
障がい者支援施設

社会福祉法人　秋葉会
〈障害福祉事業〉

指定児童デイサービス
日中一時支援事業
児童デイサービスセンター　希望ヶ丘
〒039-1161 青森県八戸市大字河原木字八太郎山3－138
TEL .  ０１７８－２１－１１７８（八太郎山療護園)
 ０１７８－２１－１２６２（希望ヶ丘）
FAX.  ０１７８－２０－１０１３（共用）

指定居宅介護･重度訪問介護
指定訪問介護
指定短期入所
身体障害者向け住宅
八太郎山居宅支援センター

指定訪問看護
八太郎山居宅支援センター 訪問看護ステーション
〒039-1161 青森県八戸市大字河原木字八太郎山3－140
TEL .  ０１７８－２１－２２３８ 
FAX .  ０１７８－２０－６７６７八太郎山居宅支援センター

児童デイサービスセンター 希望ヶ丘

社会福祉法人　　　　　秋葉会

〒039-1161 青森県八戸市大字河原木字八太郎山3－138
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八太郎山療護園
児童デイサービスセンター 希望ヶ丘
八太郎山居宅支援センター

交通機関／
市営バス　千葉幼稚園前～徒歩約５分
JR八戸駅～車で約15分

交通アクセス



●事業者 社会福祉法人 秋葉会

●法人沿革
　平成４年３月30日 社会福祉法人秋葉会　設立認可
　平成15年10月１日 身体障害者療護施設　八太郎山療護園開設（40床)
 八太郎山療護園　身体障害者短期入所（４床）
　平成16年７月１日 八太郎山療護園　身体障害者短期入所増床（６床）
　平成18年10月１日 八太郎山療護園　短期入所事業（新体系移行）
　平成23年10月１日 障がい者支援施設　八太郎山療護園　生活介護・施設入所支援（新体系移行）
 定員　〈生活介護〉40名　〈施設入所支援〉40名　〈短期入所〉６名

事業者者
施設の概要

サービスのご案内

施設の紹介

＊バランスの取れた季節の食材を取り入れ、
　暦行事や四季の変化に合わせた食事の提供に
心がけています。

＊個々に合わせた食事形態で提供しています。

＊八照庵では、季節や地元の
食材を使い、普段の食事
よりもひと手間加えた食事
を提供しています。

＊排泄や入浴について、同性介助の徹底に努めます。

＊その他、居酒屋外出・誕生者外出・個人外出等様々な外
出支援を行っています。

外外外外外外外外外外外外外外外

生活支援

リフト浴

個室A（短期入所利用者)

廊下

付属個室トイレ

玄関前廊下

特浴

居室

談話室

食　堂
ホール

八照庵

浴室

＊常勤の作業療法士並びに理学療法士、機能
訓練指導員が在籍しており、それぞれの専
門分野から利用者の機能訓練を行い、身体
機能維持・向上に努めます。

びにびにびにびにびにびびにびにびにびにびにびにびにびにびにびにびにびににににびににに理学理学理学理学理学理学理理学理理学理学理学理学理学理理学理学理学理学学理理 療法療法療法療法療法療法療法療法療法療法療法療療法療法療法療法法法士士士士士士士士士士士士士士 機能機能機機機能能機能機機機

リハビリ

機能
訓練室•国の定める報酬単価 給付額(9割)を除いた金額 ＋ 食事等光熱費

•各種加算に設定されている金額 ｝

サ ビススののご案内

•国の定める報酬単価 給付額(9割)を除いた金額 ＋ 食事等光熱費
•各種加算に設定されている金額

●サービス営業時間
生活介護（日中活動) 施設入所支援（夜間支援) 短期入所（ショートステイ)

9：00－17：00
（サービス提供時間10：00－16：00）

①17：00－9：00
（日中活動サービス営業）
②終日支援（24時間支援)

終日支援（24時間支援)

利用者様の自立の促進や生活の質が
向上できるよう、創作活動や入浴、
食事介助等の提供を行います。

生活介護と併せて、夜間等における
排泄及び食事介助等の提供を行いま
す。

自宅で介護する人が病気の場合に、
短期間・夜間も含め入浴・排泄・食
事介助等を行います。

●一日の流れ
時　間 内　　容 時　間 内　　容

6：00 起床・洗顔・着替え 12：00 昼食

7：30 朝食 13：30 入浴・機能訓練

8：00 バイタル測定 14：30 創作活動・喫茶

9：30 入浴・機能訓練 18：00 夕食

11：00 創作活動・リハビリ体操 21：00 消灯

●対象者
障害福祉サービス受給者証の交付を受けられた方で、

生活介護 施設入所支援 短期入所

①障害程度区分３以上
②年齢が50歳以上の場合は、障
害程度区分２以上

①生活介護を受けられていて障害
程度区分４以上の方。

②年齢が50歳以上の場合は、障
害程度区分３以上の方。

①障害程度区分１以上の方。

●サービス利用料金

※但し、個別減免・補足給付費等の負担軽減措置が適用される
場合はこの限りではありません。

●利用手続き
入居の申し込み窓口は当施設となります。
入居のご相談に随時応じておりますので、当施設まで
連絡をお願い致します。

１月 新年会
２月 八戸えんぶり観賞会
３月 さくら餅作り
４月 お花見会
５月 いちご狩り
６月 海釣り
７月 ボーリング大会
８月 八戸三社大祭見学
９月 八太郎山祭り
10月 日帰り又は宿泊旅行
11月 八戸菊祭り見学
12月 クリスマス・忘年会

１月 新年会
２月 八戸えんぶり観賞会
３月 さくら餅作り
４月 お花見会
５月 いちご狩り
６月 海釣り
７月 ボーリング大会
８月 八戸三社大祭見学
９月 八太郎山祭り
10月 日帰り又は宿泊旅行
11月 八戸菊祭り見学
12月 クリスマス・忘年会

年 間 行 事
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