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愛光園発祥の地、大府市共和町。そこにプレ

ハブ造りの建物ができたのが４５年前です。重度

重症の障がいのある子どもたちの活動の場とし

て、ともに笑いあい、互いに学びあい、一緒に成

長してきました。その後増改築を繰り返し、平成

元年には重症心身障がいのある大人の方の日中活

動の場として衣替えをし、制度の１歩先を歩んで

きました。 

平成２年、周辺で区画整理の計画が持ち上が

り、その対応を巡って大府市や区画整理組合と何

度も協議を重ねてきました。紆余曲折を経て平成

２０年５月、障がい者活動センター愛光園は東浦

町へ移転し、旧園舎は取り壊され、土地の形状も

大きく変わって現在に至っています。 

愛光園の跡地の活用について種々検討してま

いりました。売却して愛光園の移転費用に充てる

案から、介護保険の小規模多機能居宅型介護を６

５歳未満の方も利用できるよう特区申請する案な

ど、いろいろなアイデアがありました。その中で

愛光園ゆかりの地として残し活用していく方向で

考えました。 

検討の間に、平成１５年の支援費制度、１８

年からの障害者自立支援法、更に政権交代で障害

者自立支援法の廃止と新制度の検討と、制度はめ

まぐるしく変わり、また変わろうとしています。 

また社会福祉法人愛光園としても自主財源が

なく、施設整備は補助金に頼らざるを得ない状況

が続いています。平成１６年以降毎年補助金申請

をしていますが、認められたのは平成１９年分の

愛光園移転分のみ。これも３回目の申請でした。

今後もかなり厳しい状態が続きそうです。 

当初は平成１６年移転計画であった愛光園移

転が平成２０年になり、移転先も内容も変わった

ように、なかなか計画通りにはことが進みませ

ん。 

将来計画は難しく、状況により変わってしま

うこともあります。しかし大事にしたいのは以下

の３点です。 

１つには、思いを生かし続けたいということ

です。皿井理事の著書『光をみつめて』の 初に

愛光園の設立の経緯が記載されています。借金の

お願いに回り募金をお願いするときのつらさ、協

力していただいた方への感謝、障がいを持ったお

子さんへの思いや祈り。それが今日の社会福祉法

人愛光園の礎となっています。その思いを生かし

続けるために、大切に活用していきたいです。 

２つ目は重度重症の障がいのある方への支援

の拠点。設立当初から愛光園は「どこへも行くと

ころのない子どもたちの施設」ということでやっ

てきました。大人の施設になってからもお一人お
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愛光園跡地にケアホーム 
法人本部長 桑山 利和 

区画整理前の愛光園 
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一人をきちんと受け止めてまいりました。その精

