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 グループホームは、共同生活に支障のない人が、日常生活を送る上での必要な

援助などを受けることにより、地域で安心して暮らしてゆくための住居（ホーム）

のことです。 

“グループホームってどんなところにあるの？”“どんな生活をするの？”など

など、グループホームを利用したいと思ってもわからないことがたくさんあると

思います。 

高崎市では、グループホームで暮らしてみたいと考えている人たちやそのご家

族のために、役立つ情報をわかりやすくまとめたガイドブックを作成しました。 

グループホームで生活することへの理解を深めるとともに、グループホームを

選択する際に活用していただければ幸いです。 
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１ グループホームとは 

  

障害のある人が地域で安心して自立した生活を送るための住まいの場のひとつです。グル

ープホームでは障害のある人が少人数で共同生活をしています。一戸建ての住宅やアパート

などを利用し、社会福祉法人やＮＰＯ法人、医療法人などが運営しています。 

 ホームでは食事作りや健康管理などを世話人がサポートします。食事や入浴など日常生活

に介助が必要な場合は、世話人や生活支援員が介助を行ったり、福祉サービスを活用して介

助を受けたりすることもできます。 

 

２ 具体的な暮らしかた 

 

 グループホームでは、入居者同士が協力し合って暮らします。日中は職場や通所施設に通

勤・通所する、あるいは病院や施設のデイケア等に通います。帰宅後は食事をしたり、入浴

したり自宅と同じような生活をします。自分の居室があり、食堂、お風呂などは共同スペー

スとなっています。 

 生活に必要な家賃、食費、水光熱費、電話代などのお金はグループホームに支払います。

それ以外の生活費は、個人で準備し必要に応じて使います。 

 

＜例＞一般就労：水曜から日曜までの週に 5 日、食堂で食器洗いのお仕事をしています 

7 時 8 時 10 時 11 時  15 時  18 時  22 時 

グループホーム  日中活動  グループホーム 

起床 朝食 出勤 一般就労 帰宅 夕食 入浴 

TV 

就寝 

 

＜例＞デイケア：月曜から木曜までの週に 4 回、病院のデイケアに通っています。 

６時 8 時 ９時 11 時  15 時  1７時  2１時 

グループホーム 日中活動 グループホーム 

起床 朝食 デイケア 夕食 入浴 

洗濯 

就寝 

 

 

 

 

ワンポイント 【お休みの日の過ごしかた】 

移動支援を利用してヘルパーさんと外出したり、買い物支援でスーパーへ買い物 

に出かけたりなど自由に過ごしています。 
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３ 対象者 

 

知的障害、精神障害、身体障害といった障害のある人で、何らかの支援があれば地域生活

を送れる人が利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 利用料について 

 

市民税が課税の世帯については、サービス提供にかかる費用の１割（負担上限月額あり）

を負担していただきます。また、サービス提供に伴う実費（食事やおやつ代等）も負担して

いただきます。 

 詳細は各事業所にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

所得に応じて最大月額１万円の家賃補助が受けられます。くわしくは、

市役所へお問い合わせください。 

✏グループホームの家賃補助制度✍ 

たとえば… 

「１人暮らしは不安」 

「施設から出て地域で暮らしたい」 

「家族から自立したい」 

などの気持ちがある人です。 



3 

 

５ 利用までの手続き 

 

①サービス利用の申し込み 

障害福祉課（各支所市民福祉課）または市内の特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所

に相談します。 

 

②申請 

障害福祉課（各支所市民福祉課）に申請をします（相談支援専門員による代行も可能です）。 

 

③サービス等利用計画案の作成依頼 

高崎市によって割り当てられた相談支援事業所、または希望の相談支援事業所にサービス等

利用計画案の作成を依頼し、契約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④認定調査 

調査員がご本人の身体状況や生活状況についての調査を行います。 

 

⑤障害支援区分の決定 

審査会でご本人の障害支援区分を決定します。 

 

⑥サービス等利用計画案の提出 

③で作成した計画案を障害福祉課（各支所市民福祉課）へ提出します。 

（相談支援専門員による代行も可能です）。 

 

⑦サービス利用の支給決定 

障害福祉課から支給決定のお知らせ（通知）を行います。 

 

⑧サービス担当者会議の開催 

本人、家族および関係者を交えた会議を開催します。会議を踏まえてサービス等利用計画が

決定になります。 

 

⑨サービス利用の開始 

  

相談支援事業所とは？ 

障害福祉サービスと利用者のニーズをつなぐ役割を

担う高崎市の指定を受けた事業所です。 

利用者の希望や目標を伺い、福祉サービスを利用する

ためのサービス等利用計画を作成、利用の調整、定期

的なモニタリング（計画の見直し）を行います。 
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高崎市では、年に一度、市内の障害者(児)福祉事業所を対象に、事業所毎の虐

待防止対策に関してのアンケートを行います。 

アンケートの回答結果は四葉マークで表し、『はい』と回答した設問に関しては

葉を色付けして表記しています。 

事業所毎の回答結果は、各事業所紹介ページの名前の横に四葉マークを掲載し

ています。 

 

四葉の葉の位置で、設問に対しての回答を分けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊アンケートの詳細な結果は、高崎市のホームページに掲載してあります。 

  

③事業所外での研

修会に参加してい

ますか？ 

②事業所内で研修

会をしています

か？ 

①アンケートに答え

ましたか？ 

④研修会以外の虐

待防止対策を行っ

ていますか？ 

【アンケートの設問項目】 

①アンケートに答えましたか？ 

 ②虐待防止に関して事業所内で研修会を行っていますか？ 

 ③虐待防止に関して事業所外での研修会に参加していますか？ 

 ④研修会以外の虐待防止対策を行っていますか？ 

（虐待防止マニュアルや対策委員会の設置、虐待防止に関する情報の掲示等） 

 

高崎市では虐待防止に取り組んでいます 
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 福祉サービスや支援を受けている中で、下記のようなことをされてつらい思い

をしている、不適切な支援を受けていると感じる場合には、高崎市障害者虐待防

止センターに電話をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 

 

24 時間・365 日、障害者虐待に関する相談を受け付けています。 

 

 

 

 

 

  

高崎市障害者虐待防止センター  電話０２７－３８８－８８２４ 

身体を傷つけられる 性的な嫌がらせを受ける 

気持ちを傷つけられる 必要な支援をしてもらえない 

必要なお金をもらえない 

無理やり体を 

触られる 

わいせつな話を

されるなど 

怒鳴られる 

悪口を言われる 

わざと無視され

るなど 

食事や飲み物を

もらえない 

医者に行かせて

もらえないなど 

年金や賃金を 

勝手に使われる 

賃金を払っても

らえないなど 

叩かれる 

蹴られる 

閉じ込められる 

など 
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６ 事業所一覧 

 

 

 

  

No 
事業所名称 

所在地 
対象者 

1 
正観寺ホーム 

高崎市正観寺町 1024-4 
知的 

2 
ファイト貝沢 

高崎市貝沢町 1331-2 
知的 

3 
さぽーとはうす ほほえみ 

高崎市大八木町 902-13 
知的（女性専用） 

4 
さぽーとはうす りずむ 

高崎市大八木町 902-3 
知的（男性専用） 

5 
きさらぎホーム 

高崎市新田町 2-7 
知的（女性専用） 

6 
グループホーム ライフ C 棟 

高崎市下之城町 732 番 1 フェニックスⅡ 1F 
精神 

7 
登夢想野（トムソーヤ） 

高崎市下之城町 282-3 
知的 

8 
障害福祉サービス事業所サンピエール 

高崎市上佐野町 796-1 
精神 

9 
グループホームともき 

高崎市八千代町 1-11-121 世紀ﾊｲﾂ 204・205 
知的 

10 
だんだん 

高崎市片岡町 3-2235 ｳﾞｧﾝﾍﾞｰﾙかたおか 202 
知的 

11 
グループホームやちよ 

高崎市八千代町 1 丁目 22-18 
知的 

12 
グループホームさくら 

高崎市八千代町 1 丁目 22-20 
知的 

13 
ルーキーハウス 

高崎市八千代町 4-16-1 リバーサイドハイツ 105 
知的 

旧高崎地域 
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No 
事業所名称 

所在地 
対象者 

14 
グループホームおおいし 

高崎市石原町 3348-1 
知的 

15 
第 5 ドルフィン石原 

高崎市石原町 3941 
精神 

16 
グループホームいしはら 

高崎市石原町字小坂山 3157-1 
知的 

17 
きらりん 

高崎市石原町 1787-1 
知的 

18 
ファイト鼻高 

高崎市鼻高町３３－１ 
知的 

19 
鼻高ホーム 

高崎市鼻高町 41-9 
知的 

No 
事業所名称 

所在地 
対象者 

20 
ホームいずみ 

高崎市吉井町小暮 569-8 
知的 

21 
青雲寮 

高崎市吉井町小串 283-1 
知的 

22 
グループホームみかん 

高崎市吉井町多胡 92-2 
知的 

23 
障害福祉サービス事業所 ハピネスホーム１ 

高崎市吉井町本郷字石橋 419-1 
知的 

24 
ホームクラリス 

高崎市吉井町深沢１５４－１ 
知的 

25 
いわざきホーム 

高崎市吉井町岩崎２６７０－１ 
知的 

吉井地域 
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No 
事業所名称 

所在地 
対象者 

26 
柏木沢ホーム 

高崎市箕郷町柏木沢 2305 
知的 

27 
生原ホーム 

高崎市箕郷町生原 570-3 
知的 

28 
第 2 生原ホーム 

高崎市箕郷町生原 616-1 
知的 

29 
中新田ホーム 

高崎市箕郷町生原 1197-6 
知的 

30 
上芝ホーム 

高崎市箕郷町上芝 300-1 ﾌﾗﾜｰﾊｲﾂ 101・103 
知的 

31 
東明屋ホーム 

高崎市箕郷町東明屋 39-4 
知的 

32 
しろやまホーム 

高崎市箕郷町東明屋６７６ 
知的 

33 
第２東明屋ホーム 

高崎市箕郷町東明屋３５－５４ 
知的 

34 
榛名ホーム 

高崎市箕郷町松之沢 336-76 
知的 

35 
松之沢ホーム 

高崎市箕郷町松之沢 395 
知的 

No 
事業所名称 

所在地 
対象者 

36 
下室田ホーム 

高崎市下室田町１０６０－２ 
知的 

箕郷地域 

榛名地域 
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No 
事業所名称 

所在地 
対象者 

37 
わくわくホーム 

高崎市金古町 1520-2 
知的 

38 
たんぽぽ荘 

高崎市稲荷台町 153-2 
精神 

39 
そてつ荘 

高崎市稲荷台町 153-2 
精神 

40 
くすの木ハイム 

高崎市稲荷台町 153 番地 1 
精神 

41 
けやき荘 

高崎市稲荷台町 235 番地 2 
精神 

42 
ひまわり荘 

高崎市稲荷台町 153 番地 2 
精神 

43 
山桜荘 

高崎市稲荷台町 233 番地 2 
精神 

44 
もみじ荘 

高崎市稲荷台町 240 番地 2 
精神 

45 
第２ドルフィン棟高 

高崎市棟高町 1231-2 
精神 

46 
さやかホーム 

高崎市棟高町 1928-121 ｴｽﾃｰﾄﾋﾟｱ棟高 103 
知的（男性専用） 

47 
さぽーとはうす こざくら 

高崎市福島町 733-2 
知的 

48 
さぽーとはうす あかね 

高崎市福島町 786 番地 5 
知的（女性専用） 

49 
さぽーとはうす らいむ 

高崎市福島町 786 番地 5-2 
知的（男性専用） 

50 
プラム 

高崎市足門町 1034-2 
知的 

51 
プラム A 棟 

高崎市足門町 925-1 
知的（男性専用） 

52 
プラム B 棟 

高崎市足門町 925-1 
知的（男性専用） 

群馬地域 

四葉マークは最新のアンケート結果を反映していますが、 

情報更新のタイミングにより、一部未掲載の事業所がございます。 
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高崎市内の事業所のうち、 

一部掲載していない事業所がございます。 

掲載されていない事業所の情報については 

【障害福祉課】までお問い合わせください。 
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７ 事業所詳細 

1 正観寺ホーム 

運営法人 社会福祉法人 はるな郷 

 

