
令和２年度 佐賀県相談支援従事者現任研修

講義：事例研究及びスーパービジョンによ
る人材育成の理論と方法

□日時：令和２年２月3日（水） 15:50～17:20

□担当：佐賀地区障害者基幹相談支援センター（長光園） 村岡 智紀



本日のスケジュール

時 間 項 目

15:50～16:00 10分 導入
人材育成や地域との関わりの必要性
～事例研究やスーパービジョンの意義～

16:00～16:35 35分 事例研究（検討）の理論と方法

16:35～17:10 35分 スーパービジョンの理論と方法

17:10～17:20 10分 むすびに代えて（佐賀地区の取り組み）

合計 90分



導入（本講義の獲得目標と内容）

獲得目標 相談支援専門員の人材育成方法としての経験から学ぶ省察的思考の重要性について理解
する。具体的な実施方法として事例研究及びスーパービジョンの理論と方法について理
解する。

内 容 ・事例研究などによる経験から学ぶ省察的思考の重要性とその効果を高めるスーパービ
ジョンの役割について講義を行う。
・実践に基づいた事例研究の理論と方法について理解するための講義を行う。事例研究
の具体的な意義と目的として、①事例を深める、②実践を追体験する、③援助の質を向
上させる、④援助の原則を導き出す、⑤実践を評価する、⑥連携のための援助観や援助
方針を形成する、⑦援助者を育てる、⑧組織を育てる等について解説する。また、事例
研究の基本的プロセスと留意事項について解説する。
・人材育成におけるスーパービジョンの理論と方法について理解するための講義を行う。
（教育、支持、管理の各機能についての解説及び個別、グループ、ライブ、ピア、セル
フ等の実施方法とその長所・短所等について解説する。）

時 間 1.5時間



１．人材育成や地域との関わりの必要性
～事例研究やスーパービジョンの意義～

（１）専門職（profession）とは

（1）理論的・体系的で高度な専門的知識と長期の訓練を要する専門的能力
（2）倫理綱領による道徳的整合性の保持
（3）組織化された専門職団体の存在である

↓
・高度な専門的知識と技術を持つ。
・社会的に重要な仕事に携わる。
・権威や特権を持つ。
・自治権を持つ。
・倫理綱領を持つ。



（２）相談支援専門員とは

・厚生労働省「障害者ケアガイドライン」（2002.3）
障害者の地域生活を支援するために、ケアマネジメントを希望する者の意向を踏

まえて、福祉・保健・医療のほか教育・就労などの幅広いニーズと、様々な地域の
社会資源の間に立って、複数のサービスを適切に結び付けて調整を図るとともに総
合的かつ継続的なサービスの供給を確保し、更には社会資源の改善及び開発を推進
する援助方法である。
↓

