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平成 22 年 12 月 27 日パーソナル・サポート・検討委員会 資料 
 
 

「パーソナル・サポート・サービスの制度化に関する調査」 
中間報告（類似事例等ヒアリング調査結果報告） 

 
 

(社)北海道総合研究調査会 
 
 
１．調査の概要（仕様書の一部抜粋） 
・ パーソナル・サポート・サービスについて、Ｈ２２年秋から開始されるモデル・プロジェク

トの実施団体の協力を得て、パーソナル・サポート・サービスの概念整理、各種制度との関

連性、必要性等を明らかにする。 
・ 類似事例調査、担当者調査、サービス機能の抽出、記録フォーマット、概念整理に向けた課

題の整理等が業務内容。 
 
 
２．ヒアリング実施概要 
①日程 

 
②ヒアリング実施者 
・ (社)北海道総合研究調査会（HIT） スタッフ４名 
・ 田中千枝子氏（日本福祉大学社会福祉学部教授、HIT ヒアリング調査の実務支援） 
 
③ヒアリング内容 
・ ＰＳ類似事例（各団体５事例ずつ） 
・ サービス類似事例担当者ヒアリング 
 

日にち 対応団体 ヒアリング場所 
11/18 NPO 法人地域生活支援ネットワークサロン 札幌市 
11/25、26 市民で創るヨコハマ若者応援特区実行委員会 横浜市 
12/2、3 ライフ＆ジョブカフェ京都 京都市 
12/8、9 NPO 法人北九州ホームレス支援機構 北九州市 
12/9、10 財団法人沖縄県老福協 那覇市 
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３．調査結果概要 
 
■調査・分析のフロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※①～⑥を次ページ以降抽出 

 
 
■主な対象者の変化 
 

当事者 支援前 支援の影響後 

30 代／男性 

借金や横領により知人関係者に暴行を頻
繁に振るわれ、自宅での生活が不可能な
状態になる。他者に厳しい態度をとるな
ど、精神的に不安定な状態。 

生活支援をベースに、生活保護申請、実
地研修、他者とのかかわりと通じて、生
活と気持ちが安定。人の役に立つ仕事を
探す気持ちも生まれてきている。 

10 代／男性 

非行行為で鑑別所へ入所、その後、児童
自立支援施設へ。問題行動が多く、善悪
の判断もつかない状態で家族のサポート
が困難な状態。 

基本的な感情感覚が身につき、家族に対
する感謝の気持ちも。就労意欲も出てき
て、ハローワークで自ら職を見つける。
今は、自立するという目標を立てる。 

 

25事例（合計人数　27名）

本人の状況 アセスメント・判断
ミクロ

具体的な支援

メゾミクロ

具体的な支援

メゾ

組織的対応
（事務局機能？）

06年冬

入所当時は問題をよく起こし、人との関
係性の構築がうまくいってなかった。ま
た、善悪の判断もついていなかった。

（釧路③）男性（18歳）Ｍ氏

釧路の児童相談所

小さい頃から、落ち着きがない状況で、祖父母も育て方に悩んでいたところもあり、釧路の児童相談所へ相談をしていた。Ｍ氏が中
学３年の夏頃、ホームセンターで万引きをして警察に捕まった。それまでにも、家族の財布からお金を盗んだり、車上荒らしをしたりと
悪事を行っていたのだが、その都度強い折檻を受けていたこともあり、この万引きの際には、自らが児童相談所へ連絡した。その後、
大沼にある「児童自立支援施設」（06年冬）へ入所することとなり、そこで、１年半寮長先生と小舎制の中過ごし、2008年5月頃（当時
16歳）から釧路のネットワークサロンが引き継ぐこととなった。

