
一般社団法人居住支援全国ネットワーク 

令和 2 年度社会福祉推進事業 日住研修（応用編） 

日住研修用（応用編）例示事例 

＜ケース概要＞ 

氏名（イニシャル） D さん 年齢 ５０代 

＜生活歴～入所＞ 

4 人兄弟の長男として出生（姉一人、弟二人）。地元の小・中学校を卒業するも成績は良く

なく、高校には進学せず就職する。建設作業員の仕事などを転々とするがどれも長続きせず

（気に入らないことがあるとすぐに同僚と喧嘩して退職してしまう）。世帯全体での収入も

高くはない状況で、D さんの分の生活費を家族が捻出していたが充分に確保するのは難しい

状況があった。D さんは家事や就労も行っていない状況で、家族と D さんは金銭のことで

トラブルがたえず、関係性は良くない。Ａさんはスーパーから酒や食品を盗むことを何度も

繰り返しておりその度に警察の対応があり、刑務所に行くこともあった。 

＜入所～支援経過＞ 

刑務所満期出所～更生保護施設から退所し自宅に戻ったが、D さんが更生保護施設へ「家族

からご飯を食べさせてもらえず、家にも入れてもらえない」と更生保護施設～役所（福祉事

務所）へ相談あり。家族以外にも頼れる身寄りがないことや心身の状況から役所（福祉事務

所）は日住相当と判断～当施設へ相談～入所となった。日住入所当初はお金の浪費等あり、

3 日に 1 回生活費を渡していたが、4 ヶ月ほど経過した時点では金銭管理や家計支援を行っ

て 10 日分の生活費を管理できるまで自己管理できるようになっていった。これまでは自分

の障害が認められなかったが、日住入所後に療育手帳を取得して就労継続Ｂ型支援事業所へ

通所している。 

＜既往歴・現症＞ 

・知的障害（療育Ｂ）…日住入所後に判定～療育手帳取得 

 

＜今後の意向＞ 

日住で生活の訓練をしていてお金を上手く使うことができてきていたり、就労についても就

労継続Ｂ型事業所が自分に合っていると感じている。 

日住の生活を通じて地域での生活に自信がつき、望んでいたアパート暮らしでの一人暮らし

をしていきたい。 

＜調整の結果＞ 

アパート探しは本人が希望の物件を自分で探されており、希望の物件への転居となった。 

アパート物件の連帯保証人と保証会社の緊急連絡先には姉になってもらうことで転居とな

る。 
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アセスメントシート 

金銭管理 

保護費は施設預かり。就労の工賃は自己管理。 

10 日に 1 回 10,000 円の生活費のお渡しを行っている。自分で家

計簿をつけている。家計簿はお金のお渡し時に見せてもらうこ

とにしている。 

お金を施設に預けていることに不満が出ることもあり現状では

一度に渡してもらう金額を増やしてほしいと思うが、自分で持

っていると全部使ってしまう心配もあるため、施設に預かって

もらっていることは安心している部分もある。 

健康管理 

・ 

衛生管理 

年に 1 回程度健康診断で通院する程度。特に健康状態に問題は

なく、定期通院はしていない。 

入浴は毎日行っていて、保清できている。 

炊事 

洗濯 

等 

自室の掃除は、週に 1～2 回程度。たまに居室が散らかることが

あるが、掃除のときに一緒に片付けられていて、汚れっぱなしに

なることはない。 

炊事は簡単な料理は自分ででき、就労時の昼食は自分でおにぎ

りやおかずを作って持っていく。夕食は 2～3 日に 1 回程度自炊

するようなかたち。 

洗濯は入浴の時に行っていて、ほとんど毎日行っている。 

安全管理 喫煙者であるが、火の不始末などをすることはない。 

理解 

・ 

コミュニケーシ

ョン 

自分の納得できないことがあると、他者に対して攻撃的な態度

になることがある。今は就労Ｂ型事業所に通い他者と交流する

中で、嫌なことがあっても我慢できる力が身に付いている。「手

を出したら終わり」ということが自分で認識できている。 

 

