
 
横浜市障害者グループホーム体験入居事業実施要綱 

 

 

制  定  平成 22 年 4 月 1日 健障支第 318 号（局長決裁） 

最近改正  平成 30 年４月１日健障支第 4262 号（局長決裁） 

 

（趣 旨） 

第１条 本要綱は、横浜市障害者グループホーム設置運営要綱（昭和 60 年 8 月 1 日制定。以下「設

置運営要綱」という。）第 11 条第４項の規定に基づき、同要綱第４条に定める要件を満たすものが、

同要綱第３条第１項第１号、第３号及び第４号に定める障害者グループホームで実施する体験入居

事業（以下「本事業」という。）の実施について必要な事項を定める。 

 

（入居対象者） 

第２条 本事業の入居対象者は、横浜市が援護の実施機関であり、原則として、障害支援区分認定調

査を受けた 18 歳以上の者とする。ただし、入院中・施設入所中の者は対象外とする。 

２ 設置運営要綱第３条第１項第３号に規定する指定障害者グループホームの入居対象者は、前項に

加え、入居時点で次の各号に該当するものとする。 

 (１) 障害支援区分４以上の者 
 (２) 個別支援において、居宅介護または重度訪問介護の利用を必要とする見込みのある者 
 (３) 医療的ケアを必要とし、訪問看護の利用を必要とする見込みのある者 
３ 設置運営要綱第３条第１項第４号に規定する指定障害者グループホームの入居対象者は、第１項

に加え、入居時点で次の各号に該当するものとする。 
 (１) 満 60 歳以上の者 
 (２) 援護の実施機関が横浜市である者 
 (３) 医療的ケアを必要とする者 

４ 第１項の規定にかかわらず、設置運営要綱第３条第１項第５号に規定する障害者グループホーム

の入居対象者は、原則として市内に居住する 18 歳以上の障害者であって、障害者グループホーム

の入居を必要とする者（入院治療を要する者を除く。）とする。 

 

（助成対象） 

第３条 本事業は、設置運営要綱第３条第１項第１号、第３号及び第４号に規定する障害者グループ

ホーム（設置運営要綱第３条第１項第２号に規定するサテライト型住居は除く。）が、前条に定め

る入居対象者に対し、必要な支援を行う場合に助成対象とする。 

ただし、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（平成 17 年法律第 123
号。以下「総合支援法」という。）に基づく体験利用が実施できる場合は、助成対象外とする。 

２ 本市外に設置される障害者グループホームについては、当該障害者グループホームの所在地を管

轄する自治体が体験入居に係る基準を定めており、その基準により、本市市民が助成対象外となる

場合に限り、当該自治体の基準により助成対象とする。 
３ 前２項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるものは、助成対象とする。 

 

（入居区分） 

第４条 本事業における入居区分は基本型と介助型とする。 

２ 基本型は、次項に定める介助型に該当する者以外の者に対する区分とする。 

３ 介助型は、次の各号のいずれかに該当する者に対する区分とする。 

(１) 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則（昭和 25 年厚生省令

第 15 号）別表第５号身体障害者障害程度等級表（以下「等級表」という｡）に定める１級又は２

級に該当する障害を有するもの 

(２) 児童相談所又は障害者更生相談所において知能指数が 35 以下と判定された者 

(３) 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、等級表に定める３級に該当する障害を有し、か

つ、児童相談所又は障害者更生相談所において知能指数が 50 以下と判定されたもの 

(４) 前各号に該当しない者で、別表１の合計点数が 10 点以上（ただし平成 26 年 3 月 31 日以前

に、次条第１号に定める認定依頼を行った者については別表２の合計点数が８点以上）に該当す

る行動の状態（以下「行動障害」という。）にあるもの 

 

（行動障害の認定） 



 
第５条 前条第３項第４号に定める行動障害にある者の認定は、次により行う。 

(１) 本認定を希望する者（以下「申請者」という。）は、居住地を管轄する区の福祉保健センタ

ー長（以下「福祉保健センター長」という。）に対し、障害者グループホーム入居者行動障害認

定依頼書（第１号様式、以下「依頼書」という。）を提出し、認定を依頼する。 

(２) 福祉保健センター長は、行動障害の該当、非該当を決定して、障害者グループホーム入居者

行動障害認定通知書（第２号様式）により、申請者に通知するとともに、健康福祉局長に報告す

る。 

 (３) 認定の効力は原則として障害支援区分の有効期間又は障害支援区分認定を受けていない場

合は３年間継続するものとする。ただし、効力を失った後の再認定を行うことは妨げない。 

 

（利用の申請） 

第６条 申請者は、原則として、体験入居を利用する７日前までに、障害者グループホーム体験入居

申請書（第３号様式）を福祉保健センター長に提出する。 

 

（利用の決定） 

第７条 福祉保健センター長は、申請者が入居を希望する障害者グループホームの状況、居室の状況

等を考慮した上で利用の可否を決定し、障害者グループホーム体験入居（承認・不承認）決定通知

書（第４号様式）を申請者に交付するものとする。 

２ 体験入居の期間は、１回の決定につき 30 泊を限度とし、またその期間は、体験入居を実施する

初日から３か月以内とする。 

 

