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　60年前に、脳性マヒの子どもを抱える母親との出会いが、

社会福祉法人クムレの社会福祉事業に取り組むきっかけと

なり、創業者　浅田弘義の福祉へかける情熱、バイタリ

ティーに支援者が共感し、小ざくら保育園は開園しました。

その思いは衰えることなく、小ざくら園・倉敷学園・ひま

わりの園へと繋がっていきました。また、この時期、とも

に歩んだ先人たちは、充分な体制が整わない中でも利用者

のために時間を惜しまず全力で取り組んで子どもたちの支

援を行っていきました。

　その伝統は、今日まで受け継がれています。クムレの理

念として制定した「ともに育ち　ともに生きる」は、浅田

の座右の銘である「三共の心（共感しながら、共に育ち、

共に生きる）」から由来したものであり、法人名の「クムレ」

は、ラテン語で「共に生きる」を意味するものであります。

　60年史をつくるにあたり、多くの先輩たちにインタ

ビューを行いましたが、皆に共通していたものは、目の前

にある事象に真剣に向き合い、ひたむきに取り組もうとす

る姿と、その中に明日への希望、夢を描く志の高さでした。

　敗戦から復興へ向かう時代、水島の人々の暮らしを少し

でも良くしたい、貧しいけれども皆で支え合い、ともに生

きる喜びをわかち合いたい、という共通の目標を持ってい

ました。高度成長期には、21世紀を生きる子どもたちに自

クムレ生誕60年を想う

財前 民男
社会福祉法人クムレ
理 事 長

立して生きる力を養うために、未来への挑戦として、小ざ

くらではさまざまな体験や早期教育の実践、ひまわりの園

では障がい者の就労による社会自立を目指し、福祉工場や

企業と提携して、雇用の場を整備していきました。

　その取り組みは、常に、先駆的、開拓的なものだったと

いえるでしょう。ここから巣立って行った人たちが、倉敷

の福祉を支えていることは、喜ばしい限りです。

　これら先人たちの思いや実践は、社会の変遷に伴うニー

ズの多様化を受け、後に続く同志たちが、その歩みを続け

ています。

　現在クムレは、25の事業所で乳幼児期から高齢期に至る

まで様々な事業を展開していますが、この60周年を機に、

第２期中期経営計画のもと、さらなる進化を遂げるべく、

新たな体制で「ともに育ち　ともに生きる」法人理念の実

現へ向けて、平成27年度から取り組んでいきます。

　最後に、この『クムレ60年の歩み』を編纂するにあたり、

ご協力いただいた諸先輩の皆様や関係者に、感謝と御礼を

申し上げ、挨拶といたします。
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水島の地に根ざした保育
昭和20年代～昭和50年代前半

創立30周年記念 「希望」

第 1章
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 昭和20年代の水島地域

　第二次世界大戦後の水島は、ほかの地域とは異なる成り立ちの街だった。
戦前、「三菱重工業水島航空機製作所」がこの地に建設され、その従業員の
社宅が旧東高梁川の干拓地にひしめくように建てられていた。戦後それら
の住宅は国に接収され住宅用に払い下げられることになった。ただ住める
家があるというだけで全国から多くの戦災者や引揚者が集まり、この地に
定住した。あわせて第一次ベビーブームの到来もあり、昭和25（1950）年
頃には水島地域（旧福田町と旧連島町）は約4万2000人の人口を有するよ
うになった。旧三菱社宅部分には約2万人もの人たちが住んでいたという。
　しかし、そこにはただ家があるだけであって、都市機能が備わっている
わけでもなく仕事もない。当時水島の住民の暮らしぶりはとても苦しく、
食品や雑貨など商品を作って住民に販売する以外には、日雇い労働または
水島地域より外に出稼ぎに出るか、失業対策事業で食いつなぐほかなかっ
た。子どもの養育も十分でなく、両親が昼間家を空ける家庭は少なくな
かった。場合によっては何日も帰らず家を空ける親もいたという。そうす
ると、誰かが昼間に乳幼児の面倒を見なければならないという状況が発生
する。しかし明日の食い扶持を確保するのに精一杯だったこの時代の水島
地域では、就学前の子どもの行き先が不十分だった。「児童福祉法」制定に
より、保育所は設置されてはいたが、公立の施設は保育時間が固定されて
いて融通がきかない場合が多くあった。そうした状況の中で保育所に行け
ない子どもたちが相当数いた。延長保育など柔軟に対応できる民間の保育
園は、水島地域にはまだ一つ二つしかなく、潜在的な保育に対するニーズ
は岡山県内のほかの地域より高かった。

昭和35年頃の水島商店街（倉敷市提供 安藤弘志氏撮影写真）
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 小ざくら保育園誕生

　「社会福祉法人 クムレ」の前身となる「社会福祉法人 光明会」を設立する
ことになる浅田弘義氏は、福田町福田にある「般若寺」という寺で代々住職
を務める家の長男として生まれ育った。旧制倉敷天城中から高野山大学に

進学後、特別操縦見習として志願し
たが、出撃することなく終戦を迎え
た。その後、実家の「般若寺」に戻り、
檀家を約360軒もつ別院（現在の水
島西弥生町）の住職となった。そこで
近所の子どもたちを集めて「日曜学
校」を開き、講話や遊戯を行ってい
た。ときどき警察予備隊（現在の自衛
隊）の人たちが来て、子どもたちと一
緒に遊戯に参加してくれたという話
が伝えられている。
　やがて、弘義氏はある親子と出会

う事になる。
　父親が事故で亡くなり、母親と子どもが二人残されたひとり親家庭。姉
は脳性マヒがあり自由に動くことができず、妹はまだ幼く栄養失調気味
だった。子どもたちを置いて仕事に行くことなどできず、親子ともども知
人の世話になっていた。自分で働いて二人の子どもを養いたいと考えてい
た母親は、ちょうど檀家回りをしていた弘義氏にその窮状を泣きながら
話したという。当時すでに日曜学校を通じて水島の保育事情の悪さを感じ
取っていた弘義氏は、この出会いによって背中を押されるように保育園開
設へと動いていくことになり、それが現在までつながる「社会福祉法人 ク
ムレ」の始まりとなった。
　まず考えなければならなかったのは園舎建設の費用だった。戦前、「般若
寺」が所有していた土地の大部分は、戦後の農地改革によって国に接収さ
れ、わずか6反（約60㌃）の土地を残すのみだった。そのうちの4反（約40
㌃）を売却し、60万円（現在の物価に換算すると約340万円：総務省統計局

「消費者物価指数年報」より）の資金を得た。また「般若寺」の檀家総代が保育
園の開園に積極的で、檀家を一人ひとり説得して回り、多くの檀家の理解と
協力を得て小額借り入れることにより、建築資金を調達することができた。
　当時弘義氏は、岡山県議会議員・渡辺数馬氏、倉敷市議会議員・雨宮茂
氏など地元の名士と広く交流があった。特に岡山県選出の国会議員・橋本

浅田弘義氏が日曜学校を開いていた般若寺別院
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伍氏との絆は深かった。地域の教
育や福祉について理想を同じくして
いたこともあり、保育園の認可など
さまざまな支援を受けた。また水島
の住民たちも子どもたちの将来を憂
い福祉の向上を願っていたため、保
育園開設に向けての協力を惜しまな
かったという。このほか有志からも
多く寄付を受けた。
　やがて水島信用金庫にも融資を依
頼するために赴いた際、弘義氏は水
島信用金庫の初代理事長から「それは素晴らしいことです。しかしあなた
は今荷車に大きな荷物を積み込み、峠を越えたいので後ろを押してくれと
言っているようなもの。私にはあなたの力が分からない。もし力が足りな
かったら荷車は坂道を下がってきて、私も大怪我をしてしまう。まずは自
分の力で精一杯引っ張ってごらんなさい。もし引けるようなら、私はいく
らでも援助しましょう。立派な保証人がいても、万が一の場合私どもの大
切なお得意さんを失うことになります。まずは頑張ってみてください」と、
保育園設立への覚悟を問われ、激励を受けた。その言葉に身を引き締めた
弘義氏は設立に向けた準備に邁進することでそれに応え、自分たちの進
む道を決めていった。弘義氏は水島信用金庫理事長のこの言葉を終生忘れ
ず、事あるごとに述懐していたという。
　こうして、合計170万円（現在の物価に換算すると約1000万円）を集め
ることができ、保育園の建設費に充てることになった。
　もうひとつ忘れてはならないの
は、弘義氏の妻である浅田英香氏の
存在であろう。昭和22（1947）年に
結婚して以来、常に夫である弘義氏
を支えてきた。保育園を始めるにあ
たって、一番最初に相談を受けたの
も英香氏である。運営などさまざま
な場面で弘義氏を支えていった。一
方、保育園での実務経験もあった妹・
幸子氏が保育園の設立にあたって
実務の手伝いや、さまざまな助言を
行った。
　このように多くの人々の支えを受

八間川東側にはマッチ箱のような住宅がひしめく
（倉敷市提供 安藤弘志氏撮影写真）

保育園設立資金の借用書



昭
和
20
年
代
〜
昭
和
50
年
代
前
半

第1章　水島の地に根ざした保育

13クムレ60年の歩み

け、「小ざくら保育園」の園舎が「般若
寺」別院の土地に着工されたのは昭
和29（1954）年5月のことであった。
設計のほとんどを弘義氏が担当し、
こだわりの詰まった園舎が形になっ
ていった。
　園舎は翌30（1955）年3月に竣工
し、マッチ箱のような旧社宅群とそ
の周りの砂ぼこり舞う空き地や造成
地の中に建つ、ピンクとグリーンに
塗り分けられたモダンな建物として

地域の話題となった。そして4月に「小ざくら保育園」が開園。当時の定員
は幼児が90名、乳児が10名の計100名で、開園当初より障がい児も分け
隔てなく、一緒に保育を行っていた。

 人情厚い時代の保育 〜昭和30年代〜

　昭和30（1955）年の創立当時は「明るく元気な子どもづくり」を目標に
保育を行っていた。産後間もない母親の就労を支援するため、生後6カ月
から受け入れを行っていた。クラス編成は雪組（5歳児）、月組（4歳児）、花
組（3歳児）、桃組（3歳未満児）の4クラスでスタート。保育時間は午前7時
30分より午後6時までであったが、家族が送迎できない場合は保母が6 〜
10人程度の園児たちの送迎を行っていた。
　保育園が誕生して間もない頃は、保育園そのものが子どもにとって馴染
みがなく、母親に連れられ登園した子どもは母親と離れる時に泣いて嫌が
る光景がしばしば見られた。
　開園当初、弘義氏は園長と住職を兼務していたため、園児は弘義氏のこ
とを「お坊さん」と認識していたという。やがて保育園・「光明会」の運営に
本腰を入れるため、別院の檀家すべてを「般若寺」に移した。
　その後、園内の遊具、御下賜金でプールを、さらには花壇の前に弘義氏
手作りのキリンを設置し、園児や地域の人々からは「キリンの保育園」と呼
ばれていた。
　開園当時は、乳児室には別院の仏間が使われており、縁側が広く、日当
たりの良い遊び場になっていた。冬には大きな掘りごたつの周りで昼寝を
していた。当時は食料事情が悪く、乳児の健全な発達のために何とかして
栄養を補おうと、煮干を粉にしたふりかけや、いろいろな野菜で工夫した
離乳食を作り、子どもたちに提供していた。

竣工間近の「小ざくら保育園」
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　一方園児の食事は、基本的に主食を持参し、それに加えてララ物資注）

