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【日住研修用（基礎編） 個別支援計画事例】 

※地域事情はありますが、当事例においては下記状態像だということでご理解いただければと

思います。個々の事業所の状況（人員配置基準等）に応じてご作成ください。 

 

ケース概要 

・A さん 

・40 代、男性 

 

＜生活歴＞ 

二人兄弟の次男として出生。地元の小・中学校を卒業。もともと学校の成績は良くなく家計

にも余裕はなかったため進学はせず、親戚が営む飲食店に就職し調理を担当していた。しか

し、就職先の人間関係で上手くいかず、いじめを受けて飛び出すように退職することになっ

た。家族関係は良くなく、連絡もお互いに取っていない状況で疎遠となっているから、もう本

人が家族の連絡先もどこに住んでいるかもわからない状態となってしまっている。 

かつては結婚しており、子どもを設けたこともあったが現在は離婚し元妻や子どもがどこに

住んでいるのかもわからない状況である。 

 

＜相談経緯＞ 

何かストレスがたまってくると職場や住まいを飛び出して、関東地方～関西地方の各地を

転々とする生活を送っていた。また、本人によるとストレスがたまってくると聞こえるはずの

ない声や音が聞こえるようで、「ここから出ていけ」などの声が聞こえるとのこと。 

どこに行っても親しく話できる仲間はおらず、アパートもこれまで転々としていた。アパー

トには自分の荷物を残したままで、家賃も滞納した状態のままとなっている。親戚を頼りに現

在の相談先の所在地にたどり着くが、本人が記憶していたところに親戚はおらず頼ることがで

きなかったため、市役所に相談し当施設の利用相談につながった。 

 

＜今後の意向＞ 

これまで色々なところから逃げてきた過去を変え、ここで頑張っていきたい。 

過去に聞こえるはずのない声や音が聞こえることがあったため、一人暮らしはまだ恐いと感じ

る。 

 

＜既往歴・現症＞ 

・小学校に入る前ころ…頭部外傷（交通事故） 

・発症時期不詳～現在…高血圧症 

・昔のことなど記憶があいまいな部分がある 

・過去に聞こえるはずのない声や音が聞こえることがあったが、今は症状なし。 
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アセスメントシート 

金銭管理 

お金を持っているとストレスがたまったときに散財したり、遠

くへ遊びに行ってしまいたくなり、家賃等の滞納が度々あった。

家賃債務保証会社への借金がある。自分で管理したいが、たくさ

ん持っていると突然どこかへ行きたくなる心配もある。 

健康管理 

・ 

衛生管理 

これまで病院にかかったことが無く、当施設への相談にあたり

通院したところ高血圧なことがわかった。自覚症状はないが、今

後治療していきたいと思っている。 

昔の記憶が途切れ途切れになっている部分がある。 

入浴や衣類交換は毎日行っている。 

炊事 

洗濯 

等 

昔、飲食店で働いていたときに簡単な調理はやっていたことが

ある。難しいものや手の込んだ料理は作ることができないが、教

えてもらいながらやってみたいと思っている。 

安全管理 

火の取り扱いなど、特に危険になる行為はみられていない。 

理解 

・ 

コミュニケーシ

ョン 

初対面の人などとのコミュニケーションには過度に緊張する様

子がみられている。他者とのコミュニケーションは自分から積

極的にとることはないが、慣れている間柄の人とは緊張するこ

となく話すことができる。 

  

