホームページの内容の充実を図る。 

⑤ 新型コロナ対策は、知恵を絞りながら、ワクチン接種を待つ。 

特別支援教育支援員制度 

・7 校 23 ケースへの支援提供 

・話し合いの開催（文書での回答等） 

・支援員の業務環境の整備 

・業務の簡略化 

・衛生対策 

・緊急対策 

介護ステーション 

・訪問介護サービスの体制の充実 

・情報の共有に努める 

・人材教育に努める 

・利用料集金の効率化 

・感染症対策 

・緊急時対策 

・処遇改善加算 

・送迎サービスの人員の増員 

 

ほのか 

・コロナ対策（ワクチン接種） 

・利用者の増加を図る 

・職員研修・ミーティング 

・職員の増員 

・ほのか通信 

ぱれっと 

・報酬改正に合わせた、適正な運営 

・新型コロナ対策 

・車両・施設修繕等の計画的な立案 

・個々人に沿った個別支援評価・計画 

・職員のスキルアップ 

・休日活動・ぱべかいの開催可否の判断 

・広報活動 

・緊急時対策の向上 

その他 

・各部門の食事会等への補助 

・市民活動フェアーへの参加 

・市主催会議等への積極的な参加 

・“たまり場、ゆい”への支援 

 

★★★★支援員募集★★★★ 
ユーアンドアイでは、市内小中学校に通う

障害を持ったお子さんたちの支援を行ってい

ます。現在 41 名の会員が、市内 7 つの小中

学校で支援員として子供たちの学内での生活

をサポートしています。夏は暑く、冬は寒くとな

かなか大変な面はありますが、子供たちの

日々の成長に直に関わらせてもらえる仕事で

す。興味のある方がいましたら、ご紹介いただ

ければ幸いです。（できれば、午後もできる方

が助かります）  担当：飯嶋 

★★★★★★★★★★★★★★ 

 

～令和 3 年度予算～ 

 

編 集 後 記 

新型コロナワクチン接種

が始まった。年齢的にはもう

少し先の話で時間がかかり

そうだ。接種した方の話を聞

くと心配なこともあるが、感

染したら…と思うと更に心

配になる。引き続き感染対策

をしっかりして、ワクチン接

種を待とうと思う。（Ｋ×２） 

NPO法人ユーアンドアイ 

〒301-0845 

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 https://www.npo-ibaraki.or.jp 

ご意見・お問い合わせメールアドレス 

         yu-and-ai@npo-ibaraki.or.jp 

 

 