・相談支援とは、地域を基盤として展開されるソーシャルワークであり、相談支援
専門員はソーシャルワーカーとして位置づけられる。



（参考）ソーシャルワークのグローバル定義（日本語訳版）

出典：平成29年度相談支援従事者指導者養成研修会テキスト



• 相談支援専門員が、専門職として目的やミッションを達成する

個別ケースと地域の課題を解決・解消していく

相談支援の質と量を担保していく

↓

継続的な学びの場

主体的な学習を醸成する環境

↓

※教育方法と学習環境のデザイン
※有効な方法としての事例研究とスーパービジョン



（参考）継続的な学びとその場のイメージ

階層別研修

専門別・
テーマ別研修

地域でのOJT
スーパービジョン

事例研究（事例検討）

初任研修

5年

現任研修

5年間のうちに1回

現任研修

主任研修

専門コース別研修（地域移行・地域定着）・スキルアップ研修
（ファシリテーター）、医療的ケア児等支援研修など

熟達化

知っておきたい知識・身につけておきたい技能
積んでおきたい経験・常に基盤におくべき価値

藤川雄一氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）



２．事例研究（検討）の理論と方法

（１）事例検討の意義

① 事例を深める

② 実践を追体験する

③ 援助を向上させる

④ 援助の原則を引き出す

⑤ 実践を評価する

⑥ 連携のための援助観や援助方針を形成する

⑦ 援助者を育てる

⑧ 組織を育てる

島村聡氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』



• 事例検討で私の辛かった経験･･･

上司の意見や見立てが全てでそれ以外は聞いてもらえなかった

事例検討中にキレラレタ

知識や技術が無いことを罵倒された

ネガティブな方向で終了した

朝9時から14時まで続いた

↓

※ファシリテーションの重要性



（２）事例研究におけるファシリテーションの重要性

・ファシリテーションとは

・ファシリテーターは、プロセスを舵取りし、チームワークの中から最大
の成果を引き出す支援をする。

集団による問題解決、アイデア創造、合意形成、教育・学習、変革、自己表現・成長な
ど、あらゆる知識創造活動を支援し促進していく働き（堀.2018）
・問題解決の硬直化や行き詰まりを乗り越えて、新たな価値を生み出す集合知
・「個」から「相互作用」（グループ・ダイナミックスを活用する）



（３）ファシリテーションの基礎的な知識

①ファシリテーションの４つのスキル（堀.2018）

場のデザインのスキル

場をつくり、つなげる

ゴールの設定・プロセスをつくる・関係性を築く

構造化のスキル

かみ合わせ、整理する

主張の明確化・書きとめて整理・図解

対人関係のスキル

受け止め、引き出す

傾聴で共感・相互作用を観察・質問を駆使

合意形成のスキル

まとめて、分かち合う

意思決定方法を選ぶ・対立の解消・振り返り

共有

発散

収束

決定
問題解決の
サイクル

合意形成の
サイクル



②場をつくり・つなげる

・アイスブレークや自己紹介の導入（親しみ、許容的な雰囲気）

・グランドルールの設定（安心や安全の確保、多様な意見）

・スケジュールの設定（時間の管理、プロセスを共有）

・ゴールの設定（目的や成果の共有）

・環境設定（ホワイトボードの設定など）

※参加者の安心と安全を確保し、枠組みを伝え、参加する目的や方向性を
共有する。



第２サイクル第1サイクル

（参考）プロセスの設計

スタート

目的・目標の設
定

岡部正文氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）

発散思考

問題探索
(情報収集)

収束思考

情報分析

ゴール→スタート

問題（原因）の発見

発散思考

解決アイディ
アの創造

収束思考

アイディアの評
価・統合

ゴール

解決策の決定

十分に時間をとる

問題を正しく捉え、全員で共有する
・問題解決は、現状（事実）を正しく把
握するところから始まる。
・現状の問題点が大方把握できたら（6～
7割程度）、特定の着眼点（仮説）に添っ
て深堀する。

全
プ
ロ
セ
ス
の
ハ
イ
ラ
イ
ト

・最初のステップから主体的に参加してい
ないと、問題に対する鋭い洞察力や当事者
意識が生まれてこない。

・複数の人間が同じ時間と空間を共有して
こそ、チーム活動のダイナミズムが発揮さ
れ、チームワークが生まれてくる。



③『発散』と『収束』の明確化

岡部正文氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）

発散する
（現状を洗い出す）

収束する
（解決策をまとめる）

要点をまとめる

目的を共有

解決策の合意

場のデザインのスキル

対人関係のスキル

構造化のスキル

合意形成のスキル

安心の担保・時間設定

聞く・質問スキル

見える化

収束のスキル



④聞くスキルと質問のスキル

岡部正文氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）

聞くスキル 質問のスキル

・自然体
・うなずきやあいづち（非言語のメッセージ）
・復唱
・要約と確認
・ポイントと感じたところへの質問（深める）
・ミラーリング
・リフレーミング

・深めること・広げること
例えば･･･
具体的に言うと？
例えば？
他には？

※ミラーリング：相手のしぐさや言動・行動などを鏡のようにして真似をすることにより、相手に好
意や親近感を抱かせる。
※リフレーミング：ある出来事や物事を、今の見方とは違った見方をすることで、それらの意味を変
化させて、気分や感情を変えること。