シート 1-1 
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アセスメントシート 

金銭管理 

お金を持っているとストレスがたまったときに散財したり、遠

くへ遊びに行ってしまいたくなり、家賃等の滞納が度々あった。

家賃債務保証会社への借金がある。自分で管理したいが、たく

さん持っていると突然どこかへ行きたくなる心配もあるため、

一部を預かってほしい思いもある。 

健康管理 

・ 

衛生管理 

これまで病院にかかったことが無く、当施設への相談にあたり

通院したところ高血圧なことがわかった。自覚症状はないが、

今後治療していきたいと思っている。 

昔の記憶が途切れ途切れになっている部分がある。 

入浴や衣類交換は毎日行っている。 

炊事 

洗濯 

等 

昔、飲食店で働いていたときに簡単な調理はやっていたことが

ある。難しいものや手の込んだ料理は作ることができないが、

教えてもらいながらやってみたいと思っている。 

安全管理 

火の取り扱いなど、特に危険になる行為はみられていない。 

理解 

・ 

コミュニケーシ

ョン 

初対面の人などとのコミュニケーションには過度に緊張する様

子がみられている。他者とのコミュニケーションは自分から積

極的にとることはないが、慣れている間柄の人とは緊張するこ

となく話すことができる。 

  

希望 

シート 1-2 

課題 

希望 

課題 

希望 

課題 

課題 

希望 
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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（A） 

お金を持っているとストレスが

たまったときに散財したり、遠

くへ遊びに行ってしまいたくな

り、家賃等の滞納が度々あった。

家賃債務保証会社への借金があ

る。 

自分で管理したいが、た

くさん持っていると突

然どこかへ行きたくな

る心配もあるため、一部

を預かってほしい思い

もある。 

計画的にお金を使え

るようになる。 

１週間分の生活費をお

渡しする（週 1 回）。 

生活費以外の支出が見

込まれる際、ご本人か

ら相談を受けて必要な

金額をお渡しする。 

日常生活支援住居施設 

生活支援員 

体調管理

（B） 

これまで病院にかかったことが

無く、当施設への相談にあたり

通院したところ高血圧なことが

わかった。 

自覚症状はないが、今後

治療していきたいと思

っている。 

健康状態を保つ。 忘れずに通院できるよ

うに通院日が近くなっ

た際に通院を促す。 

日常生活支援住居施設 

生活支援員 

コミュニケ

ーション面

（C） 

初対面の人などとのコミュニケ

ーションには過度に緊張する様

子がみられている。 

他者とのコミュニケー

ションは自分から積極

的にとることはないが、

慣れている間柄の人と

は緊張することなく話

すことができる。 

人との関わりに慣れ

ていく。 

本人に定期的に声をか

け、困っていそうなと

きは面談等し助言して

いく（本人が助けても

らいたい時の声のかけ

方など）。 

 

日常生活支援住居施設 

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       A     様 生年月日  〇〇〇〇年  〇月  〇〇日 計画 No. 第  １ 回目 

事業所名 〇〇〇〇 
個別支援計画 

作成担当者名 
生活支援提供責任者 

 氏名： 〇〇  〇〇   
計画作成日 2020 年 10 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 

A1,2 お金を高額持って

いると散財してしまう

不安がある。自分で管

理したいが、一部は預

かってほしい。 

A3 計画的にお金を使

えるようになる。 

2020.10.1 

～ 

2021.3.31 

A4-1１週間分の生活費をお渡しす

る 

生活費以外の支出が見込まれる際、

ご本人から相談を受けて必要な金額

をお渡しする。 

週 1 回、 

他随時 

A4-2 

日常生活支援住居施設 

生活支援員 

 

B1,2 病院にかかってい

なかったが、通院し高血

圧なことがわかった今

後は治療していきたい。 

B3 健康状態を保つ。 

2020.10.1 

～ 

2021.3.31 

B4-1 忘れずに通院できるように

通院日が近くなった際に通院を

促す。 

月１回通院

前、他随時 

B4-2 

日常生活支援住居施設 

生活支援員 

 

C1,2 初対面の人などとコ

ミュニケーションをとる

ときは過度に緊張してし

まう。 

C3 人との関わりに慣

れていく。 

2020.10.1 

～ 

2021.3.31 

C4-1 本人に定期的に声をかけ、困

っていそうなときは面談等し助言し

ていく（本人が助けてもらいたい時

の声のかけ方など）。 

1 日 1 回、 

他随時 

C4-2 

日常生活支援住居施設 

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                 ㊞ 

入所者の生活

に対する意向 

ストレスが高くなったときにそこから逃げるよ

うに各地を転々としてきた。そんな状況を変え、

自分と向き合って今の地域で少しでも長く暮ら

していきたい。 

 