の脱脂粉乳が提供された。当時の水島には道端にカボチャや大豆などを
植えている住民もいるなど、経済的に苦しい家庭が多かった。家では食
うや食わずの園児にも配慮して、園でできる限りの食事を提供することも
あった。
　当時、保育園には門や塀がなく、子どもたちはどこからでも自由に出入
りができ、保母の目を盗んで勝手に外に出て遊ぶことなど日常茶飯事だっ
た。居なくなった子どもを探しまわることは本当に一苦労だったが、麦畑
の中で楽しそうにカエルと遊んでいるのを見つけて胸をなでおろすなど、
幸い事故など危険な目にあった園児がいなかったのは良かったことだ。
　当時の保母は園児の送迎や残務処理などがあった。「赤い羽根共同募金」
から支給された布おしめを毎日たらいで手洗いしたり、町々の公園を回
り、「小ざくら保育園」の仕組みや幼稚園との違いについて啓蒙・宣伝を行っ
たりし、夜10時過ぎに帰宅する毎日だったという。
　手探りから始めた開園当時には、このような逸話や苦労話があった。
　行事は、花まつり、盆踊り、運動会、遠足、お遊戯会などがあり、これら
の年中行事には力を入れ、法人理事
のほか、地域の人々や保護者の協力
のもとに準備が行われた。生きるた
めに仕事や生活に追われている保護
者にとっては、わが子の成長を確認
し喜びを分かち合う場として、また
当時乏しかった娯楽の場としても大
きな役割があった。
　12月末の餅つきでは、つきあがっ
た餅を各家庭に何個かずつ持ち帰っ お遊戯会（昭和32年）

開園当時の「小ざくら保育園」園舎、般若寺別院（自宅）

注）ララ物資
「アジア救援公認団体」（Licensed Agencies for Relief in Asia：略称LARA〈ララ〉）が提供
していた日本向けの援助物資のこと。昭和21（1946）年1月より昭和27（1952）年6月ま
で、米粉、小麦粉、うどん、米、乾燥スープ、粉全乳、脱脂粉乳、缶詰、ビタミン剤などの食
料のほか、古着、石けん、薬品、医療器具など、約1万6,700㌧の援助物資が送られた。
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ていたが、この餅で正月を迎えたと
いう家庭もかなりあったと伝えられ
ている。
　翌31（1956）年には「社会福祉法
人 光明会」の設立が認可された。法
人名の「光明」は真言宗の「光明真言」
に由来する。理事長には浅田弘義氏
が就任。理事には浅田増純氏、雨宮
茂氏、岡部四平治氏、岡本満忠氏、田
渕覚一氏、笠原善右衛門氏、監事に

は三村友幸氏、田邊銀太郎氏、三沢清志氏が就任した。誰も法人申請の経
験がなかったため、すでに法人化をしていた南亀島町の「親和保育園」まで
赴き、法人認可の手続きや保育園運営の事務一般のことまで学び、保母が
兼務して行っていた。
　昭和32（1957）年には桃組をさらに星組（2歳児）、桃組（0・1歳児）と
年齢別に独立させた。以降保育体制を充実させ、昭和33（1958）年には幼
児90名乳児30名の計120名、同37（1962）年には幼児120名乳児30名
の計150名とするなど定員を増やしていった。
　昭和30年代前半は、乳児保育は手探りの状態であり、保育材料・用具が
十分でなく、保護者の生活も決して楽な時代ではなかったが、感謝の姿勢
に応えて、保母たちも一生懸命に保育に取り組んだ時代だった。保護者と
保母の連帯感や助け合いなど、人情厚い時代の保育だった。

オート三輪の行き交う水島商店街（岡山県立記録資料館所蔵）

プールで楽しい水遊び（昭和35年）
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 水島の発展と保育の充実 〜昭和40年代〜

　昭和30年代後半頃より、当時の三木行治岡山県知事の構想のもと、水島
地区には鉄鋼・石油化学コンビナートを中心とする臨海工業地帯の建設が
始まり、日本鉱業（現JX日鉱日石エネルギー）や川崎製鉄（現JFEスチール）
をはじめとする企業の進出が相次ぎ、労働人口は増加の一途をたどった。
昭和40年頃になると水島地域の住民の仕事は安定。会社勤めの人が多く
なり、経済的にも豊かになった。好
景気の中で全国から人が集まり、核
家族世帯が増えた。また、この頃か
ら急速に主婦の就労が増加し、それ
に伴い保育園への需要は一層高まっ
た。工場勤務は3交代制のところも
多くなり、また大きな病院も次々建
設され、そこで働く看護婦も増えた。
そのため依然として保育園には、親
が心配なく子どもを預けられる場所
としての役割が求められた。
　しかし、そうした日々の業務の中でも、弘義氏は常々「理論に裏付けら
れた保育の実践」を職員に説いていた。「経済的に豊かな家庭は幼稚園、貧し
い家庭は保育園」という風評に対し、先進的な幼児教育の講義や研修に場
所の遠近を問わず保母を参加させ、スキルアップのための研鑽を積ませる
ことで、保育内容を日々見直し、向上させていった。安心できる保育内容と
先進的な取り組みが評判を呼び、「小ざくら保育園」には毎年定員を超える
入園希望者が集まった。通園範囲も、開園当初の徒歩圏内から、東は北畝、
南畝、西は連島まで、水島地域全域から園児が通うようになった。
　多くの入園希望者が集まるようになってからも、職員全員が「高い理想
と福祉の精神と根拠ある保育の実践」を掲げ、保育内容を改善していった。
例えば「物の手渡し」では、子どもたちが右手で受け取りをする習慣をつけ
るため、保母はあえて左手で手渡しをしていた。このように、日常の一動
作にも細かな配慮がなされた。
　また、個別の保育内容を保護者に伝えるために「連絡ノート」を活用。保
護者に「少しでも多く子どもと遊んであげてください」などの所見を書き、
保護者からも気づいたことなどを返信してもらうにしていった。子どもの
日常の様子を伝え、いかに保護者が安心してわが子を預けることができる
かということに心を砕いた。

空から眺めた水島市街（昭和40年頃・岡山県立記録資料館所蔵）
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　昭和46（1971）年には幼児165名乳児35名の計200名に定員を増や
し、それに伴いプレハブ園舎を増築した。定員増で手狭になった保育園で
の窮地の策だった。プレハブの環境は決して良くない。夏はすぐ暑くなり
冬はいつまでも寒い。特に夏場の暑さをしのぐため、屋根にスプリンク
ラーを置き、日中はずっと散水していたという逸話も残っている。
　昭和49（1974）年には夜間保育園のニーズが高まり、倉敷市の受託事
業として「小ざくら夜間保育園」（定員20名）を開園し、それに応えた。

 園舎を移転・新築。定員440名の大所帯に

　昭和40年代後半より50年代にかけては、かつてないほど水島の街は賑
わい、商店街も立派になり活気に満ちていた。水島地域の人口は9万人を

超え、保育園の需要増、そしてそれ
以上に「小ざくら保育園」への入園希
望者の増加から、さらに定員を増や
さざるを得ない状況となった。昭和
50（1975）年当時、倉敷市の保育園
数は公立が40園、私立が26園の計
66園になり、収容できる定員も合計
で7800名に上り、前年よりも園数
で4園、収容定員で約500名増えた。
それだけ第二次ベビーブームにより
乳幼児人口が増えていたわけだが、

旧園地ではこれ以上増築などの対応ができなくなっていたため、園舎の移
転、新築の話が持ち上がったのだった。
　ちょうど水島北幸町に国有地があり、岡山県と倉敷市の指導のもと、こ
の国有地の無償貸与を受けることができた。旧園地は中国銀行に売却する
ことになり、工事費の目処もついた。そこで昭和49（1974）年6月に新園
舎建築工事に着工。東京のシヴィックデザイン研究所による設計で総工費
3億1000万円（現在の物価に換算すると約5億4300万円）をかけ、翌50

（1975）年3月に竣工した。
　4月には「小ざくら保育園」は定員を100名増やし、幼児240名乳児60
名計300名定員の大規模保育園として新たな一歩を踏み出した。さらに、
0・1歳児を対象とした「小ざくら乳児保育園」を独立させ、定員90名で
開園。また前年から市の委託事業として行なっていた「小ざくら夜間保育
園」も移転・併設（定員30名に変更）。同時に、就学前の障がい児母子通園
施設として「小ざくら園」も定員20名で開園し、一つの敷地内に4つの施

新築された小ざくら保育園園舎（昭和50年）
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設が併設する形となり、「小ざくら保育園」は新たな時代を迎えることに
なった。

 養護を重視した保育と障がい児療育の専門化

　合計440名の大所帯であっても、職員全員が子どもの健全な育ちを支え
るという、一つの目的に向かっていくことが不可欠だった。昭和50年代
前半のこの時期に重視していたのは養護面の十分な援助だった。乳児保育
では特に、親に代わるようなスキン
シップを重要視していた。
　人生を左右する乳幼児期を、産休
明けより小学校入学までの長期間保
育することの重大さを職員全員で認
識し、一貫性を持ち、日常生活での
良い習慣・しつけを徹底させ、自主的
な生活態度と協調性を養い、強い精
神力と体力、思いやりの心を育む保
育に努めていった。
　夜間保育については、核家族で夜まで飲食店を経営している家庭、ひと
り親で変則的な就業をせざるを得ない家庭など、朝から夜間までの保育
が必要、あるいは希望する場合があり、こうした当時の水島地域の現実の
ニーズに合わせるとともに家庭的な温かい保育を心がけた。
　一方、「小ざくら保育園」開園以来、毎年2、3人は障がい児がいたが、当
時の知識と態勢では適切な療育ができていたとはいえなかった。「小ざく
ら保育園」の創立の動機「障がい児を抱えたひとり親家庭との出会い」を考
えると、障がい児の専門的な療育施設の開設は、いわば宿願ともいってよ
かった。理事の雨宮茂氏より、名古屋で行われていた心身障がい児通園事
業を紹介され、倉敷で最初の事業所「小ざくら園」を開園した。開園当初は、
療育ではなく保育指導目標となっていた基本的生活習慣について、社会性
を養い集団生活へ対応できること、遊びを通じて友達を意識すること、音
楽を中心としたリズム遊びや運動遊びなど、独自のバラエティに富んだ活
動を取り入れた。また、「旭川療育園」の大浜氏に講師を依頼し、言語訓練
や作業療法による機能訓練などの専門療育も盛り込まれた。
　このような保育の実践と、同一敷地に設置された保育園・乳児保育園・夜
間保育園・小ざくら園の運営、そして、その自由でさまざまなアイデアを詰
め込んだデザインの新園舎などが評判を呼び、近隣の市町村からだけでな
く全国からも保育関係者など見学者が多く来園したという。

円通寺へ遠足（昭和50年）
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　昭和50（1975）年6月には倉敷
市心身障害者父母の会による「友愛
セール」を「小ざくら保育園」で開催
し、障がい児の保護者による手作り
の造花や野菜、古着などを販売した。
売上は不足しがちだった研修費など
の運営費に使われた。
　昭和52（1977）年11月には地域
の在宅の障がい児たちを招いて「小
ざくらの集い」を開催した。当時、定
員などの問題で「小ざくら園」などの
療育施設に通えない障がい児がまだ
まだ存在した。こうした障がい児た
ちと健常児たち、そして保護者と地
域をつなぎ、障がいのある子どもに
ついて地域の理解を深める大きな意
義のある年中行事として定着し、10
年間にわたり続くことになった。

 倉敷学園開園。障がい児自立への大きな歩み

　昭和50年代初め、障がい児に対する学齢児全員就学の定着が不十分で、
「小ざくら園」の子どもたちは、就学年齢に達し卒園しても小学校での義務
教育を受けることができないという、いわゆる「障がい児に対する就学猶
予・就学免除」が問題になっていた。
　障がいのある子どもたちが、生きる力を身につけ自立してほしいとい

うのは保護者も職員も同じ気持ちで
あった。保護者の熱心な後押しとと
もに倉敷市に「小ざくら園」卒園後の
学齢児通所療育施設の設置へ向けて
岡山県や倉敷市に陳情などを行い、
学園設立の認可を働きかけた。こう
した努力が実り、学齢児の2クラス
を近隣の「旭丘小学校」の特殊派遣学
級として設置するということで、昭
和53（1978）年4月に「精神薄弱児
通園施設 倉敷学園」が開園した。