住所 高崎市正観寺町 1024-4 

開所日 平成 8 年 6 月 1 日 

建物 木造 2 階建て 

居室 4 室 

共同設備 台所(調理器具他)、休憩室、浴室、便所 

対象 知的 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
福祉的就労（就労継続 B 型事業所）、 

一般就労 
自転車、バスを利用して、高崎市内や前

橋方面に外出してます。移動支援を利用

して外出している方もいます。 スタッフ 
世話人 1 名、代替人 2 名、 

生活支援員 2 名 

生活費(１ヵ月） 50,000 円 ホームでの主な生活 

内

訳 

家賃 15,000 円 

朝・夕の食事の提供を受け、日中は福祉

的就労での作業、一般就労で仕事をして

います。金銭管理と健康管理の助言、日

常生活での部分支援を受け、安定した地

域生活を送れるように頑張っています。 

食費 20,000 円 

光熱費  

雑費  

その他 15,000 円（共益費） 

入居条件  

金銭管理 自己管理 

家財持込 応相談 特色（近隣情報など） 

保証人  
近くに畑や田んぼがある農村地域で、静

かな環境の中で、近隣の方々がとても親

切です。ぐるりんバスの停留所が近くに

あり、高崎市内への交通の便も良いです。 

その他  

問い合わせ先 
はるな郷地域生活多機能センター  

℡ 27-329-7282 

受付時間 8：30～17：30 

 

[交通アクセス] 

上越線・両毛線井野駅から 
徒歩３０分 
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2 ファイト貝沢 

運営法人 特定非営活動法人さぽうと二千 

 

住所 高崎市貝沢町 1331-2 

開所日 平成 26 年 12 月 1 日 

建物 木造平屋建て 

居室 ６帖 フローリング クローゼット有 

共用設備 
キッチン（IH 調理器）・トイレ（３つ）・風呂・

LD 

対象 知的 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 就労継続支援 B 型（ウエルク）など 

散歩、買い物、移動支援での外出など 
スタッフ 

管理者１名 サービス管理責任者１名（世話人

１名以上 生活支援者１名以上 夜間支援員

１名以上） 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 30,000 円 

食事のお世話、お部屋の掃除、金銭管

理などをお手伝いし、地域での生活を

安心して楽しく過ごせるよう心がけ

ます。 

食費 朝食 300 円・夕食 500 円（昼食 400 円） 

光熱費 
10,500 円（21 日宿泊の場合 日数で変動あ

り） 

雑費 上記に含む 

その他 光熱費・雑費については実績により見直し有 

入居条件  

金銭管理 自己管理（希望により預かり管理） 

家財持込 個別応相談 特色（近隣情報など） 

保証人 1 名必要 

角上スーパー、カインズホームなど商

業施設が近くて生活に便利な立地で

す。 

その他 詳細は相談による 

問い合わせ先 ℡ 27-325-0986 

受付時間 
10：00～18：00 

（不在時は留守電にて折り返し連絡） 

 

グランドパ

ティオ

カインズ

ホーム

角上

木曽路

吉野屋

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ

ｺｰﾋｰ

ﾏｸﾄﾞﾅ

ﾙﾄﾞ

焼肉

きんぐ

至倉賀野

至問屋町

２７

P

角上P

角上P

ファイト貝沢

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

環
状
線

[交通アクセス] 

ぐるりんバス京ヶ島線 

 上大類東から徒歩 10 分 
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3 さぽーとはうす ほほえみ 

運営法人 NPO 法人 こざくら会 

 

住所 高崎市大八木町 902-13 

開所日 平成 25 年 5 月 1 日 

建物 木造 2 階建て 

居室 4.5 畳～7.5 畳 クローゼットあり 

共用設備 
風呂、リビング、台所（冷蔵庫、炊飯器、

ガスレンジ） 

対象 知的（女性専用） 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 4 名就労 
レンタル DVD・CD の鑑賞、買い物など

に外出 スタッフ 
世話人 1 名、生活支援員 1 名、サービ

ス管理責任者 1 名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 35,000 円 

「あいさつをきちんとする」を目標にし

ています。また、掃除、洗濯、金銭管理

など自分の身の回りの事ができるよう支

援を受けながら、安定した生活を送れる

ように頑張っています。 

食費 25,000 円 

光熱費 
10,000 円 

（光熱水費、日用品費、雑費） 

雑費  

その他  

入居条件  

金銭管理 グループホームにて管理 

家財持込 個別に相談ください 特色（近隣情報など） 

保証人 1 名必要 とりせん、ベルク、カワチ薬品まで徒歩

10 分、県央病院まで徒歩 8 分、銀行、

郵便局、ホームセンターまで徒歩 10 分、

近年、世帯の増加している閑静な住宅街

の一角です。 

その他 喫煙はご遠慮ください 

問い合わせ先 ℡ 27-310-0566 

受付時間  

 
[交通アクセス] 
関越交通バス「福島」バス停下車５分。 
バス停から南へ向かい、はじめの交差
点（ミスタータイヤマン）を左折してす
ぐ。 
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4 さぽーとはうす りずむ 

運営法人 NPO 法人 こざくら会 

 

住所 高崎市大八木町 902-3 

開所日 平成 25 年 5 月 1 日 

建物 木造 3 階建て 

居室 4.5 畳～7.6 畳 クローゼットあり 

共用設備 
風呂、リビング、台所 

（冷蔵庫、炊飯器、ガスレンジ） 

対象 知的（男性専用） 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 就労継続支援 B 型、就労 

レンタル DVD・CD の鑑賞、買い物などに外出 
スタッフ 

世話人 1 名、生活支援員 1 名、 

サービス管理責任者 1 名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 35,000 円 

「あいさつをきちんとする」を目標にしていま

す。また、掃除、洗濯、金銭管理など自分の身

の回りの事ができるよう支援を受けながら、安

定した生活を送れるように頑張っています。 

食費 25,000 円 

光熱費 
10,000 円 

（光熱水費、日用品費、雑費） 

雑費  

その他  

入居条件  

金銭管理 グループホームにて管理 

家財持込 個別に相談ください 特色（近隣情報など） 

保証人 1 名必要 とりせん、ベルク、カワチ薬品まで徒歩 10 分、

県央病院まで徒歩 8 分、銀行、郵便局、ホーム

センターまで徒歩 10 分、近年、世帯の増加し

ている閑静な住宅街の一角です。 

その他 喫煙はご遠慮ください 

問い合わせ先 ℡ 27-310-0566 

受付時間  

 

ミスター

タイヤマン

・ ・

・・

・

・・

・ミニストップ

三
国
街
道

大八木町

[交通アクセス] 
関越交通バス「福島」バス停下車５分。 
バス停から南へ向かい、はじめの交差
点（ミスタータイヤマン）を左折してす
ぐ。 
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5 きさらぎホーム 

運営法人 NPO 法人 遊モア 

 

住所 高崎市新田町 2-7 

開所日 平成 11 年 11 月 

建物 木造 2 階建て 

居室 4.5 畳 たたみ、クローゼット有り 

共用設備 
台所、風呂、洗面所、トイレ、 

居間（食堂） 

対象 知的（女性専用） 

入居定員 3 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
就労継続支援 B 型、 

就労（清掃関係） 土日は帰省できる人は自宅へ帰省、カラオ

ケ、外出（映画・買い物）等 
スタッフ 世話人 2 名 

生活費(１ヵ月） 37,000 円程度 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 20,000 円 

食事の提供、共有スペースの掃除 

お金の管理を受けながら、楽しい生活を送

れるよう心がけています。 

食費 10,000 円 

光熱費 5,000 円 

雑費 2,000 円 

その他  

入居条件  

金銭管理 世話人管理（こづかい、生活費） 

家財持込 部屋の家財は個人持参 特色（近隣情報など） 

保証人 保護者 

高崎駅まで歩いて５分交通の便がとても

いい環境です。 

その他  

問い合わせ先 ℡ 27-325-5240 

受付時間  

 

[交通アクセス] 

高崎駅から歩いて５分（西口） 
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6 グループホーム ライフ C 棟 

運営法人 
特定非営利活動法人スマイルパートナ

ー 

 

住所 
高崎市下之城町 732 番 1  フェニ

ックスⅡ 1F 

開所日 平成 28 年 2 月 1 日 

建物 鉄筋コンクリート 2 階建て 

居室 
1K（６畳）＋ロフト×12 室 

（家電付き） 

共用設備 
風呂、居間、台所（電磁コンロ、炊飯

器、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機など） 

対象 精神 休日の過ごしかた 

入居定員 12 名 

当ホームの行事に参加したり、個々の趣味や余

暇に当てて頂いております。 

日中活動の場 
当ホームにおける生活訓練、最寄りの

障害福祉サービス・デイケア 

スタッフ  

生活費(１ヵ月） 70,000～90,000 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 40,000 円 

他の就労、通所施設等に出かけない方は当ホー

ムのプログラムに参加していただき、食生活に

対しての助言やお部屋の掃除の手伝い、金銭管

理についての助言などを受けながら、安定した

地域生活を送れるように頑張っています 

食費 約 20,000～30,000 円 

光熱費 約 10,000 円（個々の使用分） 

雑費 約 10,000 円 

その他  

入居条件  

金銭管理 自己管理 

家財持込 個別に相談ください 特色（近隣情報など） 

保証人 1 名必要 
買い物無料送迎サービスあり（２回／週）、病

院受診無料付き添いサービスあり、一般のアパ

ートを使用した閑静な住宅街の一角です 

その他 禁酒、室内禁煙（喫煙所あり） 

問い合わせ先 ℡ 90-5409-9293 

受付時間  

 

[交通アクセス] 

ぐるりんバス 

「産業創造館入口」から徒歩 1 分 
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7 登夢想野（トムソーヤ） 

運営法人 NPO 法人 遊モア 

 

住所 高崎市下之城町 282-3 

開所日 平成 26 年 4 月 1 日 

建物 木造１階平屋 

居室 ６畳フローリング、クローゼットあり 

共用設備 
台所（IH 調理器、炊飯ジャー、冷蔵庫

など）、風呂、居間） 

対象 知的 

入居定員 6 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 就労継続 B 型事業所 
ホームで過ごしたり、散歩に出かけています。 

皆で買い物や映画に出掛けたりしています。 スタッフ 
世話人 2 名、生活支援員 3 名、 

サービス管理責任者 1 名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 19,000 円 

食事の世話やお部屋の掃除の手伝い、金銭管理

についての助言などを受けながら、安定した地

域生活を送れるように頑張っています。 

食費 17,000 円 

光熱費 13,000 円 

雑費  

その他  

入居条件  

金銭管理 
世話人管理、 

自己管理（貴重品ロッカー）選択 

家財持込 個別に相談ください 特色（近隣情報など） 

保証人 1 名必要 

スーパーまで徒歩１０分、高崎中央病院まで車

で１０分、閑静な住宅街の一角です 

その他 飲酒、喫煙はご相談ください。 

問い合わせ先 ℡ 27-380-8844 

受付時間  

 

国道１７号東京方面

城東保育園

スシロウ

横浜ラーメン青木家

１７号高崎方面

[交通アクセス] 
高崎ぐるりんバス                        
高崎駅 
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8 障害福祉サービス事業所サンピエール 

運営法人 医療法人 山崎会 

 

住所 高崎市上佐野町 796-1 

開所日 平成 24 年 4 月 1 日 

建物 
間仕切り一部発泡コンクリート鉄骨造ＡＬＣ張

り 3 階建て 

居室 

個室、2 人部屋があり居室内にはエアコン、洗

面台、ベッド、洋服タンスなどが設置してあり

ます。 

共用設備 
調理用器具一式、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、     

食堂、トイレ、浴室など 

対象 精神 

入居定員 カーサ 18 名、アルカディア 20 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 デイ・ナイトケア施設、地域活動支援センター 
外出プログラムや施設内プログラムも実

施しております。また、自由に買い物に

出かけたりしています。 スタッフ 

世話人の中には、精神保健福祉士や社会福祉士

の資格を持ったスタッフもおり、様々な相談に

応じられます。 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 個室部屋 29,000 円、2 人部屋 26,000 円 規則正しい生活を構築することを第一に

考え、デイケア施設を利用します。また、

社会復帰に必要な日常生活スキルを身に

つけるための支援（服薬管理、金銭管理、

掃除、調理等）を実施しております。 

食費 自己負担 

光熱費 光熱水費・日用品費 7,000 円、居室電気料 

雑費 4,000 円 

その他 調味料代 150 円 特色（近隣情報など） 

入居条件 精神症状が安定しており、共同生活が営める方。 サンピエール病院（協力医療機関）のす

ぐ隣にあり、スーパーやコンビニも徒歩

圏内にありますので生活しやすい環境で

す。 

金銭管理 
自己管理が出来るように個別にて対応。また、

貴重品ロッカーも設置してます。 

家財持込 居室スペースに収まり、生活ができる事が条件。 

保証人 必要 
 

その他 飲酒は禁止。喫煙は指定場所のみ可能。 

問い合わせ先 
障害福祉サービス事業所サンピエール 

℡ 027-350-5550 

受付時間 ９：００～１７：００ 

 
[交通アクセス] 

●高崎駅東口バス乗り場より：   

  市内循環バス「ぐるりん」 

岩鼻線昭和病院行き（系統番号 15） 

サンピエール病院前下車徒歩 2 分 

●高崎駅西口バス乗り場より： 

 市内循環バス「ぐるりん」 

 佐野小・商科大学コース 

（系統番号 11） 

サンピエール病院前下車 徒歩2分 
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9 グループホームともき 

