
パーソナル・サポート・サービス モデル・プロジェクト
（第３次分） 実施計画書の概要

○ 実施計画書の提出数：22件（合計26地域）
【第１次・第２次分モデル・プロジェクト実施地域からの応募】

北海道釧路市
岩⼿県
千葉県野⽥市
神奈川県横浜市
⻑野県
岐⾩県
静岡県浜松市
滋賀県野洲市
京都府
京都府京丹後市
⼤阪府（豊中市・吹⽥市・箕⾯市・⼋尾市・柏原市）
⼤阪府⼤阪市
島根県
⼭⼝県
徳島県
福岡県福岡市
沖縄県

【新たな応募】
東京都⾜⽴区
神奈川県相模原市
新潟県
岡⼭県岡⼭市
⾹川県

（注）
この資料は、各地域から提出のあった実施計画書を内閣府においてまとめたものである。
その際、第１次・第２次分モデル・プロジェクト実施地域から提出のあった実施計画書

については、以下の⽅針に沿ってまとめていることに留意いただきたい。
・ いずれの実施計画書も、社会的排除リスクの⾼い者を幅広く対象とした⽀援に対応で
きる計画となっていたことから、これについての記載を省略したこと。

・ 今後のモデル・プロジェクトの展開に向け、地域のネットワークの構築や事務局機能
の体現に向けた取組、相談⽀援事業以外の主な事業等を中⼼として概要に記載してお
り、パーソナル・サポート・サービスの核となる相談⽀援事業についての記載は原則と
して省略したこと。

資料５



北海道釧路市【継続】

想定する実施団体等

NPO法人地域生活支援ネットワークサロン【継続】を予定

事業の実施体制・規模

・「地域パーソナルサポートセンターえにぃ」において支援を実施。

・居住併設型サテライトセンターを郊外に設置予定。

・人員体制：CPS1名、PS4名（サテライト1名）、APS7名（サテライト2名）、事務員1名

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

・生活福祉事務所やハローワークなどの関係機関との具体的で多様な連携はもちろん、足りない社会資源は地域で

創り出すなど事務局機能の充実を図る。

・居住併設型のサテライトセンターを開設することで、緊急的な生活基盤を保障することによる幅広いつなぎの支

援を行う。

・釧路市パーソナル・サポート・サービス運営委員会の実施･･･モデル事業実施団体、行政機関、学識経験者等によ

り、事務局機能の担保等のモデル事業の運営について検討・討議。※来年度は新たな運営委員へ呼びかけ。

・PS交流会の実施･･多様な支援関係者や当事者がともに学び合う定期的な学習会を実施。

・協働研修の開催（年１回程度）･･･23年度は生活福祉事務所CWとPSの協働研修等を実施、24年度もさらに多

様な関係者と協働研修を企画・実施予定。



岩手県【継続】

想定する実施団体等

企画コンペ実施等による公募により委託先を決定する。今年度と同程度の実施能力のある委託先を選定する。
（参考）現在の実施団体 県央地域：NPO法人いわて生活者サポート・センター

（岩手高齢協・ワーカーズコープが3名を在籍出向）
県南地域：奥州商工会議所

事業の実施体制・規模

・県央地域（「これからのくらし仕事支援室」、対象地域：県央、県北・沿岸北部）及び県南地域（「県南地域

パーソナル・サポート・センター」、対象地域：県南、沿岸南部）に拠点を設置し実施。

・人員体制：

○県央地域 これからのくらし仕事支援室：PS3名（1名は管理者を兼務）、APS4名

宮古地域出張所：PS1名、久慈地域出張所：PS1名

○県南地域 県南地域パーソナル・サポート・センター：PS3名（1名は管理者を兼務）、APS4名

釜石地域出張所：PS1名、大船渡地域出張所：PS1名

・沿岸被災者への支援のため、直接に面接し同行を行うため出張所を設置、沿岸北部と沿岸南部に各2名を配置す

る。地域資源を最大限に活用するため、地域ジョブカフェや被災者の生活の再建に向けて、様々な相談・問い合

わせに対応するため県が設置した被災者相談支援センター等への配置を想定し、今後、具体的な配置を検討する。

沿岸に配置されたPSは、支援の対象者の相談について、他の地域資源との調整を図り、また、拠点施設内の他の

PSと随時に支援の方法などについて検討を行いながら支援を行う。

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

・今後の成長産業として、農林水産業を中心に生産、流通、加工に至る6次産業化・農商工連携に雇用対策基金を

活用して積極的に取り組んでおり、産直、観光農場、食品加工、ネット通販、有機農作物栽培など将来的な雇用

の受け皿として期待できる事業が県内各地で行われている。また、以前から知的・精神障がい者や、ひきこもり

やニートに対して農業体験を通じた自立支援等を行っている経験をもつ団体等も多く、大きな成果を挙げている。

これら第１次産業の基盤を有機的に活用した支援モデルの展開を図る。

・広い県域をカバーするため、また、産業集積の特性から生じている課題に対応するために、県央地域及び県南地

域の2か所に拠点を設置するものであるが、両センターは、定期的なケース検討会や連絡会を開催、多重債務、自

殺対策、ニート対策等、NPOがノウハウを持つ分野において、研修会の開催や出張相談等を行うことにより、一

体的な取組を行う。



千葉県野田市【継続】

想定する実施団体等

NPO法人キャリアデザイン研究所【継続】を予定

事業の実施体制・規模

・市役所にパーソナルサポートセンターを設置して実施（市で設置している無料職業紹介所に隣接）。

・パーソナルサポートセンターの開設日について、支援対象者の拡大・ニーズを踏まえ、現在の週3日（月、水、

金）体制から週5日（月～金）体制とする。

・人員体制：CPS1名、PS2名（現在はCPS1名、PS1名）

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

・モデル事業の対象者の拡大を踏まえるとともに、現在のモデル事業においても福祉部門に関わる相談内容が多い

ことから、担当課を現在の商工課（就労施策担当）から、社会福祉課（福祉施策担当）と商工課との共管とし、

相談内容に迅速かつ的確に対応できる体制を構築するとともに、引き続き、無料職業紹介所、ハローワーク等の

関係機関との連携を図っていく。

・CPSが事務局機能としてPSのフォローを始め、ケースカンファレンスの開催、地域の様々な社会資源への働き

かけ、支援の把握・開拓・調整を行うとともに、関係機関との連携体制の構築等を図っていく。

・市において構築している福祉事務所、保健センター、教育委員会、社会福祉協議会、消費生活相談員、母子自立

支援員、無料職業紹介所、ハローワーク等の関係機関による連絡体制（野田市パーソナルサポートサービス連絡

会）に、新たに中核地域生活支援センターのだネット、特別支援学校、障がい者団体連絡会、民生委員、自治会

などの機関を加え充実を図っていく。これらの関係機関への案内、連絡調整に関するフォローを、商工課職員の

みの対応から社会福祉課職員を含めた共管で対応していくことにより、PSの活動を支えていく。

・事業は市が中心となり、事務所を市役所内に置いている。総合行政を担い市民に対する各種サービスを提供して

いる行政内部の連携が重要と考え、この環境を引き続き維持し効率的な対応を図っていく。

・PSが個別支援計画を策定、実施、進行管理をしていくにあたり、パーソナルサポートサービス連絡会の下部組織

として、情報を密に共有するとともに定期的な議論の場となるよう、新たに、支援対象者が関わった関係機関と

の「個別支援会議」を構築し、支援の実効性（実）を上げるために取り組んでいく。



神奈川県横浜市①（生活・しごと∞わかもの相談室）【継続】

想定する実施団体等

未定
（参考）現在の実施団体：NPO法人ユースポート横浜(他のNPO法人等の専門性をもつ人材を支援者として雇用)

