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図１ 起床時間と就寝時間の状況確認事項例 

 

 以下の状況確認項目は参考であり、本人の生活状況に応じて確認項目を変えて下さい。 

 

□ （起床）朝、起きる時刻と起きる手段について 

目覚まし時計を使うか。援助者に起こしてもらい起床している。 

   自然に目が覚める。 

□ （起床）（布団）出かけるまでに布団をたたんで押し入れに入れているか。 

（ベット）出かけるまでにベッドの布団を整えるか。 

□ （就寝）夜、寝る時刻は何時頃か。目覚まし時計をセットして寝ているか。 

□ （就寝）寝るときに電気やガスの元栓確認などをしているか。 

□ （就寝）寝るときに施錠確認をしているか。 

□ （就寝）夜、寝るまでの間に誰かの援助を受けているか。 

□ 布団やシーツが汚れた場合はどうしているか。支援が必要か。 

※ その他の必要な状況確認項目があれば、尋ねてみる。 

 

 

〈屋内移動〉 

 運動機能での困難さとその介助面の支援を聞き取っていきます。起床や就寝時での「寝返り」「起

きあがり」「ベットへの移乗」「部屋の中での移動の困難さの有無」などの聴き取りや状況確認をし

ますが、介助を要する場合には具体的にその支援内容を聞き取っていきます。 

〈整容行為〉 

 朝起きてからの「歯磨き」「洗顔」「整髪」、男性の場合は「髭剃り」、女性の場合は「化粧」、就寝

前の「歯磨き」といった聴き取り、状況確認をしていきます。 

〈衣服着脱〉 

 「自分で服を着たり、脱いだりできるか、その時に前後は間違えないできることができるか」「着

る服は自分で選んでいるか」「同じ服ばかり着ていないか」「季節や TPO に応じた服を選んで着る

ことができるか」に加え、「服を自分で購入しているか、その場合は援助があってできるのか、また

援助があればできるのか」「ボタンがはずれたり、服がほつれた際に針と糸で修復できるか、援助が

必要か」などに着目した聴き取りをします。 

〈洗濯〉 

 洗濯といった一連の行動様式の中でどの部分に支援を要するかを聞き取っていくことが大切です。

図２に、洗濯の状況確認事項例をあげています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

図２ 洗濯の状況確認事項例 

 

 以下の状況確認項目は参考であり、本人の生活状況に応じて確認項目を変えて下さい。 

 

□ 洗濯は自分でできるか、支援がある場合は誰が援助してくれているのか。 

□ 自宅で洗濯しているのか、コインランドリーを利用しているのか。 

□ どの程度の量がたまったら洗濯しているのか。 

□ いつ、何回、どんな天候で洗濯しているか。 

□ 洗剤の量の目安は。 

□ 洗剤の購入はどうしているのか。 

□ 全自動洗濯機、二槽式洗濯機のいずれを使用しているのか。 

□ 洗濯物は種類別に干すことができているか。 

□ 取り込んだ衣類は、畳んでタンスなどに保管しているか。 

□ 上記のいずれかの状況に対して、援助が必要な部分があるか。 

その他の必要な状況確認項目があれば、尋ねてみる。 

 

 

〈食事行為〉 

 食事行為の聴き取りでは、本人の自立志向として自分でも調理方法を覚え、作れるメニューのレ

パートリーを覚えたい。そのために誰かに教えて欲しい。時にはレストランで外食してみたいとい

ったニーズについても聴き取りをしていくことが大切です。また、本人の生活状況を実際に観察し、

必要とする支援があるかどうかを見つけることも欠かせません。図３に食事行為の状況確認事項例

をあげています。 

 

 

図３ 食事行為の状況確認事項例 

 

 以下の状況確認項目は参考であり、本人の生活状況に応じて確認項目を変えて下さい。 

 

