令和３年度版

社会福祉法人 明光会 沿革
年

月

内

容

・創設者 寺 田
銕、私財を提供し、静岡市慈悲尾に用
地確保、安倍学園・安倍寮建物建設。

昭和３４年（1959 年）

・社会福祉法人 明光会設立認可（厚生省）
・初代理事長 寺 田
銕 就任。

昭和３５年（1960 年）

１１月

昭和３５年（1960 年）

１２月 ・知的障害児施設 安倍学園開設（定員５０名）
。
・静岡市立服織小学校・服織中学校、施設内特殊学級を併設。
・救護施設 安倍寮開設（定員５０名）
。

昭和３６年（1961 年）

３月

昭和３９年（1964 年）

４月 ・救護施設 安倍寮を知的障害者更生施設に種別変更。

昭和３９年（1964 年）

４月 ・明光会にご下賜金を賜わる。

昭和４３年（1968 年）

５月 ・知的障害児通園施設 静岡市足久保学園開所
（定員３０名）
。

昭和４４年（1969 年）

４月 ・安倍学園にご下賜金を賜わる。

昭和５３年（1978 年）

４月 ・初代副理事長 寺 田 亮 一 就任。

昭和５４年（1979 年）

４月 ・養護学校教育の義務化が開始。

昭和５８年（1983 年）

１１月

・知的障害児通園施設 静岡市足久保学園を知的障害者通所
授産施設に種別変更（定員４０名）
。

昭和５９年（1984 年）

５月 ・５月６日，初代理事長 寺 田 銕 先生 御逝去

昭和５９年（1984 年）

５月 ・二代理事長 寺

昭和５９年（1984 年）

６月

昭和６１年（1986 年）

４月

昭和６３年（1988 年）
平成 元年（1989 年）

田 亮 一 就任

・初代理事長寺田 銕先生の御逝去に伴い、６月６日、静岡
市民文化会館大ホールにて、社会福祉法人明光会葬を執り
行った。
・知的障害者通所授産施設 静岡市足久保学園、定員変更（定
員６０名）
。

１０月 ・心身障害児者生活寮 欅寮開設（入居定員４名）開設。
４月

・重度障害児（者）生活訓練ホーム 仰陽学園（通所定員
２０名）開設。
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・心身障害者生活寮 欅寮開設（入居定員４名）を知的障害
者地域生活援助事業（グループホーム）に切り替え。
平成 ２年（1990 年）

平成 ２年（1990 年）

４月
５月

・心身障害者小規模授産所 安倍野工房（通所定員１９名）
開設。
・心身障害者生活寮 第二欅寮開設（入居定員４名）開設。
・心身障害者生活寮 第三欅寮開設（入居定員５名）開設。

平成 ２年（1990 年）

１０月 ・心身障害児者地域療育等拠点施設事業受託（国、県）
。

平成 ２年（1990 年）

１１月

・法人に対し厚生大臣表彰（知的障害者福祉法施行３０周年
記念／平成２年度全国社会福祉大会）
。

平成 ５年（1993 年）

６月 ・健康づくり推進センター開設。

平成 ７年（1995 年）

４月 ・静岡県立静岡北特別支援学校への静岡県内知的障害児施設
で初めての高等部全員就学を開始。

平成 ７年（1995 年）

１２月 ・心身障害者生活寮 第四欅寮（入居定員４名）開設。
・発達障害研究所開設。
・安倍学園・安倍寮管理棟耐震補強工事完了。

平成 ９年（1997 年）

４月

平成１０年（1998 年）

４月 ・安倍学園への在園を高等部卒業までの有期限とする。

平成１０年（1998 年）

４月 ・静岡県障害者就労支援事業受託（県）
。

平成１０年（1998 年）

７月 ・静岡県障害者就労支援事業（けやきワークセンター）開所式。

平成１１年（1999 年）

１１月

・静岡県知事褒賞（障害者雇用推進に著しく貢献した団体／
平成１１年度県障害者雇用促進大会）
。

平成１２年（2000 年）

２月 ・安倍学園・安倍寮厨房・食堂耐震補強工事完了。

平成１２年（2000 年）

４月

平成１４年（2002 年）

５月

平成１４年（2002 年）

・協力機関と連携した職場適応援助者による支援事業（協力
９月
機関型ジョブコーチ）の受託（委託元：日本雇用促進協会
静岡障害者職業センター）
。

・静岡県障害者就労支援事業（けやきワークセンター）の委
託元が県及び関係市町村が構成する静岡県中部地域障害者
就労支援事業運営協議会に変更。
・初代会長 寺 田 亮 一 就 任。
・三代理事長 堀 越 英 宏 就 任。
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平成１４年（2002 年）