友愛セールを取り上げた記事（昭和50年）

昭和53年に開園した倉敷学園
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　「倉敷学園」は、開園当初「小ざくら
園」の卒園児を中心に受け入れを開
始し、初年度は27名でスタートし
た。言語訓練や機能訓練を導入し、障
がい別グループ編成を行い、各領域
療育を実施。参考とすべき指導法が
ないか県内外の通園施設や指導者を
求めて全国を回り、その中で、当時先
進的であった「河添理論注）」「ドーマン
式注）」に巡り合い、そのプログラムに
沿って指導内容が組まれていった。
　開園時は知識や経験の少ない新人
職員を多く抱えており、浅田弘義初代園長のもとに、毎週職員会議や勉強
会を行いながら、より良い障がい児教育について考え、実践していった。
一言で障がい児といっても障がいの種類や程度はさまざまで、園児一人ひ
とりにどのように接し、療育していけば良いか「ケースバイケース」で考え
なければならない。職員は毎日遅くまで残って意見をぶつけ合い考えなが
ら、園児一人ひとりに合った療育を見つけていった。やがて2年目以降は
言語療法士を採用し、少しずつ専門的な療育・訓練の実践が可能になって
いった。医療機関との連携については、平成15（2003）年から倉敷成人病
センターの専門医とともに、ケース・カンファレンスや勉強会を実施する
ようになった。
　療育内容は、排泄・食事・衣類の着脱といった基本的生活習慣の自立や行
事・クラス活動を通じた社会性の育成、歩行訓練や乾布摩擦などによる体
力づくり、言語・感覚・運動の発達を高める個別または集団による言語・機
能訓練などであった。

注）河添理論
体内のホルモン分泌の約半数を担う脳に目をつけ、早起き・手洗い・食事・排便・午睡など18
項目の規則正しい生活を提唱。脳にとって理想的な環境を整え、理想的なホルモンバラン
スを実現できる生活を実践することで脳の機能を回復させ、障がい児の障がいを軽減しよ
うとした。

倉敷学園の落成式を伝える記事

注）ドーマン式
脳障がい児の治療実践から、子どもの潜在能力の素晴らしさを発見したグレン・ドーマン
博士による教育法。健常児の早期教育の重要性を示し、子どもが望む通りに「学ぶことで満
たしてあげる」ことが、子どもの幸せに結びつくと説いた。パターン認識（右脳活動）に優れ
ている幼児期を利用し、視覚的知性や聴覚的知性を高める学習教材「フラッシュカード」や

「ドッツカード」などを考案。
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　また、専門職を単に訓練のみの実践場面だけでなく療育場面にも参加さ
せ、クラス単位の指導にも力点を置いた。クラスとしての集団と個別化、
この二つの取り組みも特筆すべきポイントであった。
　さらに「倉敷学園」の卒園後「障がい児が成長し社会人になってからも最
後まで関わりをもち続ける」という基本姿勢のもと、昭和54（1979）年に
は水島瑞穂町に「小ざくら保育園」の職員寮を一部借用して「精神薄弱者通
所援護事業 ひまわりの園」を設立した。利用者が仲良く、楽しく、幸せを
感じながら生活できる事を目指し、これまで引き継がれてきた「障がいの
ある子を思う親」の気持ちを大切にしながら、利用者に対するサービスの
提供、生涯にわたる生活サポート体制の充実などに取り組んだ。「ひまわり
の園」の実現には「小ざくら園」や「倉敷学園」園児保護者の「わが子を一人の
社会人として少しでも世の中の役に立つことができるよう成長させてほし
い」という強い思いの後押しがあり、内職や手作り作品のバザーでの収益
の寄付など、保護者の勇気ある行動と結束した力は企業や個人など多くの
協力者を呼び、力強い支援を受けた。
　「ひまわりの園」は昭和56（1981）年に「社会福祉法人 ひまわりの会」と
して、保護者が中心に独立した法人となり、就労による自立を目指し、福
田町浦田に「精神薄弱者授産施設 ひまわりの園」として再スタートした。
以降、障がい者の就労支援、生活支援、生きがい、楽しみを支える施設とし
て現在に至る。

橋本龍太郎・衆議院議員（左）が精神薄弱者通所援護事業 ひまわりの園を訪れた時の
園児とのふれあいの場面（右に浅田弘義氏）
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　またこの頃、保育環境の向上など
を求め、倉敷市内の私立保育園など
が横のつながりで集まり活動を行っ
ていた。それが「育龍会」である。厚
生行政に多大な尽力のあった岡山県
選出の衆議院議員・橋本龍太郎氏と
車座になって夜遅くまで熱い議論を
重ね、乳幼児の保育や障がい児の療
育など理想の実現を目指し、ともに
歩んでいった。東京で研修などがあ
るときには、龍太郎氏から国会議事
堂や首相官邸に招かれ、さらなる研鑽を積んだ。
　幼児教育と障がい児療育の両輪がそろい、大きく動き始めた「社会福祉
法人 光明会」。これ以降、さらに大きな歩みを進めていくこととなる。

研修旅行で国会議事堂を訪ねて（昭和62年）



養護と教育の一体化を目指した
新しい保育の幕開け
昭和50年代後半～平成10年代

創立40周年記念 「たかいたかい」

第 2章
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 昭和56年〜平成4年頃の小ざくら乳児保育園

　「小ざくら乳児保育園」は、昭和49
（1974）年より産休明けの43日目か
らの0歳児と1歳児を対象とした専
門的な乳児保育に取り組んでいたこ
ともあり、0歳児の可能性や潜在能
力に早くから着目していた。スキン
シップや語りかけを通じて、赤ちゃ
んの「心」を育てる保育を実践する中
で、河添邦俊氏が著した『子育ての道
すじ』に共鳴、これまでの保育に対する確信を得たと同時に、この頃よりさ
らに医学的、科学的裏付けのある保育への挑戦意欲を高めていった。
　赤ちゃんへのより良い刺激として、0歳児からクラシックの名曲に親し
ませ、マッサージや赤ちゃん体操による肌への刺激、脳の発達を促す指先
遊び、手足の協調性を養うハイハイ運動や階段のぼり、鉄棒のぶらさがり
などの運動を日常的に取り入れた。1歳前後からは漢字カードなども用い、
視覚、聴覚、触覚など五感を刺激する遊びを行った。食事については、月齢
によって細かく献立を工夫し、なるべく素材の特性を生かしたものを中心
に提供することで栄養面にも気を配った。
　常に浅田弘義理事長自らが現場を観察しながら、必要と感じたものは制
度の枠を超えて、改善・実行に移していくことも多かった。

 “時代のニーズに呼応した
　特色のある保育”への転換
　昭和49年以降続いていた出生率の低下の影響は、昭和50年代半ば頃よ
り保育所にも波及し始めた。
　昭和55（1980）年をピークに、入所措置児童数は全国的に減少に転じ、
倉敷市内でも50年代後半には申請数が定数を下回る保育園もみられた。
社会全体が豊かになる中で、働く母親の育児サポートを主眼においた保育
から、教育にも力を入れた保育が求められ、保育所もこれまでの量の確保
から質の充実へと転換期を迎えた。
　当園では、移転当時より来るべき10年後の少子化をにらみ、対応への
検討が始まっていた。「将来出生率が低くなっても、小ざくらはいつも定員
いっぱいの魅力あふれる園でないといけない」と口癖のように話していた
浅田理事長の方針のもと、昭和57（1982）年に時代のニーズに呼応した

赤ちゃん体操で、心身の発達を刺激
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「養護と教育の一体化を狙った特色のある保育」として、領域別保育「小ざ
くら方式」を本格的にスタートした。
　これはいわゆる詰め込み型の英才教育ではなく、脳がまだ柔軟で高い吸
収能力をもつ乳幼児期から教育を開始する「早期教育」の理念に基づくもの
で、乳幼児の潜在能力の可能性を追求するものであった。豊かな経験――
本物に触れる――中で、乳幼児の総合的な発達を高める保育を目指した。

 領域別保育「小ざくら方式」の発足

　「小ざくら乳児保育園」は、0歳児と1歳児定員90名を6クラスで編成し
ていた。「小ざくら保育園」は2歳児から就学前までの定員300名の子どもた
ちを9クラスで保育し、1クラス平均30 〜 40名の大きな集団を編成してい
た。保育指針に示される5つの領域（健康、人間関係、環境、言葉、表現）を
基本とした音楽、造形・絵画、言語（英語）、体育、障がい（統合保育）の5つの
領域別担当者が自分の専門や得意分野に合わせ各グループに配置された。
　0歳〜就学までの一貫した保育を中心となって行い、発達年齢に応じた
カリキュラムを作成し、それぞれの年齢に応じたプログラムを展開した。
さらには、より専門性の高い音楽、体育、英語の養成校からも職員を採用
し、質の高い保育に取り組んだ。
　その頃、幼児の全面発達に先駆的に取り組んでいた全国組織「新幼児教
育研究会」にも加入し、早期教育で成果を挙げている全国の実践園を精力
的に視察した。子どもたちの素晴らしい能力を目の当たりにし、保母たち
の士気も高まったという。勉強会や研修を頻繁に重ね、専門能力のレベル
アップにひたすら邁進した時代でもあった。浅田理事長の言葉どおり、入
園希望者は後を絶たず、ほかの園が入園児募集の張り紙を出す中、「小ざく
ら乳児保育園」「小ざくら保育園」は、常に待機児がいた。

 領域別保育の実践例

1　音楽領域
　子どもは、生まれた時から本物の素晴らしい音楽に繰り返し触れること
で「心」で音楽が分かるようになる。「耳から育て、繰り返し練習する」こと
で子どもの音楽的センスを高める「スズキ・メソード注）」の教育法を取り入

注）スズキ・メソード
帝国音楽学校のヴァイオリン教授であった鈴木鎮一氏が提唱した教育法で、音楽を通じて
心豊かな人間を育てることを目的とした。母国語と同じように耳から音楽を教える「母語教
育法」を確立したことで知られる。
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れ「聴く」「歌う」「演奏する」の3本柱で音楽活動が行われた。
　「聴く」では、モーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」などの
クラシックの名曲をはじめ、ジャズ、ブルース、タンゴ、世界各国の民謡な
ど、あらゆるジャンルの音楽に親しんだ。曲の雰囲気やリズムを身体全体
で受け止めながら、リトミックやリズム遊び、作曲なども取り入れた。4・
5歳児くらいになると、一度音階で歌っただけで、ピアノやキーボードな
どで弾きはじめる絶対音感をもつ子どももみられた。
　楽器も美しく確かな音色にこだわり、エレクトーン、ピアノ、シンセサ
イザー、マリンバ、ティンパニー、ドラムなど、いずれも一流メーカーの
本物が導入された。5歳児ではほぼ全員の子どもが鍵盤ハーモニカをマス
ターし、入学先の小学校の教師も「小ざくらの子どもはすごい」と驚嘆した
という。

2　絵画・造形領域
　絵画や造形では、自分で感じたま
まを色や形で表現し創造する力が必
要とされる。点の集まりが線になり、
その線が絡み合ったり蛇行したりす
ることを知り、やがて形が描けるこ
とが分かると、思い思いに鉛筆や筆
を使って表現できるようになる。そ
のためには、らくがきをしたり、粘
土を丸めたりこねたり、同じことを
何度も繰り返す時期が必要だといわ
れる。

本物の音に触れる音楽活動

創造性を養う絵画制作
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　絵画領域のデイリープログラムとして、子どもたちは毎朝、クロッキー
帳に鉛筆で思い思いに好きなものを描いて遊んだ。保母も、その日その日
の子どもが描いた絵を見て、日々変化する子どもの興味や心理状態を知る
ことができた。そのほか、3原色（赤・青・黄）の絵の具を混ぜ合わせてさま
ざまな色を創りだし色彩感覚を養う「加色混合法」、大原美術館での絵画鑑
賞、ありのままをとらえ表現する「観察画」、絵本からイメージを膨らませ
た空想の世界を絵に描いて表現する活動なども行った。

