
 

  

全国盲重複障害者福祉施設研究協議会加盟施設名簿(県別) 

令和２年４月 1 日現在 

№ 
県
名 

法 人 名／施 設 名 事業内容(定員) 
住所／☎(tel)／ (fax)   運営委員名 

E-mail／ホームページ 氏 名(役職・委員) 

1 
北
海
道 

社会福祉法人 富門華会 
第二富門華寮 
(開設:1979 年) 

施設入所支援(60 名) 
生活介護(69 名) 

〒059-1434 
北海道勇払郡安平町早来富岡 129 
☎0145-22-2915 0145-26-2660 
fmnk-2@agate.plala.or.jp 

http://www.fumonkekai.com 

施設長 五十嵐 勧 
廣川 繁樹 

2 
栃
木 

社会福祉法人 善光会 
とちぎライトセンター 
(開設:2004 年) 

生活介護(6 名) 
就労継続 B 型(24 名) 
福祉ホーム鬼怒(10 名) 
相談支援 

〒321-3236 
栃木県宇都宮市竹下町 1200 
☎028-670-3171 FAX.028-670-3173 
light@t-lightcenter.com 

http://www.t-lightcenter.com 

施設長 佐久間 孝子 
菱沼 勲 

3 
群
馬 

社会福祉法人  
群馬県三友会 
泉荘 
(開設 1981 年) 

施設入所支援(47 名) 
生活介護(47 名) 
短期入所(2 名) 
 

〒371-0007 
群馬県前橋市上泉町 1858-1 
☎027-269-3355  027-269-3526 
shafuku-gunmitomokai@adagio.ocn.ne.jp 
http://www.mitomokai.jp/ 

施設長 吉澤 和加江 
茂木 淳 

4 
茨
城 

社会福祉法人 常陸青山会 
光風荘 

(開設:1987 年) 

施設入所支援(40 名) 
生活介護(40 名) 

短期入所(10 名) 
同行援護 
相談支援 

〒315-0003  
茨城県石岡市谷向町 13-23 

☎0299-22-5811 0299-22-2577 
kofuso@atlas.plala.or.jp 
http://www.kofuso.jp/ 

施設長 須賀田 滋理 
山本 隼人 

(調査研究委員) 

5 

千
葉 

社会福祉法人 愛光 
めいわ 
(開設:1982 年) 

施設入所支援(56 名) 
生活介護(56 名) 
短期入所(4 名) 
日中一時支援 

〒285-0807 
千葉県佐倉市山王 2-37-9 
☎043-484-6394 043-484-6396 
meiwa@rc-aikoh.or.jp 
http://www.rc-aikoh.or.jp 

施設長 安部 一義 
李 連淑 
(調査研究委員) 

めいわ通所部｢根郷通所センター｣  生活介護(24 名) 〒285-0807 

千葉県佐倉市山王 2-37-9 
☎043-484-6394 043-484-6396 
meiwa@rc-aikoh.or.jp 
http://www.rc-aikoh.or.jp  

6 

社会福祉法人 愛光 
リホープ 
(開設:1994 年) 

施設入所支援(50 名) 
生活介護(50 名) 
短期入所(2) 

〒285-0807 
千葉県佐倉市山王 2-37-9 
☎043-484-6395 043-484-6396 
rehope@rc-aikoh.or.jp 
http://www.rc-aikoh.or.jp 

施設長 中川 光男 
稲垣 直子 

7 

社会福祉法人 愛光 
ルミエール 

(開設:1994 年) 

施設入所支援(60 名) 
生活介護(60 名) 

短期入所(3 名) 

〒285-0807 
千葉県佐倉市山王 2-37-9 

☎043-484-6393 043-484-6396 

lumiere@rc-aikoh.or.jp 
http://www.rc-aikoh.or.jp 

施設長 片野 明美 
原 宏之  

8 

東
京 

社会福祉法人 東京光の家 
光の家栄光園 
(開設:1974 年) 

施設入所支援(60 名) 
生活介護(70 名) 
就労継続 B 型(10 名) 
短期入所(2 名) 

〒191-0065 
東京都日野市旭が丘 1-17-17 
☎042-581-2340 042-581-9568 
eikoh@hikarinoie.org 
http://hikarinoie.org 

施設長 中河原 達也
淺井 紗和 
(広報委員)  