総合的な支援 

の方針 

A 様が一人では解決することが難しい、お金の使い方や健康管

理、コミュニケーションなどの部分をご支援させていただきな

がら、生活のやり直しをご支援させていただきます。 １ ９ 

２ ３ ４ ５ 

６ ７ ８ 

シート 3 
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【日住研修用（基礎編） 個別支援計画事例】 

ケース概要 

・B さん 

・20 代女性 

※施設の人員体制が 10 対 1（宿直無し、配食による昼・夜提供）の場合を想定して事例を作

成しています。 

 

＜生活歴＞ 

・幼少期に両親が離婚し、母子家庭となる。5 歳上の兄あり。母は心疾患による障害年金とパ

ート等による収入。兄は高校期よりひきこもりとなり、B さんに暴言や暴力をふるうこともあ

った。母は家事や掃除をほとんどせず、ゴミ屋敷状態。B さん自身も洗濯できておらず、制服

が汚れていたり、臭いがすることもあった。 

私立高校に進学するが、成績は下位。出席日数が足りず、留年しそうにもなった。学校ではほ

とんど笑わず、友達もほとんどいない。高 2 時に制服などの清潔保持ができておらず、また家

庭訪問しても、ゴミ屋敷で、母もまともな対応をしなかったため、学校より児童相談所に相

談。ネグレクト案件として、児童養護施設入所となった。 

児童養護施設では、職員の指導のもと、部屋の掃除や洗濯も何とかしていた。また食事も三食

取れるようになり、顔色もよくなった。入所中、母は面会に来なかった。 

 

＜相談経緯＞ 

就職活動は、学校紹介で、寝具製造・リースを取り扱う会社に就職し、社員寮に入った。作業

指示が良く理解できず、作業もミスが多く、注意されることも多かった。また職場の同期との

付き合いもなかった。半年ほどは何とか続いていたが、欠勤が多くなり、職場より、学校や施

設に連絡があり、施設職員が訪問するなどのフォローをしていたが、20 歳になる 4 月に合意

退職。社員寮も出ることになり、施設職員が生活保護申請同行を行う。社員寮でもゴミ屋敷状

態で、スマホ依存の傾向もあり、施設職員、保護課ともに、早期の独居は困難との見解で、日

常生活支援住居施設への入所を進められた。 

 

＜今後の意向＞ 

生活のリズムと状況を整え、自分のペースにあった仕事を見つけたい。 

一人暮らしできるようになりたい。 

 

＜既往歴・現症＞ 

・食事や生活習慣の乱れによるものか生理不順や不眠の訴えあるが、特に受診はしていない。 

・小学校低学年期に知的障がいの可能性を指摘されたが、受診等は行っていない。 
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アセスメントシート 

金銭管理 

寮費の滞納（2 か月分）あり。児童養護施設の施設長が立て替え

ている。 

スマホ料金により生活費が圧迫している。 

家賃や公共料金の支払いはしたことが無い。 

将来的には自分で管理できるようになりたい。 

 