事業の実施体制・規模

・様々な分野のNPO・株式会社・社会福祉法人等の連携による共同の運営体制を構築。

・人員体制：統括責任者１名、PSスタッフ15名（CPS3名、PS4名、APS８名）、事務スタッフ2名

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

・就労の受け皿団体とのネットワーク強化･･･生活・しごと∞わかもの相談室構成団体・協力団体で就労と受け皿と

なる団体と議論を重ね、受け入れや新たな中間的就労の在り方を含めて地域での取組を強化する。また、こうし

た共同の取組から、必要に応じてさらにネットワークを広げ、必要な体制を整えていく。

・困難を抱える生徒の在籍する高等学校との連携･･･23年度の実績として県立田奈高等学校との連携を行っている。

田奈高校はこれまで持てる力を必ずしも十分に発揮しきれなかった生徒を積極的に受け入れており、学習面など

に課題を抱えた生徒が在籍し、その背景には、厳しい経済状態や不安定な家庭環境などがある場合も少なくない。

こうした高等学校との連携により、まだ学校とのつながりのあるうちから社会的排除に陥ることを予防する。

・児童養護施設等社会的養護･･･重点課題の一つとして児童養護施設等社会的養護を所管する横浜市こども青少年局

こども家庭課との連携により、施設の退所者を対象とした取り組みを広げていく。

・運営体制によるネットワークについて･･･生活・しごと∞わかもの相談室は、運営を横浜・神奈川を基盤に活動す

る13団体が協働で行う。構成団体は若者支援（就労、ひきこもり、発達障害、不登校等）、野宿生活者、生活困

窮者支援、DV等女性の支援、外国人支援、障害者支援等さまざまな分野にわたる。さらに、横浜弁護士会、神奈

川県司法書士会、就労の受け皿となる社会福祉法人や協同組合にも協力団体として公式の協力を得ることが出来

ている。それぞれの構成団体・協力団体が各分野でのネットワークを持っていることから、こうしたネットワー

クを集約・活用して地域のネットワークを広げる。

・外部機関・団体とのネットワークについて･･･運営体制によるネットワークで不足のある部分や、今後の重点課題

となる点については、横浜市と運営団体との連携体制のもと必要なリソースへのアプローチを行い、調整を重ね

てネットワークを形成していく。ネットワークの形成にあたっては、実際のケースを通じて双方の役割を実感し、

地域で共に当事者を抱えるパートナーとして実効性のあるネットワークとなることを目指す。そのため、ケース

カンファレンスや日々の情報共有等を密に行っていく。具体的には連携先として、区役所ケースワーカー（生活

保護課、障害担当等）、障害者就労支援センター、ギャンブル依存やアルコール依存等の支援団体等、司法矯正

分野等を想定し、今後必要となった連携先については必要に応じて随時ネットワークを広げていく。

・ネットワークから見えてきた課題への取組･･･上記のネットワークの中で、包括的な支援を行いながら、それでも

対応できない課題等については連携団体や関係各所と課題を共有し、必要な支援を共同で開発していくことを提

案する。一人ひとりに寄り添う現場の支援から、課題を立ち上げ、地域全体のセーフティネットワークの目を細

かくしていくことを目指し、地域への働きかけを行う。 また、前述の通り、一般の労働市場での就労が困難な当

事者も多くいることから、ジョブトレーニングや中間的就労等、各々の状態に合わせた地域での就労参加につい

て、関係団体・関係各所と連携して取り組む。

・事務局体制を発揮できる体制として以下の体制を整備。①運営会議の設置：事業責任者、CPS、事務局長等で構

成する運営会議を設置、事業全体の進行管理、事業実施面、組織運営面での課題について検討する。②事務局ス

タッフの配置：事務局長と事務局スタッフを複数人配置し、事務局機能を専門的に担いつつPSのサポートを行う。



神奈川県横浜市②(湘南・横浜若者サポートステーション機能強化事業)【継続】

想定する実施団体等

株式会社Ｋ２インターナショナルジャパン【継続】を予定

事業の実施体制・規模

・人員体制 統括責任者1名、PSスタッフ8名（CPS１名、PS４名、APS３名）、事務スタッフ2名（うち事務局

体制：統括責任者1名、事務局担当PS2名）

・専用の相談室（にこまるカフェ相談室）は、カフェ風の入りやすい雰囲気で気軽に相談できる環境を整備してい

る。

・夜間対応窓口を設置し、緊急対応については24時間受付。既に関係のある支援機関との連絡やサポートを受けて

いる方への対応についても夜間対応として24時間体制での支援を実施。

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

・学校や専門機関での出張相談

これまでも定時制高校・学力下位校などにいるリスクの高い青少年へのサポートを行ってきた実績から、貧困の

連鎖、家庭環境からの悪影響で学校生活をスムースに送れない、退学を余儀なくされるケースに対し、生活スキ

ルからの支援を行うことで、学校生活の安定、自立・就労への促しの土台を形成し、在学中であっても卒業後に

起こる課題への予防的なサポートを行っていく。

・児童養護施設等社会的養護

児童養護施設、自立援助ホーム、児童相談所等と連携を図り、施設退所後の生活支援、就労支援について取り組

む。

・フォローアップ事業

・就労、自立が困難な若者が自立までのステップを歩むための様々な社会資源とコーディネートを行った後、若者

を受け入れた事業所や研修機関、企業等へ必要な助言等を行う。

○受け入れ先への紹介シートの作成

○受け入れ先へのモニタリング（状況の聞き取り）及び訪問

○就労・研修の受け入れ先へのジョブコーチの派遣

○受け入れ事業所との定期的な合同支援会議の実施

○就労継続の為のジョブサポーターの配置

○ハローワークへの出張相談窓口の設置

ハローワーク内にPS相談員を配置し、ハローワーク内にいる就労困難層へのサポートやサポートステーショ

ン等の利用者に対するハローワークとのつなぎ役としての役割を担う。

・支援ネットワークについて

ひとりの支援者を抱え込むのではなく、キャリアカウンセラー、社会福祉士、臨床心理士、看護師、生活支援員、

ジョブコーチ等の様々な分野の専門家による支援チームを構築し、支援計画を作成する。

この支援チームが核となり、生活訓練における生活支援寮の活用をはじめ、福祉支援では、発達障害者支援セン

ター等との連携、就労支援では、サポートステーションやハローワーク、企業との連携によるインターンシップ

プログラムの実施等の様々な分野でのネットワークを形成し、支援を行う。

・事務局の体制については、統括責任者と事務局担当を配置し、専門スタッフによるパーソナルサポートチームに、

外部団体から出向できている専門スタッフ、外部協力者、協力企業などが加わり、支援チームによる支援を実施

する。事務局では、相談者に対するアセスメントから支援導入期までの直接支援とコーディネート役となり、

ケース会議を設置し、支援のとりまとめ、調整、報告業務等を担い、事業進行管理を行う。



長野県【継続】

想定する実施団体等

長野県労働者福祉協議会【継続】を予定

事業の実施体制・規模

・長野パーソナル・サポート・センター、上田PSサテライト・センター、松本PSサテライト・センター、飯田PS

サテライトセンター（仮称・新規）の4か所において支援を実施。

・人員体制：次表のとおり。

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

・ネットカフェ等への巡回活動を行っている生活困窮者の民間支援団体との連携を強化し、ホームレスや路上生活

者などの生活困窮者の早期発見、PSセンターへの導入にも積極的に取り組む。

・県レベル及び各センター設置地域レベルにおいて事業連絡会を設置、多くの行政機関、民間機関・団体、専門家、

NPO、ボランティアが参加。事業連絡会をベースとした定期的な報告会・セミナーの開催、個別事案における具

体的な協力を通じ、官民を超えた連携先が広がり、実効性のある地域のネットワーク体制が構築できつつある。

・ながの本部事務局において、4つのセンターにおける運営体制や支援方針の統一や定期的なPS会議を実施。

・各センター単位で、具体的な支援を行うサポーターと全体をマネジメントし、5つの理念に沿った対応をチェッ

クする担当者を配置。また、ケースカンファレンス等の具体的事例への行政や民間機関・団体の参画を促すこと

により、地域資源や社会的資源の有機的な結び付けを実現し、支援対象者に対する支援策のコーディネートを実

施。

・「社会的受け皿開拓事業」･･･生活困難者・就労困難者に理解のある企業の発掘や人事担当者や経営者に対する啓

発を実施。併せて体験就労の受け入れや居場所を提供する企業、NPO等の発掘を実施。

・「ジョブサポート事業」･･･履歴書作成指導や面接スキル・アップ研修、就活指導、就労継続のための支援対象者

及び企業に対する細かいケアを等を実施。

常勤 非常勤

長野市 1 1 4 5 11 北信

松本市 - 1 3 6 10 中信

上田市 - 1 1 4 6 東信

飯田市 - 1 1 2 4 南信

計 1 4 9 17 31

※非常勤APSは登録制の時間給制(相談者の状況に応じ活用）

対象
エリア

センター
設置場所

CPS PS
APS

計



岐阜県【継続】

想定する実施団体等

民間事業者又は「子ども・若者支援ネットワーク岐阜」への委託を想定
※「子ども・若者支援ネットワーク岐阜」･･･引きこもりやニート状態の若者・ＤＶ被害の女性・ホームレスの支
援などを行っているＮＰＯ法人等及び行政機関などで構成されたネットワーク