神を受け継ぎ、重い障がいのある方が自分らしく

活動できるところ、安心して暮らし続けるところ

にしたいと思います。 

３つ目は地域の資源という視点です。愛光園

ができて以来、本当に多くの方のボランティア、

ご寄付や差し入れ、行事や工事のご協力などな

ど、お力添えをいただいています。地域が求めて

いること、今後必要となる事業に活用したいと思

います。 

そこで今現在具体的に動いている計画は、重

度の障がいのある方の暮らしの場であるケアホー

ム２棟の建設。１棟は工事を開始し、４月から７

人の女性の方がここで暮らし始める予定です。来

年にはもう１棟建て、男性の方が暮らせるように

なります。 

もうひとつ建設に着手しているのが就労移行

支援事業所です。障がいがあっても「働きたい」

「人から必要とされたい」「社会の役に立ちた

い」という思いは変わりません。しかし現実には

障がいがあるがゆえに就職はとても難しいです。

そこで現在ひかりのさとファームで行っている事

業を移転拡大して、地域の社会資源としての役割

を今以上に果たしていこうというものです。むろ

ん社会福祉法人愛光園の事業所だけでは行えませ

んので、関係機関や団体、企業の方々と連携して

取り組んでまいります。 

現在計画中のものが生活介護事業とホームヘ

ルプの事業所です。東浦町に移転した障がい者活

動センター愛光園は利用定員を増やしましたが、

すぐに定員いっぱいです。人材確保の難しさも

あってこれ以上の受け入れはとても難しくなって

います。そこで愛光園跡地に重度の障がいのある

方が通える場所を、少し規模を小さくして作ろう

という計画です。これにホームヘルプ事業所を併

設できれば、地域生活支援の拠点になれます。し

かしその実現には建設費の補助が必要です。来年

度工事のための補助申請を行いましたが、愛知県

とのヒアリングでは難しそうな感触です。近い将

来に実現できることを願ってやみません。 

繰り返しますが、これらは現時点の案であり

情勢によっては変わることもありますし、いった

ん作った後も別の機能として組み直すこともある

でしょう。しかし、愛光園ができたときの感謝の

思い、重度障がいのある方の拠点であり続けるこ

と、社会的役割を大切にしていくことは変わりあ

りません。 

これからもご支援ご協力をよろしくお願いい

たします。 

 

愛光園跡地全体構想 

平成22年9月17日ケアホーム地鎮祭 

 
就労移行支援事業所 

 定員20名 

 平成23年4月 

   開所予定 

男性専用ケアホーム 定員7名 

 

女性専用ケアホーム  

定員７名 

 

   平成23年4月開所予定 

障がい者活動センター（仮称） 
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早いもので、ひかりのさとの会そして法人愛光

