
 社 会 福 祉 法 人

正夢の会

「心に添った支援」を合言葉に

1992 年　春 　　 江東養護学校に通う生徒の母親達が知的障害者の福祉施設を
　　　　　　　 　 都内に作りたいと活動を始める

1999年9～10月　  地域に向けて施設整備事業計画の説明会を行う

2000年4～7月 　 施設見学会と施設シンポジウム等を開催する
　　　　　　　　  「まさゆめ通信」を発刊する「福祉についての学習会」を開始する

2001 年 1 月 　　東京都から社会福祉法人の認可を受ける

2001 年 2 月 　　東京都稲城市坂浜に施設建設を開始する

2002 年 4 月 　　知的障害者入所更生施設「パサージュいなぎ」開設

2003 年 5 月 　　稲城市心身障害者（児）通所訓練事業「喫茶ぽら～の」開設

2003 年10月 　　自活訓練棟・施設外作業場「GIVING　TREE」開設

2004 年 4 月 　　正夢の会地域生活支援センター「える」事業所を多摩市に開設

2004 年 8 月 　　児童短期入所事業の開始

2005 年 5 月 　　グループホーム「RUE 大丸」開設

2006 年 4 月 　　知的障害者通所更生施設「昭島生活実習所」開設（移譲）

2006 年12月 　　コラボいなぎ「いなぎこども発達支援センター」開設

2007 年 4 月 　　コラボいなぎ「いなぎワークセンター」開設

2008 年 4 月 　　グループホーム・ケアホーム「ＲＵＥ矢野口」開設

2008 年 4 月 　　グループホーム・ケアホーム「ＧＩＶＩＮＧ　ＴＲＥＥ」開設

2009 年 4 月 　　「コラボたま ワークセンターつくし」開設（移譲）

2009 年 7 月 　　多摩市心身障がい児通所訓練施設「ひまわり教室」開設（受託）

2010 年 4 月 　　稲城市障害者総合相談センター「マルシェいなぎ」開設（受託）

2010 年 8 月 　　「LaVie 東長沼」開設

2013 年 4 月 　　稲城市発達支援センター「レスポーいなぎ」開設（受託）

2013 年 6 月 　　グループホーム・ケアホーム「RUE 東長沼」開設

2014 年 4 月 　　中野区立弥生福祉作業所開設（指定管理）

2015 年 4 月 　　鷺宮すこやか障害者相談支援事業所開設（受託）

2015 年10月 　　南山ホール内、売店事業開始（稲城・府中メモリアルパーク）

2016 年 9 月 　　中野区療育センター　ゆめなりあ開設（指定管理）

2017 年 4 月 　　マルシェたま開設（受託）

2019 年 7月 　　ルフレいなぎ　児童発達支援事業所開設

2021 年 1月 　　クリヴェール日の出開設　

沿革

発行日：令和 3年 4月 1日



「正夢の会」は東京都稲城市、多摩市、昭島市、
中野区、日の出町に拠点を置き、障害者支援活動を
行っている社会福祉法人です

私たちの活動は 1992年、東京都江東区ではじまりました。そのときは
「夢の会」といいました。「夢」を「ゆめ」で終わらせてはいけない・・
その思いは「夢の会」という名称を「正夢の会」に変えました。

夢は必ずかなうという願いを持って、心に添った支援を合言葉に
「正夢の会」は進んでいます !!

私達は日々の生活の中で支援を必要としている方々一人ひとりを尊重し、
安心し満足して暮らせるための質の高い創造的なサービスの提供を目指
します。さらに、地域の新しい福祉文化の担い手としての役割を果たし
ていきます。

基本理念

基本方針
1. 利用される方々一人ひとりの気持ちを尊重したサービスを提供します。

2. 職員は利用される方々の生活を誠実に責任をもって支えていきます。

3. 常に透明で健全な施設運営を行います。さらにサービス向上のために
　創造的な経営を目指します。

4. 地域で暮らしている方々に対して必要なサービスを提供します。

5. 地域の行政や福祉サービス事業所と連携し地域福祉の推進に寄与して
　いきます。

「自分らしくそのままに」一人ひとりが、地域の中に「在る」こ
と。その当たり前の小さな「幸福」が、人生の豊かさや生まれてきた喜
びに繋がります。私たちは、一人ひとりの「心に添った支援」を
めざし、支援を必要としている方々と、地域の中で共に歩むことを喜び
とする法人でありたいと思います。