事業の実施体制・規模

・岐阜市、大垣市、美濃加茂市、多治見市、高山市の5市にパーソナル・サポート・センターを設置。

・人員体制：スーパー・パーソナル・サポーター1名、PS4名、APS9名（1名はポルトガル語の通訳ができる者）。

・各地域のPSの人員は次表のとおり。

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

・23年度からモデル事業を通じ、ハローワーク、県機関・市役所、社会福祉協議会、県弁護士会、法テラス、障害

者就業・生活支援センター、保健所、医療機関、県就労支援施設（岐阜県求職者総合支援センター、岐阜県人材

チャレンジセンター、岐阜県若者サポートステーション）、女性相談センターなどの関係機関と連携し、関係機

関の担当者とは顔の見える関係が構築できている。

・24年度から、県労働雇用課と「子ども・若者支援ネットワーク岐阜」が共同で、内閣府の新しい公共の場づくり

モデル事業として「社会的弱者が地域の主体者に変わるための居場所支援事業（愛称：社会的居場所づくり事

業）」を開始する予定であり、PSモデル事業とも連携して総合的に支援していく。

・事務局機能については、受託業者が担うことを想定。県内各地での巡回相談会の開催によるサービスを必要とす

る遠隔地住民の掘り起こしや、ハローワーク等と連携した障害者雇用等の求人調査を実施。

・PS間だけの全体会議・ケース検討会だけではなく、外部機関の専門家を呼んでのケース会議を実施。

・求職者総合支援センターが廃止されるが、県事業として新たに「ジョブステーション（仮称）」を設置し、生活

困窮者の生活安定及び就労の確保を図る予定。パーソナル・サポート・センター本所（岐阜市）と東濃支所（多

治見市）にそれぞれ併設させ、県による生活・就労相談業務、ジョブトレーニング先等の開拓業務及び委託訓練

受講者に対する就職支援業務に加え、厚労省の「一体的実施事業」予算を活用し、職業相談・職業紹介等を行い、

パーソナル・サポート・モデル事業とも連携して実施できるよう、現在、岐阜労働局と協議中。

１名

３名

６名

１名

３名

飛騨
地域

岐阜県パーソナル・サポー
ト・センター高山出張所

計１名

パーソナル・サポーター１名が、週１日（水）、相談に応じる。

※パーソナル・サポーターは現地の者を配置。

東濃
地域

岐阜県パーソナル・サポー
ト・センター東濃支所

計４名

○パーソナル・サポーター

○アシスタント・パーソナル・サポーター

本所又は東濃支所からパーソナル・サポーターが必要人数、出張し
て、週１日、巡回相談会を開催する予定。

中濃
地域

岐阜県パーソナル・サポー
ト・センター中濃出張所

○アシスタント・パーソナル・サポーター

西濃
地域

岐阜県パーソナル・サポー
ト・センター西濃出張所

本所からパーソナル・サポーターが必要人数、出張して、週１日、巡
回相談会を開催する予定。

センター名(仮称） 人員体制(予定）

岐阜
地域

岐阜県パーソナル・サポー
ト・センター本所

計１０名

○スーパー・パーソナル・サポーター
（事業統括者）

○パーソナル・サポーター



静岡県浜松市【継続】

想定する実施団体等

NPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡【継続】を予定

事業の実施体制・規模

・浜松市パーソナル・サポート・センターを設置して実施。

・人員体制：センター長1名、CPS1名（1名増員）、PS5名（2人増員）、APS6名（うち1名は通訳を兼務）、･

事務補助員1名（通訳1名を廃止）

○事務局機能の強化及び支援対象の拡充のため、常勤スタッフを増員する。

○生活、就労支援の担当分けをせず、２人組でどちらの支援も行う体制とする。

○センター長及びCPSをそれぞれ専任とする。

・周辺地域からの相談者については県と連携し、周辺市町の支援機関や関連NPO等への引継ぎを行う。

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

・関連する機関等により、「浜松市パーソナル・サポート・サービス運営協議会」を開催し、基礎自治体の持つ機

能や地域の資源を融合し、全面的な協力・支援体制を構築するとともに各機能、資源の有効活用を図る。支援対

象の拡充に伴い、運営協議会に県・市の健康福祉及びこども・若者支援の担当部署を加える。

・支援対象者の生活支援から職業訓練支援、就職活動・就労継続支援まで一連の流れを切らさないために、定期的

に「浜松市生活・就労相談ネットワーク会議」（以下、ネットワーク会議という。）を開催して情報交換を行う

とともに、特に複雑なケースはネットワーク会議の構成員による電子メールを活用した支援計画の調整を行い、

最適支援の方法を調整、調達、開拓する。支援対象の拡充に伴い、ネットワーク会議に県・市の健康福祉及びこ

ども・若者支援の担当部署及び支援窓口を加える。

・こころの病や障害者、ひきこもり等への専門的な対応や連携の強化を図るため、既存の支援機関やNPO法人、

ケースワーカーやキャリアカウンセラー、保護司、民生委員等の地元の生活支援経験者等の協力を得て専門家相

談を実施する。

・これからサポートを受けようとする支援対象者と、就労に結びついた支援対象者による「フォローアップミー

ティング（定着支援）」を実施する。成功事例、体験を共有することで、支援を受けようとする者の意欲の向上

を図るとともに、就労に結びついた者のさらなるレベルアップが期待される。

・各地域で生活・就職困難者を支援するボランティア・サポーターを養成し、より身近な相談者を増やすことで、

ボランティア・サポーターからパーソナル・サポート・センターへの誘導を図る仕組みづくりを行う。

・地域への働きかけとして、支援対象者により近い地域の自治会や民生委員等への説明会を実施し、モデル・プロ

ジェクトの周知を図り、支援対象者のパーソナル・サポート・センターや地域における寄り添い支援等の活用を

促す。



滋賀県野洲市【継続】

想定する実施団体等

市において直接実施

事業の実施体制・規模

・市役所市民生活相談室及び市社会福祉協議会に相談窓口を設置して実施。

・人員体制：事務局長1名、CPS1名、PS3名（新規に2名採用）

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

・地域ネットワーク構築事業･･･各専門部署・関係機関・NPO団体等に対し、事例検討等の研修会を開催するなど、

支援者間の情報共有やスキルアップを目指す。こうしたケースワークを通して、各専門分野の専門性を高めると

ともに、横断的な支援を行えるように支援の幅を広げる。また、パーソナル・サポート・サービス運営会議を設

置し、地域において「顔の見えるネットワークづくり」を目指し、行政機関、支援に関係する機関の間での個人

情報の取扱いについてのルールを引き続き検証し整備する。

・弁護士による困難事例ケース検討会の実施･･･支援者の連携強化とスキルアップを目的とし、弁護士会から毎月1

回弁護士の派遣を受け、各部署が集まって困難事例ケース検討会を実施する。（年間12回予定）

・居場所づくり事業･･･当事者が孤独に陥らないように、相談のしやすい環境や居場所づくりの事業を行う。

・精神障がい者等のパソコン講座の開催

・社会的就労事業･･･面談のみで本人の能力や問題領域に対応することには限界があり、実際に体験が出来る場を提

供してアセスメントすることが非常に効果的である。個別にあった本当に必要な支援を提供するため、就労困難

者を対象として、一般就労へのステップとして保護的就労の場を整備し、社会的就労を行う。



京都府【継続】

想定する実施団体等

京都府パーソナルサポート・センター（府が事業を実施するため設立した任意団体）【継続】を予定

事業の実施体制・規模

・人員体制：

○センター長を専任化

○ネットワーク拡大などの全体コーディネート部門・事務局〔新設〕：CPS1名、PS2名、APS5名、事務1名

○きめ細かな寄り添い支援部門〔機能強化〕：CPS1名、PS2名、APS2名、事務1名（23年度は計8人）

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

・就労のための寄り添い支援部門において、

○「京都ジョブパーク」、「ライフ＆ジョブカフェ京都」、「パーソナル・サポートセンター」の役割分担が不

明確で、利用者が伸び悩んだことを踏まえ、京都ジョブパークの窓口を一本化し、パーソナル･サポーターの支援