園に、どっぷり浸かって３０年余の月日が経って

しまいました。自慢ではありませんが、法人で

は、 古参クラスになるようです。大学を出て、

のぞみの家が、この東浦の土地に産声を上げると

同時に飛び込んだことが幸か不幸か？現在まで来

てしまいました。ユニークな諸先輩方に導かれ、

住人さん達からは、今を生きる事の大切さを学ば

せて頂きました。ひかりのさとを取り巻く環境

は、大きく変わりましたが、この場所に集いし人

たちの心は、昔も今も変わらぬまま、その人なり

の夢と理想を描き続けているような気がします。 

 さて、今年度より、思いもかけずに、まどかか

ら古巣である、ひかりのさとのぞみの家（以下

「のぞみの家」）に戻ることになりました。今ま

で未認可時代を含め、ほとんどの時間を知的に障

がいを持った方達と喜びや悲しみを分かち合い学

び合うお付き合いをさせて頂きました。今は、本

当に感謝の気持ちで一杯です。 

現実を受け止めながらも、あまり自覚のないま

まに、のぞみの家での 期のご奉公をすることに

なり、とまどいと一抹の不安を抱えながらの４月

を迎えることになりました。のぞみの家とは同じ

敷地内で隣同士でありながら、積極的に交流する

機会も、今まであまり作ってこなかったというこ

ともあり、改めてのぞみの家に移って新たな発見

や気付かされることが多くあり、３０年余におよ

ぶ歴史の重さを、ひしひしと痛感させられまし

た。まどかとは異なり生活環境はともかく、１日

の時間がゆるやかに流れる中、生活する上での柱

となる「食事」「入浴」「排泄」「睡眠」にかけ

る割合が高い位置を占め、理解はしていたものの

生活リズムの違いにとまどうことばかりでした。 

 もちろん住人さんも、昔から顔なじみの方たち

も多くおられますが、皆さん当たり前のごとく、

年齢を重ねてきており、身体的状況も変わってき

ていることにより、介護・医療の割合が、かなり

高くなってきています。介護という点では、全く

の新人であり、学び考えることばかりです。まさ

に一日一日が、住人さんにとっては、生きること

への真剣勝負といっても過言ではありません。そ

の中で、自分自身がどこまで入り込むことができ

るかしっかり住人さんと向き合っていくしかあり

ません。 

人が年齢を重ねるとともに、建物も年をとりま

す。建物や設備の老朽化による修繕や改修場所

は、数え挙げればきりがありません。 

少しでも快適な生活環境を保障していくこと

は、サービスを提供する側としての責任です。中

長期での大規模な修繕も計画されていましたが、

ここにきて大きなニュースが飛び込んできまし

た。半ばあきらめかけてきた「建て替え」の話が

急浮上してきたのです。耐震化による整備補助金

を受けることができる可能性が出てきました。も

はや 期のチャンスになるのではというビッグイ

ベントです。まだ、正式に決定したわけではあり

ませんが、のぞみの家全員の思いを一つにして建

て替えの方向で進めていくことになりました。平

成２３年度事業ということで、時間がない中で準

備を進めていかなければなりません。住人さんを

中心としてプロジェクトを組み、毎週、話し合い

を重ねています。自分達の生活する大切な場所と

いう意識から、普段以上により積極的に意見が交

わされています。 

 ３０年余前にのぞみの家の建物が建てられたこ

ろの熱き思いと共に、今まで歩んできたのぞみの

家での実践を受け継ぎ、少しでも皆さんの願いの

こもった建物を作ることができればと思っていま

す。 

住人さんや職員さんそして応援してくれる皆さ

んに背中を押してもらいながら、何とか乗り切っ

ていきたいと思います。今後、のぞみの家が果た

すべき役割は、さらに大きなものになってくると

思います。 

 しっかりと地に足を付け歩んでいきます。どう

かこれからもよろしくお願い致します。 

 

過去・現在・未来 

 「原点に立ち戻り、今・思うこと」             
  

    ひかりのさとのぞみの家 

               グループ長   加藤俊一 
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平成１２年介護保険制度開始と同時に、老人