健康管理 

・ 

衛生管理 

食事や生活習慣の乱れによるものか生理不順や不眠の訴えある

が、特に受診はしていない。 

清潔保持はできておらず、入浴も自主的にはしない。 

居室清掃もほとんどしない。気にならない。 

一人暮らしできるようになりたい。 

炊事 

洗濯 

等 

自炊はほぼしない（できない）。 

洗濯は言われたらするが、干し方やたたみ方はきちんとできな

いが、気にならない。 

一人暮らしできるようになりたい。 

安全管理 

火の取り扱いなど、特に危険になる行為はみられていない。 

入所前にネットで知り合った「友達」に 7 万円を搾取されるな

ど、だまされやすい傾向がある。 

理解 

・ 

コミュニケーシ

ョン 

人見知りがあり、あまり笑わない。初対面の人などとのコミュニ

ケーションには過度に緊張する様子がみられている。他者との

コミュニケーションは自分から積極的にとることはないが、慣

れている間柄の人とは緊張することなく話すことができる。 

スマホのライブ配信を行っており、脚本をつくり、明るく話して

いる。 

シート 1-1 
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就労支援 

前職は、上司や同僚の指示が理解できずに、ついていけなくなっ

た。わからないことを聞くことも苦手で、孤立してしまった。 

スマホ料金や借金返済もあるので、就労して収入を増やしたい。

自分のペースでできる仕事につきたい。 

その他 

養育環境の課題はあるが、ベースに知的障がいを抱えていると

思われる。 

一人暮らししたときに、サポートしてくれるサービスがあると

よい。 
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アセスメントシート 

金銭管理 

寮費の滞納（2 か月分）あり。児童養護施設の施設長が立て替え

ている。 

スマホ料金により生活費が圧迫している。 

家賃や公共料金の支払いはしたことが無い。 

将来的には自分で管理できるようになりたい。 

 

健康管理 

・ 

衛生管理 

食事や生活習慣の乱れによるものか生理不順や不眠の訴えある

が、特に受診はしていない。 

清潔保持はできておらず、入浴も自主的にはしない。 

居室清掃もほとんどしない。気にならない。 

一人暮らしできるようになりたい。 

炊事 

洗濯 

等 

自炊はほぼしない（できない）。 

洗濯は言われたらするが、干し方やたたみ方はきちんとできな

いが、気にならない。 

一人暮らしできるようになりたい。 

安全管理 

火の取り扱いなど、特に危険になる行為はみられていない。 

入所前にネットで知り合った「友達」に 7 万円を搾取されるな

ど、だまされやすい傾向がある。 

理解 

・ 

コミュニケーシ

ョン 

人見知りがあり、あまり笑わない。初対面の人などとのコミュ

ニケーションには過度に緊張する様子がみられている。他者と

のコミュニケーションは自分から積極的にとることはないが、

慣れている間柄の人とは緊張することなく話すことができる。 

スマホのライブ配信を行っており、脚本をつくり、明るく話し

ている。 

シート 1-2 

希望 

希望 

課題 

希望 

希望 

課題 

課題 

課題 

課題 

課題 

課題 



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（基礎編）資料 

日常生活支援住居施設の個別支援計画作成ワーク 講師計画事例 

10 

就労支援 

前職は、上司や同僚の指示が理解できずに、ついていけなくな

った。わからないことを聞くことも苦手で、孤立してしまった。 

スマホ料金や借金返済もあるので、就労して収入を増やしたい。

自分のペースでできる仕事につきたい。 

その他 

養育環境の課題はあるが、ベースに知的障がいを抱えていると

思われる。 

一人暮らししたときに、サポートしてくれるサービスがあると

よい。 

 

希望 

希望 

課題 

課題 
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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（A） 

買い物等の無駄遣いはあまりし

ないが、スマホの料金が高くな

り、生活費が足りなくなる。 

社員寮の寮費 2 か月の滞納あ

り。児童養護施設の施設長が立

て替えている。 

スマホは維持したいが、

料金は少なくしたい。 

寮費を返せるようにし

たい。 

スマホの料金を 1 万

円以内にする。就労

後に寮費の分割返済

をしていく。 

スマホの料金プランの

見直しを行う。1 日に使

用する時間も制限し、

使いすぎないようにす

る。 

スマホ料金と利用料等

（就労開始後は寮費返

済分も含む）を除いた

お金を 2 週に 1 回お渡

しする。 

日常生活支援住居施設 

生活支援員 

体調管理

（B） 

特に病院受診歴はない。 

食事（エナジードリンクやお菓

子を好む）や生活習慣の乱れか

ら、生理不順や体調不良の訴え

はある。 

洗濯や掃除が自発的にできず、

清潔保持ができない。 

3 食きちんと食べるよ

うにしたいが、たまには

好きなものが食べられ

るとうれしい。 

部屋の掃除ができるよ

うになりたい。 

施設で栄養のバラン

スの取れた食事をと

れるようにする。 

炊飯の仕方を覚え

る。 

掃除洗濯を少しずつ

おぼえる。 

施設で昼・夜の食事を

とり、健康状態と生活

のリズムを整える（朝

はご飯を炊くかパン

食。炊飯の仕方を一緒

に行い、覚える。）ただ

し日曜日はご本人が好

きなものを食べられる

ようにする。 

掃除、洗濯を職員から

声かけ、必要に応じて

一緒に行う。 

 

