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千葉県における障害者グループホーム等の数
（令和2年3月31日時点）

No. 圏域
グループホーム 生活ホーム ふれあいホーム 合計

事業所数 住居数 定員 住居数 定員 住居数 定員 事業所数 住居数 定員

1 習志野 29 79 367 0 0 29 79 367

2 市川 22 64 271 0 0 22 64 271

3 松戸 45 128 603 6 27 51 134 630

4 野田 15 35 159 0 0 15 35 159

5 印旛 40 111 538 1 4 41 112 542

6 香取 15 38 164 1 6 16 39 170

7 海匝 13 69 256 1 2 14 70 258

8 山武 18 71 345 0 0 18 71 345

9 長生・夷隅 22 64 296 2 10 24 66 306

10 安房 29 83 372 4 16 33 87 388

11 君津 35 151 724 4 11 39 155 735

12 市原 19 62 319 2 4 21 64 323

小計 302 955 4,414 21 80 323 976 4,494
千葉 44 134 822 8 33 0 0 52 142 855

船橋 34 125 616 2 9 36 127 625

柏 31 91 434 6 20 37 97 454

計 411 1,305 6,286 37 142 0 0 448 1,342 6,428



千葉県における障害者グループホーム等の推移

No. 事業種別

平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末 令和元年度末

箇所数
（※）

定員(人) 箇所数 定員(人) 箇所数 定員(人) 箇所数 定員(人) 箇所数
定員(
人)

1
障害者
グループ
ホーム

252
(866)

3,989
275 

(981)
4,526

297 
(1,061)

4,928
341

(1,142)
5,395

411
(1,305)

6,286

2
生活
ホーム 46 185 45 182 44 176 41 164 37 142

3
ふれあい
ホーム 1 4 1 4 1 4 1 4 0 0

計 299
(913)

4,178
321

(1,027)
4,712

342
(1,106)

5,108
383 

(1,185)
5,534

448 
(1,342)

6,428

※箇所数は、事業所数 （ ）内は、住居数
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千葉県が実施している障害者グループホーム等へ
の支援について
①運営費補助
グループホームの運営を安定させ、安心して利用者が暮
らし続けられるよう、千葉県内の市町村と協力し運営費
の補助を行っています。

※補助対象は、以下のとおり。
・指定共同生活援助事業所の入居者（千葉市・船橋市・柏市を除く）

内容
（補助対象）

ホームの運営に要する人件費、運営費等の経費。入居者が負担する実費は除く

補助基準額
世話人の配置や定員、利用者の障害支援区分に応じて基準額が異なります。

例）世話人配置 4:1 定員4名 障害支援区分３の方の場合
127,000円－その方の１か月のサービス報酬等

令和元年度
補助合計額

192,441,757円（千葉県負担分）



千葉県が実施している障害者グループホーム等へ
の支援について

内容
（補助対象）

グループホーム入居者等が負担する家賃に相当する額

補助基準額

家賃の1/2。上限月額25,000円。
（ただし、特定障害者特別給付（国の1万円の補助）を受けている方

は、
上限月額が20,000円となります。）

令和元年度
補助合計額

190,840,314円（千葉県負担分）

②家賃補助
グループホーム等で暮らす方に、千葉県内の市町村と協
力し、家賃の補助を行っています。

※主な補助対象者は、以下のとおり。
・市町村民税非課税世帯に属する者（生活保護世帯に属する者を除く）

（千葉市・船橋市・柏市を除く）等



千葉県障害者グループホーム等支援事業(実施状況
等)について

①事業目的

本事業は、障害者のグループホーム及び生活ホーム（以下「グループホー
ム等」という。）のバックアップ体制を強化し、グループホーム等の量的
拡充と質的向上を図ることにより、グループホーム等で暮らす障害のある
方の生活の質の向上と、施設入所者や在宅障害者等のグループホーム等を
利用した地域生活への移行を促進することを目的としています。

②障害者グループホーム等支援ワーカー

障害者グループホーム等支援ワーカーは、千葉市、船橋市、柏市を除く、
健康福祉センター（保健所）圏域ごとに千葉県内１３圏域１２か所に配置
されています。障害者のグループホーム・生活ホームに関する様々な相談
にのり、支援を行っています。



