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グループホームは地域で暮らす障害者にとってはかけがえのない住居です。入所施設の「付

属物」ではありません。

平成14年12月に政府が決定した新障害者基本計画は、「障害者本人の意向を尊重し、入所

（入院）者の地域生活への移行を促進（する）」、入所施設については「真に必要なものに限定す

る」と明記されました。

今こそ、グループホームを飛躍的に増やし、その援助の質を高めていかねばなりません。それ

なのに、平成15年4月から始まった支援費制度の下では、グループホームは微増の域を出ず、新

障害者基本計画の理念とは裏腹の現実を見せています。これでは支援費制度で、「障害者の自

己決定」や「利用者本位のサービス提供」や「障害者自らによるサービス選択」をいくら謳っても、

いったい何になるのでしょうか。

そこで、現在グループホームで暮らしている利用者、家族、援助者、これからグループホームを

作ろうと思っている人々、学識経験者、行政職員らが集まり、このような現実を変えていくために、

「日本グループホーム学会」を立ち上げることになりました。

活動目的 （１）質の高い援助を提供するグループホームを全国各地に確実にふやす。

（２）グループホーム間の情報交換や支援に関する研究を進める。

（３）現在あるグループホームを支援する仕組みをつくり、運営の不安定さを改善

していく。

（４）国や自治体に対して、現場から政策提言や意見を発信する。

（５）社会に対して障害者の地域生活を理解してもらうための情報を発信する。

活動内容 （１）「季刊グループホーム」の発刊

（２）グループホーム研究大会（年に1回）の開催

（３）議会や行政に対する政策提言、メディアを通しての社会的アピール

（４）メーリングリストによる情報交換、現場スタッフ（世話人）や運営者対象

の研修や相談業務

この趣旨に賛同し、会員となりたい方は、事務局にご連絡下さい。

※個人入会が原則です。あらゆる組織やグループ関わらず、とらわれず、障害者の地域生活にかける思

いのある方、一緒にやりましょう。

「季刊グループホーム」の発刊
「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」設立
のお知らせ



1グループホームは、小さな施設じゃない。
グループホームは、入居者一人ひとりの「家」。
グループホームには、集団生活ではない

「個人の暮らし」があり、自分の暮らし方は自分で決める。
グループホームとは、

入居者の個々の生活を実現できる生活の場です。
そのために援助を受けられる場なのです。

営するところ、親や家族の団体が運営する

ところ、地方自治体が独自の施策として運

営するところ（生活寮など）等々さまざま

です。

グループホームは、入居者を指導した

り、訓練するところではありません。

元気なときも元気がないときも、得意なこ

とも苦手なことでも、入居者のありのまま

の姿が出せる「暮らしの場」なのです。

グループホームは集団生活の場ではあ

りません。あくまでも入居者一人ひとりの

暮らしが原点です。みんなでそろって外出

することがいけないわけではないけれど、

一緒が苦痛な人がみんなと一緒に何かし

なければならないとしたら、それはまちが

いです。集団の暮らしではなく、入居者一

人ひとりが自分の考えを出しながら、自分

の生活をつくっていくところがグループ

ホームです。

グループホームの成り立ちは、施設法人

が運営するところ、NPOや小規模法人が運

グループホームとは？

グループホームの

基礎知識



2と援助があれば暮らしていける人たち」

が暮らすところとして位置づけられ、「多

くの援助が必要な人たち」が利用できる

制度とはほど遠い状態が長く続きました。

しかし表のように、実に20年という長

い年月をかけて、たとえば知的障害のあ

る人たちのグループホーム制度は、少し

づつ「施設ではなく、地域の中で暮らし

続けたい」との本人からの声に対応でき

る形を整えてきたのです。

グループホームのはじまりは、施設

に入所している人たちが、就職す

るにあたって、施設を退所した後の生活

の場所を確保するためのものでした。そ

の後、障害者の皆さんからの「施設では

なく、地域の中で暮らし続けたい」との

声を受けて、1984年には横浜市でたくさ

んの援助を必要とする人たちが生活する

グループホームができました。

しかしグループホーム制度は、「ちょっ

グループホームの歴史・制度

＊1960年代 援助付き小規模住居が生まれる

＊1970年代 自治体でのグループホーム等の

制度化

＊国の制度スタート

1989年 知的障害者グループホーム

1993年 精神障害者グループホーム

1998年 痴呆性老人グループホーム

グループホームのうつりかわり

重度加算制度

「相互利用制度」（知的障害

者と精神障害者相互にグル

ープホームを利用可）

グループホーム対象者の就

労要件を撤廃

入居者がホームヘルパー制

度を利用（実態は地域差あり）

ＮＰＯ法人も運営主体として認

められる（グループホームの

偏在化改善のため）

1996年

1999年

知的障害者グループホーム制度の
うつりかわり

2000年



3さて、これからの課題を少し整理します。
さまざまな障害のある人のためにこの制度がうまく使えるのかどうかです。

この学会を通して、みなさんと情報交換を活発にし、
課題を共有していけたら幸いです。

これからの課題
もっと、グループホーム！

1課 題 正しい情報を
広めよう！

「グループホームは施設がないとつくれない」とか、
「障害の重い人にグループホームは無理」と
思っている人に正しい情報を伝えていく。

2課 題
障害のある人の思いを
実現しよう！

グループホームの入居者や将来グループホームを
利用したいと考えている人たちの
思いや課題を実現し、
解決するための仕組みをつくる。

3課 題 明るく元気に
運営しよう！

グループホームを支えてくれる応援団がいなくて
孤立無援の状態で疲れ果てている運営者に、
どんな応援団を作っていけば
うまくいくのかを検討する。

グループホームの

基礎知識



私たちの夢をもっともっと広げながら、
「どんなに援助がたくさん必要な人も地域で暮らせる」ことを

みんなで実現してゆきましょう。

4課 題
援助スタッフを
応援しよう！

自分の援助の仕方に不安を抱いていたり、
自分の力以上の課題を抱えて相談相手もいないまま
孤立してしまっていることも。
援助について意見交換する機会や
相談できる仕組みをつくる。

5課 題 数を増やそう！

これから新しくグループホームを
つくりたいと考えている人に、
グループホームの理念やノウハウを伝え、
いいグループホームが増えるような取り組みをする。

6課 題
豊かな暮らしを
グループホームで！

障害者が地域の中で暮らすための新しいノウハウ、
「住まい」としての建物を究める、
援助のあり方を実践から研究する、など、
障害者の生活場面からの課題を研究者につなげ、
地域での暮らしの新たな可能性を広げる取り組みを
する。



「季刊グループホーム」はこんな内容です!