保健施設相生のような高齢者事業施設の身体拘

束が禁止され、さらに翌年から厚労省の主導の

もと「身体拘束ゼロ作戦」が開始されました。

それに基づいて、身体拘束廃止に向けて具体的

な取り組みが各施設で開始されました。 

その後、平成１８年に制定された高齢者虐待

防止法では、身体拘束は身体的虐待にあたるも

のとして分類されるようにもなりました。 

しかしながら、平成２２年２月厚労省の調査

では、特養など４種類の介護施設で、身体拘束

を受けている高齢者の割合は３％という実態が

明らかになりました。 

老人保健施設相生においても、平成８年の開

設後しばらくの間、ベッド柵（サイドレール）

でベッドを囲み、車いすに座っている利用者に

拘束帯を使用し

た時期がありま

したが、前述の

制度が制定され

る以前より、身

体拘束廃止に向

けての取り組み

が開始されまし

た。 

身体拘束廃止

が叫ばれてから

は、職員勉強会

の度々の実施や環境改善など、廃止に向けて取

り組みました。拘束事例で 後まで取り外しが

困難であったのは、つなぎ服やミトンの着用で

した。これらは、皮膚のかきむしり予防や、経

管栄養の管の抜去予防をするために使用したも

のです。特に、栄養を摂るための管を抜いてし

まわれると、 悪生命の危機に直結する危険性

があるため、取り外しを実施するのは、なかな

か容易ではありませんでしたが、それに対して

いろいろ取り組み、今では入所者の身体拘束は

ゼロとなっています。家庭における介護には限

度があるため、やむなくミトン手袋やつなぎ服

を使用して、通所やショートスティを利用されて

いる方がみえます。 

高齢事業部の平成２１年度身体拘束廃止委員会

では、通所サービス利用者（１名）のつなぎ服の

取り外しについて、ご家族と共に検討していく

（決して、急いで取り外そうとしない）ことを目

標の一つとして取り組みました。職員の中には、

つなぎ服を「少し変ったデザインのパジャマ」と

思い込み、つなぎ服そのものを知らずに介助して

いる者もいました。ま

ずは、職員がつなぎ服

を実際に着て、その人

の動きの自由を制約し

てしまうこと、その弊

害について考えること

から始めました。ご本

人の手の動きや表情の

アセスメントを行い、

ご家族や居宅ケアマ

ネージャーにも説明し

ご協力を得ながら、パ

ジャマへの短時間試着

を開始しました。トラブルは見られず、現在、通

所サービス利用時にはパジャマを着て過ごしてい

ただく時間を徐々に拡大しています。利用者の表

情は穏やかで、ご家族も拘束抑制が解けたことに

安堵されています。 

 今年度、法人愛光園の人権擁護委員会では、平

成１８年にすでに一度実施した「権利擁護アン

ケート」を実施することになりました。その間に

職員が入れ替わっている事業所も多くあり、あら

ためて職員一人ひとりが、介護・支援の現場を、

そして自身の権利擁護に関する意識を見直すこと

を目的としています。 

 法人愛光園の理念『私たちは、誰もが人間とし

ての尊厳が保たれ、安心して共に生きる社会をめ

ざします』は、毎日の一つひとつの支援の中で具

体的に実践されていくも

のです。権利擁護に関す

る職員の理解度や実践力

をさらに高めることをめ

ざし、このアンケートを

今後の支援にいかしてい

きたいと思います。  

「お一人おひとりの尊厳を 

       大切にすること」  
     

     高齢者保健福祉事業部 

     介護老人保健施設 

     グループ長補佐  金山まゆみ 
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私は勉強が好きではなく、身体を動かすこと