インテークま
での経緯

父、祖父、祖母の３人家族で生まれてから釧路出身。軽度の知的障害があるということで、療育手帳を所有しているが、特段日常生

活に大きな支障はない。父と同居していたが、うまく子どもとコミュニケーションが取れなかった模様で、虐待もあり、主に祖父母に育
てられた。

プロフィール

小さい頃から、落ち着きがない状況で、祖父母も育て方に悩んでいたところもあり、釧路の児童相談所へ相談をしていた。Ｍ氏が中
学３年の夏頃、ホームセンターで万引きをして警察に捕まった。それまでにも、家族の財布からお金を盗んだり、車上荒らしをしたりと
悪事を行っていたのだが、その都度強い折檻を受けていたこともあり、この万引きの際には、自らが児童相談所へ連絡した。その後、
大沼にある「児童自立支援施設」（06年冬）へ入所することとなり、そこで、１年半寮長先生と小舎制の中過ごし、2008年5月頃（当時
16歳）から釧路のネットワークサロンが引き継ぐこととなった。

インテークま
での経緯

父、祖父、祖母の３人家族で生まれてから釧路出身。軽度の知的障害があるということで、療育手帳を所有しているが、特段日常生

活に大きな支障はない。父と同居していたが、うまく子どもとコミュニケーションが取れなかった模様で、虐待もあり、主に祖父母に育
てられた。

プロフィール

事例整理

市役所も協力的に対
応

トライアルで受け入れ（08年春）

生活支援（住居の
提供）及び随時相
談に乗る体制

・生活面の建て直しが目標。
・小舎制で寮長先生達との共同生活

児童自立支援施設へ入所

08年5月頃、退所へ

基本的な感情感覚が身について、家族
に対する感謝の気持ちも出てきた。

ネットワークサロンへ
礼儀正しいが、最初からの就労は難し
いと判断。

３ヶ月程度、車工場で経験を積む

生保申請手続き

■有効だった･成功したと思う支援方法
・冬月荘でも細かいトラブルが多数あるが、ひとつ一つ自身が行った行為について「振り返りの場」をつくり、人のせいにした時にはその人の立場になった気持ちを考
えるよう促したり、悪いことをした場合は自身に悪いことをしたんだと認識させるように、時間をかけて話し合いの場を設けている。そのことが、父親の子どもに対する
態度も変えることとなった。
・児童自立支援施設で基本的な生活習慣が身についており、さらに、児童自立支援施設⇒児童相談所⇒ネットワークサロンのルートがある程度確立されており、引継
ぎもスムーズに行うことができた。

施設に慣れて来た

07年春ごろ

自分のことを本気で心配してくれる人
（寮長先生）がいるということに気付き
はじめた。

07年冬ごろ

・自分以外は全員敵と思っているところ
があり、自分が行う行為が、周りにどの
程度影響を与えるかがわからない状況。
・他人との基本的信頼が崩壊

釧路の児童相談所

退所後の行き先として、ネットワークサロンを打診

退所後釧路で働きたいという思いが強
くなる。

冬月荘での受け入れ

アセスの引継ぎ

本人の得意・不得意、大沼での状況、
本人への事情説明方法など、詳しく引
き継ぐことができた。

療育手帳手続き 釧路の児童相談所

就労したい、1人暮らしをしたいという欲

求。

礼儀正しいが、最初からの就労は難し
いと判断。

実地研修

就労支援（ハローワーク同行等）

水産工場へ就職が決まる。１日目はス
タッフも一緒に経験。

無断欠勤から退職

就労移行支援事業 関係団体での実施

障害者と扱われることに嫌悪感、仕事
している気がしないということで退職

09年2月頃

作業所での作業。

祖父の死去

09年11月頃

自らがハローワークに行き、駐車場で
の仕事を探してきて就労へつながる。

10年春頃

就労が長続きしないことや、他住人
とのトラブル、喫煙、家賃支払いトラ
ブル等はあるが、その都度、相談に
乗りで、トラブルを引きずることもな
く、本人もそのことを自覚している模
様。

