
         

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 6月発行 

発行元 ＮＰＯ法人 ユーアンドアイ 

発行責任者 佐藤真智子  

第８０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。 

リレートーク 
 林 大介さん 「龍ヶ崎に来て・・・ 」 

・・・会員さんから・・・

  

・・・会員さんへ・・・

  

【第 20 回通常総会開催】 

5 月 19 日(土)ユーアンドアイ事務所において第

20 回通常総会が開催されました。29 年度の活動報

告・決算報告。監査に続いて 30 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。 

 

 

 

30年度総会の様子 

障害者を持つことの大変さを今更ながらに感じています。本人に対するケアやサポートは地域によって

大きな差があり、どこにどう相談してよいのかいまだにわからないことだらけです。小中高の免許を持っ

て教壇に立ちながら、障害児のことを少しでも理解できればと思い、後から特別支援学校教諭の免許も取

得しましたが、通り一編の知識があっても実際には役に立たないことばかりだということを思い知らされ

ました。 

二男の和樹がユーアンドアイにお世話になって早 9年がたちます。和樹は障害があり、吃音もあるので

言葉をうまく発することができないため、自分からはうまくコミュニケーションをとることができません

が、周囲の言っていることはほぼ理解できています。送迎の時はもちろん、たまたま道路やスーパーで和

樹を見かけると声をかけてくださる方もいて、親にそのことを連絡下さったりなどと、地域の中で気にか

けてくださる方がいるということは孤立しがちな障害児の親にとっては心強くもあり、嬉しくもあること

です。 

私もあと何年元気に生きていられるのかなあと思うと、不安がいっぱいです。自分自身を振り返るため

に、いつか四国遍路に行きたいと思っていますが、障害児がいると、そんなこともなかなか叶えられずに

います。障害児本人が支援されるということは、本人だけでなく同時に障害児の親もサポートされている 

 ことになります。今後ともよろしくお願いします。 

【29 年度振りかえり】  

継続の事業のほか、第 3期のリフォーム完了

後“予防ディサービス”を開始。その後“サロ

ン”の検討に入り、補助事業のフェンス工事、

会計ソフトの変更、事務の効率化、懸案だった

“おでかけサポート”の見直し等行ないまし

た。 

【30 年度方針】 

29 年度に引き続き、予防ディサービスとサ

ロンの推進に努めると共に、継続して体制の見

直しと財政の安定を目指す。又、行政等への参

画や市及び市内外の NPO法人等と協力して、誰

もが暮らしやすい地域を目指します。 



２９年度の活動報告・決算 

 

活動報告書             （円） 

 金額  金額 

入会金・会費収益 602,400, 事業費 人件費 54,900,048 

事業収益 66,566,221 その他の経費 17,628,439 

寄付金収益 2,800 経常費用計 72,528,487 

雑収益 18,675 当期経常増減額 △5,338,391 

経常収益計 67,190,096 法人税・住民税及び事業税 872,092 

  当期正味財産増減額 △6,210,483 

  前期繰越正味財産額 11,063,932 

  次期繰越正味財産額 4,853,449 
 

 

たすけあい活動 

年間活動時間数     4,103.2時間 

年間活動件数        3,749件 

事業費          5,981千円 

介護ステーション 

訪問介護  年間活動時間   2,086 時間 

いきいき  年間活動時間    210 時間 

事業費                11,650 千円 

ぱれっと 

放課後等デイサービス    1,984 人 

障がい児放課後活動          101 人 

休日活動                      4 回 

事業費          17 ,162 千円 

特別支援教育支援 

7校 18ケースの児童を担当 

年間活動時間数     24,176時間 

事業費         23,738千円 

 

               円 

会員数 

会員総数          311 名 

正会員              23 名 

一般会員           283 名 

賛助会員       5 名 

～平成２９年度決算報告～ 

その他 

・総会 1回、理事会１０回、職員会議 12回 

・ほのか開始に伴う修繕工事 

・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 

・協力者へ呼びかけての除草作業（雨のため中止） 

・福利厚生  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 

・地域貢献事業 

  龍ケ崎市の会議等に参加 

  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 

  茨城県自閉症児・者支援専門職員養成研修会 

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） 

ほのか 

予 防 デ イ サ ー ビ ス   ２ ７ 人 

送 迎            ２ ７ 人                

事業費          5 ,085 千円 

 

 