１０月

・小規模通所授産施設運営費国庫補助承認（Ｈ14.4.1 に遡っ
て承認）
。

平成１５年（2003 年）

４月

・支援費制度の導入にともない、安倍寮に対し、指定知的障
害者更生施設認可（みなし認可・静岡市）
。

平成１５年（2003 年）

４月

・支援費制度の導入にともない、静岡市足久保学園に対し、
指定特定知的障害者授産施設認可（みなし認可・静岡市）
。

平成１５年（2003 年）

４月

・支援費制度の導入にともない、安倍学園ショートステイ事
業部が指定児童短期事業所として認可（静岡市）
。

平成１５年（2003 年）

４月

・支援費制度の導入にともない、安倍寮ショートステイ事業
部に対し、指定児童短期事業所認可（静岡市）
。

平成１５年（2003 年）

４月

・支援費制度の導入にともない、欅寮に対し、指定知的障害
者地域生活援助事業所認可（静岡市）
。

平成１６年（2004 年）

４月

・寺田亮一会長藍綬褒章受賞（多年にわたり知的障害児童福
祉に貢献。伝達式５月１７日）
。

平成１７年（2005 年）

・静岡市が政令市に移行したことに伴い、心身障害児者地域
４月
療育等拠点施設事業から静岡市障害児（者）地域療育等支
援事業を静岡市から受託。

平成１７年（2005 年）

平成１８年(2006 年)

平成１８年(2006 年)

１０月 ・会長寺田亮一 統括施設長に就任。
・ 障害者自立支援法の施行にともない、安倍学園に対し、
１０月
指定知的障害児施設認可（指定・静岡市）
。指定事業所番
号 2254200030 番。
・ 合わせて障害福祉サービス事業(短期入所 安倍学園)事
業所指定 指定事業所番号 2214200194 番。
・障害者自立支援法の施行にともない、安倍寮に対し、指定
１０月
知的障害者更生施設認可（静岡県）
。合わせて障害福祉サー
ビス事業(短期入所 安倍寮)事業所指定 指定事業所番号
2214200202 番。

平成１８年(2006 年)

・障害者自立支援法の施行にともない、静岡市足久保学園に
１０月
対し、指定特定知的障害者授産施設認可（指定・静岡市）
指定事業所番号 2214200186 番。

平成１８年(2006 年)

・障害者自立支援法の施行にともない、欅寮に対し、障害福
１０月
祉サービス事業（共同生活援助）事業所指定（静岡県）指
定事業所番号 2224200010 番。

平成１９年(2007 年)

・寺田亮一会長、安倍学園、安倍寮、安倍野工房、仰陽学園、
４月
けやきワークセンター、サポートセンター北斗、欅寮、第
二欅寮、第三欅寮、第四欅寮、本部所在の施設長を兼務。
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平成１９年(2007 年)

５月 ・寺田亮一会長、会長を兼務して、第四代理事長に就任。

平成１９年(2007 年)

８月

・静岡県からの事業委託を受け、障害者就業・生活支援ミニ
センター「さつき」開所。

平成２０年（2008 年）

４月

・厚生労働省から障害者就業・生活支援センター「さつき」
の事業指定を受託。

平成２０年（2008 年）

６月

・静岡市足久保学園常設店「パン工房 あしくぼ」開店。

平成２１年（2009 年）

平成２１年（2009 年）

・ 障害者自立支援法への事業所移行にともない、安倍寮に
４月
対し、障害福祉サービス事業（施設入所支援・生活介護・
就労継続支援Ｂ型）多機能型事業所指定（静岡県 指定
事業所番号 2214200202 番）
。
・ 合わせて障害福祉サービス（短期入所 安倍寮）事業所
指定（静岡県 指定事業所番号 2214200202 番）
。
・ 障害者自立支援法への事業所移行にともない、欅寮・第
４月
二欅寮・第三欅寮・第四欅寮・第五欅寮・第六欅寮を総
称した、ファミィーユさんあい（二棟増床した）に対し、
障害福祉サービス事業（共同生活援助・共同生活介護）
事業所指定（静岡県 指定事業所番号 2224200010 番）
。

