


会社概要 

商号 株式会社日本障害福祉グループ

本店所在地 東京都港区麻布十番２ー１８ー４ １０ポイントビル５０１

代表取締役 佐藤国英

電話番号 ０５０ー ３５８０ー６７３１

事業内容

障がい者グループホームの運営
障がい者の就労支援
障がい者の移動支援
訪問看護ステーションの運営



開業実績 

全国200件以上の 

開業サポート実績。 

 

現在、５００名以上の

入居者を受け入れて

いる。 



障がい者グループホームとは？ 

障がいのある人が 

共同生活を行う 

小規模の住居。 
 

戸建やアパートなど 

一般住宅を利用する。 



サービス内容

・食事の提供 

・共有部の清掃 

・お金の管理 

・服薬の管理 

・病院や役所と連携 



障がい者グループホームの特徴 

１、国や自治体が積極的に力を入れている 

２、需給バランスが崩れており空室が少ない 

３、国から保険料収入なので回収リスクがない 

４、就労支援など関連事業への拡張性が高い 

５、消費税課税が免除される 



１、国や自治体が積極的に力を入れている 

 



２、需給バランスが崩れており空室が少ない 



３、国から保険料収入なので回収リスクがない 

 



４、就労支援など関連事業への拡張性が高い 

  GHだけでなく、 
 

・就労支援 

・移動支援 

・訪問看護 
 

などの関連事業への 

拡張性が高い。 



５、消費税課税が免除される 

 



障がい者グループホームの開業ステップ 

１、法人設立、もしくは定款変更を行う 

２、要件を満たす物件を準備する 

３、要件を満たす人材を確保する 

４、行政へ許可申請手続きを行う 

５、防災設備の工事、備品の設置を行う 

６、入居者を募集する 



１、法人設立、もしくは定款変更を行う 

 
障がい者GHの 
運営法人を設立する。 
 

株式、合同、社団法人 
など形態は問わない。 
 

既存法人を利用する場合、 
定款変更が必要になる。 



２、要件を満たす物件を準備する 

  ・4LDK以上 

・各部屋7.43㎡以上 

・共有部から入室できる 

・占有面積200㎡未満 

・２階建てまで 

・昭和５６年６月以降 

・市街化調整区域外 



３、要件を満たす人材を確保する 

 

 

①管理者（常勤） 

　事業所全体のマネジメント。 
 

②サービス管理責任者（非常勤） 

　利用者の支援計画の作成。 
 

③世話人（常駐） 

　利用者の直接支援。 



４、行政へ申請手続きを行う 

・指定申請書 

・運営規程 

・組織体制図 

・事業計画書 
 

など約４０種類の 

書類を準備し、 

行政に許可申請する。 



５、防災設備の工事、備品の設置を行う 

 
 

