
グループホーム、自立訓練、自立生活援助について、調べてください。
また、設問についても記入してください。
空白は、認められません。
※研修当日のグループワークで、グループ内の受講者にも配布します。

添付資料

1 自己紹介文記入例（課題１）　　※演習当日に持参

2 演習事例の概要　　　　　　　　　※演習当日に持参

3 演習事例アセスメント票　　　　　※演習当日に持参

4 課題の考え方　　　　　　　　　　　※演習当日に持参

5 記入様式　課題の把握とまとめ ・１００文字要約　（課題２）　１０月　１日（月）までに郵送

6 演習ワークシート（課題３）　　　１０月　１日（月）までに郵送

提出について

地域生活（知的・精神）分野　事前課題　案内

課題２　課題３については、平成３０年１０月１日（月）までに下記宛てに郵送してください。
締め切り日を過ぎての提出については、一切受け付けず、受講を中止しますので、ご注意く
ださい。
課題１、事例概要、アセスメント票、課題の考え方については、演習当日に持参してくださ
い。

留意点

平成３０年度　兵庫県サービス管理責任者等研修

課題１

課題２ 演習事例の概要とアセスメント票を読み込み、本人像（ｱｾｽﾒﾝﾄ）について、課題（ﾆｰｽﾞ）を
考えてみましょう。また、その課題をもとに本人の「１００文字要約」を作成して下さい。（「別
紙　課題の考え方」を参照して下さい。）
※研修当日のグループワークで、グループ内の受講者にも配布します。

自己紹介を１分で行うため、「自己紹介文（課題１）」を３００字程度で作成して下さい。（自
己紹介文の記入例を参考にして下さい。）　※郵送による提出の必要はありません。

課題３

サービス管理責任者等研修の申込みの際に、推薦理由を記載された
申し込み責任者の方に、作成した事前課題の全てを確認していただき、
各様式に署名と押印をしていただいてから提出してください。
 

締切日：平成30年10月1日（月）必着  課題２ 課題３のみ 
 

【宛先】 

〒６５１－２１８１ 
神戸市西区曙町１０７０ 

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 
総合リハビリテーションセンター 福祉のまちづくり研究所 
研修課 
担当 谷垣 



平成３０年兵庫県サービス管理責任者等研修(知的・精神分野)　事前課題

課題　１

氏名
名前の由来や、漢字の
特徴

出身地 市町、県でも・・・

趣味 もしよければ・・・

福祉事業経験年
数

福祉事業のサービスの
種類や対象とされる方
なども

福祉以外の業務
経験年数

アルバイトでも、正規職
員でも、主婦暦でも

仕事の原点
この仕事についた動機
はなんだったのでしょ
う。

サービス管理責任
者としての心構え

あなたがサービス管理
責任者を引き受けた動
機と果たす役割の再認
識

その他 もしよければ・・・

※郵送の必要はありませんので、各演習日の初日に持参してください。

上記内容について確認しました。　　　　申込責任者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

例：　名簿の○番の△□一郎です。出身は○○市ですが、今は□□市の××事業所で支援員として仕
事をしています。学校卒業後は一般の企業に勤めたこともございますが、学生時代にボランティア活
動を一緒にしていた友人から誘われ、この世界に入りました。当初は知的障害者の授産施設で指導員
をしておりましたが、平成２１年度に就労継続支援Ｂ型に移行し、その後も引き続き従事していま
す。現在12年目を迎えます。

　趣味はクラシックギターの演奏です。地域の仲間、友人達と活動し、年１～２回演奏会や発表会を行っ
ています。今回の研修で、利用者が主体的に地域で暮らすことができるように支援計画作成のポイント
を学び、併せてネットワーク作りもできればと思っています。（307文字）

自己紹介文

　分野別演習時にグループ内で自己紹介をします。1分以内に自己紹介が出来るようにアピールの要点

をまとめてください。以下の様式を参考に、あなたらしさをお伝えください。ただし時間厳守です。1分で

ゆっくり自己紹介できる字数は約３００字です。



平成３０年度兵庫県サービス管理責任者等研修（知的・精神分野）　事前課題

六甲　登　さん

望んでいる暮らし 

　A市にて出生。小学校3年まではA市の地元の小学校に通い、その後はC特別支援学校へ通い、高等
部3年まで通った。
　本人は支援学校在学中も明るく人懐っこい性格で同級生からも慕われていた様子であった。ただし、
高等部1年生頃より母親からの叱責による口論や、一度に大きなお金（例えば、正月のお年玉等）が手
に入った時に放浪することが年に2～3回あり、県外にて無銭飲食や無賃乗車などで保護されることが
あった。
　高等部卒業と同時に在学中の実習先であったクリーニング工場に就職、卒業後も年に1～2回程度県
外に2日～3日出かけてしまうこともあったが、就労先の理解もあり就労は継続していた。

