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発行に当たって 
 

平成５年４月に、秋田県教育委員会として、特別支援学校の進路指導ガイドを

初めて作成しました。２０年前の当時、県立知的障害特別支援学校高等部は２校

であり、現在のような福祉・労働関係機関との日常的な連携協力による進路指導

には至らず、各校が独自に各種援護制度の理解と活用や進路情報収集、進路先開

拓を行っておりました。 

  そこで、進路指導ガイドＮｏ.１では「ひとりひとりのよりよい社会参加に向け

て」と題し、進路先決定までの流れや各学部段階で育てたい力、各校進路状況、

関係機関及び施設一覧、各種援護制度の概要を掲載し、各校進路指導の基本的な

手引きとしました。その後、各校高等部の開設に合わせ、平成１２年度までの毎

年、学校向けに内容を更新するとともに、保護者向けや事業所向けのガイドも発

行してきました。 

現在は、各校の高等部教育が充実し、地域の関係機関との連携が確立していま

す。また、各種施策や援護制度の拡充もあり、卒業後の福祉施設利用や就職実績

が向上しています。さらに、各校では実情に合わせた独自の「進路の手引き」の

作成、進路研修が実施され、職業教育や生徒に応じた進路活動にも創意工夫が見

られます。 

さて、各校の進路指導が充実する中、１２年ぶりに進路指導ガイドを発行する

理由は、別にあります。児童生徒の「自立と社会参加」に向けた小学部段階から

高等部卒業後の進路までの進路指導を考える上で、最も基盤となる進路指導の担

当者は、進路指導主事ではなく、その子の学級担任であり、その指導実践は日々

の学級での指導、学習指導にあります。 

全国同様、本県も中学部や高等部の段階から特別支援学校に入学する生徒が多

く、就職希望者数の増加も続いております。各校では卒業後の職業自立に向けた

教育課程、職業学科、コース制などの取組や検討、改善が行われておりますが、

日々の学級での指導や学習指導は、児童生徒の進路を見据えて進められているで

しょうか。 

学級担任は、進路指導に関する知識と進路関係情報・状況を十分に把握し、日

常の教育活動として児童生徒の進路指導に当たっていただきたいと考えます。ま

た、進路活動に関する取組や課題解決については、保護者の理解と協力が不可欠

です。学級担任は日々の相談や学級懇談会、進路相談などで、児童生徒の状況に

応じた進路指導情報や手立て、今後の取組を提供する必要があります。 

本冊子では進路指導の基本を踏まえながら、現在の特別支援学校の状況に合わ

せ、進路指導・進路活動をどのようにとらえ、実際にどう進めるかを内容の柱と

しました。自校の関係資料と併せて、児童生徒一人一人の進路指導を日々実践す

るための手引きになれば幸いです。 

 

  平成２６年３月 

                                           秋田県教育庁特別支援教育課                                           

    課 長    西 嶋 崇 広 



Ⅰ 進路指導とは 
１ キャリア教育と進路指導  

特別支援学校における進路指導のねらい 

 ① 進路や自立に対する関心と達成する意欲の向上 

 ② 職業や進路に関する情報の収集と知識の獲得 

 ③ 肯定的な自己理解と自己有用感の獲得 

 ④ 日常生活や職業生活に関わる習慣の確立 

 ⑤ 社会生活や進路に関わる的確な判断力の育成 

 ⑥ 適切な進路選択と進路の決定 

 ⑦ 保護者や関係機関等への相談と社会資源の活用 

キャリア教育とは 
 一人一人の社会的・職業的自立に向け、必
要な基盤となる能力や態度を育てることを通し
てキャリア発達※を促す教育 
 

※キャリア発達：社会の中で自分の役割を果たし 
 ながら、自分らしい生き方を実現していく過程 

基本的な方向性 
○生涯に渡る多様なキャリア形成に共通し て必要 
   な能力や態度の育成(含む勤労観・職業観） 
○基礎的・汎用的能力の育成 
○学習意欲の喚起 

  「進路指導」とは、生徒の個人資料、進路情報、啓発的経験及び相談を通じて、生徒自ら、将来 

の進路を選択・計画し、就職又は進学をして、更にその後の生活によりよく適応し、能力を伸長す

るように、教員が組織的・継続的に指導・援助する過程であり、どのような人間になり、どう生き

ていくことが望ましいのかといった長期的展望に立った人間形成を目指す教育活動です。 

 このように進路指導のねらいは、キャリア教育の目指すところとほぼ同じですが、実際に学校で

行われている進路指導に対しては、一人一人の発達を組織的・体系的に支援するといった意識や姿

勢、指導計画における各活動の関連性や体系性等が希薄であり、子どもたちの意識の変容や、能力

や態度の育成に十分結びついていない等の指摘がありました。 

 このたび、特別支援学校高等部学習指導要領（平成２１年３月告示）において、①キャリア教育

を推進するために就業体験の機会を積極的に設けるとともに、地域や産業界等の人々の協力を積極

的に得るようにすること、②主体的に進路を選択できるよう、学校の教育活動全体を通じてキャリ

ア教育を推進し、その際、家庭及び地域や福祉、労働等の業務を行う関係機関との連携を十分図る

ことが示されました。また、「進路指導」については、生徒の勤労観・職業観を育てるキャリア教

育の一環として重要な役割を果たすものであることが明記されました。 

 各学校においては、本来の進路指導の在り方を再確認するとともに、これまでの進路指導の実践

をキャリア教育の視点からとらえ直し、その在り方を見直すことが求められています。              
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２ 進路指導の実際 

 進路指導は次の諸活動（６分野）を通して実践されます。以下、本冊子では、学級担任が 

 行う進路指導の諸活動を分野ごとに示します。 

－学級担任が行う進路指導の諸活動（６分野）－ 

•児童生徒個人や取り巻く環境に関する情報を収集し、一人一人の能力・適性等を把握
して、進路指導に役立てるとともに、児童生徒にも将来の進路との関連において自分
自身を正しく理解させる活動 

児童生徒理解・自己理解促進 

•職業や進路先等に関する情報を児童生徒及び保護者に提供し理解を促すとともに、そ
れを各自の進路選択に活用させる活動 

進路情報の収集と提供 

•自立や社会参加に向けた経験を通じて能力を高めるとともに、自己の適性等を吟味さ
せたり、具体的に進路に関する情報を得させたりする活動 

啓発的経験 

•進路に関する悩みや問題を教師に相談して解決を図ったり、望ましい進路の選択や適
応に必要な能力や態度を発達させたりする活動 

進路相談 

•就職、進学、福祉施設等の利用など、生徒の進路選択の援助や斡旋などの活動 

進路先の斡旋 

•卒業後の進路先においてよりよく適応し、進歩・向上していくよう援助する活動 

卒業後の追指導 

【文部省 進路指導の手引－中学校学級担任編（三訂版）（平成６年）を改編】 
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（１）児童生徒理解 
  児童生徒の実態を客観的にかつ多角的に把握することが進路指導の根幹です。 

  児童生徒個人や環境等に関する情報を収集し、一人一人の児童生徒の能力・適性等を   

 把握しますが、「これが得意、これが不得手」ということだけでなく、「こうすればう 

 まくできる。これは支援を求める。」等、児童生徒自身が必要な支援を自ら求めながら 

 成功経験を積み重ねられるよう具体的な手立てを見出すことが重要です。 

Ⅱ 進路指導の実際 

１ 児童生徒理解・自己理解促進  

－児童生徒理解のために教師が行う情報収集や資料の作成・活用－ 

情報の収集 

資料の活用 

資料の作成 

・定期的な調査や面談 

・実習等の評価票 

・日常的な評価 

・収集した情報に基づいた個人資料の作成 

・児童生徒の実態や課題、成長の確認 

・指導方針及び指導内容、支援方法等の検討 

・保護者や関係機関等との共通理解 

・本人の自己理解促進、進路選択の際に活用 

・卒業後の指導での活用 

個人の基礎データ 環境的データ 学習に関するデータ 進路に関するデータ 

身体測定・運動機能 家族構成・関係 出席状況 進路希望 

コミュニケーション 自宅環境・交通機関 作業学習の様子※ 進路面談の記録 

体質・疾病・服薬 手帳の交付状況 他の学習の様子 実習の履歴・評価 

配慮事項 環境的配慮事項 生活経験・生活能力 

諸検査の結果 交友関係 効果的な支援方法 

生育歴 

興味・関心 

 ※ 作業学習における実態把握については、Ｐ５の表「作業学習における実態把握の視点～作業学習で育む作業 

  能力」を参照してください。 

進路指導上で把握したい項目（例） 
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 児童生徒の自己理解を進めるには、自分の得意なこと、興味・

関心や特性、性格、自分の身体や身の回りのことを調べる学習を

意図的に行うことが大切です。その際、友達や家族、地域の人た

ちのことを知り、自分との違いを見出すことで、一層自分らしさ

に気付くことができます。これらの内容は、「進路学習」や「進

路相談」などで取り上げるだけでなく、日常的な学習活動におい

ても意識して指導することが有効です。 

 また、児童生徒が自らの学習活動の過程や成果を振り返ること

が重要です。日々の活動を振り返る活動を大切にするとともに、

これまでの自分の経験や、現在自分が取り組んでいることを振り

返り、それを将来につなげようとする態度を育てるようにします。 

 正しい自己理解とともに、自己肯定感の保持も重要です。日々

の活動や経験を通して、自己の特性や得手不得手なことに気付か

せるとともに、自分にあった方法を見出し、それを活用して成功

経験が積み重ねられるよう配慮することが肝要です。 

・自己理解は進路相談や進路 
 学習だけでなく各教育活動  
 を関連させて促進します。 
・自己肯定感の保持に配慮す 
 ることが重要です。 

作業能力 要素 

意欲 活動へ参加する喜び、活動に対する真剣な姿勢 

あいさつ・礼儀 元気、明るさ、返事、素直さ、言葉遣い 

服装・身支度 身だしなみ、準備、衣服の調節、早さ 

約束・マナー きまり、作法、順番などの遵守 

健康管理・衛生 体調管理・維持、清潔な身なり 

質問・報告 聞く、話す、確認する 

積極性 関心、能動 

集中力 注意、注視、一定の継続動作 

持続力 根気強さ、忍耐力、むらのない動作 

成就感 達成感、満足感 

責任感 役割、仕上げ 

安全性 動き、機械等操作、危険物・箇所理解 

協調性 感謝、対応、協力 

働く意義 楽しさ、充実感、大切さ、厳しさ 

工程理解 良否、完成、失敗、不可、判断力 

数量 数、計、量、並、束、分、金銭 

言語等理解 日常語、作業・動作語、日常文字、伝票 

体力 手指の力、調整力、腕力、敏捷性、脚力 

確実性 丁寧さ、正確さ、精密さ 

巧緻性 手指の動き、器用さ 

速さ 取り掛かり、素早さ、作業速度 

要領・工夫 技、加減、段取り、応用 

整理整頓 準備、片付け、処理 

機械等操作 日用品・作業機械の単純操作、パソコン操作 

作業学習における実態把握の視点～作業学習で育む作業能力 
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正しい自己理解 

啓発的
経験 

進路 

相談 

進路 

学習 

（２）自己理解促進 



（１）進路情報の収集 
  進路指導を進める上で、必要となる情報を収集します。 

（２）進路情報の提供方法 
  収集・整理した進路情報は、児童生徒及び保護者へ提供するほか、関係機関との情報交換の際に 

 活用します。以下は、学校における進路情報の提供方法の一例です。学級担任は、主に進路相談を 

 通して情報提供を行います。 

２ 進路情報の収集と提供  

進路指導だ
より 

進路指導掲
示版 

進路研修会 進路相談 

（３）進路情報の提供と進路学習（教育課程上の位置付け） 
   知的障害特別支援学校において、生徒へ進路に関する情報を提供する機会として、「進路学習」の 

 時間を設定している場合があります。「進路学習」とは、生徒の自己理解を促すとともに、主体的に 

 進路や生き方を決定するために必要な情報を与える学習です。教育課程上では、「特別活動」「作業 

 学習」「総合的な学習の時間」「産業社会と人間」に位置付けていますが、生徒に分かりやすい学習 

 活動として「進路学習」という名称を用いています。 

  「進路学習」の時間を設けない場合であっても、各校の教育課程の中で同様の内容を設定していく 

 ことが重要です。 

①児童生徒に関する個人情報 略（児童生徒理解の項に記載） 

②地域、関係機関の情報 
所轄の福祉事務所や公共職業安定所、地域の福祉施設等の
情報は、進路指導担当者から得ます。 

③進路開拓、進路先の情報 

公共職業安定所の求人情報や民間の求人広告に加え、就労
支援データベースや学校の進路開拓による情報を整理・保
管・活用します。福祉施設関係情報も同様です。 

④福祉制度やサービスの情報 制度やサービスの変更などの情報は、進路指導担当者から
得ます。 

⑤雇用援護制度の情報 
活用できる制度の内容や手続きを分かりやすく整理してお
きます。卒業学年の進路選択や進路先斡旋時に詳しく情報
を伝えることになります。 

⑥実習の実施状況、卒業生の  

 状況、全県の進路状況等 

進路にかかわる学習の計画時や、生徒の進路選択を支援す
る際の参考として整理しておきます。 
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（４）進路学習の内容と留意点 

 「進路学習」は啓発的経験の知識化と主体性の育成をねらいとしています。したがって、進路

学習で習得した知識を学校生活や社会生活において改めて経験すること、経験したことを進路学

習において振り返ることが重要です。また、これらの学習で得た知識や技能を日々の生活で十分

に活用するよう計画することで定着を図ります。進路学習が単発的な学びに陥らないよう必要に

応じて指導計画を改善するとともに、各教科等との関連を十分図るようにします。 

 進路先の選択に当たっては、一人一人の生徒の適性を見極め、確実に力を高める取組を行った

上で進めることが重要です。各実習の段階的指導や自己理解の進め方、進路情報の提供の時期や

在り方等を見直し、進路学習での学びが単発的なものにならないよう指導計画や指導内容を改善

していく必要があります。 

 進路学習を効果的に進めるためには、保護者との連携が重要になります。保護者に対する啓発

とともに情報提供の機会を効果的に活用し、進路学習の内容を共有していくことが大切です。情

報提供の方法として、進路だよりや学級通信の発行、職場見学会、進路講演会等がありますが、

連絡帳や送迎時の日常的な情報交換の場を大切にします。 

「進路学習」の時間における主な学習内容 

 ① 自己理解に関すること 

 ② 進路情報の収集と選択に関すること 

 ③ 社会見学（職場見学）に関すること 

 ④ 就業体験・実習に関すること 

 ⑤ 家庭・地域・職業生活に関すること 

 ⑥ 進路決定に関すること 

 ⑦ 関係機関に関すること 

手順に沿って作業する 
稲川養護学校「校内実習」 

日常的な経
験の保障と
主体形成 

啓発的
経験 

進路 

学習 

経験の知識化 
知識の経験 

知識・技能の定着 
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 毎日の登下校や着替え、給食、清掃等は将来の生活につながる貴重な学習機会です。 

 生活の技術・技能の獲得と習慣化に加え、児童生徒同士や教師との関わりの中でコミュニ
ケーション能力の向上を図ること、役割活動や手伝い、奉仕活動や貢献活動を積み重ねるこ 

と、自己評価や他者評価等、多様な振り返りを行うことが重要です。 

３ 啓発的経験  

（１）日常的な学習活動における啓発的経験 

実 践 例 
 

  各学校では、日常生活の指導等において、係活動を指導して

います。小学部低学年の児童でも自力で取り組めるよう、スケ

ジュール表や手順表、評価カード、使いやすい用具や環境整備

等を工夫しています。 

 毎日取り組むことで生活技能やコミュニケーション能力を向

上させながら、「分かる」「できる」「認められる」経験を積

み重ねることで就労観や自己有用感を高めています。 

小学部低学年から、毎日 
係活動に取り組む 

栗田養護学校小学部 

学校生活全般 

特  別  活  動 

道    徳 

その他の教科 
教科等を合わせた指導 

生  活  科 

・必要な支援を自ら求めながら主体的に活動する力を高める。 

・みんなのために働く経験を通して、働くことへの関心を高める。 

・日常生活の基本的な習慣を育てる。 

・集団生活への参加に必要な態度や技能を育てる。 

・身近な社会や自然への関心を深める。 

・グループ活動等を通して集団生活に必要な態度や技能を養う。 

・好きなことを見つけ、一生懸命に取り組む。 

・地域の人々と共に活動したり、地域貢献活動等を積み重ねたりする。 

・約束やきまりを守り、自分がやらねばならないことを意識し、自ら 

 行うことができるようにする。 

・活動することの楽しさを体感しながら、お互いに協力し合う態度を 

 育てる。 

【留意点】 

 着替え、食事、排泄、単独での移動などの自立を図るととも
に、集団での移動、係活動、日直、清掃、給食当番、朝の会、
帰りの会、異年齢集団活動、集会、児童生徒会活動、交流及び
共同学習、飼育・栽培活動等、様々な学習場面において、児童
生徒同士が関わり合いながら主体的に活動し、協力して課題を
解決したり認め合ったりできるようにすることが大切です。 
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（２）就業体験、産業現場等における実習（現場実習） 

