
役割

本人

＜モニタリング会議　シナリオ＞

はい、大丈夫です。

相談員 グループホームでのご様子を聞いてみましょうか。よろしくお願いします。

相談支援従事者初任者研修　講義演習３

配布資料①

シナリオ

みなさんこんにちは、今日は佐賀太一さんのモニタリング会議にご出席いただきあ

りがとうございます。太一さん、お母様は、お母様の来月ご入院を控え、今後の生

活のご心配も大きくなっておられました。そこで「いつかは独立したいけど、今は

一人では寂しいので、誰かと一緒に生活をしたい。仕事をしたい。メダルゲームな

ど好きなことをする自由な時間はこれまでどおり続けたい。」というご希望に沿っ

て支援を開始し、１ヶ月が経過しました。今日はその後の様子みなさんで一緒に確

認し検討するためにお集まりいただきました。みなさんよろしくお願いいたしま

す。みなさん先日の会議で顔を合わせた方ばかりですね。太一さん、みなさんわか

られますね。

相談員

相談員

ありがとうございました。太一さん、緊張されていると思いますが、リラックスし

て進めていきましょうね。先日グループホームの体験をされたと聞きましたが、ど

うでしたか？

本人

楽しかったです。一人じゃないから寂しくないし、ゲームの話もできて良かった

よ。怖い人はいなかったし、グループホームなら自分もやれると思いました。

お母さん、その様子を見られてどうでしたか？

母親

来月私は入院をします。将来息子が一人で生活できるか不安でたまりませんでした

が、体験はとてもやる気で、そしてうまく過ごせたようなです。気に入ったよう

で、グループホームで生活もできるのではと思いました。私も少し安心しました。

でも、家ではできないことも多くて、グループホームの皆さんに助けていただいた

んでしょう？そのあたりが気になって・・・。朝起きられましたか？

相談員

グループホー

ム

体験利用では大きな問題は無かったですよ。朝も起きておられましたよ。利用者と

のトラブルもありませんでした。お母様は一人では何もできないと言われていまし

たが、そんなことはないですよ、いろんなことができる力をお持ちですね。掃除は

元々できるようでしたし、洗濯はやったことはないようでしたが、やり方を教えた

らすぐにできるようになられましたよ。お風呂にもきちんと入られてました。食事

も世話人がアドバイスすれば、混ぜたり、つぎわけたりなどの簡単な調理補助はこ

なすことができたようです。いきなり一人での生活は不安もあると思いますが、グ

ループホームのような共同生活では十分やれると思いますよ。
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本人

