
 

分科会１ 

テーマ 地域と繋がるグループホームを創るには 

【分科会概要】 

新型コロナウイルス感染症防止対策、多様な障害特性を抱えた方への支援など、GHのみで入居者の暮らし

を支えることは、困難になっています。安心で豊かな暮らしを送るための原点と方向性について、お話し

いただきます。 

【登壇者紹介】 

コーディネーター 

荒井 隆一氏 社会福祉法人ロザリオの聖母会 ナザレの家あさひ 所長 

身体障害者療護施設、重症心身障害児施設、レスパイト・居宅介事業所、２４時間３６５日相談の中核地

域生活支援センターなどを経て、現在は病院や施設から独立させたバックアップ機能を持つグループホー

ム支援センター「ナザレの家あさひ」の所長に就任。現在旭市内に、知的障害、身体障害、精神障害、重

症心身障害、強度行動障害、ＡＣＴを利用する精神の方など、２０ヶ所のグループホームに９１名の方が

暮らすグループホームを支援する。 

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。 

 

登壇者 

橋本 めぐみ氏 社会福祉法人彩会 事務局長 

大学在学中から（１９７７年～）施設から自立して暮らす障害者の介助をする。松戸特別支援学校（養護

学校）の生徒と遊ぶサークルと障害者通所施設「喜楽家（きらくのいえ）」（無認可）にもボランティアに

行き、そのまま就職。社会福祉法人化を進め、２００２年に施設長就任。グループホーム（ホームきらく）

が軌道に乗り、法人が大きくなってきたので２０１６年より法人本部の事務局長となる。（現在もホームの

生活支援員も兼務している） 

 

岡田 まゆみ氏 社会福祉法人三芳野会 グループホームみよしの 管理者 

学生時代教職を目指したものの夢かなわず。できれば地元館山で人にかかわる仕事に就ければと思ってい

たところ、安房地域で初めての知的障害者の施設が開設し、３年間右も左もわからないまま勤め、その後

ご縁があり、精神障害者の社会復帰施設の再就職。実家の借家を利用者に提供したことでこの道にのめり

込んで早３０年の月日が経ってしまいました。現在は法人の統括施設長ですが、現場大好きで今も走り回

っています。 

 

