
とある
ソーシャルワーカーの

１日

【ソーシャルワーカー】って

どんな１日を送っているの？

いろいろな人の

「とある１日」をご紹介します

ソーシャルワーカーデーinにいがた2018 パネル展示



とあるソーシャルワーカーの1日
【病院 医療相談課に勤務／30歳代／女性】

主な業務内容
○患者さん・ご家族の相談援助 ○他機関との連携窓口
○院内における多職種連携 ○患者会・院内カフェの企画・運営 等々

必須アイテム 笑顔・名刺

とある1日

時間 業務内容 コメント

出社前 お弁当作り
いつもは一人分ですが、後輩からのリクエ
ストでたまにカレーを大量に作ります

8:30 業務開始
部内のスケジュールを確認
他課朝礼に参加

10:30
電話応対
院内調整

利用相談などの電話応対や、入院予定
の患者さんの受け入れ準備など

11:00
入院希望者の病院見
学・面談

11:30
担当患者さん家族との
面談

入院費や生活費や今後の生活のことな
ど…

12:00 昼休み
MSW4名と居宅ケアマネージャー4名で
一緒に食べています

13:00
患者会・院内カフェの打
ち合わせ

病院スタッフ、リハビリスタッフと毎月実施

14:30
電話応対
院内調整

担当患者さんに関わるやり取りや、それ
に伴う連絡調整など

15:30 病院とのカンファレンス
ケアカンファレンスだけでなく、ターミナルや
いわゆるデスカンファレンスなども行います

16:00 病院会議 病院の様々なことを報告・けんとうします

19:00
地域の多職種合同勉
強会

開業医や居宅、介護保険事業所や調
剤薬局など様々な方と意見交換が出来
ます

大切にしている
こと、心がけ

「相談して良かった」と感じていただけるような面談にすること。
相談内容の多くは他人に言いにくいことも多い為、相手の「相談する」という
アクションに誠意をもって応えたいと思っています

やりがい
ソーシャルワーカーの視点で多職種と協働出来ることと、関わった人の笑顔
が増えること

これからの目標
自分自身が社会資源として貢献出来るようにスキルアップしていきたいと考
えています



とあるソーシャルワーカーの1日
【市役所に勤務（非常勤職員）／30歳代／女性】

主な業務内容 相談業務

必須アイテム アイテムではありませんが…気持ちのいい挨拶と笑顔

とある1日

時間 業務内容 コメント

6:00 起床、家事＆身支度
朝食、お弁当、夕ご飯の準備をし
ます

8:30 出勤 メール確認

9:00 面談＆記録作成 来館者からの相談

10:30 訪問

12:00 昼食（～13:00） 職場でとります

13:30 会議への参加 事業についての打ち合わせ

15:00 書類作成など
訪問などの記録、会議報告書など
作成

16:30 退勤 ほぼ定時に退勤します

17:00 子どもの習い事送迎 待ち時間に買い物など

18:15 帰宅
家事、子どもの勉強をみたり、自分
の習い事・・子どもと寝る22時まで
バタバタです

大切にしている
こと、心がけ

関わる人みなさんへ、感謝の気持ちを持ち続け伝えること

やりがい
対象者自身の力で人生を切り開いていく姿などをそばで拝見させていただく
と、元気をもらえます

これからの目標
社会情勢が変わる中で、必要としている人に柔軟に対応ができるようなSW
になりたいです



とあるソーシャルワーカーの1日
【地域包括支援センターに勤務／40歳代／男性】

主な業務内容 総合相談・権利擁護

必須アイテム （アイテムと言えるかどうか迷いましたが）笑顔・人のつながり

とある1日

時間 業務内容 コメント

8:00過ぎ 職場に到着

8:30 朝会
・協力して業務前の準備
・予定共有、連絡、ケース
報告・相談など

8:45 業務開始 電話対応・情報整理など

10:00 訪問：権利擁護関係
先輩社会福祉士に同行
「成年後見制度」利用に向
けて面談

11:00 訪問：サービス担当者会議 プランの確認、契約

12:00 昼食
職場に戻り昼食。愛妻弁
当で充電(^^ゞ

13:30～
14:30

担当地区民生委員の会議に
出席

地域の状況把握や情報交
換などを行う

16:00 退院前カンファレンス
利用者さんと支援関係者
で退院後の調整を行う

17:00頃
記録・情報整理・電話対応な
ど

職場に戻りデスクワークや
ケースの相談など

18:30頃 退社

大切にしている
こと、心がけ

慌てない。相談はじっくり、ほかの人意見は良く聴く。自分の価値判断で
ケースを判断しない。

やりがい

多職種とそれぞれの専門性を出し合って協働できること。少しずつでも状態
や状況が変わること。
「聞いてもらえた」と笑顔やほっとした様子を見せてくれる瞬間に立ち会えるこ
と。

