
介 護 障 害

×  デ ザイン  

保育・子育て

1　自 分 で で きること、ひとつでも多く
自立支援

私たちの経営理念

社会福祉法人ユーアイ村［法人案内］

2　いろん な ハ ート、あ って い いよね
自己決定・主体性の尊重、多様性の受容

ユーアイの家

ユーアイファクトリー

ユーアイほいくえん

ユーアイキッチン

ユーアイ子育て支援センター水戸市東部高齢者支援センター

ユーアイケアプラン

まるごとカフェ

ユーアイサポート ユーアイデザイン

ユーアイホーム



まるごとカフェ竣工式典
記念ライブ

「わいわい☆オールスターズ」

ユーアイほいくえん
［事業種別・定員］

● 認可保育所─定員115名（0 歳児15人、1歳児 20人、2歳児
20人、3歳児 20人、4歳児 20人、5歳児 20人）

［事業内容］

ユーアイほいくえんが大切にしている3つのこと
① 遊びの中に学びがある。中で、外で、思いっきり遊ぼう
─さまざまな遊びの経験を通して、学ぶ意欲も芽生えてきます。
② 自分で決める、自分で動く。主体性を育てる「見守る保育」
─「やってあげる」ではなく、すぐそばで「見守る」。

それが適切な支援であると思います。
③ いろんな人に囲まれた生活。インクルーシブ保育
─社会の多様性や様々な違いを、日々の生活を通して理解します。

ユーアイ
ファクトリー
［施設理念］ 

認め合う、伸ばし合う、
一人ひとりが主人公になれる場所に。

［事業種別・定員］  

障害福祉サービス事業所（共生型）
● 生活介護─定員38 名　
● （介護保険による）通所介護

─定員2名

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］障害福祉サービス
事業所
● 就労継続支援B型─定員20名
● 就労移行支援─定員6 名

［事業内容］

障害のある人の働く場です。お弁当の製造して、茨城県庁や水戸市
役所などで販売しています。ユーアイキッチンが大切にしていること
は、障がいのあるスタッフが働く喜びを感じられること。障害があっ
ても社会の一員として当たり前に働くからこそ得られる喜びを大切
にしています。

ユーアイケアプラン
［事業種別］居宅介護支援事業所

ユーアイサポート
［事業種別］障害者特定相談支援事業

利用者とその家族が安心して、住み慣れた地域で生活できるよう、
利用者の立場に立って適切なサービス計画を作成し、かつその計画
に基づくサービスの確保・提供を行います。

水戸市東部高齢者支援センター
［事業種別］地域包括支援センター（水戸市委託事業）
水戸市内に８ヶ所ある支援センターの一つで、地域に暮らす高齢者
のさまざまな相談支援を行います。とくに認知症サポーター養成講
座など、認知症について啓発する活動に取り組んでいます。

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］

障害者共同生活援助（グループホーム）
● 第1、第2ユーアイホーム

定員20名（10名×2棟）
● 第3ユーアイホーム 定員16 名（8 名×2ユニット）
● 第4ユーアイホーム 定員7名（6 名+サテライト1名）
● 第5ユーアイホーム 定員7名（5名×サテライト2名）
● 第6ユーアイホーム 定員3名

［事業内容］

主に知的障がいのある人のグ
ループホームです。障がいが
あっても、親元から離れ自立し
た生活がしたい、でも完全な一
人暮らしは難しい、という人向
けの全室個室、サポート付き住
居です。

まるごとカフェ
─多様な社会への第一歩

「まるごとカフェ」は、お弁当製造販売のユー
アイキッチンに、子育て支援センターや高
齢者支援センターなどの相談窓口をドッキ
ングさせた新しい複合型福祉施設です。地
域には、高齢者や障害、子育て、貧困といっ
たさまざまな課題があり、それらの多くは重なり絡みあっています。
縦割り型の相談窓口や単独の福祉施設だけではなかなか解決に結
びつかない複合的な課題やニーズに「まるごと × デザイン思考」で
対応できる場所─それが「まるごとカフェ」です。

