Ⅵ. グループホームと居住支援

特アートショッ

社会福祉法人恵友会顧問
横浜市精神障害者地域生活支援連合会代表

大友 勝
１ 横浜市におけるグループホーム設立経過と、
その意義

された。この作業所の利用者は、中区寿地区（簡
易宿泊所〜通称ドヤ街）に住まう利用者も多く、

横浜市におけるグループホームの歴史は、1985

統合失調症、糖尿病、問題飲酒行動を併せ持つ人

年、財団法人横浜市在宅障害児・者援護協会（略称、

への対応をめぐって、作業所だけでは対応に限界

在援協）によって A 型試行事業として始められた

あること、さりとて長期に家族とも離れているこ

知的障害者グループホームを嚆矢とする。1993

とから保証人の確保が難しく、アパート転居も容

年には、試行が解除され本格実施が始まった。

易ではなかった。

精神障害者のグループホームについては、1987

そこで、1988 年６月から、
「野草の会」として、

年に成立した精神保健福祉法の中で「援護寮」や

とりあえず月一回の夕食会を始めることにした。

「福祉ホーム」が法定事業に位置付けられたことが

この支え手となったのは、精神保健ボランティア

制度化の契機となった。しかし、10 人規模の「福

講座を卒業した「パセリ」グループや、「中区」を

祉ホーム」を建設する土地の確保や、設置費や運

はじめとする保健所のＭＳＷである。作業所メン

営費の 4 分の 1 負担、設置法人が医療法人や社会

バーと一緒に夕食を作り、食事をし、よもやま話

福祉法人等に限定されていた。街の中にさりげな

しをしながら、地域で精神障害者の自立生活を支

く暮らす規模としては 10 人規模では大き過ぎた

えようというのが、夕食会の目的だった。

こともあって、「福祉ホーム」の設置はそう簡単で
はなかった。

同時に、「共同住居」の学習会を始めた。埼玉の
「やどかりの里」、東京国分寺「はらからの家」、小

この前後、神奈川県では、すでに衛生部が社会

平市の「サンライズ」の見学や、その関係者をお

復帰検討部会報告として 4 〜 5 名程度の「生活ホー

招きして学習会を実施した。また、神奈川県精神

ム」構想を打ち出していた。横浜市も、
「ヨコハマ

保健福祉センターの助川さんや横浜市衛生局の勝

21 プラン、第 3 次実施計画 」の中で、精神障害者

沢さんに講師として野草の会合宿に参加していた

の社会復帰対策の柱の一つとして位置づけをして

だき、神奈川県や横浜市の「グループホーム」に

いる。しかし、国が進めている福祉ホームを無視

関する考え方や施策の動向について、お話をして

して、神奈川県として独自にグループホーム設置

いただいた。

に動く訳にもいかず、国の動向を注視しつつ政策
を打ち出すタイミングを計っていた。と言う。
一方、神奈川県下においては国際障害者年の風
を受け、1982 年から始まった精神障害者地域作

そんな折、神奈川県や横浜市の担当者から、「野
草の会」でグループホームをやらないかという声
かけがあり、1989 年 9 月 12 日、神奈川県と横
浜市に対しグループホーム設置要望書を提出した。

業所設置の動きは、精神障害者家族連合会を中心

「グループホーム補助制度を作り、グループホーム

に急速に広がった。1985 年には、横浜市内で初

補助事業を実施して欲しい」というのがその内容

の精神関係市民団体「野草の会」が設立され、精

である。途中、神奈川新聞に「グループホーム制

神障害者地域作業所「はだしの邑」の運営が開始

度補助金，宙に浮く」などの報道もあった。
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90 年 2 月、待ち望んでいたグループホーム補助