 望ましい職業観・勤労観の育成等を図る観点からも、「就業体験」は重要です。各学校にお

いては、関係の各教科・科目、総合的な学習の時間、特別活動において「就業体験」を行って

います。 

 さらに、自立と社会参加を目指し、学校から社会へ円滑に移行できるように、「産業現場等

における実習（現場実習）」を実施しています。 

 「現場実習」は、「作業学習の一部、またその発展」として位置付けられています。しかし、

「現場実習」では学校で学んだ内容に加えて、家庭や寄宿舎で身に付けた力も求められます。

学校や家庭・寄宿舎で培った力を現実的な条件下で試し、実習を通じて課題を明らかにすると

いう側面があります。こういったことから、現場実習は「日常生活を含んだ学校生活全般につ

いての力試し」と捉える考え方もあります。 

 

 

 

 

地域で「本物」を学ぶ 
大曲養護学校せんぼく分教室「鎌足和紙」の紙すき 

① 現場実習の目的 

働くことの意義 

を知る 

生産や加工、流 

通等の仕組みを 

知る 

職業生活に必要 

な知識や技能・ 

態度などを身に 

付ける 

将来の生活につ 

いてのイメージ 

をもつ 

雇用相談の一環 

として評価を受 

ける 

その他  

新しい環境に適 

応し、知識・技 

能を高める 

（進路先前提） 

卒業後の進路先 

への適応を図る  

仕事には多様な 

側面があること 

を知る  

正しい理解の 

もとに進路選 

択をする 

様々な職業があ 

ることを知る 

自己の能力や 

特性を知る 

9 



② 就業体験及び各種実習のねらいと、実施時期・期間等 

作業週間 

校 内 実 習 

就 業 体 験 

現 場 実 習 

雇 用 相 談 

前 提 実 習 

■ 多様な実習の試行 

 「現場実習」の形態として、毎週、特定の曜日 

に実習を行う「長期・定期実習」を実施している 

学校もあります。「長期・定期実習」の長所は、 

学校と実習先との連携が継続的に行われるため、 

生徒自身の特性等に十分に配慮できること、生徒 

自身が抱えた課題について一つ一つ解決を図りな 

がら実習を進められることにあります。 

 より多くの生徒の可能性を伸ばし、就職に結び 

付けるには、生徒の適性を早期に把握し、適切な 

実習先を選定していくことが重要になります。 広大な農地で大量の作業に取り組む 
大曲養護学校「営農実習」 

③ 実習先との連携 

現場実習を行うに当たって、実習先事業所との連携を十分に図ることが重要です。 
 ①実習の目的（個別の目標、経験させたいことや身に付けさせたい力等） 
 ②効果的な指導方法や必要な支援（意思交換方法や障害特性に応じた具体的な手立て） 
 ③実習内容（作業手順、良否、使用する道具、器具、材料等） 
 ④その他（指導担当者、危険物や立ち入り禁止区域、通勤等） 

実習の事前に確認したい事項（例） 

職場の環境 仕事内容 その他 

・作業場、トイレ、休憩所 

・使用する道具、機械 

・担当者（指示系統） 

・マニュアルの有無と内容 

 

・１日の流れ 

・作業手順 

 

※必要に応じて「作業手順表」 

 や「補助具」等を準備 

・職場内の雰囲気 

・従業員の性別、年齢構成 

・休憩中の過ごし方 

・障害者雇用経験の有無 
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中学部の新入生など、作業学習に対する見通しをもち、基本的な知識・技能・
態度を育てることが課題となる時期に１～２週間程度実施。 

学校内に模擬事業所を設定して、２～３週間実施。日常の学習のまとめ・力試
し、現場実習への準備学習、将来の社会生活の基礎学習。 

ここでは１～３日程度の短期間の就業体験を指す。主に望ましい勤労観・職業
観の形成や自己理解を促進し進路選択に資する体験として実施。 

一般事業所や福祉事業所へ通って行う実習。日常の学習のまとめに加え、作業
学習や校内実習の発展として実施。職業技能や意欲だけでなく、コミュニケー
ションや通勤など、生活面も含めて総合的な体験学習である。 
定期実習として２～３週間程度。希望により長期休業中にも実施。 

関係機関と連携しながら実施する入社試験の一環として随時実施。 
卒業後の入社までにさらに実践力を高めるために随時実施。 



④ 実習中の指導 

■ 巡回指導の内容と配慮点 

 ①生活リズムの安定（家庭との連携も含む） 

 ②安全な実習（通勤も含む） 

 ③対人関係とマナー 

 ④作業についての知識・技能・意欲・態度等についての変容（成果と課題） 

 ⑤より効率良く作業したり課題解決を図ったりするためのポイント整理 

 ア）生徒本人の努力目標 

 イ）環境や道具等の改善 

 ウ）家庭の配慮点 

 エ）実習先の配慮点 

 

※実習の段階的指導の観点から、当該時期でねらうポイントを抑えた上で、進路指導担  

 当者や関係機関との役割分担を明確にして、巡回指導を行うことが重要です。 

※実習の評価は、事後の評価票によるものだけでなく、実習中の評価も大切です。生徒 

 本人、実習先（代表者、現場責任者・実習担当者）の評価、保護者の感想、実習日誌 

 からの読み取りなどを通して、多面的に成果や課題を捉え、本人や保護者に対して必 

 要な指導・支援や連携、実習先への働き掛け等を行うようにします。 

⑤ 実習後の指導 

安全に正確な機械操作を行う 
横手養護学校「現場実習」 

 

 

 

 

役場での事務作業に集中して取り組む 
聾学校「現場実習」 

 実習の目的や生徒一人一人の具体的な目標に照らして、本人評価や実習先からの評価、保護者の

評価、そして巡回指導における教師の評価を加えて、課題を明らかにし、今後の目標を立て指導に

反映させます。その際、生徒や保護者にとって取り組むべき内容を具体的にしていくことが重要で

す。 

【 評価の観点 】 

 ① 作業評価（知識、技能、意欲、態度等～Ｐ５参照） 

 ② 生活評価（生活習慣、持ち物、通勤、連絡、清潔・整容、休養、余暇等） 

 ③ 指導・支援の評価（成果と課題、効果的な支援方法等） 
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①本人及び保護者の進路に関する希望 

②本人及び保護者の進路に関する意識の形成 

４ 進路相談  

（１）進路希望調査の実施 

（２）生徒との個別面談の実施 

（３）保護者との面談の実施（三者面談、関係機関を入れた四者面談） 

①進路に関する意識の形成 

②進路情報の収集や活用に関すること 

③自己理解に関すること 

④将来設計と卒業後の進路に関すること 

⑤その他（適切な支援の求め方等） 

①児童生徒の実態や保護者の悩みに関すること（情報提供や関係機関との連携調整） 

②進路活動の進め方に関すること（日常の様子や家庭での取組、進路先見学等） 

③進路希望の確認（進路種別、業種、職種、利用する福祉サービス等） 

④実習に関すること（実習の進め方や実習先選定、家庭支援の在り方、成果と課題） 

⑤「個別移行支援計画」等の作成と実施・評価（必要な指導と効果的な支援方法の     

 共有、卒業後の生活に関すること） 

⑥その他 

持てる力を発揮して作る 
ゆり養護学校道川分教室「製作活動」 

 進路相談は、これまでの学習を振り返り、自己の成長や課題を確認したり、課題解決の
方策を検討する良い機会となります。 
 自己肯定感の保持に配慮しながら正しい自己理解を促すことが重要です。  

根気強く収穫作業に取り組む 
能代養護学校「現場実習」 

 日常的な情報交換を密にして、日々の成長や

効果的な支援方法、保護者の思いの受け止めな

どを丁寧に行うことが大切です。このことによ

り、生徒に対する過大評価や過小評価なども予

防できます。 

面談に当たっての留意点 

・思春期の課題や障害受容の状態等に十分に配慮すること 

・校内関係者や必要に応じて関係機関と連携を図りながら相談を実施すること 

・進路希望や実習先選定などの表面的な相談に留まらず、児童生徒や保護者の思い 

 を受け止め、本音で話し合うこと 
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 進路指導は、「生き方指導」とも言われるよ

う、どのような人間になり、どう生きていくこ

とが望ましいのかといった長期的展望に立った

人間形成を目指す教育活動です。 

 進路先の斡旋に当たっては、将来、社会人・

職業人として自立していけるよう、キャリア発

達を促す指導と進路決定のための指導が、系統

的に展開されるよう計画し、実践することが重

要です。 

５ 進路先の斡旋  

 

 

 

 

真剣に農業機械を操作 
天王みどり学園「作業学習」 

進路決定手順と基礎的・汎用的能力の関係の一例 

①自己理解【自己理解・自己管理能力】【人間関係形成・社会形成能力】 

 自分を知る／他者理解・自己理解／進路適性の理解 

②進路情報の活用【課題対応能力】【キャリアプランニング能力】 

 図書館の利用／情報収集の方法／データ分析／知識基盤社会やグローバル化の理解 

④将来設計【キャリアプランニング能力】 

 ライフロールの理解／自分の在り方・生き方を考える／短期・中期・長期的な将来展 
 望と計画 

⑤選択・決定【キャリアプランニング能力】 

 教科・科目の適切な選択／主体的な進路の選択決定 

⑥適応【課題対応能力】【自己理解・自己管理能力】 

 課題発見とその達成／自己管理／進路への適応 

③価値観形成【自己理解・自己管理能力】 

 学ぶこと・働くことの意義の理解／勤労観・職業観の確立／主体的な学習態度の確立 

【文部科学省 高等学校キャリア教育の手引き（平成２３年）】 
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ア）本人、保護者が学級担任と進路相談をする。 

イ）他校を希望する場合は、学校を通して希望校へ教育相談を申し込む。 

ウ）本人、保護者、学級担任で教育相談を受ける。（説明、見学、体験） 

   教育相談は、必要に応じて複数回行う場合がある。 

エ）希望先決定後、学校を通して「入学願書」の交付を受け、出願する。 

オ）入学者選考（受検） 

  （栗田養護学校環境・福祉科２月、その他県立特別支援学校は３月、 

  附属特別支援学校は１月に実施） 

カ）合格発表 

キ）入学説明会 

※公立高等学校への進学については、「秋田県公立高等学校入学者選抜実施要項」（下記の 

 ホームページ）を参照すること。  

  http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1348120623079/index.html 

（１）進学の手続き 

① 特別支援学校高等部及び高等学校進学の手続き 

②専修学校、各種学校の手続き 

・募集要項によって手続きをする。（当該学校へ直接連絡し、要項を取り寄せる） 

※技術専門校、障害者能力開発校は厚生労働省管轄となる。 

規格通りに切断する 
ゆり養護学校「作業学習」 

長時間の作業も丁寧に作る 
秋田大学教育文化学部     

附属特別支援学校「作業学習」 

パソコンを活用して作る 
秋田きらり支援学校「作業学習」 
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（２）就職の手続き 

①相談窓口 

  「公共職業安定所」（Ｐ２４参照） 

  「秋田障害者職業センター」（Ｐ２４参照） 

  「障害者就業・生活支援センター」（Ｐ２４参照） 

   ※在学中の生徒の求職活動は、学校を通して行うことになっています。 

②手続き 

ア）進路相談 

イ）職業能力の評価～日常の作業学習や現場実習等を通して実施 

ウ）求職登録 

エ）現場実習（雇用相談実習）の実施 

※ 必要に応じて、知的障害者判定又は重度知的障害者判定を受ける場合があります。 

オ）指定求人票の受理 

カ）履歴書等の必要書類の提出 

キ）入社試験 

ク）採用通知の受理 

ケ）入社日の決定と確認 

  ※障害者職業センターや障害者就業・生活支援センター等の支援を受ける場 

   合は、早期から連携して手続きを進めることが肝要です。 

③労働条件と援護制度（Ｐ２１参照） 

・労働条件や利用する助成制度（労働関係の助成制度）については、学校が公共 

 職業安定所担当者とともに事業所と相談をしますが、あらかじめ本人・保護者 

 の意思の確認と内容等の説明をし、了承を得ておきます。 

・労働条件は、社会保険（健康保険、厚生年金）や労働保険（雇用保険、労災保 

 険）の適用も含めて行います。 

・賃金や手当、勤務日及び勤務時間、各種助成等については、公共職業安定所担 

 当者からの情報提供を受けます。 

雇用の形態について 
 ■  一般扱い（学卒／高卒扱い）：障害者雇用の援護制度は利用しません。 
 ■  障害者雇用扱い：各種援護制度の活用（特定求職者雇用開発助成金等） 
   雇用する事業所への援護制度の利用。重度障害者の場合は短時間のパート労働 
   （週２０～３０時間未満）でも適用されます。 
 ※ 近年、職場適応訓練の他、障害者試行雇用（トライアル雇用：３か月の試行雇用に 
   より雇用のきっかけとする）を経て就職する事例もあります（Ｐ２１参照） 

一般就労 

縁故就労 

自  営 

そ  の  他 

一般企業及び事業所への就職。正社員の他、パートも含む 

親戚等が経営する事業所への就職（通常、公共職業安定所を通さない） 

開業、又は保護者等が経営する事業所での従事 

アルバイト等 
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          ※各障害福祉サービスについては、Ｐ２２～２３を参照してください。 

 

 卒業後、進路先として福祉施設等を利用する場合は、次に示す障害福祉サービス利用の
手続きをすることになります。 

（３）福祉施設等利用の手続き 

進路先として利用する主な障害福祉サービス 

■ 生活介護・療養介護～介護給付 

■ 自立訓練（機能訓練・生活訓練）～訓練等給付 

■ 就労移行支援～訓練等給付 

■ 就労継続支援（Ａ型：雇用契約あり、Ｂ型：雇用契約なし）～訓練等給付 

■ 地域活動支援センター～地域支援事業（区分判定不要） 

障害福祉サービス利用までの流れ  

相談（申請者→当該市町村福祉担当課）  

利用申請書の提出（申請者→当該市町村福祉担当課）  

サービス等利用計画案作成依頼 
（申請者→任意の相談支援事業所）   

介護給付を 
利用の場合  

訓練等給付、地域相談支援 
  給付を利用の場合  

地域生活支援事業 
を利用の場合  

障害支援区分の一次判定  

二次判定  

障害支援区分の認定  

支給決定・受給者証の交付（当該市町村福祉担当課→申請者）   

サービス等利用計画書の作成・交付（相談支援事業所→申請者）  

サービス提供事業所との契約（申請者） 

サービスの利用、利用料の支払い（サービス提供事業所へ）   
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 卒業生の生活を支えるためには、本人の年齢や進路先などによって、課題は異なってくるため、
様々な支援が必要になります。このため、保護者はもちろん、進路先や各関係機関との連携を図っ
ていくことが重要です。 

６ 卒業後の追指導 

 進路指導においては、卒業後の追指導として位置付けられていますが、教員の異動等もあるため、
「個別移行支援計画」に基づき、関係機関との連携による支援体制の強化と併せて進めていくこと
が必要です。 