これからの目標
個性、生活様式、考え方などの多様性を直接または間接的に実感すること
を通して、多様なその人らしさに応えられる経験値を増やしたい。



とあるソーシャルワーカーの1日
【NPO法人に勤務／40歳代／男性】

主な業務内容
代表理事
就労支援 若者支援

必須アイテム 自分自身（社会福祉士であること）

とある1日

時間 業務内容 コメント

8:30 メールチェック、返信 朝のうちに終わらせる！

9:30 就労支援業務
座学、畑仕事、調理実習、
社会体験など

12:00 昼食

13:30 居場所事業 毎日5～6人の若者が来ます

14:00 ひきこもり相談 基本的には来所相談

15:00 他機関とのカンファレンス 月に2～3度実施します

16:30 事務仕事
講師依頼を受けている資料
作成など

17:30 退所 ほぼ定時に退所します

20:00 電話相談
基本的に24時間体制で受け
ています

21:30 緊急出動／要支援者の保護 警察などと連携して保護

大切にしている
こと、心がけ

引き算の支援。やりすぎない支援。

やりがい 生活支援などを通じて、ご利用者が変わっていく姿を見ること。

これからの目標 ひきこもり支援の事業を立ち上げること。



とあるソーシャルワーカーの1日
【営利法人に勤務／40歳代／女性】

主な業務内容 介護支援専門員・成年後見活動・福祉全般の相談受付・講師 などなど

必須アイテム 涸れることのないパワー ・ 察する力 ・ 他職種とのつながり

とある1日

時間 業務内容 コメント

8:30 打ち合わせ① 事業ごとに情報共有し、都度
個別のカンファレンスも開催し
ます9:00 打ち合わせ②

10:00 お客様宅訪問
時間厳守を心がけ、事前準
備も欠かしません

12:00
食事（美味しいランチでパワー
充電）

食事抜き厳禁！

13:00 講師タイム
受講の皆さまに感謝と敬意を
込めて伝えています

16:00
講義内容振り返り・次回講義
準備 随時スキマ時間で電話連絡

やメール返信など17:00 職能団体打ち合わせ

19:00 福祉職のよろず相談

20:00
食事（大好きなお肉でパワー
充電）

21:00 リラックスタイム 愛猫とのツンデレタイム

大切にしている
こと、心がけ

常に初心を忘れず驕ることなく反省と前進を繰り返すこと
決められた約束事やルールを必ず守ること
関わる全ての方々に感謝し気持ちを態度で示すこと

やりがい
多くの方々と『つながる』こと
「思いをカタチ」にできること

これからの目標
地域において「個性発見理解キャラバン」と称し、障がい者や認知症などの
特性を少しでも理解していただけるような活動を通して、誰もが地域で暮ら
していける社会を築きます！



とあるソーシャルワーカーの1日
【急性期病院医療福祉相談室に勤務／30歳代／女性】

主な業務内容
医療ソーシャルワーカーとして、社会福祉の立場から、経済的、社会的、心
理的な悩みや不安に対し、相談に応じている。安心して退院できるよう、患
者様・ご家族の方々と一緒に考え、支援している。

必須アイテム 手帳、ノート、筆記用具、院内PHS、カルテ

とある1日

時間 業務内容 コメント

出社前 通勤 遠くから通うので高速道を走ります

8:30 出社、ミーティング

9:00 カンファレンス
退院調整看護師と話し合いをしま
す

10:00 面接
カルテ記録
連絡調整

患者様やご家族と面談をし、その
内容を記録したり、院内スタッフや
関係機関と連絡をとります

12:30 休憩

13:30 面接
退院前カンファレンス
病棟カンファレンス
リハビリカンファレンス
連絡調整

AMと同じような内容ですが、関係
機関を交えたカンファレンスや院内
の他職種とのカンファレンスに参加
します。

16:30 カルテ記録、日報記録

20:00 退勤 好きな音楽を聴きながら家路へ。

大切にしている
こと、心がけ

耳と心を傾けて、患者様や御家族に寄り添うこと。
その人になることはできないが、近付くことはできるので、できる限り、気持ち
を理解し、相談しやすい雰囲気づくりをすること。

やりがい
人の人生そのものと付き合うため、求められるものも苦労も大きいですが、そ
の分、受け取る喜びも格別であること。患者様から自分自身としての生きる
道も教わること。

これからの目標
忙しい業務の中ですが、ソーシャルワーカーとしてのやりがいを見失わずに、
患者様と接していきたい。医療ソーシャルワーカー（次世代の）を増やすこ
とに協力する！