トラブル対応（振り返りの場）

「必要とされている」ことを純粋に実
感し、仕事に生きがいを感じている

トラブル対応（振り返りの場）

警察・裁判所対応

無免許スピード違反による警察・裁判
所同行対応。無免許スピード違反で捕まる。父親に

強く叱られると思いながらも、自ら父親
に報告。父親は激怒することなく、スタッ
フに迷惑をかけるなと諭す

10年7月頃

本人とスタッフとの信頼関係を父親
も認めてくれている模様。

20歳になったら自立するという目標を

立てている

・
・
・
・
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えるよう促したり、悪いことをした場合は自身に悪いことをしたんだと認識させるように、時間をかけて話し合いの場を設けている。そのことが、父親の子どもに対する
態度も変えることとなった。
・児童自立支援施設で基本的な生活習慣が身についており、さらに、児童自立支援施設⇒児童相談所⇒ネットワークサロンのルートがある程度確立されており、引継
ぎもスムーズに行うことができた。

施設に慣れて来た

07年春ごろ

自分のことを本気で心配してくれる人
（寮長先生）がいるということに気付き
はじめた。

07年冬ごろ

・自分以外は全員敵と思っているところ
があり、自分が行う行為が、周りにどの
程度影響を与えるかがわからない状況。
・他人との基本的信頼が崩壊

釧路の児童相談所

退所後の行き先として、ネットワークサロンを打診

退所後釧路で働きたいという思いが強
くなる。

冬月荘での受け入れ

アセスの引継ぎ

本人の得意・不得意、大沼での状況、
本人への事情説明方法など、詳しく引
き継ぐことができた。

療育手帳手続き 釧路の児童相談所

就労したい、1人暮らしをしたいという欲

求。

礼儀正しいが、最初からの就労は難し
いと判断。

実地研修

就労支援（ハローワーク同行等）

水産工場へ就職が決まる。１日目はス
タッフも一緒に経験。

無断欠勤から退職

就労移行支援事業 関係団体での実施

障害者と扱われることに嫌悪感、仕事
している気がしないということで退職

09年2月頃

作業所での作業。

祖父の死去

09年11月頃

自らがハローワークに行き、駐車場で
の仕事を探してきて就労へつながる。

10年春頃

就労が長続きしないことや、他住人
とのトラブル、喫煙、家賃支払いトラ
ブル等はあるが、その都度、相談に
乗りで、トラブルを引きずることもな
く、本人もそのことを自覚している模
様。

トラブル対応（振り返りの場）

「必要とされている」ことを純粋に実
感し、仕事に生きがいを感じている

トラブル対応（振り返りの場）

警察・裁判所対応

無免許スピード違反による警察・裁判
所同行対応。無免許スピード違反で捕まる。父親に

強く叱られると思いながらも、自ら父親
に報告。父親は激怒することなく、スタッ
フに迷惑をかけるなと諭す

10年7月頃

本人とスタッフとの信頼関係を父親
も認めてくれている模様。

20歳になったら自立するという目標を

立てている

・
・
・
・

タイムライン化

○プロフィール

○インテークまでの流れ

○本人の状況の変化

○アセスメント・判断

○支援策（ミクロ・メゾ）

○事務局対応

整理の主な視点

①インテーク

⑤事務局機能

②アセスメント

・判断

③具体的な

支援
（支援モジュール）

④評価

一般的な支援の流れ

類
似
事
例
の
可
視
化

⑥支援者（パーソナル・サポーター）の基本的な資質・能力
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①インテーク 

 
■他機関・関係者からの相談、紹介 
＜行政機関＞ 
○ 福祉事務所（生活保護担当ＣＷ）からの相談 
○ 警察からの相談 
○ 障害者支援センター（行政）の相談員からの相談 
○ 児童相談所及び児童自立支援組織からの相談 
○ スクールソーシャルワーカーの活動の一環（教員からの相談）で発見 
○ 障害者総合支援センターからの相談 
○ 自治体の就職相談窓口からの紹介 
 
＜支援者ネットワーク＞ 
○ 県外のソーシャルワーカーからの相談 
○ 知人である保健師 
○ 普段から連携している支援団体からの相談 
○ 教育研究所からの紹介 
○ 普段から連携している司法書士からの紹介 
 