（１）追指導の実際 

 ① 同窓会活動、卒業生の集い 

   参加者の豊かな生活に資することが主目的ですが、この機会を捉えて卒業生が  

  直面している問題や課題に対する相談・支援を行います。 

 ② 進路先訪問、家庭訪問（個別移行支援計画に基づいて実施） 

 ア）定期訪問における状況把握 

  ・勤務状況と雇用条件・職務内容の変更の有無 

  ・作業意欲や仕事の習熟、対人面でのトラブルの有無 

  ・周囲の評価や今後の展望 

  ・その他 

 イ）緊急訪問（進路先不適応や進路変更等に対する支援は随時実施） 

（２）トラブルへの対応（関係機関と連携して実施） 

① 事実の確認 

 ・事故やトラブルの処置状況の把握（関係者と共に） 

 ・発生時や経緯の状況を把握（時系列・多角的） 

② 原因の究明 

 ・事故やトラブルの原因を探る～本人の理解不足や技能不足、不注意等によるもの   

  か、相手や進路先の設備や対応に起因するものなのか等を検証 

③ 対応 

 ・必要に応じて、謝罪・補償に対する相談 

 ・事故、トラブルの再発防止に関する手立てを本人及び関係者を交えて検討（個別   

  移行支援計画） 

卒業後に必要となる支援の内容 

家庭・地域生活 

に関する支援 

余暇生活に 

関する支援 

トラブルや年齢 

に応じた支援 

職業生活に 

関する支援 
その他 
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（３）個別移行支援計画 

 国の障害者基本計画において、乳幼児から生涯に渡る個別の支援計画が作成されることにな

り、学校においても「個別の（教育）支援計画」による取組が行われています。「個別移行支

援計画」はこの「個別の（教育）支援計画」の一部として、「移行期」と言われる高等部在学

中から卒業後３年間を目途として作成します。 

 「個別移行支援計画」は、特別支援学校高等部に在籍する生徒に対して、生活環境の変化と、

「学校から社会へ」「学生から社会人へ」の移行を円滑にすることで、豊かな地域生活の実現

を目指しています。その内容は、「家庭生活」「余暇・地域生活」「医療・健康」「就労・福

祉」「出身学校」の項目ごとに支援者と支援内容を確認するものです。「個別移行支援計画」

は、学校在学中から卒業後に渡る関係機関や支援者をつなぐ役割があり、これら支援者の行動

計画と言えます。 

 的確な計画立案と確実な支援の実行が、進路先定着を促し、卒業生の豊かな地域生活を支援

します。したがって、支援期間を明記し、評価・改善する機会を設定することが求められます。 

－個別移行支援計画の作成と活用－  

 ① ニーズの把握 

 ② 支援ネットワークの構築と情報の共有 

 ③ 「支援目標」の明確化 

 ④ 「必要と思われる支援」及び「支援者」、「支援期間」の明確化 

 ⑤ 支援ネットワークによる支援会議の開催日の明記 

 ⑥ 本人及び保護者の同意 

 ⑦ 支援の実施と計画の評価・改善 

１ 

•ニーズの把握（本人や保護者からの聞き取り） 

•必要な支援の検討（個別の教育支援計画も踏まえて） 

２ 

•本人及び保護者へ個別移行支援計画（案）の提示 

•支援ネットワークの構築（移行支援会議等も活用） 

３ 

•本人及び保護者から個別移行支援計画の同意 

•支援機関との個別移行支援計画の共有 

個別移行支援計画作成の流れ 
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Ⅲ 資 料 
１ 進路状況 

※学習アシスタント：特別支援学校高等部卒業生を対象とした県の非常勤職員。特別支援学校において 
 学習指導等に係る補助的業務を行う。任期は、原則１年を越えない期間としている。 

【主な職務内容】 

■販売・小売業 
 スーパー等のバッ  
 クヤードでの商品  
 の袋詰め、値札付 
 け、品出し等 
■介護・福祉業 
 介護補助、清掃、 
 営繕、選択等 
■製造業 
 機械製品、電子部 
 品等の製造等 
■その他 
 商品のピッキング、 
 梱包、配達作業等 

（１）本県特別支援学校高等部における卒業時の進路状況 

 
年度 

卒  業 

人  数 

進 学 
専攻科
含む 

訓 練 

機関等 

 
就  職 

 
施設等 

無 業 

在宅等 

 
備  考 

２０ 
１４５ ３ ３ ３２ ８６ ２１ 

割合  2.0％  2.0％ 22.1％ 59.3％ 14.5％ 

２１ 
１６０ ５ ３ ３７ ９７ １８ 

割合  3.1％  1.9％ 23.1％ 60.6％ 11.3％ 

２２ １７９ ９ ２ ４１ １０７ ２０ 

割合  5.0％ 1.1％ 22.9％ 59.8％ 11.2％ 

２３ ２０２ ３ ３ ５０ １３０ １６ 

割合  1.5％  1.5％ 24.7％ 64.4％ 7.9％ 

２４ １９８ ５ ０ ５８ １１７ １８ 栗田養護環境・福祉科卒 

割合  2.5％    0％ 29.3％ 59.1％ 9.1％ 

   ※ 平成２１年度までは５月１日現在。平成２２年度からは４月１日現在の状況調査。 

      業種・職域等 平成２２年度 平成２３年度  平成２４年度 

販売・小売業   ６ 14.29% １２ 23.53% １３ 22.41% 

介護・福祉業 １３ 30.95% １３ 25.49% １３ 22.41% 

製造業   ８ 19.05%   ５ 9.80%   ８ 13.79% 

ビルクリーニング業   ０     0%   ０  0％  ３  5.17% 

公務員（含む臨時）  ７ 16.67%   ０    0%   ３  5.17% 

あんま・マッサージ・鍼・灸  ２  4.76%   ２ 3.92%   ２  3.45% 

食品加工業  ０    0%   ０    0%   ２  3.45% 

農業  ０    0%   ０    0%  ２  3.45% 

造園・土木業  ０    0%   ０    0%   ２  3.45% 

宿泊旅館業  ０    0%   ０    0%   １  1.72% 

リサイクル業  １ 2.38%   ３ 5.88%   １  1.72% 

縫製業  ０    0%   １ 1.96%  １  1.72% 

建設業  ０    0%   ０   0%   １  1.72% 

病院  ０    0%   １  1.96%  １  1.72% 

学校・保育園  ０    0%   ３  5.88%   ２  3.45% 

クリーニング業  ３ 7.14%   １  1.96%   １  1.72% 

その他  １ 2.38%   ８ 15.70%  ０     0% 

学習アシスタント  １ 2.38%   ２  3.92%   ２  3.45% 

19 

（２）就職先の業種・職域等             単位：人(割合） 



細かな作業も集中を切らさず 
比内養護学校たかのす分校「現場実習」 

正確かつ機敏に動く 
比内養護学校かづの分校「現場実習」 

（３）就職先定着状況                          平成２５年３月調査 

■ 離職理由 

理  由 件数 

① 職場の人間関係 ８ 

② 仕事内容 ６ 

③ 労働条件（時間、賃金等） ２ 

④ 通勤の問題 ０ 

⑤ 事業所の都合（人員削減等） １ 

⑥ 生活面の問題 ２ 

⑦ 家庭の都合 １ 

⑧ その他（雇用任期終了） ２ 

 

卒業年度 

 

就職者 

 

離職者 

 

在職年数 離職後の進路先 

～1年 1～2年 2～3年 再就
職 

施設等 在宅
等 

２１ ３７ １０ ３ ３ ４ ５ ２ ２ 

２２ ４１ ８ ６ ２ ３ ４ １ 

２３ ５１ ４ ４ ２ ２ ３ 

計 １２９ ２２ １３ ５ ４ １０ ８ ６ 

※就職者の約１７％が離職。離職者の５９％が1年未満で離職。 
※離職者の進路先については、のべ人数を記載。 
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２ 援護制度 

（１） 障害者雇用に関する各種援助 

 ① 就職に向けての相談（在学中は、学校を通して相談） 

就労に関する様々な相談支援（訓練、実習斡旋等） 障害者就業・生活支援センター 

職業相談・職業紹介 公共職業安定所 

職業カウンセリング、職業評価 秋田障害者職業センター 

障害者相談支援事業 市町村、指定特定相談支援事業所等 

 ② 就職に向けての準備、訓練 

職業準備支援 基本的な労働習慣、作業遂行力、対人対応力等
の向上 

秋田障害者職業センター 

公共職業訓練 職業技能の習得 公共職業安定所 

障害者の態様に応じ 
た多様な委託訓練 

職業技能の習得 
職業能力開発校 
公共職業安定所 

職場適応訓練 
一般事業所における就職前提の実地訓練 
（６か月以内：重度は１年以内） 

都道府県 
公共職業安定所 

就労移行支援事業 
一般就労へ向けた訓練、職場探し、職場 
定着支援（利用期間２年以内） 

就労移行支援事業者 

障害者職場実習促進事
業（県単独事業） 

短期職場実習の斡旋と実習先への奨励金及び実
習生へ手当支給（３～１５日） 

障害者就業・生活支援セ 
ンター 

 ③ 就職活動、雇用前支援、雇用定着支援（抜粋） 

求職登録・職業紹介 能力等に応じた職業紹介 公共職業安定所 

障害者トライアル雇用事業 ３か月間試用雇用し、事後の
常用雇用を目指す 

公共職業安定所 

職場適応援助者（ジョブコーチ） 
支援事業 

ジョブコーチによる障害者や
雇用主に対する援助 

秋田障害者職業センター 

就業面と生活面の一体的な支援 窓口相談や職場訪問等による
相談・支援 

障害者就業・生活支援セン
ター 

 ④ 離職・転職時の支援、再チャレンジへの支援 

職業相談、職業紹介、雇用 
保険の給付 

就職に向けての相談（準備訓練の利
用も含む） 

公共職業安定所 

就労継続支援事業（Ａ型） 雇用契約に基づく就労の機会提供と
一般就労への移行支援 

就労継続支援Ａ型事業者 

就労継続支援事業（Ｂ型） 就労や生産活動の場の提供と一般就
労への移行支援 

就労継続支援Ｂ型事業者 

 ⑤ 事業主への支援（抜粋） 

特定求職者雇用開発助成金 
公共職業安定所の紹介によって雇用した場
合、賃金の一部を一定期間助成 

労働局 
公共職業安定所 
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介
護
給
付 

 
 
 
 
 
訪 
 
 
 
問 

在宅介護 
（ホームヘルパー） 

自宅での入浴、排泄、食事の介護等 

同行訪問 重度の視覚障害により移動が困難な人に対する、外出時に同行
して移動支援 

行動援護 知的・精神障害者に対する行動時の危険回避のための援護、外
出時の移動介護 

重度障害者等包括支援 介護の必要性が高い人に、居宅介護等の複数のサービスを包括
的に提供 

重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常時介護を要する人に対し、ホームヘル
プや移動支援などを総合的に提供 

短期入所 
（ショートスティ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、施設において短期間、
夜間も含め、入浴、排泄、食事の介護 

 
日
中
活
動 

生活介護 常時介護を要する人に、食事、入浴、排泄の介護等を行うとと
もに創作活動又は生産活動の機会提供 

療養介護 医療と常時必要とする人に、医療機関で機能訓練、療育上の管
理、看護、介護および日常生活の世話 

 
居 
 
住 

共同生活介護 
（ケアホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄および食事の
介護等 

施設入所支援 施設に入所する人に対する、夜間や休日、入浴、排泄、食事の
介護等 

 
 
 
訓
練
等
給
付 

 
 
 
日 
中
活
動 

自立訓練 
（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活・社会生活ができるよう一定期間、身体機
能・生活能力の向上のために必要な訓練の実施 

就労移行支援 就労に必要な知識、能力の向上のために必要な訓練を一定期間
実施 

就労継続支援 
Ａ型（雇用契約あり） 
Ｂ型（雇用契約なし） 

 
通常の事業所での雇用が困難な人に働く場を提供するとともに、
知識、能力の向上のために必要な訓練の実施 

居
住 

共同生活援助 
（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助 

※ 主な事業を掲載 （２） 障害福祉サービス 

 

 

 

 

 

地
域
生
活
支
援
事
業 

相談支援事業 障害のある人からの相談に応じ、サービスの代行手続き等 

コミュニケーション支援事業 手話通訳者、要約筆記奉仕員などの派遣 

日常生活用具給付事業 自立生活支援用具などの日常生活用具を給付、貸与 

移動支援事業 
障害児（者）に対し、余暇活動などの社会参加のための外出の
際に移動の支援 

地域活動支援センター 創作活動、生産活動の期間の提供、社会との交流促進 

日中一時支援事業 
短期入所型 

自宅で介護する人が病気の場合などに、施設で一時的に介護
（宿泊除く） 

日中一時支援事業 
放課後支援型 

特別支援学校に通う児童生徒に対する放課後支援 

訪問入浴サービス事業 訪問による居宅での入浴サービスの提供 
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※ 障害福祉サービスの詳細については、次のホームページを参照してください。 

   http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1376545217154/index.html 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）が、平成２５

年４月１日に施行されました。 

 本法律では、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とするとともに、障害者の定義に難病

等を追加し、平成２６年４月１日から、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホーム

への一元化などが実施されます。 

             障害者総合支援法の概要 （平成２５年４月１日施行） 
  
・障害者の範囲に難病等を加える。 

・従来の「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。 

・重度訪問介護の対象を拡大する。（重度肢体不自由者に加え、重度知的障害者・精神障 

 害者も対象） 

・ケアホームをグループホームへ一元化した。（地域移行の促進に向けて住まいの確保） 

・地域移行支援の対象を拡大した。（保護施設、矯正施設等を退所する障害者も） 

・地域生活支援事業を追加した（理解を深めるための研修や啓発事業、意思疎通支援を行 

 う者の養成事業等） 

・サービス基盤を計画的に整備することにした。  

※ 障害者総合支援法の詳細については、次のホームページを参照してください。 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html 

良品を素早く製作できるように 
比内養護学校「現場実習」 

地域の方への施術を通して技術を磨く 
盲学校「臨床実習」 
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No. 地区 事業者住所 事業所電話番号 地域

1 018-5201 鹿角市花輪字荒田82-4 0186-23-2173 鹿角市、鹿角郡

2 017-0046 大館市清水１－５－２０ 0186-42-2531 大館市

3 018-3331 北秋田市鷹巣字東中岱26-1 0186-60-1586 北秋田市、北秋田郡

4 016-0851 能代市緑町5-29 0185-54-7311 能代市、山本郡

5 010-0065 秋田市茨島一丁目12-16 018-864-4111 秋田市、潟上市、南秋田郡

6 010-0511 男鹿市船川港船川字新浜町1-3 0185-23-2411 男鹿市

7 015-0013 由利本荘市石脇字田尻野18-1 0184-22-3421 由利本荘市、にかほ市

8 014-0034 大仙市大曲住吉町33-3 0187-63-0335 大仙市、仙北郡

9 014-0372 仙北市角館町小館32-3 0187-54-2434 仙北市

10 013-0033 横手市旭川一丁目2-26 0182-32-1165 横手市

11 012-0033 湯沢市清水町四丁目4-3 0183-73-6117 湯沢市、雄勝郡

No. 地区 事業者住所 事業所電話番号

1 全県 010-0944 秋田市川尻若葉町４－４８ 018-864-3608

No. 地区 事業者住所 事業所電話番号

1 017-0897 大館市字三ノ丸103-4 0186-57-8225

2 016-0873 能代市字長崎42-1 0185-88-8296

3 010-0817 秋田市泉菅野2-17-27 018-896-7088

4 018-0604 由利本荘市西目町沼田字新道下2-415 0184-44-8578

5 014-0043 大仙市大曲戸巻町2-68 0187-88-8713

6

No. 地区 住　　所 電話番号

1 018-5601  大館市十二所字平内新田237-1 0186-52-3955

2 018-3393　北秋田市鷹巣字東中岱76‐1 0186-62-1165

3 016-0815　能代市御指南町1-10　 0185-55-8023

4 018-1402　潟上市昭和乱橋字古開172-1　 018-855-5171

5 015-0885　由利本荘市水林408 0184-22-4120

6 014-0062　大仙市大曲上栄町13－62 0187-63-3403

7 013-8503　横手市旭川一丁目3-46 0182-45-6137

8 012-0857　湯沢市千石町二丁目1-10 0183-73-6155

9 018-5201　鹿角市花輪字下塙50 0186-30-0238

10 017-0897　大館市字三の丸103－4 0186-43-7052

11 北秋田市福祉事務所 018-3392　北秋田市花園町19-1 0186-62-6637

12 016-8501　能代市上町1-3 0185-89-2153

13 010-0595　男鹿市船川港船川字泉台66-1 0185-23-2111

14 018-1401　潟上市昭和大久保字堤の上1-3 018-855-5112

15 010-8560　秋田市山王一丁目1-1 018-866-2093

16 秋田市保健所 010-0976　秋田市八橋南一丁目8-3 018-883-1180

17 015-8501　由利本荘市尾崎17 0184-24-6314

18 にかほ市福祉事務所 018-0492　にかほ市平沢字鳥ノ子渕21 0184-32-3034

19 014-8601　大仙市大曲花園町1-1 0187-63-1111

20 014-0592  仙北市西木町上荒井字古堀田４７ 0187-43-2288

21 013-0023　横手市中央町8-2 0182-35-2132

22 012-0824　湯沢市佐竹町3-37 0183-73-2111

仙北市福祉事務所

平成２５年４月１日現在（１）雇用関係機関

県南

備考

県北
大館公共職業安定所鷹巣出張所

能代公共職業安定所

大館公共職業安定所

障害者の雇用促進のため、公共職業安定所と密接な連携のもとに「就職に向けた相談、能力判定、職業準備支援、職場適応
支援、事業主への支援等」を行います。専門のカウンセラーが配置されています。