とあるソーシャルワーカーの1日
【病院医療相談室に勤務／20歳代／女性】

主な業務内容 入院相談、退院支援、多職種と連携し情報収集など

必須アイテム 自分のメモ帳、介護保険サービスガイド

とある1日

時間 業務内容 コメント

出社前 身じたく、準備

8:20 出社
部屋のカギ開けやポットのお湯を変
えたりして準備します

10:00 電話対応
様々な事業所からの電話対応をし
ます

10:30 入院相談
入院される方の連絡先やADL、家
族の状況をききます

11:00 介護保険手続き
病院に地域包括の方に来てもらい、
本人様と申請を行います

13:00 カンファレンス 担当患者様の情報交換を行います

14:30 記録 カンファレンスの情報をまとめます

16:00 情報収集
リハスタッフ、看護師などから話をきき、
退院後どんなサービスが必要か検討
します

17:30 記録 集めた情報を記録します

大切にしている
こと、心がけ

分からないことはそのままにしないで聞いて確認するようにしています。聞く前
に自分で調べてから聞くようにしています。

やりがい
まだやりがいを感じられる程業務をこなしていませんが、これから感じられるよ
う頑張りたいと思っています

これからの目標 見通しを立てて支援ができるようにしていきたいと思います



とあるソーシャルワーカーの1日
【病院医療相談室に勤務／30歳代／女性】

主な業務内容
入退院支援、外来患者予約、制度手続き説明、主治医意見書の処理、
院内の委員会に出席、他医療相談等

必須アイテム 相手が安心できるような声かけ、スケジュール管理

とある1日

時間 業務内容 コメント

出社前 家族の朝食作り等家事
何度か声をかけて子どもをおこすの
が大変…

8:45 出社 朝礼、メール確認、予定確認

10:00 転院患者面談 相談入院記録作成

11:00
事務
ケアマネからの電話対応

患者様の介助量が多く、自宅に
帰れるかの相談

12:00 昼休み

13:00 病棟カンファレンス
カンファ後、御家族へ病状説明の
日時等連絡

14:30 サービス担当者会議
ご自宅へ退院される方のサービス
内容やリハの引き継ぎ確認

16:30 外来連携会議 院内の外来について意見交換

18:30 退勤・帰宅

帰ってから子どもの宿題、明日の
持ち物確認。
急いで夕飯を食べ子どもをねせる。
好きなドラマは録画してゆっくり見
ます。

大切にしている
こと、心がけ

あたり前ですが、自分だったらこうしてもらいたいと思うように患者・ご家族と
関わるようにしています

やりがい 「ありがとう」と患者・ご家族からの一言でやって良かったと思えます

これからの目標
まだまだ知識不足のことが多いため、スキルアップできるように研修等に参加
して学んでいきたいと思います



とあるソーシャルワーカーの1日
【病院医療相談室に勤務／30歳代／女性】

主な業務内容 退院調整、外来相談

必須アイテム
メモ帳とペン、名刺
介護保険サービスガイド、障がい者（児）福祉のしおり

とある1日

時間 業務内容 コメント

出社前 支度、出勤
好きな音楽を聴きながら支
度・通勤してます

8:30 出社 スケジュールの確認

8:45～

電話対応
事務
患者病室訪問
病棟でカルテ確認

ケアマネジャー等関係者との電
話連絡
書類作成
担当患者の経過の確認

12:00～ 昼休み 相談室内で食事とってます

13:00～ 患者病室訪問
個々に確認することや伝える
事を直接病室へ行き伝える

13:30～ ケアマネ面接同席
退院調整
病棟看護師へ内容伝える

14:00～ サービス担当者会議参加 退院に向けての話し合い

15:30～
電話対応
書類作成

転院相談
退院患者の情報を病棟へあ
げる 等

17:00～ 家族面接 介護申請について説明

18:30 退勤、帰宅
しっかりと夕食はとって、疲れを
癒すようにしています

大切にしている
こと、心がけ

患者や家族と面接する時は、緊張しないで話せるように話し方を気をつけて
います

やりがい
退院した後、地域で元気に生活する患者様の姿をみた時や、関係者の方
から、退院後元気にしている様子をうかがった時はやりがいを感じる

これからの目標 様々な患者様の退院の支援にたずさわりたい



とあるソーシャルワーカーの1日
【病院医療相談室に勤務／30歳代／女性】

主な業務内容 回復期病棟の相談援助、制度説明・退院支援等

必須アイテム メモ帳、スケジュール帳、介護保険・障害者サービスガイドブック

とある1日

時間 業務内容 コメント

出社前
朝食、お弁当作り
保育園の持ち物準備、子
供の世話

夫と自分の弁当作り、子供2人を
保育園へ送り出す準備をします

8:30 出社 メール・スケジュール確認

8:45 ミーティング 他MSWの予定確認

9:00 事務、電話対応 記録記入、面談準備等

10:00 新入院患者対応
病状説明同席、面談
入院相談記録作成

11:30 担当患者の状態確認 カルテ確認、Nsからの聞きとり

12:15 昼食 ケアマネ、リハスタッフとの連絡

13:00 院内カンファレンス出席
入院患者に対し、月1回多職種で
集まりカンファレンス

14:00 家屋調査
患者、リハスタッフと自宅へ行き、ケ
アマネ、業者と改修や自宅での生
活について打ち合わせ

16:30 電話対応、事務仕事

17:45 退社

18:30 帰宅
子供2人を迎えに行ってから帰宅し
ます

19:00
夕食作り、子供と遊ぶ
翌日の夕食の下準備

子供の相手をしつつ、すぐ夕食作り
をします。子供と入浴をすませ、22
時頃就寝。朝早いので子供と一
緒に寝ます（夫と協力しつつ）

大切にしている
こと、心がけ

職場やケースの中での自分の立ち位置をしっかりもつこと

やりがい 仕事を通じて日常生活では関わらない人達とも関わることができること

これからの目標 65歳まで健康で働きつづけること！



とあるソーシャルワーカーの1日
【回復期病院医療相談室に勤務／60歳代／女性】

主な業務内容
入院相談、退院支援、制度利用支援、受療に関する支援、外来患者の
諸問題に関する支援

必須アイテム 打ちあわせ内容、支援内容などをメモした手帳

とある1日

時間 業務内容 コメント

8:30 出勤 当日の業務確認

9:00 家屋調査で患者宅訪問

患者さん、御家族参加。
ケアマネ、福祉用具業者、住
宅改修業者、リハスタッフと自
宅訪問し、動線の確認、改修
案、福祉用具の必要性等を
確認。

12:00 病院着 昼休み

12:30
医師のインフォームドコンセント
同席