（体験入居費の請求） 

第８条 体験入居を実施した障害者グループホームの事業者は、体験入居実施後、原則として、体験

入居を実施した最終日を含む四半期の終了後７日以内に、障害者グループホーム体験入居請求書

(第５号様式)（以下「請求書」という。）に、障害者グループホーム体験入居実績報告書(第６号

様式)及び福祉保健センター長が発行する障害者グループホーム体験入居承認決定通知書の写しを

添付し、市長に体験入居費の請求を行わなければならない。 

 

（体験入居費の給付） 

第９条 市長は、請求書を提出した事業者に対し、実績に応じて別表３に定めた額を体験入居費と

して給付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、本市外に設置されるグループホームについては、当該グループホーム

の所在地を管轄する自治体の基準において給付する。 
 

（その他） 

第 10 条 本要綱で定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は健康福祉局長が定める。 

 

 

附 則 

本要綱は平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則 

本要綱は平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則 

本要綱は平成 25 年４月１日から施行する。 

附 則 

本要綱は平成 26 年４月１日から施行する。 

附 則 

本要綱は平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則 

本要綱は平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則 

本要綱は平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則 

本要綱は平成 30 年４月１日から施行する。 

 



 
別表１（第４条第３項第４号） 

行動関連項目 

（認定調査項目） 
０点 １点 ２点 

コミュニケーション 

（３－３） 
1．日常生活に支障がない 

2．特定の者であれ

ばコミュニケーシ

ョンできる 

3．会話以外の方法

でコミュニケーシ

ョンできる 

4．独自の方法でコミ

ュニケーションでき

る 

5．コミュニケーショ

ンできない 

説明の理解 

（３－４） 
1．理解できる 2．理解できない 

3．理解できているか

判断できない 

大声・奇声を出す 

（４－７） 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支援が必要 

4．週に 1回以上の

支援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5 日

以上の）支援が必要 

異食行動 

（４－16） 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支援が必要 

4．週に 1回以上の

支援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5 日

以上の）支援が必要 

多動・行動停止 

（４－19） 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支援が必要 

4．週に 1回以上の

支援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5 日

以上の）支援が必要 

不安定な行動 

（４－20） 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支援が必要 

4．週に 1回以上の

支援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5 日

以上の）支援が必要 

自らを傷つける行為 

（４－21） 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支援が必要 

4．週に 1回以上の

支援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5 日

以上の）支援が必要 

他人を傷つける行為 

（４－22） 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支援が必要 

4．週に 1回以上の

支援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5 日

以上の）支援が必要 

不適切な行為 

（４－23） 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支援が必要 

4．週に 1回以上の

支援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5 日

以上の）支援が必要 

突発的な行動 

（４－24） 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支援が必要 

4．週に 1回以上の

支援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5 日

以上の）支援が必要 

過食・反すう等 

（４－25） 

1．支援が不要 

2．希に支援が必要 

3．月に 1回以上の支援が必要 

4．週に 1回以上の

支援が必要 

5．ほぼ毎日（週 5 日

以上の）支援が必要 

てんかん 1．年 1回以上 2．月に 1回以上 3．週に 1回以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
別表２（第４条第３項第４号） 

調査項目等 ０点 １点 ２点 

本人独自の表現方法を用いた意

思表示(6-3-イ) 
意思表示できる 

時々、独自の方

法 

常に独自の

方法 

意 思 表 示

できない 

言葉以外の手段を用いた理解説

明(6-4-ｲ) 
説明を理解できる 

時々、言葉以外

の方法 

常に言葉以

外の方法 

説 明 を 理

解 で き な

い 

食べられないものを口に入れる

(7-ﾂ) 
ない 時々ある 

ある（週に１回

以上） 
毎日 

多動又は行動の停止(7-ﾅ) ない 
まれに

ある 

月 に １

回以上 
週に１回以上 ほぼ毎日 

パニックや不安定な行動(7-ﾆ) ない 
まれに

ある 

月 に １

回以上 
週に１回以上 ほぼ毎日 

自分の体を叩いたり傷つけるな

どの行為(7-ﾇ) 
ない 

まれに

ある 

月 に １

回以上 
週に１回以上 ほぼ毎日 

叩いたり蹴ったり器物を壊した

りなどの行為(7-ﾈ) 
ない 

まれに

ある 

月 に １

回以上 
週に１回以上 ほぼ毎日 

他人に抱きついたり、断りもな

くものを持ってくる(7-ﾉ) 
ない 

まれに

ある 

月 に １

回以上 
週に１回以上 ほぼ毎日 

環境の変化により突発的に通常

と違う声を出す(7-ﾊ) 
ない 

まれに

ある 

週 に １

回以上 
日に１回以上 日に頻回 

突然走っていなくなるような突

発的行動(7-ﾋ) 
ない 

まれに

ある 

週 に １

回以上 
日に１回以上 日に頻回 

過食・反すうなどの食事に関す

る行為(7-ﾌ) 
ない 

まれに

ある 

月 に １

回以上 
週に１回以上 ほぼ毎日 

てんかん発作(医師意見書) 年１回以上 換算せず 月１回以上 週に１回以上 

 

 

 

別表３（第９条第１項） 

体験入居区分 
単価 

（１泊あたり） 
算定方法 補助対象経費 

基本型 3,230円 

単価×利用泊数 

（１回30泊を限度） 

体験入居のために要する経費 

（家賃、食費、光熱水費等、利用者が負担

する経費を除く） 
介助型 5,430円 

 

 