営委員が宿泊ローテに参加した。そして宿泊ロー

制新設に関し、横浜市の担当者から内示を得て、

テの結論として、入居者同士の相互に支える力が

90 年 3 月 2 日、野草の会第１回グループホーム

あることを改めて確認し、グループホーム勤務時

設立準備会を開催した。準備会の課題は、①タイ

間は 12 時〜 20 時に決定した。この時間の設定の

ムスケジュール、②家探し、③家屋の改造、④運

肝は、夕餉のひと時を大切にすることと、職員が

営委員会の構成、⑤業務内容の検討、⑥職員の確保、

普通に勤務できる、ギリの時間帯はどのあたりか、

⑦入居者の募集，⑧補助金申請事務、⑨家屋改造

である。利用期限は、原則 2 年毎の契約更新とし、

資金等の確保、⑩開所式の準備等、数多くあった。

更新するかアパートに転居するかは、本人の選択

この準備にあたっては、先行するグループホーム

を第一に考えた。全室個室としたのは、精神病院

に学びつつ、浅野史郎が厚生省の課長時代、知的

や施設で相部屋であったこと、生活保護との関係

障害者を対象に作った「グループホーム運営ハン

である。東京都のグループホームは通過型（原則

ドブック」も大いに役立った。設立準備に向け特

2 年、最長 3 年）、食事提供は任意となっているが、

に難渋したのは、夜間の時間帯をめぐって職員の

どちらがいいのかというのではなく、多様な選択

宿泊体制が必要かどうか、をめぐって議論だった。

肢があることが大切なのではないか。

結局、半年ほど関係者が宿泊し、再度議論するこ
とにした。

その後、90 年 10 月には、県内 2 カ所目は、川
崎の家族会がグループホームを開設した。この小

7 月 1 日には、横浜市衛生局長をはじめ 120 名

規模福祉ホーム補助金制度が出来て以降、横浜市

の参加者を得て、横浜山手カトリック教会ホール

内では、以下の表のように家族会、市民団体等地

にて開所式を行った。1 日からは，早速、宿泊体

域作業所運営団体により次々とグループホームの

制をとった。この宿泊ローテーションには市内の

新設が進んでいった。

作業所職員や横浜市保健所ＭＳＷ、すずらん荘運
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事業所名称

