自分でできること、ひとつでも多く
［社会福祉法人 ユーアイ村 法人案内］

●

ユーアイ村は、平成 3 年に創業し、平成 13 年に社会福祉法人になりました。障が

いのある人のグループホームや働く場所づくりから始まり、平成 17年に特別養護老
人ホームを開設。平成 28 年 4月には認可保育所が開園し、障がい福祉、介護、保
育と、ケアが必要な分野の包括的な支援ができる法人をめざしています。
●「Do

one more, what you can.─自分でできること、ひとつでも多く」がユーア

イ村の合言葉。障がいのある人も、介護を必要とする人も、できるだけ自立して自分
らしい生活ができるように。自尊心をもって、自己決定して、主体的に生きられるよ
うに。自分の人生の主人公になれるように。小さな子どもたちは、地域社会の一員
として多様な大人に囲まれ、十分な支援を受けて発育できるように。
●

ユーアイ村は、すべての人を包摂する地域社会をつくるために、高齢者だけの福祉

や、障がい者だけの福祉という区別された福祉ではなく、子どもからお年寄りまで、
支援が必要な人が安心して暮らせる地域社会の実現に貢献します。地域の人に開か
れた施設、人が寄ってくる、人が集まってくる社会福祉法人をめざしています。

ユーアイほいくえん
［事業種別・定員］
●

認可保育所─定員90 名（0 歳児15人、1歳児15人、

2 歳児15人、3 歳児15人、4 歳児15人、5 歳児15人）

ユーアイキッチン
［施設理念］

働くよろこび、高い工賃
［事業種別・定員］

［事業内容］

ユーアイキッチンは、障がいのある人の働く場です。厨房でお
いしく調理されたおかずを、お弁当の形にして、配達、販売を
担当するのが、障がいのあるスタッフの仕事になります。お客