患者さんの病状説明同席

13:00 カンファレンス 入院患者さんのカンファレンス

14:00 担当者会議
福祉サービス担当者と退院に
むけての話し合い

15:00 電話連絡 ケアマネ、御家族への連絡

16:00 医療安全委員会

16:30 スタッフとの打ちあわせ
患者さんの状態や家屋調査
の予定等打ちあわせ

17:00 記録記入

大切にしている
こと、心がけ

患者さんや御家族のお話しをきちんと伺い、受け止めること
ケース全体を冷静に見きわめること

やりがい 患者さんが退院後も元気に生活されているのを見た時

これからの目標 初心を忘れず、1ケース1ケースを大切に支援していきます



とあるソーシャルワーカーの1日
【急性期病院地域連携室に勤務／30歳代／女性】

主な業務内容 退院支援 医療相談

必須アイテム 手帳、PHS、病院一覧、各種ガイドブック

とある1日

時間 業務内容 コメント

8:30 始業、事務所内清掃

8:40 朝のミーティング 介入依頼の振分、連絡確認

9:00 事例検討 困難事例について部署内で検討

9:30
転院交渉、関係機関への
連絡など

10:30 情報共有
救急病院の患者様について、担当看
護師と情報共有

10:40 情報収集
病棟で患者様の意向確認や、担当看
護師への情報収集

12:00 休憩

13:00
転院交渉、関係機関への
連絡など

14:00 退院前カンファレンス
担当ケアマネ、訪問看護、担当医、看
護師を含めて開催

15:00 IC同席、面談
病状説明に同席し、その後介護保険
の説明や転院について患者様・家族と
相談

16:00 院内カンファレンス 院内職種で今後の方針について検討

16:30
転院交渉、関係機関への
連絡など

17:15
終業
電話対応
退勤

日中連絡のつかなかった家族や機関
へ連絡

※空いている時間でカルテ入力など実施

大切にしている
こと、心がけ

急性期病院であるため、迅速な支援が求められることもありますが、患者様や家族の思い
を大切にしながら関わることを心がけています。

やりがい
・退院時に患者様・家族から感謝の気持ちを伝えて頂くことで、支援にやりがいを感じます。
・様々な疾患に関わるため、自己の知識を深め支援を行えることにやりがいを感じます。

これからの目標
より濃密な退院支援が行えるように、院内職種へはたらきかけを行い、地域の関係機関と
の連携を深めることです。



とあるソーシャルワーカーの1日
【病院相談室に勤務／30歳代（今年で40歳）／男性】

主な業務内容 地域連携と退院支援

必須アイテム 三色ボールペン（分かりやすくメモをとることで記録の質がかわります）

とある1日

時間 業務内容 コメント

7:15～
8:15

通勤時間
運転に気をつけつつすでに意識
は職場へ

昨日の業務の回想と本日の
シミュレーション

8:30～
9:00

病棟ミーティング参加
クライエントの情報などの収集
ない外部からの連絡も多い時
間帯

情報収集と情報提供
アセスメント力が大切です

10:00 面談 相手の想いを受け止める
傾聴の姿勢が大切11:00 面談

12:30 昼休み でもどんどん電話がきます

13:30 介護認定審査会出席

14:30 退院前カンファレンス
安心して退院後の生活がス
タートできるために

15:30 介護認定調査立ち合い

16:30 事前面接

17:30 事務、記録
ソーシャルワーカーの仕事は記
録が大切

19:00 退勤
ジュニアスポーツの指導へ
これも一つの地域活動‼

大切にしている
こと、心がけ

常に笑顔で誰からも話しかけやすく。
★気軽に声をかけられる人じゃないとソーシャルワーカーじゃない‼

やりがい
退院した患者さんが元気に姿をみせてくれること。
なにげない世間話ができることのありがたさ。

これからの目標 地域の中でのソーシャルアクション。参画するソーシャルワーカー。



とあるソーシャルワーカーの1日
【療養型病院地域医療連携室に勤務／30歳代／女性】

主な業務内容 相談支援業務（主に入院・退院・在宅療養に関すること）

必須アイテム 冷静な思考力 と 温かな心

とある1日

時間 業務内容 コメント

業務開
始前

メール・郵便物の確認

9:00

【午前】外来患者さんの相談支援
・他科受診予約 ・申請制度の説明
・担当ケアマネと相談 など
※合間に電話対応や書類作成等の
仕事もする

・医師や外来看護師と連携し、
気になる（支援が必要）患者
さんの状況を把握
・受診予約など、他院との連携
窓口も担う

11:00
入院相談（診察に同席）
・院内見学 ・入院説明 など

・入院希望の患者さんやご家族
と面接し、ニーズを把握する

12:00 休憩 休憩中もPHSは鳴ります！

13:00

【午前】入院患者さんの相談支援
・退院に向けた相談（面接）
・外泊の調整
・他部署との相談、調整

・相談内容は多岐に渡る
・入院患者さんが安心して療養
できるよう院内連携も大切

15:00

病院・地域連絡会
医師・看護師・リハスタッフ・MSW・
保健師・ケアマネ等で多職種カン
ファレンス

ケースの情報交換、課題共有と
目的とし、定期的に開催

16:00 ○○○委員会
院内の委員会や会議にも出席
する（運営にも関わる）

17:00 電話対応・記録・翌日の準備 夕方に電話が集中します

18:00 退勤

19:30 同僚と飲み会 ストレス発散！！

大切にしている
こと、心がけ

話しかけやすい、相談しやすい雰囲気づくり（忙しくても、絶対にそう見せな
い）

やりがい クライエントの笑顔 ・ 人との出会いや繋がり

これからの目標 児童福祉分野でソーシャルワークをしたい！



とあるソーシャルワーカーの1日
【診療所に勤務／40歳代／女性】

主な業務内容
医療ソーシャルワーカー／診療所にかかる患者様、ご家族の相談業務、地域のネットワー
キング業務 などなど

必須アイテム
車（訪問診療を中心とした診療所なので）
携帯電話（医師、他事業所とのやり取りに必須です）

とある1日

時間 業務内容 コメント

8:30 出社
業務開始時間前にメール、前日までのカルテ、SWANネッ
トを確認

8:45
朝礼、朝の
ミーティング

医師、看護師と本日訪問診療に行く患者情報の共有、
連絡、前日の訪問患者の情報共有を行う

9:10 訪問

小規模多機能型居宅介護施設へ訪問。看取りの体制に
ついて管理者、ご家族とカンファレンス。
3日前に病院から退院した患者宅へ訪問。ご本人、ご家
族から、家での様子について心配なことや気がかりなことなど
についてうかがう。