□ 朝食はどうしているか（自炊、パン、食べていない） 

□ 昼食はどうしているか（平日、土日に分けて、通所施設で摂っている、食べていない） 

□ 夕食はどうしているか（自炊、外食、親族のところで食べている、食べていない） 

□ 朝食（自炊の場合）どういった形で自炊しているか。メニューはどうしているか。 

（パンの場合）誰が購入しているのか。 

□ 夕食（自炊の場合）ご飯や副食はどうしているのか。 

           メニューを増やしたいと考えているか。 

           誰かに作り方を教えて欲しいと考えている。 

 

（総菜購入の場合）通常どこで購入しているのか。 

どういった副食を購入しているか。 

         支払いに支障はないか。 

             誰かの援助を必要としているか。 

□ 後片付け（食器洗いや残飯処理など）はどうか。 

□ ゴミ捨てについての曜日確認、処理方法はどうか。 

□ （外食の場合）近所の食堂、ファミリーレストランなど。 

 

 



 

 

 

その他の必要な状況確認項目があれば、尋ねてみる。 

 

 

〈排泄行為〉 

 排泄行為は、「自分排尿・排便をトイレで介助なしでできるか」が主な確認事項です。加えて、排

泄行為のときに何らかの支援を要する行動があるかどうかの聴き取りや状況確認をして支援の有無

を検討していくことも大切です。 

 

〈入浴準備・入浴行為〉 

 入浴に関しては、その入浴の準備から浴室内の行為、浴室から出た後の着替えまでを聞き取った

上で援助の必要性を検討します。図４に、入浴準備・入浴行為の状況確認事項例をあげています。 

 

図４ 入浴準備・入浴行為の状況確認事項例 

 

 以下の状況確認項目は参考であり、本人の生活状況に応じて確認項目を変えて下さい。 

 

□ 浴槽や浴室を洗い、湯張りはどうか。 

□ 洗体、洗髪、陰部の清潔（洗い残し等はどうかに着目する） 

□ 入浴後の着替え（洗濯物としての対応、毎日着替えているかなどに着目する。） 

□ ガスの元栓、残り湯の始末（残り湯は洗濯に使用しているなど） 

□ 石けんやシャンプー、リンスの買い置きや購入について 

□ 上記のいずれかに対して援助が必要なことはあるか。 

□ 入浴頻度や入浴時間帯の確認をする。 

 

その他の必要な状況確認項目があれば、尋ねてみる。 

 

 

 

〈掃除〉 

 掃除に関しては、本人がどこまで室内の掃除をしているかは聴き取りよりも状況確認が必要な項

目でもあります。部屋を「箒で掃いている」「掃除機をかけている」といった発言が本人から聞かれ

ても、実際その掃除の程度や範囲を確認しないと援助の有無は判断が難しいでしょう。必要に応じ

てホームヘルプサービスを導入していく必要もあります。 

 

２）聴取領域:「健康に関する領域」 

〈病気への留意・服薬管理・食事管理〉 

 健康に関する領域は、本人の病気の有無、病気がある場合の服薬管理の状況、食事管理、通院時

の付き添いの有無などについて聴き取り、または状況確認をしていきます。また、退院後の生活を

検討する上では医療情報が重要となります。本人の同意を得た上で担当医師やソーシャルワーカー

と打ち合わせをしたり、個別ケア会議への参加を働きかけていくことも必要です。図５に、健康に

関する状況確認事項例をあげています。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

図５ 健康に関する状況確認事項例 

 

 以下の状況確認項目は参考であり、本人の生活状況に応じて確認項目を変えて下さい。 

 

□ 現在、治療している病気、けがの有無と病院名。通院方法について〈徒歩、自転車、バス、ヘ

ルパーなど〉 

□ 服薬が必要な場合はその管理方法。 

□ 食事制限が必要な人の対応状況。 

□ 食事制限の本人の理解度と実態はどうか。 

□ 通院時の医師の説明の理解程度はどうか。 

 

その他の必要な状況確認項目があれば、尋ねてみる。 

 

 