どんな人でもグループホームで暮らせる！
取材記事で迫ります。

☆「特集」は毎回、テーマが変わります。

特 集

障害の重い人こそ
グループホームで
いきいき！

発刊は3・6・9・12月の年4回です。

創刊号は…

乞うご期待！編集長より
みなさまからのお便りを
お待ちしています

連 載

グループホームのつくり方
運営方法、サービスのあり方から、不動産屋とのつきあい方まで、
グループホームのつくり方の全てを解説します。

施設解体
レポート
入所施設・精神病院の
あり方を問う！ 援助のヒントがいっぱいです…

グループホームスタッフの

「つれづれ日記」

現場からのナマの声が聞ける！



行列のできる！？

相談コーナー

ご購読について
「季刊 グループホーム」は日

本グループホーム学会に入

会されると、年4回送付され

ます。年会費は2,000円です。

入会希望の方は左の申込書

にご記入の上、学会事務局

（事務委託：東京コロニー

ＦＡＸ：03-3953 -9461

e-mail:yaho@tocolo.or.jp）

までをお送り下さい。

名前

所属　　　　　　　　　　　　　　（職名）

連絡先　〒

ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ

ｅ-ｍａｉｌ　　　　　　　　＠

学会会員用メーリングリストに　　　　　　参加する ・ 参加しない

日本グループホーム学会に入会を申し込みます。

ちょっと過激な！？
入居者

言いたい放題
私のくらし、ぼくの思いを
リレー形式で全国から
お届けします。
知的障害・
精神障害の
本人が
責任編集
します。

研究者の方、調査報告のある方、ぜひご投稿下さい。

研究・調査報告
コーナー

利用者、援助スタッフ、家族、運営者etcの
悩みや疑問に答えます！

＜回答者＞
福祉、法律、医学、建築学などのプロがわ
かりやすく！　相談スタッフは創刊号
（6月発行）で
発表します。



浅田康裕 （埼玉･ピアハイムすまいる）
阿部八重 （東京･さくら会）
阿由葉寛 （栃木･足利むつみ会）
在原理恵 （神奈川･神奈川県立保健福祉大学）
池田徹 （千葉･生活クラブ生協）
井澤泉 （長野･NPOなかまと）
石川泰次 （神奈川･GHあおぞら）
石黒惠子 （北海道･NPOアフタースクール）
石元憲明 （北海道･この実サポートステーション）
石渡和美 （神奈川･東洋英和女学院大学）
磯部江利子 （千葉･かしわい苑）
伊藤勲 （東京･東京都知的障害者生活寮運営協議会,NPOやまぼうし）
稲木俊夫 （神奈川･湘南の凪地域生活相談室）
稲塚寛子 （北海道･北海道新聞）
井上孝彦 （大阪･高槻地域生活支援センター）
岩渕真知子 （北海道･地域生活支援を考える会）
岩本聖子 （東京･障害児とワーキングマザーネット）
岩本真紀子 （東京･全日本手をつなぐ育成会）
氏田照子 （神奈川･日本自閉症協会）
遠藤六朗 （滋賀･NPOきーなほくほく）
大垣勲 （北海道･ふみだす）
大熊由紀子 （大阪･大阪大学大学院）
大澤邦昭 （北海道･ほっぷすてっぷ）
大島薫 （北海道･札幌市議会議員）
大畠信雄 （和歌山･全家連理事・和歌山県精神障害者家族会連合会）
大屋滋 （千葉･自閉症協会千葉支部）
岡田修一 （群馬･前橋市議会議員）
岡部千枝 （神奈川･GHやまゆり）
岡本しおり （愛知･GH愛光園仲間の家）
小沢洋子 （神奈川･グループカーム）