⑤見える化（ホワイトボードの活用）

岡部正文氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）

ケア会議のテーマ

現状
（共有すべき情報）

席次
終了予定時刻

ご本人の思い

課題

タイムスケジュールと役割

アイディア
□
□
□
□

・情報をとどめ、共
有化を図ることで、
グループにおける討
議の空転を防ぐ。



⑥「合意形成」と「収束（構造化）」のスキル

・膨大に出てきた意見をまとめる作業。問題解決の基本は「分ける」こと。

・大きな問題を小さな問題へ分解し、本質的なものとそれ以外に分ける。

・個々の問題に優先順位を定め、取り組みを決める。

・その上で、全体像をまとめる。

↓

・FTではなく、参加者が整理し、答えを導く。

岡部正文氏『平成28年度佐賀県ファシリテーション研修』（一部改変）

アセスメント
とニーズ整理

プランニング



・収束に向けてのポイント

□前提として本人の気持ちを要約し、論点を整理しておく。→100文字要約

□参加者への問いかけ（これまでの情報を整理するとどうなりますか？）

□意見を出しやすい工夫→２～３人でのシェアやポストイットの活用など

・合意形成に向けてのポイント

□100％の答えではなく、参加者が全員で実行することを目指す

□これまでの論議と成果を確かめる

□問題解決の方向や実行計画を確認する



（参考）理詰めで決められない時の進め方やフレーズ

岡部正文氏『平成28年度佐賀県ファシリテーション研修』

限られた時間の中で僕たちは熱心に論議し
たよね？の確認

最終的にはご本人に決めてもらうことが大
事だよね？の合意

で、どうする？
で、どの選択肢にする？

そろそろ、ここまで出た材料で決めません
か？

ここまで出たアイディアを整理すると、ど
うなるかしら？

こんな風に整理してみたけれど、どうかし
ら？



３．スーパービジョンの理論と方法

（１）スーパービジョンの意義

・対人援助を内容としたソーシャルワーク活動は利用者の課題を環境も含
めた全体としてとらえ、また、その解決方法も本人だけでなく幅広い環境
への働きかけを通して見出すことになる。

・しかし、それはとても困難なことであり、援助がうまく行かないときに
個々の力だけで打開策を見出すことはますます難しい。

・そこで、自分の援助をスーパーバイザーの力を借りて客観的に捉え直し、
知識や技術面および感情面の課題に気付きを得る必要がある。

島村聡氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）



（２）スーパービジョンとは

ソーシャルワークにおけるスーパービジョンとは、ソーシャルワークを行う施設や機関
において、スーパーバイザーによって行われる専門職としてのソーシャルワーカーを養成
する過程である。