3　言語（英語）領域
　言語領域では、詩の朗読や絵本の読み聞かせ、また「ドーマン式」による
右脳開発として、漢字カードやフラッシュカード、ドッツカードなどを教
材として取り入れた。
　昭和58（1983）年には言語領域活動のひとつとしてマイコンを導入。4・
5歳児がキーボードを楽しく操作しながらモノの大小や加減計算、九九な
ど、図形や数に親しんだ。これも、「時代の変化に対応できる柔軟な頭脳を
持った子どもを育てる」ため、当時の浅田理事長の発案で行われた。
　さらに昭和59（1984）年より英語教育もスタートした。外国人女性講
師を招き、2 〜 5歳児全員に週3回英会話保育が行われた。子どもの吸収
力は驚くべきものがあり、遊びの中でどんどん英単語を覚えていったとい
う。同年に、アメリカのカンザスシティにある2園と姉妹園縁組も結んで
いる。遊びの絵や写真、貼り絵などの作品を交換し合う中で、子どもたち
は外国の文化に触れ、自然に国際感覚を身につける機会にもなった。保育
発表会では、英語劇も繰り広げ、素晴らしい発音で大人たちを驚かせた。

マイコン導入や英語教育は、当時新聞にも紹介された（山陽新聞）
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4　体育領域
　いきいきとたくましく生き抜く力を養うためには、身体作りも欠かせな
い。昭和53（1978）年より始めた裸保育、乾布摩擦は慣例化し、体操やマ
ラソンなど、朝から元気いっぱいに活動する子どもたちの姿がみられた。
　その後、ニキーチン注）の実践を通して、乳児の頃より吊り輪や鉄棒、吊り
ロープ、ブランコなどを赤ちゃんの手の届くところに用意し、遊びの中に
取り入れた。6カ月の赤ちゃんが鉄棒にしっかりとぶらさがる様子をみて、
0・1歳児のもつその計り知れない能力に驚かされることも多かった。2 〜
5歳までは、鉄棒、なわとび、一輪車、マット運動、平均台、跳び箱など、年
齢の幅を考慮しながらさまざまな遊具を使って体育活動を行った。5歳児
クラスでは、ほとんどの子どもは鉄棒で逆上がりができるようになり、そ
れを真似て、年少の子どもたちも一緒に上達していった。5歳児の中には
8段の跳び箱を軽々と跳び越える子どももいた。

5　障がい（統合）領域
　健常児と障がい児が同じ環境（園内）で成長する「統合保育」は保育園全体
の質を高め、子どもの学びや社会性を広げることにつながる。障がい領域
では、同じ園内にある「小ざくら園」の子どもたちとの交流を通じ関係を育
むことで、その理念を具現化していった。

意欲的な子どもを育てる体育活動

注）ニキーチン
ロシアの教育学者、ボリス・パーブロヴィチ・ニキーチン（1916 〜 1999）とレーナ（1929
〜没年不詳）夫妻。常識にとらわれないユニークな子育てで、7人の子どもを優秀な大人に
育てあげたことで知られる。「乳児には育児書に書いてあるよりももっと多くの力がある」
として、「育ちの本質」をみつめながら独自の幼児教育メソッドを考案。さまざまな運動器
具を使った身体鍛錬や、手と頭を使って遊ぶ知育遊びなどに取り組み、特に何通りもの楽
しみ方ができる「ニキーチンの積み木」は思考力の基盤を養うとして世界に広まった。
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　統合保育によって障がい児は健常児から刺激を受け、それによって発達
が促される。一方健常児は、障がい児のハンディキャップを理解すること
で、いたわりの心や思いやり、助け合いの心が芽生える。運動会では、毎年
健常児と障がい児が一緒に手をつないで入場し、共に歩んでいく様子を見
守った。幼児期にこのような経験を積み重ねることによって、子どもたち
は障がいについての偏見をもつことなく「人として」成長していく。障がい
者と健常者がお互いに特別に区別されることなく社会生活を共にするノー
マライゼーションの考え方を、保育の場でも実践していった。

　「小ざくら方式」の実践によって、子どもたちの知的能力や運動能力、表
現力のいずれにもめざましい成長が見てとられた。知能検査ではIQ120
を超える子どもたちも少なくなかった。毎年の行事（運動会、保育発表会、

音楽会など）の内容は高度化し、見た目にも華
やかなものになっていった。まさに「子どもの
可能性は無限である」と保母たちも実感したの
である。
　平成2（1990）年には、浅田理事長自身が、
昭和50年代の「小ざくら方式」の実践例を一冊
の本にまとめ上梓している（『子育て』／浅田
弘義編／社会福祉法人光明会発行）。0歳から
の教育の必要性を説いた井深大

まさる
氏の理念や、脳

障がい児のリハビリ治療で知られるグレン・
ドーマン博士、そのほか、外部の保育専門家の
見地も取り入れた育児の参考書として、保育関
係者や保護者に活用された。

　しかし、昭和60年代以降、社会がより複雑・多様化していく中で、非行
やいじめ、不登校、受験競争の加熱などがクローズアップされるようにな
り、教育の崩壊といわれる現象が大きな社会問題となった。教育の量的拡
大や学歴偏重社会の弊害などを指摘する声もあり、改めて教育のあり方に
疑問が投げかけられるようになった。こうした背景のもと、保育指針は子
どもの主体性の育ちを重視する内容へと見直しがなされるに至ったのであ
る。発達に応じた遊びや幼児期にふさわしい生活を通して、自ら考え行動
できる子ども、すなわち「生きる力」を育む環境づくりや関わり方が保育活
動に取り入れられるようになっていった。

平成２（1990）年に、
浅田理事長が

「小ざくら方式」の実践例を
まとめ出版した
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 小ざくら地域保育センター開設

　「小ざくら地域保育センター」は、平成2（1990）年10月、地域の子育てを
幅広く支援する目的で、「小ざくら保育園」の付帯事業としてスタートした。
　センター誕生の背景には、核家族化による地域の子育て力の低下があげ
られる。子どもの発達や育児に不安を抱える若い母親、転勤などに伴う親
の社会的孤立、ひとり親家庭など、地域の個別ケースに対応できる保育対
策が必要とされた時期でもあった。保育所も、措置児のためだけのもので
はなく、保育を必要とするすべての子どもが利用できるものでなければな
らないと、当園でもさまざまなプロジェクトが検討され、実施された。
　具体的な事業として、集団生活の経験のない子どもたちと母親に園を開
放し、気軽に遊びに来てもらえるような場を提供した。また、離乳食づく
りや育児相談、子育て講演会のほか、母親の孤立感を解消するために子育
てサークルを兼ねた親子教室や集いも開催した。事業に対するニーズは高
く、回を重ねるごとに参加者も増えていった。
 　一方、相談事業を行う中で、育児放棄や虐待など、さまざまな事情で母
親が子育てに限界を感じているケースも浮き彫りになった。これらの家庭
には、まず親への支援が不可欠であるとして、母親の育児負担軽減を目的
とした一時預りを積極的に行った。理由に関係なく受け入れ、時には相談
者の自宅に訪問し、育児や家事の手助けをすることもあった。
　平成5（1993）年には厚生省の“保育所地域子育てモデル事業”が創設さ
れ、当園も同年10月から倉敷市より委託を受けて活動を開始した。地域子
育てのセーフティネットとして、来園・電話・訪問相談による援助や子育て
交流の場の創出など、これまで実施してきたさまざまな支援メニューを展
開し、地域拠点としての役割を発揮した。虐待予防の視点も含めた身近な
受け皿として、今も継続的な活動を
行っている。
　また、この制度を機に、事業者と
して地域住民が子育て家庭を応援す
る仕組みづくりにも参画し、ほかの
子育て支援拠点（保育園）との連携も
はかりながら、育児ボランティアの
養成も行った。

小ざくら地域保育センターの事業として、子育て家庭を訪問し、
育児相談などにも対応した
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 昭和56年以降の夜間保育園

　昭和55 〜 56年にかけてベビーホテルと呼ばれる無認可の保育施設で
乳幼児の死亡事故が相次ぎ、大きな社会問題となった。乳幼児を抱えなが
らの深夜就労や不規則な勤務など、女性の就労の現状を踏まえ、子育てと
の両立支援の動きが高まっていった。
　国は対策として、昭和56（1981）年に夜間保育事業をモデル事業とし
てスタートし、「小ざくら夜間保育園」はこの制度に伴い夜間保育園認可第
一号として、再スタートを切ることになった。

　実際に夜だけの利用は少なく、保
育所の措置基準や最低基準の範囲内
でおおむね午後1時頃より夜は10
時までとした。昭和62（1987）年頃
より、午前9時頃より保育にも対応
した。
　「小ざくら保育園」と連携して、朝
に登園した子どもを夕方より延長保
育で受け入れ、その後、夜間保育園に
移動し保育を行うなど、朝7時から
夜10時まで、各家庭の就労スタイル
に合わせて、切れ目なく保育利用で
きるシステムが園全体で整えられて
いった。
　夜間保育園の定員は30名で、家庭
的な雰囲気づくりを大切にし、より
生活に寄り添った保育が行われた。
夕食には子どもたちと鍋を囲んだり、
浴衣を着て地域のまつりに出かけた
りと、昼間の保育園では味わえない
食事や行事も取り入れた。異年齢の
子どもたちが生活を共にする中で、

年長の子どもが年少の子どもの面倒をみるなど、子どもの情緒面でも良い
影響がみられた。保母は連絡帳を通じて子どもの様子を保護者に丁寧に伝
え、連絡を密にすることを心がけた。月に一度は、保護者が子どもと一緒に
夕飯を食べるなど、園生活を味わってもらった。また、翌年には園の2階に
夜間保育園専用の部屋を増築した。

昭和62（1987）年当時、クムレの財前理事長が
保育園の事務長を務めた

家庭的な雰囲気を大切にした夜間保育
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　認可第一号になった当時、弱冠24歳の三宅京子（現・伊丹京子）が園長に
就任した。当時30歳以下の園長は岡山県の内規では認められていなかっ
たが、浅田理事長が県に掛け合い特例措置がなされた。
　昭和63（1988）年に瀬戸大橋が開通して以降は、延長保育と夜間保育
を先駆けて行っていたこともあり、認可第一号になった当時は観光を兼ね
て全国から保育関係者の見学が相次いだ。
　また、NHKのテレビ番組「お母さんの勉強室」でも取り上げられ、乳児
期から就学前までの発達段階に合わせた献立や小ざくら保育園での一日の
食事の様子が放映され話題を呼んだ。
　“よりよい環境の中でのよりよい保育”、そして“0歳からの可能性への挑
戦”を掲げ意欲的な保育園として発展した。子どもたち一人ひとりが愛情
に満たされながら、いきいきと生活できる育児支援の精神は、保育だけで
なく、障がい児・者の療育、福祉にも向けられ、その後「社会福祉法人 光明
会」は社会福祉法人としての使命を果たしていくことになる。

 精神薄弱者更正施設「あしたば」開園

　昭和から平成にかけて、新たな福祉課題として15歳以上の重度知的障
がい者の受け入れ施設の不足が顕在化し始めた。
　当時倉敷市には、昭和58（1983）年に開設された更生施設のほかに、通
所型と入所型の授産施設があったが、措置制度の時代においては、いった
ん施設に入所すると、そのまま長期化する傾向があった。そのため地域に

平成５（1993）年に開所した精神薄弱者更正施設「あしたば」
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は重い知的障がいを抱えながらも施設に入ることができず、在宅生活を
余儀なくされる人も多かった。日中活動も十分なされず、ひきこもりのよ
うな生活をすることで自立訓練や社会適応が遅れ、一方家族は24時間付
きっきりで介護し、負担は大きかった。
　「倉敷学園」に通園していた知的障がい児たちのうち、特に重度の障がい
児については、養護学校卒業後の行き場がなかった。そこで「光明会」は、