千葉県障害者グループホーム等支援事業(実施状況
等)について
③事業内容

No. 事業の概要 具体的な内容

1 グループホーム等に対する
相談支援

・事業者からの運営等に関する相談支援
・利用者、家族等からの事業所の運営等に関する相談支援

2 グループホームの新規開設
支援

・事業者等に対する新規開設に関する提案
・新規開設希望者に対する開設支援

3 グループホーム相互の協力
体制の整備等

・事業者相互の横断的機関（連絡協議会、設置者会、世話人会、
利用者会等）の設置、運営（研修会等の開催）

4
市町村、自立支援協議会、
相談支援事業所等との連携
体制の整備等

・利用者、家族からの相談に関する各種相談窓口への引継ぎ
・市町村の事業者相互の横断的機関への参画の促進
・事業者の地域自立支援協議会への参画の促進

5 グループホーム等の事業に
関する情報収集、提供等

・グループホーム等の空室情報、利用者からの利用希望情報の
収集、提供等

6
グループホーム制度の普及、
啓発

・障害者グループホーム大会、グループホーム講座の開催
・各種講演活動（県外活動を含む）
・各種広報活動（広報誌の発行、事業白書への寄稿等）

７ その他 ・利用者の権利擁護に関する運営体制の整備の支援等



千葉県障害者グループホーム等支援事業(実施状況
等)について
④令和元年度の事業（支援）実績
No. 支援対象者 支援実人数 支援延べ回数

1 入居者 638 1,550
2 世話人・生活支援員 481 660
3 サービス管理責任者 666 1,300
4 管理者 1,116 2,449
5 法人職員(事務等その他の部署) 120 209
6 開設希望者 466 1,059
7 入居希望者 935 2,455
8 入居支援者 828 1,647

9 各 圏 域 グ ル ー プ ホ ー ム 等 連 絡 協 議 会
（※1）

500 959

10 その他（※2） 853 1,600
計 6,603 13,888

（※１）各圏域グループホーム等連絡協議会または準ずる団体等。
（※２）民生委員、近隣住民、各種団体等。



グループホーム制度の概要
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介護サービス包括型指定
共同生活援助

外部サービス利用型指定
共同生活援助

日中サービス支援型指定
共同生活援助

給付 訓練等給付
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障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や、
相談等の日常生活上の支援を必要とする者。
（身体障害者は、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若
しくはこれに準ずるものを利用したことがある者）

主な対象として、重度化・高齢化のため日
中活動サービス等を利用することができな
い障害者（日によって利用することができ
ない障害者を含む）
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主として夜間において、共同生活を
営むべき住居において、当該事業所
のスタッフにより、
・利用者に対する相談援助、
・入浴、排せつ及び食事の介護、
・健康管理、金銭の管理に係わる支
援、
・余暇活動の支援、緊急時の対応、
・就労先その他の関係機関との連絡

調整
・その他日常生活を営む上で必要な
支援を行う。

主として夜間において、共同生活を営む
べき住居において、当該事業所のスタッ
フにより、
・利用者に対する相談援助、
・健康管理、金銭の管理に係わる支援、
・余暇活動の支援、緊急時の対応、
・就労先その他の関係機関との連絡調整
・その他日常生活を営む上で必要な支援
を行う。
また、入浴、排せつ及び食事等の介護に
ついて、居宅介護サービス事業者への委
託により行う。

1日を通じて共同生活を営むべき住居に
おいて、当該事業所のスタッフにより、
・利用者に対する相談援助
・入浴、排泄及び食事の介護
・余暇活動の支援、緊急時の対応
・日中活動サービス事業所その関係機関
との連絡調整
・その他日常生活を営む上で必要な支援
を行う。

利用期
限 期限の定めなし

食事 事業者が提供(任意)

夜間体
制 特に規定はなし（利用者において必要な場合は夜間体制を評価する加算あり）

夜間及び深夜の時間帯を通じて、共同生
活住居ごとに夜勤を行う夜間支援従事者

（宿直勤務を除く）を一人以上配置



サテライト型住居の概要
項 目 サテライト型住居

給付 訓練等給付

障害支援区分 定めなし

サービスの内容

共同生活援助計画に基づき、定期的な巡回（※）等により、相談、入浴、排泄
又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。
※原則として１日複数回の訪問を行なうことを想定しているが、訪問回数や訪
問時間等については、利用者との合意の下に決定すること。サテライト型入居
者が本体住居で過ごす時間や心身の状況に応じて、訪問が無い日があることを
必ずしも妨げるものではない。

利用期限 原則３年

食事
本体住居においての食事/利用者の自炊どちらも可能

利用者との合意の下に決定

夜間体制 特に規定はなし



グループホームの指定基準について

（1）事業所指定の単位について

【法人以下単位】

①グループホームについて



（２）人員、設備及び運営について
①人員に関する基準

介護サービス包括型 外部サービス利用型 日中サービス支援型

職 種 職務内容 配置基準(人数、常勤換算)

