
９ 進路・福祉サービスについて 
 

（１）進路に関すること  

 

①  進学   

進学を希望する場合、志願条件を満たせば、どの学校・学科でも受験は可能です。

各校共通の条件として、中学校あるいは高等学校の教育課程を修了していることや、

各学校で求める学力と就学の意志があることがあげられます。但し、医療看護系や

工業系の学校・学科では身体的な条件（視覚、聴覚、運動機能等）がある場合もあ

ります。  

 そして、実際に学校生活を送っていく上で、カリキュラム上、演習や実習もあり

ますし、学校の設備、環境面もそれぞれ異なりますので、学校説明会やオープンキ

ャンパスへの参加や志望校との綿密な教育相談は欠かせません。  

 また、学校生活を継続するためには、住居や通学手段の確保、経済的負担等、様々

な課題を一つ一つクリアしていくことが大事になります。  

○ 高等学校進学に向けて  

将来を見据え、できるだけ早期から計画的に進路指導を進めることが大切です。

学校説明会や個別の教育相談等を通して、入学後の学習面、生活面、可能な支援等

に関する情報を確認します。  

   公立高校受検に際して特別な配慮を必要とする場合、「秋田県公立高等学校入学者

選抜実施要項」に基づいて、事前に「受検に係る特別配慮申請書」を提出すること

が必要になります。  

   円滑な移行のために、保護者の同意を得て「個別の指導計画」及び「個別の支援

計画」等を活用して中学校（特別支援学校中学部）から高等学校へと引継を行いま

す。  

○  大学入試センター試験について  

   大学入試センター試験において、受験上の配慮を希望する志願者には、審査の上、

解答方法や試験時間、試験室に関するもの等、受験上の配慮を行っています。申請

の時期は、出願前に行う方法と出願時に行う方法があります。  

 

②  就職   ※主に本校現場実習先や卒業生の進路先を載せています。  

  ○  一般就労に関する援護制度、各事業  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆トライアル雇用  ３か月間試行的に雇用し、常用雇用への移行を進める。本人

には給料が支払われる。  

◆ジョブコーチ支

援事業  

ジョブコーチが１～８か月（標準３か月）にわたり、職場に

出向いて、本人や事業主への支援を行い、職場定着を図る。  

◆職場適応訓練  ６か月以内で作業環境に適応することを目的に、実際の職場

で作業についての訓練を行う。  

◆職業準備支援  個別カリキュラムに応じて、働くこと、働き続けることを目

的とした支援を行う。（障害者職業センター）  

◆委託訓練  ３か月以内で職業能力の向上を目指し、訓練委託先で職業訓

練を行う。  



○  就労系障害福祉サービス  

  【就労移行支援】  

   ～就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を一定期間行います。  

（２年まで）  

    緑光苑   スクールファーム河辺   等   

 

  【就労継続支援】  

   ～通常の事業所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

ために必要な訓練を行います。  

・Ａ型《雇用型》  秋田ワークセンター  どじょっこハウス   株式会社ＨＳＳ   

らいふぱーとなー  スクールファーム河辺  広面ハウス  等  

    ・Ｂ型《非雇用型》アキタネット   ほのぼの   秋田ワークセンター   緑光苑   

サポートスペースそう   ドリームカンパニーあゆみ   

潟上天王つくし苑   やまどり   ぱあとなあ  りぼん   

こさかわいわいセンター     等  

 

  ○  職業訓練機関  

  ～職業的自立のために必要な専門的知識・技能を身につけます。（６か月～１年）  

   宮城障害者職業能力開発校（仙台市） 東京障害者職業能力開発校（東京都小平市）  

  国立職業リハビリテーションセンター（埼玉県所沢市）  

 

③  障害福祉サービスの利用  ※主に本校現場実習先や卒業生の進路先を載せています。 

 

 【生活介護】  

  ～常時介護を要する人に、日中、食事や入浴、排せつの介護等を行うとともに、創作  

的活動または生産活動の機会を提供します。  

障がい福祉サポートセンター聖和  よつ葉  ほくと  ふきのとう  つどいの家  

ウェルビューいずみ障害福祉サービスセンター  ひだまり  杉の木園   雄高園  

潟上天王つくし苑   南秋つくし苑    ぱあとなあ   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   柏の郷   愛光園   サンワーク六郷   等  

 