対象を京都ジョブパーク全体の中で、寄り添い支援を必要とする全ての人とすることにより対応する。

○京都市福祉事務所等から依頼を受け、自立・就労等に向けた寄り添い型支援を実施。

○NPO等から依頼を受け、寄り添い型支援が必要な者に対して、自立・就労等に向けて支援を実施

・コーディネイト部門において、関係機関をつなぐハブ機能として、

○支援の入口側において、京都市福祉事務所等と定期的な会議を開催するなど、より効果的で適切な支援を実現

する。

○支援の出口側では、中間的就労や就労の受け皿開拓・確保なども行いながら、個々の支援対象に応じた支援の

コーディネートや処方箋づくり、フォローアップの計画づくりとモニタリングを行う。

○京都ジョブパーク北部サテライト内にパーソナル･サポーター1名（自立支援コーディネーター）を配置し、北

部エリアの市町と連携のもと、生活保護受給者等社会的排除リスクの高い人たちと、京都ジョブパークやハロー

ワーク等の就労機関を繋ぎ、就労に結びつける。

・自立就労サポート機能･･･中間的就労の場や居場所づくり及び関係機関との連携によるネットワーク化によるこう

した場の確保（ジョブトライ事業、技能系資格取得訓練・スキルアップ訓練、居場所から就労に近づける日常生

活等自立支援事業）

（その他事業）

・府の専任組織の設置･･･モデルプロジェクトをはじめ、生活・就労一体型支援施策を推進する府の組織として、

「生活・就労一体型支援課（仮称）」を設置予定。

・オール京都の応援団の創設･･･京都府・京都市はもちろん民間企業やＮＰＯ、教育・福祉機関など社会の幅広い主

体が結集し、オール京都のプラットフォームとして「きょうと生活・就労おうえん団」を設立し、寄添支援を必

要とする方に対して、サポートセンターの広報やサービスメニューの情報提供に加え、中間的就労の場や社会的

居場所の確保、ボランティア体験、さらには、雇用の創出を目指す。

（他財源での実施事業）

・京都府及び関係機関による関連事業の展開･･･「京都ジョブパーク」や、農業体験と生産物販売を繋ぐソーシャル

ビジネスの創出、貧困の連鎖を断ち切る子どもの居場所づくりなど、京都府はじめ関係機関の実施する関連事業

とも連携して実施し、相乗効果をもたらす。

・NPOや地域の関係機関等との支援のネットワーク機能･･･23年度に開設した地域拠点（宇治市及び福知山市）に

加え、乙訓地域、南丹地域に新たな地域拠点を開設し、自宅から一歩踏み出すところから自立や就労に向けたサ

ポートを行う居場所づくりを行うなど連携を図る。



京都府京丹後市【継続】

想定する実施団体等

市において直接実施
（パーソナル・サポート・サービスにつながり得る活動を実施している団体がなく直接事業を実施しているが、モ
デル事業で実績と経験を積んだ人材を次の実施団体に引き継ぐ事で、この事業を実施すること自体が社会資源を生
み出すとの意義も持たせている。）

事業の実施体制・規模

・市役所に「京丹後市『くらし』と『しごと』の寄り添い支援センター」を設置して実施。

・人員体制：センター長1名、CPS1名、PS2名、APS3名

（変更点）専任の事務担当者を廃し、専任のAPSを1名増員。

・将来構想として、京都府やハローワーク及び隣接自治体との連携の中で市のみならず、京都府北部をカバーでき

る仕組みを模索していきたい。

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

・ハローワークとの連携や既存の制度や施策についての理解を深めるとともに、関係機関によるケース会議を開催

することで多様な支援モジュールを活用する。

○関係機関による支援ネットワークの拡大やケース会議を開催する。

○京都府ジョブトライ事業など就労の場づくりを図る。

○一般就労が困難な方に対する福祉的就労の場の確保を図る。

○引きこもりの方に対する「居場所」づくりの確保を図る。

・事務局機能として、住民及び様々な団体への積極的な広報活動を展開している。また、講演会の開催、他モデル

地域での交流・研修会への出席、様々な制度やサービスに関する研修、職員間の情報共有によってのスキルアッ

プと情報収集とを図っており、今後もこれらを糧として引続き幅の広い相談支援体制を構築していく。



大阪府① 豊中市、吹田市、箕面市【継続】

想定する実施団体等

＜大阪府＞PS事業推進センター、PSソーシャルビジネスセンター＞民間事業者をプロポーザルにより選定

（参考）現在の実施団体：㈱アソウ・ヒューマニティセンター、PSソーシャル・ビジネスネットワーク委員会

＜豊中市＞豊中市パーソナル・サポート運営協議会(豊中市PSセンター、くらしかんPSセンター)【母体:豊中市】

CSWと連動したPS事業（豊中市社会福祉協議会）【豊中市が一部事業を委託】

＜吹田市＞吹田市PSセンター、「赤レンガ」（居場所事業）＞両事業を市内民間事業者に委託

（参考）現在の実施団体：㈱パソナ、NPOフルハウス（若年支援）

＜箕面市＞箕面中央、「あおぞら」（居場所）、巡回相談（公共施設等を借上げ）＞市内のNPOに委託

（参考）現在の実施団体：NPO暮らしづくりネットワーク北芝（街づくり支援）

事業の実施体制・規模

＜大阪府＞PS事業推進センター④（センター長1、支援員2、事務員1）

PSソーシャル・ビジネスセンター④（センター長1、支援員3） 合計8名

＜豊中市＞PSセンター⑪（CPS1、PS5、APS5）、くらしかんPSセンター①（PS1）

豊中市社会福祉協議会⑥（CPS1、PS5） 合計18名

＜吹田市＞PSセンター③（CPS1、PS2）「赤レンガ」③＜CPS1、PS2＞ 合計6名

＜箕面市＞中央・巡回相談⑥（CPS1、PS2、APS2、事務員1）「あおぞら」②（PS1、APS1） 合計8名

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

＜コンセプト＞

「大阪府・市町村就労支援事業」の経験・成果等を基に、基礎・広域自治体が役割分担と連携により事業を推進

基礎：地域特色・ニーズを活かした寄り添い支援を地域の公と民とのパートナー・シップ、ネットワークで実現

広域：市町村や広域、専門性が高い事業をバックアップ。国・市町村等との連絡調整。

＜ネットワーク・事務局機能の構築＞

＜大阪府＞「府・市町村就労支援事業推進協議会」でPS事業を調査研究（H23.8 規約改訂）全市町村に発信

＜豊中市のネットワーク（例）＞ 豊中市、吹田市、箕面市や八尾・柏原市でも基本は共通

※「身近な地域で支える」：各地域で公的機関、支援機関、事業主団体等で「PS事業推進協議会」を構成

更に、NPO・ボランティア団体、学校、病院、自治会長など様々な協働で「地域ネットワーク」を形成

公的機関：豊中市（雇用労働課、市地域就労支援センター、無料職業紹介所、福祉事務所等）、(社福)豊中市社会福祉協議会、

地域包括支援センター、府立高校、大学、(社)シルバー人材センター、民生・児童委員、府豊中保健所、池田職安

事業主団体等：豊中市介護保険事業者連絡会、豊中商工会議所、大阪ビルメンテナンス協会、障がい者支援施設・団体、

エル・チャレンジ（大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合）

地域団体：豊中市障害者雇用就労支援センター、とよなか人権文化まちづくり協会

NPO等：NPO法人ZUTTO（若者支援、居場所づくり）ほか、A’ワーク（大阪職業教育協働機構）

＜吹田市＞・推進協議会：JOBナビすいた等５機関 ・ネットワーク：若年、障がい者支援団体等約50団体

＜箕面市＞・推進協議会：庁内9課、地域６機関 ・ネットワーク：就労、福祉、医療等分野毎に企業・団体等が参加

＜事業の特徴：負の連鎖・蓄積を断ち切る自立・就労へのアクティベーション＞

自立・就労に向け、将来に夢や希望が持て、次のステージに足を踏み出せる「新たな支援メニュー」を研究・

開発、提供する。更に「出口」支援の強化や「新しい働き方、働く場の創造」にチャレンジする。

○ 新たな支援モジュール（メニュー）の開発・提供
豊中・箕面：学校応援プロジェクト（定時制高校や地域の学校、大学と協力して、課題を抱える生徒・学生等を支援）

豊中・箕面：多様な居場所機能を活用した自立・就労支援モジュール（生活訓練、実習訓練、地域交流等を組合せ実施）

豊中 ：ジョブキャンプ（短期宿泊行事で集団生活を通じ生活習慣の改善や社会体験・グループワークを提供）

○ 「出口支援」の強化（地域の雇用施策と産業振興を一体化。地域企業への働きかけ）
３市 ：基金事業、パッケージ事業の活用（施策を組合せ、地域企業へ人材育成や雇用管理等の支援と職を開拓）