「小ざくら園」「倉敷学園」の保護者や父母の会と一緒になって「ひまわりの
園」を立ち上げ、「倉敷学園」卒園者や成人知的障がい者の就労と生活を支
えた。
　そのような中で、成人知的障がい者への新たな施設建設が検討され始め
た。とりわけ、「倉敷学園」の利用者は重度の知的障がい児が多く、そのニー
ズは切実だった。
　当初、「光明会」は、知的障がい者および重度・重複障がい者のための身体
障害者療護施設を計画していたが、一施設で二種類の障がい者支援を展開
することに対して県の認可が下りず、最終的に単独更生施設としての建設
が進められた。
　そして平成5（1993）年、精神薄弱者福祉法に基づく「精神薄弱者更正施
設 あしたば」が開所した。「倉敷学園」の卒園者をはじめ津山市や笠岡市な
ど遠方からも利用者が集まり、15歳以上40歳代までの幅広い年齢の利用
者を受け入れスタートを切った。

 「地域移行」の足がかりとして

　「あしたば」では、知的障がい者が
できるだけ地域で生活していけるよ
うに、自立に向けた「施設の社会化」
に重点を置き、就労が可能な利用者
は障がいの程度に応じて、ミツバや
サラダ菜の水耕栽培を行ったり、箸
入れ、キッチンタオルの袋詰めなど
軽作業に励んだ。そのほか日中活動
として、音楽・アートなどの表現活動
に取り組んだり、散策、レクリエー
ションなど、利用者一人ひとりの興
味・関心や得意分野に配慮しながら、
それぞれがもつ力を今以上に発揮で
きるさまざまなプログラムを準備し

あしたばでの作業活動。水耕栽培による
ミツバの出荷風景
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た。家庭的な「生活支援施設」を目指
し、好きな時間に誰もが自由に過ご
せる居間のようなサロンスペースを
設け、選択制の献立を取り入れるな
ど工夫を凝らした。利用者による自
治活動も行われ、週末の小旅行など
楽しい企画も開催された。
　一方では、将来の人材確保のため、
川崎リハビリテーション学院や川崎
医療福祉大学などの学生ボランティ
アも行事に参加し、福祉系大学との交流も深めていった。
　その後「あしたば」は、これまでの入所型福祉支援から、地域の中でその
人らしい自立のあり方をサポートする「地域生活自立支援」の実現に向けた
生活の場として機能することになる。グループホーム、ケアホームへの移
行も積極的に進められ、その活動は「コトノハ」へと受け継がれていくこと
になる。

あしたばでの成人式
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 「ノーマライゼーション」の福祉へ

　平成になると、障がい者施設の存在自体が見直されはじめ、従来のよう
に障がい者を施設の中だけで療育支援するのではなく、可能な限り地域で
生活しながら、必要なサービスを届けるスタイルが求められるようになっ
た。しかし、障がい者施設への入所は、市町村が委託する施設に利用者を
割り振る「措置制度」であったため、利用したくても入所できない人が、地
域の中にはたくさんいた。
　地域で暮らす障がい者たちにもできる限りの支援をしようと、平成10

（1998）年4月、法人が主体の地域福祉のあり方や取り組みについて検討
した。「ノーマライゼーション委員会」を立ち上げ、障がい者支援員だけで
なく、保育士も一緒になり、法人全体として今後の障がい者支援について
協議した。その中心となる役割を担って、財前民男現理事長が雨宮慎二前
理事長からバトンを渡され、今後のクムレを背負う新たな手腕を発揮する
ことになる。
　そのような中で、「知的障がい者更生施設 あしたば」は地域福祉の核と
なる役割をもつ入所施設として、地域から期待された。12月から新たな取
り組みとして、障がいのある在宅中高生を対象にした、休日デイサービス
を試行的にスタートした。障がいのある子どもの保護者から、夏休みなど
の長期休暇の間利用可能なサービスが求められていたことから始まった事
業である。開始当初は反響が大きく、連日定員がいっぱいの状態であった。
日程調整をしなければ利用できないほどであったが、本格的な事業ではな
かったため、スタッフの人員不足にも悩まされ、ボランティアや学生アル
バイトを募集し対応した。当時、休日デイサービスは国の制度の適応外で
あり、利用者からわずかな利用料をいただき、事業をやりくりしていた。
この事業をきっかけに、地域の障がい者と施設との結び付きが強くなり、
その後さまざまな地域支援事業が取り組まれていった。
　また、地域の障がい者の悩みやニーズを聞き取るための相談支援事業も

「あしたば」で始まった。当初は施設への入所方法に関する保護者からの問
い合わせや相談が多く、地域に開かれた相談窓口とはいい難かった。どう
すれば地域の障がい者に利用してもらえるのか、相談支援事業をさらに充
実させるため、「あしたば」職員たちは全国の施設を視察し、相談支援事業
のあり方について研究を重ねた。
　その結果、平成13（2001）年4月、「倉敷地域生活支援センター」を「あ
したば」内に開設し、在宅の障がい者に向けた相談支援事業を始動した。
その後、施設内ではなく、地域に出かけ障がい者に寄り添った相談支援
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事業を実施できるように、平成14
（2002）年9月、倉敷市生坂の住宅地
に移転開設した。現在同センターは
地域の相談に応じ、福祉制度やサー
ビス、今後の生活や支援学校卒業後
の進路相談など、多岐にわたる相談
に応えている。また住宅コーディ
ネーターを配置し、住宅や入居に関
するサポートや軽作業、喫茶、イン

ターネットを楽しむサロン活動も行っている。
　平成12（2000）年10月、「知的障がい者グループホーム 上東ホーム」を
開設し、「あしたば」を利用していた3人が、グループホームで生活を始め
た。ところが保護者からは「やっと施設に入所できたのに何故出ていかな
ければならないのか」など、グループホーム利用に対する反対の声もあっ
た。当時の入所施設は障がい者の“終の棲家”というイメージが強かったた
め、長年利用継続する状況であった。そのため、施設への入所はとても困
難で、障がいのある子どもをもつ保護者にとって施設への入所は悲願だっ
たのである。
　グループホームに移った3人の利用者も時間が制約されない生活にな
かなか慣れることができず、週末には「あしたば」に戻るなど開設当初は課
題も多かった。次第に利用者は自由で「自分らしい生活」に快適さを感じは
じめ、「あしたば」に戻ることもなくなり自立した生活を続けられるように
なった。保護者が理解するまでには多くの時間がかかったが、利用者のい
きいきした姿を目にし「ここに移ってよかった」と胸をなでおろしていた。
　平成18（2006）年10月には「共同生活援助・介護事業 クムレ」が開設さ
れ、4カ所のグループホームを統括し、利用者の生活支援を行っている。

 発達障がい児支援方法の模索

　一方、「倉敷学園」でも、新たな療育の課題に直面していた。平成5 〜 8
年頃は、障がいのある子どもの中でも自閉症など発達障がいのある子ども
が全国的にクローズアップされた時期だった。「倉敷学園」でも自閉傾向の
強い知的障がいの子どもがいたため、発達障がい児を療育するクラスが設
けられていた。その頃は自閉症に対する療育方法は、あまり確立されてお
らず、従来の療育方法ではなかなか成果が上がらない状況が続いていた。
クラスを受けもった職員たちは、自閉症の特性などを勉強しながら試行錯
誤し、独自の療育方法を考え子どもたちの支援を行っていた。

生坂の地に開設された
「倉敷地域生活支援センター」
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　平成11（1999）年に「倉敷学園」の療育を広く発表する「倉敷学園セミ
ナー」が開催され、発達支援クラスの療育が発表された。その時、セミナー
に出席していた愛媛県の障がい児施設関係者から「このスタイルでは自閉
症の療育にはほど遠い」と指摘された。それをきっかけに、改めて発達支援
の療育について研究・研修が行われることになった。3月、指摘をしてくだ
さった愛媛県の障がい児施設に職員を派遣し、1週間泊まり込みで研修を
受けた。そこでは当時、先進的な療育方法であった「視覚的構造化」が行な
われていた。そのプログラムを学び、4月には発達支援クラスで実践した。
　「視覚的構造化」は、目で見る情報を認識しやすいという自閉症の特性を
生かした療育の方法の一つであり、自閉症児に「いま何をしたらいいのか」

「どのようにしたらいいのか」がひと目で分かるような写真やイラストを活
用して、自発的に行動できるように促すものである。また部屋を「遊ぶ部
屋」「勉強する部屋」など目的ごとに区切ることで、子どもが混乱すること
なく利用できるようにしていた。当時、岡山県内で「視覚的構造化」を取り
入れている施設はほかになく、「倉敷学園」が地域に先駆けて導入した。
　自閉症児への療育を実践する中で、発達障がいのある子どもを抱える地
域の保護者からも「倉敷学園」を利用したいという声が増えていった。当
時、自閉傾向のある子どもは倉敷地域にも多くいたが、「倉敷学園」は知的
障がいのある子どもでなければ通園できず、さらに措置制度もあり誰もが
すぐに利用できるというものではなかった。知的障がいはないが自閉症が
疑われる子どもたちは地域の保育園や幼稚園に通い、健常児とともに生活
していたが、発達障がいへの理解も浅く、周囲とうまく馴染むことができ
ない子どもやその保護者は辛い思いをしていたという。
　そのような地域の声に応えるため、知的障がいをもたない発達障がい児
のための療育教室「スキップ教室」を「倉敷学園」内で開始した。週1回の通
園で、平日は就学前の幼児、土・日曜は学童を受け入れ療育支援を行った。
余暇支援的なサービスとして小規模で行われていたが、地域の反響は大き
く毎回利用者はいっぱいであった。法令外の事業であったが、法人の発達
支援事業が発展していく礎となった事業であった。

 「措置」から「契約」に。制度の転換期

　平成15（2003）年は国の障がい者支援制度が大きく変わる時期となっ
た。4月から「措置制度」が廃止され、障がい者自身が施設を選び利用する

「支援費制度」へと移行した。これによって障がい者は自分の意志で利用す
る施設を選べるようになり、障がい者福祉は「措置」から「契約」の時代へと
変遷していった。
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 発達障がい者の支援施設を拡大

　「倉敷学園」の発達支援クラスと「スキップ教室」は、支援費制度の施行に
より「倉敷学園」から独立した。平成16（2004）年4月、「障がい児デイサー
ビス事業所 T・L・S・Cきらり倉敷（現児童発達支援事業所 きらり倉敷）」
を開設し、発達障がい児のデイサービス事業が本格的に始まった。「きら
り」では、「スキップ教室」や発達支援クラスで培ったノウハウを活かし、ハ
サミや文字書きなどの日常生活に必要な動作を練習する個別療育、少人数
でゲームや運動を行う集団療育、トイレトレーニングなどの生活自立支援
を行った。また保護者の相談や、保護者同士のコミュニケーションの場と

しての役割も担った。
　「きらり」は岡山県内の発達障がい
児支援施設の第1号であったため、
各方面の関係者から注目を集めた。
その反面、保護者からは「視覚的構造
化」の療育方法がなかなか理解して
もらえず、不安を口にされることも
あった。しかし、「きらり」へ通園す

ることで、保育園や幼稚園でもパニックを起こさず、落ち着いて生活でき
る子どもも次第に増え、保護者からの支持を得られるようになった。また

「きらり」が開設されたことで、発達障がい児への理解に努めようとする保
育園、幼稚園も視覚的な支援に取り組みはじめ、「きらり」と連携した療育
も行われるようになった。
　「きらり」の療育スタイルはその後、ほかの法人のデイサービス施設でも
取り入れられ、倉敷地域で発達障がい児の支援施設が根付いていくきっか
けとなった。現在では「きらり」は倉敷、児島、玉島、中庄、水島の各地域に
開設され、倉敷市全域をほぼカバーしている。
　その後、就学後の発達障がい者の支援を目的に、平成19（2007）年に「き
らり倉敷」内に「倉敷発達障がい者支援センター」を開設した。発達障がい
者の就労支援を目的に、本人や家族の相談に応じ、各機関と連携し就労支
援を行っている。平成21（2009）年には発達障がいが疑われる子どもを
もつ保護者の相談窓口として「クムレ てとて」が設けられ、発達支援事業
の拡大と充実を進めている。

「きらり」の療育風景
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 地域の課題と寄り添うホームヘルプ事業

