
 
 

 

 

 

 

 

 「障害のある方が地域で暮らす家」としてグループホームの制度創設から、今年で３２

年目になります。全国のグループホーム利用者は１３万人以上となり、その数は障害者

支援施設を超えました。 

 当初グループホームに入居できるのは、就労している知的障害者だけでしたが、現在

では障害種別・支援の軽重を問わず、あらゆる方が利用できるようになりました。 

 地域の中でグループホームに求められることも、年々大きくなっています。「誰もが、

ありのままに、その人らしく暮らす家」となるために、グループホームにできることは何

か？を、もう一度考えてみませんか？ 

 

主催：千葉県・千葉県障害者グループホーム等支援事業連絡協議会 

後援依頼予定：千葉市・船橋市・柏市・障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 

       千葉県障害者グループホーム等連絡協議会・千葉県生活ホーム連絡協議会 

       習志野圏域障害者グループホーム等連絡協議会・市川圏域障害者グループホーム等連絡協議会 

       松戸圏域障害者グループホーム等連絡協議会・野田圏域障がい者グループホーム等連絡協議会 

       印旛圏域障害者グループホーム等連絡協議会・安房圏域障害者グループホーム等連絡協議会 

       君津圏域障害者グループホーム等連絡協議会・香取圏域障害者グループホーム等連絡協議会 

        

                                              



プログラム 
 

司会挨拶 石塚 友子  （習志野圏域障害者グループホーム等支援ワーカー） 

主催者挨拶  

原見 律子（千葉県健康福祉部障害福祉事業課 課長）  

白井 正和（千葉県障害者グループホーム等支援事業連絡協議会 会長）  

 

基調講演 

「誰もがありのままに、地域で暮らす・・・支援の原点」 

講師：社会福祉法人さざんか会 理事長 宮代 隆治       （約８４分） 

 

 

分科会① 地域とがるグループホームを創るために 

コーディネーター： 

社会福祉法人ロザリオの聖母会ナザレの家あさひ      所長 荒井 隆一 氏 

登壇者：社会福祉法人彩会             事務局長 橋本 めぐみ 氏 

    社会福祉法人三芳野会グループホームみよしの 管理者 岡田 まゆみ 氏 

    特定非営利活動法人みのり福祉会        理事長 立田 芳弘 氏 

（約９３分） 

 

分科会② グループホーム従事者のメンタルケアＷＩＴＨコロナ 

登壇者：ここからクリニック               院長 佐多 範洋 氏 

    仙台市グループホーム連絡会         事務局長 横谷 聡一 氏 

コーディネーター：長生・夷隅圏域障害者グループホーム等支援ワーカー 金沢 千絵 

（約７３分） 

 

分科会③ 多様生活探訪～一つじゃない、グループホームの様々な暮らし方～ 

登壇者：県内３名の入居者の方 

（約５２分） 

 

分科会④ 障害者グループホームとは？ ～サービス内容について知ろう～ 

発表者：市原圏域障害者グループホーム等支援ワーカー         相川 大祐 

                                  

閉会挨拶 林 弘志     （海匝圏域障害者グループホーム等支援ワーカー） 

（約３７分） 



 

基調講演 

テーマ 「誰もがありのままに、地域で暮らす…支援の原点」 

【登壇者紹介】 

講師：宮代 隆治氏  社会福祉法人さざんか会 理事長 

 

[講師職歴] 

1973年大学卒業と同時に船橋市にある精神薄弱児通園施設「京葉学園」に指導員として入職、主

に就学前幼児の療育に従事する。 

1982 年園長職に就き、1983 年上記の「京葉学園」を精神薄弱者通所更生施設へ施設の種別変更

を行う。県下、民間第 1 号の通所更生施設として。1991 年同じく通所施設「ゆたか福祉苑」を設

立。1995 年、小規模福祉作業所「さざんか作業所」を設立。同時に生活ホーム 2 か所の運営を開

始する。 

2000 年入所施設（個室・ユニット型）「のまる」を設立するが、並行して地域生活支援センター

「魔法のランプ」を設置して、居宅介護事業を開始する。 

2003 年、理事長職に選任。以後、専らグループホームの拡充に奔走する。2006 年、知的障害児

通園施設「とらのこキッズ」を設立、2015年児童発達支援センター「さざんかキッズ」を設立する。 

 

所属する法人さざんか会は、船橋市手をつなぐ育成会が 1954年に設立され、その運動の結果 1972

年に誕生したものです。上記、1983年に児童施設を成人施設に変更したのは、当時地元特別支援学

校の第一回の卒業生が出現する時期であり、特に重い障害のある子供たちの進路先が無く、親御さ

んたちの「重い障害の子も利用できる施設を」という思いからのものです。このように、その折々

に是非必要な施設を、こんなサービスをという要望を受けながら可能な限り実現して来ました。 

現在、船橋市内に 7か所の事業所と 15か所のグループホーム、香取郡東庄町に事業所 2か所と 1

グループホームを構えています。 

 