豊中 ：地域資源マップづくり（雇用・就労の場、実習・体験先となる地元企業への働きかけと支援マップづくり）

豊中：吹田：無料職業紹介機能の活用（オーダーメイド型の求人側・求職側双方にメリットがあるマッチング）

○ 新しい働き方や働き生きる場を開拓（中間労働市場の醸成）
府SB等 ：街かどマルシェ（野菜、古着、花、弁当など共同出店、多様な働く場や体験･訓練の場を提供・創出）

府SB等 ：ソーシャル・ビジネスフェアー（「食と職、街づくりと職」など新分野の実践者による担い手づくり）



大阪府② 八尾市、柏原市【新規】

想定する実施団体等

「八尾・柏原パーソナル・サポート事業推進協議会」 （八尾市、柏原市で広域共同事業体を構成）を設置
直営の共同事業（プロポーザル公募、合同面接会、合同研修会などの共同開催）のほか、協議会がプロポーザル

を実施して、民間事業者を選定する。「八尾センター事業分」「柏原センター事業分」として契約を締結。

事業の実施体制・規模

「八尾・柏原パーソナル・サポート事業推進協議会」 のもとに、直轄の広域事業と二つの事業センター事業を実施

福祉圏域が同じ八尾市・柏原市が共同で地域就労支援事業などの経験・蓄積を活かし、社会的排除リスクの高

い者を、地域資源を活用し幅広く就労支援する効果的かつ相乗効果を生み出す共同事業モデルを創造する。

◎推進協議会直轄の共同事業（プロポーザル公募、合同面接会、合同研修会などの共同開催ほか）の実施

◎八尾センター事業 合計9名

PSセンター⑧（CPS1・PS2・事務員1、自立就労訓練支援事業PS1・APS1、中間就労・訓練開拓事業PS1・APS1）

居場所①（PS1）

◎柏原センター事業 合計5名

ＰＳセンター⑤（CPS1、PS2、APS1、事務員1） ・巡回拠点3ヶ所を訪問

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

府と先行3市が掲げる基本的な枠組みや仕組み、経験を活かし、府・3市の支援・助言等も受け、地域の特色・

ニーズを踏まえ、かつ、共同事業体の強みを活かし、相乗効果を発揮して事業展開や地域ネットワーク形成を行う。

【ねらい】同一福祉圏域による共同事業の容易性や社会資源の共同利用・事業化で効果的な事業展開と相乗効果

【広域事業】プロポーザル公募や面接会などの共同開催と事業所開拓や圏域共通の社会資源の開拓・活用

共同開催：①合同就職面接会の開催（八尾市・柏原市 各1回） ②合同研修会（シンポジウム）の開催

③その他、広域で事業を行うことが合理的な事業（企業開拓・アンケート集計、報告書作成等）

＜推進体制・ネットワーク＞

≪八尾市域分 事業≫

◆社会的居場所事業

孤立しやすい対象者として日本語が理解できない外国人に対し社会的居場所を提供、日本語を修得させるとと

もにピア・カウンセリング的サロンを開催する。

◆自立就労訓練支援事業（広域で実施）

一般就労に向けた職業体験の場として緑地公園等を活用し、訓練事業を展開するとともに就労支援のための協

力事業所の発掘・ネットワーク事業を広域で進め、受け入れ事業所の拡大を図る。

◆協力事業所の発掘・ネットワーク事業（広域で実施）

協力事業所の発掘のための「開拓チーム」を設置し、就労訓練を受けた人たちの雇用先を確保するための協力

事業所のネットワーク化、就労後の定着を支援するために事業所及び雇用した人の窓口機能を設置する。

≪柏原市域分 事業≫

◆PSによる自立相談・就労相談及びカウンセリング（特徴）（PSセンター以外の地域3拠点に相談窓口設置）

支援のコーディネートアウトリーチ等の支援とコーディネート

◆地域就労支援事業との連携、連絡調整

・中間的就労や社会的雇用の開発、紹介

・地域資源を活用した職業訓練（公的施設、企業と民間の野外体験学習等）の開発

広域連携事業：基礎自治体（八尾市・柏原市）（仮称）八尾・柏原PS事業推進協議会

各市PS運営会議（構成例）
○市関係部局・関係機関

雇用・労働、人権担当、健康福祉、こども支援、教育、その他

○八尾・柏原PS事業受託者（業務委託）
○民間企業、中間就労市場の協力企業等

【支援協力機関】
・ハローワーク布施、河内柏原社会福祉協議会・保健所
・八尾・柏原障害者就業・生活支援センター・商工会(議)所
・市企業人権協議会 ・経済団体（同友会）など