日常生活支援住居施設 

生活支援員 

シート2 
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コミュニケ

ーション面

（C） 

表情が乏しく、自己主張が苦手。

友人は少ない。 

慣れると比較的話しかけられる

ようになる。 

自分の気持ちを相手に

うまく伝えるようにな

りたい。 

自分が困っているこ

とや思いを相手に伝

えることができるよ

うになる。 

毎日定期的な声掛けを

行い、他者（職員）との

かかわりを増やし、抵

抗感をなくしてもら

う。また週に 1 回、1 時

間程度の面談を行い、

今の気持ちや悩みをゆ

っくり整理共有する。 

 

日常生活支援住居施設 

生活支援員 

就労支援

（D） 

仕事の指示が理解できない。わ

からないことを聞くことができ

ない。 

自分のペースでできる

仕事につきたい。 

本人の能力、適性に

合った就労先を一緒

に探す。 

被保護者就労準備支援

事業の利用を検討す

る。並行して、療育手帳

取得と障がい者求人も

検討する。 

日常生活支援住居施設 

生活支援員 

就労準備支援事業 

責任者・担当者 

その他 

（E） 

上記課題の多くは、養育環境に

よるものと思われるが、ベース

に軽度知的障がいの可能性があ

る。 

仕事や一人暮らしした

あと、サポートしてもら

えるなら助かる。 

制度利用を検討す

る。 

療育手帳取得を検討す

る。 

日常生活支援住居施設 

生活支援員 
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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       B     様 生年月日  〇〇〇〇年  〇月  〇〇日 計画 No. 第  １ 回目 

事業所名 〇〇〇〇 
個別支援計画 

作成担当者名 
生活支援提供責任者 

 氏名： 〇〇  〇〇   
計画作成日 2020 年 10 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 

A1,2 スマホの料金が高

く、生活費が圧迫す

る。寮費の返済があ

る。 

A3 スマホを使いすぎ

ずに、利用料を押さ

える。就労後に寮費

の分割返済を行う。 

2020.10.1 

～ 

2021.3.31 

A4-1 スマホの料金プランの見直

しを行う。1日に使用する時間も

制限し、使いすぎないようにす

る。スマホ料金、利用料等を除い

たお金を 2 週に 1 回お渡しする。 

2 週 1 回、 

他随時 

A4-2 

日常生活支援住居施設 

生活支援員 

 

B1,2 食事や生活のリズ

ムが乱れて、生理不順や

不眠などがある。 

B3 食事と生活のリズ

ムを整える。 

2020.10.1 

～ 

2021.3.31 

B4-1 施設で昼・夜の食事をとっ

ていただき、健康状態と生活のリ

ズムを整える。ただし日曜日はご

本人が好きなものを食べられる

ようにする。 

掃除、洗濯を職員から声掛け

し、必要に応じて一緒に行う。 

1 日 2 回、他

随時 

B4-2 

日常生活支援住居施設 

生活支援員 

 

C1,2 自分の気持ちをう

まく伝えることができ

ない。 

C3 他者に自分の気持

ちや悩みを伝えるこ

とができるようにな

る。 

2020.10.1 

～ 

2021.3.31 

C4-1 毎日定期的な声掛けを行

い、他者（職員）とのかかわりを

増やしていただく。また週に 1

回、1時間程度の面談を行い、今

の気持ちや悩みをゆっくり整理

共有する。 

1 日 1 回、 

定期面談は

週 1 回、他

随時 

C4-2 

日常生活支援住居施設 

生活支援員 

 