9 

社会福祉法人 東京光の家 

光の家新生園 
(開設:1979 年) 

施設入所支援(55 名) 

生活介護 (54 名) 
機能訓練 (6 名) 

短期入所 (2 名) 

〒191-0065 

東京都日野市旭が丘 1-17-17 
☎042-581-2340 042-581-9568 

sinseien@hikarinoie.org 
http://hikarinoie.org 

施設長 川辺 和政 

（顧問） 
関口 仁朗 

(調査研究委員) 

10 

社会福祉法人 武蔵野会 
小平福祉園 
(開設:1973 年) 

施設入所支援(42 名) 
生活介護(62 名) 
就労継続 B 型(10 名) 
短期入所(6 名) 
児童発達支援(10 名) 
放課後等デイサービス(10 名) 
相談支援  
日中一時支援  
居宅介護 

〒187-0002 
東京都小平市花小金井 8-1-10 
☎042-433-9330 042-345-3590 
kodairafukushien@honey.ocn.ne.jp 
http://koda-fuku.jp  

施設長 多々良 康子 
玉井 さよ  

11 
福
井 

社会福祉法人 光道園 
ライトワークセンター 
(開設:1966 年) 

施設入所支援(80 名) 
生活介護(65 名) 
就労継続 B 型(15 名) 
短期入所(4 名) 

〒916-8585 
福井県鯖江市和田町 9-1-1 
☎0778-62-8103 0778-62-3775 
l-work@kodoen.or.jp 
http://www.kodoen.or.jp  

施設長 多田 芳朗 
青山 直人 

mailto:light@t-lightcenter.com
http://www.t-lightcenter.com/


 

12 

福
井 

社会福祉法人 光道園 

ライフトレーニングセンター  
(開設:1970 年) 

施設入所支援(110 名) 

生活介護(120 名) 
短期入所(4 名) 
日中一時支援(4 名) 

〒916-8585 

福井県鯖江市和田町 9-1-1 
☎0778-62-8101(きらら館) 0778-62-8102(さくら館) 

0778-62-0890 

life-1@kodoen.or.jp(きらら館)  life-2@kodoen.or.jp(さく
ら館) 
http://www.kodoen.or.jp 

施設長 堀 浩二 

渡辺 直美 

13 

社会福祉法人 光道園 
ライトホープセンター 
(開設:1974 年) 

施設入所支援(135 名) 
生活介護(134 名) 
自立訓練(6 名) 
短期入所(3 名) 
 

〒916-0146 
福井県丹生郡越前町朝日 22-3-1 
☎0778-34-8003(もえぎ館) 0778-34-8004(あさぎ館) 

0778-34-2099 
hope-1@kodoen.or.jp(もえぎ館) hope-2@kodoen.or.jp (あ
さぎ館) 

http://www.kodoen.or.jp 

施設長 村岡 英明 
成瀬 裕崇 

14 

社会福祉法人 光道園 
光が丘ワークセンター 
(開設:1981 年) 

施設入所支援(50 名) 
生活介護(50 名)  

〒916-0146 
福井県丹生郡越前町朝日 22-2-2 
☎0778-34-2121 0778-34-8005 
h-work@kodoen.or.jp 
http://www.kodoen.or.jp 

施設長 荒木 博文 
(副会長/ 
調査研究委員長) 
加藤 貴子 
(調査研究委員) 

15 
山
梨 

社会福祉法人 
山梨ライトハウス 
青い鳥成人寮 
(開設:1976 年) 

施設入所支援(60 名) 
生活介護(54 名) 
自立訓練(6 名) 
短期入所(空床型) 
日中一時支援 

〒400-0064 
山梨県甲府市下飯田 2-10-1 
☎055-224-5060 055-224-5064 
aose0311@mx3.nns.ne.jp 
https://yamanashi-lighthouse.or.jp/facility/facility03.html 

施設長 安藤 輝雄 
金山 佐保 
(広報委員) 

16 
静
岡 

社会福祉法人 白翁会 
光陽荘 
(開設:1990 年) 

施設入所支援(50 名) 
生活介護(50 名) 
共同生活援助(5 名) 
短期入所(4 名) 
相談支援 

日中一時支援 

〒439-0005 
静岡県菊川市潮海寺 682-1 
☎0537-36-5051 0537-35-5870 
k-mutou@hakuo.or.jp 
http://www.hakuo.or.jp 