　父は喫茶店を経営していた。2年前に死去。
　母は父が生きていた時は喫茶店の手伝いをしていた。父が死去した後は喫茶店を廃業し、パート勤務
している。母は、本人の療育手帳更新時と一緒に判定を受けており、母も療育手帳が出る範囲であると
診断されていた。母は療育手帳の取得を拒否している。
　3才上の兄は結婚して他県で暮らしている。本人のことを心配しているが、遠方のため、家に帰ることは
ない。

痛い思いはせずに暮らしたい。働きたい。自分で稼いだお金がほしい。前のように電車に乗ったり、自
由に遊びに行ったりしたい。ゆくゆくは一人暮らしをしたい。

本人の状況と最近
の様子

虐待からグループホームで生活を始めたケース

　入所施設の「やむを得ない理由の措置」を利用した入所であったが、本人が入所施設の職員に「ここ
でずっと生活するのは嫌だ」と話していた。そのため、グループホーム「やどかり」を見学し、利用申請し
ている。グループホーム「やどかり」の体験利用時は利用者とも持ち前の明るい性格で打ち解けている
様子も見られている。「ここは楽しそうだな。ここで暮らしたい」という発言もあったとのこと。本人はこれま
でほとんどかかわりのない地域での暮らしで戸惑い、初めはかなり緊張していたが母親から暴力を受け
ない生活に少し安心はしている様子。
　生活費については就労先の社員旅行用の積立金が１０万円ほどあったためそれを取り崩して当てるこ
ととしている。失業給付は就労先の廃業が決まっていることもあり、会社都合での退職の方向で話が進
んでいる。母は法にふれることを怖がり、障害者年金の証書と振り込まれている通帳については入所施
設に一時保護をする際に本人に渡している。
　日中は本人の希望や世話人がいないこともあり、自立訓練（生活訓練）事業所「じりつ」を利用申請し
ている。自立訓練事業所「じりつ」の体験利用時には、「ゆくゆくは一人暮らしをしたい」「前のようにまた
働きたい」と話していた。

経済状況 障害年金（2級）　貯金は１０万円。就労時の月収は７万円程度。

相談経過の要約

事　例　の　概　要

生活歴及び病歴

　本人はC特別支援学校卒業後に小さなクリーニング工場に就職。持ち前の明るく人懐っこい性格で工
場の社長や社員たちとの関係も良好であり、就労においては特に問題なかった。
　父親は本人への障害理解があり、休日には本人と一緒にお祭りへ行ったり、電車やバスに乗って外出
したりすることもあった。しかし、2年前に仕事場で倒れ急逝する。母親は家事が苦手であり、本人への障
害理解もほとんどない。部屋はゴミと物で溢れかえり床が見えない状態で足の踏み場がなくなったため、
1年前よりヘルパーに片づけの支援をしてもらっていた。また父親がいないことで、母親は本人に対して
の暴力や、本人の仕事で稼いだお金を搾取するようになった。
　母親が本人へ日常的に暴力をふるっていることにヘルパーが気づき、相談支援専門員に相談。相談
支援専門員は虐待防止センターに虐待通報。虐待防止センターは事実確認を行い、虐待として認定し
た。本人の安全確保のために入所施設に一時入所になった。入所施設に入所中に、たまたま、B市の
法人のグループホーム「やどかり」に空き部屋があり、グループホームの利用を申請して体験利用を
行った。
　グループホームに体験利用中に、就業先の社長がここ2～3ヶ月で廃業の予定であることを伝えてき
た。本人は「新しい職場でも仕事はできると思うが、まずは「やどかり」に慣れたい」『ゆくゆくは一人暮らし
をしたい、掃除や洗濯とかも一人でできるようになりたい』と話していたため、日中はグループホーム「や
どかり」の近隣にあるD法人の自立訓練（生活訓練）事業所「じりつ」の生活訓練を利用申請、体験利用
を行った。その結果をふまえて、来週中に相談支援専門員が主催するサービス担当者会議を開催する
ことになった。