大阪府大阪市【継続】

想定する実施団体等

大阪市パーソナル・サポート・モデル推進事業 事業共同体【継続】を予定
・社会福祉法人大阪自彊館
・NPO法人釜ヶ崎支援機構

事業の実施体制・規模

・人員体制：調整・研修担当（スーパー・パーソナル・サポーター1名、事務員1名）、ホームレスチーム3組

（PS3名、APS3名）、あいりんチーム2組（PS2名、APS2名）、元ホームレスチーム２組（PS２名、APS２

名）

・ホームレスチームは直ちには就労自立には至らない住居喪失者等への支援を実施。

・あいりんチームはあいりん地域で生活するホームレスや簡易宿所等の利用者に対する支援を実施。

・元ホームレスチームは現在住居を確保し生活しているが、野宿の生活習慣から脱却できず、自立が困難となって

いるホームレス経験者に対する支援を実施。

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

・福祉関係機関、支援団体及び行政機関等により「大阪市パーソナル・サポート推進協議会」を構成し、現在の制

度の不備や不十分な点、新たな問題への対応についての検討を行うとともに、パーソナル・サポート・サービス

が果たしている機能や必要とされる支援技術などの分析等を行う。（事業開始時、中間時、事業終了時のほか、

必要に応じ臨時的に開催）

・困難事例について、スーパー・パーソナル・サポーターの主催により、PSと支援関係機関等が参画するケース検

討会議を実施。

・地域資源の把握・開発、支援ネットワークの拡大を図るために、ケース検討会議に地域でのサービスの担い手に

参加を求めるなど事務局機能の強化を図る。



島根県【継続】

想定する実施団体等

・社会福祉法人島根県社会福祉協議会【継続】を予定
・松江市において実施

事業の実施体制・規模

・島根県パーソナル・サポート・センターにおいて実施。

・人員体制：スーパー・パーソナル・サポーター（PSセンター所長）1名、CPS1名、PS4名、APS1名

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

・現在の事業において、就労支援機関、福祉・保健機関、司法機関、NPO法人等22機関とネットワーク会議を構

築し実施しているが、今後構成団体を拡充、会議の開催回数を増やすことを検討。また、複合的な問題を抱える

利用者の方へのスムーズな支援を実現するために、松江市にある既存のネットワークや地域資源を十分に活用し

連携を深めていく。

・ネットワーク会議の各構成機関において連絡窓口・支援者としての「アドバイザー」を選任してもらっており、

関係機関・団体からの支援が必要なケースが生じた際に、当該機関にスピーディーに同行相談できる実施体制の

構築が図られている。また、支援計画を作成する上でネットワーク会議の各機関・団体の専門的知見が必要と

なった場合には、複数の関係機関・団体のスタッフによる「個別支援チーム」を開催し、支援の方向性を決めて

いる。24年度においては、23年度以上に個別支援チームを結成し、各団体が連携し合いながら支援していく風

土を作るとともに、アドバイザーについても活用頻度を上げ、さらにスムーズなリファーや支援の実現を目指す。

・23年度において、緊急小口資金の貸付資金交付までの日数の短縮について要望し実現しており、24年度におい

ても、更なる改善について検討するとともにその他の緊急資金援助の実施について検討する。

・県において雇用部局と福祉部局の連携強化を図る。具体的には、福祉部局ならではのノウハウをネットワーク体

制構築の上で活用するとともに、モデル事業効果検討会の検討委員に加わり、制度化をにらんだ「島根モデル」

の構築（事業内容、事業の展開範囲、事務局体制等）を一緒に検討することなどを予定。



山口県【継続】

想定する実施団体等

山口県労働者福祉協議会【継続】を予定

事業の実施体制・規模

・本部（県央部）、東部（周南市）、西部（下関市）にPSを配置。

・人員体制：センター長1名、CPS1名、PS6名、APS9名、事務職員1名

（内訳）山口本部：センター長1名、事務職員1名、CPS1名、PS（就労担当）2名、PS（健康福祉担当）2名、

PS（生活支援担当）2名

周南事務所、山口事務所、下関事務所：それぞれAPS（全分野担当）3名

・人員については、実績のある各種支援団体（社協、健康福祉センター、関係法人等）から人的支援（出向、紹介

等）を受け配置。

・健康福祉部門（精神保健）の強化･･･メンタル面での問題を抱える登録者の増加に伴い、担当PSを新設。

・地域における体制強化･･･支援対象者の拡充及び継続支援が必要な登録者の増加に伴い、APSを増員。

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

・事業の運営・検証・評価を行う「パーソナル・サポートセンターやまぐち事業推進委員会」の構成員を見直す

（山口県（労働所管部局、健康福祉所管部局、山口県精神保健福祉センター）、山口労働局、山口県労働者福祉

協議会、連合山口、山口県経営者協会、山口県社会福祉協議会、関連NPO法人代表、弁護士会、学識経験者

・ホームレス状態にある者等生活逼迫状態者を必要な支援につなげるため、シェルター事業等を実施しているNPO

法人等の関係団体とのネットワークを強化するとともに、緊急避難対応として、宿泊（カプセル・ホテル等）の

提供等を実施する。

・これまでに構築したパーソナル・サポート・サービスの関係機関とのネットワークに加え、精神的・身体的に問

題を抱える相談者の増加や高校中退者等の若年者及びその保護者等からの相談に対応するため、地域における既

存のシステムや社会的資源を活用し、さらなるネットワークの強化を図る。

○民生委員、市町社協、精神保健福祉センター、健康福祉センター、保健所、家族会等との連携強化（個々の

ケースに応じた個別支援チームの設置）

○山口県子ども・若者社会参加支援ネットワーク会議、山口県若者自立支援ネットワーク会議、地域における若

者自立支援ネットワーク会議への参画



徳島県【継続】

想定する実施団体等

県内において、当事者本位の個別的、包括的、継続的支援につながり得る活動の実績を有する団体、若しくは、こ
れらの活動を行う能力があると認められる団体（競争入札（プロポーザル方式）により選定）
（参考）現在の実施団体：徳島県労働者福祉協議会

事業の実施体制・規模

・徳島市内に活動拠点として「パーソナル・サポート・センター（仮称）」を設置。パーソナル・サポーター等の

詰め所としての機能に加え、支援対象者の相談対応や支援ネットワークを構成する関係機関等との協議等にも対

応できる機能を備えるものとする。

・人員体制：センター長1名、CPS1名、PS5名、APS9名

（チーム編成）

○センター運営チーム（センター全般の統括、支援内容の評価・分析、連絡調整等）：センター長1名、PS1名、

APS1名

○センター内支援チーム（センター内での相談や巡回相談会、生活の自立に向けての訓練等の企画及び実施）：

PS1名、APS2名

○生活・就労支援統括責任者（寄り添い・伴走型支援活動の総括）：CPS1名

○生活・就労支援チーム［３チーム］（生活相談から就職までの寄り添い・伴走型支援（就労につながらない者

等も対象））：PS3名、APS6名

（変更点）

○事務局体制の強化･･･センター長とCPSの兼務を解消し、センター全般の運営、統括及びセンター内での支援

業務を担当するセンター運営チームを設置。

○支援チームの再編･･･支援対象者への寄り添い・伴走型支援をより効率的に行えるように、現在の「生活支援

チーム（2チーム）」と「就職準備支援チーム（1チーム）」を再編し、生活相談から就職まで一貫して担当す

る「生活・就労支援チーム」に統合、この支援の統括責任者として、センター長を兼務しないCPSを配置。

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

・ネットワーク構築にあたっては、単なる会議体としてではなく、日常的な情報・意見交換を通じて、個々のケー

スについての具体的対応が相談・協議できる顔の見える関係を構築するよう取り組む。

・「緊急生活支援」･･･当面の生活に困窮している方、心身の健康や住宅、金銭等の問題で緊急の対応を必要として

いる方を対象とした緊急の支援を実施。

・「就職先の開拓」･･･就職の受け皿として、生活困窮者や就職困難者の就労支援に理解のある企業の発掘と開拓に

努めるとともに、企業経営者や人事担当者に対する啓発活動を行う。

・「高校中退者等の社会的排除リスクを軽減させるための事業」･･･高校中退者やそのリスクが高い者等を対象とし

た支援を充実させるため、社会生活に適応するための訓練や、就職活動等での不利を軽減させるための免許取得

支援、高校卒業資格を取得するための支援、保護者への支援等、社会的排除リスクを軽減させるための支援を行

う。

・支援ネットワークに参加している機関や団体等に所属する弁護士や司法書士等の専門家について、「協力サポー

ター」（仮称）として登録し、定額報償を支払うような形で、正式に支援サービスに参加できるように、モデル

事業への参加の位置付けを整理する。



福岡県福岡市【継続】

想定する実施団体等

福岡絆プロジェクト共同事業体【継続】を予定

事業の実施体制・規模

・人員体制：絆統括1名、絆部長1名、絆主任パーソナルマネジャー（PM主任）1名、絆パーソナルマネジャー

（PM）3名、絆主任支援員1名、絆支援員8名、事務員1名

・絆統括の業務･･･①事業全体の統括、②ケアプラン達成についての絆部長報告の決裁、③渉外業務（行政窓口、地

域資源の開拓）、④評価チームとの連携、⑤共同事業体理事会等への報告

・絆部長の業務･･･①各帳票類等の決裁、②会議実施、③管理業務、④報告業務、⑤渉外業務、⑥相談業務、⑦調査

研究

・PM主任の業務･･･①プラン作成チェック、②各種会議の開催および参加、③総合相談窓口業務及び情報管理、④

関係機関との連携及び情報管理と共有、（以下対応困難ケースについて）⑤導入→プラン作成、⑥関係機関との

連携および情報管理と共有、⑦情報収集及び共有

・PMの業務･･･①総合相談窓口、②導入→プラン作成、③関係機関との連携、④情報収集及び情報共有、⑤プラン

実施チェック

・絆主任の業務･･･①ミーティング、②支援実施状況のチェック、③記録内容のチェック、④絆支援員の相談対応、

⑤支援員同行指導、⑥各種ケースカンファレンスの実施・記録、⑦金銭管理サービス（福岡絆）の実施状況

チェック、⑧困難事例対応、⑨医療機関・施設入所者調整、⑩各種会議の開催及び参加

・絆支援員の業務･･･①支援の実施、②記録、③報告作成

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

・事務局機能を担うのは主にCPS、PSであるが、場面によってはAPSが担う。それぞれの働きの中に事務局機能

が含まれていることを意識することが必要。

・ケアマネジメント方式を採用

（１）絆支援計画（サポートプラン）の作成

（２）利用者本人の目標（パーソナルプラン）の作成

・絆の台帳事業 データベースの活用

・広報・啓発 （１）ホームページの作成 （２）各地域ＰＳ研修会

・人材育成 （１）地域ネットワークづくりのための講習会・研修会 （２）スキルアップ研修

絆統括

絆 
支援員 

絆 
支援員 

絆 
支援員

絆 
支援員

絆 
支援員

絆 
支援員

絆 
支援員

絆 
支援員 

事務員 
PM 
主任 

PM PM PM 

絆部長

絆主任

CPS＝スーパー 
ビジョン 

PS（絆 PM） 
＝各プラン 

作成 



沖縄県【継続】

想定する実施団体等

沖縄県労福協【継続】を予定

事業の実施体制・規模

・那覇市に設置しているパーソナル・サポート・センターに加え、人口の多い沖縄本島中部地域への対応のため、

沖縄労働局との連携のもと、ふるさとハローワーク内に「就職・生活支援パーソナル・サポートセンタ－中部サ

テライト（仮称）」を開設し、中部以北を担当エリアとする。

・人員体制：

※就職準備支援と就職活動支援とは密接不可分なところがあるため、就職準備支援グループと就職活

動支援グループとの緊密な連携を図り、相談者目線でのグループの垣根を越えた支援を旨とする。

・直接的な支援業務及びそれと密接に結びついた業務以外は、事務局が担うことを基本原則とする。

主な事業内容(地域のネットワークの構築・事務局機能の体現に向けた取組、相談支援事業以外の主な事業等)