就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中の障害のある方が抱える課題に応じて、雇用及び福祉の関係機関との
連携の下、就業支援担当者と生活支援担当者が協力して、就業面及び生活面の一体的な支援を行います。

県央
由利本荘・にかほ圏域　就業・生活支援センターE-SUPPORT

県南

障害者就業・生活支援センター

秋田公共職業安定所男鹿出張所

本荘公共職業安定所

大曲公共職業安定所

事業者名

県北

県央

秋田公共職業安定所

大曲公共職業安定所角館出張所

事業者名

秋田県北障害者就業・生活支援センター

秋田県能代山本障害者就業・生活支援センター

ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター

秋田県南障害者就業・生活支援センター　サンワーク大曲

備考

（２）福祉関係機関

公共職業安定所
（ハローワーク）

障害者の就職にかかる専門官が配置され「求職登録、職業斡旋、職業相談」に対応するとともに、就職後のアフターケアま
でサポートしています。

秋田障害者職業センター

湯沢公共職業安定所

事業者名

横手公共職業安定所

鹿角公共職業安定所

地域障害者職業センター

山本地域振興局・環境福祉部
山本福祉事務所、能代保健所

秋田地域振興局・福祉環境部
中央福祉事務所、秋田中央保健所

福祉事務所・保健所
障害者など、特別の配慮を必要とする者の援護、育成または更生の業務を行います。日常生活全般にわたってのサービスの
提供、助言指導、相談に応じています。

名　　称 備考

鹿角市福祉事務所

大館市福祉事務所

由利地域振興局・福祉環境部
由利本荘保健所

仙北地域振興局・福祉環境部
大仙保健所

平鹿地域振興局・福祉環境部
南福祉事務所、横手保健所

男鹿市福祉事務所

秋田市福祉事務所

潟上市福祉事務所

市

湯沢市福祉事務所

由利本荘市福祉事務所

大仙市福祉事務所

横手市福祉事務所

能代市福祉事務所

３　関係機関

備考

北秋田地域振興局 ・鷹巣阿仁福祉環境部
北秋田保健所

県

雄勝地域振興局・福祉環境部
湯沢保健所

北秋田地域振興局・大館福祉環境部
北福祉事務所、大館保健所
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No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 鹿角・小坂 多機能型事業所　かづの就労センター 鹿角市十和田錦木字下野添８－４ 0186-35-5655

2 鹿角・小坂 多機能型事業所　錦木ワークセンター 鹿角市十和田錦木字下屋布２５番地２ 0186-35-5880

3 鹿角・小坂 指定障害者支援施設鹿角苑 鹿角市十和田毛馬内字古舘２－１ 0186-35-2222

4 鹿角・小坂 多機能型事業所　こさかわいわいセンター 鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平２３番地１ 0186-29-5131

5 大館・北秋 白沢通園センター 大館市白沢字白沢４０７番地９ 0186-46-3775

6 大館・北秋 アビリティーズイオン大館事業所 大館市大田面２３８番地　イオンスーパーセンター大館店内 0186-57-8501

7 能代・山本 ぴあわーく 能代市宮ノ前２－１ 0185-58-4192

8 能代・山本 さくら園 山本郡八峰町峰浜石川字石川３８３－１ 0185-76-3888

9 能代・山本 障害者支援施設　虹のいえ 山本郡藤里町矢坂字下一の坂２番地１ 0185-79-1234

10 男鹿・潟上・南秋 障害福祉サービス事業所　すまいる 男鹿市船川港金川字姫ヶ沢１５２番８ 0185-27-8225

11 秋田 夢・究塾明日葉 秋田市手形字大松沢７９番１ 018-836-1730

12 秋田 ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター 秋田市泉菅野二丁目１７番２７号 018-896-6277

13 秋田 げんきハウス下新城 秋田市金足追分字海老穴２２２番地 018-872-1116

14 大仙・仙北 テンダーランドリーファクトリー 大仙市神宮寺字屋敷南３７－１ 0187-88-8721

15 大仙・仙北 障がい福祉サービス事業所「ほっぺ」 大仙市大曲中通町１－２９ 0187-62-7766

16 大仙・仙北 障害福祉サービス事業所　美郷パン工房 仙北郡美郷町六郷字熊野２１３番地１ 0187-73-5343

17 横手 就労支援センター「グリーン」 横手市羽黒町３番７号 0182-36-6171

18 湯沢・雄勝 横手市障害者支援施設　ユー・ホップハウス 横手市大雄八柏谷地６６番地 0182-52-3950

19 湯沢・雄勝 特定非営利活動法人　ひだまり 湯沢市岩崎字南四条２２番地 0183-72-8711

No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 県北 大館・北秋 どじょっこハウス 北秋田市字東中岱２４－３ 0186-62-5969

2 秋田 保戸野ハウス 秋田市保戸野中町６番１５号 018-873-5759

3 秋田 アクール 秋田市川尻町字大川反１７０－２６ 018-896-0200

4 秋田 家々 秋田市雄和平沢字大面２番地１ 018-874-8931

5 秋田 広面ハウス 秋田市広面字樋ノ沖６９番地１ 018-853-1661

6 秋田 指定障害者支援施設　秋田ワークセンター 秋田市下北手柳舘字前田面１３４ 018-831-8010

7 由利本荘・にかほ 就労支援センター　ホリデー 由利本荘市古雪町３番２ 0184-22-2883

8 由利本荘・にかほ 株式会社鳥海フォス にかほ市畑字福田５１番地 0184-44-8878

9 湯沢・雄勝 特定非営利活動法人　ひだまり 湯沢市岩崎字南四条２２番地 0183-56-5045

10 湯沢・雄勝 株式会社　らいふぱーとなー 湯沢市大島町６－２ 0183-72-8070

11 湯沢・雄勝 工房くまごろう 湯沢市皆瀬字桜坂１７番 0183-46-2064

No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 鹿角・小坂 地域支援サービスひなたぼっこ 鹿角市花輪字寺ノ後３６－２ 0186-22-7162

2 鹿角・小坂 フリー・ステーション青垣 鹿角市花輪字柳田４１番地１ 0186-23-7773

3 鹿角・小坂 多機能型事業所　錦木ワークセンター 鹿角市十和田錦木字下屋布２５番地２ 0186-35-5880

4 鹿角・小坂 指定障害者支援施設鹿角苑 鹿角市十和田毛馬内字古舘２－１ 0186-35-2222

5 鹿角・小坂 かづの活動センター出発の家 鹿角市花輪字柳田４１番地１ 0186-22-1787

6 大館・北秋 工房ＪＯＹさあくる 大館市片山町三丁目１番地５６号 0186-49-6355

7 大館・北秋 白沢通園センター 大館市白沢字白沢４０７番地９ 0186-46-3775

8 大館・北秋 特定非営利活動法人共生センターとっと工房 大館市比内町達子字前田野１４番地４ 0186-55-2405

9 大館・北秋 どじょっこハウス 北秋田市字東中岱２４－３ 0186-62-5969

10 大館・北秋 フードセンターたかのす 北秋田市脇神字南陣場岱２６番地 0186-62-5207

11 大館・北秋 指定障害者支援施設　森幸園 北秋田市阿仁前田字菅ノ沢７３ 0186-75-2141

12 大館・北秋 グリーンハウス 北秋田市上杉字金沢４６９番地 0186-78-3301

13 能代・山本 就労継続支援事業所　厚生園 北秋田市上杉金沢２１７ 0186-78-3183

14 能代・山本 ぴあわーく 能代市宮ノ前２－１ 0185-58-4192

15 能代・山本 ワークしののめ 能代市真壁地トトメキ沢３８９番１ 0185-89-5052

16 能代・山本 二ツ井めぐみ園 能代市二ツ井町荷上場グミノ木１７５番地 0185-73-2411

17 能代・山本 指定障害福祉サービス事業所　コスモス 能代市万町１０番４号 0185-55-2610

18 能代・山本 藤里町社会福祉協議会指定就労継続支援Ｂ型事業所 山本郡藤里町藤琴字三ツ谷脇１１０番地の１ 0185-79-2848

就労経験のある障害のある方に対し、就労機会や生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必
要な訓練などを行うサービスです。このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、
就労継続支援（Ａ型）や一般就労への移行を目指します。

県央

県南

就労継続支援（Ｂ型）

県北

就労移行支援

県北

県央

県南

就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して生産活動や職場体験などの機会を提供し、就労に必
要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や、就労に関する相談や支援を行うサービスです。

就労継続支援（Ａ型）

備考

通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある方に対し、雇用契約に基づく就労機会の提供、知
識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。このサービスを通じて一般就労に
必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行を目指します。

備考

備考
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19 男鹿・潟上・南秋 大潟つくし苑 南秋田郡大潟村字西３丁目３番地１ 0185-45-3599

20 男鹿・潟上・南秋 南秋つくし苑 南秋田郡八郎潟町中嶋２８２－１ 018-875-2115

21 男鹿・潟上・南秋 障害福祉サービス事業所　玉の池ワークハウス 男鹿市男鹿中滝川字寒風山横通１１６ 0185-24-3313

22 男鹿・潟上・南秋 障害福祉サービス事業所　すまいる 男鹿市船川港金川字姫ヶ沢１５２番８ 0185-27-8225

23 男鹿・潟上・南秋 潟上天王つくし苑 潟上市天王羽立片山２５４番地１ 018-878-6263

24 秋田 自立支援センター　希望園 秋田市泉中央二丁目６－２６ 018-862-6072

25 秋田 緑光苑 秋田市下北手宝川字種ヶ崎８１番地１７ 018-889-7001

26 秋田 生活訓練施設　ニコニコ寮 秋田市下新城中野字琵琶沼１５６番地４ 018-873-5759

27 秋田 クローバー就労継続支援事業所 秋田市飯島道東２丁目１３番２０号 018-846-9608

28 秋田 明成園 秋田市添川字地ノ内１０番地１ 018-868-4868

29 秋田 就労継続支援Ｂ型事業所　スクラム 秋田市飯島穀丁大谷地１番３３号 018-893-3760

30 秋田 とうふ屋丸木橋六兵衛 秋田市山内字丸木橋１７４－１ 018-827-2271

31 秋田 夢・究塾明日葉 秋田市手形字大松沢７９番１ 018-836-1730

32 秋田 家々 秋田市雄和平沢字大面２番地１ 018-874-8931

33 秋田 手形ハウス 秋田市手形山崎町１６４番地２ 018-893-6311

34 秋田 障がい福祉サービス事業所　白樺 秋田市中通三丁目３番地１ 018-884-0051

35 秋田 ごろりんはうす 秋田市山王新町１３番２１号 018-893-6991

36 秋田 自立支援センターほのぼの 秋田市大町二丁目５番１号 018-866-8880

37 秋田 広面ハウス 秋田市広面字樋ノ沖６９番地１ 018-853-1661

38 秋田 ＮＰＯ法人　ホープ・フル　障害者就労支援事業　秋田のうさん 秋田市川尻町大川反１７０番地６９ 018-862-2522

39 秋田 スクールファーム河辺 秋田市河辺赤平字小曽根８０番地 018-882-5128

40 秋田 ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター 秋田市泉菅野二丁目１７番２７号 018-896-6277

41 秋田 社会福祉法人秋田いなほ福祉会　いなほ作業所 秋田市山手台二丁目１７ 018-829-4422

42 秋田 障害者支援施設　ドリームカンパニーあゆみ 秋田市仁井田本町五丁目１２番４５号 018-829-2994

43 秋田 げんきハウス下新城 秋田市金足追分字海老穴２２２番地 018-872-1116

44 秋田 指定障害者支援施設　秋田ワークセンター 秋田市下北手柳舘字前田面１３４ 018-831-8010

45 秋田 ユートピアやまばと 秋田市新屋下川原町２番１０号 018-883-0711

46 秋田 障害者支援施設　小又の里 秋田市上新城小又字落合８５番地 018-870-2361

47 秋田 知的障害者通所授産施設　サンハウス 秋田市上北手荒巻字荒巻３１２番地 018-892-6650

48 由利本荘・にかほ 障がい者支援事業所　逢い 由利本荘市薬師堂字中道２６８－３ 0184-24-1109

49 由利本荘・にかほ 特定非営利法人　はまなす会　ゆうゆう 由利本荘市西目町出戸字浜山２３２番地 0184-33-3005

50 由利本荘・にかほ 心身障害者コロニー 由利本荘市西目町出戸字孫七山３番地の２ 0184-33-2255

51 由利本荘・にかほ 障害者支援施設「はまなす園」 由利本荘市岩城内道川字烏森１５０番地２９７ 0184-73-3447

52 由利本荘・にかほ 障害者自立支援センター「和」 由利本荘市石脇字田尻１０８番地 0184-24-0753

53 由利本荘・にかほ 水林通勤寮 由利本荘市調練場１－１ 0184-23-3551

54 由利本荘・にかほ 障害福祉サービス事業所　さん・とらっぷ にかほ市象潟町下浜山５－３ 0184-32-5155

55 大仙・仙北 テンダーランドリーファクトリー 大仙市神宮寺字屋敷南３７－１ 0187-88-8721

56 大仙・仙北 指定障害福祉サービス事業所　サンワーク大曲 大仙市大曲戸巻町２番６８号 0187-88-8713

57 大仙・仙北 障がい福祉サービス事業所「ほっぺ」 大仙市大曲中通町１－２９ 0187-62-7766

58 大仙・仙北 自立訓練事業所まつくら 大仙市四ツ屋字小又３５－１ 0187-66-1413

59 大仙・仙北 愛仙にじ 仙北市西木町門屋字漆原９３－４ 0187-47-3001

60 大仙・仙北 指定障がい福祉サービス事業所　愛仙さくら 仙北市角館町大風呂１－１ 0187-54-2422

61 大仙・仙北 就労支援センター「もくもく道場｣ 仙北郡美郷町六郷字熊野１２１番地１ 0187-84-3708

62 大仙・仙北 サンワーク六郷 仙北郡美郷町六郷字熊野１２１番地１ 0187-84-3809

63 横手 就労支援センター「グリーン」 横手市羽黒町３番７号 0182-36-6171

64 横手 ＮＰＯ法人そら 横手市三本柳字寺田１３１番地１ 0182-33-8834

65 横手 福祉サービス事業所おみたけ 横手市杉沢字中島１３８番地 0182-32-7418

66 横手 ＮＰＯ法人ハート・かまくら 横手市安田字ブンナ沢４４番地１ 0182-32-5773

67 横手 ＮＰＯ法人「太陽の園」 横手市赤坂字仁坂１０５番１地内 0182-36-6600

68 横手 横手市障害者支援施設　ひまわり社 横手市横山町３番１２号 0182-23-9310

69 横手 横手市障害者支援施設　ユー・ホップハウス 横手市大雄八柏谷地６６番地 0182-52-3950

70 湯沢・雄勝 特定非営利活動法人　ひだまり 湯沢市岩崎字南四条２２番地 0183-72-8711

71 湯沢・雄勝 ワークセンターゆざわ 湯沢市前森３－３－４ 0183-73-2644

72 湯沢・雄勝 工房くまごろう 湯沢市皆瀬字桜坂１７番 0183-46-2064

73 湯沢・雄勝 湯沢雄勝広域市町村圏組合　やまばと園 湯沢市三梨町字飯田二ツ森４３番地 0183-42-2141

74 湯沢・雄勝 皆瀬更生園 湯沢市皆瀬字上小保内６番地 0183-46-2729

75 湯沢・雄勝 障害者自立支援施設　松風 湯沢市山田字中屋敷１５番地の１ 0183-72-0055

76 湯沢・雄勝 かざぐるま作業所 湯沢市表町４丁目８番１７号 0183-72-1616

77 湯沢・雄勝 複合施設　ぱあとなあ 湯沢市字両神１５番地１ 0183-72-8107

78 湯沢・雄勝 偕行塾授産場 湯沢市寺沢字大沢口３ 0183-52-2377

79 湯沢・雄勝 ＮＰＯ法人　まほろば会　障害者就労支援事業　羽後のうさん 雄勝郡羽後町字稲荷１９－３ 0183-73-9777

80 湯沢・雄勝 五輪坂ひなげしの里 雄勝郡羽後町足田字古堤上２１番地２ 0183-78-4600

県央
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No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 鹿角・小坂 多機能型事業所　かづの就労センター 鹿角市十和田錦木字下野添８－４ 0186-35-5655