管理者 従業者及び業務の管理その他の管理を
一元的に行う。 ・常勤 １人配置 ・兼務可（ただし管理業務に支障がない場合） ・資格要件なし

サービス
管理責任者

・利用者の個別支援計画の作成
・サービス内容の評価
・日中活動サービス業者との

連絡調整等
・他の従業員に対する技術的な指導

及び助言

・事業所定員３０人以下で、１人配置。
・世話人又は生活支援員との兼務可、非常勤可（ただし定員２０人以上は専従に努める）

・資格要件あり

世話人 食事の提供や生活上の相談等、日常生
活を適切に援助。

・兼務可、非常勤可
・資格要件なし

・利用者の人数により配置数が異なる
※［利用者：世話人］の配置を選択する

６：１利用者数÷６
５：１利用者数÷５
４：１利用者数÷４

（常勤換算方法による）

・兼務可、非常勤可
・資格要件なし

・利用者の人数により配置数が異
なる※［利用者：世話人］の配置

を選択する
５：１利用者数÷５
４：１利用者数÷４
３：１利用者数÷３

（常勤換算方法による）

生活支援員 食事や入浴、排せつの介護等

・兼務可、非常勤可
・資格要件なし
・利用者の区分により配置数が

異なる
区分３の利用者数÷９
区分４の利用者数÷６
区分５の利用者数÷４
区分６の利用者数÷2.5
の合計数以上

（常勤換算方法による）

・配置不要
・入浴、排せつ及び食事等

の介護について、居宅
介護サービス事業者へ
の委託により行なう。

介護サービス包括型と同様

夜間支援従
事者

夜間及び深夜の時間帯に入居者の状態
に応じた介護を行う。

特に規定はなし。利用者において必要な場合は夜間体制を
評価する加算あり。

夜間及び深夜の時間帯を通じて、
共同生活住居ごとに夜勤を行う夜
間支援従事者を（宿直勤務を除
く）を一人以上配置。



②設備に関する基準

グループホームの本体住居 サテライト型住居

設置場所

・入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設若し
くは通所により主として日中においてサービスを提供する事

業所又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。

・住宅地又は住宅と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の
機会が保障される地域にあること。

・左記の条件を含め、当該入居者が本体住居であるグ
ループホームとの間を通常の交通機関を利用し20分
以内で移動可能な範囲。

定員の
基準

・事業所全体で4人以上
・共同住居1か所あたりの定員は2人以上10人以下とし、同一敷地

内に複数の共同生活住居を設置する場合にあっても、その入
居定員の総数を2人以上10人（知事が必要と認めるときは20
人）以下とする。

（既存建物を利用する場合は2人以上20人以下）

1人

居室

・1つの居室の定員は、1人とすること。
・居室の面積は、収納設備等を除き7.43㎡以上
※「居室」とは、廊下、居間等につながる出入口があり、他の居

室とは明確に区別されているものをいい、単にカーテンや簡
易なパネル等で室内を区分しただけでは認められません。

・居室定員1人
・居室面積は左記に同じ

交流を
図る設備

・居室に近接して設けられる相互に交流を図ることのできる設備
（居間、食堂等）

本体住居の設備を利用

台所・便所
浴室・洗面設

備

・10名を上限とする生活単位ごとに区分して配置
・各設備必要
・その他、本体住居と適切に連絡が取れる通信機器

（携帯電話可）

【介護サービス包括型および外部サービス利用型の場合】



②設備に関する基準
【日中サービス支援型の場合】

設置場所

・住宅地又は住宅と同様に入居者の家族や地域住民との交流の機会が保障される地域に
あること。
・入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設、又は病院の敷地外にある
ようにしなければならない。
（例えば、同一敷地内に複数の共同生活住居を設置するなど、一定の地域に集約して立
地することで、上記に掲げる事項に支障が生じることがないように留意しなければな
らない）

定員の基準

・新規建物で設置する場合1か所あたりの定員は、2人以上10人以下とする。1つの建物
に複数の共同生活住居を設ける場合には、入居定員の総数を20人以下とし入口（玄
関）が別になっているなどの建築構造上、共同生活住居ごとの独立性の確保が必要で
ある。

・既存建物を利用する場合は、1か所あたり2以上20人以下となる。（都道府県知事が必
要と認めた場合には、30人以下）

居室
・1つの居室の定員は、1人とする。
・居室の面積は、収納設備等を除き4.5畳（7.43㎡）以上
※「居室」の定義は、介護サービス包括型・外部サービス利用型と同様。