設置団体

設置場所

年

すずらん荘

野草の会

中区

1990

ＷＡＩＷＡＩコーポ

かるがも会

港南区

1991

まゆの家

横浜マックアルコールセンター

旭区

1992

虹

ろばの会

南区

1992

リバーサイドハイツ

野草の会

南区

1993

ピア大曾根

まいんどくらぶ

港北区

1994

ハイツ都築

青桐会

都筑区

1994

第一戸部荘

西区ハートの会

西区

1995

ヒルズ七島

あすなろ会

神奈川区

1995

恵友ホーム

社福 恵友会

南区

1996

芹が谷コーポ

かるがも会

港南区

1996

ハイツローソン

大地の会

瀬谷区

1996

ハイツ川井

医療法人誠心会

旭区

1996

ハイム金沢

金沢かもめの会

金沢区

1996

パイオニアハイツＢ

星の会

旭区

1996
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このグループホームの基本理念、ノーマライゼー

を過ごす場所であることから、地域サポートネッ

ションの思想であると考える。この理念は、障害

トワークの中心に位置する。それ故、医療系社会

者も健常者も共に生きる社会を目指す福祉理念、

資源、福祉系社会資源、自治会等近隣住民との関

福祉政策、福祉活動を推進していこうとするもの

係等は、グループホームを拠点とした精神障害者

である。従い精神障害者に限って言えば、精神病

の自立と社会参加支援のサブシステムとして構築

院に隔離収容するのではなく、街の中で、自立と

されるのが、自然の流れだ。

社会参加を促進し、普通の暮らしを実現しようと
いう福祉政策であると言い換えもよい。

２ 横浜市のグループホーム補助金概要と
その後の展開

しかし、精神障害者のノーマライゼーションの
実現は、グループホームだけで実現できるもので

上記のような経過をたどり、1990 年 9 月 19

はなく、多くの国民の理解をはじめ、他科も含む

日、横浜市衛生局精神保健係が所管する事業とし

医療、福祉保健センター、精神保健福祉センター、

て、「横浜市精神障害者小規模福祉ホーム設置運営

生活支援センター、就労支援、地域活動支援セン

要綱」が施行され、6 月 1 日に適用を開始した。

ター、家族会・当事者活動、精神保健ボランティ

神奈川県では、90 年 4 月 1 日、「神奈川県精神障

ア等、地域ケアサポートネットワークの一セクター

害者生活ホーム設置運営要綱」が制定され、グルー

としての役割を果たすことである。そして、グルー

プホームは県市協調事業として開始された。横浜

プホームは、「寝る」「食べる」「憩う」など、人間

市の精神障害者小規模福祉ホームの補助金の概要

の生理的・文化的レベルでの諸活動の大半の時間

は以下の様になっている。

補助対象事業

補助基本額

補助率

補助対象経費

入居者が共同使用する什器
等、電話、応接セット、テレビ、
食卓、洗濯機等

権利取得費

敷金、礼金、権利金等

家屋改造費

家屋改造に伴う諸経費

談話室借上費

入居者が共同使用する談話
室の借上費

月額
50,000 円

600,000 円
月額補助単価× 12 か月

職員室借上費

援助職員の居室等借上費

月額
50,000 円

600,000 円
月額補助単価× 12 か月

営

居室等借上援助費

入居者の家賃が生活保護基
準の住宅扶助一般基準額以
上の場合、その部分を超える
借上費

入居者 1 人月額
10,000 円

600,000 円
入居者一人月額補助単価×
入居者数× 12 か月

費

運営事務費

運営委員会等運営に要する
事務費

運営基本費

職員等雇用費、旅費、需用費、
入居者一人当たり月額補助単
入居者一人月額は予算
役務費その他入居者の援助
価×入居者× 12 か月
の範囲 87,500 円
に要する経費
月初の入居者数

設 置 費

初度調弁費

1,050,000 円
2,000,000 円 認める範囲

運

年額 300,000 円

この小規模福祉ホームの補助金額は、かなり

グループホーム検討部会の委員として参加）一

充実した内容で、全国的に見てもトップレベル

定の役割を果たしたと。これ以降の横浜市のグ

の水準にある。この「小規模福祉ホーム」制度が、

ループ対策等に関する政策経過は、概ね以下の

国のグループホーム制度化に際し、先行する制

様になっている。

度のモデルとして（県衛生部の助川さんが国の
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1990年

横浜市精神障害者グループホーム助成事業

2012年 グループホームモニタリング事業本格実施

実施要領策定 これ以降、現在（2017年）

2014年

横浜市精神障害者作業所・グループホー

ＧＨ一

部摘要除外要望実現する。

まで、ほぼ毎年一部改正が行われて来た。
1992年

横浜市福祉まちづくり条例改定

2014年

ム運営マニュアル策定

横浜市障害者グループホーム高齢化対応
モデル事業実施要綱制定

国、精神障害者地域生活援助事業として
こうした経過をたどりつつ、第２期横浜市障害

グループホーム予算化
横浜マック

女性アルコール依存症グ

「在宅心身障害者手当」を廃止し、将来にわたる安

ループホーム まゆの家開設
1993年

国、グループホームを地域生活支援事業

心施策として、多くの障害者や家族が切実に求め

として制度化する。

ている「親亡き後生活の安心」「障害者の高齢化・

1995年 研修費補助事業開始を契機にグループ

重度化への対応」などの必要な施策に転換すべき

ホームを市精連会員として承認。 作業

であると提案、確認された。そして、重点推進項

所、グループホーム研修事業本格実施

目として「高齢化により心身の機能が低下した方

ＧＨ会員８カ所

や、重度の障害のある方でも日中も安心して暮ら

1998年 賃貸住宅家賃補助制度施行。その後廃止。

せる支援体制の在り方を検討し、強化する。」こと

2000年 市精連 横浜市における精神障害者グルー

が明記された。

プホーム実態調査実施
2001年

2014年２月から、精神障害者重度対応型グルー

第１回横浜市精神障害者グループホーム

プホームは3年間のモデル事業として、NPO法人

在り方検討会 ５月

西区ハートの会が保土ヶ谷区内で、「翁草」の運営

グループホーム緊急時補助事業開始

年

20日
本格実施

実績払い、低率負担、上限管

理などが始まる。
2009年

グループホーム「安らぎの里」の大惨事
を受けて消防法施行令改正、09年4月施
行、スプリンクラー等の設置義務化
横浜市における精神障害者グ

ループホーム実態調査実施
2007年 ケアホーム等バリアフリー化改修工事費、
消防設備の整備費助成（通知）
2009年

消防法施行令一部改正

ＧＨは社会福

祉施設となる。建築基準法施行令上の位
置づけは、寄宿舎、共同住居
2011年

グループホームモニタリング試行事業
実施主体 障害者支援センター
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機関が横浜市である者、医療的ケアが必要な者と
されている。運営費の内訳は、以下の表の様になっ
ている。

2006年1月長崎県大村市の認知症高齢者

2004年 市精連

を開始した。この事業は８人×2カ所の規模でス
タートした。利用者は満60歳以上で、援護の実施

2006年 障害種自立支援法４月１日施行、10月１日
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者プラン（2009 年〜 2014 年まで）の検討の中で、

