
障がい者グループホーム事業について 
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シャリオット
ABC	

グループホーム事業	 基本スキーム	 

投資家	

地主	

運営管理会社	 建物	

運用管理 

・用地の有効活用の提案 

・土地開発から建設・建物管理 

　まで、ワンストップサービス 

・収益コンサルティング 

・税務コンサルティング	

建物管理 

・物件の定期巡回	

・定期清掃	

・建物の点検や診断	

・修繕計画の提案 

運営事業者の募集 

・セミナー開催 

・各種福祉事業者へ告知 

A 

BC

or	

建物建設から、運営管理者の決定。建物管理（プロパティマネジメント）を	 
シャリオット	 ホールディングスが一元管理で行う。	 
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障がい手帳所持者の推移	 

精神・知的障がい者、増加が著しい。	 
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障がい者施設と住まいの場であるグループホームの事業内容及び利用者の違いについての一覧となります。	 

施設	 

保護施設	 

救護施設	 身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行う施設	 

更生施設	 身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行う施設	 

宿所提供施設	 住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行う施設	 

老人福祉施設	 
養護老人ホーム	 

65	 歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養
護する施設	 

軽費老人ホーム	 無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与する施設	 

障害者支援施設等	 

障害者支援施設	 障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設	 

福祉ホーム	 
現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供
与する施設	 

婦人保護施設	 婦人保護施設	 要保護女子を入所させて保護する施設	 

児童福祉施設	 

児童養護施設	 
乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あ
わせて退所した者に対する	 
相談その他の自立のための援助を行う施設	 

障害児入所施設（福祉型、医療型）	 
福祉型：障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能を付与することを目的とする施設 
医療型：障害児を入所させて、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行うことを目的とす
る施設	 

情緒障害児短期治療施設	 
軽度の情緒障害を有する児童を、短期間入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所し
た者について	 
相談その他の援助を行う施設	 

児童自立支援施設	 

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所さ
せ、	 
又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者に

ついて	 
相談その他の援助を行う施設	 

その他の	 
社会福祉施設等	 

宿所提供施設（社会福祉法）	 生計困難者のために無料又は低額な料金で貸し付ける簡易住宅、又は宿泊所その他の施設	 

有料老人ホーム	 
（サービス付き高齢者向け住宅以外）	 

有料老人ホーム（※１）のうち、サービス付き高齢者向け住宅（※２）の登録はない施設	 
※１	 有料老人ホーム老人を入所させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他日常生活上必要な便宜
を供与する施設 

※２	 サービス付き高齢者向け住宅60	 歳以上の高齢者等を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス等の高齢者が
日常生活を営むために	 

必要な福祉サービスを提供する賃貸住宅等	 

有料老人ホーム	 
（サービス付き高齢者向け住宅である

もの）	 

有料老人ホーム（※１）のうち、サービス付き高齢者向け住宅（※２）の登録がある施設 
※１	 有料老人ホーム老人を入所させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他日常生活上必要な便宜
を供与する施設 

※２	 サービス付き高齢者向け住宅60	 歳以上の高齢者等を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス等の高齢者が
日常生活を営むために	 

必要な福祉サービスを提供する賃貸住宅等	 

住まい	 
障害福祉サービス等	 

事業所	 

日中サービス支援型	 

重度の障害者等に対して、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民と
の交流の下で自立した生活を営むことができるよう、利用者の身体及び精神の状況等に応じて、共同生活住居において相
談、入浴、排せつ又は食事の介護等を行うものでなければならないものとする。 

	 

共同生活援助	 
（障がい者グループホーム）	 

地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、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相談その
他の日常生活上の援助を行う。	 

施設とグループホームの違いについて	 
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障がい者ＧＨには「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」と重度の利用者が利用する	 
「日中サービス支援型」の3種類があり、弊社が建設するグループホームは介護サービス包括型
のグループホームとなります。 

家賃 55,000円 
水光熱
費 10,000円 

食費（朝夕食
事） 21,000円 

家賃助
成 

ー24,000
円 

小計 62,000円 

入居金（初期
費用） 

0円 

利用者 オーナー 運営事業者 

障がい者ＧＨは供給不足であるため、 
政府が整備を後押ししている。 
その政策の１つとして、家賃助成が
ある。 
政府から全国一律で１万円が助成さ
れる。 
東京都は都としても別途助成がある
ため、 
総額で２万４０００円／月の助成と
なる。 

＜オーナー表面利回り＞ 
 
①収入 
家賃が55,000円であり、利用
者が10人／1棟のため、年間
の家賃収入は、 
55000円×10人×100％＝55万
円 
55万円×12ヶ月=660万円とな
る。 
 