３）聴取領域:「社会生活技能に関する領域」 

〈屋外活動〉 

 屋外移動に関しては、近距離、遠距離における公共交通機関の利用ができるかどうかに着目しま

す。例えば、初めての駅で電車を利用する場合、自分で行き先を確認して、料金を調べて自動販売

機か窓口で切符を適切に購入できるかなどです。バスを利用する場合は、目的地まで行き先に見合

ったバスに乗車後、降車するバス停を理解して適切に料金を支払えるかなどです。また、定期券購

入に関しても自分でできるか、援助が必要かに着目します。自宅から仕事場や作業所へ通う場合な

どに家族と一緒に行っているが、ひとりで通うように取り組む上でも重要です。 

 

 

〈金銭管理〉 

 金銭管理は生活の中心となるものであり、誰が現在、金銭管理をしているか、単身者であれば公

共料金の支払いはどうやっているのか、現在の収入や貯蓄はどの程度あるのか。その 

場合、財産保全は誰がしているかなどに着目します。ただし、金銭管理は生活基盤の根幹であると

同時に人によっては一番触れて欲しくないことでもあります。そのため、信頼関係の構築を図って

いくことを第一に考えて焦らずに、聴き取りを進めていく必要があります。図 6 に、金銭管理に関

する状況確認事項例をあげています。 

 

図 6 金銭管理に関する状況確認事項例 

 

 以下の状況確認項目は参考であり、本人の生活状況に応じて確認項目を変えて下さい。 

 

□ 金種の理解や買い物の際の支払い、お釣りがわかるか。 

□ 借金やローンの支払いはどうか。 

□ 金銭管理の主体者は誰か。 

□ 地域福祉権利擁護事業、成年後見制度などの利用が必要と考えられるか。 

□ 貯金をしているか。また、貯金をしていくことができるか。 

 

その他の必要な状況確認項目があれば、尋ねてみる。 

 

 

 

 



 

 

 

〈危機管理〉 

 障害のある人が単身で暮らしている場合、様々な悪徳商法のターゲットになってしまうことが

度々あります。例えば訪問販売への対処、過去の経緯やその対応をどのようにしたかなどに着目し

ます。また、携帯電話等での高額な請求が過去あったことや友人から騙されてサラ金などへの借金

をさせられた経緯はないかなどにも着目します。また、犯罪行為などに巻き込まれたりしたことが

ないかなどにも着目します。防犯として家の戸締まりや防災としての火の取り扱いや後始末、台風

時の備えなどにも着目します。また、緊急時に電話をかけることができるか。緊急時の連絡先を決

めているかなども重要です。図７に危機管理に関する状況確認事項例をあげています。 

 

図 6 金銭管理に関する状況確認事項例 

 

 以下の状況確認項目は参考であり、本人の生活状況に応じて確認項目を変えて下さい。 

 

□ 外出時や就寝時の施錠確認や戸締まり、電気・ガスの元栓を閉めるようにしているか。 

□ 訪問者を確認せず、玄関を開けてしまうことはないか。 

□ 緊急連絡先を決めていて、突発的な出来事があると連絡することができるか。 

□ 定期的に見守りをしてくれる人がいるか。 

□  

 

 

その他の必要な状況確認項目があれば、尋ねてみる。 

 

 

４）聴取領域:「生活基盤に関する領域」 

〈経済環境〉 

 経済環境では、家族扶養や障害基礎年金、一般就労や福祉工場での給与、授産施設や作業所など

からの工賃と併せて障害基礎年金の管理と１ヶ月の経済状況に着目しますが、金銭管理と同様に相

手によっては話したくない事柄でもあり、関係性の維持をする上でもあまり無理した聴き取りをし

ないように心がけます。 

 〈住環境〉 

  現在暮らしている住まいの改修の必要性や転居の希望などに着目します。また、各居室やキッチ

ン、浴室の間取り、ベランダなど、了承を得た上で見ておくことも必要です。また、経済環境と重

複しますが、賃貸住宅であれば家賃や家主さんや管理人さんの連絡先、居住地も確認できればベタ

ーです。持ち家の場合は名義は誰か、固定資産税の金額と支払いは誰がしているかの確認ができれ

ばしておくことも必要です。 

 