・相談者の実態にあわせて、内容や時間、規模等を組み立てるオーダーメイド型セミナーを開催する。

・NPOの構成員や地域住民のパーソナル・サポートに対する理解と意識の共有を目的として、NPO構成員や民生

委員、市町村職員、教育関係者などを主な対象として想定するPS市民養成講座を開催する。

・支援者や地域の状況により既存の支援では対応できないケースについて、他の方法では支援が困難であることの

確認を「沖縄県PSモデルプロジェクト実務者連絡会議」等をはじめとする地域ネットワークにおいて協議・調整

を重ねながら、パーソナル・サポート・サービス独自の支援を実施し、もって新たな事業・制度に関する構想・

提案に資することとする。

・行政の福祉・保健部門や生活支援部門、就職支援部門、社協、法律関係者、医療機関などとの連携は一定程度

整ってきており、NPOに関しても、いくつかの子育て・介護支援NPOや食料支援NPO、ホームレス支援NPOな

どとの連携が進んでいる。しかしながら、分野的広がり・地域的広がりにおいて十分とは言えないため、今後も

地域ネットワークの深化に向けて取り組むこととする。特に、自治会や民生委員・児童委員など地域組織との連

携や、スクールカウンセラーなど学校関係者との連携は、今後の大きな課題である。

・支援対象者や地域、社会資源の状況に即した独自の取組や新たな事業・制度に関する構想・提案については、沖

縄県雇用政策課、福祉・援護課及び実施団体である沖縄県労福協で協議・調整することを基本とするが、必要に

応じて「沖縄県パーソナル・サポート・モデルプロジェクト実務者連絡会議」の全体もしくは一部を活用する。

事務局

センター長：CPS1名
事務局長（中部サテライト総括）：1名（PS)
事務局次長（那覇・南部センタ－総括）：1名（PS）
分析・評価担当：APS1名（総合支援と兼務）
事務兼相談補助員：1名

生活特別支援グループ
生活特別支援班1（那覇・南部センター）：PS1名、APS2名
生活特別支援班2（那覇・南部センター）：APS2名
生活特別支援班3（中部サテライト）：APS2名

総合支援グループ
総合支援班1（那覇・南部センター）：PS1名、APS2名
総合支援班2（那覇・南部センター）：APS3名
総合支援班3（中部サテライト）：APS3名

就職準備支援グループ
就職支援ﾏｯﾁﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（那覇・南部担当）：PS1名、APS1名
就職支援ﾏｯﾁﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（中部担当）：APS1名
就職支援ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ（労働局）：那覇・南部及び中部担当各1名

就職活動支援グループ
就職活動支援員（那覇・南部担当）：PS1名、APS1名
就職活動支援員（中部担当）：APS1名
就職支援ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ（労働局）：那覇・南部及び中部担当各1名



