
 

分科会４ 

テーマ 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～ 

【分科会概要】 

 障害者グループホームとはどんなところだろう？名前は聞いたことあるが詳しいことはわからないな

ど、グループホームを一から知りたい方へ、生活の様子やお金のことなど基本的な説明をしていきます。 

【発表者紹介】 

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 



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～
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相川 大祐

令和３年２月１～１４日
第１２回千葉県障害者グループホーム大会



本日、お話すること

１、障害者グループホーム等支援事業について

２、障害者グループホームについて

３、千葉県内のグループホーム設置状況について

チーバくん



１、障害者グループホーム等支援事業について

・平成１６年７月「第３次千葉県障害者計画」作成時に設
置された「障害者グループホーム等あり方研究会」での提
言をもとに、平成１７年１０月より開始。

〇事業目的

・障害者グループホーム等（生活ホームふれあいホームを
含む。以下「グループホーム等という。」）のバックアッ
プ体制の強化を図り、グループホーム等で生活する障害者
の生活の質の向上と施設入所者、在宅障害者等のグループ
ホームを利用した地域生活への移行の促進を図ることを目
的とする。

つまり…

障害者の地域移行を促進するため、グループホームの質と
量を整える。



〇障害者グループホーム等支援事業設置状況

① 啓友会 ⑦ 海匝ネットワーク

② がじゅまる ⑧ さんネット

③ ほっとねっと ⑨ 夷隅ひなた

④ のだネット ⑩ ひだまり

⑤ すけっと ⑪ 君津ふくしネット

⑥ 香取障害者支援センター ⑫ いちはら福祉ネット

※保健所圏域ごとに「支援ワーカー」を配置（現在１２名）。
千葉県が全国に先駆けて創設した、千葉県にしかない事業です。

チーバくん



○業務内容

①グループホーム等に関する相談支援

・入居者や現場職員からの相談。

・グループホーム入居を支援する人からの相談。

※市役所・相談支援事業所・医療機関・通所系事業所など

・グループホーム入居希望者（本人・家族）からの相談。

②グループホーム新規開設希望者に対する開設支援

・グループホーム制度や開設までの流れの説明。

・グループホーム見学や運営事業者との意見交換の場の設定。

③地域におけるグループホーム相互の協力体制の整備

・圏域障害者グループホーム等連絡協議会、管理者会、世話人
研修会を開催し、グループホーム事業所同士の横の繋がりの構
築や課題の共有を行う。



④グループホームの情報収集・分析・提供

・圏域内のグループホーム等の空き情報や新規開設情報の把握。

・グループホーム等へ定期訪問を行い、研修会やイベント情報

の提供。入居者の生活の様子等の把握。

⑤グループホーム制度の普及・啓発

・グループホーム講座、大会の運営。

・家族会、特別支援学校、精神科病院などでグループホーム制

度の説明。

・広報活動（圏域毎の広報発行やグループホーム等支援事業連絡

協議会発行「暮らしを拓く」に、グループホームに関する情報

を掲載）



２、障害者グループホームについて

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律(通称：障害者総合支援法)に位置付けられた、福祉
サービス（共同生活援助）の一つ。

※サービス概要

⇒共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、
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
行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要
な日常生活上の援助。

障害のある方が、地域で普通の暮らしをする「お家」です。



○入居している障害者とは？

「共同生活援助」という福祉サービスを受給している方。

○対象

①知的障害者

②精神障害者

③身体障害者

④難病者

○年齢

18歳以上65歳未満の方。但し、17歳以下でも児童相談所が利
用を認めている場合や65歳までに障害福祉サービスを利用して
いた方は、65歳を過ぎても利用している場合もあります。