運営法人 社会福祉法人 大平台会 

 

住所 
高崎市八千代町 1-11-1  

21 世紀ﾊｲﾂ 204・205 号 

開所日 平成 15 年 8 月 1 日 

建物 鉄筋鉄骨コンクリート４階建て 

居室 ６畳和室、押入 

共用設備 
台所（ガス器具、炊飯ジャー、冷蔵庫）

風呂、居間 

対象 知的 休日の過ごしかた 

入居定員 
4 名（一部屋 2 名）  

男性 2 名 女性 2 名 
近くのコンビニやスーパーで買い物をし

たり、映画や地域の行事・催し物に出かけ

ています。 

日中活動の場 
施設での日中活動（作業等の活動）、 

一般就労 

スタッフ 
世話人２名 サービス管理責任者１名 

他にバックアップ施設も応援 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 26,250 円 
食事の世話、部屋の掃除の手伝い、金銭管

理、健康管理の支援・助言を受けながら、

安定した楽しい地域生活を送れるように

頑張っています。 

食費 20,000 円 

光熱費 8,000 円 

雑費 18,200 円（共益費・町内会費） 

その他  

入居条件  特色（近隣情報など） 

金銭管理 
自己管理（通帳・印鑑はバックアップ

施設が管理） 
コンビニまで徒歩５分、 

スーパーまで徒歩８分、 

高崎総合医療センターまでバス約５分、 

交通の便も良く高崎駅までバス約１０分。

近隣に高崎市等広域消防局あり。 

（高崎祭り花火大会は屋上で観覧特等席） 

家財持込 個別に相談下さい 

保証人 保護者または後見人 

その他  

問い合わせ先 大平台会 ℡ 027-323-0153 

受付時間 9：00～18：00 

 

白衣観音へ

和田橋・からす川

市内・市役所豊岡へ・八千代橋

消防署 ガソリン

ガソリン

少林山方面

公園

高崎高校八千代郵便局

セイムス

護国神社

バス停「神田医院前」
[交通アクセス] 

ぐるりんバス「神田医院前」 

バス停から徒歩３分。 
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10 だんだん 

運営法人 NPO 法人 遊モア 

 

住所 
高崎市片岡町 3-2235 

ｳﾞｧﾝﾍﾞｰﾙかたおか 202 

開所日 平成 21 年 5 月 

建物 鉄筋 3 階建て 

居室 ６畳フローリング、和室 

共用設備 
台所、食堂、居間、トイレ、お風呂、洗

面所 

対象 知的 

入居定員 5 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 就労継続 B 型事業所、就労 
カラオケ、スポーツ、外出（買い物）等

土日帰省できる方は自宅へ帰省 スタッフ 世話人 4 名  生活支援員 3 名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 20,000 円 

世話人さんが寝泊りしています。食事の

提供、健康管理、掃除、洗濯、お金の管

理、外出支援を受けながら楽しく生活し

ています。 

食費 15,000 円 

光熱費 7,000 円 

雑費 3,000 円 

その他  

入居条件  

金銭管理 世話人管理（こづかい、生活費） 

家財持込 部屋の家財は個人持参 特色（近隣情報など） 

保証人 保護者 

護国神社の近くのため緑の多い静かな環

境です。 

その他  

問い合わせ先 ℡ 27-322-2520 

受付時間  

 

[交通アクセス] 

高崎駅から 

ぐるりん 少林山行き（２０分） 
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11 グループホームやちよ 

運営法人 
独立行政法人  

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

 

住所 高崎市八千代町 1 丁目 22-18 

開所日 平成 25 年 3 月 18 日 

建物 木造一戸建 

居室 ６畳フローリング、クローゼットあり 

共用設備 
台所（IH 調理器、炊飯ジャー、冷蔵庫など）、

風呂、居間 

対象 知的 

入居定員 6 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 国立のぞみの園生活介護事業所、他法人等 世話人等と近くのスーパーに買い物に

行ったり、近隣を散歩して過ごします。

また、移動支援を利用して日帰り温泉

等へ出かけます。 

スタッフ 
生活支援員３名  世話人 ３名 

サービス管理責任者 １名 

生活費(１ヵ月） 51,800 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 18,800 円 
重度の知的障害で自閉症を併せ持って

いる方が生活しています。                                                                                                                    

食事や洗濯と生活全般の支援は世話人

が行います。 

食費 15,000 円 

光熱費 13,000 円 

雑費 5,000 円 

その他  

入居条件  特色（近隣情報など） 

金銭管理 
法人管理、（小遣い等管理：生活支援員、世

話人） 

グループホームやちよは住宅街に位置

したホームで、バリアフリー対応とな

っています。町内の行事に参加したり、

近隣の方たちとの交流も多い地域密着

型のホームです。 

・スーパー、コンビニまで徒歩１０分 

・近隣の病院まで徒歩２０分 

家財持込 個別にご相談ください 

保証人 １名（保護者等）必要 

その他  

問い合わせ先 ℡ 027-326-8782 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

 

 

ラーメン

ハウス
孫悟空様

エスワイ ス

ポーツ店様

八千代橋

グループホー
ム

やちよ
和田橋
交通公園

バス停

八千代３丁目

グループ
ホーム

さくら

[交通アクセス] 
ぐるりん少林山線 
「乗附公民館入口」徒歩１５分 
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12 グループホームさくら 

運営法人 

独立行政法人  

国立重度知的障害者総合施設のぞみの

園 

 

住所 高崎市八千代町 1 丁目 22-20 

開所日 平成 19 年 3 月 20 日 

建物 木造 2 階建て 

居室 6 畳～10 畳 居室数４ 

共用設備 
台所（IH 調理器、炊飯ジャー、冷蔵庫

など）、風呂、居間 

対象 知的 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
生活介護事業所さんぽみち 

通所介護事業所 

世話人等と近くのコンビニに買物に行った

り、近隣を散歩して過ごします。また、移

動支援を利用して、ショッピングモール等

へ出かける人もいます。 
スタッフ 世話人 6 名、サービス管理責任者 1 名 

生活費(１ヵ月） 53,100 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 22,100 円 高齢で、障害の重い方(身体障害のない方)

が生活しています。食事や洗濯と生活全般

の支援は世話人が行います。世話人が夜間

も宿直していますので、入居している方は

24 時間安心して生活を送っています。 

食費 15,000 円 

光熱費 11,000 円 

雑費 5,000 円 

その他  

入居条件  特色（近隣情報など） 

金銭管理 
法人管理 

（小遣い等管理：生活支援員、世話人） 
グループホームさくらは住宅街に位置した

ホームで、2 階建て 1 件家です。町内の行

事に参加したり、近隣の方たちとの交流も

多い地域密着型のホームです。 

・スーパー、コンビニまで徒歩１０分 

・近隣病院まで徒歩２０分 

家財持込 要相談 

保証人 契約者（保護者）必要 

その他  

問い合わせ先 ℡ 027-326-8782 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

 

 

 

[交通アクセス] 
ぐるりん少林山線 
「乗附公民館入口」徒歩１５分 

ラーメン

ハウス
孫悟空様

エスワイ ス
ポーツ店様

八千代橋

グループ

ホーム

さくら

和田橋

交通公園

バス停

八千代３丁目

グループ

ホーム

やちよ
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13 ルーキーハウス 

運営法人 NPO 法人 遊モア 

 

住所 
高崎市八千代町 4-16-1 

リバーサイドハイツ 105 

開所日 平成 12 年 9 月 1 日 

建物 
鉄筋コンクリート  ５階建てマン

ション 

居室 ６畳フローリング、クローゼットあり 

共用設備 
台所（IH 調理器、炊飯ジャー、冷蔵

庫など）、風呂、居間 

対象 知的 

入居定員 3 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 就労継続 B 型事業所 ホームで過ごしたり、散歩に出かけていま

す。皆で買い物や映画に出掛けたりしてい

ます。 スタッフ 
世話人 ２名 

サービス管理責任者 １名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 10,000 円 

食事の世話やお部屋の掃除の手伝い、金銭

管理についての助言などを受けながら、安

定した地域生活を送れるように頑張って

います 

食費 16,000 円～21,000 円 

光熱費 6,000 円～9,000 円 

雑費 3,000 円 

その他  

入居条件  

金銭管理 
世話人管理、自己管理（貴重品ロッカ

ー）選択 

家財持込 個別にご相談ください 特色（近隣情報など） 

保証人 １名必要 スーパーまで徒歩２０分 

コンビニまで徒歩５分 

勝田内科消化器クリニックまで徒歩５分 

閑静な住宅街の一角です 

その他 飲酒、喫煙はご相談ください 

問い合わせ先 ℡ 0２７－３２８－２８７７ 

受付時間  

  

八千代橋

公民館

からす川

[交通アクセス] 
高崎駅から自転車で２０分  
ぐるりん少林山線 
（高崎駅から１５分）             
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14 グループホームおおいし 

運営法人 

独立行政法人  

国立重度知的障害者総合施設のぞみの

園 

 

住所 高崎市石原町 3348-1 

開所日 平成 19 年 3 月 20 日 

建物 木造平屋建て 

居室 ６畳 フローリング全室バリアフリー 

共用設備 
台所（IH 調理器、炊飯ジャー、冷蔵庫

など）、風呂、居間 

対象 知的 

入居定員 8 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
生活介護事業所さんぽみち 

通所介護事業所 

世話人等と近くのスーパーに買物に行った

り、近隣を散歩して過ごします。また、移動

支援を利用して日帰り温泉等へ出かける人も

います。 
スタッフ 世話人 6 名、サービス管理責任者 1 名 

生活費(１ヵ月） 53,100 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 22,100 円 高齢で、障害の重い方が生活しています。 

食事や洗濯と生活全般の支援は世話人が行い

ます。世話人が夜間も宿直していますので、

入居している方は 24 時間安心して生活を送

っています。 

食費 15,000 円 

光熱費 11,000 円 

雑費 5,000 円 

その他  

入居条件  特色（近隣情報など） 

金銭管理 
法人管理 

（小遣い等管理：生活支援員、世話人） 
グループホームおおいしは住宅街に位置した

ホームで、バリアフリー対応となっています。 

町内の行事に参加したり、近隣の方たちとの

交流も多い地域密着型のホームです。 

・スーパー、コンビニまで徒歩１０分 

・近隣病院まで徒歩２０分 

家財持込 要相談 

保証人 契約者（保護者）必要 

その他  

問い合わせ先 ℡ 027-326-8782 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

  

館入口

農大二校入口

グループホーム

おおいし

セブン イレ

ブン石原店

[交通アクセス] 
ぐるりん観音山線 
「農大二校入口」徒歩５分 
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八千代橋

コンビニ

寺尾町北

第５ドルフィン石原

館入口

15 第 5 ドルフィン石原 

運営法人 
ＮＰＯ法人ぐんま障害者地域生活

支援システム研究会 

 

住所 高崎市石原町 3941 

開所日 平成 25 年 2 月 1 日 

建物 軽量鉄骨２階建 

居室 約６畳の個室タイプ 

共用設備 
台所（IH 調理器、炊飯ジャー、冷蔵

庫など）、風呂、洗面室、トイレ 

対象 精神 

入居定員 8 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 地域活動センター、デイケア など 最寄のバス停から高崎駅までバスで１０分。 

買物にいったり、食事にいったりしています。 

コンビニも至近にあります。 スタッフ 
世話人２名 

サービス管理責任者１名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 31,000 円 同じホームでは、お互いに協力しながら生活できる

雰囲気づくりを心掛けています。ランチ会や、お出

掛け、ホーム内イベントなどを通して少しづづ居心

地のいいホームに感じていただけたらと考えてい

ます。他ホームメンバーとの交流もしております。

食事は平日の朝食、夕食を提供してます。掃除の手

伝い、金銭管理、お薬管理なども要望により支援さ

せていただいております。困ったこと、不安なこと

があればなんでも相談して下さい。落ち着いた楽し

い生活を送れるように頑張っています。 

食費 15,000 円 

光熱費 前年度実績により集金（年2回清算） 

雑費 2,500 円 

その他  

入居条件  

金銭管理 原則自己管理ですが、支援も可 

家財持込 個別にご相談ください 特色（近隣情報など） 

保証人 必要 
コンビニ・お弁当屋徒歩１分。 

スーパー徒歩１０分。 

バス停徒歩３分。 

市町村により移動支援使えます。（高崎市は可能） 

その他 
飲酒はご遠慮ください。 

喫煙は喫煙所にてお願いします。 

問い合わせ先 ℡ 027-234-0655（代表番号） 

受付時間 平日９：００～１７：００ 

  

[交通アクセス] 
群馬バス「農大二高入口」から徒歩３分 
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16 グループホームいしはら 

