
社会福祉法人昭和会  沿革 
 

昭和４６年１１月１５日 高知市手をつなぐ親の会、高知市特殊教育研究会から施設設置について高知市長に陳

情書・高知市議会議長に請願書を提出  

４７年 ５月 ４日 高知市立福祉作業所設立期成同盟会結成  土地・建物について陳情書提出  

  ４８年 ９月 ７日 社会福祉法人設立発起人総会  

     １２月１５日 社会福祉法人昭和会   設立認可申請書提出  

  ４９年 ３月２７日 厚生大臣より認可  

      ４月 １日 高知市福祉作業所昭光園開園   高知市と委託契約締結  

      ４月１０日 社会福祉法人昭和会   登記完了  

５月１８日 高知市福祉作業所昭光園   定員３０名   開園式  

  ５１年 ８月１８日 昭光園 第２作業場完成  

５４年 １月１７日 高知市福祉牧場おおなろ園育成推進協議会設置  

８月 ９日 昭光園 新作業棟落成（鉄骨スレート 49 ㎡）  

５５年 ４月 ３日 高知市福祉牧場設立促進協議会結成  

５６年１０月２２日 昭光園 トイレ・倉庫の増築完成  

５７年 ２月 ３日 旧大成牧場跡地１８ヘクタールを福祉牧場用地として取得  

５９年 ５月１８日 昭光園 開園１０周年記念式典  

１０月 ３日 更生施設福祉牧場の建設に着手  

６０年 ３月 ５日 昭和会が精神薄弱者更生施設受託経営認可  

４月２０日 おおなろ園  建物完成   

      ４月２６日 高知市福祉牧場おおなろ園   定員３０名   開園  

     ６月 ２日 おおなろ園 落成式 

  ６１年 ８月２５日 昭光園・おおなろ園充実促進協議会結成  

     １０月１０日 おおなろ園 牧場内に青少年ふれあい広場落成  ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚｯﾁｸｺｰｽ ｵｰﾌﾟﾝ  

平成 ２年 ４月 １日 おおなろ園 重度棟（定員 30 名）、ショートスティ（定員 4 名）の運営を昭和会が受託  

   ５年 ４月１５日 おおなろ園 ふれあいハウス・ふれあい小牧場・新牛舎落成式挙行  

 ６年 ４月 １日 昭 光 園 増改築完成（定員３０名  →  ５０名）  

５月２０日 昭 光 園 開園２０周年記念式典  

７年 ４月２９日 おおなろ園 開園１０周年記念式典  

８年 ４月１３日 おおなろ園 ふれあい工房（地域交流スペース）落成式挙行  

７月 １日 昭 光 園 分場設置（ふれあい作業所   定員１５名）  

１０年 ４月 １日 おおなろ園 併設通所事業（通所部）開始   定員７名  

  １１年１０月 １日 おおなろ園 地域生活援助事業（グループホーム「ひまわりホーム」）  

あさもマンションにて開始  定員５名  

１３年 ４月 １日 昭 光 園 知的障害者短期入所事業  開始  定員１名  

        〃   おおなろ園 併設通所事業（通所部）  定員７名  →  １５名  

〃    身体障害者デイサービス事業・知的障害者相談支援事業  高知市と委託契約締結  

４月１４日 高知市東部障害者福祉センター   開所式  

１５年 ４月 １日 身体障害者デイサービス事業  名称：障害者デイサービス「ゆう」  定員１７名  

〃    児童デイサービス事業     名称：子ども発達支援ルーム「すまいる」定員５名  

〃    知的障害者相談支援事業    名称：知的障害者地域生活支援センター「さん」  

５月 １日 おおなろ園 グループホーム「ひまわりホーム」   定員５名  →  ４名  

１０月 １日 児童デイサービス事業子ども発達支援ルーム「すまいる」     定員５名→１０名  

１６年 ４月 １日 おおなろ園 地域生活援助事業（グループホーム「トマトホーム」） 高知市朝倉借家に

て開始  定員４名  

１０月 １日 身体障害者デイサービス事業   障害者デイサービス「ゆう」  定員１７名→１８名  

１０月 ４日 昭 光 園 開園３０周年記念式典  

     １０月１５日 おおなろ園 療育棟 増築完成 

 



１７年 １月 １日 おおなろ園 併設通所事業（通所部）定員１５名  →  １９名        

     １０月１５日 おおなろ園 開園２０周年記念式典  

１８年 ９月１６日 身体障害者デイサービス事業   障害者デイサービス「ゆう」   廃止  

     ９月１７日 知的障害者通所更生施設  名称：東部障害者福祉センター「ゆう」開始  定員２０名   

９月３０日 昭 光 園 知的障害者短期入所事業  終了  

     〃    おおなろ園 地域生活援助事業（ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ひまわりホーム」・「トマトホーム」）廃止  