 【施設入所支援】  

  ～施設に入所する人に、夜間や休日、食事や入浴、排せつの介護等を行います。  

   障害者支援センター御所野   ほくと   秋田ワークセンター  

高清水園   若竹学園   桐ヶ丘   柏の郷     愛光園     等   

 

 【療養介護】  

  ～医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介

護及び日常生活の世話を行います。  

   秋田県立医療療育センター   あきた病院  

 

【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を行います。  

   ほくと   ひだまり   等  



【地域活動支援センター】  

  ～創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流促進などを行います。  

   やすらぎの家   工房こすもす   アートリンクうちのあかり    等  

 

【基準該当障害福祉サービス事業所】  

  ～介護保険法の高齢者向けの施設で障害者を受け入れている事業所で生活介護等のサ

ービスを提供しています。  

   ウェルビューいずみ共生デイサービスセンター  みらいデイサービスセンター  

  みなみ風デイサービス   企業組合さくら家   等  

 

 

（２）障害福祉サービスに関すること  

  本校の児童生徒や卒業生が利用しているサービスを掲載しています。その他のサービ

スについては、市町村の資料や、本校進路指導及び地域支援担当にご確認ください。  

 

① 手帳     障害者手帳の交付を受けることで、様々なサービスが受けられます。  

 

【身体障害者手帳】  

〔対象者〕視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓機能、  

じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫、  

肝臓機能に障害のある方  

〔手続き〕居住地の市町村（福祉担当課）を通じて申請します。身体障害者福祉法第

１５条の指定を受けた医師により診断を受けます。  

  

【療育手帳】        

   〔対象者〕知的機能の障害が発達期（おおむね１８歳まで）にあらわれ、日常生活に

支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方。 

    〔手続き〕居住地の市町村（福祉担当課）を通じて申請します。後日、児童相談所  

       （１８歳未満）または福祉相談センター（１８歳以上）で判定を受けます。  

 

②  医療費の助成    

 【福祉医療（マル福）】  

  〔対象者〕身体障害者手帳１～３級、または療育手帳Ａをもっている方  

  〔助成額〕医療費の自己負担分を助成  

  〔受付窓口〕各市町村窓口担当  

   ※その他、自立支援医療制度や指定難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成の制度

があります。  

 

③  補装具・日常生活用具   

【補装具】～補装具購入、修理への支給  

（申請前に購入の場合は補助の対象になりません）  

〔対象者〕身体障害者手帳をもっている方、難病に罹患している方  

 

 

 



【日常生活用具】～日常生活用具の給付・貸与  

〔対象者〕在宅の障害者の方、難病に罹患している方  

（給付品目は、障害とその程度による）  

 対象物品  給付額  受付窓口  

補装具  
車椅子、電動車椅子、座位保持装

置等・・・・一部は児童のみ  

原則１割を自己負

担（負担額に上限

あり）  

各市町村窓口

担当（市役所

障がい福祉課

等）  日常生活用具  

特殊マット、特殊便器、居宅生活

動作補助用具（住宅改修）、電気式

たん吸引器、ストマ用装具、紙お

むつ、パルスオキシメーター  等  

 

④  年金・手当   

 

○ 児童の場合  

 【障害児福祉手当】  

  〔対象者〕在宅の２０歳未満の方で、身体障害者手帳のおおむね１級か療育手帳のお  

おむねＡ程度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする方  

（本人）  

  〔手当額〕月額１４，６５０円  ※支給月（２月、５月、８月、１１月）  

 

 【特別児童扶養手当】  

  〔対象者〕身体か知的に中程度以上の障害がある２０歳未満の子どもを扶養している  

父や母、または父母に代わって養育している方（保護者）  

       ※施設入所者、養育者の所得が限度額を超える場合は支給されません。   

  〔手当額〕１級（重度障害児）：月額５１，７００円   

       ２級（中度障害児）：月額３４，４３０円※支給月（４月、８月、１１月） 

 

 【児童扶養手当】  

  〔対象者〕父または母と生計を同じくしていないか、父母が重度の障害で 18 歳に到  

達して最初の 3 月３１日を迎える前の児童（障害のある児童は 20 歳未満） 

を養育している父か母、父母に代わってその児童を養育している方（所得  

制限あり）  

  〔手当額〕児童１人：４２，５００円   

       児童２人：５２，５４０円  

       児童３人以上：3 人目以降は一人につき６，０２０円を加算  

※支給月（４月、８月、１２月）  

 