『新・社会福祉士養成講座 相談援助の理論と方法Ⅱ』（2011．11）P185



（３）スーパービジョンの構造・構成・機能

①構造

□スーパーバイザー（SVR）

□スーパービジョン関係

□スーパーバイジー（SVE）

②構成

□契約：目標や課題、回数、実施場所、費用、形態と方法、責任の範囲、ルール・約束

□過程

□相互作用



③機能

※管理に偏らない配慮→三つの機能のバランス

支持的機能
・スーパーバイジーを支える

・「バーンアウト」の未然防止
・「自己覚知」の深化とフォロー
・「自己実現」の促進と葛藤の処理

教育的機能
・現場における専門職養成

・学習の動機づけ
・実践に即した実践力の醸成
・福祉援助の知識・技術・価値の伝授

管理的機能
・職場環境の評価

・組織の一員としての援助者（逸脱行為の防止



④スーパービジョンの形態

個人スーパービジョン 基本的形態・面接方式
自己覚知・自己実現→ワーカー個人の問題を扱いやすい
スーパーバイジーの力量に合わせた対応
※時間的な制約

グループ・スーパービジョン 新しい気づき・共感←相互の意見交換
帰属意識の向上
使用時間の効率化
※表面的な意見交換→個人的な課題が出にくい→共通の課題の選定

ライブ・スーパービジョン 録画や録音の活用（高度な技量が求められる）

ピア・スーパービジョン 同僚や仲間による闊達な討議
※グループ学習との相違

セルフ・スーパービジョン 自分自身で行う（客観的に自分を見つめる）
※継続した実施



⑤スーパービジョン関係

※援助関係のモデル化（パラレルプロセス）

支持的機能 安心・勇気→情緒的な関係

教育的機能 ワーカーの利益を満たす関係

管理的機能 サービスの質の確保

スーパーバイザー スーパーバイジー

ソーシャルワーカー 利用者

※影響・模倣される
※転移と逆転移



⑥スーパービジョンのプロセス

島村聡氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）

問題の発見
catch

つまづきをSVEの話から想定する 困難事例への対応

介入
intervention

協議
conference

見守り
monitoring

SVEの状況を見た助言や同行
事例検討の結果が共有
されていることが必要

SVEと話し合い、
SVRが支援する方
法と範囲を決定

SVEの課題を明確
にすることが重要

SVEに支援の経過
等の報告を求める

自身の課題が解決できた
かどうかという視点



（４）グループスーパービジョンの方法

島村聡氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）

方式 特徴 SVR SVE

事例検討会型 大人数でも可
１時間～２時間半
困難事例の解決

高度な専門性 他職種の参加可
事例提供者の関わりが鍵

振り返り参加型 10人以下が目処
1時間程度
技術と理念の向上

適度な専門性 同じ職場が適当
過去事例に限定

課題焦点型 3人で実施
1人20分～30分
指示と視野拡大

専門性の必要性は低い 普段の仲間
事例は使わない



①事例検討会型のスーパービジョンのプロセス

１.演習の進め方説明 １０分 合計
2.5時間２.自己紹介と役割決定 ５分

３.事例の紹介 １５分

４.グループ内で質問の出し合い
・疑問点を全員が発言し、記録者がまとめる

１５分

５.質問と回答
・各グループ発表者から質問し全体共有を図る

３０分

６.SVRによる質問のポイントまとめ
・どのような観点で質問をすべきか

１５分

７.グループ討議
・対応や解決策の検討

３０分

８.各グループからの発表
・発表者から結果とその理由を発表

３０分

島村聡氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）



（参考）SVのポイント

質問のポイント 聞き方のポイント

□基本的な事項の確認
住所、氏名、生年月日、性別、支援区分、障害内容、
経済状況、家族状況、など

□具体化させる
何時間、何キロ、頻度や量など

□関係者と関わりの内容整理
相談経路、利用サービスの内容、関係機関の支援内容、
経過、など

□イメージさせる
身長、体重、服装、好み、など

□本人や家族の生活ぶり
本人や家族の生活の流れ、態度、近隣との関係、など

□事実を確認する
伝言や推量か、診断か、など

□事例の特徴
本人や家族の思い、周囲の思い、関わりの多さ、など

□理由を明らかにする
なぜ、何のために、どんな気持ちで、生育歴との関係、
など

□社会資源の確認
使える資源、KPの存在と可能な役割、など

□埋もれた記憶を呼び覚ます
本当にそうだったか、誰も関わっていないか、など

□相談員の見立て
本人や家族・周囲のパワー、可能性、不安感、違和感、
など

□ポイントの掘り下げ
本人はどんな気持ち、なぞそう感じる、など

島村聡氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）



（参考）SVのポイント

具体策の検討方法のポイント 行き詰った事例

□現状に捉われない
出来ないと決め付けず可能性を検討する

□顔を合わせて話し合えば状況が変わる
多くの人が前向きに考えている

□見方を変える
リフレーミング

□時間が経てば考え方が変わる

□複数の目線を盛り込む
反対の意見も無視せず折り合いを見つける

□万策尽きれば開き直りが出てくる

□無い資源は創り出す
地域の空き家、近所の商店、宅配業者、など

□意図しない新たな支援の発見

□ネットワークの活用と改善
同級生、同郷、会議のメンバーの修正、情報共有の確認

□本人の僅かな変化に注目

島村聡氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）



②振り返り参加型スーパービジョンのプロセス

・振り返り参加型スーパービジョンとは

SVEが過去事例で引っ掛かっている点を参加者に対して具体的に説明し、
参加者の提示する方法を吟味する中から、SVE自身がよりよい対応の可能
性について気づき、SVRの問い返しで確認する方法

島村聡氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）



①SVEは ５分 合計
35分②SVRはホワイトボードにメモをとり、参加者に一つ目のポイントにつ

いて自分ならどう対応したか尋ねる
５分

③尋ねられた数名の参加者が自分の対応を答える ５分

④SVEはその意見を聴き、自己の対応の意図を説明する ５分

⑤SVRは、SVEの説明の意図を支持しつつ、参加者の意見が出た背景と
は何かを参加者に投げ返し、一定の意見を得てから別のポイントに話題
を移す

10分

⑥SVEの感想で気づきの共有を図る 5分

島村聡氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）



（参考）振り返り参加型のスーパービジョンの進行例

１ SVE この事例は、うつ傾向にある５０代男性の就労支援を行った時に、当初考え
ていた男性の希望に添った支援と最終的な方向性が全く異なったことから取
り上げて頂いた。ポイントは最初の情報の取り方と、中間点での男性へのア
プローチの方法にあったと考えています。

