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地域とともに歩むクムレの歴史

ともに育ち ともに生きる

平成27年、「社会福祉法人 クムレ」は創立60周年を迎えます。
この節目に、設立以前から現代までの歴史を編纂した60周年史『クムレ60年の歩み』を刊行しました。
創立に携わった方々や保育、発達支援、自立支援の先輩方に当時の様子や思いをインタビューし、
創立のきっかけや先駆的な取り組みなど、後世に伝えたいクムレの“歩み”をまとめています。
この60周年史の内容をより多くの方々に知ってもらいたいと思い、
本史を簡潔に分かりやすくまとめた「概要版」を制作しました。
これからクムレに出会う方、地域の方 な々どたくさんの人に読んでいただき、
クムレに触れるきっかけにしていただければと思います。

クムレ60年の歩み

 水島の地に根ざした保育
    昭和20年代〜昭和50年代前半

▪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」の歴史は、創設者・浅田弘義氏と障
がいのある子どもを抱えた母親との出会いから始
まった。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ない母親は、
弘義氏にその窮状を泣きながら話した。心を動か
された弘義氏は、自らの使命を感じ、ここから保育
園設立へ動いていく。地元の名士や水島の住民た
ちの支援と、「般若寺」の多くの檀家の協力のもと、
保育園の建設費を集めることができ、昭和30年4
月に「小ざくら保育園」を開園。昭和31年には「社

会福祉法人 光明会」の設立が認可された。
▪人情厚い時代の保育 〜昭和30年代〜
　開園当初から障がい児を受け入れ、生後6カ月
から5歳児まで4クラス、合わせて100名の集団
で手探りながらスタートを切った。乳児室には別
院の仏間が使われ、日当たりの良い縁側が遊び場
にあてられた。保育材料や用具も十分ではない中、
御下賜金でプールを設けたり、弘義氏が手作りで
キリンを設置したりした。食糧事情も悪く、園児に
は持参の主食以外にララ物資注）の脱脂粉乳が配給
された。経済的に苦しい家庭には主食のほかに出
来る限りの食事を用意したり、乳児の健全な発達
のためになんとか栄養を補おうと、煮干しを粉に
してふりかけを作ったりした。保護者の生活も決
して楽な時代ではなかったが、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。

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年1月より
昭和27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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地域とともに歩むクムレの歴史

ともに育ち ともに生きる

平成27年、「社会福祉法人 クムレ」は創立60周年を迎えます。
この節目に、設立以前から現代までの歴史を編纂した60周年史『クムレ60年の歩み』を刊行しました。
創立に携わった方々や保育、発達支援、自立支援の先輩方に当時の様子や思いをインタビューし、
創立のきっかけや先駆的な取り組みなど、後世に伝えたいクムレの“歩み”をまとめています。
この60周年史の内容をより多くの方々に知ってもらいたいと思い、
本史を簡潔に分かりやすくまとめた「概要版」を制作しました。
これからクムレに出会う方、地域の方々などたくさんの人に読んでいただき、
クムレに触れるきっかけにしていただければと思います。

クムレ60年の歩み
▪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、水島地区は臨海工業
地帯の建設で企業の進出が相次いだ。昭和40年
頃になると好景気の中で全国から人が集まり、核
家族世帯が増え、主婦の就労も増加。保育園には
依然として、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。そうした中でも

「理論に裏付けられた保育」を実践。先進的な幼児
教育の講義や研修に保母を参加させ、保育内容を
日々向上させていった。この取り組みが評判を呼
び、毎年定員を超える入園希望者が集まった。昭
和46年にはプレハブ園舎を増築。昭和49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」を開園した。
▪園舎を移転。養護を重視した保育と
　障がい児療育の専門化