②総投資額 
建築費用が3,500万円、土地代
金が 
2,500万円のため、総投資額は、 
6,000万円となる。 
 
上記より、利回りは①／②と
なる。 
 
660万円／6,000万円×100% 
=11.0% 
 

表面利回り=11.0% 
 

夜間体制
加算 44,700円 ＜運営事業者の収支＞ 

利用者が区分２の障がい者１０人で
あり、 
夜勤体制を敷いた場合の収支は以下
となる。 
 
①収入 
約13万円（88,500円＋44,700円）
×10人 
=約130万円／月 
 
②支出 
人件費（90万円）＋その他（20万
円） 
=約110万円 
 
①-②=20万円／月×12ヶ月=240万
円／年 

２階：１ユニット＝定
員５名 

１階：２ユニット＝定
員５名 

　障がい者グループホーム 

介護サービス包括型
GH	 

【サービス内容】	 
●家事や相談等の日常生活上の援助	 
（基本サービス）を行う	 

●社会復帰や自立に向けたサポート	 

運営者：セレリアンス 

障がい者グループホーム類型について	 

グルーグループホーム設置場所は「住宅地または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との	 
交流の機会が確保される地域」でなければならない。	 
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グループホームのニーズが増加している理由	 

障がい者の両親の高齢化	 
2016年のデータ次点で、年齢構成は、20歳未満から39歳までの割合が31.8%、40歳未満から59歳までの割合が44.7%、	 
60歳以上が20.9%となり、40歳以上の方が65.6%利用している結果となった。	 
2020年以降、さらに高齢化が進んでいくものと推測される。	 

両親の高齢化により、障がいを持つ息子・娘のお世話が出来なくなった家庭が増加。	 

※ 2016年度、全国グループホーム実態調査 
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「地域生活移行」により、入所施設から	 
	 	 グループホームに移行へ	 

施設の新設はせず、定員数も削減方向へ…障がい者の地域交流政策。	 

（2018年3月現在）	 
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【出展：社会保障審議会障害者部会（H30.6】	 

見込量	 （単位：室）	 施設入所者数の推移	 
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「第5期障害福祉計画」より、グループホームの	 
	 	 開発急務	 

需要	 ＞供給の賃貸住宅の開発のために不動産・地域を動かす必要アリ。	 

（2018年3月現在）	 
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【出展：社会保障審議会障害者部会（H30.6】	 

見込量	 
（単位：室）	 ケアホーム・グループホームの利用者の推移	 

グループホーム供給数：	 

入居対象者（知的・精神）：	 

　10.6万室	 

457.3万人	 
×100＝2.3％	 

（供給率）	 

（2016年）	 
在宅	 
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家賃 55,000円 
水光熱
費 10,000円 

食費（朝夕食
事） 21,000円 

家賃助
成 

ー24,000
円 

小計 62,000円 

入居金（初期
費用） 

0円 

利用者 オーナー 運営事業者 

障がい者ＧＨは供給不足であるため、 
政府が整備を後押ししている。 
その政策の１つとして、家賃助成が
ある。 
政府から全国一律で１万円が助成さ
れる。 
東京都は都としても別途助成がある
ため、 
総額で２万４０００円／月の助成と
なる。 

＜オーナー表面利回り＞ 
 
①収入 
家賃が55,000円であり、利用
者が10人／1棟のため、年間
の家賃収入は、 
55000円×10人×100％＝55万
円 
55万円×12ヶ月=660万円とな
る。 
 
②総投資額 
建築費用が3,500万円、土地代
金が 
2,500万円のため、総投資額は、 
6,000万円となる。 
 
上記より、利回りは①／②と
なる。 
 
660万円／6,000万円×100% 
=11.0% 
 

表面利回り=11.0% 
 

区分１ 77,700円 
区分２ 88,500円 
区分３ 115,500円 
夜間体制
加算 44,700円 ＜運営事業者の収支＞ 

利用者が区分２の障がい者１０人で
あり、 
夜勤体制を敷いた場合の収支は以下
となる。 
 
①収入 
約13万円（88,500円＋44,700円）
×10人 
=約130万円／月 
 
②支出 
人件費（90万円）＋その他（20万
円） 
=約110万円 
 
①-②=20万円／月×12ヶ月=240万
円／年 

２階：１ユニット＝定
員５名 

１階：２ユニット＝定
員５名 

　障がい者グループホーム 

障がい者グループホームの外観および内観	 

１
階	 

２
階

＜敷地面積＞　＜間取り＞　　　	 
約７０坪　　　1階：4名	 
＜延床面積＞　2階：6名	 

約７５坪	 
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他社グループホーム参考例	 

このように他社のグループホームは築20年以上の既存物件を改築して運営されている	 
グループホームがほとんどとなります。	 
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ニーズのまとめ	 

障がい者の増加に加え両親の高齢化	 

供給者は増加しているが既存の空き家利用がおよそ90%	 

新築のグループホームの付加価値は高い	 

グループホームのニーズ	 
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