就業・生活
一般就労に向けて一歩前進されたようですね。実際一般就労の話になれば、我々が

支援をしますので、安心してくださいね。

相談員

就労移行

2年間ほどブランクがあると聞いていたので、少しずつ丁寧に作業を教えていきまし

た。作業はとても上手にこなせていましたし、遅刻や休みもありませんでした。真

面目な方ですね。これからも続け、一般就労を目指してほしいです。

相談員
就労に向けては、就業・生活支援センターも協力をしてくれますよね。

内職の作業をしたけど、わからない時には聞けたし優しく教えてくれました。

相談員
太一さん、ゲームが好きですよね？今までみたいに楽しみを続けたいという目標に

関して、何か取り組まれたことありますか？

本人

ゆめタウンでメダルゲームするのが好きです。でもお金がかかるよね。これまでは

お母さんにお金はもらってたんだけど・・・。千円札をもらって自分でやってごら

んって。ね、お母さん。

母親

はい、今までは私がお金の管理をし、その都度必要な分を渡していましたが、今回

初めて２週間分ずつ（1万円：千円札で）のお金を持って管理させてみました。やり

くりできましたが、やはり買い物はほとんど千円札でしたようで、小銭がジャラ

ジャラ残っていました。小銭、千円札は使ったことがありますけど、1万円札は使っ

たことがないから難しいでしょうね。大きなお金は誰かに預かってもらったほうが

いいと思います。私たちを喜ばせようとしていつもは買わないちょっと高めのお菓

子を買ってきてくれました。うれしかったですね。でも反面、無駄遣いしないか

ちょっと心配にもなりました。

グループホームでの生活のイメージでき、自信もやる気も沸いてきたようですね。

就労試行支援でお仕事の訓練も始められましたね。

本人
しばらく仕事してなかったから、できるかなって心配だったけど。上手にできたほ

うかなって思います。楽しかったです。

相談員
就労移行支援事業所の方のご意見はどうですか？

なるほど！くわしく聞かせていただき、ありがとうございました。よいグループ

ホームの体験になったようですね。そして、いろいろなことが少しサポートしても

らえればできることもわかりました。

本人
そうかな、うれしいなですね。グループホームならやれそうだと思いました。

相談員
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本人・母親

母親

私の入院も来月に迫っていますし、将来を考えると私がまだ動けるうちにいろいろ

と決めてやりたい。本当にいろいろとしていただき、ありがとうございました。こ

れからもよろしくお願いします。

相談員

ありがとうございました。まず第一にグループホームの体験利用が無事に終わり、

なおかつとても良かったと聞き、安心しました。将来の生活のイメージも沸いたの

ではないでしょうか。またグループホームの体験を通して、色々とできる力をお持

ちだとわかりました。太一さんの自信にもつながりましたね。お金に関しては、自

己管理にチャレンジしてみて、少しお金の流れが「見える化」できたのではないか

と思います。

今後はより具体的な目標を立てていきましょう。一つ気になったのは、少々色々な

ことを経験しすぎて疲れや負担感を太一さんが感じているところです。無理のない

計画で進めましょうね。お母さんには、引き続き家計のやりくりにご助言をいただ

きたいです。私も協力します。グループホームの利用については進めていきましょ

う。就労移行支援事業を利用しながら一般就労も今後目指していきます。着実に一

歩前進していると思います。各関係機関は協力して、太一さんを支援して行ければ

思います。色々と動きがある時期でもあるので、また来月モニタリングを行いたい

と思います。太一さん、お母様このような計画でよろしいでしょうか？

相談員
大きく３つの目標に取り組んだ１ヶ月でしたが、取り組んでみてどうでしたか？

本人

お母さん入院したらどうしよう、一人は寂しいなと思っていたけど、グループホー

ムで生活できるならそのほうがいいかな。仕事もこれから頑張りたいです。ゲーム

はしたいから、お金は大事ですよね。一人ではちょっと不安ですね。お金のことは

やっぱり誰かに手伝ってもらいたいです。でもさぁ、ちょっと疲れたました、（こ

の1か月）いろいろやったからですね（苦笑）。

本人

お金渡す時に、ドキドキしてわからなくなるから、千円札を使ってしまうんですよ

ね。やっぱり小銭でいっぱいになってしまったけど・・・。1万円札はおつりがお札

と小銭でもっといっぱいくるんでしょ？なんか難しいですね。

相談員 太一さん、今までお金の使い方についてこんなに考えたことありましたか？

相談員
ではこれで本日のモニタリング会議を終了したいと思います。次回の実施時にはま

たご連絡します。ありがとうございました。

本人

お金のことをこんなに考えたことは今までなかったですね。お母さんにもらってい

たからね。お母さんと一緒にお金のことを考えてもらった良かった、勉強になりま

した。

はい。
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一同 ありがとうございました。
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ワーク２－①モニタリング整理表
〇モニタリングおよびモニタリング会議のロールプレイの内容を参考にして、モニタリング整理表を記入してみましょう

支援目標及び取り組み

モニタリ

ング報告

書

本人の感想、満足度は

どうですか？また気持

ちに変化はありました

か？

（1－②）

全体の状況

⑤
⑤全体の

状況

③支援目

標の達成

度（ニー

ズの充足

度）

本人の思いや、目標設定に

変化はありますか？アセス

メントを大きく整理しなお

したり、計画を修正・追加

する必要はありますか？今

後の具体的な支援について

記入してください。

（１－④） （２－④） （３－④）

④今後の

課題・解

決方法

本人は目標に向かって

進んでいますか？

（１－③） （２－③） （３－③）

事業所の意見はどうで

したか？

                                相談支援従事者初任者研修　講義演習３

配布資料②

①サービ

ス提供状

況

１.家族から離れる不安を軽減し、まずは生活リズ

ムを整えるようにする。

⇩

グループホームの体験利用を行った

２.　いろんな作業活動に参加して、適職を探

し、一般企業に就職できるように支援する。

⇩

就労移行支援の利用

就業・生活支援センターとの連携

３.楽しみを実現できるようにお金の使い方

を一緒に確認する

⇩

2週間分のお金を管理してみることとし、

その使途を家族・相談員と相談した

②本人の

感想・満

足度

（２－②） （３－②）

＊グルーホームの意見

（１－① ）

＊事業所の意見

（2－① ）

＊母の意見

（3－①）



モニタリング報告書(継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助）（研修用例）

利用者氏名（児童氏名） 障害程度区分 相談支援事業者名

利用者負担上限額 計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画作成日 モニタリング実施日 利用者同意署名欄