　昭和40年代後半から50年代前半にかけて、水
島の街は活気に満ちていた。保育園の需要増、そ
して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。しかし旧園地では対
応ができないため、園舎の移転、新築の話が持ち
上がり、水島北幸町の国有地の無償貸与を受けた。
　昭和50年4月には「小ざくら保育園」は幼児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す。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、開園。養護
面の十分な援助を最優先にし、乳児保育では親に
代わるようなスキンシップを重要視していた。
　また「小ざくら夜間保育園」も移転・併設。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のニーズに
合わせ、朝から夜間までの保育を実施した。
　一方、「小ざくら保育園」開園以来、毎年2、3人
は障がい児を受け入れていたが、適切な療育がで
きていたとはいえなかった。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
が紹介され、障がい児の専門的な療育施設として
倉敷で最初の事業所「小ざくら園」を開園。4つの
施設が併設する形となった。
　昭和50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。
昭和52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。地域の理解

を深める大きな意義のある年中行事としてその後
10年間にわたり続いた。
▪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、「小
ざくら園」の子どもたち
は就学年齢に達しても小
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。保護者の熱心な後押
しで「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陳情などを
行い、学齢児の2クラスを近隣の「旭丘小学校」の
特殊派遣学級とすることで、昭和53年4月に「精
神薄弱児通園施設 倉敷学園」が開園した。
　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年には水島瑞
穂町に「精神薄弱者通所援護事業 ひまわりの園」
を設立した。　「ひまわりの園」は昭和56年に「社
会福祉法人 ひまわりの会」として独立した法人と
なり、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。

 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

▪特色のある保育への転換。
　領域別保育「小ざくら方式」発足

　昭和50年代半ば頃から出生率の低下が保育所
にも波及し始め、保育所もこれまでの量の確保か
ら教育面にも力を入れた質の充実への転換期を迎
える。昭和57年には、子どもの能力開発のための
領域別保育「小ざくら方式」を発足。「小ざくら乳児
保育園」（0・1歳児）と「小ざくら保育園」（2歳〜
就学前）の大きな集団の中での一貫保育を基本に、

「養護と教育の一体化」を目指す取り組みが本格的
にスタートした。領域は音楽、造形・絵画、言語（英
語）、体育、障がい（統合保育）の5つに分けられ、
発達年齢に応じたカリキュラムが組まれた。

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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クムレ60年の歩み
　〈音楽領域〉では、耳から育て、繰り返
し練習する「スズキ・メソード注）」の教育
法に基づき、本物の素晴らしい音楽に
触れることで子どもの音楽的センスを
高めていった。〈絵画・造形領域〉では3
原色（赤・青・黄）の絵の具を混ぜ合わせ
て色を創りだす「加色混合法」や「観察
画」などを実践。子どもたちが、自分で
感じたままを色や形で表現し創造する
力を養った。〈言語（英語）領域〉では、

「ドーマン式注）」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

カードなどを学習教材に採用。昭和58年には当
時としては珍しいマイコンを導入し、翌年からは
外国人女性講師を招き、英会話保育も行った。〈体
育領域〉では、脳の発達を促す赤ちゃん体操をは
じめ、0歳児から年齢に応じたさまざまな遊具を
使って体育活動が行われた。〈障がい（統合）領域〉
では、同じ園内にある「小ざくら園」との交流を通
じ、健常児と障がい児が分け隔てなく関係を育ん
だ。ハンディキャップを理解しながら、互いに区
別されることなく“人として”の成長を見守る「統
合保育」は、「光明会」が目指すノーマライゼーショ
ンの考え方を具現化するものだった。
　「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。“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時期で
もあった。
▪地域の子育ての拠点、
　小ざくら地域保育センター

　平成2年10月、「小ざくら保育園」の付帯事業
として「小ざくら地域保育センター」がスタートし
た。これは、地域の子育てを幅広く支援するため
のもので、集団生活の経験のない子どもたちとそ
の母親に園を遊び場として開放したり、離乳食づ

くりや育児相談、子育て講演会などさまざまなイ
ベントが行われた。一方で、転勤などで社会的に
孤立し育児に不安を抱える若い母親やひとり親家
庭に対する子育て支援も展開。地域子育てのセー
フティネットとしての役割を発揮し、今も虐待予
防の視点も含めた身近な受け皿として継続的な活
動を行っている。
▪昭和56年以降の夜間保育
　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。女性の就労と子育
てとの両立支援の動きが高まる中、国は昭和56
年に夜間保育事業を創設。「小ざくら夜間保育園」
はこの制度に伴い認可夜間保育園第一号として
再スタートを切った。延長保育と夜間保育の先進
的な取り組み例として、当時全国から保育関係者
の見学が相次いだ。夜間保育の定員は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。翌年には園の2階に夜間
保育園専用の部屋を増築している。