２ SVR 参加者AさんとBさん、最初の情報の取り方について、ご自身ならどうされた
でしょうか？
□１点目のポイントに絞る

３ A 私なら、もっと他の職種からの情報を得ていたかもしれません。例えば、
通っていたクリニックのスタッフから。

４ B 私は、もう少し本人と時間をかけて向き合ってみたと思います。

５ SVR SVEさんは、その時、AさんとBさんのような対応を考えましたか？
□SVEが実際に取った対応と比較

島村聡氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）



（参考）振り返り参加型のスーパービジョンの進行例

６ SVE はい。ただ、クリニックからの情報は本人が拒否して得にくいと感じていま
した。本人との話し合いが足りなかったかもしれませんが、当時の自分はそ
れでいっぱいいっぱいでした。

７ SVR どのようにすれば本人ともっと向き合えたのか？について、Aさん、Bさんか
らご意見をお願いします。
□SVEができていないと感じている点に絞って意見を引き出す

８ A SVEさんは就労支援担当の立場なので、本人も就労に関することしか話す気
持ちになれなかったのではないですか？

９ B 50代ということから、若いSVEさんに自分を開示することをためらっていた
とも考えられます。

10 SVR SVEさんは、その時、どのような声かけや態度をとっていましたか？
□SVEが実際に取った対応と比較

島村聡氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）



（参考）振り返り参加型のスーパービジョンの進行例

11 SVE 最初は希望される職種や職業条件の話から入り、必要な資格や技術のこと、
そしてうつ病の程度を聞く形になっていました。年長の人と話すことに苦手
意識があったのかもしれません。

12 SVR どのようにすれば良かったと思いますか？
□SVEの気づきが出たらすぐにその対応を問い返す

13 SVE 仕事の話の前に不安なことや希望していることからお聴きすれば良かったと
思います。また、同年代の班長に同席も求めても良かったとも思いました。

14 SVR 結果的にどうなったかも教えて頂けますか？
□過去事例だからこそ確認できる

15 SVE 本人の負担感が同居している母親の介護問題にあることが終盤になって分か
り、介護保険の手続きなどをケアマネを通してお願いし、デイサービスの利
用が始まりました。現在、ご本人は農場で軽作業をされており、安定雇用に
つながっています。
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③課題焦点型スーパービジョンのプロセス

・課題焦点型スーパービジョンとは

SVEが悩みと感じていることを出してもらい、SVEの課題や強みを具体的にしていき、
観察者の感想で気づきの共有を図る。技術的問題か、知識不足か、情緒面の課題かを、
SVE自身が整理する方法。クライアントと向き合うときの自分の課題を話すものであり、
事例検討にならないよう注意する必要がある。

□支援をするに当たってあなたが課題に感じていることは？
□それはどんな時に感じますか？
□相手が誰であってもそう感じますか？
□その場面を思い起こして下さい。相手からあなたはどう見えていたと思いますか？
□どうすれば良かったでしょうか？