       〃    おおなろ園 知的障害者短期入所事業   廃止  

       〃    おおなろ園 児童短期入所事業   廃止  

〃       知的障害者相談支援事業   名称：知的障害者地域生活支援センター「さん」廃止  

     １０月 １日 昭 光 園 地域生活支援事業    ・日中一時支援  開始  

〃    おおなろ園 障害福祉サービス事業  ・共同生活援助（グループホーム  

「ひまわりホーム」・「トマトホーム」）開始  定員１０名  

       〃     〃        〃・短期入所   開始   定員４名  

      〃      〃   地域生活支援事業    ・日中一時支援   開始  

  〃    東   部 障害福祉サービス事業  ・児童デイサービス事業 (継続事業 )   

東部障害者福祉センター「すまいる」に名称変更  

〃       〃    相談支援事業      ・相談支援  

東部障害者福祉センター「さん」に名称変更  

  １９年１２月１８日 おおなろ園 共同生活援助  グループホーム「ひまわりホーム」    定員５名→６名  

２０年 ４月 １日 旭福祉センター 建物使用貸借契約締結 

〃    障害者地域移行支援事業 開始  高知市と委託契約締結 名称：旭福祉センター「さぽーと」 

    ８月 １日 東   部 地域生活支援事業    ・日中一時支援   開始  

９月３０日 おおなろ園 併設通所事業  廃止  

１０月 １日 旭福祉センター 開所 

〃     〃    障害福祉サービス事業  ・生活介護   

 名称：旭福祉センター「くろーばー」）開設   定員２０名  

 〃     〃         〃       ・児童デイサービス  

 名称：旭福祉センター「あゆみ」）開設     定員１０名  

〃    おおなろ園  障害福祉サービス事業  ・共同生活援助  

   名称：グループホーム「たんぽぽ」）旭福祉センター２ F に

て開始  定員  ６名  

２１年 １月 １日 高知市より昭光園建物を譲与、土地使用貸借契約締結 

高知市福祉作業所昭光園 民営化に伴い昭光園に名称変更 

          高知市福祉作業所昭光園分場ふれあい作業所 民営化に伴い昭光園分場ふれあい作業所に名称変更 

    ４月 １日 おおなろ園 グループホーム「トマトホーム」→グループホーム「トマト」に名称変更  

             高知市朝倉  →  旭福祉センター３ F に転居  

 

２２年 ３月１９日 昭  光  園  建物完成  

   ４月 １日 昭  光  園・昭光園分場ふれあい作業所  知的障害者通所授産施設より多機能型事業  

（生活介護／定員４０名・就労継続 B 型／定員３０名  

自立訓練／定員６名・児童デイサービス／定員１０名）へ移行  

東部障害者福祉センター「すまいる」  →  昭光園  児童デイサービスへ移設  

     ５月１８日  昭 光 園 落成式 

８月 ３日  東   部 東部障害者福祉センター「さん」→  障害者 (児 )相談支援センター「さん」

に名称変更  

 

２３年 １月 １日 高知市よりおおなろ園建物を譲与、土地使用貸借契約締結 

３月３１日 障害者地域移行支援事業（高知市委託事業）   委託契約終了 

４月 １日 障害福祉サービス事業 ・児童デイサービス 

                   名称：東部障害者福祉センター「あゆみ Passo」開設   定員１０名 

  〃    地域子育て支援拠点事業 開始  高知市と委託契約締結 

                     名称：東部地域子育て支援センター「くすくすひろっぱ」  

      〃    旭     おおなろ園グループホームの主たる事業所を旭福祉センターへ変更  

 