交流を図る場所
・居室に近接して設けられる入居者が相互に交流を図ることのできる設備を設け（居間、

食堂等）、その設備については、入居者の状況や介護の支援等を行うことを考慮した
うえで、十分な広さを確保する。

台所・便所・浴室
洗面所の設備

・10名を上限とする生活単位ごとに、複数の便所、浴室、洗面所、台所が必要であり、
入居者の特性に応じて工夫する。



【日中サービス支援型の運営に関する基準】

短期入所

・日中サービス支援型指定共同生活援助事業所（以下日中サービス支援型）
の入居定員のほかに、地域で生活する障害者の緊急一時的な支援に応じら
れるよう指定短期入所を併設又は同一敷地内に設置する必要があります。
併設の場合には、指定短期入所の従業者が日中サービス支援型の夜間支援
従事者との兼務が可能です。
・利用定員数は、日中サービス支援型の入居定員数の合計が、20人又はそ
の端数を増すごとに1以上5人以下となります。

協議の場の設置

・日中サービス支援型を地域に開かれたサービスにすること、サービスの質
を確保する目的から地方自治体が設置する協議会等への定期的な報告が必
要となります。（少なくとも年1回以上）

・協議会等に対して運営方針や活動内容などの状況を報告し、評価を受ける
とともに必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければなりません。

（知事が必要と認めた場合事業者は、協議会等に運営方針や活動内容等を説
明し、協議会による評価を受けた内容を知事に提出する）

・協議会等への報告等の記録は、個人情報の保護に留意しつつ、5年間保存
する。また、当該記録や事業の運営状況を積極的に公表するものとする。



（３）建築基準法における注意点

・グループホームは、建築基準法上では建物の扱いの規定がされ
ていません。そのため建築基準法上は施設の規模・配置及び各
室の独立性等から判断して用途の取り扱いを決めることになり、
相談に応じて寄宿舎・共同住宅・児童福祉施設等のいずれかと
して取り扱われます。
・詳細については、共同生活住居の所在地の特定行政庁（市町
村）の窓口にお問い合わせください。



（４）消防法における基準について
①消防法・消防法施行令における

グループホームの取扱いについて

障害者総合支援法第５条第１７項に規定する共同生活援助を行なう施設
（避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る※）

（６）
項ロ

障害者総合支援法第５条第１７項に規定する共同生活援助を行なう施設
（上記以外）

（６）
項ハ

※障害支援区分4以上であって、認定調査項目における「移乗」「移動」「危険の
認識」「説明の理解」「多動・行動停止」「不安定な行動」の6項目いずれかに
おいて、「全面的な支援が必要」「理解できない」「判断できない」等に該当す
る利用者が、全利用者の概ね8割を超えるもの。
※詳細については、共同生活住居の所在地の各消防本部の窓口にお問い合わせくだ
さい。

【消防法施行令別表第一におけるグループホームの分類】



（５）運営に関する基準
【運営に関する原則】

・事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえ
た計画（以下「個別支援計画」）を作成し、これに基づき利用者に
対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果につい
て継続的な評価を実施すること、その他の措置を講ずることにより、
利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しな
ければならない。

・事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思、及び人格を尊重して、
常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉
サービスの提供に努めなければならない。

・事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設
置する等、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、
研修を実施するなどの措置を講ずるよう努めなければならない。



指定障害福祉サービス事業者等に対する指定
及び指導等の状況

・内容及び手続きの説明及び同意

・計画の作成（書類の交付）

・サービス提供の記録

・サービス管理責任者の責務

⇒サービス管理責任者の主要業務（サービス提供プ
ロセスの管理）が守られていない

【主な指導事項】



Ｐ４
０

１ 障害者虐待防止・権利擁護研修の実施
市町村、施設従事者、使用者 など

２ 広報・啓発活動
パンフレットの作成

３ 障害者虐待防止アドバイザー派遣
市町村や障害者福祉施設、障害福祉サービス事業所等に、適切な対応や
障害者虐待が防止できるよう、専門的な立場から助言を行う障害者虐待
防止アドバイザーを派遣。

【活用例】
・施設での支援が難しい人への対応について助言がほしい！
・県内の障害者虐待の件数や事例を知りたい！
・経験の浅い職員の育成に悩んでいる・・・。

主なアドバイザー：弁護士、県にて選定した施設関係職員、千葉県職員等

障害者虐待を防止するために～千葉県の取り組み～
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ご清聴ありがとうございました。

千葉県 健康福祉部 障害福祉事業課

事業支援班



参考資料

千葉県障害者グループホーム等支援事業
令和元年度事業白書

障害者グループホーム開設マニュアル