小谷志織 （北海道･ネットワーク「地域で暮らせる札幌をつくろう！」）
勝田歩 （千葉･千葉県生活ホーム連絡協議会）
加藤孝 （北海道･第2この実寮）
河東田博 （東京･立教大学）
菊地理香 （千葉･NPOジョイント）
岸田隆 （長野･ワンズ・ハウス）
木嶋加寿美 （北海道･柏の実学園）
北川千鶴子 （神奈川・なごみ福祉会障碍福祉部）
北野誠一 （大阪）
木村昭一 （北海道･厚田はまなす園）
喜来業康 （北海道･NPO小さい種の会）
久保耕造 （東京･すぺーす96）
久保田美也子（千葉･千葉市手をつなぐ育成会）
久保洋 （大阪･全国グループホームスタッフネットワーク）
熊井ゆかり （北海道･かいけつ太郎）
小池征司 （愛知･地域生活支援センターHeart Link）
河坂昌利 （大阪･萩の杜）
越戸昭仁 （北海道･手稲この実寮）
小嶋己知代 （神奈川･横浜市在宅障害者援護協会）
小関あつ子 （北海道･サポートやまはな）
小西英玄 （奈良･奈良市育成会）

木間昭子 （東京･国民生活センター）
小林繁市 （北海道･伊達市地域生活支援センター）
小室聡司 （北海道･NPOわーかーびぃー）
近藤加津子 （愛知･GH入居者保護者）
齋藤雅彦 （千葉･かしわい苑）
酒井比呂志 （大阪･全国グループホームスタッフネットワーク）
佐藤彰一 （千葉･法政大）
佐藤久夫 （東京･日本社会事業大学大学院）
品川眞佐子 （千葉･NPO市川の精神保健福祉を考える会）
渋沢茂 （千葉･生活支援センターつくも）
清水明彦 （兵庫･西宮市社会福祉協議会）
白戸一秀 （北海道･北海道社会福祉協議会）
末田統 （徳島･徳島大学工学部）
杉田賢二 （東京･カメラマン）
鈴木薫 （東京･世田谷区立烏山福祉園）
鈴木伸 （神奈川･GHぽけっと）
鈴木伸佳 （東京･全日本手をつなぐ育成会）
鈴木義弘 （大分･大分大学工学部）
関宏之 （大阪･大阪市職業リハビリテーションセンター）
副島宏克 （広島･全日本手をつなぐ育成会）
高梨正明 （千葉･生活ホーム連絡協議会協会）
高橋兼二 （兵庫･新生会地域生活支援センター）
高橋渉 （北海道･ウレシパ共同作業所後援会）
田崎憲一 （神奈川･訪問の家GH）
多田宮子 （東京･さくら会）
橘文也 （北海道･ハローENJOY）
谷川耕一 （大阪･大東園）
谷本公子 （京都･GHきみさんち）
塚本能子 （東京）
燕信子 （北海道･ネットワーク「地域で暮らせる札幌をつくろう！」）
室崎富恵 （島根･全日本手をつなぐ育成会）
戸田三保子 （愛知･NPOスローライフ）
栩木保匡 （東京･地域生活情報センター）
直井修一 （栃木･泉が丘ふれあいプラザ）
中川公二 （千葉･さざんか会）
中里誠 （神奈川･地域生活支援センターしらね）
長島スイ （千葉･生活ホーム連絡協議会）
長葭千恵子 （岩手･岩手県手をつなぐ育成会）
名川勝 （千葉･筑波大学）
成澤哲雄 （北海道･北海道知的障がい者施設協会）
西村武彦 （北海道･道央法律事務所弁護士）
根来正博 （神奈川･サービスセンターぱる）
野沢和弘 （千葉･全日本手をつなぐ育成会）
野呂奈未 （北海道･NPOアフタースクール）
幡谷美津子 （千葉･NPOはなまる）
花崎三千子 （北海道･草の実会）
林圭子 （千葉･市川レンコンの会）
林正博 （北海道･旭川通勤寮さぽーと22）
林弥生 （徳島･就労・生活支援センターわーくわく）
原田南海子 （神奈川･GHハーモニー）
廣瀬明彦 （京都･相楽福祉会）