12:00 帰社
昼食休憩

帰院した医師と午前中に訪問した患者の情報共有を行う
昼食休憩中に2件の電話対応

13:00
電話対応
相談
記録

介護支援専門員、訪問看護師から、患者様やご家族の
状況や様子について電話連絡
SWANネット確認
記録

相談
訪問診療利用をしたいという自宅療養されている方のご家
族からの電話相談

15:00
退院前カン
ファレンス

病院から退院予定の方の退院前カンファレンス
カンファレンス後、当院で訪問していた方の病室へお見舞い。
病棟看護師から現在の病状について情報提供いただく。

17:00 記録

18:00 ミーティング
医師とミーティング。退院前予定の患者の物品確認。本日
訪問した患者の情報共有。他事業所からの情報を基に、
当院の方針についてなど。

19:00 委員会参加
新潟県医療ソーシャルワーカー協会実習指導マニュアル作
成委員会に参加。

21:10 帰宅

大切にしている
こと、心がけ

面接はもちろん、電話やカンファレンスの間も、医療ソーシャルワーカーという専門職として居
ること（存在すること）。

やりがい
＊日常のささいなことでも、患者様やご家族と共に喜べたとき。
＊（10数年のソーシャルワーカー人生で1回しかありませんが）「あなたに会えて本当に良
かった」と言ってもらえたとき。

これからの目標 頑張って、認定社会福祉士（医療分野）取得を目指そうかな？？？



とあるソーシャルワーカーの1日
【総合病院地域連携支援室に勤務／40歳代／男性】

主な業務内容 ソーシャルワーク業務

必須アイテム 老眼鏡

とある1日

時間 業務内容 コメント

8:15 出勤
入院患者の担当MSWを
決める

8:27 朝礼
SW倫理綱領読み合わ
せをしています

8:30 昨日の申し送り ミニカンファレンス

9:00 病院フロアで外来受診患者の介助

10:00 患者家族・ケアマネに連絡調整

11:00 退院前カンファレンス開催 退院前の多職種協働

12:00
お昼と思いきや、病棟看護師から連
絡あり、面談へ

12:30 昼食

13:00 ケアマネから電話
ケアマネ連絡会から研修
について相談あり

13:20 病棟カンファレンス

14:00 保健所へセンターステーション会議 月1回の会議

17:30 次世代MSWを育てる会会議
人材育成を目的とした会
議

19:30 帰宅

大切にしている
こと、心がけ

ケースワークじゃなくて、ソーシャルワーク／ミクロレベルソーシャルワークとメゾ
レベルソーシャルワーク／寄り添う／要望をうけとめアセスメントしてニーズを
導き出す／聴くこと

やりがい 専門的援助関係の構築

これからの目標
すべての対人援助職が、寄り添い資源としてソーシャルワークを語れるソー
シャルワーカーになること



とあるソーシャルワーカーの1日
【療養型の病院に勤務／40歳代／女性】

主な業務内容 入退院の支援、時々、制度説明

必須アイテム
介護保険サービスガイド（市が出しているもの）
社会保障制度指さしガイド

とある1日

時間 業務内容 コメント

出勤前 犬と家族の世話
家族3人分のお弁当を作りま
す

8:30 出勤 MSWが3人います

8:45 事務所で朝礼
1日の予定を確認し合います
掃除もします

9:00～
17:00

担当病棟の空床状況に応じ、
色々と調整、記録
（※他の病院へ状態確認に
行くことも）

比較的、時間の流れがゆっくり
なので、割と自分のペースで業
務の調整ができます

大切にしている
こと、心がけ

①押しつけにならないこと
②専門用語は使わないようにすること
③穏やかに話すこと

やりがい
他人の人生に関わることで、多くの事を学べ、人として成長できるところ（成
長していけると信じています）

これからの目標
実習生を受け入れること（急性期と違い、多くの症例に対応する醍醐味は
ないですが、1つのケースにじっくり取り組み、より寄り添える時間が多く、その
大切さを伝えたい）