2 鹿角・小坂 障害児入所支援施設東山学園 鹿角市花輪字案内５８番地８ 0186-23-3021

3 鹿角・小坂 生活介護事業所「とぅいんくる」 鹿角市花輪字上中島９３番地 0186-30-1088

4 鹿角・小坂 多機能型事業所　錦木ワークセンター 鹿角市十和田錦木字下屋布２５番地２ 0186-35-5880

5 鹿角・小坂 指定障害者支援施設東山学園 鹿角市花輪字案内５８番地８ 0186-23-3021

6 鹿角・小坂 指定障害者支援施設鹿角苑 鹿角市十和田毛馬内字古舘２－１ 0186-35-2222

7 鹿角・小坂 東恵園地域生活支援センター 鹿角市花輪字古舘５番地１ 0186-31-0100

8 鹿角・小坂 指定障害者支援施設　更望園 鹿角郡小坂町小坂字大石平４５ 0186-29-3740

9 鹿角・小坂 多機能型事業所　こさかわいわいセンター 鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平２３番地１ 0186-29-5131

10 鹿角・小坂 指定障害者支援施設　あすなろ 鹿角郡小坂町小坂字仁吾平１６ 0186-29-5226

11 鹿角・小坂 デイサービスゆーとりあ 鹿角郡小坂町小坂字上前田７－１ 0186-29-2977

12 鹿角・小坂 デイサービスほっとりあ 鹿角郡小坂町荒谷字沢ノ口１６－１ 0186-29-5011

13 大館・北秋 共生センターとっと工房 大館市比内町達子字前田野１４番地４ 0186-55-2405

14 大館・北秋 道目木更生園 大館市道目木字陣場岱３８番地 0186-52-2261

15 大館・北秋 軽井沢福祉園 大館市軽井沢字鳶ヶ長根１番地３２ 0186-52-3353

16 大館・北秋 矢立育成園 大館市白沢字白沢８５１番地 0186-52-2261

17 大館・北秋 大館市デイサービスセンターかつら指定通所介護事業所 大館市三の丸１０３－４ 0186-42-8107

18 大館・北秋 大館市デイサービスセンター大滝 大館市十二所字大水口４－５ 0186-47-7201

19 大館・北秋 デイサービスセンターおおだて 大館市片山町三丁目１４番１４号 0186-49-2240

20 大館・北秋 デイサービスセンターかみやま 大館市花岡町字神山６－２ 0186-46-2127

21 大館・北秋 水交苑デイサービスセンターのぎく 大館市下代野字中道南３６－９ 0186-48-6600

22 大館・北秋 扇寿苑デイサービスセンター 大館市比内町扇田字中山川原５６－７ 0186-45-4167

23 大館・北秋 比内町福祉センターデイサービス 大館市比内町新館字館下７９－１ 0186-55-1670

24 大館・北秋 デイサービスセンターたしろ 大館市岩瀬字羽貫谷地中島２１－９０ 0186-54-2900

25 大館・北秋 ケアセンターようこう赤館 大館市赤館町４－５ 0186-43-2288

26 大館・北秋 ケアセンター一心堂 大館市東台２丁目１－７５－２ 0186-49-3433

27 大館・北秋 介護サービスセンター山王台　デイサービス 大館市池内字上野２３４番地１ 0186-42-1220

28 大館・北秋 大野岱吉野学園 北秋田市七日市字家向４６－１ 0186-66-2104

29 大館・北秋 吉野更生園 北秋田市七日市字中道岱１５番地 0186-66-2104

30 大館・北秋 指定障害者支援施設　阿仁かざはり苑 北秋田市阿仁吉田字上ミ上野５５番地９ 0186-82-2985

31 大館・北秋 指定障害者支援施設　愛生園 北秋田市上杉字金沢２４０ 0186-78-3182

32 大館・北秋 指定障害者支援施設　森幸園 北秋田市阿仁前田字菅ノ沢７３ 0186-75-2141

33 大館・北秋 指定障害者支援施設　合川新生園 北秋田市木戸石字才の神沢３５－３５ 0186-78-3191

34 大館・北秋 指定障害者支援施設　友生園 北秋田郡上小阿仁村福舘字友倉７９－１１ 0186-77-3051

35 大館・北秋 グリーンハウス 北秋田市上杉字金沢４６９番地 0186-78-3301

36 大館・北秋 生活介護事業所　厚生園 北秋田市上杉金沢２１７ 0186-78-3183

37 大館・北秋 ケアセンターようこう萬堂 北秋田市材木町１番１８号 0186-60-1336

38 大館・北秋 たかのす社協地福通所介護事業所 北秋田市宮前町９番６８号 0186-63-2558

39 大館・北秋 たかのす社協つづれこ通所介護事業所 北秋田市綴子字大堤家後２６番地３ 0186-60-1260

40 能代・山本 ねむの木苑 能代市落合字古釜谷地２６番地 0185-52-9057

41 能代・山本 能代ふれあいデイサービスセンター 能代市上町１２番３２号 0185-89-5560

42 能代・山本 さくら園 山本郡八峰町峰浜石川字石川３８３－１ 0185-76-3888

43 能代・山本 みたね指定生活介護事業所 山本郡三種町浜田字上谷地２１番地３ 0185-85-2662

44 能代・山本 大日寮 山本郡三種町森岳字上台１１１番地の１ 0185-83-3478

45 能代・山本 障害者支援施設　虹のいえ 山本郡藤里町矢坂字下一の坂２番地１ 0185-79-1234

46 能代・山本 藤里町指定通所介護事業所 山本郡藤里町藤琴字三ツ谷脇４０番地 0185-79-2848

47 能代・山本 山本デイサービスセンター 山本郡三種町森岳字上台９３－５ 0185-83-4889

常時介護を要する人に食事、入浴、排泄の介護等を行うとともに創作活動または生産活動の機会を提供します。生活介護
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48 男鹿・潟上・南秋 障害者支援施設　桐ヶ丘 南秋田郡井川町寺沢字綱木沢１３３番地の２ 018-874-2272

49 男鹿・潟上・南秋 大潟つくし苑 南秋田郡大潟村字西３丁目３番地１ 0185-45-3599

50 男鹿・潟上・南秋 南秋つくし苑 南秋田郡八郎潟町中嶋２８２－１ 018-875-2115

51 男鹿・潟上・南秋 障害福祉サービス事業所　玉の池ワークハウス 男鹿市男鹿中滝川字寒風山横通１１６ 0185-24-3313

52 男鹿・潟上・南秋 障害福祉サービス事業所　すまいる 男鹿市船川港金川字姫ヶ沢１５２番８ 0185-27-8225

53 男鹿・潟上・南秋 障害者支援施設　玉の池荘 男鹿市男鹿中滝川字寒風山横道１２４ 0185-23-2871

54 男鹿・潟上・南秋 障害者支援施設　若美荘 男鹿市野石字大場沢下１－２０ 0185-47-2141

55 男鹿・潟上・南秋 障害者支援施設　ひまわり苑 男鹿市野石字大場沢下１－１１ 0185-47-2311

56 男鹿・潟上・南秋 男鹿市中央デイサービスセンター 男鹿市船川港船川字片田７４番地 0185-23-2772

57 男鹿・潟上・南秋 男鹿市北部デイサービスセンター 男鹿市北浦北浦字平岱山２番地２４ 0185-33-2733

58 男鹿・潟上・南秋 デイサービス鹿山 男鹿市北浦北浦表町字表町５２番地１ 0185-22-5002

59 男鹿・潟上・南秋 潟上天王つくし苑 潟上市天王羽立片山２５４番地１ 018-878-6263

60 男鹿・潟上・南秋 潟上市昭和デイサービスセンター 潟上市昭和大久保字町後２４４ 018-877-6411

61 男鹿・潟上・南秋 飯田川デイサービスセンターわかば園 潟上市飯田川下虻川字上谷地１６８番地１ 018-877-7077

62 秋田 らいふサポートほくと 秋田市下新城中野字街道端西１１－１ 018-873-7801

63 秋田 竹生寮 秋田市柳田字竹生１６８番地 018-834-2577

64 秋田 秋田県立医療療育センター 秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢３番地１２８ 018-826-2401

65 秋田 とうふ屋丸木橋六兵衛 秋田市山内字丸木橋１７４－１ 018-827-2271

66 秋田 秋田聖徳会　障がい福祉サポートセンター　聖和 秋田市川元小川町１番８号 018-862-3267

67 秋田 障がい者支援施設　ほくと 秋田市下新城中野字街道端西１１－１ 018-873-7801

68 秋田 高清水園 秋田市上北手猿田字苗代沢１４番地１ 018-829-3577

69 秋田 指定福祉型障害児入所施設　若竹学園 秋田市横森二丁目２４番７号 018-832-3484

70 秋田 秋田市障害福祉サービスセンター（ふきのとう） 秋田市柳田字竹生１６８番地の１ 018-834-2577

71 秋田 ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター 秋田市泉菅野二丁目１７番２７号 018-896-6277

72 秋田 障害者支援施設つどいの家 秋田市浜田境川５２番地 018-828-4472

73 秋田 障害者支援施設ひだまり 秋田市東通仲町４番１号 018-884-1400

74 秋田 指定障害者支援施設　秋田ワークセンター 秋田市下北手柳舘字前田面１３４ 018-831-8010

75 秋田 身体障害者更生訓練センター 秋田市新屋下川原町２－３ 018-863-4471

76 秋田 雄高園 秋田市雄和戸賀沢字金山沢８９－２９ 018-886-3256

77 秋田 柳田新生寮 秋田市柳田字竹生１９７番地 018-835-3371

78 秋田 高清水園 秋田市上北手猿田字苗代沢１４番地の１ 018-829-3577

79 秋田 杉の木園 秋田市山内字上台１５番地２ 018-827-2310

80 秋田 ユートピアやまばと 秋田市新屋下川原町２番１０号 018-883-0711

81 秋田 指定障害福祉サービス事業所　愛心苑 秋田市金足浦山字岩崎１７４番地 018-873-7922

82 秋田 障害者支援施設　小又の里 秋田市上新城小又字落合８５番地 018-870-2361

83 秋田 デイサービスセンターえびす 秋田市牛島西一丁目４番４３号 018-893-3661

84 秋田 ア・ラ・ヤでデイ 秋田市新屋扇町７－３４ 018-828-8170

85 秋田 デイサービスひなたぼっこの家 秋田市茨島四丁目５－１０ 018-896-0071

86 秋田 河辺荘通所介護事業所 秋田市河辺大張野字水口２１６ 018-882-3516

87 秋田 飯島デイサービスセンター 秋田市飯島字長山下１８番地 018-847-2910

88 秋田 秋田ひまわりの家 秋田市下北手桜字新桜谷地８５番地 018-887-5221

89 秋田 秋田市旭南老人デイサービスセンター 秋田市旭南一丁目８－１２ 018-823-8119

80 秋田 みなみ風デイサービス 秋田市仁井田新中島８２６－３１０ 018-838-6725

91 秋田 デイサービス　もみの樹 秋田市茨島二丁目１５－７０ 018-866-1061

92 秋田 みらいデイサービスセンター 秋田市川尻上野町１番１９号 018-896-0707

93 秋田 高尾温泉デイサービス赤とんぼ 秋田市雄和女米木字高麗沢８ 018-886-4126

94 秋田 小規模多機能ホーム　ふきのとう 秋田市濁川字家ノ前１１３番 018-853-9073

95 秋田 小規模多機能型居宅介護事業所　ゆりかもめ 秋田市新屋南浜町３番１６号 018-866-2660

96 秋田 企業組合　さくら家 秋田市牛島東二丁目１－９ 018-835-3663

97 由利本荘・にかほ 障がい者支援事業所　逢い 由利本荘市大谷字大谷170番地1 0184-24-1109

98 由利本荘・にかほ 心身障害者コロニー 由利本荘市西目町出戸字孫七山３番地の２ 0184-33-2255

99 由利本荘・にかほ 障害者支援施設「はまなす園」 由利本荘市岩城内道川字烏森１５０番地２９７ 0184-73-3447
100 由利本荘・にかほ 水林新生園 由利本荘市水林４５７－５ 0184-23-3575
101 由利本荘・にかほ 障害福祉サービス事業所　さん・とらっぷ にかほ市象潟町下浜山５－３ 0184-32-5155
102 由利本荘・にかほ 障害者支援施設　金浦療護園 にかほ市前川字中ノ森２０番地２ 0184-38-4123

県央
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103 大仙・仙北 指定障害福祉サービス事業所　サンワーク大曲 大仙市大曲戸巻町２番６８号 0187-88-8713
104 大仙・仙北 指定障害福祉サービス事業所　しみず 大仙市清水字館越７９－２ 0187-56-2833
105 大仙・仙北 かわ舟の里角間川 大仙市角間川町字町頭９８ 0187-65-3676
106 大仙・仙北 障害者支援施設　柏の郷 大仙市強首字上野台２３－１８ 0187-87-7300
107 大仙・仙北 元気ハウスきたうら 大仙市太田町斉内字中田２０１ 0187-89-1066
108 大仙・仙北 愛仙にじ 仙北市西木町門屋字漆原９３－４ 0187-47-3001
109 大仙・仙北 後三年鴻声の里 仙北郡美郷町飯詰字東西法寺２５８番地 0187-83-2035
110 大仙・仙北 障害福祉サービス事業所　生活支援センター　サンあんぐる 仙北郡美郷町六郷字熊野１２１番地８ 0187-73-5343
111 大仙・仙北 サンワーク六郷 仙北郡美郷町六郷字熊野１２１番地１ 0187-84-3809
112 横手 阿桜園 横手市赤坂字仁坂１０５ 0182-32-6085
113 横手 ＮＰＯ法人「太陽の園」 横手市赤坂字仁坂１０５番１地内 0182-36-6600
114 横手 横手市大和更生園 横手市大雄字八柏谷地６６番地 0182-52-3661
115 横手 横手市障害者支援施設　ひまわり社 横手市横山町３番１２号 0182-23-9310
116 横手 横手市障害者支援施設　ユー・ホップハウス 横手市大雄八柏谷地６６番地 0182-52-3950
117 横手 康寿館指定通所介護事業所 横手市条里二丁目２番１７号 0182-32-8180
118 横手 十文字福祉センター指定通所介護事業所 横手市十文字町梨木字御休ノ上２９番地 0182-55-2211
119 湯沢・雄勝 湯沢雄勝広域市町村圏組合　やまばと園 湯沢市三梨町字飯田二ツ森４３番地 0183-42-2141
120 湯沢・雄勝 皆瀬更生園 湯沢市皆瀬字上小保内６番地 0183-46-2729
121 湯沢・雄勝 障がい者支援施設　愛光園 湯沢市寺沢段の上４番地５ 0183-52-4313
122 湯沢・雄勝 複合施設　ぱあとなあ 湯沢市字両神１５番地１ 0183-72-8107
123 湯沢・雄勝 社会福祉法人羽後町福祉会　ひばり野園 雄勝郡羽後町足田字七窪２７－１ 0183-62-2345
124 湯沢・雄勝 五輪坂ひなげしの里 雄勝郡羽後町足田字古堤上２１番地２ 0183-78-4600
125 湯沢・雄勝 羽後町五輪坂デイサービスセンター 雄勝郡羽後町林崎五輪坂２１番地 0183-62-5313

県南
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No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 鹿角・小坂 多機能型事業所　かづの就労センター 鹿角市十和田錦木字下野添８－４ 0186-35-5655