○どんな家に住んでいるの？

・家は、戸建て・アパート・マンションなど、色々あります。

※消防法の基準により、それぞれに自動火災報知機やスプリ

ンクラーの設備が付いています。

・１人１人にお部屋があり、トイレ・キッチン・お風呂などは

共同で使います。

※千葉県では、個室は６畳以上を推奨しています。

・入居者同士が交流を図れるスペース（リビング・食堂）が

設けられています。



GHの外観（例）

２階建て１軒屋

１階建て平屋



GHの内観（リビング、共有スペース）



GHの内観（キッチン）



GHの内観（お風呂）

足腰や体の不自由な方でも
入浴出来る様に、手すりや
背もたれのある椅子を用意
している場合もあります。

お一人ずつ入って、ゆった
りと足を延ばせる広さがあ
ります。



GHの内観（洗面所・トイレ）

洗濯機・乾燥機は、順番に
使用しています。
洗剤・柔軟剤は、自分の好
みの物を使っています。

車椅子でそのまま入れる
広さ、手すりを使って立
ち上がりが出来る様にし
ている場合もあります。



GHの内観（入居者のお部屋）



〇サービスの仕組み

※厚生労働省HP 障害者の地域生活に関する検討会第６回資料から抜粋



〇サービスの仕組み（サテライト型）

※厚生労働省HP 障害者の地域生活に関する検討会第６回資料から抜粋



〇サービスの仕組み（H３０年４月より）

【日中サービス支援型】

※障害者の重度化・高齢化に対応するため
に創設された新たなサービス類型。短期入
所を併設し地域で生活する障害者の緊急一
時的な宿泊の場を提供する。

2～10人

2～10人

短期入所１～5人

＋



職名 役割

管理者
事業所の従業者及び業務管理、その他の管
理を一元的に行います。

サービス
管理責任者

個別支援計画の作成、日中活動場所や関係
機関との連絡や調整などを行い、入居者の
支援方法を考えます。

世話人
食事作りや生活上の相談、健康管理など日
常生活の援助を行います。

生活支援
食事や入浴、排せつなどの直接的な介護を
行います。

〇グループホームで働く人とは？



○どんな支援が受けられるの？

項目 支援内容

食事

朝食と夕食は、世話人さんが作ってくれるホームが多い
です。昼食は、それぞれの日中活動場所で食べたり、自
分で用意（お弁当を買ったり、作ったものを持って行っ
たりなど）したりします。

掃除・洗濯
部屋の掃除は、自分で行います。また、洋服も自分で洗
濯、干す、畳みます。自分で行うことが難しい場合は、
世話人さんが手伝います。

夜間
世話人さんが泊まっているホームもあれば、見回り・電
話対応のホームもあります。

その他
お小遣い管理や通院同行等の様々な支援が受けられる場
合があります。



21:00～就寝

6:00～起床 7:00～朝食

8:00～

日中活動の準備

9:00～日中活動へ

16:00～

帰宅・入浴・洗濯
18:00～夕食

19:00～

余暇時間

平日

〇ホームでの一日の流れ（例）



21:00～就寝

6:00～起床
7:00～朝食

8:00～掃除・洗濯

外出の準備など

9:00～

外出や余暇時間

16:00～

帰宅・入浴・洗濯
18:00～夕食

19:00～

余暇時間

休日



〇費用はどれくらいかかるの？

①家賃
・地域柄や建物の構造によって様々。
・国から1万円の家賃補助があります。
・市町村による家賃補助が受けられる場合もあり、国の家賃補助を除い
た残額の１／２の額が支給されます。

②食費（朝・夕食分）
・ホームごとに、朝食・昼食・夕食の金額が設定されています。

③水光熱費（電気・ガス・水道代・通信費）
・入居者の人数で分割して、支払います。

④日用品費
・トイレットペーパーや手洗い用石鹸など、共同で使うものになります。

⑤その他
・日中活動時の昼食代、通院するための医療費・同行費、外出時のお小遣
いなど。



【東葛地域（野田・松戸・市川・習志野圏域）の場合】

※つつましく暮らす目安は、月に９万円前後必要。

家賃（補助を除く） 約４０，０００円

食費（朝・夕） 約２５，０００円

光熱費 約１０，０００円

日用品費 約５，０００円

その他
自治会費

通院同行費など
ホーム毎に設定

合計 約８０，０００円



【北総地域（印旛・香取・海匝・山武圏域）の場合】

※つつましく暮らす目安は、月に７万円前後必要。

家賃（補助を除く） 約２６，０００円

食費（朝・夕） 約２６，０００円

光熱費 約９，０００円

日用品費 約４，０００円

その他
自治会費

通院同行費など
ホーム毎に設定

合計 約６５，０００円



【南総地域（長生夷隅・安房・君津・市原圏域）の場合】

※つつましく暮らす目安は、月に８万円前後必要。

家賃（補助を除く） 約２９，５００円

食費（朝・夕） 約２６，０００円

光熱費 約１２，０００円

日用品費 約４，５００円

その他
自治会費

通院同行費など
ホーム毎に設定

合計 約７２，０００円



〇入居までの流れ（例）

①住所地の市町村の窓口に相談。

②障害支援区分の認定を受けます。

③指定相談支援事業所と契約し、相談支援専門員にサービ

ス等利用計画を作成してもらいます。

④指定相談支援事業所からサービス等利用計画書が提出さ

れた後、審査会を経て福祉サービス受給者証が届きます。

⑤グループホームの見学・体験利用

⑥体験利用後、グループホーム内での検討会

⑦グループホーム事業所と入居契約

⑧グループホームでの生活スタート！



〇グループホーム見学・体験時のポイント

・お部屋や共有スペースの広さ、使いやすさ

・グループホームが建っている場所

⇒電車やバスが利用しやすいか？

コンビニやスーパーなどが近くにあるか？

・入居者、世話人はどんな人なのか？

・入居後自分が必要な支援が受けられるのか？など

※実際に入居した後の生活をイメージしながら、見学

や体験入居をしてみてください。



３、千葉県内のグループホーム設置状況について

〇千葉県（令和２年３月３１日現在）

【全体合計】
・事業所数：４４８事業所 ・住居数：１，３４２ヶ所
・定員数：６，４２８名

※千葉県障害者グループホーム等支援事業連絡協議会発行
「令和元年度 事業白書」参照。

グループホーム 生活ホーム ふれあいホーム

事業所数 住居数 定員 住居数 定員 住居数 定員

合計
４１１
事業所

１，３０５
ヶ所

６，２８６名 ３７ヶ所 １４２名 ０ヶ所 ０名

チーバくん



ご清聴ありがとうございました。


