
実習ガイダンス

佐賀県社会福祉士会



〔獲得目標〕

実際の実例を選定して、ケアマネジメントプロセスを

個別学習することによって、演習につなげる。

〔内容〕

実習の目的、ねらい、方法、アセスメントツールにつ
いての解説を行う。



実習方法

 講義で学習した障害者総合支援法等の各種制度、ケアマネジメントの手法
を復習し、相談支援の現場で策定することとなる「サービス等利用計画案・
障害児支援利用計画案」につながる実習とそれを用いた演習を実施します。

 まず最初に、受講決定通知書に同封していました事務連絡、課題①として
アセスメントシートの様式を使用し各事業所等における事例対象者を決め
て作成してください。

 作成した課題は、期日までに、佐賀県社会福祉士会（末頁を参照）へ提出
してください。

※ 期日までに提出がない場合は、研修修了証書を発行しません。



実習・演習の流れ

見学実習

• 課題①

• ご本人との面談を行いアセスメントシート（様式１-１，1-2，1-3，1-4）
を作成する。

演習 1日目

•演習グループ毎に、ファシリテーターの指導を受けながら、事例の
報告発表を行う。

インターバル

見学実習

•課題②

• 1日目の演習を通じて、ご本人へ再アセスメントを行いサービス等利
用計画案（様式2-1、2-2、2-3、2-4）一式を作成する。

演習 2日目

•演習グループ毎に、再アセスメントした情報とサービス等利用計画
案を発表する。

演習 3日目

•演習グループ毎に、再プランニングを行う。

課題③
集合調査

各圏域の自立支援協
議会事務局等でのヒ
アリングをもとに地域
資源調査を行う。
各受講者は申込時
に記載した圏域でヒ
アリングを行う。

また、やむを得ず参
加できない場合は、
別途指定する課題の
作成と提出をする。



事前課題① ※ 提出部数は１部

課題１ アセスメントシート

概要

障害福祉サービス等を利用する障害児者への居宅訪問を行い、面接による
情報収集・アセスメント、プランニングを行う。

課題１は「課題様式1-1,1-2,1-3,1-4」の作成となります。個人情報等の配慮
を十分に行って記載ください。なお、課題の作成方法の詳細は研修の4日目
にお伝えします。

課題の様式

・佐賀県社会福祉士会のホームページに掲載予定です。（研修当日にも配
布します）

提出方法

・提出は様式１-１，1-2，1-3，1-4の計4枚提出する事

・郵送、メール、持参により１部提出。ＦＡＸは不可

提出期限

令和３年 ８月２０日（金）必着 ※原則、期限後は受け付けない。



事前課題の留意点

課題の提出事例については、本人の意志決定支援に基づいた
計画作成方法を学ぶ研修である以下に挙げる利用者を選定す
る事は避けることをお勧めします。

・緊急性の高い事例、危機介入の必要な利用者

・関係性の構築が困難な利用者

・課題作成にあたって面談が困難な利用者

・本人のゴールがない、聞き取り等から想定することが困難な

利用者



演習に向けての事前準備

提出事例で準備しておくこと

演習内で事例の報告発表を行います。それに向けて以下の内
容は発表できるように準備しておいてください。

①本人像の要約（100文字要約）
②本人のストレングス
③本人の表明した希望する生活
④本人に福祉サービスが必要な理由
⑤受講者自身が事例選定した理由



事前課題① ※ 提出部数は１部

 アセスメントシートは、「様式（紙）に手書きで記入」、「様式（Excel）にデータ入力」の
いずれの方法でも結構です。

 個人情報（ご本人の氏名・生年月日・病院名、事業所名、地域名等の本人を特定し
うる情報）が含まれた状態では提出したとは認められません。

 所属の事業所で、既に作成したケースのサービス等利用計画案・障害児支援利用
計画案を使用しても構いませんが、「受講者が作成したもの」であって、「ケース本
人の事前了解が得られているもの」に限ります。

 ご本人との面談等に関しては「見学実習 承諾書」を使用するなどして相談支援専
門員等の指導者のもと行う事を推奨します。 なお、「見学実習承諾書」は各自受講
者にて保管してください、事務局への提出の必要はありません。



事前課題② ※ 提出部数は１部

課題② サービス等利用計画

概要

サービス等利用計画の作成

5日目の演習を踏まえ、必要に応じて追加の情報収集及び再アセスメントを
実施し、プランニング内容の修正とサービス等利用計画の作成を行う。

課題２は演習5日目終了後に、演習1で提出した課題の再アセスメントと
サービス等利用計画（案）の作成です。様式様式２－１，２－２，２－３，
２－４ を作成するとともに、課題１のアセスメントの修正となります。

課題の様式

・研修4日目に配布いたします。

・佐賀県社会福祉士会のホームページに掲載予定です。

提出方法

・様式2-１，2-2，2-3，2-4の計4枚 を提出する事

・郵送、メール、持参により１部提出。ＦＡＸは不可

提出期限

令和３年 ９月１７日（金）必着 ※原則、期限後は受け付けない。



相談・支援の経過および現状、ニーズについて具体的に記載する。
ここで、今までのあらすじと、これからの取り組み等への流れを整理して記載する。

ジェノグラム
記載方法は中央法規テキストP341参照

エコマップ
記載方法は中央法規テキストP341参照



受傷歴・受診歴・発症歴などを記載
生活歴は現在の状況に関連している情報に焦点をあてて記載

出来るだけ本人の言葉を使って、課題ではなく意向・
希望を記載
家族や関係機関からの聞き取りの場合は誰からの情報
か、それが本人の主訴であるという相談支援専門員が
判断した根拠も記載する