　一方、「倉敷地域生活支援センター」には、支援学校卒業後や入所施設を
離れて、地域で一人暮らしを考える障がい者の相談が増えていた。特に「一
人で上手く入浴できない」「料理が作れない」など日常生活への介助を求め
る「ホームヘルプ」相談が多くを占めた。同センターでは、支援費制度以前
からホームヘルプ事業を行っていたが、制度上の裏付けがなかったため、
利用者に実費を支払ってもらいながら対応していた。平成15（2003）年
以降は、ホームヘルプ事業が軌道にのり、ホームヘルパーを増員し在宅の
障がい者への支援を強化していった。その中で、さまざまな障がい者が抱
える問題も浮き彫りになった。
　家庭における権利侵害や経済的な不安などにより、やむを得ず一人暮ら
しになるなど切迫した状態で相談に訪れるケースがほとんどだった。それ
以外にも高齢の母親が介護施設に入ったため、突然養育する人を失い行き
場をなくした人もいたようである。
　同センター開設当時は、毎月のように生活が破綻してしまった人、ホー
ムレス状態の人が駆け込み、短期間宿泊をすることもあった。宿泊機能を
備えてはいなかったが、生活保護の認可や新しい居宅が決まるまで空き部
屋を提供しながら、今後の生活について話し合った。倉敷地域にはこれら
の事情をきっかけに一人暮らしを始める障がい者は多く、バックアップで
きる仕組みづくりが課題となった。
　このような状況も踏まえて、平成21（2009）年4月「住まいと暮らしの
プロジェクト」が自立支援事業部で立ち上がった。重度の障がい者が地域
で生活できる場を作っていく「住まい」グループと、権利擁護の仕組みをは
じめ地域で生活するための支援策を考える「暮らし」グループに分かれ検討
を行った。「暮らし」グループは、障がい者の保護者との連携を深め、成年後
見制度など障がい者の未来を守り支えていく体制の構築が協議された。こ
のような障がいのある子どもをもつ保護者との関わりは、NPO法人「はれ
るや」へと発展していくことになった。

 障がい者の向上心を育む作業所の設立

　地域に根ざした入所施設として期待された「あしたば」では、作業所も作
られた。この頃「あしたば」に通ってデイサービスを受けたいという相談が
多く寄せられていた。当時入所施設に通って利用することはできなかった
が、そのようなニーズに応えるため、「あしたば」内に在宅の障がい者も利



平
成
10
年
代
〜
平
成
27
年

第3章　「ともに生きる」地域福祉の確立へ

41クムレ60年の歩み

用できる作業所が設けられた。
　当初、作業所には重度の障がい者5人が通所しており、いわゆる「作業」
はできなかったため、楽しみながらできることを行っていたが、本来の作
業所の規定である6時間以上の就労で工賃を得るというスタイルにはほど
遠かった。通所したいというニーズを受け止めるためには、当時の制度で
は、「あしたば」の作業所のみであった。数年間活動を続け、次第に利用者
が増え作業所として機能するようになった。
　平成18（2006）年4月の「障害者自立支援法（現障害者総合支援法）」の
施行で「あしたば」内の作業所は制度適応となり、平成19（2007）年4月に

「生活介護事業所 コトノハ」、平成20（2008）年1月に「就労継続支援B型 
デイセンターあしたば（現・就労継続支援B型 クラシス）」の2つの施設と
して独立した。
　「コトノハ」は在宅の重度障がい者が通所し、日中の生活介護支援、生産
活動、創作活動を行っている。生産活動では、利用者に合わせて道具を改

良したり、その人に合った作業を提
供したりして、作業を行いやすくす
る工夫をした。創作活動では、芸術
活動や音楽療法などを取り入れ、利
用者一人ひとりの潜在的な可能性を
発見し伸ばしたり、もてる力の向上
を目指した。倉敷市内で作品の展覧
会を開催し、利用者が地域の学校へ
出向き、小学生に創作を教えるなど
地域とのつながりも大切にした。「あ
したば」内作業所で行っていたレク
リエーションは、創作活動に発展し
て受け継がれている。
　「クラシス」では、就労継続の事業
所として作業をしながら職業訓練を
行っており、ケーキ作りやフルーツ
ネット作り、箸入れなどを地域の企
業から作業の委託を受けている。

 「五法人研修会」と災害協定

　社会福祉制度やあり方が変化していく中で、平成11（1999）年、大阪府
の社会福祉法人「大阪自

じきょうかん
彊館」理事長で当時の全国社会福祉施設経営者協議

「クラシス」での作業の一つである洗車

「コトノハ」の芸術活動で創作された
利用者の作品
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会長・吉村靫
ゆきを

生氏の呼びかけで、先駆的、革新的な社会福祉事業実践に取り
組む法人同士が発展を目指す勉強会が発足し、「光明会」もこれに参加した。
入会条件は「新しい実践、革新的な実践を研修会で毎回発表すること」であ
り、参画した法人は各々の地域で福祉を牽引する存在であった。現在五法
人研修会に参加しているのは、大阪自彊館（大阪府）、成光苑（大阪府）、こ
うほうえん（鳥取県）、青山里会（三重県）と「クムレ」である。
　第1回五法人研修会は、こうほうえん主催で行われ、以後年に2回各法
人持ち回りで研修会が行われている。研修会には職員を派遣し、その年に
行った実践を報告しているが、常に新たな取り組みの報告が求められるた
め、各法人ともに大きな刺激となっている。
　平成23（2011）年、東日本大震災を契機に、五法人のネットワークを最
大限活かそうと、災害時の連携支援が模索され、平成26（2014）年11月、
五法人による災害協定が締結された。各法人の所在地が地震などの自然災
害に見舞われた際、他の四法人から現地に職員を派遣し、被災した法人だ
けでなく、その地域の被災者への支援も行うという内容のものである。災
害協定を結ぶことにより、災害時に備えて平常時からの情報交換や支援体
制により、有意義な連携機能が期待されている。

 「母子生活支援施設 倉敷市鶴心寮」の
　運営受託と児童家庭支援センターの開設
　これまでの子育て支援の経験を活かして、平成18（2006）年から「母子
生活支援施設 倉敷市鶴心寮」の受託管理がスタートした。
　施設には、ドメスティック・バイオレンス（DV）被害や離婚調停中など、
さまざまな事情を抱えた女性とその子どもが入所し、仕事、育児、健康、家
族関係、将来の生活設計などの相談はもとより、仕事の斡旋や、就学のた
めの手続きなど、一人ひとりのケースに沿った支援を行っている。施設を
生活の場として利用し職場に通う母親や、一時的に利用し、退所後地域の
中で自立していく母子など、利用の形はさまざまである。
　本来「鶴心寮」では、施設退所後に地域で生活する母子へのアフターフォ
ローも役割として求められていた。
　広い意味で母親への支援だけでなく、地域の親子の困り事や悩みに寄
り添い健全で豊かな生活を送るために、相談支援を行う必要があった。平
成22（2010）年、全国初の単独型児童家庭支援センターとし、さらには
岡山県初の相談機関として「児童家庭支援センター クムレ」を開設するに
至った。
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 チャイルドファンドコリアとの交流

　積極的に異文化の福祉に触れ、日韓両国の福祉の発展に寄与するため、
平成18（2006）年から韓国の福祉財団「チャイルドファンドコリア（旧韓
国福祉財団）」と職員交流を行っている。
　交流のきっかけは同財団の金会長が、日台韓の福祉交流で関係のある日

本の社会福祉法人に、幼い頃過ごし
た日本のふるさと探しを依頼したの
がはじまりで、「光明会」もそれに呼
応した。これを縁に金会長が「小ざく
ら保育園」を訪問され、人材交流を目
的とした職員交流が提案され、8月
に財前民男光明会理事長が韓国へ渡
り、協約を調印した。
　10月、第１回目となる職員交流研
修が行われ、「光明会」から5人の職

員を派遣した。1週間、韓国の福祉施設の研修や見学、現地職員との交流
を行った。当時、韓国は日本に比べ障がい者施設が少なく、介護の水準も
それほど高くなかったが、「社会福祉館」と呼ばれる公民館が中心となり、
地域全体を巻き込んだ福祉支援と相談体制が整備されていた。韓国は地
域で福祉を支える風土が根付いており、日本の福祉にも応用すべき点も多
かった。
　交流研修は年に1回実施し、現在も続けている。

 「光明会」から「クムレ」へ

　平成21（2009）年3月、「倉敷学園」が倉敷市連島町連島から、「コトノハ」
がある同市栗坂へ移転した。障がい者に関する法制度の整備に伴い、保育
所や小学校など地域の施設でも障がい者を受け入れる体制が整いつつあっ
た。軽度の知的障がい児は、地域の公的な施設を利用するようになり、「倉
敷学園」の利用者は重度化、低年齢化していた。これまでは知的障がい児の
通園施設だったが、障害者自立支援法によって、身体障がい、発達障がい
のある子どもも受け入れることとなり、車いすが必要な子どもも利用する
ようになった。
　従来の園舎は狭く、多様な障がいに対応できる構造ではなかったことに
加え老朽化していたため、栗坂へ新設移転することとなった。それに続き

韓国での調印式
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4月には「倉敷発達障がい者支援セン
ター」も同所に移設され、新たに「き
らり中庄」も新設した。
　栗坂は倉敷市街に隣接しており、
また岡山市、総社市にも近く、法人
の発達支援、自立支援の拠点として
発展することが期待されていた。そ
のため法人本部も水島から同地へ移
動した。これにより水島拠点は「子育
て支援」、倉敷拠点は「発達支援」「自
立支援」という2拠点体制が整えられた。
　平成22（2010）年4月、法人創立55周年を機に法人名を「社会福祉法人
光明会」から「社会福祉法人 クムレ」へと改称し、法人理念に「ともに育ち
ともに生きる」を掲げ、新たな歴史の一歩を踏み出した。法人理念は創設者
である浅田弘義元理事長が提唱していた「三共の心（共感しながら、共に育
ち、共に生きる）」をもとに考えられ、創設当時の思いに立ち返り、地域の
人々や利用者、職員、ボランティアなど法人に係る多くの人たちと改めて
連携を深め「ともに生きていこう」という願いが込められている。
　「クムレ」という法人名は、ラテン語のcum（ともに）とvivere(生きる)
を合わせた造語で、言語の源といわれるラテン語を用いることで、法人も
原点回帰するという意味も含んでいる。この頃より広域的な支援だけでな
く、地域の利用者に根ざした支援の事業が強化されていく。
　一方、若手職員を中心とした「クムレ塾」を立ち上げ、法人理念の実現や、
クムレのブランド力向上に向けた取り組みについて積極的に議論した。そ
の中で法人の目指す方向性や職員の心構えについて説いた『ブランドブッ
ク』を作成した。「ただ仕事をこなすのではなく、“志”を持って働こう」「団
結力を身につけよう」など、職員の日々の業務を支える10項目の信条『ク
ムレ10の心得』が明記されており、職員は常に携帯し、日々の業務の中で
クムレ職員としての“志”を確認し合っている。

 地域福祉の充実に向けた施設を開設

　法人名の変更を機に心機一転スタートを切った施設もある。「倉敷地域生
活支援センター」ではホームヘルプ事業が独立し、「なないろ」として新規
開設した。小学生から高校生までの在宅の障がい児が日中活動できる場の
確保と家族を支援する「日中一時支援」、高齢者を対象とした「ヘルパー事
業」を実施し、ホームヘルプ事業の拡充も図った。

55周年を機に「クムレ」として新たな歴史を歩む
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　平成22年以降になると、「子育て支援」「発達支援」「自立支援」に続き、「高
齢者支援」も新たに取り組むようになった。背景には、長年「あしたば」を利
用している利用者の高齢化が懸念されたためである。65歳以上になると
介護保険の適用となり、これまで利用していた施設を利用できなくなるた
め、高齢になった利用者がこれまで通り「クムレ」の施設を使えるよう、介
護保険法に適応した事業の確立が進められた。利用者の家族の高齢化や、
障がいのある高齢者が地域で多く生活していることも介護事業のきっかけ
となった。介護事業への参入で乳幼児から高齢者まで、人の生涯のすべて
において必要な福祉サービスを提供できる体制が構築された。
　平成24（2012）年6月に「通所介護事業所 クムレ」、12月には「居宅介
護支援事業所 クムレ」を倉敷市庄新町に開設し、障がいの有無に関わらず、
地域で生活する高齢者の自立した日常生活の支援、居宅でのケアを目的と
した事業もスタートした。
　全国的に発達障がいのある子どもが増えている状況を受け、平成25