［職業以外の主な活動］ 

・NPO法人船橋福祉相談協議会理事長 

・障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会副代表 

・船橋市社会福祉審議会委員他 

※以前は千葉県及び船橋市の障害者計画や地域福祉計画の策定委員や自立支援協議会に所属して

いました。 

 



「誰もがありのままに、地域で暮らす
・・・支援の原点」

第12回千葉県障害者グループホーム大会

社会福祉法人さざんか会 宮代隆治



1.グループホーム誕生の背景は?
(厚生省障害福祉課長浅野史郎氏の思いから)

①1989(平成元)年頃の障害者施策

・障害者を救済、保護すると同時に社会復帰に向けて訓練を施しその克服に

努める(更生)。⇒そのために施設を整備する。

・親(家族)が元気の間の地域生活、いずれは施設(入所)暮らしが暗黙の了解。

・〝親なきあと〟の呪縛、施設整備の意味と現実の乖離。⇒〝椅子取りゲーム〟

一度入ったら二度と…。

・全国施設長会議時の厚生省の行政説明は。

・障害当事者や家族を〝地域で支える〟という理念が希薄、

当然そのシステムも然り。



2.〝施設〟そして〝障害者〟への思いから
具体的施策へ

①1985年北海道福祉課長として施設の見学から感じ考えたこと。

「何より印象に残ったのは…(記述略) …疑問が付きまとった」。

②グループホーム制度設立への情熱。

｢厚生省障害福祉課長になったその日から…(記述略)  …施設に対する怒り

の気持ちを隠せなかった」。

③1989(平成元)年の春全国施設長会議の行政説明で浅野氏の檄。

「入所施設の定員6万人。そのうち自立退所するのは年に500人。

1％未満というのは一体どういうことか!」

〇施設を〝海の家〟に、グループホームを〝浮き袋〟に例えて。

〇会場からは〝拍手〟と〝ブーイング〟とそして〝無関心〟。

*出典「賃金と社会保障No1701 (2018年3月上旬号)」より



3.グループホームの制度設計

①基本的性格は?

「施設を単に小型化したものではなく、指導や訓練は最小限で管理性は排除

される。一市民として、全ての権利が保障されるよう最大の配慮をしなければ

ならない」。

②入居者の条件は?

ア、15歳以上の者 イ、日常生活上援助を受けないで生活することが可能で
ないか又は適当でないこと ウ、数人で共同の生活を送ることに支障がない程度
に身辺自立ができている エ、就労(福祉的就労含む)していること オ、日常〝
生活を維持するに足りる収入があること カ、入居時に援護施設(入所)等の措置
を解除してあること ⇒選ばれた人が入居することからスタート

(厚生省障害福祉課監修 精神薄弱者の地域生活援助 平成3年刊行より)

*こうして全国に100か所で入居者437人、予算は約1億円で始まる。



4.私論・グループホームとは

①障害のある人の自立

・親(家族)が丸抱えする存在、或いは施設に委ねざるを得ない存在から一市民として

自立した存在へ。

②生活・人生の主人公へ(措置からの脱却)

・自己主張(自分の意志)のできる世界へ。

③障害そして障害者観の転換

・①や②を通して、地域住民に価値の転換を促す。 *障害者は施設に居ることが当然或

いは幸せ? ⇒「この街に障害者の存在することが当たり前であり、それは何ら変わら

ぬ普通の生活を送ること」。

④障害者施策の基軸とは

・誰が、何のために施策を作るのか?⇒障害当事者へのフォーカス

ノーマライゼーション、国際障害者年の〝完全参加と平等〟、そして「私たちを抜き

にして私たちのことを決めないで」⇒障害者権利条約の萌芽へ



5.より多くの人(重い障害)も利用できるように

①より低いハードルへ

・1992(平成4)年 精神障害者グループホーム制度スタート

・1995(平成7)年 グループホームにおけるバックアップ施設要件緩和

・1996(平成8)年 重度加算創設

・2000(平成12)年 就労要件の撤廃(日中活動の場を持てば可)        

・2006(平成18)年 障害者自立支援法施行

そして

・報酬が日額性 ケアホーム誕生 サービス管理責任者の配置

・GH居住最小単位2名から GH事業は4名から1事業に

・小規模事業加算、医療連携体制加算等各種加算制度の創設

・障害程度区分2以上に夜間支援体制加算・障害程度区分3以上に支援員配置基準等々



6.グループホームの変容
～障害者自立支援法を契機に～

①定員と規模

・1住居最大定員10名とし、同敷地に2棟までの設置が可。場合(知事の認可)

によっては3棟もあり。

⇒ア、4名程度の家族的人数による暮らしは?