とあるソーシャルワーカーの1日
【特別養護老人ホームに勤務／30歳代／男性】

主な業務内容 生活相談員／ショートステイ利用者の相談援助

必須アイテム 書き込みしやすいコンパクトな手帳

とある1日

時間 業務内容 コメント

出社前 洗濯、子どもの保育園準備

8:30 送迎業務

10:00 申し送り

10:30
体調が優れない利用者の受診
の手配、連絡

開業医に状態を伝えたり、家
族に電話したりします

11:00
ケアマネージャーと来月の利用
予約について相談

12:00
食事の様子を見に行く
食事介助

13:00 昼食

14:00 新規利用者宅へ事前訪問
ご自宅でのクライエントの様子
や、家族の介護状況などをア
セスメントする

15:30 送迎

17:00 翌日入所する方への連絡など

18:00 基本情報の作成、記録など

19:00 退社

大切にしている
こと、心がけ

自分が支援すべき人は誰なのかを忘れないようにする！（本人？家族？
職員？施設全体？）

やりがい 良くも悪くも、利用者本人や家族から直接評価をいただける点。

これからの目標
業務をコンパクトに整理して、利用者と会話したり、散歩したりする時間を
増やしたい。



とあるソーシャルワーカーの1日
【特別養護老人ホームに勤務／40歳代／女性】

主な業務内容
生活相談員（入居者・家族・関係機関対応、連絡調整等）
介護支援専門員（ケアプラン作成、認定調査等）

必須アイテム 多職種の仲間からの情報

とある1日

時間 業務内容 コメント

8:30
業務開始
パソコンで入居者の記録（申
送内容）を確認

4ユニット毎の申送りが9:00
～介護現場で行われるため、
気になることは直接聞く

園内巡回
入居者への声かけ、様子確認
多職種との情報交換

10:00
認定調査
調査の実施、その後調査票の
作成

当市は委託業務で介護支援
専門員が行っている

12:00 昼食休憩♪
食後、畳で横になることが多い
ZZZ…

13:00
資料作成
翌日の委員会の準備

13:30
リハビリ補助
機能訓練指導員の補助
居室送迎

入居者とのコミュニケーションが
とれたり、様子が見えたり、大
切で楽しい時間

15:00 会議
同法人の他施設職員との情
報交換

16:00 会議録作成

17:20 業務終了
日によっては17:30～定例の
会議・委員会があることも

大切にしている
こと、心がけ

・職員間の情報共有
・プライベートな時よりもゆっくり話す ほか、バイステックの7原則！

やりがい
・対象者との相互プレーあるいは関わる人達とのチームプレーで、個人では
できないことができること
・AIには代替できないこと

これからの目標
本当は、只今、育児休暇中
職場を背負わなくても、業務以外でも、有資格者として充実した活動をし
ていきたい



とあるソーシャルワーカーの1日
【地域包括支援センターに勤務／40歳代／女性】

主な業務内容 高齢者に関わる総合相談…つなぐ仕事、支援するひとを支援する仕事

必須アイテム 五感＋α

とある1日

時間 業務内容 コメント

4:50 起きて身支度

5:00
関東の大学生息子ちゃんにモーニン
グコール

彼は本日、弓道の審査。
昇段できるといいね！

5:30
家を出て燕三条駅へ～途中朝食
ゲット

6:17 新幹線乗車

8:12 東京駅着

8:40 品川駅着
下調べしておいた「シティベーカリー」
で昼食用＆息子ちゃん用にパン購
入
スーパービジョン研修会場へ

美味しそう！だが、高っ！
都会の高級パン！

9:20
早く到着しすぎたためスタッフのお手
伝いに借りだされる

特権？！で好きな色のファ
イル（紅色）を選べた～

10:00 研修会開始～新潟県社会福祉士
会から他に2名参加
昼休み～美味しいお弁当が出る！
研修の続き

仲間がいるのは心強い♪
えっ、お弁当でるんだ！！
じゃあパンは明日の朝食
だ！

18:30 品川駅で審査終わった息子ちゃんと
待ち合わせ
息子ちゃんと夕食
東京駅まで送ってもらう♪

トマト・栗・お餅・ごぼうの天
婦羅が美味し～い！

21:40 最終新幹線で帰宅
デート終了（泣）
明日からまたがんばろう～
（今日は日曜日～）

大切にしている
こと、心がけ

立ちどまる 違和感をそのままにしない つなぐ ゆとり

やりがい こころの交流♪

これからの目標 理論を学ぶ 後輩を育てる



とあるソーシャルワーカーの1日
【地域包括支援センターに勤務／40歳代／男性】

主な業務内容

地域の高齢者の「よろず相談所」として、「さまざまな相談に応じて、介護保険
などの必要なサービスや関係機関に繋ぐ」「虐待や消費者被害に遭っている高
齢者、判断能力が低下してきた高齢者及び家族への支援」「住みなれた地域
でいつまでも元気で生活できるための支援やそのための仕組み作り」など

必須アイテム
温かい心と冷めた頭（つい頭もあっちぇなってしまうのですが…笑）、自分
自身の心身の健康

とある1日

時間 業務内容 コメント

6:00 起床・朝食 朝は基本的に米飯です

7:30 自宅を出る 職場までは車で40分ほど

8:10
出勤
事務処理、電話対応など

1日のスケジュール、メールや書
類の確認、記録の作成など。
面談後の記録が追い付かない
こともしばしば。

10:00

民家を再利用した地域の集落セ
ンターへ行き、区内の3つの包括
合同で開催する「高齢者虐待勉
強会」に使う動画を撮影、勉強
会の内容検討

「自分たちで動画を作ってしま
え！」ということで、私は妻を虐
げる夫の役…

12:30 昼食・休憩
昼食は事務所で食べます。途
中、電話対応も。

14:00 訪問・面談
家族全員の支援が必要なケー
ス。この日初めて自宅へ伺った。

16:00 事務処理、電話対応など
記録の作成、包括主催の研修
会の案内作成・発信、電話、
メールなど

17:50 退勤

19:00
新潟駅前で社会福祉士仲間と
交流会

おいしいもつ鍋とビールをお供に
「親の介護」について語り合う

22:00 帰宅 家事を手伝ってから入浴

23:30 就寝

大切にしている
こと、心がけ

「人のプラス面」を見るようにする、支援の中での自分の言動に根拠を持つ、
笑顔！

やりがい
クライエントやその周囲の皆様（支援者も含めて）の「よかったね」に出会え
た時

これからの目標 「あなたに相談して良かった」と思っていただけるSWになりたいですね



とあるソーシャルワーカーの1日
【就労移行支援事業所に勤務／30歳代／女性】

主な業務内容
利用者と作業を行う中で、一般就労に必要なマナー・作業スキルの向上を
サポートする。
利用者らしい働き方を共に考え、職場探し・働き続けるための相談援助。

必須アイテム 聞きとりメモノート

とある1日

時間 業務内容 コメント

出勤前 朝食・弁当作り
作れる時は弁当を作り、夫と食事をと
る

8:00 出勤 自主事業のパン袋詰め

9:30 利用者と作業

調子・作業理解や精度や速度・コミュ
ニケーション・目標への取り組み姿勢
などを観察。
必要があれば声掛けを行う。

10:45
利用者Aの面談
（本日頓服服薬。経緯の聞
き取り）

Aさんは1人でないとじっくり考えられな
いところがあり、1人で振り返られるよう
内容を書面化し、渡す。

11:15 事務作業 面談記録やニュースチェック

12:00 昼食

13:00 商品パンフレットの作成 自主事業のパンフレットを作成

15:30 洗濯 利用者が着用した作業着の洗濯

16:00 事務作業
利用者の記録、面談の資料作成な
ど

17:00 退勤・帰宅
妊娠中のため、早めに帰宅
眠気が強いため21時頃就寝

大切にしている
こと、心がけ

利用者がどうしたいのか、コミュニケーションを交わしながら自身の予想とのズ
レを修正していくこと。利用者の意欲に問いかけるツールを考えること。

やりがい
様々な考え方・捉え方・発信の仕方を知ることができる。コミュニケーションを
とるうちに、相手が何を言いたいのか、また相手に伝わりやすい伝え方がわ
かってくる。

