
沿       革 
  

昭和４５年 ４月 財団法人 秋田育明会として開設 

昭和４６年 ５月  社会福祉法人 秋田育明会として設立認可 

昭和４６年 ６月 竹生寮開設    定員男30名 女20名  

昭和５０年１２月 竹生寮全面改修 

      日本自転車振興会、秋田県，秋田市補助 

昭和５１年１０月 竹生寮重度棟増築 

      日本小型自動車振興会，秋田県，秋田市補助 

昭和５２年 １月 竹生寮重度棟開設  定員男50名女30名 

昭和５４年 １月 竹生寮機能訓練建設 

      日本中央競馬会、秋田県、秋田市助成 

昭和５６年１２月 柳田新生寮一般棟建設 

      日本小型自動車振興会，秋田県，秋田市補助 

昭和５７年 ４月 柳田新生寮開設   定員男30名 

昭和５７年１２月 柳田新生寮重度棟建設 

      日本小型自動車振興会，秋田県，秋田市補助 

昭和５８年 ２月 柳田新生寮重度棟開設 定員男30名女20名 

昭和６２年 ３月 柳田新生寮機能訓練棟建設 

      財団法人中央競馬福祉財団 , 秋田市補助 

昭和６３年 ５月 竹生寮屋根全面改修 

      車輌競技公益資金記念財団 

平成 １年 ３月 竹生寮重度棟居室・浴室･便所等改修 中央競馬会 

平成 ５年 ４月 デイサービス事業開始 

平成 ６年 ３月 竹生寮男子･女子重度棟増築 

      短期入所専用居室開設 ８名 

      屋内消火栓設備設置  秋田県 , 秋田市補助 

平成 ８年 ４月 ﾃ゙ ｲｻー ﾋ゙ ｽｾﾝﾀー ふきのとう開設 

平成１０年 ６月 柳田新生寮 男子棟･女子棟増築 秋田市助成 

平成１３年１０月 ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ ﾎー ﾑささこやま開設 

平成１４年 ２月 竹生寮自活援助棟新築  日本自転車振興会 

平成１８年１０月 短期入所事業・相談支援事業 

      ふきのとう・ささこやま・新事業体系移行 

平成１９年 ７月 新事業支援棟建築166.09㎡  (きらっと作業所) 

平成２３年 ４月 竹生寮・柳田新生寮 新事業体系移行 

平成２３年１０月 ケアホーム雪やなぎ開設 

平成２６年 ４月 雪やなぎ グループホームへ移行 

平成２７年 ４月 放課後等デイサービス事業開始 

平成２９年 １月 グループホーム ささこやま新築 

平成３０年 ６月 グループホーム なのはな新築 

平成３１年 ４月 障害福祉サービス事業所 ほっとばんぶー 

     （ふきのとう 名称変更） 

同月      東通生活支援事業所 開設 

      ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ ﾎー ﾑ あいあいホーム、きらっと作業所分場 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほっとばんぶー 

柳田新生寮 

竹生寮 

・放課後等デイサービス事業 

障がいのある学齢期児童の放課後や夏

休み等に日常生活に必要な動作の習

得・集団活動への適応に向けた取り組

みを実施します。学校から事業所、事

業所から家庭までの送迎を行います。 

秋田育明会 生い立ち 

知的障がいを持った子の親たちが集まり、苦節を重ねながら幸せで安心して暮らせる場と心を求め、

昭和４２年に、明るく育み自立と安心して生きることへの親（母）と本人の熱き希（ねがい）、 

深き希（ねがい）、同じ希（ねがい）であることを込めて「秋田育明会」が設立されました。 

秋田市内にお住まいの障がい

児（者）の生活や家族の介護

を応援援します。 

相談支援専門員が本人や家

族の困りごと等の相談をお受

けする他，施設での療育を提

供いたします。また各種福祉

サービスの情報提供や関係機

関との調整・サービス等利用

計画の作成を行います｡ 

書 者‥‥佐々 木秀堂 氏 

詩作者‥‥間 紋太郎 氏 

あいあいホーム 
（１階） 

きらっと作業所 平成３１年４月１日開設 

定員３０名（主２０名・分場１０名）  

（障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所） 生活介護   

書 者‥‥佐々 木秀堂 氏 

詩作者‥‥間 紋太郎 氏 

グループホーム 

雪やなぎ ささこやま 

なのはな 

・短期入所事業 

・日中一時支援事業 

 

 
竹生寮、柳田新生寮では 

入所支援の他、一時的に 

外部の方を受け入れ、支 

援サービスを提供する短 

期入所支援・日中一時支 

援を実施しています。 

利用の際は事前の介護給付費の支給申請が必要です。（障

害福祉サービス受給者証）利用申し込みは、お手数でご

ざいますが各施設へ直接連絡をお願いいたします。 

※空室が無い場合、お断りする場合がございます。ご了

承ください。 

 

