2019 年 1 月

2018 年度 社会福祉士・精神保健福祉士全国統一模擬試験訂正表
この度、2018 年度全国統一模擬試験に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のように訂正くだ
さいますようお願い申し上げます。
該当頁

解説書 109 頁

解説書 109 頁

解説書 137 頁

解説書 147 頁

解説書 161 頁

解説書 213 頁

解説書 225 頁

該当箇所

誤

正

問題 66

査察指導員は、業務に支障がな
い場合に限り、現業員との兼務
を認められている。

所長は、職務の遂行に支障がない場
合において、自ら現業事務の指導監
督を行うときは、査察指導員との兼
務が認められている。

○４ 設問文に記すとおりであ
る。査察指導員は本来の業務に
支障がない場合に限り現業員と
の兼務が認められ，ケースを担
当することができる（同法第 15
条第 1 項）。

○４ 社会福祉法第 15 条第 1 項に
基づき、所長が、その職務の遂行に
支障がない場合において、自ら現業
事務の指導監督を行うときは、査察
指導員、現業員、事務所員を置くこ
とを要しない。

○１

×１
自宅にある衣類を持参することは法
律行為ではないため事務として行え
ないが、衣類を購入することは法律
行為に当たり可能であるため、選択
肢全体としては誤りである。

公益財団法人日本社会福祉会

公益社団法人日本社会福祉士会

一般社団法人日本社会福祉士会

公益社団法人日本社会福祉士会

選択肢 4

問題 66
選択肢考察 4

問題 80
選択肢考察
1
問題 85
アプローチ
4～5 行目
問題 94
アプローチ
3～4 行目

問題 132
選択肢考察
2

指定居宅介護支援は、都道府県
の指定を受けるが、一部、市町
村の判断により基準該当サービ
スの提供が認められる。

問題 139

原則は非常勤であるが、相当の
知識経験を有するものは、常勤
とすることができる（第８条第
３項）。

選択肢考察 2
2～4 行目

居宅介護支援は、市町村の判断によ
り基準該当サービスの提供が認めら
れる。また、基準該当サービスと
は、居宅サービス事業者や居宅介護
支援事業者としての指定要件を満た
していなくとも、市町村が、当該事
業者のサービスが一定の水準を満た
すと認めた場合、保険給付の対象と
できる制度のことである。
※ちなみに居宅介護支援事業者の指
定権限については、2018 年 4 月よ
り、都道府県から市町村に移譲され
ている。
常勤・非常勤については、規定され
ていない。平成 29 年 4 月１日施行
の「母子及び父子並びに寡婦福祉
法」の改正により、第８条第３項か
ら非常勤の規定は削除されている。

◆問題 66 は、解が得られなく上記の通り変更するため、不適切問題として一律加点となります。
◆問題 80 は、２つ選ぶ設問に対して正解が１つのみとなるため、不適切問題として一律加点となります。
株式会社テコム 福祉教育カレッジ／模試編集グループ

2019 年 1 月

2018 年度 精神保健福祉士全国統一模擬試験訂正表
この度、2018 年度全国統一模擬試験に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のように訂正くだ
さいますようお願い申し上げます。
該当頁

解説書
108 頁
問題 76
選択肢
考察 5
3～7 行
目

解説書
113 頁
問題 79
選択肢
考察 1

誤

正

5○ 記述のとおり。グループホームの設置場
所として，入所施設および病院の敷地外を立
地場所とすること，住宅地または住宅地と同
程度に利用者の家族や地域住民との交流の機
会が確保される地域にあることとされてい
る。ただし，指定共同生活援助（地域移行支
援型ホーム）の特例として，一定の要件を満
たす場合は，地域移行への通過的な居住の場
として病院の敷地内での設置が認められてい
る（障害者総合支援法に基づく指定障害福祉
サービスの事業等の人員・設備及び運営に関
する基準の一部を改正する省令）。

5○ 記述のとおり。グループホームの設置場
所として，入所施設および病院の敷地外を立
地場所とすること，住宅地または住宅地と同
程度に利用者の家族や地域住民との交流の機
会が確保される地域にあることとされてい
る。V 介護医療院や W 精神科病院の敷地内にグ
ループホームが設置されている場合、それは
指定共同生活援助（地域移行型支援ホーム）
であり、同ホームの利用者は１年以上の長期
入院患者でなければならないという要件があ
るため、入院期間３か月の J さんはこれを利
用できない。よって J さんが利用できるグル
ープホームは、V 介護医療院や W 精神科病院の
敷地外の地域に設置されていなければならな
い。

1○ 記述のとおり。対象者は，ハローワーク
での求職相談・職業相談において同制度を紹
介された日の前日時点で，離職している期間
が 1 年を超えており，パートやアルバイト等
を含め，一切の就労をしていないことが要件
となる。

1× 障害者トライアル雇用では、6 か月を超
えることが要件であり、さらにはその要件を
満たさなくても他の要件に該当することで受
給要件を満たすことが可能である。紹介日の
前日までに離職している期間が 1 年を超える
ことは、一般トライアル雇用の要件（下記参
照）である。
【参考】
厚生労働省：トライアル雇用助成金（一般ト
ライアルコース）

障害者短時間トライアル雇用に代わってから
は，助成金としてトライアル雇用者 1 人につ
き月 2 万円（最長 12 か月）に減額された。

障害者短時間トライアル雇用に代わってから
は，助成金としてトライアル雇用の受給額
は、トライアル雇用支給対象者 1 人につき月
額最大 4 万円（最長 12 か月）となっている。

5× 精神障害者を初めて雇用する場合は，助
成金の支給額は 1 人当たり月額最大 8 万円
（最長 3 か月）である。精神障害者は最大 12
か月トライアル雇用を設けることができる
が，助成金の支給対象期間は 3 か月間に限ら
れる。

5× 精神障害者を初めて雇用する場合は月額
最大 8 万円、最長 3 か月であったが、2018
（平成 30）年 4 月より、最初の 3 か月は月額
最大 8 万円、その後の 3 か月は月額最大 4 万
円の、6 か月最大 36 万円に拡充されている。
精神障害者以外の障害者は、原則月額最大 4
万円（最長 3 か月）である。

解説書
113 頁
問題 79
選択肢
考察 2
4～5 行
目
解説書
114 頁
問題 79
選択肢
考察 5

◆問題 79 は、不適切問題として一律加点となります。
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第 31 回介護福祉士全国統一総合模擬試験「第 2 回応用編」訂正表

この度，第 31 回介護福祉士全国統一総合模擬試験「第 2 回応用編」の問題集お
よび解説書に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに，下記の
ようにご訂正くださいますようお願い申し上げます。

該当頁
問題集
（午前）

23 頁
解説書
91 頁

訂正箇所

誤

正
個別援助計画

問題 63
問題文および
選択肢 1・３
選択肢考察１・５

個別支援計画

※事例の G さんは高齢
者のため、障害領域で
作成される個別支援計
画ではなく、個別援助
計画が作成されます。

問題集
（午後）

11 頁
解説書
143 頁

問題 102
問題文および
選択肢考察 4

臥位

仰臥位

※問題 102 は正解となる選択肢が複数あるため、全員正解とします。
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