
社会福祉法人

秋田県身体障害者福祉協会

〒010－0922
秋田県秋田市旭北栄町１番５号秋田県社会福祉会館内

　ＪＲ東日本が行っているシルバーの方々を対象とした「ジパング倶

楽部」には、身体障害者を対象とした特別会員制度が設けられてお

り、県内に在住する身体障害者の方の各種手続きについては、県協会

が受付窓口となっています。特別会員の場合、一般の会員よりも年会

費が安いうえ、加入できる年齢も男性・女性ともに５歳低く設定され

ています。

　詳しくは、県協会事務局までお問合せください。

 ・加入資格：男性６０歳から、女性５５歳から 

 ・入 会 金：無料

 ・年 会 費：１，４００円

 ・会員特典：ＪＲの窓口で身体障害者手帳を提示して購入した乗車券

が、片道・往復・連続乗車券のいずれかで２０１キロ以上あるとき、２

～３割引で特急券などを買うことができます。また、特別会員であれ

ば、第１種障害者の介護者の方が同時に買う場合も特急券等が割引に

なります。（寝台やグリーン個室など、一部割引の対象とならない料

金があります。）

※そのほか、各市町村において公共施設や事業に関する様々な割引制

度があります。詳しくは、在住する市役所・町村役場にお問合せく

ださい。

　県内の市町村身体障害者協会の会員は、身体障害者手帳を所持し、在

住する地域の市町村身体障害者協会へ入会の手続きを済ませた方（個人）

となります。

　秋田県内の市町村身体障害者協会では、県協会が実施する各種事業へ

の参加をはじめ、研修旅行やスポーツ・レクリエーション、ピアカウン

セリングなど、地域の実情を踏まえながら会員や地域住民のための事業

を実施しています。

　身体障害者手帳をお持ちの方であれば、どなたでも市町村身体障害者

協会の会員になることができます。困ったことや悩んでいることがあり

ましたら一人で苦しまず、たくさんの仲間とのふれあいを通してより充

実した日々を過ごしてみませんか？

　市町村身体障害者協会への入会方法など詳細に関しては、地域の身体

障害者協会または県協会までお気軽にお問合せください。

秋田市身体障害者協会

能代市身体障害者福祉協会

横手市身体障害者福祉協会連合会

大館市身体障害者協会連合会

男鹿市身体障害者協会

湯沢市身体障がい者福祉協会

鹿角市身体障がい者協会

由利本荘市身体障害者協会

潟上市身体障がい者協会

大仙市身体障害者福祉協会

北秋田市身体障害者協会

にかほ市身体障害者協会

仙北市身体障害者協会

小坂町身体障がい者協会

上小阿仁村身体障害者更生協会

藤里町身体障害者協会

三種町身体障害者協会

八峰町身体障害者協会

五城目町身体障害者協会

大潟村身体障がい者協会

美郷町身体障害者協会

羽後町身体障害者福祉協会

東成瀬村身体障害者更生協会

〒010-0976 秋田市八橋南１丁目8－2
　　　　　市老人福祉センター内 
〒016-0882 能代市鳳凰岱120－2
　　　　　（会長宅）
〒013-0072 横手市卸町5－10
　　　　　市社会福祉協議会本部内
〒017-0846 大館市常盤木町16－4
　　　　　（会長宅）
〒010-0665 男鹿市男鹿中山町字家口
　　　　　10－1　（役員宅）
〒012-0815 湯沢市古館町4－5
　　　　　市社会福祉協議会内
〒018-5201 鹿角市花輪字下花輪86－2
　　　　　市社会福祉協議会内
〒015-0872 由利本荘市瓦谷地１
　　　　　市役所福祉事務所内
〒018-1502 潟上市飯田川下虻川字八ッ
　　　　　口70　市社会福祉協議会内
〒014-8601 大仙市大曲花園町1－1
　　　　　市福祉事務所社会福祉課内
〒018-3312 北秋田市花園町16－1
　　　　　市社会福祉協議会内
〒018-0402 にかほ市平沢字八森31－1
　　　市社会福祉協議会仁賀保支所内
〒014-1201 仙北市田沢湖生保内字宮ノ
　　　　　後39　市社協田沢湖支所内
〒017-0201 小坂町小坂字上前田7－1
　　　　　町社会福祉協議会内
〒018-4421 上小阿仁村小沢田字向川
　　　　　原80　村社会福祉協議会内
〒018-3201 藤里町藤琴字三ッ谷脇40
　　　　　町社会福祉協議会内
〒018-2406 三種町大口字上ノ沢17－4
　　　　　高齢者交流施設さざなみ苑内
〒018-2644 八峰町八森字椿台112
　　　　　町社会福祉協議会内
〒018-1746 五城目町小池字岡本下台
　　　　　33－4　（会長宅）
〒010-0494 大潟村字中央1－1
　　　　　村役場福祉健康課内
〒019-1404 美郷町六郷字安楽寺354－1
　　　　　（会長宅）
〒012-1131 羽後町西馬音内字中野177
　　　　　町役場健康福祉課内
〒019-0801 東成瀬村田子内字仙人下
　　　　　30－1 村社会福祉協議会内

