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１ 法人の事業基本理念と雲柱社憲章 
 

＜定 款＞  社会福祉法人の事業目的 

この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、キリスト精神に基づいて、多様な福祉サービスがその
利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保
持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会にお
いて営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。 
 

＜事業基本理念＞ 
1.私たちは、賀川豊彦の思想と実践（キリスト精神）を継承し、神と人に仕える仕事をします。 

2.私たちは、一人ひとりの人格を尊重し、その成長を支援します。 

3.私たちは、常に利用者の立場に立って、そのニーズに応え、サービスの向上に努めます。 

4.私たちは、地域社会の福祉課題を積極的に掘り起こし、それに取り組みます。 
 

 
＜雲柱社憲章＞ 

一、 私たちは、キリストの贖罪愛に生かされて、隣人愛の実践に生涯を捧げた賀川豊彦の精神と働き
を継承します。  
一、 私たちは、神によって、一人ひとりに与えられた命と人格を畏敬し、その成長を支援するために
力を尽くします。  
一、 私たちは、地域の福祉と教育の課題に積極的に取りくみ、人々の幸せを実現するために努力しま
す。  
一、 私たちは、世界平和を希求し、平和を実現するための取り組みを続けます。  

公益財団法人 賀川事業団雲柱社  
学校法人 雲柱社  

社会福祉法人 雲柱社  
［雲柱社憲章について］ 
雲柱社は三つの法人の総合事業体であり、かつては賀川事業団雲柱社と称して、一体となって事業を展開

してきました。その後、制度の改革により各団体の事業内容を明らかにして、独立した法人としての働きが
求められることになりました。そこで、三つの法人が一体としての精神性を維持していくために、「雲柱社
憲章」が定められました。 
この憲章は創立者である賀川豊彦先生の思想を継承していく決意を込めて、三つの法人の全職員の実践の

指標を示したものであります。各法人の専門性に立つ事業理念に先立って、その依って立つ基盤と方向性を
指し示すものでああります。雲柱社に所属するすべての人たちは、この憲章の意義と内容を理解し、各自が
所属する法人の事業理念に結びつけて、雲柱社への理解を深めていただきたいと願います。 
 

社会福祉法人 雲柱社  
理事長 服部 榮  
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２ 2022 年度 社会福祉法人雲柱社 事業計画 
事業方針・重点的取り組み 

 
（１）ミッション 
   ◇ 「キリスト精神」賀川豊彦の思想と実践の継承 
    【2022 年度重点的取り組み】 
    ・「私たちは、一人ひとりの人格を尊重し、その成長を支援します。」 
 
（２）地域福祉の展開 
   ◇ エリアによる事業展開の充実 
    【2022 年度重点的取り組み】 

・地域共生社会を目指して・・・「地域における公益的な取り組み」の具現化 
                   ～ブロックを越えて、法人を越えて～ 
    ・福祉職として「ソーシャルワーク」の視点・思想を理解し技術を習得する 
 
（３）組織改革 
   ◇ 地域福祉の視点に立つ施設の組織改革 
    【2022 年度重点的取り組み】 

・エリア化の目的を全職員が理解し、施設の立ち位置、職員の在り方を確認する 
    ・エリア会の充実によりブロック間、施設間の協働をもって多様な地域ニーズの課題解決に向

けた事業展開を目指す（専門分野の活用・人材交流、資金の繰入等） 

 
（４）人材開発 
   ◇ 福祉従事者として成長するための環境設定と研修システムの策定 
    【2022 年度重点的取り組み】 

・新任管理職、管理職候補者への研修を実施する（年 6 回実施） 
    ・人事制度による職員資質の向上に併せ、法人研修と専門分野研修（ブロック研修）の効果的

連動を目指す（人事制度研修会：年 2 回実施） 
    ・「異動取扱規定」に則り職員自身の成長を図る 
 
（５）職場・労働環境の整備 
   ◇ 安心して長く働き続けることができる労働環境・職場環境作り 
    【2022 年度重点的取り組み】 

・職員アンケートを実施し結果から改善に向けた具体策を実施する 
① 有給休暇が取得しやすい労働環境の整備 
② 超過勤務における適正な処遇 

    
（６）デジタル化の推進 
  ・IT 環境（デジタル化）の整備による業務省力化と発信力の強化 

・ネット環境運用ルールの整備を進める 
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