運営法人 

独立行政法人  

国立重度知的障害者総合施設のぞみの

園 

 

住所 高崎市石原町字小坂山 3157-1 

開所日 平成 24 年 5 月 16 日 

建物 木造平屋建て 

居室 6 畳 フローリング全室バリアフリー 

対象 知的 

入居定員 9 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
生活介護事業所さんぽみち 

通所介護事業所 

世話人等と近くのスーパーに買物に行った

り、近隣を散歩して過ごします。また、移動

支援を利用し、カラオケ店等へ出かける人も

います。 
スタッフ  

生活費(１ヵ月） 61,200 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 26,200 円 高齢で、障害が重く、日常的に車椅子や歩行

器を利用している方が生活しています。 

食事や洗濯と生活全般の支援は世話人が行い

ます。世話人が夜間も宿直していますので、

入居している方は 24 時間安心して生活を送

っています。 

食費 15,000 円 

光熱費 15,000 円 

雑費 5,000 円 

その他  

入居条件  特色（近隣情報など） 

金銭管理 
法人管理 

（小遣い等管理：生活支援員、世話人） 
グループホームいしはらは住宅街に位置した

ホームで、バリアフリー対応となっています。

町内行事に参加したり、近隣の方たちとの交

流も多い、地域密着型のホームです。 

・スーパー、コンビニまで徒歩１０分 

・近隣病院まで徒歩 1５分 

家財持込 要相談 

保証人 契約者（保護者）必要 

その他  

問い合わせ先 ℡ 027-326-8782 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

  

グループホーム

いしはら

自転車
屋さん

スーパー

両水様

館入口

[交通アクセス] 
ぐるりん観音山線「大坂山入口」徒歩５分 
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17 きらりん 

運営法人 NPO 法人 遊モア 

 

住所 高崎市石原町 1787-1 

開所日 平成 23 年 4 月 

建物 木造一戸建て 

居室 ６畳、８畳和室 

共用設備 
食堂、台所、居間、トイレ、お風呂、

洗面所 

対象 知的 

入居定員 ４名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 生活介護、就労継続 B 型事業所、就労 
カラオケ、体操、散歩、外出（温泉、他）

土・日 帰省できる方は自宅へ帰省 スタッフ 世話人 ３名、生活支援員 ４名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 27,500 円 

世話人さんが寝泊りしています。食事の

提供、健康管理、掃除、洗濯、お金の管

理、外出支援、送迎を受けながら楽しく

生活しています。 

食費 15,000 円 

光熱費 7,000 円 

雑費 3,000 円 

その他  

入居条件  

金銭管理 世話人管理（こづかい、生活費） 

家財持込 部屋の家財は個人持参 特色（近隣情報など） 

保証人 保護者 

観音山（清水寺）に近く静かな環境です。 
その他  

問い合わせ先 ℡ 027-326-7802 

受付時間  

  

 

[交通アクセス] 

高崎駅より観音山行きバス（１５分） 
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18 ファイト鼻高 

運営法人 特定非営利活動法人 さぽうと二千 

 

住所 高崎市鼻高町３３－１ 

開所日 平成 25 年 2 月 1 日 

建物 木造 2 階建て 

居室 4.5 畳 フローリング クローゼット有 

共用設備 
キッチン（IH 調理器）・トイレ（３つ）・風

呂・LD 

対象 知的 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 清涼園、ウエルクなど 

周辺散歩、移動支援で外出など 
スタッフ 

管理者 1 名 サービス管理責任者 1 名 

世話人 1 名以上 生活支援者 1 名以上 夜間支援員 1 名以上 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 23,000 円 

食事のお世話、お部屋の掃除、金銭管理な

どをお手伝いし、地域での生活を安心して

楽しく過ごせるよう心がけます。 

食費 朝食 300 円・夕食 500 円（昼食 400 円） 

光熱費 10，500 円（21 日宿泊の場合 日数で変動あり） 

雑費 上記に含む 

その他 光熱費・雑費については実績により見直し有 

入居条件  

金銭管理 原則自己管理ですが、支援も可 

家財持込 個別にご相談ください 特色（近隣情報など） 

保証人 必要 

コンビニまで徒歩 10 分前に公園、少林山

散歩コースも近く、自然豊かで静かな環境

です。 

その他 
飲酒はご遠慮ください。 

喫煙は喫煙所にてお願いします。 

問い合わせ先 ℡ 027-325-0986 

受付時間 
１０：００～１８：００  

（不在時は留守電にて折り返し連絡） 

  

 

  

[交通アクセス] 

○ぐるりんバス少林山線 

 「少林山入口」徒歩 10 分 
○JR 信越線  

 群馬八幡駅から徒歩 20 分 
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19 鼻高ホーム 

運営法人 NPO 法人 なごみ 

 

住所 高崎市鼻高町 41-9 

開所日 平成 24 年 4 月 1 日 

建物 木造 2 階建て 

居室 洋室 2 部屋・和室 2 部屋 

共用設備 台所、風呂、居間、トイレ 

対象 知的 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 就労支援 B 事業所、一般企業就労等 

季節に応じて、お出かけします 
スタッフ 

世話人 1 名・支援員 4 名 

サービス管理責任者・管理者 1 名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 20,000 円 

ホームでの安定した生活を、楽しんでい

ます 

食費 25,000 円 

光熱費 10,000 円 

雑費  

その他  

入居条件  

金銭管理 自己管理 

家財持込 個別にご相談ください 特色（近隣情報など） 

保証人  

閑静な住宅街の一角です 
その他 飲酒は、ご遠慮ください 

問い合わせ先 事務所 ℡ 027-374-2068 

受付時間 １０時～１７時 

  

 

[交通アクセス] 

ぐるりん小林山線バス             

鼻高町前バス停から徒歩5分。 

  

鼻高ホーム 

TEL/FAX 

027-3954-4822 
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20 ホームいずみ 

運営法人 NPO 法人いずみの杜 

 

住所 高崎市吉井町小暮 569-8 

開所日 平成 19 年 2 月 1 日 

建物 木造平屋 

居室 
6 室（6 畳フローリング、クローゼット、

ベランダ） 

共用設備 
オール電化・居間、台所、洗面所、風呂、

洗濯機、トイレ 

対象 知的 

入居定員 6 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 就労継続 B 型、生活介護、デイサービス 買物やイベントなど移動支援の利用。 

外出など個人での余暇活動。 

ｶﾗｵｹ、ボーリング大会、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰなどの参加。

月 1 回外食（夕食）、習字教室の参加。 

スタッフ 
管理者 1 名（サービス管理責任者兼務）、

世話人 3 名、生活支援員 3 名 

生活費(１ヵ月） 56,000 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 25,000 円 
食事の世話や部屋掃除の手伝い、買い物、余

暇支援など、必要に応じ、地域生活が自分ら

しく送れるように支援させて頂きます。 

食費 20,000 円 

光熱費 16,000 円 

雑費 5,000 円 

その他  特色（近隣情報など） 

入居条件 利用契約書に記載 住宅街で車の通りに面していますが、田畑も

多く静かな環境です。 

自動販売機はすぐ隣にあり、コンビニは自転

車で 5 分ほどです。 

近くに避難場所でもある馬庭小学校や自衛隊

があります。最寄りの駅は西山名駅（上信電

鉄）でバスも通っています。 

金銭管理 個別に応相談 

家財持込 応相談 

保証人 1 人必要 

その他 飲酒・喫煙はご遠慮下さい 

問い合わせ先 ℡ 027-388-4577 

受付時間  

 

[交通アクセス] 

上信電鉄 西山名駅徒歩２５分 
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21 青雲寮 

運営法人 社会福祉法人 青嵐会 

 

住所 高崎市吉井町小串 283-1 

開所日 平成 23 年 4 月 1 日 

建
物
①
【
青
雲
寮
】 

建物 
鉄筋コンクリート 2 階建て 

（男子 1 階/2 階） 

居室 

2 名 1 部屋・1 部屋約 7 畳・フローリング床・

部屋ごとに畳ベッド（下部は収納スペース）、

収納タンス、テーブルセット有り 

共用設備 

台所・リビングルーム・娯楽室・風呂・洗面

所・洗濯機・乾燥機・トイレ・自動販売機・

ベランダ・サンルーム・TV・各種ゲーム類

（オセロ、将棋、ジェンガ、上毛カルタ等）・

本類 

対象 知的（男性専用） 休日の過ごしかた 

入居定員 21 名（男子）サテライト型１名含む 環境整備や居室内の清掃、私物整理などを実施して

から、自由行動となります。土曜日は昼食にお弁当

が出ますが、日曜日は近所の飲食店をはじめコンビ

ニエンスストアや少し離れたスーパー（送迎車が出

ます）などで各自購入しています。自転車・電車に

乗って買い物や遊びに行く人もいれば、寮の中で

TV を見たり音楽鑑賞したり、読書や友人と喫茶を

しながらおしゃべりを楽しむ人もいたりと、休日の

過ごし方は様々です。夏や冬の長期休暇は、温泉旅

行や外出企画（映画・買い物・食事等）も行ってお

り、充実した休日が送れるよう支援を実施していま

す。 

建
物
②
【
な
ゆ
た
】 

建物 
鉄筋コンクリート 3 階建て 

（女子 2 階/3 階） 

居室 

2 名 1 部屋・1 部屋 5.2 畳・フローリング床・

部屋ごとにベッド、収納タンスまたはクロー

ゼット有り 

共用設備 

台所・リビングルーム・風呂・洗面所・洗濯

機・乾燥機・トイレ・ベランダ・TV・娯楽

室・自動販売機・ベランダ・各種ゲーム類（オ

セロ等）・本類 

対象 知的（女性専用） 

入居定員 12 名 ホームでの主な生活 

日中活動の場 

敷地内にある、共生コーポレーション

（就労継続 A 型事業所）・大志社（就

労継続 B 型事業所）・せいらん（就労

継続 B 型/就労移行）等 

平日…朝 6 時 30 分起床、6 時 50 分から朝食開

始（日曜日は 7 時 30 分起床、8 時から朝食開始）

…7 時 30 分から班ごとに共有スペースの清掃…

各自の出勤時間に応じて身支度、出勤…19 時 15

分から夕食、21 時までに入浴…22 時消灯（休日

は 23 時） 

＊食事の準備と片付けは、世話人及び宿直者と入所

者数名で構成された食事当番（週替り）が行ってい

ます。 

＊仕事から帰ってきてからは自由時間ですので、皆

建物① 

【青雲寮】 

建物② 

【なゆた】 
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スタッフ 

寮長 兼 サービス管理責任者 1 名 

生活支援員 1 名 

世話人 4 名 

リビングルームに集まって TV を見たりゲームに

興じたり、喫茶しながら談笑したり、共用の本を読

んだりと消灯時間まで自由に過ごしています。 

＊スタッフは、利用者のみなさんが楽しく、笑顔で

過ごせることを第一に、家庭と同様の支援・対応を

心がけ、「できることは自分で」「できないことは一

緒に」をモットーとして毎日の生活をサポートさせ

ていただきます。 

生活費(１ヵ月） およそ 50,000 円 特色（近隣情報など） 

内
訳 

家賃 青雲寮：4,000 円／なゆた：4,600 円 

・飲食店（和食料亭、蕎麦屋）まで、徒歩 3～5 分 

・コンビニエンスストアまで、徒歩 5 分 

・スーパー、日高リハビリテーション病院まで、 

 車で 10 分（自転車で 15 分） 

食費 

700 円×利用日数 

（原材料の価格変動等にも対応する為、6 ヶ月に 1

度見直し、過剰微収した分は個々に返却しておりま

す。） 

光熱費 7,000 円 

雑費 
54 円 

（インターネットバンキング振替手数料） 

その他 

上記以外に土曜日弁当代（1 食 340 円）

や医療費・個人必需品費・衣料費などが

別途掛かる場合があります。 

入居条件  

金銭管理 法人管理 

家財持込 原則として禁止です。 

保証人 1 名必要 

その他 集団生活に適応出来る方 

問い合わせ先 
社会福祉法人青嵐会 

℡ 027-387-2422 

受付時間  

 

小串

入野小学校

三木食堂

吉井東
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 青雲寮

馬庭駅入口

[交通アクセス] 
上信電鉄馬庭駅より、              
徒歩 20 分位。 
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22 グループホームみかん 

運営法人 非営利法人発達サポート実冠 

 

住所 高崎市吉井町多胡 92-2 

開所日 平成 22 年 2 月 15 日 

建物 木造平屋建て 

居室 ６畳 5 室 

共用設備 トイレ、浴室、居間、食堂 

対象 知的 

入居定員 5 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 

多機能型施設「るふと」（富岡市） 

のぞみの園 

高崎市吉井障害者自立センター「こはぎ」 

月に１～2 度移動支援を活用し、個別対応。

月に一度、全員で『茶道』活動その他、近

隣散歩や中庭の手入れ等 
スタッフ 

ホーム長（サービス管理責任者兼務）、 

生活支援員 3 名、世話人 4 名 

生活費(１ヵ月） 月々障害基礎年金の範囲内で対応 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 ６畳 14,000 円 
家庭的雰囲気を大切にし、職員の宿直制