018－866－1341
018－865－2099
0185－52－0032
0185－52－0032
0182－36－5377
0182－36－5388
0186－43－9334
0186－43－9334
0185－33－3112
0185－33－3112
0183－73－8696
0183－73－3558
0186－23－2165
0186－23－2850
0184－24－6314
0184－24－0480
018－877－5017
018－854－8251
0187－63－1111
0187－63－8811
0186－69－8025
0186－63－2460
0184－32－3010
0184－37－2800
0187－43－1368
0187－43－1373
0186－29－3221
0186－29－3218
0186－77－3057
0186－77－2945
0185－79－2848
0185－79－3330
0185－85－3121 
0185－85－3662
0185－77－3551
0185－77－3318
018－852－2468

0185－45－2114
0185－45－2162
0187－84－4059
0187－84－4059
0183－62－2111
0183－62－2120
0182－47－2700
0182－47－2750

名　　　　称 住　　　　　所
ＴＥＬ
ＦＡＸ

市町村身体障害者協会事務局一覧（２０２１年９月現在）

■身体障害者手帳で受けられる主なサービス■身体障害者手帳で受けられる主なサービス ■市町村身体障害者協会をご存じですか？■市町村身体障害者協会をご存じですか？

■ジパング倶楽部特別会員制度■ジパング倶楽部特別会員制度

施設・事業所名

Ｊ Ｒ 運 賃

航 空 運 賃

私 鉄 運 賃

高 速 料 金

秋田内陸縦貫

鉄道運賃  

由利高原鉄道

運賃

バ ス 運 賃

タクシー運賃

Ｊ Ｒ 各 社

航 空 各 社

私 鉄 各 社

NEXCO 各 社

秋田内陸縦貫

鉄道株式会社

由利高原鉄

道株式会社

バ ス 各 社

秋田県ハイ
ヤー協会加入
タクシー会社

問合せ先

第１種の方が介護者と一緒に乗車する場

合、２人分の普通乗車券、急行券、定期券、

回数券の料金をそれぞれ５割引

１人で乗車する場合、第１種、第２種と

も１０１Ｋｍ以上で乗車券のみ５割引

内　　　　　　容

航空運送業者・路線によって異なる

ＪＲと同じ

通常料金（ＥＴＣをご利用の方はＥＴＣ

通常料金）の５割引

乗車運賃５割引など

乗車運賃５割引など

各社・種類（路線・高速バスなど）によっ
て５割から３割引（ただし、一部割引の
ない種類有り）

運賃から１割引



■概　　要■概　　要 ■県協会主要事業の紹介■県協会主要事業の紹介

目 的

名 称

事務所の所在地

事 業 内 容

ホームページ

E - m a i l

T E L

F A X

代 表 者

会 員

設 立

利用者の意向と尊厳を尊重し、地域社会で自立した生

活を送ることができるよう各種社会福祉事業を行いま

す。

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会

〒010－0922
秋田県秋田市旭北栄町１番５号　秋田県社会福祉会館内

■第１種社会福祉事業

　・障害者支援施設の経営

■第２種社会福祉事業

　・障害福祉サービス事業

　・相談支援事業

　・障害者更生相談事業

　・身体障害者生活訓練等事業

■公益を目的とする事業

　・地域生活支援事業

　・社会福祉の増進に資する人材の育成確保に関する事業

　・身体障害者の福祉及び更生のための事業

　・身体障害者の福祉に関する調査研究及び啓発普及

infoakita@mua.biglobe.ne.jp

０１８－８６４－２７８０

０１８－８６４－２７８１

会長　伊藤英紀

県内市町村身体障害者協会

平成２年８月

　秋田県身体障害者福祉協会は、県内の市町村身体障害者協会（団体）

が会員となって活動している社会福祉法人です。

　県協会では「障害者支援施設秋田ワークセンター」の利用者の皆様を

対象に生活介護・施設入所・就労継続・相談などの各種支援や「共同生

活援助（短期入所併設）事業所コミュニティライフサポート谷内佐渡ホ

ーム」の利用者の皆様に、地域で安心して暮らすことができる居住支援

の場を提供しています。

　また、県内の障害者の方々を対象に芸能・文化活動やレクリエーショ

ンを実施しているほか、人材育成のための研修会の開催や相談支援など、