別表２（第９条） 設置費
補助項目

補助基準額

整備費

1 ホーム
3,000,000

初度調弁費

1 ホーム
500,000

算定方法
当該経費の実支出額と補
助基準額のうち、少ない
方

1 ホーム
500,000

補助対象額
ホームの権利取得費、家
屋改造費
入居者が共用する家具，
什器、入居者の支援に関
する備品
入居者の支援に必要とな
る医療用備品等

別表 3（第 9 条）運営費
補助項目
家賃補助等
1ホーム月額

補助基準額
定員 7 名以下
177,000 円
定員 8 名以上
295,000 円

算定方法・特機事項

補助対象

月額家賃の 1 ／ 2 と
補助基準額のうち
少ない方

事業所における
家賃賃借料又は
土地貸借料

水道料金補助

一人月額 1,300 円

補助基準額×月の初日の
時点の入居者数

横浜市が援護の実施期間
となる者

要介護支援費

1 ホーム年額
96,000 円

各ホームにおける月の初
日時点の入居者の障害状
況により算定

横浜市が援護の実施機関
となる区分２以上の者が
入居しているホーム

月額相当金額×
12 か月

看護師、栄養士等賃金、
その他グループホーム運
営に要する経費

看護師 5,668,000 円
モデル事業費
1 ホーム年額

栄養士 2,136,000 円
調理員 3,304,000 円
専従職員 3,804,000 円

このモデル事業は、「社会的入院」の解消策の一
つとして、立ち上げ当初より全国的に注目を集め

３ 居住支援の課題と運動体制の強化
精神障害者グループホームの年度ごとの設置

ている。2017 年 4 月からは、「モデルはとれた。

目標は、第三期横浜市障害者プラン（2015 年〜

しかし、第三期横浜市障害者プランの中では「検討」

2021 年）においても、第二期障害者プランに引

と記されるのみで、今後の施策の方向は示されて

き続き、知的障害者グループホームも含め、毎年

いない。横浜市としては、重度対応型グループホー

20 カ所を設置する方針だ。この、精神障害者のグ

ムの重要性は認識しつつも、2018 年４月から施

ループホームは、2017 年８月現在、104 ヶ所が

行される「重度対応型グループホーム」の報酬単

設置・運営されている。このうち重度対応型グルー

価の結果を踏まえて検討する模様だ。市精連とし

プホームは一カ所（8 人× 2 カ所）となっている。

ても、「重度対応型グループホーム検討会」を立ち

一部、サテライト型の運営も始まった。また、「親

上げ、意見をまとめ、横浜市に制度の恒久化につ

亡き後を見据え、地域生活支援拠点の整備につい

いて要望していくこととしている。

ても実施の方向で検討されている。
しかし、住まいは極めてプライベートな生活空
間であり、精神障害者の居住形態も現行のグルー
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プホームだけではなく、入居者のニーズに即して
選択ができる、重度対応型グループホーム、サテ
ライト型ホームの増設、保証付き民間賃貸アパー
ト、公営住宅など、多様な居住の場の積極的な推
進が期待される。
保証人付き賃貸住宅については、1993 年 9 月
に発行された「横浜市精神保健対策報告書」にも「賃
貸住宅契約時の保証人制度」の検討や、第二期横
浜市障害者プラン（1999 年〜 2014 年）の中に
も「民間賃貸住宅支援」が明記されているが、ほ
とんど進んでいない。現在、国土交通省が検討し
ている居住支援法人を軸とした空き家対策の早期
施行が待たれる所以だ。横浜市の精神障害者重度
対応グループホームは始まったばかりということ
もあり、今後の大きな検討課題となっている。
繰り返しになるが、このレポートの最初にロシ
ア皇太子来日の折、「ホームレス」の取り締まりが
行われたことを書いた。当時と事情は異なれ「ホー
ムレス」は、今でもターミナル駅周辺や、河川敷
で生活している。浜家連の調査では、精神障害者
が「高齢の親と同居し、医療や福祉サービスを利
用していない人が、家族会会員の４割を占めてい
る。」との報告もある。高齢精神障害者の社会的入
院の解消も、緒に就いたばかりだ。
たまたま罹患した精神の病・生活障害とはいえ、
出来る限り本人の希望に寄り添い、その人らしい
暮らしを、家族ではなく制度のとして、社会的仕
組みとして支えることが、今尚変わることない社
会福祉従事者のミッションである。精神障害者に
とって、障害があっても住みよい街ヨコハマの実
現を目指す戦いは、今後とも息長く展開すること
が期待される。
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30th Anniversary