手帳・区分 療育手帳　B１　　障害支援区分2

事例タイトル

年齢・性別・家族構
成・家族状況・現在の
居住歴等

年齢33歳・性別（男性）



平成３０年度兵庫県サービス管理責任者等研修（知的・精神分野）　事前課題

記録　　Y法人　I 障害者地域生活支援センター　相談支援専門員　須磨　太一

入居定員 16人　（グループホーム4人定員　4ヶ所）
在籍者　 男性8人　女性8人
職員配置

・サービス管理責任者：１人（常勤専従）

・世話人・生活支援員：8人（パート、週3～4日勤務）
　　世話人の利用者対応の時間は、

　　月曜～土曜日の午前7時～9時、午後4時～8時

　　午前9時～午後6時　土曜、日曜日含む40時間／週

・管理者：１人（常勤兼務）

夜間支援体制：無し。緊急連絡体制は整備している。

参考

グループホーム
の状況

サービスの提供形態：介護サービス包括型

　　サービス管理責任者、生活支援員の勤務は

生活の自立度

心身の状況

気持ちの自立度

キーパーソン

家族状況

精神面の状況

趣味

相談日時 2018年10月1日

グループホーム「やどかり」、自立訓練（生活訓練）事業所「じりつ」のあるB市は人口50万人で
都心部の閑静なベッドタウンである。本人が生まれ育ったA市はB市の隣の市である。大きな総
合病院が4箇所、精神科病院も2箇所ある。複数の社会福祉法人、NPO法人があり、全ての障
害福祉サービスが受けられる環境である。この圏域は市町と相談支援事業所の連携が非常に
良い。

身長171cm　体重61kg
常時の服薬はなく、概ね健康である。

氏名等

父は2年前に他界。　虐待により一時保護をしたケースであり、母親には本人の居住地を伝え
ていない。兄は他県で暮らしている。遠方のため家に帰ることがほとんどないが、母親や本人
のことは心配している。

障害基礎年金2級　貯金は１０万円　　就労時の月収は7万円程度。経済状況

六甲　登

地域状況

アセスメント票

　軽度の知的障害はあるが、明るい性格でありコミュニケーション能力は高く、情緒的にも安定
している。声を荒げたりすることもあまりない。込み入った話でなければ理解力も十分にある。
　自分に都合の悪いことがあると黙り込む、母親からの叱責等によりストレスをためると県外まで
出かけてしまうことがあった。また、同様にお祭りなどのイベントになると時間を忘れてしまうこと
や、大きなお金などが手に入ると気持ちが大きくなるのか片道切符で出かけてしまうこともあっ
た。
　じっとしていることが苦手な様子もあり、長距離を歩くことも苦にならない。10kｍぐらいは普通
に徒歩で移動することもある。電車、バス、船など乗り物がなんでも好きで、時間があると料金
均一の市内循環バスに乗り、市内を回って大型スーパーの店内を歩き回ることを楽しみとして
いる。
　一通りの社会生活はできる程度に自立しているが、身だしなみには気をかけない様子であ
る。衣類の更衣や入浴、洗濯、洗顔や歯磨き、髭剃り等はしていないことが多い。本人は「昔は
お父さんが手伝ってくれたり服を一緒に買いに行ってくれた。」と話している。
　体験利用している自立訓練事業所では、他の利用者から「臭い」と注意を受けることがあっ
た。それから、本人は身だしなみについて少し気にするようになりつつあり、『オシャレしたい
な。「じりつ」の丸山さんみたいにかっこよくなりたい』と言っていた。
　清掃、洗濯もほとんどしないが、他の利用者が全て自分で行っているのを見て、「俺って何も
できない。ここで生活をしていくのなら自分もしないといけない。」と世話人や他の利用者に話し
ていた。（できないわけではないが汚れていても、片付いていなくても気にならない様子、これ
までは父親が声をかけ支援していた）
　悪いこととは分かっていながらお金がなくなり空腹になると無銭飲食、万引きすることがあり、
放浪する時は無賃乗車等を行うことがある。
　金銭管理は難しくお金を持つとほとんど全てを使ってしまう傾向があり、5千円程度のお金が
あると片道でいけるところまで行ってしまうことがこれまで何度もあった。

　誰かに依存ということはあまりないが、これまで両親からの支援を受けて生活していたため、
自立という概念があまりない。ただ、現状の生活については自分で何とかしなければならないと
考えている様子はある。

兄

　町中を歩き回ること、乗り物に乗ること自体がとても好きである。旅行に行きたいとも話してい
る。イベント事、お祭りなどが好きで近隣であると必ず行っている。楽しくお酒を飲むことも好き
であるが毎日飲んでいるわけではない。



別紙

○

○

○

［課題を考えるときのポイント］
・

・

・ ご本人の現在の能力や立場、強み、また可能性も含めて考える。

・

［１００文字要約］
・

☆

平成３０年度兵庫県サービス管理責任者等研修(知的・精神分野）　事前課題

演習１日目の午後に、講師陣による六甲登さんの相談支援事業所が開催するサービス担当者会議
のロールプレイが行われます。新たな具体的ニーズが出てくることもありますが、現時点でわかって
いる情報をもとに整理してください。