（24 時間職員が必ず 1 名はいます）と、

月～金は朝夕、土・日・祝日は３食共職員

の手作り食事を提供しています。 

食費 約 20,000 円 

光熱費 約 10,000 円 

雑費 3,000 円（預り金管理サービス手数料） 

その他 衣類や個人必要品も対応してます 

入居条件  特色（近隣情報など） 

金銭管理 
原則としてホームでお預かりし、会計報告

します 
よしいバス停まで徒歩 10 分。 

自然豊かな環境の中にホームはあります。

車で５分以内で商店街に行けますので、日

曜を中心に皆で買い物に出かけるよう心掛

けています。 

 

家財持込 個別にご相談ください 

保証人 1 名必要 

その他  

問い合わせ先 ℡ ０２７－３８８－０８５５ 

受付時間 ９：３０～１６：００ 

 

 

吉井中央

川内

高崎市役所
吉井支所

みかん IC吉井

清水坂
保育園

[交通アクセス] 
よしいバス「清水坂入り口」
下車、徒歩約１０分 
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23 ハピネスホーム１ 

運営法人 特定非営利活動法人 アトム 

 

住所 高崎市吉井町本郷字石橋 419-1 

開所日 平成 26 年 4 月 1 日 

建物 木造建築 １階建て 

居室 ６畳フローリング、クローゼットあり 

共用設備 
台所（IH 調理器）、炊飯ジャー、冷蔵庫など、

風呂、リビング、スプリンクラー配備 

対象 知的 

入居定員 6 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 

吉井町「こはぎ」、ウェルシア吉井店、

ウェルシア上佐野店、高崎市「ディサ

ポート」、妙義町「アトムフリート」 

移動支援を利用し、外出（買い物、食事、

映画等）したり、グループ外出、旅行、

行事参加など自分の好きなことをしてい

ます。 スタッフ 
世話人２名、支援者１名、 

サービス管理責任者１名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 32,000 円 

地域の中で、6 名の入居者と生活してい

ます。日中活動までの準備や通勤の支援

を受け、戻ると片付け、入浴を済ませ、

楽しい時間を過ごしています。 

食費 18,000 円 

光熱費 5,000 円 

雑費 2,000 円 

その他  

入居条件  

金銭管理 30000 円～1000 円（自己管理） 

家財持込 個別に相談してください。 特色（近隣情報など） 

保証人  
コンビニまで徒歩５分 

スーパーまで自転車１０分 

最寄りの駅まで徒歩１０分 

その他 動物はご遠慮ください。 

問い合わせ先 ℡ 027-387-0572 

受付時間  

 

西吉井中学校

至

富
岡

吉井駅

本郷

コンビニ

至

高
崎

・
・ ・
・

[交通アクセス] 

上信電鉄「吉井駅」から徒歩１０分 
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24 ホームクラリス 

運営法人 特定非営利活動法人 Agri Firm Japan 

 

住所 高崎市吉井町深沢１５４－１ 

開所日 平成 28 年 2 月 1 日 

建物 木造２階建て・木造平屋 

居室 
６畳フローリング、クローゼット有り・ 

６、８畳フローリングまたは和室 

共用設備 
食堂、浴室、トイレ（バリアフリー）、

洗面所、洗濯機、冷蔵庫 

対象 知的 

入居定員 17 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
就労継続支援 B 型事業所 

他近隣施設通所可能 近隣へ買い物に出かけたり、のんびり散歩を

したりと皆自由に楽しく過ごしています。 
スタッフ 

サービス管理責任者１名・管理者１名、

生活支援員２名・世話人６名 

生活費(１ヵ月） 77,000 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 42,000 円 

食事の手伝い、館内の掃除は各担当制にし共

同生活の場として皆で協力して安定した生活

ができるよう楽しく過ごしています。洗濯や

自室の掃除、金銭管理など、できる限り自分

のことは自分でやるという自立を目指して、

職員の助言を受けながら頑張っています。 

食費 20,000 円 

光熱費 10,000 円 

雑費 5,000 円 

その他 
入居時負担金４２，０００円 

（退去時のクリーニング、修理費等にあて清算） 

入居条件 利用契約書に記載 

金銭管理 自己管理・事務所管理どちらも可能 

家財持込 個別にご相談ください 特色（近隣情報など） 

保証人  

作業をする畑も近く、たくさんの緑に囲まれ

た静かな環境です。 

その他 
飲酒はご遠慮ください。 

喫煙は屋外喫煙所をご利用ください。 

問い合わせ先 ℡ ０２７−３９５−７５５７ 

受付時間  

 

R２５４至富岡 至藤岡

至
馬
庭
駅

[交通アクセス] 

上信電鉄「馬庭駅」より 
  徒歩１５分 
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25 いわざきホーム 

運営法人 社会福祉法人 はるな郷  

住所 高崎市吉井町岩崎２６７０－１ 

開所日 平成 22 年 4 月 1 日 

建物 木造１戸建て 

居室 ４室 

共用設備 台所(調理器具他)、休憩室、浴室、便所 

対象 知的 

入居定員 ４名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
福祉的就労（就労継続 B 型事業等）、 

一般就労 

徒歩、バスを利用して吉井町内や高崎市

内に外出しています。 

移動支援を利用して外出している方もい

ます。 
スタッフ 

世話人 １名、代替人 １名、 

生活支援員 ２名 

生活費(１ヵ月） 47,500 円～50,000 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 12,500 円～15,000 円 

朝・夕の食事の提供を受け、日中は福祉

的就労で作業に通っています。金銭管理

と健康管理の助言、日常生活での部分支

援を受け、安定した地域生活を送れるよ

うに頑張っています。 

食費 20,000 円 

光熱費  

雑費  

その他 15,000 円(共益費) 

入居条件  

金銭管理 自己管理 

家財持込  特色（近隣情報など） 

保証人  観音山丘陵の南麓に位置し、観音山ファ

ミリーパークまでは車で数分、吉井駅や

病院も車で 5 分程度です。 

徒歩でもコンビニまで 10 分スーパーま

で 20 分程度と生活には便利です。 

その他  

問い合わせ先 
はるな郷地域生活支援多機能センター  

℡ 027-329-7282 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

 

 

[交通アクセス] 

・高崎駅から南陽台行き   

「吉井物産センターバス停」 

 下車徒歩１０分 

・吉井駅から車で５分 
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26 柏木沢ホーム 

運営法人 社会福祉法人 はるな郷 

 

住所 高崎市箕郷町柏木沢 2305 

開所日 平成 11 年 3 月 1 日 

建物 木造２階建て 

居室 ４室 

共用設備 台所(調理器具他)、休憩室、浴室、便所 

対象 知的 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
一般就労 

福祉的就労（就労継続支援Ｂ型事業所） 自転車、バスを利用して、箕郷町内や高

崎市内に外出してます。 
スタッフ 

世話人 1 名、代替人 2 名、 

生活支援員１名 

生活費(１ヵ月） 55,000 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 20,000 円 

朝・夕の食事の提供を受け、日中は一般

就労で仕事をしています。金銭管理と健

康管理の助言、日常生活での部分支援を

受け、安定した地域生活を送れるように

頑張っています。 

食費 20,000 円 

光熱費 共益費に含む 

雑費 共益費に含む 

その他 共益費：15,000 円 

入居条件 利用契約書に記載 

金銭管理 個別に応相談 

家財持込 応相談 特色（近隣情報など） 

保証人  群バス営業所まで車で５分。スーパー、

コンビニまで車１０分。町内の病院まで

車で５分と、生活しやすい環境にあり近

くに箕郷文化会館と、箕郷東小学校があ

ります。 

その他  

問い合わせ先 
はるな郷地域生活支援多機能センター  

℡ 027-329-7282 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

 

 

[交通アクセス] 

 群馬バス箕郷営業所より 

徒歩１０分 
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27 生原ホーム 

運営法人 社会福祉法人 はるな郷 

 

住所 高崎市箕郷町生原 570-3 

開所日 平成 3 年 3 月 1 日 

建物 木造２階建て 

居室 ４室 

共用設備 台所(調理器具他)、休憩室、浴室、便所 

対象 知的 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
福祉的就労（就労継続 B 型事業）、 

一般就労 
自転車、バスを利用して、箕郷町内や高

崎市内に外出してます。移動支援を利用

して外出している方もいます。 スタッフ 
世話人 １名、代替人 １名、 

生活支援員 ３名 

生活費(１ヵ月） 46,700 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 11,700 円 

朝・夕の食事の提供を受け、日中は福祉

的就労での作業、一般就労で仕事をして

います。金銭管理と健康管理の助言、日

常生活での部分支援を受け、安定した地

域生活を送れるように頑張っています。 

食費 20,000 円 

光熱費 共益費に含む 

雑費 共益費に含む 

その他 共益費：15,000 円 

入居条件 利用契約書に記載 

金銭管理 個別に応相談 

家財持込 応相談 特色（近隣情報など） 

保証人  群バス営業所まで徒歩3分。ｽｰﾊﾟｰやｺﾝﾋﾞ

ﾆまで徒歩 15 分。また町内の病院まで車

で 5 分と生活しやすい環境にあり、近く

には地区避難場所にもなっている箕郷中

学校があります。 

その他  

問い合わせ先 
はるな郷地域生活支援多機能センター 

℡ 027-329-7282 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

 

 

[交通アクセス] 
群馬バス箕郷営業所より徒歩３分 
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28 第 2 生原ホーム 

運営法人 社会福祉法人 はるな郷 

 

住所 高崎市箕郷町生原 616-1 

開所日 平成 11 年 10 月 1 日 

建物 木造２階建て 

居室 5 室 

共用設備 台所(調理器具他)、休憩室、浴室、便所 

対象 知的 

入居定員 5 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
一般就労 

福祉的就労（就労継続支援Ｂ型事業所） 
自転車、バスを利用して、箕郷町内や高

崎市内に外出してます。移動支援を利用

して外出している方もいます。 スタッフ 
世話人 １名、代替人 ２名、 

生活支援員 2 名 

生活費(１ヵ月） 51,000 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 16,000 円 

朝・夕の食事の提供を受け、日中は福祉

的就労での作業、一般就労で仕事をして

います。金銭管理と健康管理の助言、日

常生活での部分支援を受け、安定した地

域生活を送れるように頑張っています。 

食費 20,000 円 

光熱費 共益費に含む 

雑費 共益費に含む 

その他 共益費：15,000 円 

入居条件 利用契約書に記載 

金銭管理 個別に応相談 

家財持込 応相談 特色（近隣情報など） 

保証人  群バス営業所まで徒歩 5 分。 

スーパー、コンビニまで徒歩２０分。 

町内の病院まで車で５分と、生活しやす

い環境にあり箕郷中学校が近くにあり、

地区の避難場所にもなっています。 

その他  

問い合わせ先 
はるな郷地域生活支援多機能センター 

℡ 027-329-7282 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

 

[交通アクセス] 

群馬バス箕郷営業所より徒歩５分 
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29 中新田ホーム 

運営法人 社会福祉法人 はるな郷 

 

住所 高崎市箕郷町生原 1197-6 

開所日 平成 10 年 11 月 1 日 

建物 木造２階建て 

居室 4 室 

共用設備 台所(調理器具他)、休憩室、浴室、便所 

対象 知的 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
福祉的就労（就労継続Ａ型・B 型事業）、

一般就労 
自転車や徒歩で、箕郷町内や高崎市内に

外出してます。移動支援を利用して外出

している方もいます。 スタッフ 
世話人１名、代替人３名、 

生活支援員 ２名 

生活費(１ヵ月） 55,000 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 20,000 円 

朝・夕の食事の提供を受け、日中は福祉

的就労での作業、一般就労で仕事をして

います。金銭管理と健康管理の助言、日

常生活での部分支援を受け、安定した地

域生活を送れるように頑張っています。 

食費 20,000 円 

光熱費 共益費に含む 

雑費 共益費に含む 

その他 共益費：15,000 円 

入居条件 利用契約書に記載 

金銭管理 個別に応相談 

家財持込 応相談 特色（近隣情報など） 

保証人  群バス営業所まで徒歩２０分。 

スーパー、コンビニまで徒歩２０分。 

町内の病院まで徒歩５分と、生活しやす

い環境にあり、地区の集会場が近くにあ

ります。 

その他  

問い合わせ先 
はるな郷地域生活支援多機能センター 

℡ 027-329-7282 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

 

 

[交通アクセス] 

群馬バス箕郷営業所より徒歩５分 



41 

 

30 上芝ホーム 

運営法人 社会福祉法人 はるな郷 

 