■アウトリーチ型 
○ 炊き出しでの相談事業（生活、法律等）での相談 
○ 巡回パトロールでの相談 
 
■当事者からのアプローチ 
○ チラシやＷＥＢサイト等を見て支援センターの相談窓口に電話や直接来訪 
 
 
②アセスメント・判断 

 
■アセスメントの項目 
○ 身体の健康状態 
○ 精神状態・気分 
○ 衣食住の状況 
○ 生育歴 
○ 社会との関わり（仕事、制度支援の有無、家族関係） 
○ 対人関係（誰と繋がっているか） 
○ コミュニケーション能力 
○ 経済問題 
○ 制度活用の手続き 
○ 就労状況 
○ 教育 
 
■アセスメントの方法 
○ 本人からの話 
○ 関係機関からの情報 
○ 生活実態からの把握 
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③具体的な支援＝「支援モジュール」 

 
調査した 25 事例に含まれていた支援内容を、特定の目標を達成するために用いられる一連の支

援方策群（支援モジュール）という形で抽出した（下表）。 
現実の支援においては、さらに幅広く多様な支援モジュールが存在すると考えられ、これを豊

かに持つことができるほど、個別性、包括性の高い支援の可能性が高まると考えられる。 
 
 
 
ｶﾃ
ｺﾞﾘ 

支援モジュール例 
内 容 

大分類 中分類 

健
康
確
保
支
援 

健康状態確認 メディカルチェック 関係医療機関との連携 

心理相談支援 臨床心理士等による対応 

療養支援 通院・入院の手続等支援 病院への付き添い・見学 

服薬管理 病院、施設、訪問看護、社協等による 

診察支援 同行、医師・看護師とのとの情報共有 

食の支援 食事の提供 緊急一時支援、定期的な支援 

買物支援 付き添い支援 

アルコール依存症支援 病院・団体の紹介 アルコール依存症関係団体の紹介 

生
活
基
礎
支
援 

金銭管理 緊急時支援 電車代、週末の宿泊代、食事代サポート 

借金返済支援 司法書士、弁護士等専門家サポート 

生活再建（生活費の計画的

な支出） 

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁

護事業）などの活用による金銭管理 

生活保護申請支援 手続き支援 ケースによって同行/単独対応サポート 

住まいの提供 

（転居支援） 

一時的な中間支援施設 中間支援施設での共同生活 

緊急宿泊事業・シェルター 緊急時における住居の提供 

アパートの提供転貸物件 保証人確保に難がある人への住居の提供 

転居初期費用サポート 転居時に必要なものを揃えるための費用

貸与 

不動産付き添い 物件探しに関するサポート 

住宅手当支給事業支援 各種住宅手当事業への申請サポート 

雇用促進住宅の提供支援 雇用促進住宅の一時入居にかかるサポー

ト 

保証人会社の登録支援 保証人登録会社の手続きサポート 

生活活動 料理実習 料理教室等による実習体験プログラム 

口座開設サポート 銀行口座開設のサポート 

衣服の支援 衣服の提供 衣服の提供 

制
度
支
援
へ
の
つ
な
ぎ 

各種手帳取得支援 身障手帳、精神障害者保健福

祉手帳、療育手帳取得支援 

医療機関や専門家との連携を踏まえなが

ら、手帳取得に向けた手続き 

介護支援へのつなぎ ケアマネジャー等へのつな

ぎ 

介護保険制度を必要と判断された際のつ

なぎ 

他支援機関へのつなぎ 他支援機関の紹介 発達障害支援センター、若者サポートス

テーション、フリースクール等他関係支

援機関へのつなぎ 

 

「支援モジュール」の定義：特定の目標を達成するために用いられる一連の支援方策群 
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ｶﾃ
ｺﾞﾘ 

支援モジュール例 
内 容 

大分類 中分類 

就
労
支
援 

就労支援 求職活動サポート 相談、ハローワーク等への付き添い、求

職者情報の提供、履歴書作成指導、面接

練習、資格取得サポート、適正診断等 

実地研修・職業体験プログ

ラム 

インターンシップ等職場体験プログラム

を受けることによる就労訓練 

ボランティア体験 社会参加体験 

就労移行支援 障害認定された場合の選択肢のひとつ 

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 障害認定された場合の選択肢のひとつ 

就労継続支援 フォローアップ 電話、手紙、面談等による相談、アドバ

イス 

社
会
性
醸
成
支
援 

社会参加支援 社会参加支援 ボランティア体験等他者とのかかわり 

家族調整 親族へのアプローチ支援 親族への連絡、確認 

外出支援 外出支援 散歩、付き添い 

登校支援 フリースクールサポート 

社会的トラブルへの対応 警察対応 情報の共有化、事件処理 

鑑別所対応 情報の共有化、退所後サポート 

刑務所・厚生施設対応 情報の共有化、退所後サポート 

裁判所対応 付き添い、手続きサポート 

 
 

