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スマートサイトあいち

医療関係者向けのロービジョンケアに関する社会資源情報をまとめました。ロービジョン相談などで 
ご活用ください。
　お困りの場合は
　　・名古屋市総合リハビリテーションセンター　視覚支援課　（℡ 052-835-3523）
　　・名古屋ライトハウス　視覚障害者支援室　（℡ 052-757-3522）
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1．訓練・講座

①社会福祉法人  名古屋市総合リハビリテーション事
業団  名古屋市総合リハビリテーションセンター
〒467-8622 名古屋市瑞穂区弥富町字密柑山1-2
℡ 052-835-3523（視覚支援課）

　相談から白杖歩行、点字、パソコン、ADLなどの訓
練、地域生活支援を一貫して行っている総合施設。入
所、通所、訪問と個々の状況に合わせた方法で対応可能。

②社会福祉法人  名古屋ライトハウス  名古屋盲人 
情報文化センター
〒455-0013 名古屋市港区港陽1-1-65
℡ 052-654-4521

　点字教室（無料）、料理・お菓子教室（材料代）、パソ
コンなど IT 全般個人講習（有料）、IT 相談（無料）な
どを開催。

③ NPO 法人  愛知視覚障害者援護促進協議会
〒465-0024 名古屋市名東区本郷2-83　
本郷眼科・神経内科内　℡ 052-774-0658

　中途視覚障害者の社会復帰のために眼科医・看護師、
視覚障害リハワーカー、当事者とボランティアが連携
して相談から訓練まで実施。

④ハートフル（視覚障害者用具販売店）
〒460-0008 名古屋市中区栄2-2-23 アーク白川公園 
ビルディング7階　℡ 052-228-0355

　パソコン、スマートフォンやタブレットなど、各種
日常生活用具の使い方の個別指導。各機器の体験会や
講習会を企画（有料）。

⑤社会福祉法人  中部盲導犬協会
〒455-0066 名古屋市港区寛政町3-41-1
℡ 052-661-3111

　盲導犬との歩行・犬の管理を2週間～1ヶ月の入所訓
練（期間は個人によって対応可能）によって指導し、地
域社会においての活動を支援。

⑥ NPO 法人  てのひら
〒440-0837 豊橋市三ノ輪町字本興寺51-25
℡ 0532-62-2523

　豊橋市が視覚障害者歩行訓練事業を委託。

⑦東三河視覚障害者自立支援協会  ビギン
〒440-0086 豊橋市下地町前田4-1 （株）コンパス内
℡ 0532-26-6861  又は豊橋市社会福祉協議会　
℡ 0532-52-1111

　パソコンや点字教室、盲導犬体験、情報提供など中
途視覚障害者の自立に向けた“はじめの一歩”を支援
するボランティア団体。

2．機器・用具等の販売

⑧社会福祉法人  名古屋ライトハウス  名古屋盲人 
情報文化センター（②参照）

　補装具（白杖）・視覚障害者日常生活用具の斡旋販
売、音声図書再生機器、拡大読書器、音声時計、体温
計、血圧計、体重計、調理器、文具など便利グッズを
展示販売。

⑨社会福祉法人  名古屋市総合リハビリテーション 
事業団  なごや福祉用具プラザ
〒466-0015 名古屋市昭和区御器所通3-12-1 
御器所ステーションビル3階　℡ 052-851-0051

　介護用具や障害者用の機器・用具類を扱う。ロービ
ジョン用の便利グッズなど展示が中心だが、一部は購
入可能。

⑩ハートフル（④参照）

　パソコンソフトなど IT 機器を中心に、拡大読書器、
デイジー機器、点字用機器など日常生活用具を販売。

⑪（株）タイムズコーポレーション
〒451-0042 名古屋市西区那古野2-17-20
℡ 090-2146-9190

　設置型、携帯型の拡大読書器などを販売。出張デモ
も可能。

⑫キクチ金山ロービジョンセンター
〒460-0022 名古屋市中区金山1-15-10 
NFC 金山駅前ビル1階　℡ 052-331-4458

　光学機器を中心に、弱視眼鏡・拡大読書器などの補
装具、日常生活用具などを販売。機器紹介・指導を専
任担当者が対応（予約制）。

⑬（株）中部レチナ
〒465-0004 名古屋市名東区香南1-505
℡ 052-775-5641

　眼科・各施設及び役所と連携をとりながら、拡大読
書器・単眼鏡（ナイツ）、その他ロービジョン用具を販
売。
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3．就労・職業訓練