立田 芳弘氏 特定非営利活動法人みのり福祉会 理事長 

私、生まれも育ちも佐倉市。１９８０年、大学卒業後、県内の特別支援学校、教員になる。２０年近く障

がいのある児童や生徒の教育に携わる。小学部や肢体不自由の受け持ちもしたが、ほとんどが進路指導を

担当する。その後、教員を退職し、印西市にある生活介護事業所で７年間、サービス管理責任者、管理者

を勤める。２００８年に酒々井町で就労移行支援事業所を立ち上げ、２００９年にみのり福祉会を開設し、

理事長に就任する。現在、みのり福祉会は 11年目になり、就労移行、就労継続 B型、放課後ディ、児童発

達支援、相談支援、共同生活援助、居宅介護事業所、等の様々な福祉サービス事業を行っている。 



地域と繋がるグループホームを

創るために

第12回 千葉県グループホーム大会 第1分科会

社会福祉法人 彩会 橋本めぐみ



自己紹介



障害を持つ子供たちとの出会い～
グループホームの立ち上げまで

• 特別支援学校のこどもたちとの出会い ボランティアとして

• 喜楽家（きらくのいえ）に通い詰める ボランティアから仕事に

• こどもだった方を利用者として受け入れて

• ご家族の高齢化

• ご本人の想いとご家族の想い

• グループホームの立ち上げへ



法人の成り立ち
社会福祉法人 彩会

1976.7. 喜楽家（きらくのいえ） 開設 （現 生活介護） 松戸市

1996.4. ザザビー・ドゥ 開設 （現 生活介護） 柏市

2002.4. 社会福祉法人彩会 設立

2002. 生活ホーム「ぽちぽちいこか」開設 柏市

2004.           指定居宅支援事業「れいじ～」法人内へ統合 （元 NPO法人）

2005.           グループホーム「ぽちぽちいこか」⇒ケアホーム⇒グループホーム

2013.10.   ケアホーム「ホームきらく」開設⇒グループホーム 松戸市

2014.4 相談支援センターいろどり 開設 柏市

2017.8. まんてん（多機能 B型・生活介護） 開設 柏市

2018.10. 第2喜楽家（生活介護） 開設 松戸市



法人の概要１
社会福祉法人 彩会

•理念 「地域で生きる喜び 笑顔でつなげよう」

喜楽家は４４年前の制度も資源も何もない時から

地域の（近所の）方々に助けられながら集う場をつくり

外に出て存在を知ってもらうために

様々な行事 （サマーキャンプ・バザーなど）を

企画し運営してきました。



法人の概要２
社会福祉法人 彩会

•理念 「地域で生きる喜び 笑顔でつなげよう」

ザザビー・ドゥは、喜楽家を見てそんな場が柏にもほしいと思い

資金を作るためにリサイクルショップを開き

２４年前に柏の地に開設しました。



法人の概要３
社会福祉法人 彩会

•理念 「地域で生きる喜び 笑顔でつなげよう」

資金難が続き、解消するために二つの作業所が一緒になり

「社会福祉法人彩会（いろどりかい）」となり

身体障害者小規模通所授産施設 喜楽家と

知的障害者小規模通所授産施設 ザザビー・ドゥができました。



法人の概要４
社会福祉法人 彩会

•理念 「地域で生きる喜び 笑顔でつなげよう」

法人ができるより前に、

一人暮らしの方と家族では支えきれない方を支えるために

介助派遣事業れいじ～を立ち上げました。（互助会事業）

支援費制度ができ互助会ではなく公費でできるようになったため

NPO法人となりました。その後法人内へ。



法人の概要５
社会福祉法人 彩会

•理念 「地域で生きる喜び 笑顔でつなげよう」

同時期に

県単独の事業 生活ホーム制度を利用して

「生活ホーム ぽちぽちいこか」ができました。



法人の概要６
社会福祉法人 彩会

•理念 「地域で生きる喜び 笑顔でつなげよう」

「ぽちぽちいこか」は法人内の事業となり

制度上の変化から

グループホーム・ケアホーム・グループホームとなり、

２０１１年にはもう一つグループホームができています。



