グループホームでの支援内容
(1) 基本的な生活支援の支援
食事提供、排泄、洗面・歯磨き、着脱衣、入
浴、整容、洗濯、睡眠、清掃、整理整頓、安全
管理等利用者の状況に応じて適切な支援を行
います。
金銭出納支援（金銭出納帳点検、金銭使用の
助言、小遣いの保管代行）

(2) 日中活動にかかわる支援
日中活動事業所、就労先・職場等との調整

(3) 健康管理
健康状態の確認。通院、受診の助言・同伴、
服薬等確認、健康面助言。清潔・衛生の点検

(4) 日常の相談・助言
職場・交友・家族との関係、個人や社会生活
に関する相談、必要な助言

当法人 GH の歩みと今
1989（平成元年）4 月に、
１ケ所目のグループホーム
「やまぶき寮」が開設され、25 年 3 月までに合計
17 寮、定員 69 名となりました(男性 45 名・女性
24 名)。令和３年４月には高齢や障がいの重たい方
に手厚くケア可能な様に国が新たに国が設けた制度
で、日中サービス支援型 GH「ふわり」を 2 棟 16
名で異動新設、在来のやまぶき寮 13 棟 53 名と合
わせ 1 支援課、2 事業所体制となりました。
建物はふわり以外全て普通の一戸建民家
法人所有５棟、借家 9 棟で、居室は全個室
で、5.7 畳から６畳以上（押入などを
除き）の広さとなっています。
消火器は全寮に配備済ですが、
その他区分や床面積等に応じ必要な消防関係の機器
を整備済です（スプリンクラー５寮・自動火災報知機全寮）

余暇活動への助言など。外出・買い物、移動・
同行支援（必要に応じて）

・ 就労継続支援Ａ型
（雇用契約。無期限。いわゆる福祉工場）⇒当法人には無
・ 就労継続支援 B 型（雇用契約なし。無期限。いわゆる作業所）
⇒（風楽里・豆ちゃん・すたーと・フレンズ等）

介護サービス包括型グループホーム

春光町
朝日町
美芳町
端野町川向

法令上、所得に応じ負担上限月額が
定められ、１か月に利用したサービス量に
かかわらず、それ以上の負担は生じないこ
とになっています。
所得が、障がい基礎年金１・２級のみの
利用者の場合は、上限月額がゼロとされて
いますので、負担額はありません。

・生活に係る費用負担(例)

【参考】寮の間取りの一例

1 ヶ月の概ねの目安 (寮により多少異なります)

家賃

うららか荘の場合

④ 障がい福祉サービスの日中支援
・生活介護事業（障がい支援区分３以上、５０歳以上は区分２以上）
⇒（きたみ学園・川東学園・友楽里・むぎわら等）
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・その日の気分や体調で、通所を休み
のんびり過ごすことも出来ます(日中型の場合)

また、移動支援を利用しヘルパー
さんと共に外出（買い物・カラオケ・映画・
運動・余暇…）を楽しまれる方も多く
おります

例：8 万円の場合（入所者４人）
8 万÷4＝2 万円/人
（市町村からの補助 1 万円により実質 1 万円）
食費
朝と夕で 500 円/昼 300 円×日数
日用品
2,000 円
水道光熱費
10,000 円 程度
その他にお小遣い等が個別に必要になります

社会福祉法人

(２) 休日等
入居者は、基本的に自由に過ごすこと
ができます。その際に、買い物がしたいけど独り
では無理だ、洗濯ができないので手伝ってほしい、
など要望がある場合に、スタッフが相談・調整に
あたり、叶えるように支援します。

常勤１名
・サービス管理責任者 常勤 3 名
・世話人は利用者４人に対して１人の配置体制
（各ホーム１名・17 名配置）。
・生活支援員は、障がい支援区分に応じた配
置基準あり、この基準以上の員数を配置。
・看護師 1 名専従配置 健康管理全般を支援
・夜勤支援専従職員を６寮に配置
・土日・祭日日中は４寮に世話人配置

・障がい福祉サービス利用負担

・コスモス A ・コスモス B
・うららか荘 ・さかえ寮 (男性 各 4 名)
・かしわ寮
・ナナカマド
(女性 各 4 名)
・えんれい荘
・マーガレットハウス (女性 4 名)
・ひまわり寮 (男性 4 名)
・日中型 GH ふわり (ひなた男性 8 名/こはる女性 8 名)
・ふくじゅ荘 (男性 4 名)
・しらかば荘 (男性 5 名)

④ 自分の寮で過ごす

・管理者

利用にはどれ位お金かかるの？

川 東 ・フレンズ寮 ・ワハハ荘

日中の過ごし方
(１) 平日
① 一般就労
② 福祉的就労（一般就労に近い就労形態）
一般企業等実習的就労（低報酬。就労に向けた試行）
③ 障がい福祉サービスとしての就労

指定共同生活援助事業所

グループホーム一覧

(5) 社会生活にかかわる支援

グループホームの
スタッフ

川 東 の 里
詳しい住所等はこのパンフ裏面の
寮 MAP をご覧ください

体験入居・見学など御希望の方は随時ご相談
ください！川東の里グループホーム支援課☎31-0707 迄
日中支援型 GH ふわりには、短期入所 2 室
(定員：男女各 1 室)も併設しています

グループホーム支援課
〒090-0803

北見市朝日町 48 番地 195
TEL: 0157-31-0707 FAX: 0157-57-4457
E-mail :
yamabukiryo@kawahigashinosato.jp

グループホームを利用したいんだけど…？
まず、市役所や障害者相談支援事業所に
相談しましょう。相談後の流れは…
① ホームの空きの確認 見学
② 申請・聞き取り調査
③ 体験利用
④ 受給者証の発行 自己負担額の決定
・・・グループホームに入居・・・
地域での当たり前のくらし第一歩スタート

マーガレットハウス
春光町 3 丁目２－２０
☎31‐3737

社会福祉法人 川東の里
地域生活支援 MAP

北見市端野町川向
春光町

グループホーム 地図
川東の里 グループホーム支援課
介護サービス包括型 GH やまぶき寮
日中サービス支援型 GH

美芳町
ふくじゅ荘
美好町4丁目4－14
☎26‐7166

ふわり

社会福祉法人 川東の里
法人本部

グループホーム支援課事務所
日中サービス支援型 GH ふわり
朝日町 48‐195

しらかば荘
端野町川向 177‐25
☎56‐3050

川東 226‐2 ☎24‐3030

さかえ寮
川東 66‐56
☎26‐2260

☎31‐0707

朝日町
ひまわり寮
朝日町１－14
☎31‐1212

ナナカマド

かしわ寮

川東 66‐3
ひまわり A

川東 66‐3
ひまわり B

☎22‐3902

☎22-4008

うららか荘

川東エリア 拡大地図

川東 340‐5
☎61‐8833

えんれい荘

フレンズ寮

☎ 61-1660 ☎ 31-6474
川東 348‐47 みどり A・B
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コスモス荘 A
川東 39‐63
☎23‐9551

コスモス荘 B
川東 39‐63
☎23‐9255

ワハハ荘
川東 348‐25
☎31‐3652