住所 
高崎市箕郷町上芝 300-1 

ﾌﾗﾜｰﾊｲﾂ 101・103 

開所日 平成 22 年 4 月 1 日 

建物 鉄筋コンクリート造２階建て 

居室 4 室 

共用設備 台所(調理器具他)、休憩室、浴室、便所 

対象 知的 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
福祉的就労 

（生活介護、就労継続Ａ型・Ｂ型事業） 
自転車、バスを利用して、箕郷町内や高

崎市内に外出してます。移動支援を利用

して外出している方もいます。 スタッフ 
世話人 １名、代替人 １名、 

生活支援員 ３名 

生活費(１ヵ月） 55,000 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 19,500 円 

朝・夕の食事の提供を受け、日中は福祉

的就労での作業をしています。金銭管理

と健康管理の助言、日常生活での部分支

援を受け、安定した地域生活を送れるよ

うに頑張っています。 

食費 20,000 円 

光熱費 共益費に含む 

雑費 共益費に含む 

その他 共益費：15,000 円 

入居条件 利用契約書に記載 

金銭管理 個別に応相談 

家財持込 応相談 特色（近隣情報など） 

保証人  
スーパーやコンビニまで徒歩１５分。 

町内の病院まで車で１０分と生活しやす

い環境にあります。近くに市の公共体育

館、グランドがあります。 

その他  

問い合わせ先 
はるな郷地域生活支援多機能センター 

℡ 027-329-7282 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

 

[交通アクセス] 

高崎駅から箕郷行きバスで  

「みさとニュータウンバス停」から徒歩１０分  
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31 東明屋ホーム 

運営法人 社会福祉法人 はるな郷 

 

住所 高崎市箕郷町東明屋 39-4 

開所日 平成 20 年 4 月 1 日 

建物 木造２階建て 

居室 10 室 

共用設備 台所(調理器具他)、休憩室、浴室、便所 

対象 知的 

入居定員 10 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
福祉的就労（生活介護事業・就労継続 B

型等）、一般就労 

徒歩やバスを利用して、箕郷町内や高崎

市内に外出しています。町内の福祉セン

ターで過ごしたり、地域のカラオケ練習

に参加している方もいます。 
スタッフ 

世話人２名、代替人３名、 

生活支援員 ６名 

生活費(１ヵ月） 48,000 円～53,000 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 13,000 円～18,000 円 

朝・夕の食事の提供を受け、日中は福祉

的就労での作業、一般就労で仕事をして

います。金銭管理と健康管理の助言、日

常生活での部分支援を受け、安定した地

域生活を送れるように頑張っています。 

食費 20,000 円 

光熱費 共益費に含む 

雑費 共益費に含む 

その他 共益費：15,000 円 

入居条件 利用契約書に記載 

金銭管理 個別に応相談 

家財持込 応相談 特色（近隣情報など） 

保証人  

ホームの目の前にバス停があります。 

近くにスーパーやコンビニはなく、車で

５～１０分かかります。 

その他  

問い合わせ先 
はるな郷地域生活支援多機能センター 

℡ 027-329-7282 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

 

 

[交通アクセス] 

群馬バス箕郷営業所より 

〇はるな郷行き 

「石上寺バス停」下車徒歩０分         

〇渋川行きか伊香保行き  

「竜門寺バス停」下車徒歩５分 
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32 しろやまホーム 

運営法人 社会福祉法人 はるな郷 

 

住所 高崎市箕郷町東明屋６７６ 

開所日 平成 27 年 4 月 1 日 

建物 鉄筋コンクリート造２階建て 

居室 10 室 （他、収納用部屋あり） 

共用設備 台所(調理器具他)、休憩室、浴室、便所 

対象 知的 

入居定員 10 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
福祉的就労（生活介護事業・就労継続 B

型等）、一般就労 
徒歩やﾊﾞｽを利用して、箕郷町内や高崎市

内に外出してます。ヘルパーを利用して

外出される方もいます。 スタッフ 
世話人 1 名、代替人 1 名、 

生活支援員 ３名 

生活費(１ヵ月） 44,500 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 9,800 円 

朝・夕の食事の提供を受け、日中は福祉

的就労での作業、一般就労で仕事をして

います。金銭管理と健康管理の助言、日

常生活での部分支援を受け、安定した地

域生活を送れるように頑張っています。 

食費 20,000 円 

光熱費 共益費に含む 

雑費 共益費に含む 

その他 共益費：15,000 円 

入居条件 利用契約書に記載 

金銭管理 個別に応相談 

家財持込 応相談 特色（近隣情報など） 

保証人  ホームの前身は通勤寮で、昭和４７年に

開設。平成２７年にグループホームとな

りました。そのため、食堂や浴室等の共

有スペースは広く作られています。 

近くにスーパーやコンビニはなく、バス

で５～１０分かかります。 

その他  

問い合わせ先 
はるな郷地域生活支援多機能センター 

℡ 027-329-7282 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

 

[交通アクセス] 
群馬バス箕郷営業所より 
〇はるな郷行き 
「石上寺バス停」下車徒歩５分         
〇渋川行きか伊香保行き  
「竜門寺バス停」下車徒歩１０分 
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33 第２東明屋ホーム 

運営法人 社会福祉法人 はるな郷 

 

住所 高崎市箕郷町東明屋３５－５４ 

開所日 平成 27 年 4 月 1 日 

建物 鉄筋コンクリート造２階建て 

居室 4 室 

共用設備 台所(調理器具他)、休憩室、浴室、便所 

対象 知的 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
一般就労、福祉的就労（就労支援Ａ型事

業所） 徒歩やﾊﾞｽ等を利用して、箕郷町内や高崎

市内に外出してます。 
スタッフ 

世話人１名、代替人１名、 

生活支援員 １名 

生活費(１ヵ月） 55,000 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 20,000 円 

朝・夕の食事の提供を受け、日中は一般就

労で仕事をしています。金銭管理と健康管

理の助言、日常生活での部分支援を受け、

安定した地域生活を送れるように頑張っ

ています。 

食費 20,000 円 

光熱費 共益費に含む 

雑費 共益費に含む 

その他 共益費：15,000 円 

入居条件 利用契約書に記載 

金銭管理 個別に応相談 

家財持込 応相談 特色（近隣情報など） 

保証人  建物をリニューアルして、平成２７年４月

にスタートしたホームです。ホームの目の

前にバス停があります。近くにスーパーや

コンビニはなく、バスで５～１０分かかり

ます。 

その他  

問い合わせ先 
はるな郷地域生活支援多機能センター 

℡ 027-329-7282 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

 

[交通アクセス] 

群馬バス箕郷営業所より 

〇はるな郷行き 

「石上寺バス停」「松原入口」

下車徒歩３分       

〇渋川行きか伊香保行き  

「竜門寺バス停」下車徒歩５分 
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34 榛名ホーム 

運営法人 社会福祉法人 はるな郷 

 

住所 高崎市箕郷町松之沢 336-76 

開所日 平成 20 年 4 月 1 日 

建物 鉄筋コンクリート造建て 

居室 7 室 

共用設備 台所(調理器具他)、休憩室、浴室、便所 

対象 知的 

入居定員 7 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
福祉的就労（生活介護・就労継続 B 型

等)、一般就労 

近くには、お店がないのでバスを利用し

て箕郷町内・高崎市内へ外出してます。

移動支援を利用して外出している方もい

ます。 
スタッフ 

世話人 １名、代替人 １名、 

生活支援員 2 名 

生活費(１ヵ月） 44,300 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 9,300 円 

朝・夕の食事の提供を受け、日中は福祉

的就労での作業、一般就労で仕事をして

います。金銭管理と健康管理の助言、日

常生活での部分支援を受け、安定した地

域生活を送れるように頑張っています。 

食費 20,000 円 

光熱費 共益費に含む 

雑費 共益費に含む 

その他 共益費：15,000 円 

入居条件 利用契約書に記載 

金銭管理 個別に応相談 

家財持込 応相談 特色（近隣情報など） 

保証人  
運営法人がすぐ近くにあり、緊急時の対

応も可能。近くにスーパーやコンビニは

なく、車で１５～２０分かかります。山

に囲まれた閑静な建物です。 

その他  

問い合わせ先 
はるな郷地域生活支援多機能センター 

℡ 027-329-7282 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

 

 

[交通アクセス] 

群馬バス箕郷営業所より 

はるな郷行きバス 

「榛名ホーム」下車０分 
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35 松之沢ホーム 

運営法人 社会福祉法人 はるな郷 

 

住所 高崎市箕郷町松之沢 395 

開所日 平成 28 年 4 月 1 日 

建物 鉄筋コンクリート造１階建て 

居室 6 室 

対象 知的 

共同設備 台所(調理器具他)、休憩室、浴室、便所 

入居定員 6 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
福祉的就労 

（生活介護事業・就労継続 B 型） 徒歩やバス、ヘルパーを利用して、箕郷

町内や高崎市内に外出してます。 
スタッフ 

世話人１名、代替人１名、 

生活支援員・夜間支援員 ５名 

生活費(１ヵ月） 47,000 円 ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 12,000 円 

朝・夕の食事の提供を受け、日中は福祉

的就労での作業をしています。金銭管理

と健康管理の助言、日常生活での部分支

援を受け、安定した地域生活を送れるよ

うに頑張っています。 

食費 20,000 円 

光熱費 共益費に含む 

雑費 共益費に含む 

その他 共益費：15,000 円 

入居条件 利用契約書に記載 

金銭管理 個別に応相談 

家財持込 応相談 特色（近隣情報など） 

保証人  
平成２８年４月に出来た新しいホームで

す。ホームの近くにバス停があります。 

近くにスーパーやコンビニはなく、バス

で１０～１５分かかります。 

その他  

問い合わせ先 
はるな郷地域生活支援多機能センター  

℡ 027-329-7282 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

 

 

[交通アクセス] 

群馬バス箕郷営業所より 

〇はるな郷行き 

「松の沢三号橋」下車徒歩３分          
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36 下室田ホーム 

運営法人 NPO 法人なごみ 

 

住所 高崎市下室田町１０６０－２ 

開所日 平成 28 年 3 月 1 日 

建物 鉄筋コンクリート ２階建の１階 

居室 6 畳フローリング、トイレ、洗面台付き 

共用設備 
台所（IH 調理器、炊飯ジャー、冷蔵庫な

ど）、風呂、居間 

対象 知的 

入居定員 5 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
愛登夢就労継続 B 型事業所 

榛名地域活動支援センター 皆で買い物や映画に出掛けたりしてい

ます 
スタッフ 

世話人 ２名 

サービス管理責任者 １名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 20,000 円 

食事の世話やお部屋の掃除の手伝い、金

銭管理についての助言などを受けなが

ら、安定した地域生活を送れるように頑

張っています 

食費 15,000 円 

光熱費 10,000 円 

雑費  

その他  

入居条件  

金銭管理 自己管理（貴重品ロッカー） 

家財持込 個別にご相談ください 特色（近隣情報など） 

保証人 １名必要 

スーパー、コンビニまで徒歩５分。 

郵便局、銀行、支所まで徒歩で５分。 

閑静な住宅街の一角です。 

その他 飲酒はご遠慮ください 

問い合わせ先 
NPO 法人なごみ事務所  

℡ ０２７－３７４－２０６８ 

受付時間 ９：００～１６：００ 

 

至室田

至高崎

下室田ホーム

榛名高校

ローソン

バス停

[交通アクセス] 

○群馬八幡駅からぐるりんバスで室田まで 

室田バス停から徒歩５分 
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37 わくわくホーム 

運営法人 特定非営利活動法人 希求 

 

住所 高崎市金古町 1520-2 

開所日 平成 30 年 9 月 1 日 

建物 木造 １階建て 

居室 ６.5 畳フローリング、クローゼットあり 

共用設備 
台所（IH 調理器、炊飯ジャー、冷蔵庫

など）、風呂、居間 

対象 知的 

入居定員 6 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
あおぞら（生活介護）、就労先、 

ぷれも（生活介護） ホーム内でゆっくり過ごしたり、散歩や

買い物に出掛けたりしています。 
スタッフ 

世話人 ４名 生活支援員 ４名、 

サービス管理責任者 １名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 35,000 円 

食事の世話やお部屋の掃除の手伝い、日

常生活の自立への助言を受けながら、安

定した地域生活を送れるように頑張って

います。 

食費 20,000 円 

光熱費 10,000 円 

雑費 5,000 円 

その他  

入居条件  

金銭管理 個別にご相談ください 

家財持込 個別にご相談ください 特色（近隣情報など） 

保証人 １名必要 
コンビニまで徒歩１０分 

協力医療期間まで車で５分 

閑静な住宅街の一角です 

その他 飲酒、喫煙はご遠慮ください 

問い合わせ先 ℡ ０２７－３２９－７４８９ 

受付時間  

 