▪精神薄弱者更生施設「あしたば」開園
　一方、障がい児・者の療育現場では、昭和から平
成にかけて、15歳以上の重度知的障がい者の受け
入れ施設の不足が問題になっていた。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り、そのため、地域には
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いた。日
中活動も十分なされず、24時間介護をする家族の
負担も大きかった。「倉敷学園」に通園していた重
度の障がい児についても養護学校卒業後は行き場
がなく、新しい施設への要望は切実だった。そん
な中、「光明会」でも成人の知的障がい者のための

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が提唱した教育法。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。

注）ドーマン式
脳障害児の治療実践から、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。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。

昭和62年当時、クムレの財前理事長が保育園の事務長を務めた

平成2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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クムレ60年の歩み
新たな施設の建設の動きが高まり、平成5年、精
神薄弱児福祉法に基づく「精神薄弱者更生施設 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入所者が集まり、
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、就労が可
能な利用者は、障がい
の程度に応じ、ミツバ
やサラダ菜の水耕栽
培など軽作業に励ん
だ。また、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、リクレーションなど、利用者の得
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
た。家庭的な居場所として感じられる「生活施設」
であると同時に、これまでの入所型の福祉支援か
ら「地域生活自立支援」の実現に向けた集団生活の
場としての役割を果たした。

 「ともに生きる」地域福祉の確立へ
    平成10年代〜平成27年

▪「ノーマライゼーション」の福祉へ
　平成初め頃から、障がい者が可能な限り地域で
生活しながら、必要なサービスを受けられる福祉
のスタイルが求められるようになり、法人として
どう対応するかを検討する「ノーマライゼーショ
ン委員会」が平成10年に立ち上げられた。それを
受け、地域の障がい者の悩みに応える相談支援事
業の確立を目指し、平成13年4月「あしたば」内に

「倉敷地域生活支援センター」を開設。生活や就労
のサポートなど障がい者に寄り添った相談支援を
展開した。平成12年10月には、障がい者の地域
での自立した生活を後押しするため、「知的障がい
者グループホーム 上東ホーム」も新設した。
▪発達障がい児支援方法の模索
　平成5 〜 8年頃、全国的に発達障がいが注目さ

れ「倉敷学園」でも自閉傾向の強い知的障がい児の
ための発達支援クラスを設け、独自の療育を行っ
ていた。平成11年、先進的な取り組みを行ってい
た愛媛県の障がい児施設に職員を派遣。「視覚的構
造化」の療育方法を学び、発達支援クラスで実践
した。それが評判となり地域の発達障がい児を抱
える保護者からも「倉敷学園」を利用したいという
要望が出始め、知的障がいの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」に設
置。法人の発達支援事業発展の礎となった。
　平成15年4月、障がい者が自分の意志で施設を
選び利用する「支援費制度」が施行。同制度により
平成16年4月、「スキップ教室」は「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）」となり、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」は岡山県内の発達障がい児支援施設の第1号
であった。
▪地域の課題と寄り添うホームヘルプ事業
　当時「倉敷地域生活支援センター」には、地域で
一人暮らしを考える障がい者から「ホームヘルプ」
の相談が多く寄せられていた。開設当初からホー
ムヘルプを行っていたが、平成15年以降法令適
応になったため、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た。その中で、家庭で
の権利侵害や職場の倒産など障がい者が抱える問
題が浮き彫りになった。このような地域の障がい
者をバックアップする仕組みづくりに向け、平成
21年4月「住まいと暮らしのプロジェクト」が立ち
上がり、利用者の保護者と連携しながら、障がい
者の未来を守り支えていく体制が協議された。
▪障がい者の向上心を育む作業所の設立
　平成10年頃、在宅の障がい者から「あしたば」
でデイサービスを受けたいという要望が増え、そ
れに応える形で「あしたば」内に作業所を設けた。
平成18年4月、「障害者自立支援法（現障害者総
合支援法）」の施行により作業所から、平成19年
に「生活介護事業所 コトノハ」、平成20年に「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つの施設が独立。「コ
トノハ」は在宅の重度障がい者の通所施設として、
生活介護支援、生産活動、創作活動を実施。「クラ
シス」では、就労継続の事業所として職業訓練や