３０年度の事業計画・予算 

３０年度方針 

① “ほのか”は、利用者を増やす。“ゆい”は高齢者の活動の場・地域の拠点としての定着を図る 

② 状況を見ながら、総合事業への対応にあたる 

③ 平成 29年度に取り組み進めた見直しについて、結果を踏まえ、今後の体制について考える 

④ 国の方針で給付が大幅に下がる事業もあるが、 

⑤ 他のＮＰＯ等と協力して、暮らしやすい地域に向け尽力する 

 

 

                                   （円） 

 金額  金額 

入会金・会費収益 600,000 事業費 人件費 62,370,000 

事業収益 67,070,000 その他の経費 7,140,000 

雑収益 15,000 経常費用計 69,510,000 

受取補助金等 1,800,000 当期経常増減額  

経常収益計 69,485,000 当期正味財産増減額  

  前期繰越正味財産額  

  次期繰越正味財産額  

    
 

 

～平成３０年度予算～ 

たすけあい活動 

・安全運転及び個々の利用者に適したサポート 

・研修会への参加 

・介護保険部門と連携をとり、生活支援の充実 

・緊急時における災害伝言板利用の検討 

ほのか 

・受入れ準備をする 

・専任担当者の設置 

・レクリエーション要員の充実 

介護ステーション 

・介護保険法改正、介護報酬改定に伴う準備 

・介護予防・日常生活支援総合事業の開始 

・ヘルパーの増員を図る 

・研修の充実を図る 

・緊急時対策見直し 

ぱれっと 

・報酬改定、児童福祉法に基づく障害福祉関係サ

ービスの人員、設備及び運営に関する基準の変

更、事業所更新手続き 

・活動内容の充実（職員研修会・食育） 

・休日活動及び“ぱべ会”（保護者対象の勉強会） 

・緊急時対策 

特別支援教育支援員制度 

・８校２１ケースへの支援提供 

・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 

・衛生対策 

・緊急時対策→連絡網の見直し 

たすけあい活動 

・安全運転及び個々の利用者に適したサポート 

・研修会への参加 

・介護保険部門と連携をとり、生活支援の充実 

・緊急時における災害伝言板利用の検討 

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 

・福祉有償運送の料金及び利用の変更 

・日常生活支援総合事業への対応 

・移動サービス協力者の募集 

・福祉車両助成金の申請 

・緊急時対策の再確認 

ゆい 

・毎週水曜日 9:30～13:30で開始する 

・参加者のボランティアによる自主運営 

・参加料徴収の検討・昼食の提供 



《ユーアンドアイの動き》  

 

 

  

 

2/1      ほのか体験会 

2/14     市民協働推進委員会（佐藤） 

2/17～18  市民活動フェア 

2/19     職員会議 

2/26     理事会 

3/7       たまり場ゆいお試し体験会 

3/19     職員会議 

3/23     ぱれっと県説明会 

3/24     介護ステーション研修会 

3/28     理事会 

3/29     福祉有償運送協議会（佐藤） 

4/4      ゆい スタート 

4/16       職員会議 

5/1      たすけあい送迎 新ルール開始 

5/8        消防署点検 

5/9      理事会 

5/14     理事会 

5/19     総会  介護ステーション研修会 

5/21     職員会議  

 

 

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 http://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 

 

編 集 後 記 

今年の運動会は障害を持った子

とペアを組んで組体操に挑んだ息

子。毎日、練習の様子を報告してく

れました。当日の演技を楽しみに待

ちつつ、練習を一緒にした過程が大

切であり、いい経験になったと感じた

私。当日は見事な演技を披露してく

れ 2 人とも満足そうな表情を見せて

くれました。 （Ｋ×２） 

～事務所からのお知らせ～ 

〈年会費納入〉 

平成３０年度の年会費納入がまだの

方は早めにお願いします。 

 

〈チケット利用のお願い〉 

 協力者へ渡すチケットは、印または

名前の記入をお願いします。 

 

〈お盆休み〉 

 8月 11 日（土）～１５日（水）は 

事務所がお休みとなります。 

 

～泰道さん・渡邉さん 

         お世話になりました～ 

泰道さんと渡邉さんが、6 月いっぱいでユーアンド

アイをお辞めになります。 

泰道さんは法人の立ち上げメンバーとして関わり、

19年近くたすけあいを担当していただきました。 

渡邉さんは介護ステーションでヘルパーさんや、提

供責任者として 12年間頑張っていただきました。 

お世話になりました。そして、有難うございました。

残念ですし、さみしくなりますが皆で頑張ります。 

ご支援の程よろしくお願いいたします。          

(佐藤) 

 