短期入所・日中一時支援居室 

 

 

竹 生 寮 定員７５名 昭和４６年６月１日開設 
(障害者支援施設)生活介護・施設入所支援・短期入所 

・相談支援事業 

・障害児等療育支援事業 

ほっとばんぶー 定員３０名 平成８年４月１日開設 
（障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所） 生活介護   

きらっと 

柳田新生寮 定員 50 名 昭和57年4月１日開設 
(障害者支援施設)生活介護・施設入所支援・短期入所 

柳 田 新 生 寮 

ほっとばんぶー 

東通生活支援事業所 平成３１年４月１日開設 

きらっと作業所 （分場） 

グループホーム「あいあいホーム」併設 



 

 
 

 

竹 

生 

寮 

〒010-0825 秋田市柳田字竹生１６８番地 

Tel 018-834-2577 Fax018-834-2219 

竹生寮連絡用E ﾒー ﾙｱﾄ゙ ﾚｽ    takeoi@ikumei.or.jp 

支援事業専用 E ﾒー ﾙｱﾄ゙ ﾚｽ  tk-sien@ikumei.or.jp 

柳
田
新
生
寮 

〒010-0825秋田市柳田字竹生１９７番地 

Tel 018-835-3371 Fax 018-835-3219 

新生寮連絡用E ﾒー ﾙｱﾄ゙ ﾚｽ  shinsei@ikumei.or.jp 

ほ
っ
と
ば
ん
ぶ
ー 

〒010-0825秋田市柳田字竹生１68番地－１ 

Tel 018-837-1320 Fax 018-837-5730 

ほっとばんぶー連絡用E ﾒー ﾙｱﾄ゙ ﾚｽ 

fukinoto@ikumei.or.jp 

き
ら
っ
と 

主  〒010-0825秋田市柳田字竹生173番地―1 

Tel ほっとばんぶーと兼用 

分場 〒010-0003秋田市東通３丁目11-25  

Tel ０１８－８５３－０１２０ 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム 

 
ささこやま（男子利用者）連絡先 柳田新生寮 
なのはな （女子利用者）連絡先 柳田新生寮 
雪やなぎ（男子利用者） 連絡先 竹生寮 
あいあいホーム（男子利用者）連絡先 竹生寮 

 ホームページアドレス 

 https://akita-ikumeikai.com/  

  

 

パン工房 しいたけ栽培、原木運び 

創作活動 農作物栽培 だいこん掘り 

ペットボトル飲料へのシール貼り作業 町内清掃活動 

 

活 い

き
る 

社会福祉法人 

秋 田 育 明 会 
竹  生  寮 

柳 田 新 生 寮 

 ほっとばんぶー 

き ら っ と 

 

案内図 

竹生寮 軽作業男子班 旅行 ほっとばんぶー 音楽療法 

 

竹生寮 クリスマス会 

ふれあい夏祭り 線香花火 

 

竹生寮・新生寮 農産班合同旅行 

三吉神社梵天祭 柳田町内合同 

 

竹生寮・新生寮 園芸班合同旅行 

きらっと裏 菜の花畑  散策 

 

新生寮 女性利用者 レクリエーション 

 

野菜袋詰め作業 箱折り作業 

アクセス 

バス 秋田駅西口より中央交通１３番線太平行き乗車、柳田下丁

にて下車 徒歩５分。 

車  中央インターを降りて１個目の信号を右折し、橋を渡り太

平方面へ曲がる｡１５０メートル進み、Y字路（看板有）を

右折し道なりに進む｡ 

生花栽培 

マクドナルド

秋田広面店

秋田大学

付属病院

竹生寮

横山金足線

至太平方面

至秋田中央ＩＣ

至手形山

案内看板が

あります。

ローソン

デイリーストア

セブンイレブン

至御所野方面

ほっとばんぶー

柳田新生寮

中央地区スポーツ交流会 

 

季節行事飾り付け 

楽
し
く 

＊利用者の皆さんと職員で植えた菜の花畑です。 

秋田育明会基本方針 
「わが子、兄弟、姉妹の生活を考える」事の歴史か

ら日常生活・社会生活の向上の為、人と人とのつな

がりを大切にし、安心（心が和む）と安全（丁寧な

関わり）に心を配り個々のニーズに合った生活の 

支援に努めます。 

秋田育明会基本方針 
「わが子、兄弟、姉妹の生活を考える」事の歴史か

ら日常生活・社会生活の向上の為、人と人とのつな

がりを大切にし、安心（心が和む）と安全（丁寧な

関わり）に心を配り個々のニーズに合った生活の 

支援に努めます。 