がそこそこ好きでした。小・中・高と様々な球

技の部活に入り、なんとなく過ぎていく毎日で

した。そんな自分の人生の転機は、中学２年の

頃の職場体験学習で知的障がい児通園施設に

行ったことです。一日限りの体験でしたが、私

は移動も会話も困難な幼い女の子に出会いまし

た。はじめに職員の方が、「今からお馬さん

ごっこをします」と言い、その子を私の膝の上

に座らせ遊び方を説明し始めました。すると女

の子は緊張のためか、私の膝の上で失禁をして

しまいました。その後着替えを済ませ、もう一

度お馬さんごっこを始めると、再びその子は失

禁をしました。そんな事を繰り返すうちにあっ

という間に時間が過ぎていきました。大変な体

験でしたが、私は不思議と嫌ではなく、むしろ

その子どもに対して「不安にさせちゃったね」

という申し訳ない気持ちで落ち込みました。し

かし、別れ際にバイバイをした時、女の子は私

の顔を見てニコっと満面の笑みを見せてくれま

した。その笑顔にどのような意味が込められて

いたのかは分かりませんでしたが、なぜか自然

に涙が出てきました。まるで、「一日楽しかっ

たよ」と言ってくれているような笑顔でした。

私は初めて、自分よりも幼い子どもから、とて

も大切なことを教わったように思います。この

経験から、私は福祉系の大学に進学を決めまし

た。そこでの勉強は今までの勉強とは正反対

で、とても楽しいものでした。そして私はボラ

ンティア活動を通しておひさまを知り、資格取

得のために必要な実習でおひさまを選択し、

様々なことを学び、“ここで就職したい”と考

え、今に至ります。 

 男性で保育士というと、周りからは、「珍し

い」や「今の時代には男性保育士が必要だ」な

どと言われることがあります。確かに幼い子ど

もたちが通う施設の職員は、今でも女性が多

くを占めています。しかし、次世代の子ども

たちをしっかりと育むことは、性別や立場に

関係なく、社会全体で取り組まなくてはなら

ない課題だと思います。先日、ある子どもの

母親に「父親以外の男性と関わる機会が少な

いから、ありがたい」と言われました。そこ

から、男性である自分にできることがあると

思うようになりました。 

 日本では保育の場だけではなく、育児の面

で男性の存在が希薄です。現代の父親の子育

てについて、大学のフィールドワークの一環

としてスウェーデンに旅行した際には、いろ

いろなことを考えさせられました。デパート

や街中の店が夕方の五時頃には一斉に閉まっ

てしまいます。利用する側にとって不便です

が、働く人たちにとって、仕事を終えて家庭

へ戻り、育児や家事を行なう時間となりま

す。また、保育所を視察した際、子どもを迎

えに来た父親二人と男性保育士が楽しそうに

会話をしている光景を見ました。父親が育児

に参加することは、親として当然のことであ

るはずなのですが、日本では働くことが中心

の父親が多いと思います。 

私が将来子どもを持つことになったとき、自

分自身が｢働きながら育児も一生懸命にする父

親｣となり、仕事中心となっている父親の育児

参加を少しでも促したいです。子どもが求め

る父親像を考え、子どもと信頼関係を結び、

子どもと過ごす時間を大切にしながら、保育

士として仕事をすることができる父親を目指

したいです。又、子どもたちが成長していく

上でいろいろな人と関わることができるきっ

かけ作りが、男性

保育士としての私

の役割であるよう

に考えます。  

  

「男性保育士としての自分の役割」 
 

         大府市発達支援センターおひさま 

                保育士  丹羽 徹 
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平成２２年７月２０日、中小企業診断士である篠原正

行氏による「福祉施設の職員接遇研修」を受けてきまし

た。ファームからは私、平野実穂を含めて６名が参加

し、学んできました。 

 

今回の研修は福祉職員が対象ではありますが、内容と

しては社会人としてのマナーを学ぶ研修でした。研修で

は講義を聴くだけでなく、参加者自身が実践トレーニン

グや意見発表を通して研修内容を吸収しやすくなるよう

工夫されていました。 

内容は大きく以下の７項目です。 

言葉づかいのマナーに関しては日頃から自分自身悩ん

でいました。そのため、それを研修で学んでいる 中は

自分の不出来に苦戦を強いられていたので、より興味を

もって学ぶことができました。社会人になって敬語を使

う機会が一段と増えましたが、その中で自分が間違った

敬語を使っていることもあります。二重・三重敬語や、

取引先との間で使用する敬語、敬語の種類等を学ぶ中

で、これまで自分が無意識に話していた言葉で間違った

使い方をしていることがたくさんあることに驚かされま

した。今回学んだ言葉づかいのマナーを生かしていくと

共に、今後もより一層敬語について学んでいきたいと思

ます。 

また電話応対のマナーでは、電話の相手様に不快や迷

惑を感じさせないような臨

機応変な対応と、それを踏

まえての言葉づかいに気を

つけなければならないこと

を痛感しました。そのため

電話応対の実践トレーニン

グでは、緊張で適切な言葉

が出て来ませんでした。し

かしこれは日頃から何回も

実践を重ねていくことで、 適な電話応対ができるよう

になるのではないかと思います。慣れないうちは失礼な

言葉づかいになってしまうこともあるとは思いますが、

失敗を積み重ねながら上達していきたいです。 

私はこの研修に参加するまでは福祉施設に接遇を活用

する機会はあまり無いと感じていました。しかし今回の

研修を通して、接遇は一般社会のどこでも必要とされる

技術であると学びました。 

現在自分が就いている職業が対人間であるからこそ、

接遇で気持ちの良い人間関係を構築する必要がありま

す。さらには生産活動を行う施設でお客様と接する機会

も多いため、今回学んだ接遇を大いに生かさなくてはな

らないと実感しています。お客様にサービスを提供する

中で「また来たい」と思って頂くためには、お客様一人

ひとりが「気持ちが良い」と思って頂けるサービスを提

供しなくてはなりません。 

今回の接遇研修で学んだことを生かし、お客様に対し

て気持ちの良いサービスを提供し、そのことでお客様に

リピーターになって頂き、生産活動収入を増やしていき

たい。さらには利用者の給料増額、そして利用者が豊か

な地域生活を送ることができるように繋げていきたいと

思っています。 

  