平成２１年（2009 年）

４月 ・ 寺田亮一理事長が統括サービス管理責任者に就任する。

平成２１年（2009 年）

・ 障害者福祉サービス（就労継続支援Ｂ型）安倍野工房を
１２月
多機能型事業所安倍寮から定員 20 名のまま単独化する。
事業所指定（静岡県 指定事業所番号 2214200467 番）
。

平成２２年（2010 年）

・ 静岡市障害児（者）地域療育等支援事業から静岡市障害
４月
者相談支援事業に事業名の変更。
・ 障害福祉サービス（相談事業）の事業所指定を受ける。
事業所指定（静岡県 指定事業所番号 2234200042 番）
。

平成２２年（2010 年）

４月

・ 静岡県障害者就労モデル事業『喫茶ぴあ～』を静岡県よ
り受託。法人が安倍野工房に業務委託。

平成２３年（2011 年）

４月

・ 平成２３年度静岡県高次能機能障害支援普及事業を障害
者地域サポートセンター北斗が静岡県より受託。
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・ 平成 23 年度安倍学園安倍寮耐震補強工事及びスプリン
クラー設置工事補助金において本体施設の改修工事を行
なう。

平成２３年（2011 年）

平成２４年（2012 年）

平成２４年（2012 年）

・ 障害者自立支援法への事業所移行にともない、静岡市足
４月
久保学園に対し、障害福祉サービス事業（生活介護・就
労継続支援Ｂ型）多機能型事業所指定（静岡市 指定事
業所番号 2214200186 番）
。
・ 障害者自立支援法への事業所移行にともない、けやきワ
４月
ークセンターに対し、障害福祉サービス事業（就労移行
支援）事業所指定
（静岡市指定事業所番号 2214200665 番）
。

平成２４年（2012 年）

・ 児童福祉法の改正による障害者地域サポートセンター北
４月
斗に対し、指定障害児相談支援事業所の指定を受ける。
（静岡市指定事業所番 2274200019 号）

平成２４年（2012 年）

・ 障害者自立支援法の改正による障害者地域サポートセン
４月
ター北斗に対し、指定特定相談支援事業所の指定を受け
る。
（静岡市指定事業所番号 2234200042 号）

平成２４年（2012 年）

・ 平成 23 年度安倍学園安倍寮耐震補強工事及びスプリン
５月
クラー設置工事補助金において本体施設の改修工事に関
連した安倍寮についての全体改修工事を大規模を行う。
＊工事完了予定平成 25 年 3 月 5 日

平成２５年（2013 年）

３月

・ 平 24 年度安倍寮大規模改修工事が完了する。
平成 25 年 3 月 21 日に完成竣工式を行なう。

平成２５年（2013 年）

３月

・ 静岡市足久保学園が静岡市の指定管理が満了となり、
平成 25 年度から明光会の民営化となる。

平成２５年（2013 年）

・ 静岡市足久保学園を社会福祉法人明光会が運営する。
４月
ヴィヴァーチェあしくぼに改称する。
・ ヴィヴァーチェあしくぼに対し、障害福祉サービス事業
（多機能型：生活介護・就労継続支援Ｂ型）事業所指定
（静岡市指定事業所番号 2214200772 番）
。
・ 障害者地域サポートセンター北斗をサポートセンターコ
ンパス北斗に改称する。

平成２５年（2013 年）

４月

平成２５年（2013 年）

５月 ・ 生活介護事業所仰陽学園をルーチェ仰陽に改称する。
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平成２６年（2014 年）

平成２６年（2014 年）

・ ヴィヴァーチェあしくぼの単独化改修工事を行い、ヴィ
１月
ヴァーチェあしくぼを生活介護（定員 40 名）とフォルテ
あしくぼを就労継続支援Ｂ型（定員 20 名）にそれぞれ単
独化する。
・ フォルテあしくぼに対し、障害福祉サービス事業（就労
継続支援Ｂ型）事業所指定
（静岡市指定事業所番号 2214200806 番）
。
・ 昭和３６年の静岡市立服織小学校・服織中学校、施設内
３月
特殊学級の併設開始から昭和５４年の養護教育の義務化
に伴い静岡県立静岡北特別支援学校安倍分教室として移
行した安倍分教室が閉校する。