（2013）年5月に「児童発達支援センター クムレ」を開所し、1 〜 5歳ま
での発達に遅れがある子どもを受け入れ、基礎的な生活習慣やコミニュ
ケーション能力を身につけることなど特性に基づいた専門的支援を行って
いる。　
　平成25（2013）年11月には、総社市内に「やさい畑 クムレ」を開所し、

農場で玉ねぎやオクラ、ナスなどの
野菜を植え付けたり、冬場は次の
シーズンに向けた準備などを行う。
栽培した野菜は総社市内の小学校の
給食や、法人の各施設の昼食の材料
に活用されているほか、法人のイベ
ントでの販売も行っている。今後は
加工や商品販売を含めた、6次産業
化も目指している。

 新たな時代へと飛躍するクムレ

　創立60周年を迎え、「社会福祉法人 クムレ」が地域で果たす役割はいよ
いよ増している。社会福祉法人は地域福祉の中核を担う存在として期待さ
れている。400人を超える職員を抱える「クムレ」では、さまざまな分野の
事業が展開され、専門職も多岐にわたる。各事業所の職員たちが連携し、
相乗効果を生み出すためには法人の向かうべき道を示す事業計画を作る必
要があった。その検討のため、職員で構成するプロジェクトチームを平成

総社市に「やさい畑クムレ」を開所
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26年度に設置し、座長に増田雅暢岡山県立大学教授を迎え、外部の有識者
の客観的な意見も取り入れながら議論を繰り返した。
　プロジェクトチームでは、前5カ年の中期計画についての反省や見直し
を行い、今後の課題を検討した。またチームで中心となる職員でワーキン
グチームを作り、資料集めや会議の取りまとめなど実務的な作業を担うこ
とで、現場の声も事業計画へ反映できるような体制を整えた。
　策定にあたっては「クムレ」の理念や目指すべきものを、職員や利用者に
より分かりやすく伝えるため、7つ
の柱に分け、計画の要旨をまとめた。
　乳幼児や障がい者に限らず、地域
に住む誰もが利用できるサービスや
交流の場の創出、地域社会全体で生
活困窮者の支援や災害福祉を行える
体制の整備など、これまでよりさら
に一歩踏み込んだ地域福祉の実現を
目指す。また職員のワークライフバ
ランスへの配慮、やりがいや自己実
現を目指せる職場づくりなどが盛り込まれ、新たな時代の「クムレ」のあり
方や役割、方向性をまとめた平成31（2019）年までの「第2期中期経営計
画」を財前亘副理事長を中心とし、策定した。
　また「小ざくら保育園」も60周年を節目に、大きな転換期を迎える。「こ
ども・子育て新制度」が平成27（2015）年4月に施行されることを受け、同
月から「幼保連携型認定こども園 小ざくら保育園」として生まれ変わり、
地域が抱える保育の課題やニーズに応えていく。
　「小ざくら保育園」では、これまでの保育園に新たに幼稚園の機能が加わ
ることになる。認定こども園になることで、保護者の就労の有無に関わら
ず、「小ざくら保育園」での保育を受けられる体制が整えられるとともに「教
育」を求める保護者の期待にも応えることもできる。

財前亘 副理事長
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 地域と共に歩むクムレ

　平成27年4月には地域の人々が気軽に集える場として、水島に「ひろば
にじいろ」を開設し、地域で乳幼児の育児に不安を抱える人たちへの相談
支援を行う。また「小ざくら地域子育て支援センター」や「児童発達支援セ

ンター」が主催する育児や保育に関
わるセミナーの開催だけでなく、地
域住民が主体となって支え合う場と
して交流し合えるカフェや教室など
の開設を視野に入れ、「ひろば にじ
いろ」を通じ、地域住民と「クムレ」
との交流や協働を深め、地域福祉の
発展に貢献していきたいと考えて
いる。
　また、12月には、栗坂の地におい

ても、地域交流スペース「ひろば 栗の家
おうち

」の開設を目指している。現在「倉
敷学園」や「きらり中庄」、「コトノハ」へ利用者を送り迎えする人たちが交
流できる場への期待も大きく、地域住民との交流や地域福祉の発展に貢献
していきたいと考えている。
　また、今後は洗車やカフェを中心とした就労支援の事業展開や総合相談
センターとして、「クムレ」を利用されている方の「夢」や「将来」について、
地域の人、家族・保護者とともに考えていける場を目指している。

　社会福祉法人が求められる役割は年々多様化しており、今後災害支援や
生活支援など地域社会、地域のまちづくりの支え手として大きな役割を
担っていかなければならない。その中で地域住民と手を取り合って、とも
に事業に取り組んでいく「互助」が新たな時代の福祉のキーワードとなるだ
ろう。それはまさに「クムレ」が理念として掲げる「ともに育ち　ともに生
きる」そのものであり、今後も地域社会の要請に常に応えられるよう、たゆ
まない発展を続けていく。

地域住民との交流の場として期待される「ひろば にじいろ」
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クムレの沿革

昭和30年

昭和31年

昭和34年

昭和46年

昭和49年

昭和50年

小ざくら保育園開園 定員 幼児90名／乳児10名

社会福祉法人 光明会　認可

御下賜金　金一封拝受　記念プール建造

保育室増築　プレハブ建築

小ざくら夜間保育園開園　定員 20名（倉敷市受託事業）

現在地に移転
小ざくら保育園　定員 300名
小ざくら乳児保育園　新設　定員 90名
心身障害児通園事業 小ざくら園新設　定員 20名（倉敷市受託事業）
小ざくら夜間保育園　定員 30名

4月

3月

4月

3月

10月

4月

昭和56年

昭和57年

昭和58年

昭和59年

小ざくら夜間保育園 夜間保育所制度の認可全国第1号

領域別保育 小ざくら方式発足

小ざくら乳児保育園　育児相談開始

音楽発表会開催（水島文化センター）

創立30周年を記念して、
アメリカ・カンザスシティーの乳幼児教育施設と姉妹園を締結

10月

1月

4月

3月

9月

平成2年 小ざくら地域保育センター　開設
（現　小ざくら地域子育て支援センター）

10月

平成5年 精神薄弱者更生施設 あしたば　開設　定員 50名
（現　障がい者支援施設 あしたば）

4月

平成12年 知的障がい者グループホーム 上東ホーム　開設　定員 7名
（現　共同生活援助 クムレ上東）

10月

平成13年 倉敷地域生活支援センター あしたば内に開設　定員 7名
（現　地域活動支援センター Ⅰ型 倉敷地域生活支援センター）

4月

平成16年 障がい児デイサービス事業所 T・L・S・Cきらり倉敷　開設　定員 10名
（現　児童発達支援事業所 きらり倉敷）

4月

平成16年 8月

平成17年 ケアホーム 上東かえでホーム　開設　定員 4名
（現　共同生活援助 クムレ上東かえで）

4月

平成20年 障がい児デイサービス事業所 T・L・S・Cきらり玉島　開設　定員 10名
（現　児童発達支援事業所 きらり玉島）

平成21年 知的障害児通園施設 倉敷学園　移転開設　定員 60名
（現　児童発達支援センター 倉敷学園）

1月

就労継続支援B型 デイセンターあしたば　開設　定員 20名
(現　就労継続支援B型 クラシス）

4月

児童発達支援事業所 きらり中庄　開設　定員 10名4月

児童発達支援事業所 きらり水島　開設　定員 10名9月

3月

平成25年 共同生活援助・介護事業所 クムレ 栗坂　開設　定員 9名
（現　共同生活援助事業所 クムレ 栗坂）

4月

平成27年 小ざくら保育園　幼保連携型認定こども園に移行
ひろば にじいろ　開設

4月

ひろば 栗の家　開設12月

児童発達支援センター クムレ　開設　定員 48名

就労継続支援B型 やさい畑 クムレ　開設　定員 20名

6月

11月

平成23年 居宅介護支援事業所 クムレ　開設11月

平成24年 居宅介護事業所 なないろ　開設

通所介護事業所 クムレ　開設　定員 10名

居宅介護支援事業所 クムレ庄新町　開設　定員 10名

4月

6月

12月

平成22年 社会福祉法人 クムレに法人名変更
法人本部を現在地に移転
児童家庭支援センター クムレ　開設
居宅介護事業所 なないろ　開設

4月

平成18年

平成19年

指定管理者制度により  母子生活支援施設  倉敷市鶴心寮 受託 定員 20名

生活介護事業所 コトノハ　開設　定員 40名

倉敷発達障がい者支援センター　開設

4月

4月

10月

障がい児デイサービス事業所 T・L・S・Cきらり児島　開設　定員 10名
（現　児童発達支援事業所 きらり児島）

8月

ケアホーム 上東さくらホーム　開設　定員 4名
（現　共同生活援助 クムレ上東さくら）

昭和52年

昭和53年

昭和54年

第1回「小ざくらの集い」開催（以後10回継続）

精神薄弱児通園施設 倉敷学園　新設

精神薄弱者通所援護事業 ひまわりの園を設立
（以後2年間、別法人になるまで経営）

11月

4月

4月

歴代理事長

法人設立～昭和53年3月
昭和57年4月～平成7年3月

浅田 弘義

平成12年4月～現在

財前 民男

昭和53年4月～昭和57年3月

雨宮　茂

平成7年4月～平成12年3月

雨宮 愼二

おうち
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クムレの沿革

昭和30年

昭和31年

昭和34年

昭和46年

昭和49年

昭和50年

小ざくら保育園開園 定員 幼児90名／乳児10名

社会福祉法人 光明会　認可

御下賜金　金一封拝受　記念プール建造

保育室増築　プレハブ建築

小ざくら夜間保育園開園　定員 20名（倉敷市受託事業）

現在地に移転
小ざくら保育園　定員 300名
小ざくら乳児保育園　新設　定員 90名
心身障害児通園事業 小ざくら園新設　定員 20名（倉敷市受託事業）
小ざくら夜間保育園　定員 30名