イ、施設のユニットケアとグループホームはどこが違うの?

ウ、集団が大きくなると規則など制約も多くならないの?

エ、普通の民家に収まらない大きな建物、それは目立たないの?

オ、一か所に大勢の障害者が暮らす様子は、街中の普通の姿?



②病院や施設敷地内の設置を認める

⇒ア、職と住の分離は原則では?

イ、地域で暮らすという感覚はどうなるの?

ウ、それを眺める市民の感想は?

地域の中の普通の家でその風景に溶け込むように、小集団

とは言え融通の利く家族単位の人数で、決して目立つことも

なく、自分の思いを大切に毎日を送る、と言うコンセプトに

危機感。そして、この傾向は継続しグループホーム誕生時の

あり様とはかけ離れてきてないか?



6.グループホームの変容の2

～消防法及び建築基準法に照らし～

①高齢障害者グループホームの火災事故

※日本グループホーム学会研修資料より抜粋



※日本グループホーム学会研修資料より抜粋







7.最近の施策の変遷

①2014(平成26)年

・ケアホームがグループホームに一元化

・共同生活援助は〝介護サービス包括型〟と〝外部サービス利用型〟に。

・サテライト住居制度開始

②2017(平成30)年

・〝日中サービス支援型〟が新設、3類型に。

・〝自立生活援助〟が訓練等給付事業に新設。



8.ここまで増えたグループホーム
～国保連データーから～

〇2020年9月現在

共同生活援助

・介護サービス包括型 119,088人

・外部サービス利用型 15,595人

・日中サービス支援型 3,087人

合計137,770人



8.ここまで増えたグループホーム
～国保連データーから・多様な居住(2020.9)～

・施設入所支援 127,449人

・共同生活援助(グループホーム)        137,770人

・療養介護 20,931人

・宿泊型自立訓練 3,213人

・医療型障害児入所支援 1,854人

・障害児入所支援 1,398人

・重度障害者等包括支援 34人



8.ここまで増えたグループホーム
～国保連データーから・年度末入居者数～
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年 次 入居者数 増 減

H 23 63,323 ＋7,340

H24 71,866 ＋8,543

H25 81,729 ＋9,863

H26 88,897 ＋7,168

H27 96,012 ＋7,115

H28 102,288 ＋6,276

H29 108,302 ＋6,014

H30 114,822 ＋6,520

H31 122,673 ＋7,851

R 2 131,627 ＋8,954



8.ここまで増えたグループホーム
～国保連データーから・三類型合計入居者数～

都道府県名 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 合 計

1 北海道 10,126 2,122 378 12,626

2 東京都 11,219 538 164 11,912

3 神奈川県 9,701 36 224 9,961

4 大阪市 9,641 65 69 9,775

5 愛知県 6,281 108 209 6,598

6 福岡県 5,180 916 182 6,278

7 千葉県 5,281 250 138 5,664

8 埼玉県 4,697 422 243 5,362

9 兵庫県 3,506 232 58 3,796

10 茨城県 2,717 541 56 3,314



8.ここまで増えたグループホーム(2020 9)

～施設入所支援よりグループホーム入居者が多い都道府県～

都道府県 グループホーム 施設入所支援 差 異

北海道 12,626 9,404 3,222

東京都 11,921 8,727 3,194

神奈川県 9,961 4,783 5,178

大阪府 9,775 4,765 5,010

愛知県 6,598 3,988 2,610

千葉県 5,664 4,215 1,449

長崎県 2,881 2,338 543

長野県 2,834 2,227 607

宮城県 2,660 1,812 848

大分県 2,094 1,891 203

佐賀県 1,533 1,311 222



9.県のグループホーム拡充のターニングポイント

〇第三次千葉県障害者計画～誰もがその人らしく地域で暮らすために～

(2004(H.16)年7月)

・「千葉県障害者地域生活づくり宣言」

1.障害の重い人でも地域で暮らせるよう、重度・重複障害者や医療ケアの必要な障害者が

利用できるグループホームの創設を検討し、グループホームを支援する支援ワーカーを

配置します。

2.障害者就業支援キャリアセンター

3.中核地域生活支援センター

4.障害のある人もない人もともに暮らしやすい千葉県づくり条例

施 策 項 目 千葉・船橋
の扱い

H15年度末の現状 H20年度末の数値目標

知的障害者グループホーム(生活ホーム含む) 千船除外 380人 1,080人

精神障害者グループホーム(ふれあいホーム含む) 千除外 137人 410人



10.障害者虐待・グループホームは
～障害者虐待対応状況調査より～

(虐待が認められた事業所種別と件数・比率)