施設長 杉山 武彦 
武藤 克江 
（研修委員） 

17 
京
都 

社会福祉法人 
京都視覚障害者支援センター  
洛西寮 
(開設:1985 年) 

施設入所支援(30 名) 
生活介護(20 名) 
就労継続 B 型(20 名) 

〒610-1111 
京都府京都市西京区大枝東長町 1-67 
☎075-333-0171  075-333-0172 
info@kyo-ssc.com 
http://www.kyo-ssc.com/ 

施設長 北 広美 
田伏 久士  

18 
滋
賀 

社会福祉法人 青い鳥会 
彦根学園 
(開設:1969 年) 

施設入所支援(110 名) 
生活介護(110 名) 
短期入所 

〒522-0201 
滋賀県彦根市高宮町 2671 
☎0749-22-2266 0749-22-9767 
aoitori@hikogaku.com 
http://hikogaku.com 

施設長 角野 光弘 
(監事) 
小川 真也 
(広報委員) 

19 
大
阪 

社会福祉法人 
日本ライトハウス  
きらきら 
(開設:1992 年) 

施設入所支援(30 名) 
生活介護(15 名) 
自立訓練(機能訓練)(19 名) 
就労移行支援(6 名) 

〒538-0042 
大阪府大阪市鶴見区今津中 2-4-37 
☎06-6961-5521 06-6961-6268 
kirakira@lighthouse.or.jp 
http://www.lighthouse.or.jp/ 

施設長代理 津田 諭 
中坊 健司 
(研修委員) 

20 
島
根 

社会福祉法人 
島根ライトハウス 
しののめ寮 
(開設:1982 年) 

施設入所支援(50 名) 
生活介護(55 名) 
短期入所(2 名) 
共同生活援助(12 名)  
相談支援 
日中一時支援(5 名) 

〒699-0403 
島根県松江市宍道町西来待 2074-1 
☎0852-66-7772 0852-66-7773 
shinonome@s-lighthouse.jp 
http://s-lighthouse.jp 

施設長 青戸 亨 
(会長) 
田辺 強志 
(事務局長) 

21 
岡
山 

社会福祉法人 
岡山県視覚障害者協会 
岡星寮 
(開設:1988 年) 

施設入所支援(40 名) 
生活介護(40 名) 

〒703-8235  
岡山県岡山市中区原尾島 4-17-37 
☎086-272-1072 086-271-3372 
ks-ryo@po1.oninet.ne.jp 
http://www.ossk-33.jp/kouseiryou.html 

施設長 加藤 憲 
釜付 滋弘 

22 
長
崎 

社会福祉法人 文珠会 
常明園 
(開設:1980 年) 

施設入所支援(55 名) 
生活介護(60 名) 

〒859-3808   
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷 1465 
☎0957-47-1311 0957-20-1025 
jyoumeien01@gmail.com 
http://jyoumeien.com 

施設長 佐藤 正明 
(副会長/ 
広報委員長) 
山田 修 

23 
宮
崎 

社会福祉法人 エデンの園 
エデンの園 
(開設:1978 年) 

施設入所支援(60 名) 
生活介護(60 名) 
就労継続 B 型（20 名） 
相談支援 
短期入所(2 名／空床型) 

共同生活援助(26 名) 

放課後等デイサービス(10 名) 

〒880-1114  
宮崎県東諸県郡国富町大字三名字初田 2621-5 
☎0985-75-4936 0985-75-1160 
miyazaki-eden@sirius.ocn.ne.jp 
http://miyazakieden.ec-net.jp/ 

施設長 廣瀬 惠 
(監事) 
岡本 知香 
(研修委員) 

エデンの園ふれあい 
(通所)  

生活介護(20 名) 〒880-1114 
宮崎県東諸県郡国富町大字三名 2621⁻8 
☎ 0985-75-1146 

事務局) 社会福祉法人 島根ライトハウス 障がい者支援施設しののめ寮内    〒699-0403 島根県松江市宍道町西来待 2074-1 

TEL : 0852-66-7772 FAX : 0852-66-7773 homepage : http://www.s-lighthouse.jp/council/  E-mail : mou-ken@s-lighthouse.jp  

15 