○ 成人の場合  

 【障害基礎年金】  

  〔対象者〕２０歳前に初診日がある病気やけがで障害の状態になった方（所得制限あ  

り）  ※施設入所でも受給可。  

  〔手当額〕１級年額９７４，１２５円  ２級年額７７９，３００円   支給は２か月

に１回  

  〔受付窓口〕各市町村年金担当（秋田市の場合  国保年金課）  

  



【特別障害者手当】  

  〔対象者〕２０歳以上で身体障害者手帳１～２級程度の障害が重複しており、日常生  

活において常時特別な介護を必要とする方。施設入所者は非対象。（本人、  

配偶者等の所得制限あり）  

  〔手当額〕月額２６，９４０円  ※支給月（２月，５月，８月，１１月）  

  〔受付窓口〕各市町村窓口担当（市役所障がい福祉課等）    

 

【特別障害給付金】  

  〔対象者〕国民年金に任意加入していなかった特定の期間に障害を負った病気やけが  

の初診日があり、現在障害基礎年金の１級及び２級相当の障害の状態にあ  

る方。（障害基礎年金を受給していない方）  

年金を受給できない方。  

  〔手当額〕１級  月額５１，６５０円  

       ２級  月額４１，３２０円  

  〔受付窓口〕各市町村窓口担当（秋田市の場合  国保年金課）  

 

 

 

⑤  在宅生活の支援    ＊主に本校児童生徒が利用している事業所を載せています。  

 

○ 在校時から   

 

 【放課後等デイサービス】～秋田市  

  ～障害児に日常生活の基本的な動作の指導、集団生活への適応等訓練を行います。  

   あきた児童デイサービスセンター・２号店・３号店   らじあぼ  

若竹・たけのこ  インクル  憩音  ルピナス  ハピネス  竹生寮  にのに  太陽  

きっずサポート  あおぞらキッズ  和く話く  さわやか愛の家さくら館     等  

 

 【短期入所（ショートステイ）】  

  ～自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、

食事の介護等を行います。   

   障害者支援センター御所野  秋田県立医療療育センター  ほくと     

竹生寮   国立病院機構あきた病院   まーる    等  

 

 【日中一時支援事業（短期入所型・放課後支援型）】  

  ～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します。

（宿泊を伴わない）  

   障害者支援センター御所野  秋田県立医療療育センター  ほくと    

竹生寮   障がい福祉サポートセンター聖和   まーる    等  

 

  ～放課後支援型：障害のある特別支援学校に通う児童生徒で、放課後などに介護する

方がいない場合、学校の空き教室などで、預かりを行います。  

  

 

 



○ 卒業してから  （一部のサービスのみの掲載です）  

 

【居宅介護（ホームヘルプ）】  

～自宅で入浴や食事、排せつの介護等を行います。  

 

【重度訪問介護】  

  ～重度の肢体不自由者等で常に介護を必要とする人へのホームヘルプや、外出時の移

動支援などを総合的に行います。  

 

【移動支援】  

～余暇活動などの社会参加のための外出が安全にできるよう、移動の支援を行います。 

 

＊通所、入所のサービスについては、（１）進路に関すること ③障害福祉サービスの

利用  に記載   

 

 

⑥  税金の控除   

  

 ○所得税、市民税、県民税、相続税、贈与税  

 ○自動車税、自動車取得税  

○軽自動車税      等  

※控除額は手帳の等級や所得、世帯の状況等によって異なります。  

 

 

⑦  公共料金などの割引・助成   

 

  ○  JR 運賃の割引  

   〔対象者〕第１種身体障害者、または、療育手帳 A を持っている方が介助者と乗車す

る場合  …  本人及び介護者  

        第１種または第２種身体障害者、療育手帳Ａまたは B を持っている方が単

独で乗車する場合  …  本人（片道 101 ㎞以上利用）  

   〔割引率〕50％  

   〔問い合わせ先〕JR 各社  

 

 ○  国内線航空旅客運賃の割引  

   〔対象者〕第１種身体障害者、または、療育手帳 A を持っている方…本人及び介護者  

        第２種身体障害者、または、療育手帳 B を持っている方…本人のみ  

  〔割引率〕各航空会社による。  

   〔問い合わせ先〕各航空会社  

 