総合的な援助の方針 ⑤全体の状況

計画変更の必要性

サービス
種類の変更

サービス
量の変更

週間計画の
変更

1 有・無 有・無 有・無

2 有・無 有・無 有・無

3 有・無 有・無 有・無

4 有・無 有・無 有・無

佐賀　太一 Ａ相談支援センター

相談支援従事者初任者研修　講義演習3
配布資料③

障害福祉サービス受給者証番号 Ａ

令和3年〇月〇日 令和3年〇月〇日

母の入院に伴い、グループホームを活用することにより不安を軽減し、今後の生活について見通しが持てるように支
援をします。一般企業で働くことができるよう、就労支援機関（ハローワーク、障害者就業・生活支援センターなど）と
連携して　支援をします。

様々な取り組みの中でこれからの生活のイメージが沸き、自信にもつながった。いろいろなことができる能力の
再発見にもつながった。新たな取り組み中で、大きな日常生活の乱れは無かったものの、少し疲れも感じてい
る。目標設定を変えることはないと思われるが、今後は本人のペースで進めていく必要がある。

優先
順位

支援目標
達成
時期

①サービス提供状況
（事業者からの聞き取り）

②本人の感想・
満足度

その他留意事項

家族から離れる不安を
軽減し、まずは生活リズ
ムを整えるようにする。

２ヶ月 (１－①) (１－②) (１－③) (１－④)

(２－①) (２－②) (２－③) (２－④)

③支援目標の達成度
（ニーズの充足度）

④今後の課題・
解決方法

楽しみを実現できるよう
にお金の使い方を一緒
に確認する。

１ヶ月 (３－①) (３－②) (３－③) (３－④)