入所者の生活

に対する意向 

自分のペースでできる仕事を見つけて、一人暮

らしできるようになりたい。ゴミ屋敷にならな

いようにしたい。何でも相談できる人をつくり

たい。 

 

総合的な支援 

の方針 

食事や生活状況の改善を行い、一人暮らしに向けての準備を一

緒に行っていきます。また適切な社会制度へのつなぎと活用を

行い、ご本人の希望や適性に合った就職の支援を行います。 １ ９ 

２ ３ ４ ５ 

６ ７ ８ 

シート 3 
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D2,2 仕事の指示がよく

わからず、聞くことも

苦手。 

D3 収入を増やした

い。自分のペースで

できる仕事につきた

い。 

2020.10.1 

～ 

2021.3.31 

D4-1 ご本人の希望や適性に合っ

た仕事を一緒に探していく。その

ために就労準備支援事業の利用

を行う。 

随時 

D4-2 

日常生活支援住居施設 

生活支援員 

就労準備支援事業 

責任者・担当者 

 

E2,2 一人暮らしした

後、仕事をやめたり、

生活に困ったら、どう

したらよいかわからな

い。 

E3 相談やサポートし

てくれる制度がある

なら利用したい。 

2020.10.1 

～ 

2021.3.31 

E4-1 一人暮らしに向けて、必要

な制度の申し込みを行う。 
随時 

E4-2 

日常生活支援住居施設 

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                 ㊞ 
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【日住研修用（基礎編） 個別支援計画事例】 

ケース概要 

・C さん 

・70 代男性 

※施設の人員体制が 5 対 1（夜勤あり・3 食提供）の場合を想定して事例を作成しています。 

 

＜生活歴＞ 

出身地など、幼少期の状況については不明である。本人からの情報によると8人兄弟であったとのこ

と。20代で結婚したが、40代のときに妻と子を残して家を出たことにより離婚した。数年前に元妻と再会

したものの、元妻と息子は、本人との関わりを拒否している。 

65歳になった頃、兄弟が本人の一人暮らしを心配して養護老人ホームの入所申し込みをしたが、本

人が施設入所に納得せずに関係が悪化した。その頃より、本人が兄弟との関わりを拒否し始め、現在

も連絡を取っていない。 

長年、A区の賃料の安い木造のアパートに住んでいた。高齢になってからは、年金収入のみでギリ

ギリの生活であった。 

 

＜相談経緯＞ 

アパートの賃貸借契約が終了するにあたって、保証人が不在となり、認知症状が悪化して近隣トラブ

ルなどもあったことから、更新手続きができなかった。契約期間が終了した後の行き先がないため、大

家が区役所に相談し、生活保護を受給することとなった。認知症と疑われる症状の進行が見られ、何

年も入浴や着替えをしていない様子で、ゴミ出しも困難であったため、介護保険の申請や介護施設へ

の入所をすすめようとしたが、本人の拒否が強く、入院や介護施設入所が困難な状況となっていた。 

区役所の高齢福祉課の担当者が、同じ A 区にある当施設をアパートとして本人に紹介したところ、

転居に少し前向きな気持ちが見られたことから、入所となった。 

本人が当施設に到着した時は、困惑していた様子であったが、居室に案内し、食堂で食事が

できることを説明したところ、まかない付きのアパートだと理解したようで、入所することに

なった。 

 

＜今後の意向＞ 

 当施設入所後は、ほぼ毎日食事を完食しており、職員や他の入所者に話しかけるなど、だん

だんと新しい環境に慣れてきている。一方、夕方になると帰宅願望がみられることがあり、何

度か徒歩で元のアパートを見に行くことがあった。 

 元のアパート生活に戻りたい気持ちと、当施設で生活していこうという気持ちの両方があ

り、揺れているようにも感じられる。過去に、入院して辛かった経験があるようで、病院や老

人ホームにだけは行きたくないという強い意向がある。 

 