⑭愛知県立名古屋盲学校
〒464-0083 名古屋市千種区北千種1-8-22
℡ 052-711-0009

⑮愛知県立岡崎盲学校
〒444-0875 岡崎市竜美西1-11-5
℡ 0564-51-1270

　両学校とも、あん摩マッサージ指圧師、はり師及び
きゅう師の資格取得のための学校。修業年限は3年。

⑯社会福祉法人  名古屋ライトハウス  光和寮
〒466-0856 名古屋市昭和区川名町1-5
℡ 052-751-1268

　就労継続支援制度のなかで、主に視覚障害者に、マ
ッサージ・針治療、テープ起こし、軽作業などの働く
場を提供するほか、福祉ホームなど住まいの提供。

⑰社会福祉法人  名古屋ライトハウス  明和寮
〒455-0831 名古屋市港区十一屋1-70-5
℡ 052-383-4381

　就労継続支援制度のなかで、印刷、組立加工、包装
加工、自動車部品加工など軽作業の働く場を提供する
ほか、福祉ホームなど住まいの提供。

⑱社会福祉法人  名古屋ライトハウス  港ワークキャ
ンパス
〒455-0831 名古屋市港区十一屋1-70-4
℡ 052-382-1551

　就労継続支援制度のなかで、金属加工、パンの缶詰
作りなどの働く場を提供するほか、福祉ホームなど住
まいの提供。

⑲障害福祉サービス事業所  Z.E.R.O
〒460-0012 名古屋市中区千代田3-27-18
℡ 052-332-5775

　就労継続支援制度のなかで、視覚障害者をはじめと
する障害者の働く場を提供。鍼灸マッサージ師として
働く視覚障害者のための勉強会も開催。

⑳ NPO 法人  愛ポート '05
〒444-0874 岡崎市竜美南4-11-12
℡ 0564-77-9035

　就労継続支援制度のなかで、視覚障害者の個々の状
況に合わせながら商品の自主製作や点字名刺の作成な
どの働く場を提供。

� NPO 法人  てのひら  視覚障害者就労継続支援 
施設  陸

りく

（⑥参照）

　就労継続支援制度のなかで、東三河の視覚障害者を
中心にテープ起こし、下請け作業、ノベルティ製作な
どの働く場を提供。

�盲人ホーム  明生会館
〒440-0874 豊橋市東松山町37
℡ 0532-54-4812

　有資格者の自営や技術の向上を目指す人を対象に技
術指導や研修を行い視覚障害者の自立更生を図る施設。

4．日中活動・趣味・外出

�社会福祉法人  名古屋ライトハウス  デイサービス
センター  クリエイト川名
〒466-0855 名古屋市昭和区川名本町1-20
℡ 052-761-7671

　視覚障害者専用のデイサービスを実施。サウンドテー
ブルテニス（卓球）、カラオケ、編物、ビーズ細工、陶
芸、音声パソコンなど。

�社会福祉法人  名古屋ライトハウス  地域活動支援
センター  あちぇっとほーむ
〒455-0014 名古屋市港区港楽2-10-24
℡ 052-654-2600

　音声パソコン、点字の読み合わせ、フラワーアレン
ジメント、音楽療法、太極拳など視覚障害者をはじめ
とする障害者の日中活動の場を提供。

�視覚障害者地域活動支援センター  千種デイカフェ
〒461-0004 名古屋市東区葵3-19-3 ランドハウスチクサ
ステーション202
℡ 052-325-8624