ご本人ができることとできないことをチェックしているうちに、ご本人の全体像がぼやけてしまうことが
あります。今までの課題を整理し、ご本人の気持ちに寄り添うために、「六甲登」さんを主語にして１
００字程度で要約して下さい。

課題の考え方

　その結果、六甲登さんは、一人暮らしを目標としながらも自分の出来ることを増やすために、グルー
プホームへの入居と自立訓練（生活訓練）の通所利用することが決まりました。

　みなさんは、グループホームもしくは自立訓練事業所のサービス管理責任者で
す。これから六甲登さんが体験実習を終えた後に、相談支援専門員が主催する「サービス担当者会
議」に出席します。出席にあたり、六甲登さんの「事例概要」及び「アセスメント票」をもとにして、　課題
を整理しながら六甲登さん自身が望む生活について１００文字要約をしてください。

　六甲登さんは、母親からの虐待により障害者支援施設に一時入所していますが、本人より退所の
希望があったため、グループホームと自立訓練の体験利用を行っています。

課題（ﾆｰｽﾞ）からご本人の想いや現在の状況（環境、家族、インフォーマルな支援等）
を踏まえ、支援者として気付いたこと等をもとに必要な支援とは何かを考える。

ご本人の課題（ﾆｰｽﾞ）を一つひとつ整理しながらも、支援課題を全体的にまとめて
みる（必要性や優先順位などを考えて）⇒１００文字要約

ご本人の全体像を踏まえて、希望に即した支援を行うための解決すべき課題（ﾆｰｽﾞ）
は何かを考えてみる。

個
別
支
援
会
議
 

演習② 演習① 演習③～④ 

講師陣によるロールプレイ 

支援の流れからみた当研修における 事前課題と各演習の位置づけ 

☆事前課題２ 

情
報
収
集
・
整
理
 

体
験
利
用
の
実
施
等
 



平成30年度兵庫県サービス管理責任者等研修（知的・精神分野）　事前課題

整理番号　　　　　　　　 受講者氏名　　　　　　　　　　　　　

平成30年10月1日（月）必着で案内の宛先へ郵送してください。締め切りを過ぎたものは受理できません。

上記内容について確認しました。
　　　 申込責任者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

締切日：平成30年 10月 1日

　　  課題（ﾆｰｽﾞ）の把握とまとめ

　　（１）　六甲登さんの課題（ﾆｰｽﾞ）とは何ですか？以下の①～④に 分けて整理をしてください。

　①　本人の実現したい思いなど

課題２

　③　本人の強み・可能性など（支援者の視点から）

　②　本人の現在の状況や周りの環境など

　（２）　上記（１）で記入、 整理したことをもとに、登さんを主語にして、登さん自身が望まれている生活を
　　　　　約100文字で表現してください。（１００文字要約）

　　　　　＜記入方法や字数は問いませんので、自由にご記入ください。＞

　私（六甲登）は、

記入様式

　④　必要な支援内容や資源など



<サービス内容>

<どのようなニーズのある方が対象となりますか>

<サービス内容>

<どのようなニーズのある方が対象となりますか>

<サービス内容>

<どのようなニーズのある方が対象となりますか>

締切日：平成 30 年 10 月  1 日

演 習 ワ ー ク シ ー ト

整理番号
受講者
氏名

　☆研修修了後、サービス管理責任者として配置予定の事業所種別名にチェックを入れてください。
　　演習時の班分けの参考にします。

サービス名 共同生活援助 自立訓練（生活訓練）

共同生活援助（グループホーム）について

自立生活援助

　☆下記、3事業所の設問について全て記入して下さい。
　　分からないところは調べてください。

自立訓練（生活訓練）について

自立生活援助について

事前課題３ 



平成30年10月1日（月）までに案内の宛先に郵送してください。
上記内容について、確認しました。

※記入欄が丌足する場合は、必要に応じて適宜欄を増やして記入して下さい。

現在の
事業所種別

現在の職種

申込責任者氏名　　　　　　  　　　　　　印

☆現在の職種における具体的な業務内容

☆現在の業務をする上での心構えや大切だと思っていること、また日頃の利用者に対する支援や援
助において気をつけていること

☆個別支援計画の作成の目的と、その必要性について

☆サービス提供プロセスにおけるサービス管理責任者の役割とその責務について

☆権利擁護と虐待防止の視点を踏まえて考えられる本人中心の利用者支援とは

　☆下記、現在の業務、各設問についてご記入ください。

　☆全ての項目について、あなたの考え等を空白がないよう記入してください。

　☆最後に申込責任者に内容の確認をしていただきご提出ください。