東京都足立区【新規】

想定する実施団体等

NPO法人自殺対策支援センターライフリンクを予定

事業の実施体制・規模

・人員体制：CPS1名、PS5名、APS1名、事務職員1名

パーソナル・サポート・サービスにつながりうる活動の実績、事業内容

・足立区では平成20年10月から、自殺総合対策として「こころといのちの相談支援事業」を実施。NPO法人と

「都市型の自殺対策ネットワークモデルづくり」に取り組んでいる。

・自殺対策が機能し始め、区内のハイリスク者（自殺念慮を抱えた要支援者）を特定できるようになってきたこと

で、そうした区民への個別対応（寄り添い支援）が追いつかなくなってきている。限られた職員だけでの対応に

は限界がある。このままでは、支援につなげるチャンスを得たハイリスク者を、再び放置せざるを得なくなる。

結果的に、自殺を減らすことができなくなり、各種相談窓口に立つ職員負担の軽減や社会保障費の削減も実現困

難となる。今、寄り添い支援の担い手の確保が、急務となっている。

・このため、様々な生活上の困難等を抱えて自殺念慮がある区民に対して「緊急的な個別対応」を行うことで自殺

を防止し、そうした人たちが再び自らの力で自立的に生きていけるようになるまで「継続的な寄り添い支援」を

行う。同時に、寄り添い支援後のフォローとして必要となる「居場所」や「出番」も創出していく。

・そうして、これまで足立区が取り組んできた「都市型の自殺対策ネットワーク」、つまり様々な社会資源が「当

事者（相談者）本位で連携を図っていく地域のつながり」を補完し、「誰もが自殺に追い込まれることのない生

き心地のよい社会」の実現を図る。

・地域ネットワークの強化

○これまで足立区が取り組んできた「都市型の自殺対策ネットワーク」づくりと連動（それを補完）させる形で

実施する。

○ネットワークに加わっている区内の様々な相談窓口において、自殺念慮を持った人への対応が必要となった場

合、そうした相談窓口を後方支援すべく、自殺念慮者への個別支援に入る。

○個別事例検討会を定期的に行い、パーソナル・サポーターおよび関係機関職員の実践力を高めると同時に、関

係者間の「顔の見えるつながり」を強化する。

○区内のあらゆる社会資源を洗い出し、相互の関係を意識しながら整理。可視化していく。

・自殺念慮者への個別支援

○スクリーニング･･･緊急的な個別対応を要している人を、総合相談会等を通じて抽出する。

○寄り添い支援

○居場所づくり･･･「地域に居場所がない人たち」の生活環境改善のため「居場所」をつくる。

③事務局機能

・NPO法人と足立区「こころといのち支援担当」とで連絡会を設置し、自殺念慮者や支援策情報、相談窓口の対応

状況等について、密接に情報交換を行い事業を進めていく。



神奈川県相模原市【新規】

想定する実施団体等

NPO法人文化学習協同ネットワークを予定

事業の実施体制・規模

・人員体制：センター長（スーパーバイザー）CPS1名、就職支援担当スタッフPS1名、地域開発・職業訓練担当

スタッフPS1名、社会福祉・精神福祉担当スタッフPS1名、学校連携・学び直し担当スタッフPS1名、事務担当

スタッフ2名

・NPO法人に委託し、専門機関・団体が協力するという運営体制を取る。PSはNPO法人の専門スタッフが担うが、

協力機関・団体からも出向スタッフを募り構成する。

・「福祉」「訓練」「教育」「就職」それぞれの担当専門スタッフ体制で活動する。センター長と事務担当スタッ

フに各チームのPSを加えたメンバーで事務局会議を構成する。

パーソナル・サポート・サービスにつながりうる活動の実績、事業内容

・市は「相模原市就職支援センター」（地方公共団体無料職業紹介事業）を開設して若年無業者への就労支援にも

着手し、平成21年には「さがみはら若者サポートステーション（サポステ）」を開設して若者へのワンストップ

サービス支援を開始した。その開設と同時に若者の職業的自立を軸として様々な専門機関が参加する「相模原市

若者自立支援協議会」が組織され、その結果、サポステと就職支援機関、精神保健機関、社会福祉機関（福祉事

務所）との連携が進み始めている。また、相模原地区県立高等学校校長会をとおして高校へのアウトリーチ事業

も構築されつつあり、市内複数校内においてサポステ相談員による相談室が開かれるに及んでいる。また、市と

民間企業（イオンリテール株式会社）との地域活性化包括支援協定による「若者職業トレーニング」も継続的に

事業実施が図られてきている。

・しかしながら、サポステの主要な機能は相談支援にあり、伴走型サポーターの不在から、若者と専門機関や他の

社会資源とつなげる機能は部分的にならざるを得ない現状がある。協議会も合議体の段階であり、専門機関の連

携による支援体制にはまだ未成熟な部分もあり、専門機関の多様な支援メニュー（モジュール）をつなげ継続的、

包括的な支援システムを構築するまでには、至っていない状況である。

・実施団体については、「さがみはら若者サポートステーション」事業受託団体を予定。

・既に組織されている「相模原市若者自立支援協議会」の構成機関・団体とそれ以外の協力団体の中から、より連

携関係の強いメンバーで運営協議会を構成する。

・行政と民間と研究機関の協同による地域若者政策に関する研究・検討会として「社会的包摂研究会（仮称）」を

組織し、ＰＳＳ分析・評価/地域実態調査/ＰＳ研修・養成を実施する。



新潟県【新規】

想定する実施団体等

今後選定

事業の実施体制・規模

・新潟市に新潟パーソナル・サポート・センター（仮称）を設置し、PSの統括等を行うCPS、PS及びAPSを配置

する。

・新潟PSセンターは、新潟地域における拠点であると同時に本部機能を担うこととし、経理を含む事業全体の管理

運営を行う。また、PS事業の周知や広報活動の実施、本事業の課題や成果をまとめること（分析・評価）などを

担う。このために必要な専任スタッフを配置する。

・長岡地域と上越地域における拠点として、長岡PSセンター・上越PSセンターを設置し、それぞれPS、APS、事

務員を配置する。各PSセンターのPS、APSは、地域の支援団体等から寄せられる生活・就職困難者の意向等を

踏まえ、身近な地域へ出向いての支援について弾力的に行う。地域における支援対象者数及び状態やネットワー

クの構築状況等によってスタッフ配置を見直すこととする。

・地域で様々な領域で支援を行っているNPOやボランティアなどと幅広いネットワークを構築するとともに、PS

サービスの担い手の一員（登録APS）としても参画してもらい、より効果的な事業となるよう努めるものとする。

・人員体制：次表のとおり。

・県レベルでの関係機関の連携を図り制度の受け皿を構築するため「県PS事業連絡会」を設置し、まずは、新潟市

を中心とした地域に「新潟地域PS事業連絡会」を設置する。新潟地域の状況等を踏まえつつ、並行して、長岡市

と上越市を中心とした地域に「地域PS事業連絡会」を設置して、新潟県労働者福祉協議会、行政機関、関係団体、

専門家、NPO、ボランティアとの協働・連携により支援を必要とする者のうち、特に生活及び就労に関する問題

の解決を図り安定的な自立生活を営むことができるよう地域の支援の輪を広げていく。

パーソナル・サポート・サービスにつながりうる活動の実績、事業内容

・民間団体において、勤労者の福祉増進に向けた交流・イベント・会合を行うための会館運営管理、労働環境改善

に向けた調査・研究活動、勤労者の健康増進活動、中小勤労者の福利厚生をバックアップするため、勤労者福祉

サービスセンターへの人材派遣、新潟県・新潟市への勤労者福祉向上に向けた要請行動など、自治体との連携強

化、北東アジアの労働団体との国際交流活動を実施。また、ライフサポート事業（生活総合支援・相談事業）を

実施しており、平成23年5月までに県内12ケ所の地域ライフサポートセンターを開設している。

・当該団体は労働団体やNPO法人等の団体との関係も深く、事業の実施にあたっては各団体との日ごろからの連携

関係を活かしながら事業実施することとしており、関係団体で「にいがた協同ネット」というネットワークを組

織している。

常勤 非常勤 常勤 非常勤

本部事務局 1 - - - 1 - 2

新潟 - 1 2 3 1 - 7

長岡 - 1 2 3 1 - 7

上越 - 1 1 3 1 - 6

センター名 CPS PS
APS

計
事務員



岡山県岡山市【新規】

想定する実施団体等

競争入札（プロポーザル方式）により最も優れた提案を行った候補者を選定する予定。
（参考）選定対象候補の一つとして想定している実施団体等

岡山・野宿生活者を支える会（任意団体：近日中にNPO法人となる予定）

事業の実施体制・規模

・人員体制：CPS（組織のリーダー）1名、PS（2人1組の2チームで相談・支援に対応）4名、APS（活動を支え

る様々な事務を中心に行う）1名

・担当するケース数はPS1人あたり４～５ケースと想定。

パーソナル・サポート・サービスにつながりうる活動の実績、事業内容

・実施想定団体は岡山市におけるホームレス支援のパイオニア的団体であり、ホームレスに対する炊き出しなどの

支援を平成14年より実施。ホームレス支援に対する基本的な理念として、（１）いのちの尊厳を守る、

（２）トータルインディペンデンス（全面的な自立･･･経済的自立のみならず、人間関係喪失に対する支援）に向け

て、共に歩む、（３）ホームレスを生み出さない社会を作るための協働 を掲げ、就労が可能な人はできるだけ

生活保護でなく就労自立を目指す方向で支援を行っている。また、精神的障害や発達障害などで、生活保護を受

給せざるを得ないホームレスに対しても、孤立化させない支援を継続的に行ってきている。平成21年12月より、

岡山市において初めてのホームレス支援事業となる「岡山市ホームレス対策事業」を公募型プロポーザルによる

審査の結果、受託し、賃貸物件のシェルターを確保し、相談員の適切な支援と相まって、就労意欲の高い多くの

ホームレスを就労自立に導いている。

・次の機関との連携を図って支援を実施する。連携する機関は適切な支援を行い、必要が生じればケース検討会議

等に連携する機関からメンバーを派遣する。

〔関係機関〕岡山労働局、岡山公共職業安定所（ハローワーク岡山）、西大寺公共職業安定所（ハローワーク西

大寺）、岡山市の関係部署（主なところとして、福祉事務所、保健所、保健センター、こころの健康センター、

発達障害者支援センター、雇用対策課及び福祉援護課など）、社会福祉協議会等

・関係機関との連携（各論）

①生活保護受給者（福祉事務所、ハローワーク等との連携）

各福祉事務所のケース診断会議を活用し、「その他世帯」を中心に、稼働能力があり、かつ就労意欲の高い

者（主に16歳から64歳までの稼働年齢層にある者。以下②、③において同じ）を抽出。これを「就労支援ケー

ス」と位置づけ、福祉事務所の就労支援相談員や就労支援ナビゲーターへの相談に結びつけるとともに、PSによ

る就労支援サービスの提供を受けるように導く。

②要保護状態にある者（福祉事務所、社会福祉協議会、ハローワーク等との連携）

生活保護は受給していないが、生活保護と同等あるいはそれ以下の収入しかない世帯に属していて、稼働能

力があり、かつ就労意欲の高い者を抽出。これを「就労支援ケース」と位置づけ、福祉事務所の就労支援相談員

や就労支援ナビゲーターへの相談に結びつけるとともに、PSによる就労支援サービスの提供を受けるように導く。

あわせて、必要に応じて社会福祉協議会の諸貸付制度などとの連携を図る。

③ホームレス若しくはホームレス状態にある者（福祉事務所、ハローワーク、保健所関係部署、ホームレスシェ

ルター等との連携）

ホームレス若しくはホームレス状態にある者（本市が実施している「岡山市ホームレス対策事業」の対象者

を含む）の中で、稼働能力があり、かつ就労意欲の高い者を抽出。これを「就労支援ケース」と位置づけ、福祉

事務所の就労支援相談員や就労支援ナビゲーターへの相談に結びつけるとともに、PSによる就労支援サービスの

提供を受けるように導く。あわせて、必要に応じて市の保健所部門等との連携を図る。



香川県【新規】

想定する実施団体等

NPO法人障害者等就労サポートセンターを想定

事業の実施体制・規模

・香川パーソナル・サポートセンター（仮称）を設置。

・人員体制：センター長兼CPS1名、PS2名、APS2名、事務員1名

・「生活再建・緊急生活支援チーム」（PS1名、APS1名）が支援対象者の活動及び支援内容等についての支援計

画を策定し、初期段階の支援を行う。初期段階の支援対象者は、急迫期であることが多く、優先課題である住居

と医療、多重債務整理のための環境愛理、各種窓口への同行、コミュニケーションへの補助を行い、生活と気持

ちの安定を図る。

・次の段階にステップアップする状況においては、「就職支援チーム」（PS1名、APS1名）が支援対象者の就業

意欲を回復させ、就職や就業に向けた支援計画を策定し、就職に必要な知識及び技能を身につけるために職場体

験実習等の就職サポートを実施し、就職に向けた支援を行う。

パーソナル・サポート・サービスにつながりうる活動の実績、事業内容

・実施想定団体は平成21年5月から香川求職者総合支援センターを受託して運営。そのほか、障害者就労サポート

事業、障害者自立支援事業所等支援事業、セクハラ・パワハラ被害者就労継続支援事業及びニート・フリーター

のジョブトレーニングを実施。

・香川パーソナル・サポート・サービス推進連絡会（仮称）として、香川県、香川労働局、市町、香川県社会福祉

協議会、香川県弁護士会、香川県司法書士会、香川県社会福祉士会、若者サポートステーション、学識経験者等

の参集を予定。
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