 後に一緒に受講した職員の感想もあげさせて頂きま

した。この研修に参加した職員だけでなく、ひかりのさ

とファームのスタッフ全員で、積み重ねと振り返りを忘

れず、気持ちのよい接遇ができていくようにしていきた

いと思います。 

 研修報告 

 「福祉施設の職員接遇研修 」 
 

     ひかりのさとファーム   

          生活支援員 平野実穂 

 １．マナーの振り返り 

 ２．人間関係を密にする接遇 

 ３．働きやすくなる施設内での接遇 

 ４．第一印象の大事さ 

 ５．言葉使いの基本 

 ６．電話応対のマナー 

 ７．来客応対のマナー  

 ファームではレストランやパン工房など、直接お

客様と接したり、販売する機会が多く、またご利用

者や地域の方々との関わりなど、たくさんの場面で

接遇のスキルが必要な場があるのでとてもためにな

りました。 

 学んで覚えたことを活用し、日々習慣づけていき

たいです。        （尾本 奈保子） 

 全ての内容を通じて、基本的なことであり、社会

人として必要 低限のものであり、いかにそれがで

きていなかったかを感じることができる内容だっ

た。私自身が職業指導員という立場に立って支援を

していく際に、間違ったことを伝えてはいけないと

いうこと、仲間以上に自分の第一印象が周囲から評

価されているということを肝に銘じ、就労移行支援

の職員として、一人の社会人として、誰からも気持

ちよく受け入れて頂けるように身に付けていきたい

と思いました。       （松村 剛志） 
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平成２２年６月より、「グループホーム・ケア

ホームの体験入居」という制度を使って、まどかの

男性利用者さん2名とひかりのさとファームの男

性利用者さん１名が、チームを組み、地域生活移行

への第一歩を踏み出しました。 

ケアホームである“わいわいハウス（大府市追

分町）”へ行き、毎月１泊の宿泊利用をしています。 

夕方、まどかとひかりのさとファームを出発。わ

いわいハウス到着後、夕食作りにとりかかります。

夕食は、毎回事前に本人たちから何が食べたいか

を聞いておいて、メニューを決定しています。 

利用者さんのできることは見守りながら、難し

いところは一緒に、本人たちのペースで作ります。 

今回の宿泊体験を始めるにあたり、担当支援者

からは、「ただ『お泊りに行く』だけのプログラム

にはしたくない」という声がありました。 

本人たちが「自ら生活する場所だ」と意識して生

活するために、本人たちはどういう事を覚えたら

良いのか。自分たちだけで何ができるかを確認す

るため、まどかの利用者さん２人と話し合いまし

た。その結果、彼らは「ケアホームでは夕食作り、

片付け、風呂掃除、自分が使った部屋の掃除をす

る。」と自分たちで決め、自主的に取り組んでいま

す。 

今回宿泊利用している方の中に、「グループホー

ムで暮らしたい」「まどかには自由がないんだ」と

訴え続けてきた方がいます。その言葉に応えられ

ず、ずっと悔しい想いをしてきました。“わいわい

ハウス”は、ようやく「地域へ」が現実のものと

なる大事なステップなのです。 

現在まどかでは、将来地域で生活していくため

の社会的なスキルを獲得するため、活動プログラ

ム「ダンディーズ」を実施しています。バスや電

車の乗り方を覚え、何度も練習し、現在では、週

末に１人でバスに乗って、買い物や床屋に行くこ

とができるようになりました。また、ホットプ

レートを使って作れる料理などにも挑戦してい

ます。これらの取り組みひとつひとつが、彼らの

ヤル気につながっています。 

利用体験後はいつも「次は“わいわいハウス”