これからの目標
障がいの枠を越えて、1人1人が異なることを踏まえた関わり方が大切である
こと。また互いに異なる中で、どのように折り合いをつけて共に暮らすかについ
ての啓発活動に取り組みたい。



とあるソーシャルワーカーの1日
【生活困窮者自立支援機関に勤務／60歳代／男性】

主な業務内容 生活困窮者への自立支援事業

必須アイテム 携帯、手帳とボールペン、各種書類の入ったリュック、車両

とある1日

時間 業務内容 コメント

5:45 起床、メールチェック等
アラームは5:45だが、それ以前に起床することが多
い。起床後、熱い緑茶を飲む

6:45 自宅出発 春から秋は通勤・移動にバイクを使う

7:00
喫茶店でモーニングコー
ヒー

常連なので、店員には「いつもの」で通用。好みはア
メリカン。

7:30 喫茶店出発 7時半からはモーニングレーン。

8:45 朝礼
45分かけて全員で前日の業務を振り返り、当日の
予定を確認する。

9:30 朝礼終了、移動 「現場」は区内一円につき、移動が頻繁

10:00 担当区役所で面談 電話では話が進まず、まずは面談から

10:45 面談終了、移動 またしても移動

11:00 利用者宅訪問 利用者のお宅を訪問することで見えてくるものがある

11:45 訪問終了、移動 慌ただしくもまた移動

12:00 昼食休憩と移動
事務所外で食事の際は名店巡り。時には西蒲・白
根方面まで。

13:00 職場に戻り、事務処理 訪問、面談後は記録に専念したいところだが…

13:30 移動 さすがに移動疲れだ

14:00 担当区役所でカンファ 支援に際しては、他機関との協議が不可欠だ

15:30 カンファ終了、移動 今回のカンファ出席者は4人と、過去最少

16:00
職場で事務処理
職員と協議

若手職員が多いので、自信を持って仕事に取り組
めるようにする必要がある

17:45 退勤
夕方になると「電池が切れる」タイプなので、やむを
得ない場合を除き基本的に残業はしたくない

18:15 帰宅、夕食
和食好み。若い頃からの修行で腹八分で済ませら
れるようになった。

19:00 入浴 夏場はシャワー。30分は長湯？

19:30 読書等 ノンフィクションと時代小説を愛読

21:00 就寝 質の高い仕事をするには質の良い睡眠が重要

大切にしている
こと、心がけ

相談者とりわけ困窮している方々への敬意を忘れないこと

やりがい 相談者の方が自立に向かって歩み出す姿に接すること

これからの目標 死ぬ数日前まで働き続け、老齢年金を受給しないこと



とあるソーシャルワーカーの1日
【地域生活定着支援センターに勤務／50歳代／男性】

主な業務内容 身寄りや住む場所がなく刑務所へ入った方（高齢者、障がい者）の支援

必須アイテム Google（検索、MAP、カレンダー）、カメラ（記録）

とある1日

時間 業務内容 コメント

6:20 朝起きて朝食、子どもを送迎 送迎はときどき

7:30 職場の駐車場で寝る

8:30 出勤、朝会

8:40 車で移動
※県外へも月1～2回行きま
す

10:00 少年院訪問、面接
少年は時々で、成人の方の
支援のほうが多い

12:30 その街で昼食 県内外での昼食は色々

13:30 車で移動
2人での移動の時は運転を交
代し助手席で電話対応をしな
がらのこともあります

15:00
事務所に戻り、電話対応、記
録、郵送など

福祉・行政関係者だけでなく、
司法関係者との連絡・連携も
あります

17:30 退社
トラブルがない時は早めに帰っ
てます。時には夜に…色々で
す。

19:00 子どもの送迎、帰宅

大切にしている
こと、心がけ

・非審判的態度
・長いものに流されない

やりがい
昨年までの非常識を変えていく、非常識が変わっていく（そこに名が残らな
い）

これからの目標
・年をとっても「俺に言わせれば」を言わない人間になる
・裏方としてワーカーを支える
・（ケンカしない）



とあるソーシャルワーカーの1日
【教育委員会に勤務／30歳代／男性】

主な業務内容 スクールソーシャルワーク

必須アイテム 万年筆（青インク、かっこいいでしょ）

とある1日

時間 業務内容 コメント

5:30 起床

6:00
息子とランニング／キャッチボー
ル

息子が希望する限り続けた
い！

7:00 朝食準備

7:30
小学校登校見守り／犬の散
歩

PTA会長なので…

8:00
掃除／洗濯
専門学校の講義資料作成

朝が一番集中できます
朝ランの後で頭も高速回転！

9:30
教育委員会出勤
メール処理／電話対応／記録
作成等

いつもギリギリに出勤します

14:00
学校訪問
教員や関係機関とケース会議
生徒／保護者と面談

ようやく本業に入った感じです

18:30 職能団体役員会
白熱する？議論
ソーシャルワークの未来の為
に！

20:30 帰宅／晩酌 とりあえずビール🍺！

大切にしている
こと、心がけ

これがベスト！と決めつけないこと。
時間軸や状況に伴って選択肢は変わりますので、想定外のことが起こる可
能性や、自分が間違っている可能性を常に念頭に置きながら仕事をしてい
ます。