５）聴取領域:「家族・近隣支援に関する領域」 

〈家族・介護者支援状況/近隣支援の状況〉 

  人的支援としては公的な福祉サービスだけでなく、日頃の見守りも含めて近隣者の理解や協力は

欠かせません。本人が何かあったときには長年親しくしている近隣者に聞いている場合も少なくあ

りません。そういった意味でも地域の民生委員・児童委員・家主・管理人・近隣住人との関係性が

どの程度持てているかに着目します。主任児童委員・身体・知的障害者相談員・町内会長・警察・

郵便局職員・理髪店や美容室の店員・レストランの店員・コンビニエンスストアなどの店員など本

人のことを知り、困ったときに援助者のひとりとなっている人がどれほどいるか、いない場合はこ

れからどういった協力を求めればいいかに着眼します。 

 

 



 

 

６）聴取領域:「育児・養育に関する領域」 

  この領域では通常、アセスメントは個人を中心として採るものですが、実際の暮らしの中では家

族のグループダイナミックスが働きながら生活が流れているのが現実だったり、子育てや養育に関

する何らかの支援がないと生活そのものが立ち行かなかいこともあるため、家族全体に視点を置い

た領域となります。 

〈生活について〉 

  子どもの食事（食事時間、調理レパートリー等）や衣類、整容行為等、生活全般における援助の

必要性について着目します。 

〈医療に関すること〉 

  子どもの訴えをそのまま受けて、少し何かあるとすぐに病院に行ってしまう家族や救急車を頻繁

に呼んでしまう傾向の強い人もいます。また、通院や受診での医師からの説明が理解 

 

 

できないために、服薬方法を間違って理解していたりする場合もあります。その場合には、本人だ

けに留まらずに、子どもの通院時にも何らかの付き添いや援助を要することはないかに着目します。 

 

〈保育所・学校などの関係〉 

  子どもの送迎や登下校、保育所や学校からの連絡事項への対応、必要書類の記載など、支援を要

する部分がないかに着目します。 

 

２.本人の状況の聴取項目 

７）聴取領域:「コミュニケーション技能に関する領域」 

〈意思伝達手段・意思表示の程度〉 

  言葉での意思表示をする場合、一語文か、二語文、三語文、一定の表現は口頭で可能か、また、

相手からの質問に対しての返答は適切かなどに着目します。発達障害や高次脳機能障害のある人に

関しては独自のコミュニケーション方法を取っている場合があります。その場合は独自の方法の必

要性を記述します。また、コミュニケーションボードなどを利用している場合は記述します。 

 

〈言語理解の程度〉 

  相手からの指示や依頼、質問をどこまで理解しているか、文字の理解や読み書き、文章理解はど

うかなどに着目します。意思伝達手段・意思表示の程度と合わせて、本人のニーズの聴き取りがど

こまで可能かに着目します。返答ができるということと理解した上での返答は全くと言っていいほ

ど相違します。 

 

〈電話・FAX・筆記・パソコンの使用〉 

  自宅においてのライフラインとして電話、FAX の使用ができることはいざというときに助けを求

めることができるか、困ったときに相談できるかといったことからも大切なことです。経済的なゆ

とりが前提となりますが、電話・FAX を設置することによってコミュニケーションの手段に広がり

が持てるかどうかにも着目します。また、障害によってはパソコンや携帯電話のメールが有効にツ

ールとして利用できる場合があります。 

 

〈対人関係及び行動問題〉 

  初対面の人から話しかけられたときに緊張して黙り込むか、気さくに返答できるか、寡黙するか、

まったく他人の話を聞こうとしていないかなどに着目します。また、異性に対しては社会的ルール

を守った接し方をしているか、人に対して暴言などを発していないか、問題となるような行動や特

定の物に対してのこだわり行動はないかなどに着目します。図８に行動問題に関する状況確認事項

例をあげています。 

 



