
東久留米市内の障害者施設等一覧

NO 運営主体 施設・事業所名 代表者等 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 事業内容 備　考

1 社会福祉法人　すぎのこ
えいぶる
（旧：杉の子学園福祉作業所）

宮本　由美 203‐0011 大門町2‐13‐11 471‐4883 420‐4884 就労継続支援Ｂ型 〇

2 社会福祉法人　すぎのこ
まあぶる
（旧：杉の子学園第二福祉作業所）

佐々木　豊 203‐0054 中央町2‐1‐47 473‐5896 473‐5896 就労継続支援Ｂ型 〇

3 社会福祉法人　森の会 広域地域ケアセンター　バオバブ 元倉 康子 203‐0011 大門町2‐13‐11 474‐7895 471‐2734
自立訓練／就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

〇

4 社会福祉法人　イリアンソス のぞみの家 磯部 光孝 203-0043 下里2-7-18 473-9027 473-9036 生活介護 〇

5 社会福祉法人　イリアンソス 活動センターかなえ 多田 由美 203-0023 南沢2-20-51 451-0252 451-0262 生活介護／就労継続支援Ｂ型 〇

6 社会福祉法人　イリアンソス なかまの家 多田 由美 203‐0054 中央町2‐1‐47 472‐7130 444‐3722 生活介護 〇

7 社会福祉法人　リブリー
すばる
（旧：ワークランドカウリー・ゆ～かり）

並木 美生 203‐0032 前沢5‐5‐8 476‐1081 477-2197 生活介護／就労継続支援Ｂ型 〇

8
特定非営利活動法人
ピープルファースト東久留米

ピープルファースト東久留米 小田島 栄一 203-0042 八幡町2-11-59 476-5465 476-5961 就労継続支援Ｂ型 〇

9
特定非営利活動法人
チャレンジャー支援機構

パン工房モナモナ 日辻　好 203‐0002 神宝町2‐14‐23 420-9663 420-5251 就労継続支援Ｂ型 〇

10 社会福祉法人　龍鳳 ライフパートナー　こぶし 苅部　一夫 203-0004 氷川台2-31-19 470-2385 470-2386 （知的）施設入所支援／生活介護 〇

11 社会福祉法人　しおん保育園 しおん学園　（忘れな草） 阿部　栄子 203-0043
下里7-8
10号棟101

474-2910 474-3438 就労継続支援Ｂ型 〇

12
社会福祉法人
恩賜財団東京都同胞援護会

市立　さいわい福祉センター 水谷 貞子 203‐0052 幸町3-9-28 477‐2711 477‐2750
生活介護/就労移行支援/地域活動支援ｾﾝ
ﾀｰ/日中一時支援/ｼｮｰﾄｽﾃｲ/ 相談支援　他

〇※

13 社会福祉法人　椎の木会 どんぐりの家 熊谷 スミエ 203-0054 中央町6-2-55 475-9559 475-9559 就労継続支援Ｂ型 〇

14 社会福祉法人　椎の木会 第二どんぐりの家 熊谷 スミエ 203-0054 中央町1-3-8 470-1685 479-1252 就労継続支援Ｂ型 〇

15
特定非営利活動法人
仲間と共に歩む会

就労支援事業所
共同作業所 久留米の家

竹内　浩幸 203-0052 幸町4-11-21 477-3556 477-3561 就労継続支援Ｂ型 〇

16 特定非営利活動法人　コイノニア 就労支援事業所   コイノニア 佐原 眞 203-0033 滝山5-1-16 470-9009 474-3815 就労継続支援Ｂ型 〇

17 特定非営利活動法人　武蔵野の里 くるめパソコン作業所 中村　陸郎 203-0004 氷川台1-2-12 471-4995 471-4995
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

〇

18 特定非営利活動法人　武蔵野の里 ぶどうの郷 高原 聡 203-0011 大門町1-2-4 471-6388 471-6388 就労継続支援Ｂ型 〇

（裏面へ）
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NO 運営主体 施設・事業所名 代表者等 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 事業内容 備　考

19 東久留米市 市立　わかくさ学園 小林　史明 203-0023 南沢4-7-18 467-3275 467-3276 児童発達支援 ☆

20
特定非営利活動法人
かるがも花々会

ぐ～す　（旧 ： かるがも） 下田　大輔 203-0042 八幡町2-13-29 477-6492 477-6492 放課後等デイサービス ☆

21
特定非営利活動法人
かるがも花々会

だっく　（旧 ： かるがも） 下田　大輔 203-0052 幸町2-11-17 477-6492 477-6492 放課後等デイサービス ☆

22 社会福祉法人　しおん保育園 しおん学園 阿部　栄子 203-0043 下里7-8-20 474-2910 474-3438 放課後等デイサービス ☆

23
特定非営利活動法人
在宅支援グループ　優友

アフタークラブ・てんとうむし 有馬 優子 203-0032 前沢5-24-23 420-1850 420-1851 放課後等デイサービス ☆

24 社会福祉法人　イリアンソス このみ 田中　淳一 203-0052 幸町3-8-23 473-9667 473-9667 放課後等デイサービス／日中一時支援 ☆※

25
特定非営利活動法人
生活支援グループ　夢来夢来

夢来夢来 戸澤　正代 203‐003１ 南町4‐10‐26 475-6965 475-6965 日中一時支援 ※

26
特定非営利活動法人
在宅支援グループ　優友

優友 有馬 優子 203-0032 前沢5-24-23 420-1850 420-1851 日中一時支援 ※

27
特定非営利活動法人
自立援助センター　ログハウス

ログハウス 星川 智佳子 203‐0032 前沢1‐4‐25 472-2199 478-2１99 日中一時支援／自立生活　 ※

28
特定非営利活動法人
自立生活センター　グッドライフ

グッドライフ     石田 義明 203-0014
東本町14-7
滝ビル１Ｆ

477-8384 477-8394 自立生活 　　　

29 社会福祉法人　椎の木会
精神障害者地域生活支援センター
「めるくまーる」

村上 斎二 203-0053
本町2-3-1
ﾊｲﾂ東久留米210

476-1335 476-5168
相談支援事業
地域活動支援センター

※

30
社会福祉法人
恩賜財団東京都同胞援護会

障害者就労支援室「さいわい」 水谷 貞子 203‐0052 幸町3-9-28 477-3100 477-2750 就労相談・支援　（主に身体・知的障害）

31 社会福祉法人　椎の木会 障害者就労支援室「あおぞら」 鈴木 浩司 203-0052
幸町3-7-7ﾛﾜ･
ｳﾞｪｰﾙ6号館101

476-2625 476-2625 就労相談・支援　（主に精神障害）

〇・・・障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスを実施 ※・・・障害者総合支援法にもとづく地域生活支援事業を実施 ☆・・・児童福祉法に基づく事業を実施　　　　　