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



6

クムレ60年の歩み
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

おうち

歴代理事長

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
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27年3月　発行

発　　  行

企画・編集

制作・編集協力

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

クムレ60年の歩み【概要版】

ケーキ作り、箸入れなどの作業を行っている。
▪「五法人研修会」と災害協定
　平成11年、大阪府の社会福祉法人「大阪自

じ
彊
きょう

館」の呼びかけで、先駆的な社会福祉事業に取り
組む法人による勉強会が発足し、「光明会」を含む
五法人が参加。五法人研修会は年に2回、各法人
持ち回りで行われている。
　東日本大震災を契機に、五法人のネットワーク
を活かした災害時の連携支援が模索され、平成26
年11月、災害協定が締結された。
▪「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

　平成18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。ドメスティック・
バイオレンス被害や離婚調停中など、さまざま
な事情を抱えた母子が入所し、生活や育児の相
談、仕事の斡旋などの支援を行っている。また「鶴
心寮」で求められる退所後の母子のアフターフォ
ローや相談支援を充実するため、平成22年、岡山
県初の単独型児童家庭支援センター「児童家庭支
援センター クムレ」も開設した。
▪チャイルドファンドコリアとの交流
　平成18年より韓国の福祉財団「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。同財団の金会長が「小ざくら保育園」を訪
問した際、人材交流を目的とした職員交流が提案
された。第1回目交流研修で、「光明会」の職員5
人が韓国を訪れ、同国の福祉施設や地域福祉の体
制などを学んだ。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
　障害者自立支援法によって、施設では障がいの
種別に関わらず共通の福祉サービスを提供するこ
とになった。「倉敷学園」でもさまざまな障がいに適
応することが求められ、平成21年3月、倉敷市栗
坂に新園舎を構えた。これに伴い、法人本部も同
地へ移転し、水島は「子育て支援」、倉敷は「発達支
援」「自立支援」という2拠点体制となった。
　平成22年4月、創立55周年を機に法人名を「社
会福祉法人 クムレ」へと改称。法人理念の「ともに
育ち ともに生きる」は、創設者・浅田弘義元理事長
が提唱した「三共の心（共感しながら 共に育ち 共
に生きる）」から考えられ、「クムレ」は、ラテン語

の「ともに生きる」という意味から名付けられた。
　平成22年からは高齢者支援も新たに取り組み
はじめた。長年利用する利用者の高齢化が背景に
あり、高齢者支援事業によって人の生涯すべてに
わたって必要な福祉サービスを提供する体制が
整った。
　また障がい者の就労支援を目的に平成25年11
月、総社市内に「やさい畑 クムレ」を開所。生産と加
工、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、法人の向かうべき方向性
を示した「第2期中期経営計画」を財前亘副理事長
が中心となって策定。地域住民が利用できるサー
ビスや交流の場の創出、災害福祉など、新たな時
代の「クムレ」のあり方がまとめられた。
　また「こども・子育て新制度」により、「小ざくら
保育園」が平成27年4月より「幼保連携型認定こ
ども園 小ざくら保育園」として生まれ変わる。幼
稚園の機能が加わることで保護者の就労の有無
に関わらず、継続して保育を受けられる体制を整
え、地域の保育の課題に応えていく。
▪地域と共に歩むクムレ　
　平成27年4月には水島に「ひろば にじいろ」を
開設する。セミナーの開催だけでなく地域住民が
主体となって交流し合える場として機能を果た
す。また平成27年12月には、栗坂に地域交流ス
ペース「ひろば 栗の家

おうち
」の開設を予定している。

　地域社会の支え手として大きな役割が期待され
る「クムレ」。「ともに育ち ともに生きる」の理念の
もと、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。

55周年を機に「クムレ」として新たな歴史を歩む
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クムレ60年の歩み
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

おうち

歴代理事長

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
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27年3月　発行

発　　  行

企画・編集

制作・編集協力

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

クムレ60年の歩み【概要版】