法人の概要７
社会福祉法人 彩会

•理念 「地域で生きる喜び 笑顔でつなげよう」

日中支援、居宅支援ではいよいよ支えきれなくなった方は

入所施設の短期入所を繰り返すようになり、

重度の肢体不自由と知的障害を併せ持つ方たちのための

グループホームをつくろうと

２０１３年に「ホームきらく」を開設しました。



ホームきらくは生まれ育った地で 慣れた日中活動の場に通いながら

重度の障害があっても 家族がいなくても

暮らしていくことができるように と開設しました。

男性２名、女性３名のホーム 開設当時はご両親が来たり

ヘルパーを派遣しながら帰省したりしていましたが

現在はご家族を亡くしたり、老人ホームに入所したりとなっています。

ホームきらく



介護サービス包括型（個人単位のホームヘルプ利用‶重度訪問介護“）

住居形態：戸建 バリアフリーにするため 新設

定員：7名(男女) 5名利用 空床利用(2名)で短期入所をしています。

入居者の主たる障害：身体障害（重複） 全介助 3名 ほぼ全介助2名

食事形態：ミキサー食 3名

ホームきらく



• 世話人と生活支援員を区別

• 世話人：食事、掃除、洗濯

• 生活支援員：直接介助、生活支援、掃除、洗濯

• 同性介助

• 必要な人数：朝夕の介助体制、夜間の体制

• 居宅介護（重度訪問介護）＝ヘルパーの採用

• 生活介護施設の応援

ホームきらく



ホームきらく ～大切にしていること～

• 「グループホーム」は「家である」ということ

• 当事者本位…入居者中心

• 個別支援 団体生活を強要しない

• 選ぶことができるように

• 効率を重視しない

• 制度にとらわれない

• 悩むこと 迷うこと あきらめないこと

• 聞くこと 想像すること 学ぶこと



ホームきらく

入居者の一人ががんに

治療できないと言われて

看取りの覚悟をもつということ

看取りを経験して

コロナの覚悟



医療連携について

•看取りの経験

訪問診療の先生との出会い

訪問看護の責任者との出会い

•現状

訪問診療、訪問リハビリ、訪問看護、訪問歯科衛生士



シンポジウム

「地域と繋がるグループホームを創るために」

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



成へへ成

社会福祉法人三芳野会の沿革

・昭和６３年１２月 精神障害者社会復帰施設の設置・運営を目的に

社会福祉法人三芳野会設立。

・平成元年 ６月 精神障害者生活訓練施設（援護寮）「まほろば寮」開設。

・平成 ２年 ４月 精神障害者通所授産施設「三芳ワークセンター」開設。

・平成 ８年１０月 精神障害者地域生活支援事業（まほろば寮に併設）として

「安房地域生活支援センター」を開設。

・平成１２年 ４月 精神障害者地域生活支援センター

「安房地域生活支援センター」設立。



平成１８年４月
障害者自立支援法施行

・平成１８年１０月 「安房地域生活支援センター」

指定相談支援事業所（計画相談）

相談支援事業 地域活動支援センターⅠ型

（市町村委託）に変更

・平成１９年 ９月 千葉県精神障害者退院促進支援事業委託

・平成２１年 ４月 指定障害福祉サービス事業所 「三芳ワークセンター」

就労移行、就労継続Ｂ型に変更

・平成２２年 ７月 指定障害福祉サービス事業所

（共同生活介護・共同生活援助事業一体型）

「グループホームみよしの」（現 北条ホーム）開設。

・平成２４年 ３月 指定福祉サービス事業所多機能型みよし野

自立訓練（生活訓練）・宿泊型自立訓練 「まほろば」

就労移行・就労継続Ｂ型 「三芳ワークセンター」に変更

・平成２４年１０月 南房総市障害者虐待防止センター業務委託



・平成２５年 ４月 「安房地域生活支援センター」
指定特定相談支援事業所（計画相談）
指定障害児相談支援事業所
指定一般相談支援事業所（地域移行・地域定着）
を追加変更