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

就労継続B型
20(25.0)

障害者支援施設
71(27.0)

障害者支援施設
76(24.4)

障害者支援施設
88(26.0)

障害者支援施設
99(24.7)

障害者支援施設
118(25.0)

障害者支援施設
136(23.0)

障害者支援施設
18(22.5)

就労継続B型
51(19.4)

就労継続B型
45(14.5)

グループホーム
63(18.6)

グループホーム
76(19.0)

グループホーム
87(18.8))

生活介護
106(17.9))

グループホーム
14(17.5)

グループホーム
45(17.1)

グループホーム
45(14.5)

就労継続B型
49(14.5)

就労継続B型
52(13.0)

放課後デイ
57(12.3)

グループホーム
89(15.0)

生活介護
9(11.3)

生活介護
36(13.7)

生活介護
40(12.9)

生活介護
43(12.7)

生活介護
43(12.7)

生活介護
54(11.6)

就労継続B型
74(12.5)

就労継続A型
7( 8.8)

就労継続A型
16(6.1)

放課後デイ
30(9.6)

放課後デイ
35(10.3)

放課後デイ
42(10.5)

就労継続B型
43(9.3)

放課後デイ
70(11.8)

80
(100)

263
(100)

311
(100)

339
(100)

401
(100)

464
(100)

592
(100)



11.誰もがありのままに
その人らしく地域で暮らす

～グループホームの役割・機能を考える～

①障害者の地域生活の主流となったグループホームの課題

ア、「手に負えない!」で退去を迫られる

イ、入所支援施設に残る高齢者及び重度の障害者

ウ、グループホーム入居者の高齢化及び重度化対応

エ、強度行動障害を有する人たちの地域生活を支える

オ、入居者個々に合格点を貰う生活の質の保障



11.誰もがありのままに
その人らしく地域で暮らす(その2)

～グループホームの役割・機能を考える～

②課題に向かって

ア、グループホームのあること、そして営むことの意味の理解。

損得を越えて、理念に近付くことを大切に。

イ、移行しやすい人のみの移行。当事者の意向は尊重されているか?

ウ、「日中サービス支援型」ホームは目的のとおり機能するか?

エ、基本は〝個人としての生活〟であり、思いが満たされているか?

・個人的居宅サービス利用や居宅系事業の利用

・相談支援との連携機能。



12.袖ヶ浦養育園虐待死事件と地域生活
①彼の死の責任は皆にある!

〝強度行動障害〟のレッテルを張られ、袖ヶ浦に入り

その後誰も彼を迎えに行かなかった。

地域から見捨てられたのでは? 誰も彼のことを思い出す

こともなく、だんだん忘れられた存在に…。

「無関心」からの孤独、孤立、寂しさ等々その中にあ

ったのでは…。手を指し伸ばす人のいない世界とは。

②グループホームを運営することの意味を考えて

「地域でしっかり受け止め、支える」



13.支えるシステム作り
～点から面へ～

①あなた任せから皆で作るへ

・力のある、やる気のある法人事業所だけでは続かないし、

とても足りない。

・各地で始まった試みの例

〇発達障害者地域支援マネージャー事業(横浜市)

〇強度行動障がい者集中支援事業(福岡市)



14.最後に

○「誰もがありのままに地域で自分らしく暮らす」は千葉県地域福祉計画作成時(平成16 

年4月)に皆で作りました。⇒ 障害があろうがなかろうが、私は私のままにここで暮
ら

します、と。これが新しい、千葉の地域福祉像。

○〝津久井やまゆり園事件〟にあるように、まだまだ障害者の存在が危ぶまれる時代があ

ります。しかし、今全国に13万人以上の障害者が地域で暮らしています。

昔、〝10万人のグループホーム〟を、と標榜したときがありました、それを思うと、

隔世の感を覚えます。この事実を尊重したい。

○「誰が地域で暮らせるか」ではなく、望む人誰もが地域で暮らすことができる、その一

つとしてグループホームに住まうことが当然となりますよう。そのために、制度更な

る充実を望みます。



おまけです

〇日本グループホーム学会「グループホーム設置運営マニュアル」より

①グループホームには、集団生活ではない個人の暮らしがある

②グループホームでは、自分の暮らし方は自分で決める

③グループホームとは、入居者一人一人の生活を実現できる生活の場である

④グループホームでは、そのために必要な援助を受けることができる

⑤グループホームとは、まちの中で普通に暮らしたいという障害者の思いから

作られた

⑥グループホームは、入居者を指導・訓練するところではなく暮らしの場である

⑦グループホームでは、できないことは職員が手伝う