2 鹿角・小坂 指定障害者支援施設鹿角苑 鹿角市十和田毛馬内字古舘２－１ 0186-35-2222

3 鹿角・小坂 デイサービスゆーとりあ 鹿角郡小坂町小坂字上前田７－１ 0186-29-2977

4 鹿角・小坂 デイサービスほっとりあ 鹿角郡小坂町荒谷字沢ノ口１６－１ 0186-29-5011

5 大館・北秋 日中活動事業所とむとむ 大館市十二所字後田３４番地 0186-52-2080

6 大館・北秋 医療法人和成会自立訓練生活訓練事業所　友生 大館市片山町３丁目１１番１２号 0186-43-6464

7 大館・北秋 デイサービスセンター大館南 大館市下川原字向野１７番地４ 0186-44-5988

8 能代・山本 指定障害福祉サービス事業所　さくら園 山本郡八峰町峰浜石川字石川３８３－１ 0185-76-3888

9 能代・山本 藤里町社会福祉協議会指定自立訓練（生活訓練）事業所 山本郡藤里町藤琴字三ツ谷脇１１０番地の１ 0185-79-2848

10 能代・山本 障害者支援施設　虹のいえ 山本郡藤里町矢坂字下一の坂２番地１ 0185-79-1234

11 男鹿・潟上・南秋 潟上天王つくし苑 潟上市天王羽立片山２５４番地１ 018-878-6263

12 男鹿・潟上・南秋 南秋つくし苑 南秋田郡八郎潟町中嶋２８２－１ 018-875-2115

13 秋田 医療法人回生会　生活訓練事業所　紫陽花 秋田市牛島西一丁目６番７号 018-825-5252

14 秋田 生活訓練施設　ニコニコ寮 秋田市下新城中野字琵琶沼１２３番地 018-873-5759

15 秋田 手形ハウス 秋田市手形山崎町１６４番地２ 018-893-6311

16 秋田 秋田市障害福祉サービスセンター（ふきのとう） 秋田市柳田字竹生１６８番地の１ 018-834-2577

17 秋田 ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター 秋田市泉菅野二丁目１７番２７号 018-896-6277

18 秋田 高清水園 秋田市上北手猿田字苗代沢１４番地の１ 018-829-3577

19 秋田 指定障害福祉サービス事業所　愛心苑 秋田市金足浦山字岩崎１７４番地 018-873-7922

20 秋田 デイサービスセンターえびす 秋田市牛島西一丁目４番４３号 018-893-3661

21 秋田 ア・ラ・ヤでデイ 秋田市新屋扇町７－３４ 018-828-8170

22 秋田 デイサービスひなたぼっこの家 秋田市茨島四丁目５－１０ 018-896-0071

23 秋田 秋田市旭南老人デイサービスセンター 秋田市旭南一丁目８－１２ 018-823-8119

24 秋田 みなみ風デイサービス 秋田市仁井田新中島８２６－３１０ 018-838-6725

25 秋田 みらいデイサービスセンター 秋田市川尻上野町１番１９号 018-896-6450

26 秋田 高尾温泉デイサービス赤とんぼ 秋田市雄和女米木字高麗沢８ 018-866-4126

27 秋田 小規模多機能ホーム　ふきのとう 秋田市濁川字家ノ前１１３番 018-853-9073

28 秋田 小規模多機能型居宅介護事業所　ゆりかもめ 秋田市新屋南浜町３番１６号 018-866-2660

29 秋田 企業組合　さくら家 秋田市牛島東二丁目１－９ 018-835-3663

30 由利本荘・にかほ 障がい者支援事業所　逢い 由利本荘市薬師堂字中道２６８－３ 0184-24-1109

31 由利本荘・にかほ 心身障害者コロニー 由利本荘市西目町出戸字孫七山３番地の２ 0184-33-2255

32 由利本荘・にかほ 水林通勤寮 由利本荘市調練場１－１ 0184-23-3551

33 大仙・仙北 自立訓練事業所まつくら 大仙市四ツ屋字小又３５－１ 0187-66-1413

34 大仙・仙北 後三年鴻声の里 仙北郡美郷町飯詰字東西法寺２５８番地 0187-83-2035

35 大仙・仙北 サンワーク六郷 仙北郡美郷町六郷字熊野１２１番地１ 0187-84-3809

36 横手 阿桜園 横手市赤坂字仁坂１０５ 0182-32-6085

37 横手 医療法人　興生会　生活訓練施設（援護寮）のぞみ 横手市上内町４番３３号 0182-32-6726

38 湯沢・雄勝 湯沢雄勝広域市町村圏組合　やまばと園 湯沢市三梨町字飯田二ツ森４３番地 0183-42-2141

39 湯沢・雄勝 障害者自立支援施設　松風 湯沢市山田字中屋敷１５番地の１ 0183-78-0066

知的障害または精神障害のある方に対し、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよ
う、一定の期間、生活能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

県南
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No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 大館・北秋 大館市デイサービスセンターかつら指定通所介護事業所 大館市三の丸１０３－４ 0186-42-8107

2 大館・北秋 大館市デイサービスセンター大滝 大館市十二所字大水口４－５ 0186-47-7201

3 大館・北秋 デイサービスセンターおおだて 大館市片山町三丁目１４番１４号 0186-49-2240

4 大館・北秋 デイサービスセンターかみやま 大館市花岡町字神山６－２ 0186-46-2127

5 大館・北秋 水交苑デイサービスセンターのぎく 大館市下代野字中道南３６－９ 0186-48-6600

6 大館・北秋 扇寿苑デイサービスセンター 大館市比内町扇田字中山川原５６－７ 0186-55-2020

7 大館・北秋 比内町福祉センターデイサービス 大館市比内町新館字館下７９－１ 0186-55-1670

8 大館・北秋 デイサービスセンターたしろ 大館市岩瀬字羽貫谷地中島２１－９０ 0186-54-2900

9 大館・北秋 ケアセンターようこう赤館 大館市赤館町４－５ 0186-43-2288

10 大館・北秋 デイサービスセンター大館南 大館市下川原字向野１７番地４ 0186-44-5988

11 大館・北秋 ケアセンター一心堂 大館市東台２丁目１－７５－２ 0186-49-3433

12 大館・北秋 介護サービスセンター山王台　デイサービス 大館市池内字上野２３４番地１ 0186-42-1220

13 秋田 らいふサポートほくと 秋田市下新城中野字街道端西１１－１ 018-873-7801

14 秋田 障害者支援施設ひだまり 秋田市東通仲町４番１号 018-884-1400

15 秋田 身体障害者更生訓練センター 秋田市新屋下川原町２－３ 018-863-4471

16 秋田 きょうせいリハ 秋田市仁井田栄町８番２６号 018-893-5008

17 秋田 デイサービスセンターえびす 秋田市牛島西一丁目４番４３号 018-893-3661

18 秋田 秋田市川口老人デイサービスセンター 秋田市楢山登町１０－６４ 018-832-3966

19 秋田 ア・ラ・ヤでデイ 秋田市新屋扇町７－３４ 018-828-8170

20 秋田 デイサービスひなたぼっこの家 秋田市茨島四丁目５－１０ 018-896-0071

21 秋田 秋田ひまわりの家 秋田市下北手桜字新桜谷地８５番地 018-887-5221

22 秋田 秋田市旭南老人デイサービスセンター 秋田市旭南一丁目８－１２ 018-823-8119

23 秋田 みなみ風デイサービス 秋田市仁井田新中島８２６－３１０ 018-838-6725

24 秋田 みらいデイサービスセンター 秋田市川尻上野町１番１９号 018-896-0707

25 秋田 高尾温泉デイサービス赤とんぼ 秋田市雄和女米木字高麗沢８ 018-886-4126

26 秋田 小規模多機能ホーム　ふきのとう 秋田市濁川字家ノ前１１３番 018-853-9073

27 秋田 小規模多機能型居宅介護事業所　ゆりかもめ 秋田市新屋南浜町３番１６号 018-866-2660

28 秋田 企業組合　さくら家 秋田市牛島東二丁目１－９ 018-835-3663

No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 大館・北秋 医療法人和成会自立訓練生活訓練事業所　友生 大館市片山町３丁目１１番１２号 0186-43-6464

2 大館・北秋 指定障害福祉サービス事業所　みさか寮 北秋田市上杉金沢２１７ 0186-78-2987

3 能代・山本 藤里町社会福祉協議会指定自立訓練（生活訓練宿泊型）事業所 山本郡藤里町藤琴字三ツ谷脇１１０番地の１ 0185-79-2848

4 秋田 医療法人回生会　生活訓練事業所　紫陽花 秋田市牛島西一丁目６番７号 018-825-5252

5 秋田 生活訓練施設　ニコニコ寮 秋田市下新城中野字琵琶沼１２３番地 018-873-5759

6 秋田 手形ハウス 秋田市手形山崎町１６４番地２ 018-893-6311

7 由利本荘・にかほ 水林通勤寮 由利本荘市調練場１－１ 0184-23-3551

8 横手 生活訓練施設のぞみ 横手市上内町４番３３号 0182-32-6726

9 湯沢・雄勝 障害者自立支援施設　松風 湯沢市山田字中屋敷１５番地の１ 0183-78-0066

身体障害のある方に対し、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定の期間、
身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです

日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している知的障害のある方または精神障害のある方に、地
域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練
として、生活訓練、入浴、整容、着替えなどの支援、相談および援助、健康管理を行います。

県央

県南

自立訓練（機能訓練）

県北

県央

宿泊型自立訓練

県北

備考

備考
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No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 鹿角・小坂 障害児入所支援施設東山学園 鹿角市花輪字案内５８番地８ 0186-23-3021

2 鹿角・小坂 指定障害者支援施設鹿角苑 鹿角市十和田毛馬内字古舘２－１ 0186-35-2222

3 鹿角・小坂 指定障害者支援施設　更望園 鹿角郡小坂町小坂字大石平４５ 0186-29-3740

4 鹿角・小坂 指定障害者支援施設　あすなろ 鹿角郡小坂町小坂字仁吾平１６ 0186-29-5226

5 大館・北秋 道目木更生園 大館市道目木字陣場岱３８番地 0186-52-2261

6 大館・北秋 軽井沢福祉園 大館市軽井沢字鳶ヶ長根１番地３２ 0186-52-3353

7 大館・北秋 矢立育成園 大館市白沢字白沢８５１番地 0186-46-3161

8 大館・北秋 大野岱吉野学園 北秋田市七日市字家向４６－１ 0186-66-2104

9 大館・北秋 吉野更生園 北秋田市七日市字中道岱１５番地 0186-66-2104

10 大館・北秋 大野岱吉野学園 北秋田市七日市字家向４６－１ 0186-66-2104

11 大館・北秋 指定障害者支援施設　阿仁かざはり苑 北秋田市阿仁吉田字上ミ上野５５番地９ 0186-82-2985

12 大館・北秋 指定障害者支援施設　愛生園 北秋田市上杉字金沢２４０ 0186-78-3182

13 大館・北秋 指定障害者支援施設　森幸園 北秋田市阿仁前田字菅ノ沢７３ 0186-75-2141

14 大館・北秋 指定障害者支援施設　合川新生園 北秋田市木戸石字才の神沢３５－３５ 0186-78-3191

15 大館・北秋 指定障害者支援施設　友生園 北秋田郡上小阿仁村福舘字友倉７９－１１ 0186-77-3051

16 大館・北秋 グリーンハウス 北秋田市上杉字金沢４６９番地 0186-78-3301

17 大館・北秋 障害者支援施設　厚生園 北秋田市上杉金沢２１７ 0186-78-3183

18 能代・山本 大日寮指定障害者支援施設 山本郡三種町森岳字上台１１１番地の１ 0185-83-3478

19 能代・山本 障害者支援施設　虹のいえ 山本郡藤里町矢坂字下一の坂２番地１ 0185-79-1234

20 男鹿・潟上・南秋 障害者支援施設　玉の池荘 男鹿市男鹿中滝川字寒風山横道１２４ 0185-23-2871

21 男鹿・潟上・南秋 障害者支援施設　若美荘 男鹿市野石字大場沢下１－２０ 0185-47-2141

22 男鹿・潟上・南秋 障害者支援施設　ひまわり苑 男鹿市野石字大場沢下１－１１ 0185-47-2311

23 男鹿・潟上・南秋 障害者支援施設　桐ヶ丘 南秋田郡井川町寺沢字綱木沢１３３番地の２ 018-874-2272

24 秋田 竹生寮 秋田市柳田字竹生１６８番地 018-834-2577

25 秋田 障がい者支援施設　ほくと 秋田市下新城中野字街道端西１１－１ 018-873-7801

26 秋田 高清水園 秋田市上北手猿田字苗代沢１４番地１ 018-829-3577

27 秋田 指定福祉型障害児入所施設　若竹学園 秋田市横森二丁目２４番７号 018-832-3484

28 秋田 指定障害者支援施設　秋田ワークセンター 秋田市下北手柳舘字前田面１３４ 018-831-8010

29 秋田 身体障害者更生訓練センター 秋田市新屋下川原町２－３ 018-863-4471

30 秋田 雄高園 秋田市雄和戸賀沢字金山沢８９－２９ 018-886-3256

31 秋田 柳田新生寮 秋田市柳田字竹生１９７番地 018-835-3371

32 秋田 高清水園 秋田市上北手猿田字苗代沢１４番地の１ 018-829-3577

33 秋田 障害者支援施設　小又の里 秋田市上新城小又字落合８５番地 018-870-2361

34 由利本荘・にかほ 心身障害者コロニー 由利本荘市西目町出戸字孫七山３番地の２ 0184-33-2255

35 由利本荘・にかほ 障害者支援施設「はまなす園」 由利本荘市岩城内道川字烏森１５０番地２９７ 0184-73-3447

36 由利本荘・にかほ 障害者支援施設　金浦療護園 にかほ市前川字中ノ森２０番地２ 0184-38-4123

37 大仙・仙北 かわ舟の里角間川 大仙市角間川町字町頭９８ 0187-65-3676

38 大仙・仙北 障害者支援施設柏の郷 大仙市強首字上野台２３－１８ 0187-87-7300

39 大仙・仙北 後三年鴻声の里 仙北郡美郷町飯詰字東西法寺２５８番地 0187-83-2035

40 横手 阿桜園 横手市赤坂字仁坂１０５ 0182-32-6085

41 横手 横手市大和更生園 横手市大雄字八柏谷地６６番地 0182-52-3661

42 湯沢・雄勝 湯沢雄勝広域市町村圏組合　やまばと園 湯沢市三梨町字飯田二ツ森４３番地 0183-42-2141

43 湯沢・雄勝 皆瀬更生園 湯沢市皆瀬字上小保内６番地 0183-46-2729

44 湯沢・雄勝 障がい者支援施設　愛光園 湯沢市寺沢段の上４番地５ 0183-52-4313

45 湯沢・雄勝 社会福祉法人羽後町福祉会　ひばり野園 雄勝郡羽後町足田字七窪２７－１ 0183-62-2345

施設に入所する障害のある方に対して、主として夜間、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関
する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。

施設入所支援

県北

県央

県南

備考
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No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 鹿角・小坂 短期入所事業　ふきのとう 鹿角市十和田大湯字前川原３７ 0186-30-3438

2 鹿角・小坂 短期入所事業所　しずく 鹿角市花輪字小坂１－２０ 0186-23-3021

3 鹿角・小坂 多機能型事業所　かづの就労センター 鹿角市十和田錦木字下野添８－４ 0186-35-5655

4 鹿角・小坂 指定障害者支援施設東山学園 鹿角市花輪字案内５８番地８ 0186-23-3021

5 鹿角・小坂 指定障害者支援施設鹿角苑 鹿角市十和田毛馬内字古舘２－１ 0186-35-2222

6 鹿角・小坂 指定障害者支援施設　更望園 鹿角郡小坂町小坂字大石平４５ 0186-29-3740

7 鹿角・小坂 多機能型事業所　こさかわいわいセンター 鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平２３番地１ 0186-29-5131