・平成２６年 ９月 共同生活援助事業（包括型）
「グループホームみよしの」正木ホームを追加

・平成２９年 ４月 指定障害福祉サービス事業所「やわたの杜」開設
就労移行・自立訓練・生活介護

・令和 ２年 ４月 指定障害福祉サービス事業所「やわたの杜」
就労定着支援追加

平成２５年障害者総合支援法施行



社会福祉法人三芳野会

多機能型事業所
みよし野

自立訓練
（生活訓練）
まほろば

指定相談事業所
安房地域生活支援センター

指定特定相談支援
（計画相談）

指定一般相談支援
（地域移行・地域定着）

障害児相談支援

共同生活援助事業
グループホームみよしの

北条ホーム（男性4名）戸建てタイプ

正木ホーム（男性4名）アパートタイプ

相談支援

地域活動支援センター

自立支援給付

地域生活支援事業

宿泊型自立訓練
まほろば

就労継続B型
三芳ワークセンター

訓練等
給付

多機能型事業所
やわたの杜

自立訓練
（生活訓練）

就労移行

就労定着

生活介護



生活訓練施設（宿泊型自立訓練施設）での取り組み



２年間でどのラインまで引き上げていくのか



何をもって自立と考えるのか



利用者個人個人のスタート時点での違い、求める目標の違い







最終目標は単身アパート生活を



社会のルール 自分のルール

関係機関との連携



第12回 千葉県障害者ＧＨ大会
分科会1 「地域と繋がるＧＨを創るため

に」

ＮＰＯ法人みのり福祉会 立田芳
弘



＜目次＞
1. 自己紹介

2. みのり福祉会の誕生とこれまでのあゆみ

3. みのり福祉会のグループホーム（ＧＨ）

4. 地域で暮らすためにＧＨの運営で大事にしてきた
こと

（1）利用する人が安心できるＧＨ

（2）親が安心できるＧＨ

（3）支援者が安心できるＧＨ

5. ＧＨと地域の関わりについて～現状と課題～

6. まとめ



1. 自己紹介
•立田 芳弘（タツタ ヨシヒロ）

•わたくし生まれも育ちも千葉県佐倉市

• 1980年（昭和55年）大学卒業

県内特別支援学校就職（教員）

• 2001年（平成13年）県内特別支援学校退職（教員）

障害者施設 サービス管理責任者・管理者

• 2008年（平成20年）障害者通所施設 開設 管理者

• 2009年（平成21年）みのり福祉会 設立 理事長



2. みのり福祉会の誕生とこれまでの歩み

「みのり福祉会」誕生の経緯

障がいのある方が地域で生活するためには

①地域生活支援センターなどの相談援助機能の確保

②グループホームをはじめとする「住まい」の確保

③雇用、就労、作業所などで表現される「日中活動」の確保

④ホームヘルパーなどの具体的支援の確保

等が必要不可欠であります。印旛福祉圏域は、市町村の合併や都市部からの人口流入で人口

増加が予想され、人口の割合から見ても、また、障がいのある方の一人一人のニーズにあっ

た支援を行うためにも現在ある福祉資源では質、量とも十分とはいえません。

そこで、障がいのある方一人一人が「誰もが」「ありのままに・その人らしく」「地域で

暮らすことができる」地域社会の実現を図るために特定非営利活動法人みのり福祉会を設立

いたしました。

（1）誕生について



（2）これまでのあゆみ

これまでの歩み
2009年（平成21年） ２月 特定非営利活動法人みのり福祉会設立

2009年（平成21年） ４月 みのりほーむ（グループホーム）を佐倉市に開設

2009年（平成21年） ７月 障がい者就労・生活さぽーと ピース

（就労移行支援事業所）を四街道市に開設

各市町村日中一時支援事業 開始

2010年（平成22年） ４月 ひまわり（児童デイサービス事業所）を四街道市に開設

2011年（平成23年） １月 みのりほーむ２（グループホーム）を四街道市に開設

2012年（平成24年） ８月 青空協同組合（就労継続支援Ｂ型事業所）を四街道市に開設

2013年（平成25年） ２月 らしんばん（相談支援事業所）を四街道市に開設

2013年（平成25年） ７月 みのりほーむ３（グループホーム）を四街道市に開設

2014年（平成26年）１０月 くろーばー（児童デイサービス事業所）を四街道市に開設

2016年（平成28年） １月 みのり（地域活動支援センター）を四街道市に開設

2016年（平成28年）１２月 みのり（地域活動支援センター）休止中

2018年（平成30年） ４月 そら（児童デイサービス事業所）を四街道市に開設

2018年（平成30年） ４月 ピース 就労定着支援事業 開始

2018年（平成30年） ７月 ピース 就労継続支援Ｂ型事業 開始

2020年（令和 2年）１１月 ルート（居宅介護事業所）を四街道市に開設

2020年（令和 2年）１１月 みのりほーむ栗山（グループホーム）四街道市に開設

2020年（令和 2年）１１月 みのりほーむ３（グループホーム）を同市に移転



3. みのり福祉会のグループホーム
みのりほーむについ

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的 

共同生活を通して、社会生活を営むために必要な力を身につけます。 
 

支援の内容 

・食事、掃除、洗濯、買い物等の日常生活の支援 

・緊急時の応急対策、健康管理、服薬管理、金銭管理等の支援 

・地域生活のルール、コミュニケーション、余暇活動の支援 
 

利用者              支援者(他のほーむと兼務)  

