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令和 3 年度の活動報告・決算
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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

心豊かに暮らしていける

その人らしく、

そんな新しい“ふれあい社会”を目指しています。

ぱれっと

その他

放課後等デイサービス

平成１６年のある日、以前から面識のあった流大の先生から“うちの卒業生が伺うので話を聞いて
ほしい”と電話があり、間もなく緑町の事務所にやってきたのが“ぱれっと”の木島さんでした。そ
れは“障害をもった子供の居場所を開設したい”という相談でした。ユーアンドアイの“傘” の下で
一緒にすることで即答したと思います。
それから、17 年が過ぎようとしています。ユーアンドアイも２３年目になりました。
熱い想いで立ち上げたその当時は、NPO 法が制定され、介護保険が開始され、ボランティアも盛
んで、働く人も今より多くいました。
事務所を緑町・上町・姫宮と移転しながら、皆で頑張り少しずつ大きくなってきました。
“ぱれっと”
も地域に根ざし、信頼を得て励んできました。ユーアンドアイの自慢の部門でもありました。６年前
には将来を考えて奈戸岡へ移転し現在に至っています。
そして、時が過ぎ気が付けば、ボランティア活動は活気がうすれ、働く人も減り、熱い想いで立ち
上げた私自身も歳を重ね、今後に向け早急に体制を整えなければならない状況になっていました。
コロナに翻弄されながら、現在の体制のままで誰かがユーアンドアイの全てを担うことは難しい
(？)と思案していたところ、ある人から“ぱれっと”を譲り受けたい旨の打診がありました。本人の
意志を確認の上、今後を考え、
“ぱれっと”にとっても将来の展望が明るいのではと考えるに至りまし
た。
寂しくなり、感慨深い想いもありますが、新たに総務担当の職員との出会いもあり、次世代に向け
ての準備が少しずつ進んでいます。今後ともよろしくお願いいたします。
（佐藤）

1,614 人

時間外活動

98 人

休日活動

0 回

アフターぱれっとリラクゼーション
47 人

・総会（書面表決）、理事会
職員会議 5 回
・“ハローユーアンドアイ”

3 回発行

・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

特別支援教育支援員制度

・緊急時対策の強化 緊急連絡先、備蓄食品の確認

7 校 23 ケースの児童を担当

・地域交流事業

年間活動時間数

20,035 時間

コロナの影響により市民活動フェアーへの参加
は見合わせた
・地域貢献活動
龍ケ崎市の会議等に参加
公共交通会議、市民協働推進会議、

ほのか

子ども子育て支援会議

予 防 デ イ サー ビス

338 人

地域支援事業の勉強会
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
茨城移動サービス団体連絡会（茨移連）
“たまり場、ゆい”

～令和 3 年度決算報告～

《第 24 回通常総会開催》
６月 18 日（土）ユーアンドアイ
事務所にて第２４回通常総会が
開催されました。令和 3 年度の
活動報告・決算報告、監査に続
いて令和 4 年度の活動計画・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。

金額
入会金・会費収益
事業収益
寄付金
助成金・補助金

（円）

金額
189,000 人件費
56,953,154 その他経費計
200,000 経常費用計

49,359,691
10,407,063
59,766,754

27,000 当期正味財産増減額

△2,159,829

萩原市長もご多忙の中、おいで

その他収益

309,771 前期繰越正味財産額

16,478,873

いただきました。

経常収益計

57,678,925 次期繰越正味財産額

14,319,044

令和 4 年度の事業計画・予算

《ユーアンドアイの動き》 3 月～5 月

令和 4 年度事業実施の方針
➀次の世代へ備えるため、これ迄、管理部門の事務等をアウトソーシングを中心に考えてきた。その過

3/11

市受託事業“学校支援”入札

5/23

職員会議

3/20

福祉有償運送運転者講習会（遠藤）

5/24

管理者研修会（木島）

程で昨年適任者との出会いがあり雇用することが出来た。次の世代に向けての大きな一歩となったの
で、更に次世代へ向け準備を進める。
②財政については、不慮の事態に備え基盤強化に努めてきたが、
“コロナ”の影響により、昨年度は残
念ながらマイナス決算になった。備えることの必要性を再認識することになった。
③秋には、
“ぱれっと”の部屋が空くことになっている。コロナの行方を見ながら、ユーアンドアイの
今後について慎重に検討する。

3/22

学校支援員面談 ～29 日まで

5/27

理事会

3/25

協働事業報告会（佐藤）

5/31

会計監査（糸賀）

3/26

福祉有償運送運転者講習会（遠藤）

4/11

ぱれっと個別支援意見交換会
～5 月末まで

4/18

事連協理事会（木島）

4/27

公共交通会議（佐藤）

特別支援教育支援員制度
・6 校 25 ケースの支援提供

介護ステーション
・利用者増員の体制作り

5/16

決算説明会（佐藤）

5/17

セコム点検

・話し合いの開催
・支援員の業務環境の整備
・業務の簡略化

・人材教育
（研修会、カンファレンス、面談、情報の共
有化）
・事務処理の改善、効率化
・感染症対策
・緊急時、災害時の対策
・送迎部門（講習会、利用者の増員、送迎者
の人員確保）

5/21

介護ステーション研修会

・衛生対策
・緊急対策

ほのか
・利用者の確保
・広報紙“ほのか通信”の配布
・コロナ感染対策
・笑顔の絶えないデイサービスを目指す

その他
・各部門の食事会等に対しての一定の補助
・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”への場所提供

～事務所からのお知らせ～

不要になったおもちゃ・絵本・CD があり
ましたら、ぱれっとにお譲り下さい。特に音
のでるおもちゃがありましたら嬉しいで
す。

★★★ご協力下さい★★★

<お盆休み>
8 月 13 日（土）～8 月 15 日（月）は事務所
がお休みになります。
<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。

敷地内の除草作業にご協力下さい。軍手・
カマ等事務所にあります。また、機械による
除草作業にご協力してくださる方大歓迎で
す。

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。

金額
188,000 人件費

助成金・寄付金

300,000 その他の経費

その他収益
経常収益計
経常外収益

後

記

のに恥かしさを感じる今日
この頃の私です。

金額

入会金・会費収益
事業収益

集

マスク生活が定着し、外す

（円）
45,903,000
8,426,000

53,926,000

平成 24 年のハローユーア
ンドアイ 57 号から担当させて
いただきましたが、今回が最
後の担当となりました。長い間

250,070
54,664,070 経常費用計
当期経常増減額

54,329,000
335,070

います。

★★★★お譲り下さい★★★★

編

～令和 4 年度予算～

※学校話し合いは定期的にケースごとに行って

ありがとうございました。
（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
長い間「ハローユーアンドアイ」の発行ありがとうございました‼ 佐藤