[交通アクセス] 
 
絹の里から車５分 
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38 たんぽぽ荘 

運営法人 医療法人群馬会 

 

住所 高崎市稲荷台町 153-2 

開所日 平成 18 年 10 月 1 日 

建物 鉄筋コンクリート２階建ての２階 

居室 ８畳フローリング、キッチン、ユニットバス 

共用設備 TV、ピンク電話、冷蔵庫、電子レンジなど 

対象 精神 

入居定員 5 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 群馬病院デイケアなど 
支援センターを利用したり、買い物に行

ったり、皆さん自由に過ごされています。 スタッフ 
世話人 1 名 

（サービス管理責任者は事業所として３名） 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 21,000 円 
ワンルームのアパートです。 

平日は病院のデイケアに行く方が多いの

で、昼食の心配はありません。その他、

訪問看護の利用も出来ます。日常の細々

としたことは世話人がお手伝いさせてい

ただきます。 

食費 各自でお願いします 

光熱費 2,000 円（水道料） 

雑費 3,000 円（共益費） 

その他 居室の電気代（メーターあり） 

入居条件  

金銭管理 自己管理 

家財持込 個別にご相談 特色（近隣情報など） 

保証人 1 名 大通りに面していないので、静かな環境

です。食料品などの買い物はセブンイレ

ブンやとりせんまで徒歩で行けるので便

利です。また、母体の群馬病院や支援セ

ンターがすぐ近くなので、いざという時

に安心です。 

その他  

問い合わせ先 
くすの木ハイム 

℡ ０２７－３７３－２２５３ 

受付時間 ８：３０～１６：４５ 

 

[交通アクセス] 
ぐるりんバス  
 大八木線⑤番、⑥番 
 「群馬病院南」から徒歩 5 分 
 
関越交通 
 前橋駅－土屋文明文学館 
 「稲荷台南」から徒歩 5 分 
 
関越自動車道 
 前橋 IC から車で 5 分 
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39 そてつ荘 

運営法人 医療法人群馬会 

 

住所 高崎市稲荷台町 153-2 

開所日 平成 27 年 7 月 1 日 

建物 鉄筋コンクリート２階建て 

居室 
6.5 畳フローリング、ウォークインクロー

ゼット、洗面、トイレ 

共用設備 
台所家電、TV、風呂、トイレ、洗濯機、

ピンク電話など 

対象 精神 

入居定員 10 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 群馬病院デイケアなど 
支援センターを利用したり、買い物に行っ

たり、皆さん自由に過ごされています。 スタッフ 
世話人 ２名 

（サービス管理責任者は事業所として３名） 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 27,500 円 
もみじ荘の北東に位置するホームです。 

玄関などはバリアフリーに対応しています。 

平日は病院のデイケアに行く方が多いので、

昼食の心配はありません。その他、訪問看護

の利用も出来ます。日常の細々としたことは

世話人がお手伝いさせていただきます。 

食費 各自でお願いします 

光熱費 6,000 円 

雑費 3,000 円（共益費） 

その他 居室の電気代（メーターあり） 

入居条件  

金銭管理 自己管理 

家財持込 個別にご相談 特色（近隣情報など） 

保証人 1 名 大通りに面していないので、静かな環境で

す。食料品などの買い物はセブンイレブンや

とりせんまで徒歩で行けるので便利です。ま

た、母体の群馬病院や支援センターがすぐ近

くなので、いざという時に安心です。 

その他  

問い合わせ先 
くすの木ハイム 

℡ ０２７－３７３－２２５３ 

受付時間 ８：３０～１６：４５ 

 

[交通アクセス] 
ぐるりんバス  
 大八木線⑤番、⑥番 
 「群馬病院南」から徒歩 5 分 
 
関越交通 
 前橋駅－土屋文明文学館 
 「稲荷台南」から徒歩 5 分 
 
関越自動車道 
 前橋 IC から車で 5 分 
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40 くすの木ハイム 

運営法人 医療法人群馬会 

 

住所 高崎市稲荷台町 153 番地 1 

開所日 平成 23 年 4 月 1 日 

建物 鉄筋コンクリート３階建て 

居室 6 畳フローリング、流し台 

共用設備 
台所家電、TV、風呂、トイレ、洗濯機、

ピンク電話など 

対象 精神 

入居定員 20 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 群馬病院デイケアなど 
支援センターを利用したり、買い物に行

ったり、皆さん自由に過ごされています。 スタッフ 
世話人 ３名 

（サービス管理責任者は事業所として３名） 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 21,600 円 
以前は福祉ホーム B 型だった建物です。

平日は病院のデイケアに行く方が多いの

で、昼食の心配はありません。その他、

訪問看護の利用も出来ます。日常の細々

としたことは世話人がお手伝いさせてい

ただきます。 

食費 各自でお願いします 

光熱費 6,000 円 

雑費 3,000 円（共益費） 

その他 居室の電気代（メーターあり） 

入居条件  

金銭管理 自己管理 

家財持込 個別にご相談 特色（近隣情報など） 

保証人 1 名 大通りに面していないので、静かな環境

です。食料品などの買い物はセブンイレ

ブンやとりせんまで徒歩で行けるので便

利です。また、母体の群馬病院や支援セ

ンターがすぐ近くなので、いざという時

に安心です。 

その他  

問い合わせ先 
くすの木ハイム 

℡ ０２７－３７３－２２５３ 

受付時間 ８：３０～１６：４５ 

 

[交通アクセス] 
ぐるりんバス  
 大八木線⑤番、⑥番 
 「群馬病院南」から徒歩 5 分 
 
関越交通 
 前橋駅－土屋文明文学館 
 「稲荷台南」から徒歩 5 分 
 
関越自動車道 
 前橋 IC から車で 5 分 
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41 けやき荘 

運営法人 医療法人群馬会 

 

住所 高崎市稲荷台町 235 番地 2 

開所日 平成 25 年 3 月 1 日 

建物 鉄筋コンクリート２階建て 

居室 
6.5 畳フローリング、ウォークインク

ローゼット、洗面、トイレ 

共用設備 
台所家電、TV、風呂、トイレ、洗濯機、

ピンク電話など 

対象 精神 

入居定員 10 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 群馬病院デイケアなど 
支援センターを利用したり、買い物に行

ったり、皆さん自由に過ごされています。 スタッフ 
世話人 ２名 

（サービス管理責任者は事業所として３名） 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 24,000 円 山桜荘の北側にあるホームです。玄関な

どはバリアフリーに対応しています。平

日は病院のデイケアに行く方が多いの

で、昼食の心配はありません。その他、

訪問看護の利用も出来ます。日常の細々

としたことは世話人がお手伝いさせてい

ただきます。 

食費 各自でお願いします 

光熱費 6,000 円 

雑費 3,000 円（共益費） 

その他 居室の電気代（メーターあり） 

入居条件  

金銭管理 自己管理 

家財持込 個別にご相談 特色（近隣情報など） 

保証人 1 名 大通りに面していないので、静かな環境

です。食料品などの買い物はセブンイレ

ブンやとりせんまで徒歩で行けるので便

利です。また、母体の群馬病院や支援セ

ンターがすぐ近くなので、いざという時

に安心です。 

その他  

問い合わせ先 
くすの木ハイム 

℡ ０２７－３７３－２２５３ 

受付時間 ８：３０～１６：４５ 

 [交通アクセス] 
ぐるりんバス  
 大八木線⑤番、⑥番 
 「群馬病院南」から徒歩 5 分 
 
関越交通 
 前橋駅－土屋文明文学館 
 「稲荷台南」から徒歩 5 分 
 
関越自動車道 
 前橋 IC から車で 5 分 
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42 ひまわり荘 

運営法人 医療法人群馬会 

 

住所 高崎市稲荷台町 153 番地 2 

開所日 平成 18 年 10 月 1 日 

建物 鉄筋コンクリート２階建ての１階 

居室 
８畳フローリング、キッチン、ユニッ

トバス 

共用設備 
TV、ピンク電話、冷蔵庫、電子レンジ

など 

対象 精神 

入居定員 5 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 群馬病院デイケアなど 
支援センターを利用したり、買い物に行

ったり、皆さん自由に過ごされています。 スタッフ 
世話人 １名 

（サービス管理責任者は事業所として３名） 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 21,600 円 
ワンルームのアパートです。 

平日は病院のデイケアに行く方が多いの

で、昼食の心配はありません。その他、

訪問看護の利用も出来ます。日常の細々

としたことは世話人がお手伝いさせてい

ただきます。 

食費 各自でお願いします 

光熱費 2,000 円（水道料） 

雑費 3,000 円（共益費） 

その他 居室の電気代（メーターあり） 

入居条件  

金銭管理 自己管理 

家財持込 個別にご相談 特色（近隣情報など） 

保証人 1 名 大通りに面していないので、静かな環境

です。食料品などの買い物はセブンイレ

ブンやとりせんまで徒歩で行けるので便

利です。また、母体の群馬病院や支援セ

ンターがすぐ近くなので、いざという時

に安心です。 

その他  

問い合わせ先 
くすの木ハイム 

℡ ０２７－３７３－２２５３ 

受付時間 ８：３０～１６：４５ 

 

[交通アクセス] 
ぐるりんバス  
 大八木線⑤番、⑥番 
 「群馬病院南」から徒歩 5 分 
 
関越交通 
 前橋駅－土屋文明文学館 
 「稲荷台南」から徒歩 5 分 
 
関越自動車道 
 前橋 IC から車で 5 分 
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43 山桜荘 

運営法人 医療法人群馬会 

 

住所 高崎市稲荷台町 233 番地 2 

開所日 平成 23 年 10 月 1 日 

建物 鉄筋コンクリート２階建て 

居室 
6.5 畳フローリング、ウォークイン

クローゼット、洗面、トイレ 

共用設備 
台所家電、TV、風呂、トイレ、洗濯

機、ピンク電話など 

対象 精神 

入居定員 10 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 群馬病院デイケアなど 
支援センターを利用したり、買い物に行った

り、皆さん自由に過ごされています。 スタッフ 
世話人 ２名 

（サービス管理責任者は事業所として３名） 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 21,600 円 

南向きの陽あたり良好なホームです。平日は

病院のデイケアに行く方が多いので、昼食の

心配はありません。その他、訪問看護の利用

も出来ます。日常の細々としたことは世話人

がお手伝いさせていただきます。 

食費 各自でお願いします 

光熱費 6,000 円 

雑費 3,000 円（共益費） 

その他 居室の電気代（メーターあり） 

入居条件  

金銭管理 自己管理 

家財持込 個別にご相談 特色（近隣情報など） 

保証人 1 名 大通りに面していないので、静かな環境で

す。食料品などの買い物はセブンイレブンや

とりせんまで徒歩で行けるので便利です。ま

た、母体の群馬病院や支援センターがすぐ近

くなので、いざという時に安心です。 

その他  

問い合わせ先 
くすの木ハイム 

℡ ０２７－３７３－２２５３ 

受付時間 ８：３０～１６：４５ 

 

[交通アクセス] 
ぐるりんバス  
 大八木線⑤番、⑥番 
 「群馬病院南」から徒歩 5 分 
 
関越交通 
 前橋駅－土屋文明文学館 
 「稲荷台南」から徒歩 5 分 
 
関越自動車道 
 前橋 IC から車で 5 分 
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44 もみじ荘 

運営法人 医療法人群馬会 

 

住所 高崎市稲荷台町 240 番地 2 

開所日 平成 26 年 4 月 1 日 

建物 鉄筋コンクリート２階建て 

居室 
6.5 畳フローリング、ウォークイン

クローゼット、洗面、トイレ 

共用設備 
台所家電、TV、風呂、トイレ、洗濯

機、ピンク電話など 

対象 精神 

入居定員 10 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 群馬病院デイケアなど 
支援センターを利用したり、買い物に行った

り、皆さん自由に過ごされています。 スタッフ 
世話人 ２名 

（サービス管理責任者は事業所として３名） 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 24,000 円 
山桜荘・けやき荘の北側にあるホームです。

玄関などはバリアフリーに対応しています。

平日は病院のデイケアに行く方が多いので、

昼食の心配はありません。その他、訪問看護

の利用も出来ます。日常の細々としたことは

世話人がお手伝いさせていただきます。 

食費 各自でお願いします 

光熱費 6,000 円 

雑費 3,000 円（共益費） 

その他 居室の電気代（メーターあり） 

入居条件  

金銭管理 自己管理 

家財持込 個別にご相談 特色（近隣情報など） 

保証人 1 名 大通りに面していないので、静かな環境で

す。食料品などの買い物はセブンイレブンや

とりせんまで徒歩で行けるので便利です。ま

た、母体の群馬病院や支援センターがすぐ近

くなので、いざという時に安心です。 

その他  

問い合わせ先 
くすの木ハイム 

℡ ０２７－３７３－２２５３ 

受付時間 ８：３０～１６：４５ 

 