［関連会社］

株式会社
ユーアイデザイン

「福祉×デザイン」で福祉の世界
の魅力を最大限に引き出します。
① ケアの対 象者（ 障 害 者、要
介護者、乳幼児とその家族等）
が、できるだけ自立して自分ら
しい生活を地域の中で送れるよ
う、また、②福祉関連領域に従
事する支援者ができるだけ心地
よく充実して働くことができるよ
う、生活や職場の環境改善およ
び仕組み・ツールをデザインし
実装します。

［事業内容］  ユーアイファクトリーは、主に中度・
重度の知的障害のある人が通所する日中活
動の場です。創作活動、音楽活動、芸術活動、
軽作業、外出、スポーツ、レクリエーションな
ど多様なプログラムを通して、自分の好きなこ
とや、得意なことに取り組み、障害を個性とし
て強みにできるような支援をします。

介護

障害

保育・
子育て

ユーアイ子育て支援センター
［事業種別］地域子育て支援拠点事業（水戸市委託事業）
子育て世代の交流の場です。親子
で楽しめるプログラムをたくさん用
意しています。ママ友・パパ友をつ
くって、みんなで子育てを楽しみま
しょう。

×
デザイン 

ユーアイの家
［施設理念］自分らしさを最後まで
［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30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「自分だったらどう暮らしたいか」を想
像し、「私も住みたい」「家族を入所させたい」と思える老人ホームに
なるよう運営しています。認知症ケアと自立支援介護、ターミナルケ
アに重点をおいています。



ユーアイほいくえん
（認可保育所）
〒310-0827  水戸市吉沼町1447-1
TEL 029-297-1211   FAX 029-297-1212

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）
〒310-0827  水戸市吉沼町1429-12  まるごとカフェ内
TEL 029-297-7708

ユーアイファクトリー
（障害福祉サービス事業所）

共生型／生活介護・通所介護

〒310-0827  水戸市吉沼町1843-3
TEL 029-350-9202
FAX 029-350-9203

ユーアイホーム
（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

第1ユーアイホーム │ 水戸市吉沼町
第2ユーアイホーム │ 水戸市吉沼町
第3ユーアイホーム │ 水戸市見川
第4ユーアイホーム │ 水戸市元吉田町
第5ユーアイホーム │ 水戸市河和田町
第6ユーアイホーム │ 水戸市河和田町

ユーアイの家
（特別養護老人ホーム）

入所

ショートステイ

デイサービス

〒310-0827  水戸市吉沼町1839-1
TEL 029-222-1822　FAX 029-222-1833

ユーアイケアプランセンター
（居宅介護支援事業所）

TEL 029-222-1823
FAX 029-246-6501

水戸市東部高齢者支援センター
（水戸市委託事業）

TEL 029-246-6216
FAX 029-246-6217

〒310-0827  水戸市吉沼町1429-12  まるごとカフェ内

ユーアイキッチン
（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）
TEL 029-212-3775   FAX 029-212-3776

ユーアイサポート
（特定相談支援事業）

TEL 029-222-1823   FAX 029-246-6501

〒310-0827  水戸市吉沼町1429-12  まるごとカフェ内

［障害］

［関連会社］

［法人本部周辺地図］

［介護］

社会福祉法人ユーアイ村
法人本部
〒310-0827  水戸市吉沼町1839-1
TEL 029-222-1822   FAX 029-222-1833
メール  info@you-i-mura.com
https://www.you-i-mura.com

株式会社ユーアイデザイン
〒310-0827
水戸市吉沼町1429-12
まるごとカフェ内
TEL 029-303-6001
FAX 029-303-8084
https://www.you-i-design.jp
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ユーアイ
ホーム

理事長   藤澤 利枝

副ホーム長
大和田 裕樹

代表取締役
平井 夏樹

施設長   舟木 佳子

ホーム長
海老澤 洋子

左：副施設長   高木 美津子
右：生活相談員   栗本 麻衣子

生活相談員   瀧 千晶

左：管理者   塚本 大介
右：生活相談員   濵嵜 佑允

管理者   中山 輝美

センター長   塙 のぞみ

統括施設長   藤澤 康彦

施設長   立川 利行

［保育・子育て］

園長   本多 久美子
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