日本グループホーム学会呼びかけ人（50音順）



深井敏行 （東京･府中朝日養護学校）
福岡寿 （長野･北信圏域障害者生活支援センター）
藤澤静江 （北海道･NPOりぼん）
藤間英之 （東京･NPO秋川流域生活支援ネットワーク）
藤原治 （兵庫･全日本手をつなぐ育成会）
細渕宗重 （千葉･ロザリオ聖母会）
細谷義江 （北海道・札幌市地域福祉生活支援センター）
堀江まゆみ （東京･白梅学園短期大学）
本田隆光 （福島･NPOゴールデンハープ）
本間敏行 （宮城･宮後工業高等専門学校）
本間弘子 （兵庫･ジョイント）
牧野賢一 （神奈川･下宿屋）
増田秀暁 （東京･スワン）
松浦典子 （宮城･NPOチャレンジドネットワークみやぎ）
松尾博 （東京･足立あんしん地域づくり実行委員会）
松川敏道 （北海道･札幌学院大学）
松坂優 （北海道･千歳市障害者総合支援センター）
松崎喜良 （兵庫・神戸女子大学）
松田靖子 （北海道･札幌みんなの会）
松友了 （東京･全日本手をつなぐ育成会）
松前勝洋 （徳島･支援センターれもん）
松本隆幸 （大阪・大阪みんなの会）
三浦正春 （北海道･北風の会）
三沢了 （東京・DPI日本会議）
三田優子 （京都･花園大学）
光増昌久 （北海道･松泉学院）
三宅正悦 （兵庫･ヘルプゆう）
宮代隆治 （千葉･さざんか会）
明千恵 （東京･江東区第3あすなろ作業所）
村山園 （千葉･市川市手をつなぐ親の会）
室津滋樹 （神奈川･横浜市グループホーム連絡会）
室津茂美 （神奈川･横浜市グループホーム連絡会）
森地徹 （東京･学生）
薬師寺明子 （岡山･GH鬼の城）
山内美代 （東京･全日本手をつなぐ育成会）
山崎千恵美 （北海道･センター24）
山田優 （長野･西駒郷自律支援部）
山本剛志 （島根・もみじホーム世話人）
横田美貴 （大阪･GHフォレストハウス）
吉清一江 （神奈川･川崎市グループホーム連絡会・GH野の花ホーム）
吉澤忠彦 （東京･日本自閉症協会東京支部）
竜円香子 （千葉･市川市手をつなぐ親の会）
我妻武 （北海道･DPI北海道ブロック会議）
渡辺勧持 （岡山･岡山県立大学）

※2004年2月18日現在

■編集長から

27年ぶりに退院した精神障害者Ａさんは「グルー

プホームで人生を取り戻しています」と言われニ

ッコリされました。また23年間入所施設を転々と

したＢさんは、「初めてのぼくのおうちです。三

田さん、遊びにきてください」と手紙をください

ました。障害のある人だけでなく、誰にとっても

「人生を感じられる自分のすまい」とは何か？ こ

の季刊誌を通して考えていきたいと思います。な

んとか準備号、完成です！

三田優子・花園大学社会福祉学部
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