[交通アクセス] 
ぐるりんバス  
 大八木線⑤番、⑥番 
 「群馬病院南」から徒歩 5 分 
 
関越交通 
 前橋駅－土屋文明文学館 
 「稲荷台南」から徒歩 5 分 
 
関越自動車道 
 前橋 IC から車で 5 分 
 
JR 新前橋駅 

 タクシーで 15 分 
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45 第２ドルフィン棟高 

運営法人 
ＮＰＯ法人ぐんま障害者地域生活支援シス

テム研究会 

 

住所 高崎市棟高町 1231-2 

開所日 平成 22 年 12 月 20 日 

建物 軽量鉄骨２階建 

居室 約６畳の個室タイプ。２ＤＫ二人使用 

共同設備 
台所（IH 調理器、炊飯ジャー、冷蔵庫

など）、風呂、居間 

対象 精神 

入居定員 7 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 
就労継続Ａ、B 型事業所（3 箇所） 

地域活動センター、デイケア など 

近隣に高崎イオンモールがあります。買物に

いったり、映画を観たり、食事にいったりし

てます。コンビニ、ダイソーも至近にありま

す。 
スタッフ 

世話人 ２名 

サービス管理責任者 １名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 32,000 円 同じホームでは、お互いに協力しながら生活できる雰囲気

づくりを心掛けています。ランチ会や、お出掛け、ホーム

内イベントなどを通して少しづづ居心地のいいホームに感

じていただけたらと考えています。他ホームメンバーとの

交流もしております。食事は平日の朝食、夕食を提供して

ます。掃除の手伝い、金銭管理、お薬管理なども要望によ

り支援させていただいております。困ったこと、不安なこ

とがあればなんでも相談して下さい。落ち着いた楽しい生

活を送れるように頑張っています。 

食費 15,000 円 

光熱費 前年度実績により集金（年 2 回清算） 

雑費 25,000 円 

その他  

入居条件  

金銭管理 原則自己管理ですが、支援も可 

家財持込 個別にご相談ください 特色（近隣情報など） 

保証人 必要 
イオンモール、ダイソー、コンビニ、ぐるり

んバス停留所まで徒歩５分。買物や、余暇活

動をするのに便利です。市町村により移動支

援使えます。（高崎市は可能） 

その他 
飲酒はご遠慮ください。 

喫煙は喫煙所にてお願いします。 

問い合わせ先 ℡ ０２７－２３４－０６５５ 

受付時間 平日９：００～１７：００ 

 

[交通アクセス] 
イオンモール駐車場より徒歩３分 

八千代橋

コンビニ

第２ドルフィン棟高

イオンモール高崎
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46 さやかホーム 

運営法人 NPO 法人 遊モア 

 

住所 
高崎市棟高町 1928-121 

エステートピア棟高 103 

開所日 平成 22 年 1 月 

建物 軽量鉄筋２F 建て 

居室 ６畳フローリング、クローゼット有り 

共同設備 
台所、食堂、居間、トイレ、お風呂、 

洗面所 

対象 知的（男性専用） 

入居定員 7 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 就労継続 B 型事業所、就労 

カラオケ、スポーツ、外出（買い物、映画） 
スタッフ 世話人 ２名、生活支援員 １名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 25,000 円 

世話人さんがアパートで寝泊りしていま

す。食事の提供、健康管理、掃除、洗濯、

お金の管理、外出支援を受けながら楽しい

生活をしています。 

食費 20,000 円 

光熱費 10,000 円 

雑費 3,000 円 

その他  

入居条件  

金銭管理 世話人管理（こづかい、生活費） 

家財持込 部屋の家財は個人持参 特色（近隣情報など） 

保証人 保護者 
近くにはイオン、とりせん、ビバホーム等

があり、交通も高崎⇔渋川バスが走ってお

り、とても便利な環境です。 

その他  

問い合わせ先 ℡ 027-372-9766 

受付時間  

 

[交通アクセス] 

 高崎駅より渋川駅バス（３０分） 
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47 さぽーとはうす こざくら 

運営法人 NPO 法人 こざくら会 

 

住所 高崎市福島町 733-2 

開所日 平成 23 年 4 月 1 日 

建物 軽量鉄骨木造 2 階建て 

居室 
9 畳、7.5 畳（フローリング）、6 畳

(2 部屋) 各部屋エアコン装備 

共同設備 
風呂、リビング、台所（冷蔵庫、炊

飯器、ガスレンジ） 

対象 知的 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 

ゆずりは（就労継続 B 型事業所）、ワークショッ

プくんえい（就労継続 B 型事業所）、青梨子荘（老

人ホームの介護職員として就労）、（株）フレッ

セイ（スーパー店員として就労） 

買い物などに外出する方や、日中に一時帰宅

する方、また、移動支援事業を使いヘルパー

さんと外出する人もいます。 

スタッフ 
世話人 1 名、生活支援員 1 名、 

サービス管理責任者 1 名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 30,000 円 「あいさつをきちんとする」を目標にしてい

ます。また、掃除、洗濯、金銭管理など自分

の身の回りの事ができるよう支援を受けなが

ら安定した地域生活を送れるように頑張って

います。 

食費 20,000 円 

光熱費 15,000 円 

雑費 共益費に含む 

その他  

入居条件  特色（近隣情報など） 

金銭管理 
基本は自己管理ですが、希望者はホーム側

で管理します。 
とりせん、ベルク、カワチ薬品まで徒歩 10 分 

県央病院まで徒歩 8 分 

銀行、郵便局、ホームセンターまで徒歩 10 分 

近年、世帯の増加している閑静な住宅街の一角

です 

家財持込 個別にご相談下さい。 

保証人 1 名必要 

その他 
飲酒（適度）は大丈夫です。 

喫煙はご遠慮下さい。 

問い合わせ先 ℡ 027-310-0566  

受付時間 ８：３０～１６：００ 

 

[交通アクセス] 

関越交通バス 

「福島バス停」徒歩５分 
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48 さぽーとはうす あかね 

運営法人 NPO 法人 こざくら会 

 

住所 高崎市福島町 786 番地 5 

開所日 平成 27 年 6 月 1 日 

建物 木造２階建て エコキュート仕様 

居室 全室６畳 

共同設備 
風呂、リビング、台所（冷蔵庫、炊飯器、

IH 調理器など） 

対象 知的（女性専用） 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 就労継続 B 型事業所、就労 
レンタル DVD・CD の鑑賞 

買い物などに外出 スタッフ 
世話人 1 名、生活支援員 1 名、 

サービス管理責任者 1 名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 35,000 円 

「あいさつをきちんとする」を目標にして

います。また、掃除、洗濯、金銭管理など

自分の身の回りの事ができるよう支援を

受けながら、安定した生活を送れるように

頑張っています。 

食費 25,000 円 

光熱費 10,000 円（光熱水費、日用品費、雑費） 

雑費  

その他  

入居条件  

金銭管理 グループホームにて管理 

家財持込 個別にご相談下さい。 特色（近隣情報など） 

保証人 1 名必要 とりせん、ベルク、カワチ薬品まで徒歩

10 分、県央病院まで徒歩 8 分、銀行、郵

便局、ホームセンターまで徒歩 10 分、近

年、世帯の増加している閑静な住宅街の一

角です。 

その他 喫煙はご遠慮ください。 

問い合わせ先 ℡ 027-310-0566 

受付時間  

 

ゲオ
高崎福島店

桜山小ほかほか亭群銀中泉支店

オカダ楽品店

三
国
街
道

[交通アクセス] 

関越交通バス 

「福島」バス停下車 5 分。 

バス停から北へ向かい、 

オカダ楽品店の角を左折し 

100m 行った右側。 
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49 さぽーとはうす らいむ 

運営法人 NPO 法人 こざくら会 

 

住所 高崎市福島町 786 番地 5-2 

開所日 平成 27 年 6 月 1 日 

建物 木造２階建て エコキュート仕様 

居室 全室６畳 

共同設備 
風呂、リビング、台所（冷蔵庫、炊飯器、

IH 調理器など） 

対象 知的（男性専用） 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 就労継続 B 型事業所、就労 
レンタル DVD・CD の鑑賞、買い物など

に外出 スタッフ 
世話人 1 名、生活支援員 1 名、 

サービス管理責任者 1 名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 35,000 円 

「あいさつをきちんとする」を目標にし

ています。また、掃除、洗濯、金銭管理

など自分の身の回りの事ができるよう支

援を受けながら、安定した生活を送れる

ように頑張っています。 

食費 25,000 円 

光熱費 10,000 円（光熱水費、日用品費、雑費） 

雑費  

その他  

入居条件  

金銭管理 グループホームにて管理 

家財持込 個別にご相談下さい。 特色（近隣情報など） 

保証人 1 名必要 とりせん、ベルク、カワチ薬品まで徒歩

10 分、県央病院まで徒歩 8 分、銀行、

郵便局、ホームセンターまで徒歩 10 分、

近年、世帯の増加している閑静な住宅街

の一角です。 

その他 喫煙はご遠慮ください。 

問い合わせ先 ℡ 027-310-0566 

受付時間  

 

三
国
街
道

桜山小

オカダ楽品店

群銀中泉支店 ほかほか亭

ゲオ
高崎福島店

[交通アクセス] 
関越交通バス 
「福島」バス停下車 5 分。 

バス停から北へ向かい、 

オカダ楽品店の角を左折し
100m 行った右側。 
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50 プラム 

運営法人 社会福祉法人ぐんぐん 

 

住所 高崎市足門町 1034-2 

開所日 平成 18 年 10 月 1 日 

建物 木造 2 階建 

居室 6 畳 

共同設備 台所・風呂・居間 

対象 知的 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 生活介護事業所ぐんぐん 
ヘルパーとともに、近隣へ外出に行った

り、週末自宅に帰省される方もいます。 スタッフ 
世話人１名・生活支援員 1 名 

サービス管理責任者 1 名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 10,000 円～14,000 円 

居住支援全般に関し、職員の支援を受け

ながら日々落ち着いた生活の提供を目指

しています 

食費 実費 

光熱費 17,000 円 

雑費 無 

その他 無 

入居条件  

金銭管理 職員管理 

家財持込 可 特色（近隣情報など） 

保証人 1 名必要 
スーパーまで徒歩 10 分 

イオンまで徒歩 20 分 

警察・消防署まで徒歩 5 分 

その他  

問い合わせ先 ℡ 027－360－6858 

受付時間  

 

 

[交通アクセス] 
足門町バス停 徒歩 10 分 
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51 プラム A 棟 

運営法人 社会福祉法人ぐんぐん 

 

住所 高崎市足門町 925-1 

開所日 平成 23 年 6 月 1 日 

建物 木造 2 階建 

居室 6 畳 

共同設備 台所・風呂・居間 

対象 知的（男性専用） 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 生活介護事業所ぐんぐん 
ヘルパーとともに、近隣へ外出に行ったり、

週末自宅に帰省される方もいます。 スタッフ 
世話人１名・生活支援員 1 名 

サービス管理責任者 1 名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 25,000 円 

居住支援全般に関し、職員の支援を受けなが

ら日々落ち着いた生活の提供を目指してい

ます 

食費 実費 

光熱費 17,000 円 

雑費 無 

その他 無 

入居条件  

金銭管理 職員管理 

家財持込 可 特色（近隣情報など） 

保証人 1 名必要 
スーパーまで徒歩 10 分 

イオンまで徒歩 20 分 

警察・消防署まで徒歩 5 分 

その他  

問い合わせ先 027－360－6858 

受付時間  

 

 

[交通アクセス] 
足門町バス停 徒歩 10 分 
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52 プラム B 棟 

運営法人 社会福祉法人ぐんぐん 

 

住所 高崎市足門町 925-1 

開所日 平成 23 年 7 月 1 日 

建物 木造 2 階建 

居室 6 畳 

共同設備 台所・風呂・居間 

対象 知的（男性専用） 

入居定員 4 名 休日の過ごしかた 

日中活動の場 生活介護事業所ぐんぐん 
ヘルパーとともに、近隣へ外出に行ったり、週

末自宅に帰省される方もいます。 スタッフ 
世話人１名・生活支援員 1 名 

サービス管理責任者 1 名 

生活費(１ヵ月）  ホームでの主な生活 

内
訳 

家賃 25,000 円 

居住支援全般に関し、職員の支援を受けながら

日々落ち着いた生活の提供を目指しています 

食費 実費 

光熱費 17,000 円 

雑費 無 

その他 無 

入居条件  

金銭管理 職員管理 

家財持込 可 特色（近隣情報など） 

保証人 1 名必要 
スーパーまで徒歩 10 分 

イオンまで徒歩 20 分 

警察・消防署まで徒歩 5 分 

その他  

問い合わせ先 027－360－6858 

受付時間  

 

[交通アクセス] 
足門町バス停 徒歩 10 分 
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