時代のニーズに沿った各種事業や、障害者と小中学生などとの交流に取

り組むことによって、障害への理解を深めるための活動も積極的に行っ

ています。

　これからも社会福祉事業の担い手としてふさわしい事業を確実、効果

的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、

提供する福祉サービスの質の向上と事業運営の透明性を図りながら、地

域福祉の推進に努めて参ります。

　大会を開催することによって、障害

者福祉への県民意識の高揚を図るとと

もに、併せて功労者の表彰を行うこと

で、本県における身体障害者福祉の向

上と差別の無い地域社会づくりに取り

組んでいます。

■県知事表彰　　■県協会長表彰

■体験発表　　　■大会宣言

【秋田県身体障害者福祉大会】

　障害のある方などが講師として県内の小中学校に出向いて講話や障害疑似

体験などを行うことで、児童・生徒と障害者の交流を図るとともに、障害及

び障害者への理解を深め、心のバリアフリーの推進につなげることを目的と

して、小中学生を対象とした出前講座や体験教室等を行う「小中学生向け障

害理解教室」を実施しています。

　対象は県内の小学生（４年から６年）及び中学生で、学校からの要望によ

り概ね６月から１１月の期間内で実施しています。

車いす体験教室

　日常生活での体験談や車いすの正しい使い方など

盲導犬を知ろう

　盲導犬に関する講話や盲導犬のデモ

ンストレーションなど

見えない世界を見てみよう

　視覚障害者についての講話や視覚障

害者と同行援助者役での歩行訓練など

点字を学ぼう

　点字の歴史や点字五十音の紹介など

【小中学生向け障害理解教室】

　障害の程度や年齢を問わず、仲間と

気軽に楽しく参加できるレクリエー

ションを毎年開催しています。

■ボッチャ

■卓球バレー

■フライングディスクアキュラシー

【軽スポーツ・レクリエーション大会】

　県内の障害福祉事業所における、福

祉サービスや支援の質の向上とその確

保に必要な知識、技能を有する職員の

養成を図るための研修会を開催し、人

材の育成を行い障害者福祉の充実を

図っています。

■サービス管理責任者研修

■児童発達支援管理責任者研修

【福祉人材育成のための研修会の開催】

　障害者の実態に即した適切なサービ

スを提供できる体制を整えながら、障

害者が自立した日常生活と社会生活を

送れるよう支援体制の充実に努めてい

ます。

■生活介護支援事業　■入所支援事業

■就労継続支援事業　■相談支援事業

【障害者支援施設秋田ワークセンターの経営】【障害者支援施設秋田ワークセンターの経営】

　障害者の芸術・文化活動への参加を通して本人のいきがいや自信を創出す

るとともに、障害に対する県民の理解と認識を深めることを目的に開催して

います。

■障害者芸術福祉展　　■パフォーマンスステージ　　■製品販売ほか

【心いきいき芸術・文化祭】

　障害者の生活に関しての困りごとなどの相談を社会福祉士などの資格を

持った相談支援専門員が行っています。

　新規に福祉サービスを利用されたい方や継続して福祉サービスを利用し

ている方々の「サービス等利用計画書」の作成など、様々な支援を行って

います。

【相談支援事業】【相談支援事業】

　「コミュニティライフサポート谷内佐渡ホーム」は、令和元年に新築し

たエレベーター付きの障害者グループホームです。全館バリアフリーと

なっており、７名の共同生活と３名の短期入所で、職員は食事の仕度や生

活上の相談に対応するとともに、利用される皆さんが地域社会の一員とし

て生活できるよう支援しています。

【コミュニティライフサポート谷内佐渡ホームの経営】【コミュニティライフサポート谷内佐渡ホームの経営】

　障害者の権利擁護にかかる相談窓口を常設するとともに、弁護士による

専門相談を実施して障害者が抱える問題を解決し、福祉の増進を図ってい

ます。

■ＴＥＬ：０１８－８６３－１２９０　　■ＦＡＸ：０１８－８６３－１２９６ 

■毎週月曜日から金曜日の９時から１６時まで専門の相談員が対応します。

　（祝祭日及び年末年始は除く。）

■弁護士専門相談：偶数月の第３火曜日の１３時から１５時まで

■どんな小さな悩みや問題にもプライバシーを守り対応いたしますので、

お気軽にご相談ください。来所相談もできます。

【障害者１１０番】【障害者１１０番】

検索秋田県身障協会
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