8 鹿角・小坂 指定障害者支援施設　あすなろ 鹿角郡小坂町小坂字仁吾平１６ 0186-29-5226

9 大館・北秋 長慶荘ヘルパーステーション 大館市岩瀬字上岩瀬塚の岱１６番地 0186-54-6225

10 大館・北秋 ショートステイ神山荘 大館市花岡町字神山６番地２ 0186-46-2210

11 大館・北秋 ショートステイ道目木更生園 大館市道目木字陣場岱３８番地 0186-52-2261

12 大館・北秋 ショートステイ軽井沢福祉園 大館市軽井沢字鳶ヶ長根１番地３２ 0186-52-3353

13 大館・北秋 ショートステイ矢立育成園 大館市白沢字白沢８５１番地 0186-46-3161

14 大館・北秋 精神障害者社会復帰施設　生活訓練施設　友生 大館市片山町３丁目１１番１２号 0186-43-6464

15 大館・北秋 吉野更生園 北秋田市七日市字中道岱１５番地 0186-66-2104

16 大館・北秋 大野岱吉野学園 北秋田市七日市字家向４６－１ 0186-66-2104

17 大館・北秋 阿仁かざはり苑指定短期入所事業所 北秋田市阿仁吉田字上ミ上野５５番地９ 0186-82-2985

18 大館・北秋 指定障害者施設　愛生園 北秋田市上杉字金沢２４０ 0186-78-3182

19 大館・北秋 合川新生園指定短期入所事業所 北秋田市木戸石字才の神沢３５－３５ 0186-78-3182

20 大館・北秋 短期入所事業所　厚生園 北秋田市上杉金沢２１７ 0186-78-3183

21 能代・山本 二ツ井めぐみ園 能代市二ツ井町荷上場グミノ木１７５番地 0185-73-2411

22 能代・山本 虹のいえ指定短期入所事業所 山本郡藤里町矢坂字下一の坂２番地１ 0185-79-1234

23 能代・山本 大日寮 山本郡三種町森岳字上台１１１番地の１ 0185-83-3478

24 男鹿・潟上・南秋 障害者支援施設　桐ヶ丘 南秋田郡井川町寺沢字綱木沢１３３番地の２ 018-874-2272

25 男鹿・潟上・南秋 南秋つくし苑 南秋田郡八郎潟町中嶋２８２－１ 018-875-2115

26 男鹿・潟上・南秋 知的障害者更生施設　若美荘　短期入所事業 男鹿市野石字大場沢下１－２０ 0185-47-2141

27 男鹿・潟上・南秋 玉の池短期入所事業所 男鹿市男鹿中滝川字寒風山横道１２４ 0185-23-2871

28 男鹿・潟上・南秋 訪問介護センターこもれび 潟上市天王字上江川４７－１３５２ 018-872-2201

29 秋田 小規模多機能ホームふきのとう 秋田市濁川字家ノ前１１３ 018-884-7380

30 秋田 知的障害児施設若竹学園短期入所事業所 秋田市横森２丁目２４－７ 018-832-3484

31 秋田 竹生寮 秋田市柳田字竹生１６８番地 018-834-2577

32 秋田 医療法人回生会　生活訓練事業所　紫陽花 秋田市牛島西一丁目６番７号 018-825-5252

33 秋田 すずらん短期入所事業所 秋田市飯島字堀川８４－２９ 018-846-6125

34 秋田 秋田県立医療療育センター 秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢３番地１２８ 018-826-2401

35 秋田 短期入所　げんきハウス金足 秋田市金足追分字海老穴２２２番地 018-872-1116

36 秋田 小規模多機能型居宅介護事業所　ゆりかもめ 秋田市新屋南浜町３番１６号 018-866-2660

37 秋田 障がい者支援施設　ほくと 秋田市下新城中野字街道端西１１－１ 018-873-7801

38 秋田 身体障害者更生訓練センター 秋田市新屋下川原町２－３ 018-863-4471

39 秋田 雄高園 秋田市雄和戸賀沢字金山沢８９－２９ 018-886-3256

40 秋田 柳田新生寮 秋田市柳田字竹生１９７番地 018-835-3371

41 秋田 高清水園 秋田市上北手猿田字苗代沢１４番地の１ 018-829-3577

42 秋田 杉の木園 秋田市山内字上台１５番地２ 018-827-2310

43 秋田 障害者支援施設　小又の里 秋田市上新城小又字落合８５番地 018-870-2361

44 由利本荘・にかほ 独立行政法人国立病院機構　あきた病院 由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢８４－４０ 0184-73-2002

45 由利本荘・にかほ 心身障害者コロニー 由利本荘市西目町出戸字孫七山３番地の２ 0184-33-2255

46 由利本荘・にかほ 障害者支援施設「はまなす園」短期入所事業所 由利本荘市岩城内道川字烏森１５０番地２９７ 0184-73-3447

47 由利本荘・にかほ 障害者自立支援センター「和」 由利本荘市石脇字田尻１０８番地 0184-24-0753

48 由利本荘・にかほ 金浦療護園短期入所事業所 にかほ市前川字中ノ森２０番地２ 0184-38-4123

自宅で介護を行っている方が病気などの理由により、介護することが困難になった場合に、障害者支
援施設、児童福祉施設等の施設へ短期間の入所が必要となった障害のある方に、入浴、排せつ、食事
のほか、必要な介護を行います。

短期入所

県北

県央

備考

33



49 大仙・仙北 かわ舟の里角間川 大仙市角間川町字町頭９８ 0187-65-3676

50 大仙・仙北 柏の郷生活介護事業所 大仙市強首字上野台２３－１８ 0187-87-7300

51 大仙・仙北 元気ハウスきたうら 大仙市太田町斉内字中田２０１ 0187-89-1066

52 大仙・仙北 後三年鴻声の里 仙北郡美郷町飯詰字東西法寺２５８番地 0187-83-2035

53 大仙・仙北 サンワークの家　短期入所事業所 仙北郡美郷町六郷字熊野２１３番地１ 0187-84-1208

54 大仙・仙北 ロートピア緑泉介護事業所 仙北郡美郷町六郷字作山１８７ 0187-84-3636

55 大仙・仙北 ロートピア仙南短期入所事業所 仙北郡美郷町金沢西根上糠渕３－２ 0187-87-8010

56 大仙・仙北 真昼荘短期入所生活介護事業所 仙北郡美郷町本堂城回字若林１１９ 0187-85-2203

57 横手 阿桜園 横手市赤坂字仁坂１０５ 0182-32-6085

58 横手 横手市大和更生園 横手市大雄字八柏谷地６６番地 0182-52-3661

59 湯沢・雄勝 湯沢雄勝広域市町村圏組合　やまばと園 湯沢市三梨町字飯田二ツ森４３番地 0183-42-2141

60 湯沢・雄勝 湯沢雄勝広域市町村圏組合　皆瀬更生園短期入所事業所 湯沢市皆瀬字上小保内６番地 0183-46-2729

61 湯沢・雄勝 いなかわ障害福祉サービス事業所 湯沢市駒形町字八面狐塚５８番地 0183-42-2557

62 湯沢・雄勝 障がい者支援施設　愛光園 湯沢市寺沢段の上４番地５ 0183-52-4313

63 湯沢・雄勝 ぱあとなあ　短期入所事業所 湯沢市字両神１５番地１ 0183-72-8107

64 湯沢・雄勝 社会福祉法人羽後町福祉会　ひばり野園 雄勝郡羽後町足田字七窪２７－１ 0183-62-2345

65 湯沢・雄勝 東成瀬村短期入所生活介護事業所幸寿苑 雄勝郡東成瀬村田子内字二階野２０６番地 0182-47-3261

No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 鹿角・小坂 ケアホーム　けふの郷 鹿角市十和田錦木字下野添２０－３ 0186-35-3933

2 鹿角・小坂 ケアホーム　ハンズ 鹿角市十和田錦木字下野添８－４ 0186-35-5429

3 鹿角・小坂 ケアホーム　しずく 鹿角市花輪字小坂１－２０ 0186-23-3021

4 鹿角・小坂 ケアホーム　つーぴ－す 鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平２３番地１ 0186-29-2061

5 鹿角・小坂 ケアホーム　大地 鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平２３番地１ 0186-29-5131

6 大館・北秋 ケアホーム軽井沢福祉園 大館市軽井沢字鳶ヶ長根１－３２ 0186-52-3353

7 大館・北秋 一体型指定共同生活介護事業所　もりの郷 北秋田市小又字平里６３番地 0186-75-3300

8 大館・北秋 吉野更生園　男子希望寮 北秋田市七日市字中道岱１５番地 0186-66-2104

9 大館・北秋 大野岱吉野学園 北秋田市七日市字家向４６－１ 0186-66-2104

10 能代・山本 二ツ井めぐみホーム 能代市二ツ井町荷上場字グミノ木１７１番地 0185-73-4070

11 能代・山本 大日寮 山本郡三種町森岳字上台１１１番地の１ 0185-83-3478

12 能代・山本 虹のいえ一体型指定ケアホーム・グループホーム事業所 山本郡藤里町矢坂字下一の坂２－１ 0185-79-1234

13 男鹿・潟上・南秋 ケアホーム「つくし」 南秋田郡八郎潟町中嶋２８２番地１ 018-875-2115

14 男鹿・潟上・南秋 玉の池荘共同生活介護・援助事業所 男鹿市男鹿中滝川字寒風山横通１２４ 0185-23-2871

15 秋田 雪やなぎ 秋田市柳田字佐渡端３４－２ 018-893-7611

16 秋田 ケアホーム　ほっと 秋田市上新城小又字啌市５０番地 018-870-2361

17 秋田 グループホーム　あいしんホーム（ケアホーム一体型） 秋田市土崎港中央５丁目９番３０号 018-873-7922

18 秋田 高清水園共同生活援助事業所グループホームさくら 秋田市桜四丁目１８－２１ 018-832-4211

19 秋田 共同生活介護事業所　げんきハウス金足 秋田市金足追分字海老穴２２２ 018-872-1116

20 秋田 杉の木園グループホーム事業所 秋田市山内字上台１５番地１ 018-827-2310

21 由利本荘・にかほ 地域生活支援センター　みずばやし　共同生活介護事業所 由利本荘市薬師堂山崎１４５－７ 0184-23-0205

22 由利本荘・にかほ 心身障害者コロニー共同生活介護事業所 由利本荘市西目町出戸字孫七山３番地２ 0184-33-4215

23 由利本荘・にかほ 障害者自立支援センター「和」 由利本荘市石脇字田中１０８番地 0184-23-6777

24 大仙・仙北 後三年鴻声の里 仙北郡美郷町飯詰字東西法寺２５８番地 0187-83-2035

25 大仙・仙北 サンワークの家 仙北郡美郷町六郷字熊野１２１番地１ 0187-84-1208

26 横手 阿桜園共同生活介護事業所 横手市婦気大堤字南巻１１４ 0182-32-6085

27 湯沢・雄勝 グループホーム　カメラーデン 湯沢市皆瀬字桜坂１７番 0183-46-2064

28 湯沢・雄勝 市町村圏組合　やまばと園　共同生活介護事業所 湯沢市湯ノ原２丁目６－３１ 0183-42-2141

共同生活介護
夜間や休日、共同生活を行う住居において、入浴、排泄及び食事の介護等を行います。ケアホームと
呼ばれ、平成26年4月1日より、グループホームへ一元化されます。

県南

県北

県央

県南

備考
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No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 鹿角・小坂 グループホームあおぞら 鹿角市十和田毛馬内字下寄熊２－２ 0186-35-5766

2 鹿角・小坂 グループホーム鹿角親交会 鹿角市花輪字寺ノ後３６－２ 0186-31-0015

3 鹿角・小坂 グループホーム　わいわい 鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平２３番地１ 0186-29-2061

4 大館・北秋 グループホーム軽井沢福祉園 大館市軽井沢字鳶ヶ長根１－３２ 0186-52-3353

5 大館・北秋 グループホーム矢立育成園 大館市白沢字白沢８５１番地 0186-46-3161

6 大館・北秋 吉野更生園 北秋田市七日市字中道岱１５番地 0186-66-2404

7 大館・北秋 大野岱吉野学園 北秋田市七日市字家向４６－１ 0186-66-2104

8 大館・北秋 家族寮 北秋田市上杉字金沢２３８番地１ 0186-78-3182

9 大館・北秋 あじさい寮 北秋田市鎌沢字新屋布７９番地 0186-78-3182

10 能代・山本 ドリームハウス 能代市養蚕脇１９番地４４ 0185-52-7039

11 能代・山本 大日寮 山本郡三種町森岳字上台１１１番地の１ 0185-83-3478

12 能代・山本 虹のいえ一体型指定ケアホーム・グループホーム事業所 山本郡藤里町矢坂字下一の坂２－１ 0185-79-1234

13 男鹿・潟上・南秋 玉の池荘一体型共同生活介護・援助事業所 男鹿市男鹿中滝川字寒風山横通１２４ 0185-33-2127

14 男鹿・潟上・南秋 医療法人　仁政会 潟上市昭和大久保北野出戸道脇４１番地 018-877-6141

15 秋田 グループホーム雀 秋田市下新城中野字琵琶沼１５６－１９ 018-887-7223

16 秋田 共同生活援助事業所　花つぼみ 秋田市土崎港相染町字大谷地３３番地１０ 018-847-0011

17 秋田 グループホームつばき 秋田市中通１丁目３－３７ 018-884-0051

18 秋田 グループホーム　Ｔｕｎｅ 秋田市桜三丁目１４番１０号 018-874-7021

19 秋田 グループホーム　まちなか 秋田市山王四丁目６番２６号　山王９Ｋビル　４０１号室　４０２号室 018-828-7750

20 秋田 ささこやま 秋田市広面字大巻３６－３コーポコスモス２号室 018-835-3371

21 秋田 グループホーム　あいしんホーム（ケアホーム一体型） 秋田市土崎港中央５丁目９番３０号 018-873-7922

22 秋田 グループホーム　パストラール 秋田市外旭川字神田９３７－２ 018-868-6044

23 秋田 高清水園共同生活援助事業所グループホームさくら 秋田市桜四丁目１８－２１ 018-832-4211

24 秋田 回生会グループホーム 秋田市牛島西１丁目６－２４ 018-832-3203

25 秋田 医療法人久幸会　障害者グループホーム 秋田市金足追分字海老穴２２２ 018-873-3011

26 秋田 グループホーム　久盛会 秋田市飯島字堀川８４－２９ 018-846-6125

27 秋田 杉の木園グループホーム事業所 秋田市山内字上台１５番地１ 018-827-2310

28 由利本荘・にかほ 特定非営利活動法人　逢い 由利本荘市薬師堂字中道２６８番地３ 0184-24-1109

29 由利本荘・にかほ 地域生活支援センター　みずばやし　共同生活援助事業所 由利本荘市薬師堂山崎１４５－７ 0184-23-0205

30 由利本荘・にかほ 心身障害者コロニー共同生活援助事業所 由利本荘市西目町出戸字孫七山３番地２ 0184-33-4566

31 由利本荘・にかほ 障害者自立支援センター「和」 由利本荘市石脇字田中１０８番地 0184-23-6777

32 大仙・仙北 共同生活援助事業グループホーム「かわみなと寮」 大仙市角間川町字四上町８８番地７号 0187-65-3676

33 大仙・仙北 ハートコーポさくら 仙北市角館町雲然荒屋敷２９０番地１ 0187-54-3044

34 大仙・仙北 サンワーク六郷 仙北郡美郷町六郷字熊野１２１番地１ 0187-84-3809

35 横手 グループホームかまくら新生会 横手市朝日が丘３丁目１８－６ 0182-32-5773

36 横手 横手市障害者グループホーム 横手市大雄八柏谷地６６番地 0182-52-3661

37 横手 グループホームまこと 横手市杉沢字中島１３３番地５ 0182-23-5688

38 横手 阿桜園共同生活援助事業所 横手市婦気大堤字南巻１１４ 0182-33-5020

39 横手 グループホームつばさ 横手市上内町根岸町８番２１号 0182-32-2071

40 湯沢・雄勝 グループホーム　カメラーデン 湯沢市皆瀬字桜坂１７番 0183-46-2064

41 湯沢・雄勝 障害者自立支援施設　松風 湯沢市山田字中屋敷１５番地の１ 0183-78-0066

42 湯沢・雄勝 共同生活援助施設　グループホーム清水 雄勝郡羽後町字稲荷１９番地３ 0183-73-9777

グループホームと呼ばれ、地域で共同生活を営むのに支障のない障害のある方に対して、主として夜
間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。

県北

県央

県南

共同生活援助

備考
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No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 鹿角・小坂 指定一般相談支援事業所　とわだ相談支援事業所　わくわく 鹿角市十和田錦木字下野添８－４ 0186-35-5655

2 鹿角・小坂 障がい者相談支援センターコンパス 鹿角市花輪字寺ノ後３６－２ 0186-22-7162

3 鹿角・小坂 指定相談支援事業所「鹿角市障害者センター」 鹿角市花輪字上中島９３番地 0186-30-1088

4 鹿角・小坂 こさか相談支援事業所わいわい 鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平２３番地１ 0186-29-5131