やりがい ポジティブな変化の手応え。個人で、職場でも、地域でも、社会でも。

これからの目標
スクールソーシャルワーク分野で活躍する社会福祉士の増加。また、そうした
ことも含めたソーシャルアクションを仕掛け続けたいです。



とあるソーシャルワーカーの1日
【相談支援事業所に勤務／30歳代／女性】

主な業務内容
障がい者の人たちが地域や施設、事業所等でサービスを利用したり、生活
をするために調整、相談をおこなう

必須アイテム
メモ用紙、ふせん、手帳、三色ボールペン、名刺、腕時計、
お茶（マイボトル）、笑顔☺とキャンディー、チョコなど

とある1日

時間 業務内容 コメント

8:30 出社
施設の清掃（事務所、相談室）、
車のキズ・ライトのチェック

9:00 朝会 事務所内でケース共有をおこなう

9:30
メール確認、電話調整、
訪問準備

10:00～
11:30

移動→就業支援セン
ターへ新規相談

就職希望者がいるため、相談と情報
提供へ

11:30～
12:30

電話相談1件、日程調
整2件

13:00 プラン説明
ご利用者へプラン説明し、署名をも
らう

13:30
移動し、民生委員定例
会へ

民生委員さんたちへ事業所のPR、
チラシ配布

14:30 職場へ戻り、休憩

15:30 電話、記録等

16:00 移動し、モニタリング ショートステイ利用のモニタリング

17:00
事務所へ戻り、業務日
誌入力

17:30 退社

18:00 帰宅し、夕食、入浴

大切にしている
こと、心がけ

・支援者の世代が広いため、その世代ごとに言葉や対応を工夫している＝
「個別化」をできるようケースに関わっている。
・社会福祉士として初心を忘れないようにしている。
・身だしなみをしっかりすること！！

やりがい
・ご本人に、ひとつでもできることが増えて「相談して良かった」と言われた時
・上司と困難ケースに対応している時や、行政・他機関と連携している時

これからの目標 成年後見人を目指したい



とあるソーシャルワーカーの1日
【障害者相談支援センターに勤務／40歳代／女性】

主な業務内容
障害者のケアプラン作成・生活上の困りごとよろず相談
社会福祉士として成年後見受任

必須アイテム アナログですが…スケジュール帳

とある1日

時間 業務内容 コメント

6:00～
8:15

旦那さんと子どものお弁当作り
朝食づくり、洗濯
旦那さんと子ども送り出し、高校へ
送迎

毎日まいにち2個の愛情満
点弁当！
朝は戦いです(;’∀’)

8:30 出勤、事務所の掃除、移動 出勤時間は徒歩1分

9:00～
12:00

市内障害福祉事業所初任者研
修の運営

いま力を入れている人材育
成！これは必須！！

12:30 事務所に戻り昼食 ほっと一息

13:30 利用者宅・事業所訪問3件
サービス等利用計画の確認
やモニタリングを実施

16:30
被後見人のケアマネさんと打ち合
わせ、被後見人訪問

被後見人が急な体調不
良！
支援者と共に動きます

18:00
～

自分の取り組んでいる支援団体の
会議

東京で実施されている会議
にスカイプで参加

21:00
会議終了、帰宅
家族との時間
片付け、洗濯等家事

仕事終わりの一杯🍺はたま
りません！！
家族の笑顔に癒されます♪

大切にしている
こと、心がけ

相手の思いを大事にすること。
あきらめないで可能性を信じていくこと。

やりがい
関わる方々の人生に寄り添えること。多くの方々の伴走者となれること。
困ったり、悩んだりもするけど、その先の笑顔を見ることができること。

これからの目標
利用するみなさんの生活や人生が今そこにあることをいつも忘れず、全力で
考え、アクティブに動けるソーシャルワーカーになりたい。利用してよかったと
言ってもらえる事業所作り。



とあるソーシャルワーカーの1日
【職能団体事務局に勤務／30歳代／女性】

主な業務内容
職能団体が行う各種事業・活動に関する事務
会員や関係機関からの問合せ対応 など

必須アイテム スマホのスケジュールアプリ、パソコン

とある1日

時間 業務内容 コメント

7:00 朝食、夫の送り出しなど

8:30 出勤 メールチェック・返信から業務開始

9:30
県社協担当者と打ち合わ
せ

成年後見利用促進について

11:00
電話対応
事務作業

打ち合わせから戻ると「電話ありま
した」メモがいっぱい。折り返しの電
話連絡をします。会員さんや役員
との連絡、虐待対応専門職チーム
活用相談など

13:00 昼休み 余裕がある日は食後に読書タイム

14:00 事務作業 メール返信、文書作成など

15:00 県担当者と打ち合わせ
この日は高齢福祉保健課さんとの
打ち合わせでした

16:00
電話対応
事務作業

打ち合わせ後、デスクには「電話あ
りました」メモがいっぱい（ふたた
び）。研修の問合せや第三者評
価の問合せなど

17:30 研修準備
資料作成や受講決定通知発送
など、研修運営の作業はたくさん

19:45 退勤

20:00 帰宅・夕食準備 夫とゆっくり自宅で食事をとります

大切にしている
こと、心がけ

電話対応は感じよく！会員さんが事務局に電話をしたり訪ねてきたりしやす
い雰囲気となるように。

やりがい
事業・活動の企画や運営を通じて多くのソーシャルワーカーの皆さんと「ソー
シャルワーカーの支援の質」や「福祉サービスの質」などを追求する面白さ

これからの目標 もっと効率よく仕事をして残業時間を減らしたいです