にいつ行くの？」「今度は○○が食べたい、作り

たい。」と、いつも楽しそうに話してくれます。

そんな彼らを見ると“わいわいハウス”での体験

が、彼らの中に、確実に、良い経験として積み重

なっていることを実感します。  

今後は、１泊から２泊へと利用を増やしていく

計画です。 

「体験だけ」で終わらないように、グループ

ホームへ、また一人暮らしに向けて、彼らの想い

を大事につないでいきたいと思います。 

  「ようやくはじまった！」 

     ～わいわいハウス宿泊体験～ 
                     まどか  

                         生活支援員 吉川温子 

  自然食レストラン ひかりのさとファーム 

       ～土曜日のランチ営業をはじめました～ 
 

   地野菜と自家製の味噌、産みた卵や鶏肉などを使用した「こだ

わりランチ」２種です。（自家焙煎コーヒー付き）各９５０円 
 

  土曜日営業時間 ： １１:00～14:30 

  （平日は、８：３０～１６：３０です） 

  問い合わせ ： TEL ０５６２-８４-４３８９ 
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     ひかりのさと案内図    ＪＲ東海道線大府駅下車、タクシー（１５分）が便利です 

ﾊﾛｰﾌﾚﾝｽﾞｲﾉｱ
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理念の浸透のために ～クレド制定の試み～ 
                                                法人本部長 桑山利和   

およそ組織団体には「自分たちが何を求め、
どのようなことを大切にし、どこに向かって進む
んだ」という理念が重要です。社会福祉法人とい
う非営利団体では、利益目標のような分かりやす
い数値目標を示しにくい分、一層肝要になってき
ます。 

創業をともに行った仲間同士なら、その当時
の困難な状況も、それを打ち破る熱い思いも、ご
支援いただいた方々への感謝も、あえて言葉にし
なくても共有できるでしょう。しかし、だんだん
組織が大きくなり、発足当時のことを知らない人
が増えてくると、その思いの伝承はとても難しく
なります。愛光園では、大府市共和町に 初のプ
レハブ園舎ができてから４５年経ち、当時のこと
を知る職員はいません。また職員数は正規職員だ
けでも２００名を超え、非常勤職員を含めると
４６０名あまりの大きな組織になってきました。
もう何年も前から、どの事業所でも理念の「伝
え」が課題になってきています。時間的経過、規
模的拡大によって理念の明確化が一層必要になっ
てくるのです。 

そこで、８年前法人としての理念の明文化に
取り組んで「ひかりのさとの基本の願い」を元に
作成し、更に見直して現在の基本理念を作り上げ
ました。基本理念は、「私たちは、誰もが人間と
しての尊厳が保たれ、安心して共に生きる社会を
めざします。」です。続いて「私たちは、誰も
が、まず人として受けとめられ、地域の中で自分
らしく暮らすための支援サービスを提供します。
私たちは、誰もが、必要なときに、必要なサービ

スを利用できるように取り組みます。私たちは、
誰もが、安心して暮らすために、地域の輪の中
で、共に生きる実践と運動を進めます。」と、使
命や方針、行動指針が示されています。 

しかし短くまとめているが故に抽象的になっ
ています。「人間としての尊厳を保たれた状態」
とはどういう状態で、そのためには職員としてど
のような姿勢・行動になるのか。「地域の輪の中
で共に生きる実践と運動」とは、職員としてどの
ような実践や運動を行うのか。もっと詳しく示し
て行く必要があります。 

それがクレド（ギリシャ語で「信条」）で
す。「行動指針」として導入されている企業も増
えてきているそうです。クレドは守るべき指針を
簡潔かつ具体的に示し、職員が携行して自らの行
動の振り返りや、迷った時の道しるべにします。
基本理念よりは具体的であり、指針ですのでマ
ニュアルのような個別の具体的行動を規定するも
のでもありません。 

法人では、昨年から部長会や運営会議などで
クレドとは何かというところからはじめ、今年度
策定に向けて検討しています。ただ経営や管理の
立場の者だけで決めては職員自身のものにはなり
ません。一般職員も一緒になって検討していきま
す。 
 クレドによって理念を職員の行動規範まで落と
し込み、進むべき方向を示す。そのことによっ
て、職員一丸となって利用者のサービスの向上に
つながると共に、愛光園職員としての自信と誇り
を持って働けるようにしていきたいと思います。  