5 鹿角・小坂 小坂町障害者相談支援事業所 鹿角郡小坂町小坂字前田７番地１ 0186-29-2950

6 大館・北秋 おおだて障害者相談支援センター 大館市道目木字陣場岱３８番地 0186-52-2261

7 大館・北秋 もろびこども園 北秋田市綴子字糠沢上谷地２９０番地２ 0186-62-3444

8 大館・北秋 大野岱吉野学園 北秋田市七日市字家向４６－１ 0186-66-2104

9 大館・北秋 北秋田市社協相談支援事業所 北秋田市花園町16番1号 0186-63-2109

10 大館・北秋 北秋田市障害者生活支援センター 北秋田市宮前町９－６７ 0186-60-1150

11 大館・北秋 愛生園 北秋田市上杉字金沢２４０ 0186-78-3182

12 能代・山本 相談支援センターアシスト 能代市万町１０番４号 0185-74-5682

13 能代・山本 大日寮指定相談支援事業所 山本郡三種町森岳字上台１１１番地の１ 0185-83-3478

14 能代・山本 藤里町社会福祉協議会指定相談支援事業所 山本郡藤里町藤琴字三ツ谷脇４０ 0185-79-2848

15 男鹿・潟上・南秋 南秋つくし苑 南秋田郡八郎潟町中嶋２８２番 018-875-2115

16 男鹿・潟上・南秋 玉の池荘指定相談支援事業所 男鹿市男鹿中滝川字寒風山横道１２４ 0185-23-2871

17 男鹿・潟上・南秋 潟上天王つくし苑 潟上市天王字羽立片山２５４－１ 018-878-6263

18 男鹿・潟上・南秋 潟上市社会福祉協議会　ほほえみ相談支援事業所 潟上市飯田川和田妹川字千刈８－２ 018-854-8222

19 秋田 身体障害者更生訓練センター　相談支援事業所 秋田市新屋下川原町２番３号 018-863-4471

20 秋田 高清水園　相談支援事業所 秋田市上北手猿田字苗代沢１４番地１ 018-829-3577

21 秋田 子ども発達支援相談センター　グリーンローズ 秋田市新屋表町８番５号 018-828-7750

22 秋田 秋田聖徳会　相談支援事業所 秋田市川元小川町１番８号 018-874-9888

23 秋田 障害者生活支援センター　ほくと 秋田市下新城中野字街道端西１１番地１ 018-873-7804

24 秋田 相談支援事業所　若竹 秋田市横森二丁目２４番７号 018-832-3484

25 秋田 竹生寮 秋田市柳田字竹生１６８番地 018-834-2577

26 秋田 指定相談支援事業所　クローバー 秋田市飯島道東二丁目１３番２０号 018-846-5328

27 秋田 いんく・ぽっと 秋田市外旭川字三千刈１２２番地１　ＴＲビル２階Ｂ号 018-893-3836

28 秋田 秋田県立医療療育センター 秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢３番地１２８ 018-826-2401

29 秋田 ラポールほくと 秋田市中通四丁目３番２３号 018-874-8864

30 秋田 秋田ワークセンター　相談支援事業所 秋田市下北手柳舘字前田面134番地 018-831-8010

31 秋田 相談支援事業所　つばさ 秋田市八橋字イサノ６番地１ 018-862-4525

32 秋田 ごろりんはうす 秋田市山王新町１３番２１号 018-893-6991

33 秋田 自立支援センターほのぼの 秋田市大町二丁目５番１号 018-866-8880

34 秋田 ラポール茨島 秋田市茨島四丁目１２番４３号 018-867-7211

35 由利本荘・にかほ 地域生活支援センター　みずばやし　相談支援事業所 由利本荘市調練場１－１ 0184-23-3551

36 由利本荘・にかほ 心身障害者コロニー相談支援事業所 由利本荘市西目町出戸字孫七山３－２ 0184-33-2255

37 由利本荘・にかほ 障害者自立支援センター「和」 由利本荘市石脇田中１０８ 0184-23-6777

38 大仙・仙北 自立支援指定相談支援事業所　あさひ 大仙市協和上淀川字五百刈田２７７－１ 018-892-2881

39 大仙・仙北 大曲仙北広域角間川更生園指定相談支援事業所 大仙市角間川町字町頭９８ 0187-65-3676

40 大仙・仙北 大仙障害者相談支援センターかしわ 大仙市強首字上野台２３－１８ 0187-87-7300

41 大仙・仙北 指定相談支援事業所　愛仙 仙北市西木町門屋字漆原９３－４ 0187-47-3001

42 大仙・仙北 後三年鴻声の里 仙北郡美郷町飯詰字東西法寺２５８番地 0187-83-2035

43 大仙・仙北 美郷町社会福祉協議会相談支援事業所 仙北郡美郷町土崎字上野乙６番地１ 0187-87-6128

44 大仙・仙北 相談支援事業所サンワーク六郷 仙北郡美郷町六郷字熊野１２１番地１ 0187-84-3809

45 横手 障害者支援施設「ひまわり社」 横手市横山町３番１２号 0182-23-9310

46 横手 阿桜園　相談支援事業所 横手市赤坂字仁坂１０５ 0182-32-6085

47 横手 社会医療法人　興生会　地域生活支援センターのぞみ 横手市上内町６－３９ 0182-35-5781

48 湯沢・雄勝 愛光園　相談支援事業所 湯沢市寺沢段の上４番地５ 0183-52-4313

49 湯沢・雄勝 カメラーデン相談支援事業所 湯沢市皆瀬字桜坂1７ 0183-46-2064

50 湯沢・雄勝 湯沢雄勝広域市町村圏組合　やまばと園指定相談支援事業所 湯沢市三梨町飯田二ツ森４３ 0183-42-2141

51 湯沢・雄勝 指定相談支援事業所　ワークセンターゆざわ 湯沢市前森三丁目３番４号 0183-73-2664

52 湯沢・雄勝 地域生活支援センター松風 湯沢市山田字中屋敷１５－１ 0183-78-0066

53 湯沢・雄勝 ぱあとなぁ相談支援事業所 湯沢市両神１５番地１ 0183-72-8107

54 湯沢・雄勝 社会福祉法人羽後町福祉会ひばり野園 雄勝郡羽後町足田字七窪２７番地１ 0183-62-2345

障害福祉サービス等を申請した障害者（児）について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後
のサービス等利用計画の見直し（モニタリング）を行った場合は、計画相談支援給付費又は障害児相
談支援給付費が支給されます。

計画相談支援

県北

県央

県南

備考
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No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 鹿角・小坂 障害児通所支援多機能型事業所「ちくたく」 鹿角市花輪字八正寺４ 0186-22-2201

2 鹿角・小坂 障害児通所支援多機能型事業所「とぅいんくる」 鹿角市花輪字上中島９３ 0186-30-1088

3 大館・北秋 デイサービスセンターかみやま 大館市花岡町字神山６－２ 0186-46-2127

4 大館・北秋 デイサービスセンターたしろ 大館市岩瀬字羽貫谷地中島２１－９０ 0186-54-2900

5 大館・北秋 デイサービスセンター大館南 大館市下川原字向野１７－４ 0186-44-5988

6 大館・北秋 大館市児童発達支援センターひまわり 大館市池内字大出８２ 0186-42-3553

7 大館・北秋 もろびこども園 北秋田市綴子字糠沢上谷地290-2 0186-62-3444

8 能代・山本 ぴあわーく 能代市宮ノ前２－１ 0185-58-5670

9 秋田 子ども発達支援センター　オリブ園 秋田市新屋表町８－５ 018-828-7750

10 秋田 秋田県立医療療育センター 秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢３番１２８ 018-826-2401

11 秋田 あきた児童デイサービスセンター 秋田市仁井田蕗見町３－８ 018-893-6795

12 横手 阿桜園 横手市赤坂字仁坂１０５ 0182-32-6085

13 横手 モモの家 横手市横山町１－１ 0182-35-5850

No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 県央 秋田 秋田県立医療療育センター 秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢３番１２８ 018-826-2401

No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 鹿角・小坂 障害児通所支援多機能型事業所「ちくたく」 鹿角市花輪字八正寺４ 0186-22-2201

2 鹿角・小坂 障害児通所支援多機能型事業所「とぅいんくる」 鹿角市花輪字上中島９３ 0186-30-1088

3 大館・北秋 デイサービスセンターかみやま 大館市花岡町字神山６－２ 0186-46-2127

4 大館・北秋 デイサービスセンターたしろ 大館市岩瀬字羽貫谷地中島２１－９０ 0186-54-2900

5 大館・北秋 デイサービスセンター大館南 大館市下川原字向野１７－４ 0186-44-5988

6 大館・北秋 なかよしとっと 大館市比内町扇田字長岡７０－３ 0186-57-8171

7 大館・北秋 もろびこども園 北秋田市綴子字糠沢上谷地290-2 0186-62-3444

8 能代・山本 ぴあわーく 能代市宮ノ前２－１ 0185-58-5670

9 能代・山本 ねむの木苑 能代市落合字古釜谷地２６ 0185-52-9057

10 秋田 児童デイサービス若竹 秋田市横森二丁目２４－７ 018-832-3484

11 秋田 放課後等デイサービスインクル 秋田市新屋表町８－１９ 018-828-0140

12 秋田 あきた児童デイサービスセンター 秋田市仁井田蕗見町３－８ 018-893-6795

13 秋田 児童デイサービスたけのこ 秋田市新屋比内町７－４ 018-853-8848

14 県南 横手 阿桜園 横手市赤坂字仁坂１０５ 0182-32-6085

No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 県南 湯沢・雄勝 ぱあとなぁ　行動援護事業所 湯沢市字両神１５番地１ 0183-72-8107

No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 秋田 秋田県立医療療育センター 秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢３番地１２８ 018-826-2401

2 由利本荘・にかほ 独立行政法人国立病院機構　あきた病院 由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢８４－４０ 0184-73-2002

常時介護が必要な方のなかでも、特に介護の必要度が高い方に対して、居宅介護、重度訪問介護、同
行援護、行動援護、生活介護、短期入所などのサービスを包括的に提供します。

病院で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話や必要な医
療を要する障害のある方が、常時介護を要する場合に利用することができます。主に昼間に病院で行
われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護のほか、日常生活上の世話を行
います。また、療養介護のうち医療にかかわるものを療養介護医療として提供します。

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能
の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。

地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能
の付与または集団生活への適応のための訓練を行う施設です。医療型では、福祉サービスに併せて治
療を行います。

学校通学中の障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継
続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場
所づくりを行います。

療養介護

県央

県央

医療型児童発達支援

県北

県南

重度障害者等包括支援

児童発達支援

県北

県央

備考

備考

備考

備考

備考
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No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 鹿角・小坂 東山学園 鹿角市花輪字案内５８－８ 0186-23-3021

2 大館・北秋 大野岱吉野学園 北秋田市七日市字家向４６－１ 0186-66-2104

3 秋田 秋田県立医療療育センター 秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢３番１２８ 018-826-2401

4 秋田 高清水園 秋田市上北手猿田字苗代沢14-1 018-829-3577

5 秋田 若竹学園 秋田市横森二丁目２４－７ 018-832-3484

6 由利本荘・にかほ あきた病院 由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢84-40 0184-73-2002

7 横手 阿桜園 横手市赤坂字仁坂１０５ 0182-32-6085

8 湯沢・雄勝 やまばと園 湯沢市三梨町字飯田二ツ森４３ 0183-42-2141

No. 地区 地域 事業者名 事業者住所 事業所電話番号

1 鹿角・小坂 鹿角市障害者センター 鹿角市花輪字上中島93 0186-30-1088

2 鹿角・小坂 小坂町障害者相談支援事業所 鹿角郡小坂町小坂字上前田7-1 0186-29-2950

3 鹿角・小坂 愛生園指定特定相談支援事業所 北秋田市上杉字金沢240 0186-78-3182

4 鹿角・小坂 北秋田市社協相談支援事業所 北秋田市花園町16-1 0186-63-2109

5 鹿角・小坂 北秋田市障害者生活支援センター 北秋田市宮前町9-67 0186-60-1150

6 鹿角・小坂 障害児入所施設大野岱吉野学園 北秋田市七日市字家向46-1 0186-66-2104

7 鹿角・小坂 もろびこども園 北秋田市綴子字糠沢上谷地290-2 0186-62-3444

8 能代・山本 相談支援センターアシスト 能代市万町10-4 0185-74-5682

9 能代・山本 大日寮指定相談支援事業所 山本郡三種町森岳字上台111-1 0185-83-3478

10 能代・山本 藤里町社会福祉協議会指定相談支援事業所 山本郡藤里町藤琴字三ツ谷脇40 0185-79-2848

11 男鹿・潟上・南秋 玉の池荘指定相談支援事業所 男鹿市男鹿中滝川字寒風山横通124 0185-23-2871

12 男鹿・潟上・南秋 潟上天王つくし苑 潟上市天王字羽立片山254-1 018-878-6263

13 男鹿・潟上・南秋 ほほえみ相談支援事業所 潟上市飯田川和田妹川字千刈8-2 018-854-8222

14 男鹿・潟上・南秋 社会福祉法人　南秋福祉会　南秋つくし苑 南秋田郡八郎潟町字中嶋282-1 018-875-2115

15 秋田 身体障害者更生訓練センター　相談支援事業所 秋田市新屋下川原町2-3 018-863-4471

16 秋田 高清水園　指定相談支援事業所 秋田市上北手猿田字苗代沢14-1 018-829-3577

17 秋田 子ども発達支援相談センター　グリーンローズ 秋田市新屋表町8-5 018-828-7750

18 秋田 秋田聖徳会　相談支援事業所 秋田市川元小川町1-8 018-874-9888

19 秋田 障害者生活支援センターほくと 秋田市下新城中野字街道端西11-1 018-873-7804

20 秋田 竹生寮 秋田市柳田字竹生168 018-834-2577

21 秋田 いんく・ぽっと 秋田市外旭川字三千刈122-1　TRビル2階B 018-893-3836

22 秋田 秋田県立医療療育センター 秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢3-128 018-826-2401

23 秋田 ラポールほくと 秋田市中通4-3-23 018-874-8864

24 秋田 相談支援事業所　若竹 秋田市横森2-24-7 018-832-3484

25 秋田 相談支援事業所つばさ 秋田市八橋字イサノ6-1 018-862-4525

26 秋田 ごろりんはうす 秋田市山王新町13-21 018-893-6991

27 秋田 自立支援センターほのぼの 秋田市大町2-5-1 018-866-8880

28 秋田 ラポール茨島 秋田市茨島4-12-43 018-867-7211

29 由利本荘・にかほ 心身障害者コロニー　相談支援事業所 由利本荘市西目町出戸字孫七山3-2 0184-33-2255

30 由利本荘・にかほ 地域生活支援センター　みずばやし　相談支援事業所 由利本荘市調練場1-1 0184-23-3551

31 由利本荘・にかほ 金浦療護園相談支援事業所 にかほ市前川字中ノ森20-2 0184-38-4123

32 大仙・仙北 大曲仙北広域角間川更正園指定相談支援事業所 大仙市角間川町字町頭98 0187-65-3676

33 大仙・仙北 大仙障がい者相談支援センターかしわ 大仙市強首字上野台23-18 0187-87-7300

34 大仙・仙北 指定障害児相談支援事業所　愛仙 仙北市西木町門屋字漆原93-4 0187-47-3001

35 大仙・仙北 相談支援事業所　サンワーク六郷 仙北郡美郷町野中字下村55-2 0187-84-3809

36 大仙・仙北 指定相談支援事業所　後三年鴻声の里 仙北郡美郷町飯詰字東西法寺258 0187-83-2035

37 大仙・仙北 美郷町社会福祉協議会相談支援事業所 仙北郡美郷町土崎字上野乙6-1 0187-87-6128

38 横手 地域生活支援センターのぞみ 横手市上内町6-39 0182-35-5781

39 横手 阿桜園相談支援事業所 横手市赤坂字仁坂105 0182-32-6085

40 横手 障害者支援施設「ひまわり社」 横手市横山町3-12 0182-23-9310

41 湯沢・雄勝 やまばと園　相談支援事業所 湯沢市三梨町飯田字二ツ森43 0183-42-2141

42 湯沢・雄勝 ぱあとなあ相談支援事業所 湯沢市字両神15-1 0183-72-8107

障害児が障害児通所支援（児童発達支援・放課後等デイサービスなど）を利用する前に障害児支援利
用計画を作成し（障害児支援利用援助）、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う（継
続障害児支援利用援助）等の支援を行います。

障害児相談支援

県北

県南

障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設です。

県央

県南

福祉型障害児入所施設

県北

県央

備考

備考
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