＜既往歴・現症＞ 

認知症の疑い，高血圧，腰痛 
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アセスメントシート 

金銭管理 

年金と生活保護の収入があるが、認知症と疑われる症状の進行

により、毎月の収入や利用料に関する説明をしても理解が難し

い様子がある。アパート生活のときは、大家さんに何度も家賃を

払いに行ったり、滞納になったりと混乱することが続いていた。 

当施設入所後は、「ここの家賃払ったっけ？」と心配して何度も

確認の相談があり、その都度説明している。 

健康管理 

・ 

衛生管理 

入浴や着替えを拒むことが多くある。爪が伸びすぎて、普通の爪

切りで切れない状態となっている。入浴や着替えを拒む理由を

尋ねると「お金がないから」と話す。 

病院には絶対に行きたくないと話している。往診医や訪問ヘル

パーの関わりを拒否することが多い。特に白衣を着ている人を

見ると興奮して怒る様子がみられる。 

炊事 

洗濯 

等 

アパート生活のときは、近くのコンビニでおにぎりやカップラ

ーメンを購入して食べており、料理はしていなかった。洗濯も長

年していなかったようで、認知症と疑われる症状もあり、施設の

洗濯機の使い方がよくわからない様子。 

居室清掃やゴミ捨ては自力では困難だが、一緒に行うと協力し

てくれる。施設の観葉植物には、自主的に水やりをしている。 

安全管理 

1 日に数本、煙草を吸っている。喫煙スペースに来て、喫煙しよ

うとするが、ライターがうまく使えず、火の元の安全に心配があ

る。目が悪いので手伝ってほしいと言われる。 

 

当施設入所後、ひとりで外出して道に迷ってしまったり、途中で

疲れて道端にうずくまり、保護されることがあった。 

理解 

・ 

コミュニケーシ

ョン 

白衣を着た人や、警官などの制服を着ている人を見ると不安が

強まる。また、初対面の人から話しかけられると関わりを拒否す

ることが多いが、日常的に会う職員や他の利用者との会話をす

るのは、嫌いではないようである。特に、隣の部屋の人のことを

気にかけてよく話しかけており、笑顔もみられる。 

  

シート 1-1 
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アセスメントシート 

金銭管理 

年金と生活保護の収入があるが、認知症と疑われる症状の進行

により、毎月の収入や利用料に関する説明をしても理解が難し

い様子がある。アパート生活のときは、大家さんに何度も家賃

を払いに行ったり、滞納になったりと混乱することが続いてい

た。 

当施設入所後は、「ここの家賃払ったっけ？」と心配して何度も

確認の相談があり、その都度説明している。 

健康管理 

・ 

衛生管理 

入浴や着替えを拒むことが多くある。爪が伸びすぎて、普通の

爪切りで切れない状態となっている。入浴や着替えを拒む理由

を尋ねると「お金がないから」と話す。 

病院には絶対に行きたくないと話している。往診医や訪問ヘル

パーの関わりを拒否することが多い。特に白衣を着ている人を

見ると興奮して怒る様子がみられる。 

炊事 

洗濯 

等 

アパート生活のときは、近くのコンビニでおにぎりやカップラ

ーメンを購入して食べており、料理はしていなかった。洗濯も

長年していなかったようで、認知症もあり、施設の洗濯機の使

い方がよくわからない様子。 

居室清掃やゴミ捨ては自力では困難だが、一緒に行うと協力し

てくれる。施設の観葉植物には、自主的に水やりをしている。 

安全管理 
1 日に数本、煙草を吸っている。喫煙スペースに来て、喫煙しよ

うとするが、ライターがうまく使えず、火の元の安全に心配が

ある。目が悪いので手伝ってほしいと言われる。 

 

当施設入所後、ひとりで外出して道に迷ってしまったり、途中

で疲れて道端にうずくまり、保護されることがあった。 

理解 

・ 

コミュニケーシ

ョン 

白衣を着た人や、警官などの制服を着ている人を見ると不安が

強まる。また、初対面の人から話しかけられると関わりを拒否

することが多いが、日常的に会う職員や他の利用者との会話を

するのは、嫌いではないようである。特に、隣の部屋の人のこと

を気にかけてよく話しかけており、笑顔もみられる。 

  