 ○  有料道路通行料金の割引  

   〔対象者〕身体障害者手帳保持者自らが運転する場合、介助者が第１種身体障害者､

または､療育手帳 A を持っている方を乗せて運転する場合   

  〔割引率〕50％  

  〔手続き〕各市町村福祉事務所・福祉担当課（事前に登録が必要）  



 

  ○  タクシー運賃の割引（各タクシー会社）  

  〔対象者〕身体障害者手帳、療育手帳を持っている方  

   〔割引率〕10％（秋田県ハイヤー協会加入のタクシーに乗車の場合）  

   〔問い合わせ先〕各タクシー会社  

 

○  身体障害者（通院用）タクシー利用券  

   〔対象者〕肢体不自由の下肢または体幹機能障害１～３級の方等  

  〔助成額〕各自治体による。  

秋田市：１回１枚の使用で、手帳による割引後（１割引）の運賃から 580

円が割引  

   〔問い合わせ先〕   各市町村福祉事務所・福祉担当課  

 

○  バス運賃の割引  

  〔対象者〕第１種身体障害児 (者 )、または、療育手帳 A を持っている方  

…本人及び介護者  

        第２種身体障害児､または､療育手帳 B をもっている方 (１２歳未満 )  

…本人及び介護者  

        第２種身体障害児 (者 )､または､療育手帳 B をもっている方 (１２歳以上 )  

…本人のみ  

   〔割引率〕50％  

  〔問い合わせ先〕各バス会社  

 

○  福祉特別乗車証（バス券）  

  〔対象者〕秋田市に居住しているバス利用が可能な方、週３日以上通学、通所、通院  

の付添をする介護者  

  〔割引率〕秋田市内の路線バスに限り無料（手帳による割引との併用）  

  〔手続き〕秋田市障がい福祉課  

 

○  携帯電話料金の割引（各携帯電話会社）  

    障害のある方が携帯電話を利用する際、通話料等の割引や障害者用料金プランの利

用ができます。  

  〔対象者〕身体障害者手帳や療育手帳を持っている方  

   〔問い合わせ先〕各携帯電話会社  

            

○  NHK 放送受信料の免除  

  〔対象者〕身体障害者手帳や療育手帳を持っている方がいる世帯（免除基準あり）  

〔免除額〕全額、または、半額  

  〔問い合わせ先〕NHK、各市町村福祉事務所・福祉担当課  

 

 

 

 

 

 



⑧  相談支援   

 

 ○  「委託相談支援事業者」  

・身体障害関係  

障害者生活支援センターほくと   ℡０１８－８７３－７８０４  

・知的障害、療育支援関係  

竹生寮              ℡０１８－８３４－２５７７  

 

 ○  「障害者就業・生活支援センター」  就業及びそれに伴う生活に関する相談、助言

等を行う。  

   県北  秋田県北障害者就業・生活支援センター   ℡０１８６－５７－８２２５  

      北秋田障害者就業・生活支援センター    ℡０１８６－６７－６００３  

秋田県能代山本障害者就業・生活支援センター  

℡０１８５－８８－８２９６  

   県央  ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター  

℡０１８－８９６－７０８８  

      由利本荘・にかほ圏域障害者就業・生活支援センター  

 E－Support（イーサポート）  

                          ℡０１８４－４４－８５７８  

   県南  秋田県南障害者就業・生活支援センター   ℡０１８７－８８－８７１３  

ネット横手障害者就業・生活支援センター  ℡０１８２－２３－６２８１  

秋田県湯沢雄勝障害者就業・生活支援センター     

℡０１８３－５５－８６５０  

 

 

 

※市町村によって異なる場合がありますので、詳しくは各市町村の申請窓口にお問い合わ

せください。  

※「平成３０年７月発刊  秋田市  障がい者のためのくらしのしおり」を  

参考にしています。この「しおり」の内容は、秋田市ホームページ内   

（下記）でもご覧いただけます。

（https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/shougaifukushi/1005378/1004948.html） 

また、冊子をご希望の方は障がい福祉課（℡018-888-5663）までお問い合わせくだ

さるようお願いします。  

※掲載させていただいている施設・団体は、本校が進路先や実習先等でお世話になってい

る事業所等です。ご了承ください。  

 

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/shougaifukushi/1005378/1004948.html