 

 

図８ 行動問題に関する状況確認事項例 

 

 

 以下の状況確認項目は参考であり、本人の生活状況に応じて確認項目を変えて下さい。 

 

□ 特定の物へのこだわりがあるか、その内容はどのようなものか。 

□ こだわり行動を制止しようとした場合に見せる反応はどのような行動となるか。 

□ 人や物への攻撃行動はあるか、内容はどういったことか。 

□ 攻撃行動を制止しようとした場合に見せる反応はどのような行動となるか。 

□ 自傷行為はあるか、その内容はどのようなものか。 

□ 自傷行為はどういった時に表出しやすいか。 

□ 自傷行為を制止しようとした場合に見せる反応はどのような行動となるか。 

□ 行動問題への対応で、過去に成果のあった取り組みがあれば。 

 

その他の必要な状況確認項目があれば、尋ねてみる。 

 

 

８）聴取領域:「社会参加に関する領域」 

〈レクリェーション・趣味・旅行等〉 

  平日は働く、通所施設や作業所へ通うことなどで生活リズムが図られている場合が多いのですが、

休日などの過ごし方はほとんど外出しない、外出しても家族と一緒に買い物に出かける程度といっ

た過ごし方が意外に多いのが現状です。そこで、聞き取る際には、もし、ひとりでもしくは援助者

に付き添ってもらえて外出する場合は、どういったことをしてみたいか、どんな場所へ行ってみた

いかなどの選択肢を示しながら聞き取っていくことが大切です。 

 

〈当事者団体・各種社会的活動への参加〉 

 休日時に外出の機会が少ない人にとって、同一の障害がある人達の集まりや同様な目的を持った活

動への参加機会は大変重要となる。そのため、家族だけで長年過ごしていて、昼間はどこにも通っ

ていない本人や家族への当初の取り組みとしては、支援者側が通常から当事者活動や当事者のサー

クル、障害のある人が気軽に参加することができる料理教室やダンス教室などの情報収集はもとよ

り具体的な活動内容を把握しておく必要があります。また、必要に応じて積極的にサークルづくり

に関与していくことも大切なことです。 

 

９）聴取領域:「教育・就労に関する領域」 

〈学校教育または生涯教育への要望〉 

 

 

家庭生活をしている学齢児の学校教育や放課後の対応、長期休暇などの要望を保護者から聞き取りま

す。また、成人の生涯教育では本人の自己実現ニーズに応えるために地域の公民館や家族会などが

主催している各種講座へ参加できないかを模索していくことが大切です。現状では、本人の自己実

現のニーズを満たす機会や場は乏しいのが現実ですが、地域や社会の 

理解と協力、積極的な働きかけによって実現の可能性が増していきます。 

 

 

 

 

 

 



 

 

〈就労に関する要望〉 

 就労に関する要望の聴き取りや状況確認では、現状の就労場所での人間関係の問題か、新たな就労

の場確保が必要か、日中活動の場を経て就労に繋げていくかなどの取り組み方が考えられると同時

に、障害者雇用のシステムは複雑であり、必要に応じて「障害者職業センター」や「就業・生活支

援センター」を利用していくことになります。長期に在宅となっている人の場合はまず、作業所や

通所施設などを利用していきながら就労機会を捉えていく必要があるでしょうし、就労が定着しな

いため手帳を最近取得した人などは、「障害者職業センター」への協力を求めてジョブコーチの利用

なども考えられますが、いずれにしても就労支援の制度は多岐に渡るため専門的な機関の協力を得

て進めていくことが必要となります。 

 

以上、生活支援アセスメント票の聴き取り内容や状況確認について述べてきました。生活支援アセ

スメントで得られた情報をもとに、生活支援プランを作成していくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 