いろんな作業活動に参
加して、適職を探し、一
般企業に就職できるよ
うに支援する。

２ヶ月



ワーク２－①モニタリング整理表(記入例）
〇モニタリングおよびモニタリング会議のロールプレイの内容を参考にして、モニタリング整理表を記入してみましょう

支援目標及び取り組み

モニタリ

ング報告

書

本人の感想、満足度は

どうですか？また気持

ちに変化はありました

か？

体験は楽しかった。一人じゃないから寂しくない

し、グループホームなら自分もやれると思った。

全体の状況

様々な取り組みの中でこれからの生活のイメージが沸き、自信にもつながった。いろいろなことができる能力の再発見にもつながった。新た

な取り組み中で、大きな日常生活の乱れは無かったものの、少し疲れも感じている。目標設定を変えることはないと思われるが、今後は本人

のペースで進めていく必要がある。

⑤全体の

状況

③支援目

標の達成

度（ニー

ズの充足

度）

本人の思いや、目標設定に

変化はありますか？アセス

メントを大きく整理しなお

したり、計画を修正・追加

する必要はありますか？今

後の具体的な支援について

記入してください。

体験を通し、いろいろなことができる力があると

わかった。入居に向け準備に入っても可能そうで

ある。

このまま就労移行支援事業を利用しながら一般

就労を目指す目標設定で変わりない。

おおもとのお金を管理してもらえるような

金銭管理支援の導入を検討する。

④今後の

課題・解

決方法

本人は目標に向かって

進んでいますか？

グループホームなら自分もできると自信ややる気

が持てた。目標は達成された。

一般就労に向けて着実に一歩前進している。 自己管理にチャレンジし、お金の「見える

化」ができた。今後金銭管理にどのような

支援が必要か具体的に見えてきた。当初の

目標は達成された。

事業所の意見はどうで

したか？

                                相談支援従事者初任者研修　講義演習３

配布資料④

しばらく仕事をしていなかったため、出来るか

心配だったが、作業はうまくこなせた。楽し

かった。みんないい人だった。

お金は余らせることができた。支払いの時

は緊張したが、主に千円札で支払いをし買

い物できたので良かった。

周囲とのトラブルもなかった。掃除はもともとで

きているし、洗濯も教えればすぐにできるよう

なった。入浴もできた。世話人が助言すれば食事

は混ぜたり、つぎわけたりなどの簡単な調理補助

はこなすことができた。いろいろな力をお持ちだ

と感じた。グループホームでの生活も十分可能。

ブランクを配慮して、少しずつ丁寧に作業を教

えた。作業は上手にこなせたし、遅刻や欠勤も

なかった。まじめだと感じた。

お金の流れを母、相談員と一緒に確認し

た。支払いは千円札を使いがちだったが、

おおむね管理できた。ただ1万円札を使っ

たことがないので高額なお金の管理は難し

い様子。余ったお金で母にお菓子を買った

が、母はうれしかった半面、不安も抱い

た。

①サービ

ス提供状

況

１.家族から離れる不安を軽減し、まずは生活リズ

ムを整えるようにする。

⇩

グループホーム体験利用を行った

２.　いろんな作業活動に参加して、適職を探

し、一般企業に就職できるように支援する。

⇩

就労移行支援の利用

就業・生活支援センターとの連携

３.楽しみを実現できるようにお金の使い

方を一緒に確認する

⇩

2週間分のお金を管理してみることとし、

その使途を家族・相談員と相談した

②本人の

感想・満

足度



モニタリング報告書(継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助）（記入例）

利用者氏名（児童氏名） 障害程度区分 相談支援事業者名

利用者負担上限額 計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

計画作成日 モニタリング実施日 利用者同意署名欄

総合的な援助の方針 全体の状況

計画変更の必要性

サービス
種類の変更

サービス
量の変更

週間計画の
変更

1 有・無 有・無 有・無

2 有・無 有・無 有・無

3 有・無 有・無 有・無

4 有・無 有・無 有・無

5 有・無 有・無 有・無

6 有・無 有・無 有・無

相談支援従事者初任者研修　講義演習
3　　　　　　配布資料⑤

その他留意事項

障害福祉サービス受給者証番号

支援目標の達成度
（ニーズの充足度）

今後の課題・
解決方法

本人の感想・
満足度

サービス提供状況
（事業者からの聞き取り）

達成
時期

支援目標
優先
順位

Ａ相談支援センター

Ａ

自己管理にチャレンジし、お
金の「見える化」ができた。今
後金銭管理にどのような支援
が必要か具体的に見えてき
た。当初の目標は達成され
た。

母の入院に伴い、グループホームを活用することにより不安を軽減し、今後の生活について見通しが持てるよう
に支援をします。一般企業で働くことができるよう、就労支援機関（ハローワーク、障害者就業・生活支援セン
ターなど）と連携して　支援をします。

様々な取り組みの中でこれからの生活のイメージが沸き、自信にもつながった。新たな取り組み中で、大きな日
常生活の乱れは無かったものの、少し疲れも感じている。目標設定を変えることはないと思われるが、今後は本
人のペースで進めていく必要がある。

家族から離れる不安を
軽減し、まずは生活リズ
ムを整えるようにする。

いろんな作業活動に参
加して、適職を探し、一
般企業に就職できるよ
うに支援する。

令和３年〇月〇日 令和３年〇月〇日

グループホームなら自分もで
きると自信ややる気が持て
た。目標は達成された。

一般就労に向けて着実に一
歩前進している。

体験は楽しかった。一人じゃ
ないから寂しくないし、グルー
プホームなら自分もやれると
思った。

しばらく仕事をしていなかった
ため、出来るか心配だった
が、作業はうまくこなせた。楽
しかった。みんないい人だっ
た。

今回は大きなプラン変更はな
い。

体験を通し、いろいろなことが
できる力があるとわかった。入
居に向け準備に入っても可能
そうである。

このまま就労移行支援事業を
利用しながら一般就労を目指
す目標設定で変わりない。

佐賀　太一

周囲とのトラブルもなかった。
掃除はもともとできているし、
洗濯も教えればすぐにできる
ようなった。入浴もできた。世
話人が助言すれば食事は混
ぜたり、つぎわけたりなどの簡
単な調理補助はこなすことが
できた。いろいろな力をお持
ちだと感じた。グループホー
ムでの生活も十分可能。

ブランクを配慮して、少しずつ
丁寧に作業を教えた。作業は
上手にこなせたし、遅刻や欠
勤もなかった。まじめだと感じ
た。

楽しみを実現できるよう
にお金の使い方を一緒
に確認する

お金の流れを母、相談員と一緒
に確認した。支払いは千円札を
使いがちだったが、おおむね管
理できた。ただ、1万円を超える
お金の管理は難しい様子。余っ
たお金で母にお菓子を買い、母
はうれしかった半面不安も抱い
た。

おおもとのお金を管理しても
らえるような金銭管理支援の
導入を検討する。

お金は余らせることができた。
支払いの時は緊張したが、主
に千円札で支払うことで買い
物できたので、良かった。

佐賀　太一

２ヶ月

２ヶ月

１ヶ月


