共同生活援助事業（グループホーム）
障がいを有する方に、住宅の提供や介護、援助等、自立生活に必要な支援を行います。
・高清水園
【 5 棟 定員： 30 名】 ・阿桜園
【 2 棟 定員： 10 名】
【20 棟 定員：103 名】 ・やまばと園【 1 棟 定員： 5 名】
・

社会福祉法人
相談支援事業

（一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業）

障がいを有する方やご家族からの生活や福祉サービス利用等に関する相談に応じ、必要な支援を行います。
・高清水園
・由利本荘地域生活支援センター
・阿桜園
・やまばと園
☆由利本荘地域生活支援センター内には、基幹相談支援センターが設置されています。

秋田県社会福祉事業団

障害者就業・生活支援センター
障がいを有する方やご家族からの、就労や生活等に関する相談に応じ、必要な支援を行います。
・由利本荘地域生活支援センター

経営施設の所在地
秋田県点字図書館
秋田県北部
老人福祉総合エリア

●

秋田県聴覚障害者支援センター
秋田県中央地区
老人福祉総合エリア
障害者支援センター
御所野

●●
●
●●

高 清 水 園

秋田県南部
老人福祉総合エリア

由利本荘地域生活
支援センター

●

●

秋田県心身障害者コロニー

ＨＰ

やまばと園

●

〒010-1412 秋田市御所野下堤五丁目１番地の１
秋田県社会福祉事業団

阿 桜 園

●

●

事務局

TEL

http://www.fukinoto.or.jp

秋田県中央地区老人福祉総合エリア内

018-889-8360
Ｅ-mail

FAX

018-889-8361

mail@fukinoto.or.jp

◆設
◆目

立 昭和３９年４月２５日
的
多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫するこ
とにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことが
できるよう支援することを目的とする。
◆設立の経緯
県立の阿桜学園の設立に際し、管理運営には「民間の創意工夫が必要」との考えのもとに、
公設民営方式を取り入れることとし、その施設運営等のために設立された。
◆基本財産
2,467,242,221 円 （内県出資金 10,000,000 円）
◆理事 ８名
◆監事 ２名
◆評議員 ９名
◆職員数 ７４４名
◆主な事業内容
・高齢者施設及び介護保険サービス事業等の経営
・障害者支援施設、障害児入所施設、障害福祉サービス事業等の経営
令和４年４月

経営施設の事業内容
秋田県北部老人福祉総合エリア
■多目的利用施設（コミュニティセンター他）
子どもからお年寄りまでの幅広い世代が安心して、スポーツ・レクリエー
ション・宿泊・入浴・休憩を楽しんでいただける施設です。
〒018-5601 大館市十二所字平内新田 237-1 TEL 0186-47-7070 FAX 0186-47-7071

秋田県中央地区老人福祉総合エリア

阿桜園
障がいを有する方の支援を行います。

■障害者支援施設
●生活介護【定員：70 名】
●施設入所支援【定員：60 名】
●児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ【定員：10 名】
●放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ【定員：10 名】

■多目的利用施設（コミュニティセンター他）

■障害者支援施設（併設施設）

子どもからお年寄りまでの幅広い世代が安心して、スポーツ・レクリエー
ション・宿泊・入浴・休憩を楽しんでいただける施設です。
〒010-1412 秋田市御所野下堤五丁目 1-1 TEL 018-829-2151 FAX 018-829-2152

■障害児入所施設

●生活介護【定員：40 名】●施設入所支援【定員：40 名】
●福祉型障害児入所施設【定員：5 名】
〒013-0064 横手市赤坂字仁坂 105 TEL 0182-32-6085 FAX 0182-32-7359

秋田県南部老人福祉総合エリア
■多目的利用施設（コミュニティセンター他）
子どもからお年寄りまでの幅広い世代が安心して、スポーツ・レクリエー
ション・宿泊・入浴・休憩を楽しんでいただけるとともに、高齢者等の居住・
在宅福祉の機能を併せ持つ総合施設です。
●養 護 老 人 ホ ー ム 【定員：50 名】●軽 費 老 人 ホ ー ム 【定員：50 名】
※内 特定施設入居者生活介護 定員：30 名

●老人専用マンション【定員：24 名】●居 宅 支 援 セ ン タ ー（訪問・居宅）
〒013-0525 横手市大森町字菅生田 245-34 TEL 0182-26-3880 FAX 0182-26-3882

やまばと園（湯沢雄勝広域市町村圏組合立）
障がいを有する方の支援を行います。

■障害者支援施設
●生活介護【定員：50 名】●施設入所支援【定員：60 名】
●就労継続支援Ｂ型【定員：10 名】●放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ【定員：10 名】
〒012-0106 湯沢市三梨町字飯田二ツ森 43 TEL 0183-42-2141 FAX 0183-42-4709

高清水園
障がいを有する方の支援を行います。

■障害者支援施設
●生活介護【定員：58 名】●施 設 入 所 支 援 【定員：54 名】
●放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ【定員：10 名】

■障害者支援施設（併設施設）
●生活介護【定員：34 名】●施設入所支援【定員：34 名】
〒010-1406
TEL018-829-3577 FAX 018-829-3578

障害者支援センター御所野

由利本荘地域生活支援センター
障がいを有する方の支援を行います。

■障害福祉サービス事業所（多機能型）
●生活介護【定員：20 名】
●児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ【定員：10 名】
●放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ【定員：10 名】
〒015-0855 由利本荘市二番堰 25-1 TEL 0184-25-7077 FAX 0184-25-7102

障がいを有する方の支援を行います。

■障害者支援施設
●生活介護 【定員：40 名】●施設入所支援【定員：40 名】
〒010-1412 秋田市御所野下堤五丁目 1-4 TEL018-838-5607 FAX018-838-5608

秋田県点字図書館
■視聴覚障害者情報提供施設
視覚障害者の方に点字・録音図書などで情報を提供するとともに、
ボランティア活動を希望する方々の育成・指導などを行います。
〒011-0943 秋田市土崎港南 3 丁目 2-58 TEL 018-845-0031 FAX 018-845-7772

秋田県心身障害者コロニー
障がいを有する方の支援を行います。

■障害者支援施設
●生活介護【定員：350 名】●就労継続支援Ｂ型【定員： 60 名】
●施設入所支援【定員：340 名】
〒018-0602 由利本荘市西目町出戸字孫七山 3-2 TEL0184-33-2255 FAX 0184-33-2044

秋田県聴覚障害者支援センター
■視聴覚障害者情報提供施設
聴覚障害者の方に情報の提供や相談支援を行うとともに、手話通訳者、要約
筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成及び派遣などを行います。
〒010-0922 秋田市旭北栄町 1－5 TEL 018-874-8113 FAX 018-862-1820