島村聡氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）



①SVEは3行程度で自分の課題を話し、SVRはそれをホワイトボードに黒色で書く。
□課題は事例の課題で無く、自分の課題であることに留意。

合計
15分

②SVRは事例の内容にとらわれず、SVEが課題と感じている点に関するやり取り
場面を再現させ、ポイントを赤色で書く。

③SVEは本人や事業者との会話や場面を正確に伝え、SVRはSVEの気づきや意図的
な取り組みを青色で書く。

④SVRは、その時の本人や家族、周囲の事業者などがどう感じていたかをSVEに
尋ねる。

⑤観察者からコメントをもらう。

⑥最後にSVEから何に気づいたかを話してもらう。

島村聡氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）



（参考）課題焦点型のスーパービジョンの進行例

１ SVE 私は、利用者にどうやって相談支援専門員を理解してもらえるか、いつも不
安です。特に初回訪問が重荷です。

２ SVR それは、どのような利用者でも同じですか？
□対象を拡げてみる

３ SVE いえ、敢えて言えば年上の高圧的な感じの人ですね。

４ SVR SVEさんは30歳くらいですから、40代以上の方ですか？
□対象を具体化する

５ SVE もう少し上かもしれません。特に男性です。

６ SVR トラウマがあるのですか？
□背景を探る

７ SVE 自分の中では特に思い当たらないのですが･･･
□背景がすぐに出せないことは当然

島村聡氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）



（参考）課題焦点型のスーパービジョンの進行例

８ SVR 最近の不安を感じた場面を思い出せますか。利用者の言葉や態度で印象に
残っていることはありませんか？
□そこで場面を思い起こさせてみる

９ SVE 50歳くらいの男性で私の顔を見るなり、お前のような金持ちに俺の気持ちが
分かるか？と一蹴されました。

10 SVR なぜ、男性はそう言ったと思いますか？
□場面が出たらSVEに問い返す

11 SVE うーん。多分、私が若くてチャラチャラしたように見えたから？

12 SVR SVEさんはその時、どのような態度をとっていましたか？
□利用者から見たSVEを思い起こす

13 SVE ただ、言われたまま下を向いていました。

14 SVR 辛かったでしょうね。どんな態度をとるべきだったでしょうか？
□共感と問いかけ

島村聡氏『平成30年度主任相談支援専門員養成研修』（一部改変）



（参考）課題焦点型のスーパービジョンの進行例

15 SVE もしかしたら、自分の気持ちを伝えても良かったんでしょうか？
「ちょっと辛いなあって」

16 SVR そうかもしれませんね。寂しい気持ちの裏返しが彼の拒否的態度につながっ
ていたとしたら。
□承認と促し

17 SVE 気持ちをうまく返してあげることができていなかったということなんですね。
すこしスッキリしました。

18 SVR そうですね。おそらく、相手がどんな利用者でも言えることかも知れません
ね。それでは観察者の方から、見ていての感想を頂きたいと思います。
□他の事例にもありえるSVEの癖であることを示唆

19 観察者 ○○○･･･
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むすびに代えて（佐賀地区の取り組み）

• 佐賀地区について

佐賀県の約1/4を地理的範囲に
持ち、3割強の人口を抱える。

市街地から農村部・山間部・
沿岸部に至る。

手帳所持者は県内の3～4割。



H31.3.31現在 佐賀地区 佐賀市 神埼市 吉野ヶ里町

人口（人） 280,032 232,629 31,668 16,085

面積（k㎡） 600.91 431.84 125.13 43.94

障害者手帳（人） 身体 12,887 10,888 1,452 547

知的 2,875 2,435 294 146

精神 2,040 1,739 172 129

特定医療費受給者（人） 2,173 1,819 246 108

高齢化率（％） 27.5 27.6 30.6 24.4

計画相談（ヶ所）
※R1.8時点

成人 31 29 2 0

児童 18 18 0 0

計画相談実績（人） 2,774 2,284 295 195

地域計画実績（人） 地域移行 2 2 0 0

地域定着 1 1 0 0



・佐賀地区相談支援連絡会

□佐賀地区にある相談支援事業所に所属する相談支援専門員が月に1回集まる場

□まなぶ・つながる・かつどうするをコンセプトに、スキルアップに取組んでいます。

□年間延べ500名弱の参加があります。（平成30年度のプログラム）

月 内 容 月 内 容

4月 キックオフ会～新たな制度の動向～ 10月 １００文字要約の方法

5月 基本を振り返る～佐賀県計画相談マニュアル～ 11月 社会資源バスツアー２

6月 平成３０年度相談支援の制度、報酬改定について 12月 相談支援九州合同研修会に参加しよう

7月 事例検討会Ⅰ 1月 事例検討会Ⅲ

8月 社会資源バスツアー１ 2月 座談会（1年の振り返り）

9月 事例検討会 3月 地域生活支援拠点整備事業の進捗を知る



（参考）社会資源バスツアーの様子



（参考）事例検討会の様子



• 佐賀地区相談支援連絡会の大切なところ

□相談支援専門員が気兼ねなく集まれ、悩みや楽しさもいろいろ話ができる場所

□佐賀地区の相談員さんはだいたい顔が分かる

□社会資源を実際に知る場面

□行政機関の担当者とのコミュニケーション

□事例検討を通じて、課題の解決だけでなく、ファシリについても体感、学べる

↓

□コアメンバーによる企画と運営（地域の中核的な相談支援専門員）

□ファシリテーション力あるスーパーバイザーが地域にいる

□コアメンバーひとりひとりが地区全体のレベルアップの拠点

※個別のケースに関してスキルアップとネットワーク

※地域に関しては、活性化（部会の創出や地区独自の資源開発）
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