・障害福祉サービス受給者証をお持ちの方  ・管理者    １名 

・障害福祉サービス受給者証をこれから申請する方 ・サービス管理責任者 １名 

      ・世話人    ４名  

      ・生活支援員    １名 

施設の概要 

・利用定員 ６名  

・建物構造 平成２年２月５日築 木造 2階建て 

・土  地 １６０．１６㎡ 

・共有スペース  食堂 台所 浴室 洗面所 

・居  室 洋室４ 和室２   

    ※体験利用をしていただくために、一室用意してあります。（現在計画中です） 
 

利用料 
 

家賃 ※ 25,000円  
合計 61,000 円 
※家賃のうち 10,000円は、国からの助成金で充当

しますので、お支払いは 51,000円となります。 

ガス・水道・電気代 15,000円  
食費 20,000円  

管理費 1,000 円  
 ※家賃額は、建物賃借料（令和 2年 1月現在 150,000円）を定員人数割した金額とします。 

 

 

近隣医療機関 
 

 

聖隷佐倉市民病院 小林クリニック 

０４３－４８６－１１５１ ０４３－４８7－７７６９ 

 

 

 

建物の一部をご紹介します！

※市町村によって補助もあります。



みのりほーむ2について

建物の一部をご紹介します！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的 

共同生活を通して、社会生活を営むために必要な力を身につけます。 
 

支援の内容 

・食事、掃除、洗濯、買い物等の日常生活の支援 

・緊急時の応急対策、健康管理、服薬管理、金銭管理等の支援 

・地域生活のルール、コミュニケーション、余暇活動の支援 
 

利用者              支援者(他のほーむと兼務)  

・障害福祉サービス受給者証をお持ちの方  ・管理者   １名 

・障害福祉サービス受給者証をこれから申請する方 ・サービス管理責任者 １名 

      ・世話人   ４名  

      ・生活支援員 １名  

施設の概要 

・利用定員 ５名  

・建物構造 昭和６２年５月築 鉄骨造２階建て 

・土  地 １１８．０２㎡ 

・共有スペース  食堂 台所 浴室 洗面所 

・居  室 洋室５ 

    ※体験利用をしていただくために、一室用意してあります。（現在計画中です） 
 

利用料 
 

家賃 ※ 25,000円  
合計 65,000 円 
※家賃のうち 10,000円は、国からの助成金で充当 

しますので、お支払いは 55,000円となります。 

ガス・水道・電気代 15,000円  
食費 20,000円  

家屋修繕費 5,000 円  
※家屋修繕費については、体験利用の方からはいただきません。 

 

 

近隣医療機関 
 

 