２４年 ２月１７日 おおなろ園 建物完成 

    ４月 １日 高知市福祉牧場おおなろ園 民営化に伴い福祉牧場おおなろ園に名称変更 

      〃   おおなろ園 知的障害者入所更生施設より障害者支援施設（施設入所支援・生活介護）定員６０名へ 

移行 

      〃   昭 光 園 法改正に伴う、障害福祉サービス/児童デイサービスより障害児通所支援事業/放課後等 

デイサービス 定員１０名へ変更 



２４年 ４月 １日 東   部 東部障害者福祉センター「ゆう」知的障害者通所更生施設より生活介護 定員２０名へ 

移行 

       東部障害者福祉センター「あゆみ Passo」法改正に伴う、障害福祉サービス/児童デイサー

ビスより障害児通所支援事業/児童発達支援 定員１０名へ変更 

      〃   旭福祉ｾﾝﾀｰ 旭福祉センター「あゆみ」法改正に伴う、障害福祉サービス/児童デイサービスより障害児

通所支援事業/児童発達支援 定員１０名へ変更 

    ５月 １日 旭福祉ｾﾝﾀｰ 旭福祉センター「あゆみ」保育所等訪問支援 開始 

     ５月２２日 おおなろ園 落成式 

     ６月 １日 昭 光 園 生活介護／定員４０名→ ３８名、自立訓練／定員６名→ １２名に変更。 

 

２５年 ４月 １日 東   部 障害者 (児 )相談支援センター「さん」→  東部障害者福祉センター「さん」

に名称変更  

                東部障害者福祉センター「あゆみ Passo」→ 東部障害者福祉センター「Passo」 

                                                   に名称変更 

２６年 ３月３１日 昭 光 園 自立訓練事業 廃止 

 ４月 １日 旭福祉ｾﾝﾀｰ 共同生活介護と共同生活援助が一元化され、共同生活援助（包括型）に変更 

 ４月 １日 昭 光 園 生活介護／定員３８名→ ４０名、就労継続支援Ｂ型／定員３０名 

                主たる事業所６０名，従たる事業所１０名 

    ４月 １日 おおなろ園 短期入所／定員４名→２名  日中一時支援／定員４名→２名 

   １２月３１日 昭 光 園 従たる事業所 廃止 

 

２７年 ３月 １日 東   部 東部障害者福祉センター「とも」特定相談支援事業、障害児相談支援事業 開始 

    ３月 ７日 おおなろ園 グループホームあい 建物完成 

    ３月３１日 東   部 東部障害者福祉センター「さん」 一般相談支援事業 廃止 

    ４月 １日 東   部 高知市障害者相談支援事業「東部地域」 高知市と委託契約 

    ６月 １日 おおなろ園 グループホームあい 開始 定員１０名 

      ９月 １日 旭福祉ｾﾝﾀｰ 旭福祉センター「くろーばー」生活介護事業 休止 

    ９月 １日 おおなろ園 生活介護事業所あすか 開始 定員２０名 

 

２８年 ３月３１日 東   部 東部障害者福祉センター「Passo」 児童発達支援事業 廃止 

    ４月 １日 え ぼ し グループホームあい，生活介護事業所あすか おおなろ園 → 福祉事業所えぼし に変更 

    ６月 １日 昭 光 園 ふれあい作業所建物 高知県知的障害者育成会へ譲与 引渡し 

 

２９年 ４月 １日 旭福祉ｾﾝﾀｰ 旭福祉センター「あゆみ」ふらっぷ 放課後等デイサービス事業 開設 定員１０名 

    ５月 １日 高知市と児童発達支援センターしんほんまち、昭和会グループホーム しんほんまちの土地使用貸借契

約締結 

    ５月１５日 え ぼ し グループホームあいⅡ 建物完成 

    ６月 １日 え ぼ し グループホームあいⅡ 開始 定員７名 

 

３０年 ３月 １日 しんほんまち 児童発達支援センターしんほんまち  建物完成 高知市新本町 2丁目 15番 22号 

    ３月 １日 グループホーム 昭和会グループホーム しんほんまち 建物完成 高知市新本町 2丁目 15番 20号 

３月１６日 旭福祉ｾﾝﾀｰ グループホーム「ひまわりホーム」 移転 → 高知市新本町 2丁目 15番 20号 

    ３月１７日 旭福祉ｾﾝﾀｰ グループホーム「トマト」・「たんぽぽ」 移転 → 高知市新本町 2丁目 15番 20号 

    ３月３１日 旭福祉ｾﾝﾀｰ 旭福祉センター障害児通所支援事業 移転 → 高知市新本町 2丁目 15番 22号 

３月３１日 旭福祉ｾﾝﾀｰ 旭福祉センター「くろーばー」生活介護事業 廃止 

    ４月 １日 しんほんまち 児童発達支援センターしんほんまち 開所（旭福祉センター障害児通所支援事業より変更） 

                「あ ゆ み」児童発達支援センター 定員３０名／保育所等訪問支援 

                「ふらっぷ」放課後等デイサービス 定員１０名 

    ４月 １日 グループホーム 昭和会グループホーム しんほんまち 開始（ひまわり・とまと・たんぽぽ）定員１８名 