　視覚障害者専用のデイサービスを実施。社会活動、創
作活動、音楽、点字やパソコンなどの学習の他、コン
サートも開催。

� NPO 法人  愛知視覚障害者援護促進協議会  TDL
ミズホ
〒467-0064 名古屋市瑞穂区弥富通5-42 
ユニーブル弥富通1階2号　℡ 080-2617-5352

　中途視覚障害者が自らの経験を元に調理や裁縫、編
物や機織などをボランティアとして伝える活動のため
の施設。
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�社会福祉法人  名古屋市総合リハビリテーション 
事業団  名古屋市障害者スポーツセンター
〒465-0055 名古屋市名東区勢子坊2-1501
℡ 052-703-6633

　障害者が安心して利用できるよう配慮が施されたス
ポーツ施設。スポーツ、レクリエーションなどを通じ
て障害者の健康増進を図ることを目的として運営。

� NPO 法人  視覚障害者センター  つえの里
〒471-0068 豊田市横山町4-3-2
℡ 0565-31-3381

　豊田市視覚障害者福祉協会の事務所。視覚障害者の
集いの場、介助支援及び働く場を提供。

�ガイドボランティア

　ボランティアによる外出同行。実費交通費ほか必要
な費用は依頼者負担。

＊ガイドネットワークなごや
　�事務局は社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会ボラ
ンティアセンター（℡�052-911-3180）。経路に名古屋
市が含まれていることが必須。

＊全国視覚障害者外出支援連絡会（JBOS）
　�他都道府県への旅行の際には、現地のガイドも手
配可能。愛知県窓口は、岡崎ひとみ会（℡�0564-22-
1920）、NPO-CSネット東海（℡�052-265-7148）。

5．点字・録音図書の貸出

　視覚障害者のニーズに合わせた、点字・録音図書の製
作、貸出サービス。急ぎで知りたい情報やプライベー
トな本など対面読書サービスも可能。

�愛知芸術文化センター  愛知県図書館  視覚障害者
資料室
〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-9-3
℡ 052-212-2323（内線170）

�名古屋市鶴舞中央図書館  点字文庫
〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞1-1-155
℡ 052-741-3132

�社会福祉法人  名古屋ライトハウス  名古屋盲人 
情報文化センター（②参照）

�点字図書館  明生会館
〒440-0874 豊橋市東松山町37
℡ 0532-52-2614

6．当事者団体

�名古屋市視覚障害者協会
〒453-0053 名古屋市中村区中村町7-84-1  
名身連福祉センター内　℡ 080-2639-2864

�愛知県網膜色素変性症協会（JRPS 愛知）
〒466-0055 名古屋市昭和区滝子通1-2-2 
City コーポ滝子通508　℡ 090-7956-1070（新井）

�社会福祉法人  愛知県盲人福祉連合会
〒440-0874 豊橋市東松山町37
℡ 0532-53-5855

7．老人ホーム

�社会福祉法人  名古屋ライトハウス  瀬古マザー園
〒463-0068 名古屋市守山区瀬古2-301
℡ 052-792-5556

　ショートステイ、高齢者デイサービスなども提供。

�養護盲老人ホーム  福寿園
〒441-3413 田原市六連町神の釜9-3
℡ 0531-27-0008

　ショートステイも提供。

8．小児のロービジョンケア

�愛知県立名古屋盲学校・愛知県立岡崎盲学校（⑭⑮参照）

　盲学校に在籍する幼児児童生徒以外に対しても、
ロービジョンケア関係情報の提供、相談・支援を実施。

�あいち小児保健医療総合センター
〒474-8710 大府市森岡町7-426
℡ 0562-43-0500

　視機能の評価、補助具の選定・指導、環境の整備や
就園・就学などの教育関係の情報提供、社会制度や社
会資源の情報提供（眼科受診後予約）。
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編集協力：岩間康治＊1・澁谷文枝＊2・田中雅之＊3・田邉沙織＊4　（五十音順）

＊1 名古屋ライトハウス視覚障害者支援室　＊2 名古屋市立大学病院（視能訓練士）　＊3 名古屋市総合リハビリテーションセンター　＊4 神宮前眼科（視能訓練士）