独立行政法人国立病院機構下志津病院 
284-0003 四街道市鹿渡９３４－５  電話：０４３－４２２－２５１１ 

トイレ 

洗面所 

食堂 

洋室 玄関 

台所 

浴室 

※市町村によって補助もあります。



みのりほーむ3について

建物の一部をご紹介します！

※市町村によって補助もあります。



みのりほーむ栗山について

建物の一部をご紹介します！

※市町村によって補助もあります。



4. 地域で暮らすためにＧＨの運営で大事にしてきたこと

① 自由な生活ができる

② 普通の生活ができる

③ 静かな環境である

④ バランスの良い食事が出る

⑤ 買物や通勤の移動がしやすい

⑥ 家庭的雰囲気である

⑦ 相性の良い人（仲間・支援者）

⑧ プライバシーが守られる

⑨ いつでも相談・支援できる人が居る

⑩ 掃除や洗濯など教えてくれる

⑪ 医療機関が近くにある

⑫ 自然災害に対して安全が保てる

⑬ 防犯体制が確立できている、など

（1）利用する人が安心できるグループホーム



① 年をとっても居ることができる

② 仕事がなくなってもいることができる

③ 相談できる人や支援する人が変わらない

④ 経費があまりかからない

⑤ 支援の質や内容を選べる

⑥ 一緒に生活する人があまり変わらない

⑦ 季節感が感じられる、など

（2）親が安心できるグループホーム



① 代替支援員がいる

② 業務内容が明確である

③ オーバーワークにならない⇒バランスよく

仕事がわりあてられている

④ 職員同士の情報が共有されている

⑤ 近隣との関係が良好である

⑥ 地域住民の理解が得られている、など

（３）支援者が安心できるグループホーム



5. GHと地域の関わりについて

（1）地域で生活するとは

地域で生活するとは、単純に施設から地域へ
と暮らしの場を移すことではない。地域での生
活は、そこにある社会資源を利用し、地域社会
や地域住民と関係性をもちながら、営なまれる
ものである。

良好な関係を築き、地域の社会資源を利用す
るためには、障がいのある人とそれを仲介する
関係者としての機能が必要になる。

①暮らすため地域は？

②働くため地域は？

③遊ぶための地域は？

活動範囲が広くなると
地域は拡がるのでは…



（２）この地域の現状について

① 福祉サービス事業所の開設に伴う反対運動から

2015年（平成27年）12月 地域生活支援センターを開設準備を

したが反対にあう

＜理由＞・子どもの安全が脅かされる

・交通量が増える

＜結果＞ 他の場所で開設

② 台風災害から

2019年（令和元年）に房総半島を直撃した台風災害で停電になる

当法人 － 市外のグループホームに移送し生活する

他法人 － 送迎車の中で生活する

③ コロナ禍の中から

2020年（令和2年）から始まった新型コロナウィルスの感染で

マスク不足

当法人 － ある程度、いろいろな関係機関から確保する

他法人 － マスク不足で支援に支障をきたす



（２）この地域の課題について

① について
・「障害のある人の理解」、「住民の理解」が原因
・自治会の加入、祭の参加、ゴミステーション、
公園の清掃等では課題はクリアは難しいか？

・解決策 ①もっと距離感を縮める
②地域活動の参加機会を増やす
③スポーツ、芸術活動を積極的に進める
④見方になれるキーマンを探す
⑤地域の方を雇用する
⑥法人行事の呼びかけをする



② について
・「地域の現状を知らない」が原因
・他の福祉サービス事業所（高齢者、児童）や障害
福祉サービス事業が様々な所で開設され、なかな
か、交流が図れない。大規模な運営主体であれば
独自で解決ができるが、小規模な運営主体は厳し
い。自立支援協議会も把握しづらい。

・解決策 ど
ん
ぐ
り
の
森
で
の
販
売
店

庁
舎
内
販
売

①障害者種別の枠を取り
除き交流

②資源マップづくり



③について

・「地域の現状を知らない」「組織的に地域の事業所

の集まりがない」が原因。

・他の福祉サービス事業所（高齢者、児童）や障害福

祉サービス事業所がここ数年多く開設され地域の現

状が把握できにくい。現状を知る意味でも地域別に

関係機関の連絡会の必要性を感じる。

・解決策 ①当事者団体、福祉団体等の機関連絡会の

設立



6.まとめ

⚫地域の中で暮らすためには

・障がいのある方への理解

・もっと地域へ

⚫福祉関係機関連絡会の設立

・目的：各関係機関の状況や課題を共有し豊かな

地域づくりをめざす

・発足：令和元年12月3日

・内容：ホームページ作成し情報発信、研修会、

調査研究、施策提言

・加入団体：事業所１４、当事者４、当事者団体４