④評価 
 

■評価の内容 

○ 目標に対しての達成度の確認 

○ 適切な支援がされているかどうか 

○ スタッフ、関係者の役割の確認 

○ 今後どのような支援を提供すべきか 

○ 再アセスメント 

 

■評価の形式 

○ 関係者会議（ケースカンファレンス、ケース会議…） 

○ 定例スタッフミーティング 

○ 研修等でのケース検討会議 

 

■評価のタイミング 

○ 当事者のターニングポイント 

○ アクシデント発生時 

○ 終息時 
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⑤事務局機能 

 
機 能 内 容 

初見情報収集 

 

接点の確保 支援につなげるための接点の確保（巡回相談、電話相

談窓口等の設置） 

本人等との面談 聞くことで情報収集。本人だけでなく環境を含めてシ

ステムとして捉える 

申し送り事項確認 他支援機関からの引継ぎの確認（本人同意必須） 

方向性や方策の

決定 

各種支援モジュールの提供 各種支援方策の実施 

面談、相談 安否確認、健康チェック、困りごと相談 

アセスメント・判断、 本人のニーズ把握。本人の可能性の判断 

関係者会議 

（ケア会議、ケース会議、ケースカ

ンファレンス…等） 

多角的な情報収集、本人の意向確認、本人出席の会議

継続支援・評価 見守り、フォローアップ 支援終了後の評価、モニタリング 

情報の共有化 データベース化、スタッフ内での引継ぎ 

人材育成 研修の実施 

 
 
⑥伴走支援に必要な「基本的な資質・能力」 

 

 伴走支援に必要な姿勢 内 容 

1 当事者との信頼関係の構築 ・ある場所に同行したり、共通体験したり、みんなで支えていると
いうことを行動で示すことが信頼関係につながる 

・当事者の話を聞くことや、行動の振り返りを行うことで、相手の
背景を知り、次のステップを考えやすくなる 

2 情報収集能力 当事者との面談を通じて相手の状況、過去の経緯、意向等を聞きだ
す能力 

3 強み（できること）へのフォー

カス 

弱み（できないこと）に触れるのではなく、強み（できること）を
伸ばす視点を持つ 

4 自己肯定感の支援 ・自分が支えられているという意識の確認 
・伴走しているというメッセージを送り続ける 
・当事者自らの存在意義・役割を認識してもらう 

5 情報の共有 支援チーム内やメゾレベルの関係者との情報共有が、スムーズな支
援へとつながる 

6 本人の意思を第一に（自己決

定） 

・ＤＶ等の緊急事態を除いて、本人の意思、自己決定を重視する
・支援者が、当事者を指示せず、提案しない 
・本人同席する関係者会議の活用 
・自分が支えられているという援助関係が基本 

7 地域資源の把握と活用（メゾレ

ベル） 

ＰＳが活用しうる地域にある様々な社会資源のリアルタイムの把握
と、ネットワークの構築・確保、及びそれらを使いこなすスキル 

 
パーソナル・サポート・サービス検討委員会（第２回、平成２２年８月４日）資料３に掲載さ

れている必要な実践力（下図）とほぼ類似する要件が認められた。 
 
 
 
 
 

・ 個人としての尊重（個別化）  
・ 傾聴、ありのままの受容、共感的理解、非審判

的態度 
・ 全体的な問題構造の把握（アセスメント） 
・ 異職種間の協力、調整・交渉能力（ネットワー

キング、コラボレーション） 
・ 自己決定の尊重、エンパワメント 
・ 変化の評価とクライアントの自己肯定感の向上 
・ クライアントの権利擁護、秘密保持 