平成２６年（2014 年）

・ 静岡県立静岡北特別支援学校安倍分教室の閉校により、
４月
安倍学園児童全員の静岡県立静岡北特別支援学校本校へ
の通学を２６年４月より開始する。

平成２６年（2014 年）

・ 二代会長 寺田 修 就任。
５月 ・ 三代副理事長 寺田 千尋 就任。
・ 四代常務理事 飯塚 友紀 就任。

平成２６年（2014 年）

１２月 ・ 障害者支援施設安倍寮をルーチェ仰陽に改称する。

平成２７年（2015 年）

・ けやきワークセンターに対し、障害福祉サービス事業（就
４月
労移行支援・就労継続支援Ａ型）多機能型事業所指定（静
岡市 指定事業所番号 2214200665 番）
。

平成２７年（2015 年）

４月 ・ 安倍学園の定員を２７名から２０名にする。

平成２７年（2015 年）

５月 ・ ルーチェ仰陽２号館（３床）を増設する。

平成２７年（2015 年）

・ 相談事業所のサポートセンターコンパス北斗及び就業生
７月
活支援センターさつきが移転する。
（旧けやきワークセン
ター）

平成２７年（2015 年）

・ 障害者就業・生活支援センターさつきに「就労移行等連
携調整事業」が追加される。

平成２７年（2015 年）

１２月 ・ 法人内託児所（チャオバンビーニ）開設。
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平成２８年（2016 年）

１月

・ ルーチェ仰陽４号館、ヴェルデあべの作業所、けやきワ
ークセンター管理棟が新設する。

平成２８年（2016 年）

４月

・ 障害者就業・生活支援センターさつきに「就労移行等連
携調整事業」が追加される。

平成２８年（2016 年）

５月 ５月３１日
・ 三代会長 寺田 亮一 就任。
・ 五代理事長 寺田 千尋 就任。
・ 五代常務理事 飯塚友紀・望月志保・降矢章治 就任。
６月 ・地域貢献事業「カリトル君」の開始
８月 ・夜間警備員の導入
・津久井やまゆり園殺傷事件を受け、オートコールシステム
等、防犯対策の強化（ﾈｯﾄﾗﾝﾁｬｰ､催涙ｽﾌﾟﾚｰの購入）
１０月 ・法人本部事務局増築・改修工事
１１月 ・施設防災訓練の視察施設実施
・土日祝日の警備員の導入

平成２９年（2017 年）

平成２９年（2017 年）

１月
２月
４月
６月

・評議員選任・解任委員会の新設
・第１回評議員選任・解任委員会の開催
・社会福祉法改正により新評議員の任期開始
・社会福祉法改正により新理事・新監事の任期開始

４月 ・ファミィーユさんあいのユニットバス化工事（1/4/5/6 棟）
・ヴィヴィア―チェあしくぼ職員トイレ改修工事
・本部正門・裏門改修工事
・安倍学園・ルーチェ仰陽食堂床の張替工事

平成３０年（2018 年）

・静岡県静岡総合庁舎食堂業務を一般社団法人静岡県職員互
４月
助会より受託。法人がヴェルデあべのに業務委託。
食堂と授産製品販売を行う『South ぴあ～』として、開所。

平成３０年（2018 年）

５月

・ファミィーユさんあい第８欅寮及びファミィーユさんあい
の合併処理槽が完成。

平成３１年（2019 年）

１月

・ファミィーユさんあい大岩本町葵館・旭館の運営を寺田千
尋氏から受託を開始する。

平成３１年（2019 年）

４月

・サポートセンターコンパス北斗が「川根本町障害者等相談
事業」を受託する。
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令和２年（2020 年）

３月

・ファミィーユさんあい欅寮のリフォームを貸主の寺田千尋
氏が行い、リニューアルオープンをする。

令和３年（2021 年）

２月

・駿河区みずほにコインランドリー併設就労継続支援 B 型安
倍野工房の従たる事業所「LavoroMizuho」を開所する。

令和３年（2021 年）

４月

・清水区江尻台町に日中サービス支援型グループホーム
「CasaShimizu」20 名定員・短期入所 4 名定員を開所する。
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