シート 1-2 

課題 

希望 

課題 

課題 

課題 

希望 

希望 

希望 

課題 
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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 

認知症と疑われる症状の進行に

より、毎月の収入や利用料に関

する理解が難しく、支払ったか

どうか混乱して不安になること

が多い。 

金銭の支払いでわから

なくなってしまう状況

になったときに、説明し

てくれる人を求めてい

ると考えられる。 

毎日のお金の心配を

せずに生活できる。 

財産管理のサポートを

する権利擁護事業や後

見人制度の導入をご本

人と相談しながら行

う。 

ご本人、福祉事務所等

が日常の金銭状況を明

瞭に把握できるように

記録にする。 

日常生活支援住居施設

生活支援員 

健康管理 

・ 

衛生管理 

安心して入浴や着替えができな

いことが多い。爪が伸びすぎて、

普通の爪切りで切れない状態と

なっている。 

病院には絶対に行きた

くない。また、白衣を着

た人とは関わりたくな

い。 

ご本人が安心して入

浴や着替えができ、

安心して健康の相談

ができるようにす

る。 

不安があるときは入浴

を無理強いせず、足浴

や手浴から提案するな

ど、少しずつ安心でき

るように関わる。 

関係機関とご本人の希

望を共有して、不安な

く利用できるように協

力してもらう。 

日常生活支援住居施設

生活支援員 

安全管理 

火の元の取り扱いがうまくでき

ないことがある。また、外出先

で迷ったり疲れたりして、困っ

てしまうことがある。 

喫煙のときは目が悪い

ので手伝ってほしい。 

安心して火の元の管

理や、外出ができる

ようにする。 

喫煙時には見守りを行

う。 

喫煙所で一緒に気にか

けてくれる人や、一緒

に外出してくれるな

ど、助け合える関係性

をつくる。 

日常生活支援住居施設

生活支援員 
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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     Ｃ      様 生年月日 〇〇〇〇年  〇月   〇日 計画 No. 第  １  回目 

事業所名 〇〇 〇〇 
個別支援計画 

作成担当者名 
生活支援提供責任者 

 氏名： 〇〇 〇〇    
計画作成日 2020 年 10 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 

A1,2 自分のお金がある

のかどうか、支払いを

したかどうかについ

て、心配になることが

ある 

A3 毎日のお金の心配

をせずに生活できる 

2020.10.1

～ 

2021.3.31 

A4-1 お金の状況をわかりやすく記

録し、いつでも確認していただける

ようにします。福祉事務所と相談し

ながら、C様の財産管理のサポート

をしてくれる人を一緒に探します。 

毎日 

随時 

A4-2 

日常生活支援住居施設

生活支援員 

 

B1,2 安心してお風呂に

入ったり、安心して健康

のことを相談したりす

ることができない 

B3 安心して入浴や着

替えができ、安心し

て健康の相談ができ

る 

2020.10.1

～ 

2021.3.31 

B4-1 お風呂や通院を無理強いす

ることはありません。C様の気

持ちに合わせて、健康に過ごせ

るための方法を一緒に考えま

す。 

毎日 

随時 

B4-2 

日常生活支援住居施設

生活支援員 

 

C1,2 喫煙時や、外出時に

困ることがあり、必要に

応じて手伝ってほしい 

C3 安心して火の元の

管理や、外出ができ

るようにする。 

2020.10.1

～ 

2021.3.31 

C4-1 喫煙時にはお手伝いしま

す。また、困ったときに、お互

いに助け合えるように話し合い

を行っていきます。 

毎日 

随時 

C4-2 

日常生活支援住居施設

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                 ㊞ 

 

入所者の生活

に対する意向 

住み慣れた環境で、できるかぎり暮らし続けて

いきたい。 

 
総合的な支援 

の方針 

C 様が安心して地域で生活できるように、お金や体調の不安が

少なくなるよう、お手伝いさせていただきます。 
１ 

９ 

２ ３ ４ ５ 

６ ７ ８ 
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