必要に応じて家族の生活、介護や経済面での負担、
パワーバランス等を記載

民生委員の見守り
ボランティアとの関わり等

地域生活支援事業、自立支援医療、介護保険サービス、権利擁護事業（成年後見制度・
あんしんサポート（日常生活自立支援事業）等
【収入】公的年金、各種手当、生活保護



サービス等利用計画案（書式例）

12

利用者氏名 障害支援区分 相談支援事業者名

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ受給者証番号 計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号

計画案作成日 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ期間（開始年月） 利用者同意署名欄

利用者及びその家族の
生活に対する意向
（希望する生活）

総合的な援助の方針

長期目標

短期目標

優
先
順
位

解決すべき課題
（本人のニーズ）

支援目標
達成
時期

福祉サービス等

種類・内容・量（頻度・時
間）

課題解決のための
本人の役割

評価
時期

その他留意事項

１

２

３

４

希望する生
活を実現す
るための課
題を記入

サービスの
種類は記入
しない

課題解決に
向けて相談
支援専門員
が捉えなお
した支援側
の目標を記
入

社会資源の
不足も含む

支
援
目
標
の
達
成
時
期

フォーマル、
インフォーマ
ルなサービ
スを必要に
応じて盛り込
む

具体的に
記載

専門用語
は回避

主体的に
取り組め
る内容

実効性の
あるもの

支援の
達成に
向けて
適切に
評価す
べき時
期を記
入

支援提供上
の留意事項
を記入

半年から１年を目途に越えられるハードルを設定

３か月を目途に当面の目標を設定

この文章で本人の状況と思いがイメージできるように１０
０文字程度で。
主語は１人称で（私は/僕は/俺は）
本人と家族の意向は分けて記載。

支援の根拠となる部分。利用者及びご家族の意
向を相談支援専門員の立場からが捉えなおした
もので、支援者が共通して取り組むべき方向性（
羅針盤）を記載する。



利用者氏名 障害支援区分 相談支援事業者名

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ受給者証番号 計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号

曜日 主な日常生活上の活動

時間 週単位以外のサービス

サービス
提供に
よって実
現する生
活の全
体像

・週間情報に書けない内容を記入。

・障害福祉サービス以外のインフォーマルサービ
ス
・計画表にない継続的な支援、一時的な支援を記
載（あんしんサポート,ハローワークなど）

・その他、相談支援専門員や市町村担当者が手配
しているものを記載

利用者の強みや出来る事、楽しみ、生活の豊かさ
に着目して記載する。

週間計画表に記載されていない日常生活上のリア
ルな様子や留意事項を記載する。

ここが支給決定の根拠となり、相談支援専門員の専門性を発揮するところ。

なぜ、本人にサービス提供が必要なのか。そのサービス提供によってどのように本人の暮らしが変化するのか。
説得力のある文章で記載する。
行政の支給決定の職員がここを読めば支給決定の必要性を感じれるような記載を心掛ける。
また、課題が本人の障害に起因するのか、介護者の状態に起因するのか、地域の環境に起因するのかまで記載で
きるとなおよい。

フレーズは計画作成における「計画作成の着眼点としては～」「支給決定の根拠としては～」



事前課題③

課題３ 集合調査（地域資源調査）

概要

地域（市町村・障害保健福祉圏域等）における地域資源（公的機関、障害福祉サー
ビス・障害児支援サービス提供事業所、（自立支援）協議会）など）に関する情報
を収集し、所定の書式に記録する。

なお、佐賀県内の受講者へは情報収集やネットワーク作りの機会を、各圏域で設定
しております。

各受講者は申込時に記載した圏域で参加をお願いいたします。

課題の様式、

社会資源調査表（課題実習３）
集合調査に参加される方 → 感想及び、自身の感じた地域の課題について端的に１００

文字程度でまとめてください。（文字数の上限はありません）

集合調査に参加できない方 →社会資源調査表（課題実習３）を使用して、佐賀県ホーム

ページや各市町ホームページ、佐賀県障害者ハンドブック等

（https://www.pref.saga.lg.jp/kiji0032669/index.html）を活用しながら、作成してく

ださい。地域の実情を知る事が目的ですので必ず、必須項目については可能な限り調べておい

てください。

提出方法、提出期限

※6日目の演習時に持参してください。



課題の提出について

提出期限 課題１：令和３年 ８月２０日（金） 必着

課題２：令和３年 ９月１７日（金） 必着

課題３：研修７日目当日持参（集合・オンライン）

（課題３はオンラインの場合は手元に準備下さい）

※ 期限までに提出がない場合、修了証書は発行しない

提出方法 ① Ｅメールに作成した課題を添付して送信してくだ
さい。

② 記入した様式を郵送、又は持参。

※ ①又は②のいずれかの方法で１部提出



提出先

【郵送の場合】

〒849-0935  佐賀市八戸溝一丁目15番3号

公益社団法人 佐賀県社会福祉士会 事務局 德山・中島

【Eメールの場合】

sacsw-hp@saga-csw.or.jp

件名に「初任研課題＿（受講番号）（氏名）」を入力

※提出されたファイルに氏名や受講番号を記載されていない場合は提出
の確認が取れない場合がございます。

※社会福祉士代表のメールアドレスに送信された場合は確認できない場
合があります。

【問合せ先】

電話 0952-20-0012 （FAX不可）

mailto:sacsw-hp@saga-csw.or.jp