心に添った支援で
　  安心と満足を

ごあいさつ

　正夢の会は平成 13年 1月に法人認可を受け、平成 14年 4月に入所施設

「パサージュいなぎ」を開設しました。「自分らしくそのままに」一人ひとりが、

地域の中に「在る」ことを目標に、一人ひとりの「心に添った支援」を目指し

てきました。稲城市、多摩市、昭島市、中野区、日の出町に拠点を置き支援

を展開しています。施設入所支援、グループホーム（共同生活援助）、居宅介護、

移動支援、地域生活支援事業、通所事業（生活介護、就労継続支援Ｂ型、

就労移行支援）、児童発達支援事業、放課後等デイサービス、相談支援事業

など、幅広く事業展開しております。今後とも初心を忘れず、利用者を尊重し

た支援を行っていきたいと思います。

　早いもので法人設立より20年が経ちました。「心に添った支援」を合言葉に、

「地域」というキーワードを大切にここまで歩んで参りました。法人はこの間に

多くの事業を立ち上げ、地域の方々に寄り添い、誰もが生まれ育った地域で、

自分らしく暮らせる地域作りに力を入れ、少しずつ目指す福祉を広げています。

SDGs（持続可能な開発目標）が世界中で注目され、「だれ一人取り残さない」

というキーワードも生まれました。法人創設時の思いをここに重ね、これから

の20年を、ますます丁寧に身近な地域で、一人ひとりに寄り添った支援を積み

上げていきたいと思います。

理事長　市川宏伸

副理事長兼事業統括　山本あおひ



事業所のご案内

パサージュいなぎ
施設入所支援（５０名）、生活介護（５０名）、短期入所（3名）
稲城市在宅心身障害者 (児 ) 緊急一時保護事業

〒206-0822 東京都稲城市坂浜
1951-5
電話 :042-331-4930 

ガーデンハウス GIVING TREE 
事業：生活介護 

〒206-0822 東京都稲城市
坂浜 2820-2 1 階 
電話：042-350-5234

LaVie 東長沼
事業：生活介護

〒206-0802 東京都稲城市
東長沼 1559
電話：042-379-8388

正夢の会では、法人本部のある
「パサージュいなぎ」を中心とし、
恵まれた環境、豊富な設備、明るい
スタッフのもと、多彩な福祉サー
ビスを提供して います。

コラボいなぎ　いなぎワークセンター
就労継続支援Ｂ型（２0名）

〒206-0822 東京都稲城市
坂浜 1029-1
電話 042-313-5001

コラボたま ワークセンターつくし
生活介護（３０名）、就労継続支援Ｂ型（２５名）、短期入所（2名）

〒206-0025 東京都多摩市永山 6-13-1
電話 042-375-3233

中野区立弥生福祉作業所
就労移行支援（１０名）、就労継続支援 B型（４５名）、
生活介護（２０名）、指定特定相談支援事業、就労定着支援事業

クリヴェール日の出
共同生活援助（10名）

〒164-0013 東京都中野区弥生町 4-36-15
電話 03-3384-2939

〒190-0182 東京都西多摩郡
日の出町大字平井 240番 8
電話：042-597-8633

≪事業所外作業所≫

正夢の会グループホーム 共同生活援助（２1名）

RUE大丸
〒206-0801 東京都稲城市
大丸 704-8
電話　042-316-6200

RUE矢野口
〒206-0812 東京都稲城市
矢野口 1551-1
電話 042-316-6300

ガーデンハウスGIVING TREE
〒206-0822 東京都稲城市
坂浜 2820－2　２階
電話 042-316-6100

RUE東長沼
〒206-0802 東京都稲城市
東長沼 42-1
電話 042-401-6066

昭島生活実習所
生活介護（３５名）、短期入所（１名）、指定特定相談支援事業

〒196-0003 東京都昭島市松原町 3－11－15
電話 042－541-8796



事業所のご案内
正夢の会では、障害者の多様なニーズ
に応えるべく、東京都稲城市を中心に、
各事業に最適な事業所を開設、障害者
の生活や自立のお手伝いをさせていた
だいております。

稲城市発達支援センター
レスポーいなぎ
稲城市発達支援センター事業

〒206-0823 東京都稲城市平尾 1-9-1
複合施設ふれんど平尾 4階
電話：042-331-8794

多摩市ひまわり教室
児童発達支援事業（２7 名）

〒206-0024 東京都多摩市諏訪5-1
諏訪複合教育施設1階
電話： 042-374-9728

地域生活支援センター「える」
居宅介護、行動援護、重度訪問介護、短期入所（１名）、移動支援 
日中一時支援、タイムケア、同行援護、放課後 等デイサービス（１０名）

LaVie 東長沼 
〒206-0802
 東京都稲城市東長沼 1559
電話：042-379-8461

稲城市障害者総合相談センター マルシェいなぎ
稲城市障害者相談支援事業、稲城市障害者就労支援事業
高次脳機能障害者支援促進事業、ピアサポートセンター
指定特定相談支援事業、指定障害児相談支援事業

〒206-0802 東京都稲城市東長沼 2107-3
ヒルテラス稲城 103
電話 ：042-379-9234

鷺宮すこやか障害者相談支援事業所

指定一般相談支援事業

中野区障害者相談支援事業
指定特定相談支援事業
指定障害児相談支援事業

コラボいなぎ　
いなぎこども発達支援センター

ルフレいなぎ 児童発達支援事業所

児童発達支援事業（定員1０名）
保育所等訪問支援事業

児童発達支援事業（定員1０名）、保育所等訪問支援事業

〒206-0822
東京都稲城市坂浜 1029-1
電話：042-313-5001

〒165-0033 東京都中野区若宮 3-58-10
電話：03-6265-5770

児童発達支援事業（定員3０名）
放課後等デイサービス事業（定員2０名）
指定障害児相談支援事業、指定特定相談支援事業
保育所等訪問支援事業、療育相談事業
一時保護事業（定員3名）、その他事業

〒164-0013 東京都中野区弥生町 5-5-2
電話：03-6382-4781

〒206-0011　
東京都多摩市関戸 4-19-5
市立健康センター 4 階
電話：042-311-2300（のーま）
電話：042-311-2324（なちゅーる）

中野区療育センター ゆめなりあ
多摩市地域活動支援センター（のーま）
マルシェたま

多摩市障がい者就労支援センター（なちゅーる）
指定障害児相談支援事業
指定特定相談支援事業

〒206-0812
東京都稲城市矢野口 883-2
電話：042-401-6701