ユーアイホーム
［施設理念］

誰もが地域で当たり前に暮らせるように
［事業種別・定員］

さまは、茨城県庁や水戸市役所といった公官庁さまや近隣の

障害者共同生活援助（グループホーム）

平成 28 年 4月開設の新しい保育園です。

●

就労継続支援 B 型─定員14 名

企業さま。注文されたお弁当を、お金のやり取りをし、明る

●

第1、第 2 ユーアイホーム 定員20 名（10 名×2 棟）

ユーアイほいくえんが大切にしている4つのこと

●

就労移行支援─定員6 名

いあいさつを交わし、笑顔と共に毎日お届けしています。

●

第 3 ユーアイホーム 定員10 名（5名×2 ユニット）

［事業内容］

障害福祉サービス事業所

①“見守る”保育を実践し、子どもが自発的、意欲的

ユーアイキッチンが大切にしていることは、障がいのあるス

に関われるような環境をつくり、子どもの主体的な活

タッフが働く喜びを感じられること。職場では個別の役割が

主に知的障がいのある人のグループホームです。障

動を大切にします。

あり必要とされる存在であること、仕事を通して誰かの役に

がいがあっても、親元から離れ自立した生活がしたい、

②家庭の負担をできるだけ減らして働くママ・パパを

立っている実感があること、そして、お客さまから「ありがと

でも完全な一人暮らしは難しい、という人向けの全室

応援します。

う」と言っていただるように責任を持って仕事に取り組むこと。

個室、サポート付き住居です。

③食事は大切な教育の場として、食育をすすめます。

─障がいがあっても社会の一員として当たり前に働くからこ

④インクルージョン保育として、一人ひとり異なる個性

そ得られる喜びを大切にしています。

［事業内容］

平成 3 年に、茨城県で第1号の障害者生活ホーム
としてはじまり、その後、平成 18 年に法制度改正で

や特質などから生じる暗黙の差別を取り払って、多様

グループホームになり、平成 26 年、法

性を受けいれ、誰もが対等で自分らしく関わり合うこ

人本部のある水戸市吉沼町に新築移転

とのできる環境をめざします。

しました（「第1・第 2 ユーアイホーム」）
。
同時に、比較的自立した人向けに、ワ

ユーアイ子育て支援センター

ンルームマンションタイプのグループ
ホームも水戸市内に開設しました（「第

［事業種別］地域子育て支援拠点事業（水戸市委託事業）

3 ユーアイホーム」）
。

子育て世代の交流の場です。親子で楽し

ユーアイホームは入居者自身の主体

めるプログラムをたくさん用意しています。

性や自己決定を大切にし、個々のニー

ママ友・パパ友をつくって、みんなで子育

ズに応じた支援をしています。

てを楽しみましょう。

ユーアイサポート
［事業種別］障害者特定相談支援事業

ユーアイファクトリー

ユーアイケアプラン

［施設理念］

［事業種別］居宅介護支援事業所

認め合う、伸ばし合う、一人ひとりが主人公になれる

利用者とその家族が安心して、住み慣れた地域で生

場所に。

活できるよう、利用者の立場に立って適切なサービス

［事業種別・定員］

計画を作成し、かつその計画に基づくサービスの確

障害福祉サービス事業所
●

生活介護─定員30 名

●

就労継続支援 B 型─定員10 名

保・提供を行います。

［事業内容］

水戸市東部高齢者支援センター

ユーアイファクトリーは、中度・重度の主に知的障が
いのある人が通所する日中活動の場です。創作活

［事業種別］地域包括支援センター（水戸市委託事業）

動、音楽活動、芸術活動、軽作業、外出、スポーツ、

水戸市内に８ヶ所ある支援センターの一つで、地域に

レクリエーションなど多様なプログラムを通して、障が

暮らす高齢者のさまざまな相談支援を行います。とく

いのある人が、自分の好きなことや、得意なことに取

に認知症サポーター養成講座など、認知症について

り組み、障がいや個性を強みにできる支援をします。
障がいのある人が生み出すちょっと変わったおもし
ろさと楽しさ、そして芸術的な価値を感じられる作品
を広く社会に発信し、アートを通じた障がい者のエン
パワーメントと経済的な価値の創出もめざします。

啓発する活動に取り組んでいます。

ユーアイの家

ユーアイデザイン

［施設理念］

自分らしさを最後まで

［事業種別］公益事業（はたらく仕組みデザイン）

ユーアイデザインは、ケアの対象者（障害者、要介護

［事業種別・定員］
●

介護老人福祉施設─定員50 名（10 名×5 ユニット）

●

短期入所生活介護（ショートステイ）─定員20 名（10 名×

2 ユニット）
●

通所介護事業所（デイサービス）─定員27名

［事業内容］

介護が必要になっても、施設で生活することになっても、自分

者、乳幼児とその家族等）が、できるだけ自立して自
らしくありたい。年をとっても、今までの生活習慣を大切にし

分らしい生活を地域の中で送れるよう、また福祉関

たい。ユーアイの家では、職員一人ひとりが「自分だったらど

連領域に従事する支援者ができるだけ自主性をもっ

う暮らしたいか」を想像し、
「私も住みたい」
、
「家族を入所さ

て最適化された職場で働くことができるよう、福祉に

せたい」と思える老人ホームになるよう運営しています。認知

関連する生活環境、職場環境の仕組みをデザインし

症介護とターミナルケアに重点をおいています。

ます。

［公益］

社会福祉法人ユーアイ村
法人本部

理事長

〒310-0827 水戸市吉沼町 1839-1
TEL 029-222-1822 FAX 029-246-6501
メール info@you-i-mura.com
http://www.you-i-mura.com

藤澤 利枝

ユーアイデザイン
（公益事業）

［介護］

［障がい］

ユーアイの家

ユーアイファクトリー

藤澤 康彦
（特別養護老人ホーム）
〒310-0827 水戸市吉沼町 1839-1
TEL 029-222-1822 FAX 029-222-1833
統括施設長

入所

左：施設ケアマネ

ユーアイキッチン

高木 美津子
本多 久美子

右：入所生活相談員

ショートステイ

ユーアイファクトリー施設長

大和田 裕樹
（障害福祉サービス事業所／
生活介護・就労継続支援 B 型）
〒310-0827 水戸市吉沼町 1843-3
TEL 029-350-9202 FAX 029-350-9203

ユーアイキッチン施設長

舟木 佳子
（障害福祉サービス事業所／
就労継続支援 B 型／就労移行支援）
〒310-0851 水戸市千波町 1918 茨城県総合福祉会館１階
TEL 029-212-3775 FAX 029-212-3776

ショート生活相談員

永堀 則雄

デイサービス

ユーアイホーム

左：デイサービス管理者
右：デイサービス生活相談員

濵嵜 佑允

ユーアイケアプランセンター

ユーアイホーム長

海老澤 洋子
（障害者共同生活援助）
〒310-0827 水戸市吉沼町 1768-1
TEL 029-239-5062 FAX 029-239-5063

塚本 大介

ユーアイサポート

ユーアイケアプラン管理者

中山 輝美
（居宅介護支援事業所）
〒310-0827 水戸市吉沼町 1839-1
TEL 029-222-1823 FAX 029-246-6501

（特定相談支援事業）

［保育］
ユーアイほいくえん

水戸市東部高齢者支援センター

ユーアイほいくえん園長

川上 美智子
（認可保育所）
〒310-0827 水戸市吉沼町 1447-1
TEL 029-297-1211 FAX 029-297-1212

東部高齢者
支援センター長

（水戸市委託事業）
塙 のぞみ
〒310-0827 水戸市吉沼町 1839-1
TEL 029-246-6216 FAX 029-246-6217

ユーアイ子育て支援センター
（水戸市子育て拠点支援事業）

［法人本部周辺地図］

［ユーアイキッチン地図］
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