家族との関係性は壊れてしまっていて、姉からは同居は無理だ

が、民間賃貸住宅を借りる際の連帯保証や緊急連絡先を検討し

てくれている。姉と連絡は取ることはできる。 

就労支援 

就労継続支援 B 型事業所にはほぼ休まず通っている状況。 

寝坊して遅刻することがある。当初は慌ててしまい急いで事業

所に行く場面があったが、今は慌てずに自分で電話してから事

業所に通うことができている。 

シート 1-1 
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課題・希望整理シート 

 １（課題）本人 ２（希望） ３（目標） 4-1(支援内容） 4-2（担当） 

金銭管理 

お金を施設に預けていることに

不満が出ることもあり現状では

一度に渡してもらう金額を増や

してほしいと思う。 

自分で持っていると全

部使ってしまう心配も

あるため、施設に預かっ

てもらっていることは

安心している部分もあ

る。 

少しずつ自分で管理

できる金額・期間を

増やすことができ

る。 

基本的には 10日に 1回

10,000 円生活費を渡し

てもらう。 

自信がついてきたら 2

週間に 1回 15,000 円な

どで生活費をお渡しし

てもらうなどにして管

理できる期間を伸ばし

てみる。 

施設以外に金銭管理し

てもらうことができる

サービスを検討する。 

日常生活支援住居施設 

生活支援員 

理解 

・ 

コミュニケ

ーション 

自分の納得できないことがある

と、他者に対して攻撃的な態度

になることがある。 

今は就労継続支援Ｂ型

事業所に通い他者と交

流する中で、嫌なことが

あっても我慢できる力

が身に付いている。「手

を出したら終わり」とい

うことが自分で認識で

きている。 

他者といい距離間を

保つことができる 

定期的に面談して本人

の話を聞き必要なアド

バイスなどを行う（カ

ッとくることがあった

ら、一度その場を離れ

たり行動に移すことを

やめるなど）。 

日常生活支援住居施設 

生活支援員 

 

就労継続支援 B 型事業

所 生活支援員 

 

相談支援事業所 

相談支援専門員 

 家族との関係性は壊れ

てしまっていて、姉から

は同居は無理だが、民間

賃貸住宅を借りる際の

連帯保証や緊急連絡先

を検討してくれている。

姉と連絡は取ることは

できる。 

家族との関係性を少

しずつ取り戻すこと

ができる。 

姉に定期的に電話をか

けて話す時間をもつ。

必要に応じて、職員が

間に入る。 

日常生活支援住居施設 

生活支援提供責任者 

生活支援員 

シート2 
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日常生活支援住居施設 個別支援計画 

利用者氏名      D     様 生年月日      年   月   日 計画 No. 第 ２  回目 

事業所名 ○○ 
個別支援計画 

作成担当者名 
生活支援提供責任者 

 氏名：○○ ○○      
計画作成日 0 令和３年  ２月  １日 

 

生活全般の質を向上させる

ための課題（ニーズ）

日常生活及び社会生活

上の支援の目標（課題

に対する目標） 

達成時期 

（期間） 

支援内容・方法等 備考 

（留意事項） 内容 方法 提供機関 

担当者 

お金をもっともらいた

いが、一度にいっぱい

自分で持っていると使

ってしまう心配もあ

る。自分の手元のお金

以外は預かっていてほ

しい。 

少しずつ自分で管理

できる金額・期間を

増やすことができ

る。 

R3.2.1 

～ 

R3.7.31 

基本的には 10 日に 1回 10,000

円生活費をお渡しする。 

D さんに自信がついてきたら 2

週間に 1回 15,000 円などで生活

費をお渡しするなどし、Dさん

が管理できる期間を伸ばしてみ

る。 

 

施設以外にお金を管理してもら

うことができるサービスを検討

する。 

10 日に 1 回 

他随時 

日常生活支援住居施設 

生活支援員 

自信がついて

きたら、金額

などを増やす

チャレンジし

て み ま し ょ

う。 

自分の納得できないこ

とがあると、攻撃的な態

度になることがあるが、

少し嫌なことがあって

も我慢できるようにし

たい。 

他者といい距離間を

保つことができる。 

R3.2.1 

～ 

R3.7.31 

定期的に面談して本人の話を聞

き必要なアドバイスなどを行う

（カッとくることがあったら、

一度その場を離れたり行動に移

すことをやめるなど）。 

週 1 回程度 

（相談支援

専門員は面

談時） 

他随時 

日常生活支援住居施設 

生活支援員 

 

就労継続支援B型事業所 

サービス管理責任者 

 

相談支援事業所 

相談支援専門員 

 

入所者の生活

に対する意向 

日住の生活を通じて地域での生活に自信がつい

てきた。これからは、望んでいるアパート暮らし

での一人暮らしをしていきたい。 

 
総合的な支援 

の方針 

A さんの頑張りによってアパート暮らしができるところまで近

づいてきています。引っ越しのためのご支援など、一緒に考え

ながら関わっていきます。 １ ９ 

２ ３ ４ ５ 

６ ７ ８ 

シート 3 
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家族との関係性は壊れ

てしまっていて、姉か

らは同居は無理だが、

民間賃貸住宅を借りる

際の連帯保証や緊急連

絡先を検討してくれて

いる。姉と連絡は取る

ことはできる。 

家族との関係性を少

しずつ取り戻すこと

ができる。 

R3.2.1 

～ 

R3.7.31 

姉に定期的に電話をかけて話す

時間をもつ。必要に応じて、職

員が間に入る。 

月１～２回 

日常生活支援住居施設 

生活支援提供責任者 

生活支援員 

 

 

【同意書】 

私は、上記の個別支援計画について説明を受け、 

これに基づいて支援が行われることに同意しました。 

       年    月    日 

本人                              ㊞ 

代理人等                 ㊞ 