4月

3月

4月

3月

10月

4月

昭和56年

昭和57年

昭和58年

昭和59年

小ざくら夜間保育園 夜間保育所制度の認可全国第1号

領域別保育 小ざくら方式発足

小ざくら乳児保育園　育児相談開始

音楽発表会開催（水島文化センター）

創立30周年を記念して、
アメリカ・カンザスシティーの乳幼児教育施設と姉妹園を締結

10月

1月

4月

3月

9月

平成2年 小ざくら地域保育センター　開設
（現　小ざくら地域子育て支援センター）

10月

平成5年 精神薄弱者更生施設 あしたば　開設　定員 50名
（現　障がい者支援施設 あしたば）

4月

平成12年 知的障がい者グループホーム 上東ホーム　開設　定員 7名
（現　共同生活援助 クムレ上東）

10月

平成13年 倉敷地域生活支援センター あしたば内に開設　定員 7名
（現　地域活動支援センター Ⅰ型 倉敷地域生活支援センター）

4月

平成16年 障がい児デイサービス事業所 T・L・S・Cきらり倉敷　開設　定員 10名
（現　児童発達支援事業所 きらり倉敷）

4月

平成16年 8月

平成17年 ケアホーム 上東かえでホーム　開設　定員 4名
（現　共同生活援助 クムレ上東かえで）

4月

平成20年 障がい児デイサービス事業所 T・L・S・Cきらり玉島　開設　定員 10名
（現　児童発達支援事業所 きらり玉島）

平成21年 知的障害児通園施設 倉敷学園　移転開設　定員 60名
（現　児童発達支援センター 倉敷学園）

1月

就労継続支援B型 デイセンターあしたば　開設　定員 20名
(現　就労継続支援B型 クラシス）

4月

児童発達支援事業所 きらり中庄　開設　定員 10名4月

児童発達支援事業所 きらり水島　開設　定員 10名9月

3月

平成25年 共同生活援助・介護事業所 クムレ 栗坂　開設　定員 9名
（現　共同生活援助事業所 クムレ 栗坂）

4月

平成27年 小ざくら保育園　幼保連携型認定こども園に移行
ひろば にじいろ　開設

4月

ひろば 栗の家　開設12月

児童発達支援センター クムレ　開設　定員 48名

就労継続支援B型 やさい畑 クムレ　開設　定員 20名

6月

11月

平成23年 居宅介護支援事業所 クムレ　開設11月

平成24年 居宅介護事業所 なないろ　開設

通所介護事業所 クムレ　開設　定員 10名

居宅介護支援事業所 クムレ庄新町　開設　定員 10名

4月

6月

12月

平成22年 社会福祉法人 クムレに法人名変更
法人本部を現在地に移転
児童家庭支援センター クムレ　開設
居宅介護事業所 なないろ　開設

4月

平成18年

平成19年

指定管理者制度により  母子生活支援施設  倉敷市鶴心寮 受託 定員 20名

生活介護事業所 コトノハ　開設　定員 40名

倉敷発達障がい者支援センター　開設

4月

4月

10月

障がい児デイサービス事業所 T・L・S・Cきらり児島　開設　定員 10名
（現　児童発達支援事業所 きらり児島）

8月

ケアホーム 上東さくらホーム　開設　定員 4名
（現　共同生活援助 クムレ上東さくら）

昭和52年

昭和53年

昭和54年

第1回「小ざくらの集い」開催（以後10回継続）

精神薄弱児通園施設 倉敷学園　新設

精神薄弱者通所援護事業 ひまわりの園を設立
（以後2年間、別法人になるまで経営）

11月

4月

4月

歴代理事長

法人設立～昭和53年3月
昭和57年4月～平成7年3月

浅田 弘義

平成12年4月～現在

財前 民男

昭和53年4月～昭和57年3月

雨宮　茂

平成7年4月～平成12年3月

雨宮 愼二

おうち



クムレ 事業所一覧

発達支援事業

子育て支援事業

小ざくら乳児保育園

〒712-8062 倉敷市水島北幸町2番3号 
園　長　山本 己晴
設　立　昭和50年4月1日
定　員　90名

母子生活支援施設 倉敷市鶴心寮

寮　長　小野 加奈恵
※平成18年4月、指定管理者制度により受託

小ざくら夜間保育園

〒712-8062 倉敷市水島北幸町2番3号 
園　長　中谷 成美
設　立　昭和56年10月1日
定　員　30名

小ざくら地域子育て支援センター
福祉の相談センター クムレ
所　長　岡本 初江
設　立　平成2年10月
　

児童発達支援センター 倉敷学園

〒701-0113 倉敷市栗坂8番地
管理者　安　知子
設　立　昭和53年4月1日
定　員　50名

〒712-8062 倉敷市水島北幸町2番4号 
所　長　北條 直子
設　立　平成22年4月
　

児童家庭支援センター クムレ
福祉の相談センター クムレ

管理者　大原 久美子
設　立　平成21年

法人本部 〒701-0113 倉敷市栗坂8番地 

指定特定相談支援事業所
指定障がい児相談支援事業所
クムレ てとて
福祉の相談センター クムレ小ざくら保育園 〒712-8062 倉敷市水島北幸町2番3号 

園　長　財前　亘
設　立　昭和30年4月1日
定　員　240名
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クムレ 事業所一覧

発達支援事業

子育て支援事業

小ざくら乳児保育園

〒712-8062 倉敷市水島北幸町2番3号 
園　長　山本 己晴
設　立　昭和50年4月1日
定　員　90名

母子生活支援施設 倉敷市鶴心寮

寮　長　小野 加奈恵
※平成18年4月、指定管理者制度により受託

小ざくら夜間保育園

〒712-8062 倉敷市水島北幸町2番3号 
園　長　中谷 成美
設　立　昭和56年10月1日
定　員　30名

小ざくら地域子育て支援センター
福祉の相談センター クムレ
所　長　岡本 初江
設　立　平成2年10月
　

児童発達支援センター 倉敷学園

〒701-0113 倉敷市栗坂8番地
管理者　安　知子
設　立　昭和53年4月1日
定　員　50名

〒712-8062 倉敷市水島北幸町2番4号 
所　長　北條 直子
設　立　平成22年4月
　

児童家庭支援センター クムレ
福祉の相談センター クムレ

管理者　大原 久美子
設　立　平成21年

法人本部 〒701-0113 倉敷市栗坂8番地 

指定特定相談支援事業所
指定障がい児相談支援事業所
クムレ てとて
福祉の相談センター クムレ小ざくら保育園 〒712-8062 倉敷市水島北幸町2番3号 

園　長　財前　亘
設　立　昭和30年4月1日
定　員　240名

クムレ 事業所一覧
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児童発達支援事業所 きらり倉敷

〒710-0836 倉敷市沖194番1号
管理者　久保田 奈穂美
設　立　平成16年4月1日
定　員　1日10名

児童発達支援事業所 きらり児島

〒711-0913 倉敷市児島味野1丁目1番22号
管理者　岩佐　朋
設　立　平成16年8月2日
定　員　1日10名

児童発達支援事業所 きらり水島

〒712-8062 倉敷市水島北幸町2番3号 
管理者　福田 里美
設　立　平成22年9月1日
定　員　1日10名

障がい者支援施設　あしたば

〒701-0104 倉敷市山地1730番1号
管理者　樋口 奉弘
設　立　平成5年4月1日
定　員　50名

児童発達支援センター クムレ

〒712-8062 倉敷市水島北幸町2番4号 
管理者　内田 富美江
設　立　平成25年6月1日
定　員　48名

児童発達支援事業所 きらり中庄

〒701-0113 倉敷市栗坂8番地 
管理者　中西 裕子
設　立　平成21年4月1日
定　員　1日10名

児童発達支援事業所 きらり玉島

〒713-8103 倉敷市玉島乙島5796番53号
管理者　大隅 淳代
設　立　平成20年1月1日
定　員　1日10名

自立支援事業
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児童発達支援事業所 きらり倉敷

〒710-0836 倉敷市沖194番1号
管理者　久保田 奈穂美
設　立　平成16年4月1日
定　員　1日10名

児童発達支援事業所 きらり児島

〒711-0913 倉敷市児島味野1丁目1番22号
管理者　岩佐　朋
設　立　平成16年8月2日
定　員　1日10名

児童発達支援事業所 きらり水島

〒712-8062 倉敷市水島北幸町2番3号 
管理者　福田 里美
設　立　平成22年9月1日
定　員　1日10名

障がい者支援施設　あしたば

〒701-0104 倉敷市山地1730番1号
管理者　樋口 奉弘
設　立　平成5年4月1日
定　員　50名

児童発達支援センター クムレ

〒712-8062 倉敷市水島北幸町2番4号 
管理者　内田 富美江
設　立　平成25年6月1日
定　員　48名

児童発達支援事業所 きらり中庄

〒701-0113 倉敷市栗坂8番地 
管理者　中西 裕子
設　立　平成21年4月1日
定　員　1日10名

児童発達支援事業所 きらり玉島

〒713-8103 倉敷市玉島乙島5796番53号
管理者　大隅 淳代
設　立　平成20年1月1日
定　員　1日10名

自立支援事業
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就労継続支援B型　やさい畑 クムレ

〒719-1162 総社市岡谷175番地
管理者　小林 章伸
設　立　平成25年11月1日
定　員　20名

生活介護事業所　コトノハ

〒701-0113 倉敷市栗坂12番2号
管理者　上村 昌平
設　立　平成19年4月1日
定　員　40名

居宅介護事業所クムレ 庄新町
福祉の相談センター クムレ

〒701-0102 倉敷市庄新町9番3-6号
管理者　池田 知里
設　立　平成13年4月1日

通所介護事業所クムレ
〒701-0102 倉敷市庄新町9番3-6号
管理者　渡邉 哲也
設　立　平成24年6月1日

倉敷発達障がい者支援センター
福祉の相談センター クムレ
〒710-0002 倉敷市生坂836番1号
管理者　近藤 友佳子
設　立　平成19年10月1日

倉敷地域生活支援センター
福祉の相談センター クムレ

〒710-0002 倉敷市生坂836番1号
管理者　小橋 友子
設　立　平成13年4月1日

居宅（訪問）介護事業所　なないろ

〒710-0016 倉敷市中庄11番1号
管理者　角谷 昌彦
設　立　平成18年10月1日

共同生活援助事業所　クムレ

〒701-0111 倉敷市上東字徳重827番7号
管理者　村川 大介
設　立　平成5年4月1日
定　員　クムレ上東　男性7名
　　　　クムレ上東さくら　女性4名
　　　　クムレ上東かえで　男性4名
　　　　クムレ栗坂　男性5名 女性4名

就労継続支援B型　クラシス

〒701-0111 倉敷市上東字徳重827番7号
管理者　笠行 実
設　立　平成20年4月1日
定　員　20名
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就労継続支援B型　やさい畑 クムレ

〒719-1162 総社市岡谷175番地
管理者　小林 章伸
設　立　平成25年11月1日
定　員　20名

生活介護事業所　コトノハ

〒701-0113 倉敷市栗坂12番2号
管理者　上村 昌平
設　立　平成19年4月1日
定　員　40名

居宅介護事業所クムレ 庄新町
福祉の相談センター クムレ

〒701-0102 倉敷市庄新町9番3-6号
管理者　池田 知里
設　立　平成13年4月1日

通所介護事業所クムレ
〒701-0102 倉敷市庄新町9番3-6号
管理者　渡邉 哲也
設　立　平成24年6月1日

倉敷発達障がい者支援センター
福祉の相談センター クムレ
〒710-0002 倉敷市生坂836番1号
管理者　近藤 友佳子
設　立　平成19年10月1日

倉敷地域生活支援センター
福祉の相談センター クムレ

〒710-0002 倉敷市生坂836番1号
管理者　小橋 友子
設　立　平成13年4月1日

居宅（訪問）介護事業所　なないろ

〒710-0016 倉敷市中庄11番1号
管理者　角谷 昌彦
設　立　平成18年10月1日

共同生活援助事業所　クムレ

〒701-0111 倉敷市上東字徳重827番7号
管理者　村川 大介
設　立　平成5年4月1日
定　員　クムレ上東　男性7名
　　　　クムレ上東さくら　女性4名
　　　　クムレ上東かえで　男性4名
　　　　クムレ栗坂　男性5名 女性4名

就労継続支援B型　クラシス

〒701-0111 倉敷市上東字徳重827番7号
管理者　笠行 実
設　立　平成20年4月1日
定　員　20名
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編集後記

【60周年史委員】

財前 　亘　副理事長、小ざくら保育園園長

山本 己晴　小ざくら乳児保育園園長

岡本 初江　小ざくら地域子育て支援センター所長

中谷 成美　小ざくら夜間保育園園長

守屋 和恵　法人事務

平成27年3月　発行

発　　  行

企画・編集

制作・編集協力

印刷・製本

社会福祉法人 クムレ
〒701-0113 倉敷市栗坂８番地
TEL.086-464-0007  FAX.086-464-0072

60周年史委員

株式会社 あどりえ、ぼう

協同精版印刷株式会社

　クムレ60年の節目に、創設期からの歴史を辿り記録に残したいという財前
理事長の想いを受けて、小ざくら保育園、倉敷学園、あしたばの利用者支援に
携わってこられた諸先輩の皆様から、思い出話や苦労話を聞かせていただき
ました。自分たちが知らなかった歴史や事業への想いが、福祉に携わるものと
しての原点に立ち返ることができる機会となりました。
　今後、ますます福祉人として職員一人ひとりが、人・地域の担い手としての
想いを一つにしていきたいと思います。
　最後になりましたが、発行にあたってインタビューにご協力してくださった
諸先輩の皆様をはじめ、ご指導・ご助言くださった方 に々この場をお借りして
厚く御礼申し上げます。

平成27年3月吉日
社会福祉法人 クムレ　60周年史委員

クムレ60年の歩み
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