防災設備として、 

火災報知器と誘導灯を 

設置する。 
 

また、冷蔵庫・洗濯機・ダイ

ニングセットなど 

共有部の備品を準備。 



６、入居者を募集する 

 
福祉施設や病院などへ

営業活動を行い、 

入居者を募集する。 
 

申込状況に応じて、 

内覧会や体験利用などを

実施する。 



収益モデル（賃貸：定員８〜１０名） 

売上 ２７０〜３２０万円

国保連請求 ２００〜２５０万円

家賃 ３０万円

食費 ３０万円

光熱費 １０万円

経費 １７０〜２００万円

人件費 １００〜１２０万円

家賃 ３０万円

食費 ３０万円

光熱費 １０万円

諸経費 ５万円

利益 ８０〜１５０万円 ー ー



開業までの流れ 

１〜２ヶ月目 ３〜４ヶ月目 ５〜６ヶ月目

法人
法人設立

定款変更

物件 物件手配
賃貸契約

防災工事
設備導入

人材 求人 面接 研修

行政 事前協議 指定申請

利用者 利用者募集 利用者募集



　障がい者グループホーム 

オーナー募集 



サポート内容 

物件 物件探し、内見、防災工事

備品 備品の購入、設置

近隣住民 挨拶回り、説明会

指定申請 事前協議、申請書類の作成

人材 求人、面接、研修

利用者募集 営業活動、内覧会、体験利用

運営 利用者対応、シフト管理、給与計算、国保連請求



コンサルティング 運営委託

物件
加盟店で物件探し、防災工事を対応

※本部から物件紹介も可能
本部が物件探し、内見を代行する

防災工事は本部が手配する

備品
物品リストを提供するので
加盟店で購入し設置する

本部が備品を手配し、
管理者が設置する

近隣住民
加盟店で近隣住民への

挨拶周りを実施する
本部・管理者が挨拶周りを開催する
※オーナーに同席いただく場合あり

指定申請
申請書類は本部が作成し

加盟店が申請する
書類は本部が作成し、管理者が申請する

※オーナーに同席いただく場合あり

人材
加盟店で求人・面接を行う

※サービス管理責任者の派遣は可能
本部・管理者が求人・面接を実施する

利用者募集 加盟店で利用者募集を行う 管理者が利用者募集を実施する

運営 加盟店でGH運営実務を行う 本部主導でGH運営実務を行う

コース 



コンサルティング 

ZOOMとチャットワークで、

コンサルティングを実施。

・物件の探し方

・近隣住民の対応方法

・備品リストの提供

・行政手続きの進め方

・求人や面接のやり方

・利用者の集め方

・GHの運営ノウハウ



運営委託 
 

・物件の賃貸契約

・設備/備品の所有

・スタッフの雇用契約

・必要経費のご負担

・業務委託契約

・月次報告

・物件/防災工事の手配

・設備/備品の購入/設置

・スタッフの採用/管理

・開業手続き

・利用者の募集

・施設の運営実務

加盟店 本部 現場スタッフ

報告・相談 指示・管理



コンサルティング料金 

・指定申請書類の作成 

・サービス管理責任者の派遣 

・求人、面接に関する指導 

・利用者募集に関する指導 

・GH運営に関する指導

・物件探しに関する指導 

・防災工事業者の紹介 

・備品リストの提供 

・近隣住民対策に関する指導 

・事前協議に関する指導 

コンサルティング料金：５００万円（税別） 

※別途、物件取得費・防災工事費・施設備品・運転資金が必要になります。  

 



運営委託料金 

・指定申請書類の作成 

・サービス管理責任者/管理者の派遣 

・求人/面接の代行 

・利用者募集の代行 

・グループホーム運営の代行

・物件探し、内見の代行 

・防災設備の手配 

・備品の手配 

・近隣住民対策の代行 

・行政の事前協議の代行 

開業サポート費：５００万円 （税別） 

運営委託費：利益５０％ 
※別途、物件取得費・防災工事費・施設備品・運転資金が必要になります。  

 



他社との比較 

W社 I社 弊社

加盟金 ４００万円 ４００万円 ５００万円

ロイヤリ
ティー

保険料３〜４％
＋

コンテンツ使用料
月額５〜２５万円 なし

サビ菅
レンタル

なし なし あり

運営委託
コース

なし なし あり



開業資金 

サポート費用 ５００万円

物件取得費 ５０〜８０万円

防災工事費 ３０〜５０万円

備品購入費 ３０〜５０万円

諸経費 １０〜２０万円

合計 ６２０〜７００万円



月次収益モデル 

コンサルティング 運営委託

売上 ２８０〜３２０万円

経費 １７０〜２００万円 ２００万円

営業利益 ８０〜１５０万円 ８０〜１２０万円

運営委託費 ー ４０〜６０万円

オーナー収益 ８０〜１５０万円 ４０〜６０万円



シミュレーション 

1000万円程度の 

初期投資に対して、 

毎月40〜1５0万円の 

収益が得られる。 
 

開業後１〜2年で 

投資回収ができる。 

※上記の売上・利益を保証するものではありません。  

コンサルティング 運営委託

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g5M-enyMi0NSeH2wixiJkVmOiZsLn9gUt4HJgHiwNCo/edit#gid=923684797
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EZ6IE2mP6vBONqUsrR1NntxBqgZ1aG-nJS1UkFq9qyM/edit#gid=923684797


お問い合わせ

・お電話
０５０ー ３５８０ー６７３１

・問い合わせフォーム
https://www.jw-group.net/contact

https://denwam.com/tel/05035806731
https://www.jw-group.net/contact?lang=jaz

