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○ これまでの社会保障は、人生の典型的なリスクに対して異なった制度と窓口で対応する「殻の保障」で
あったが、現実には複数のリスクが複合的に現れて人々の社会参加を困難にしている。制度より人に焦点
を当て、困難を克服して社会に参加できる「翼の保障」への転換が求められている。

○ 貧困の問題というのは、経済的な貧困だけでなく、関係の貧困や社会的な孤立という問題をどう解消し
ていくのかという課題がある。その中で、パーソナル・サポート・サービスという取組が当事者の貧困の解消
に加え、社会全体の貧困の解消に向けて一定の効果があればと思っている。

○ 自殺の実態調査を実施すると、亡くなった方は平均すると４つくらいの問題を抱えており、７割ぐらいの方
が支援を求めてどこかの窓口に行っていたが、自分が抱えている問題に的確な対応をしてくれる窓口にた
どり着けず亡くなっている。パーソナル・サポート・サービスは自殺対策にも十分活かしていく必要がある。

○ 子ども・若者支援の分野でも、徐々に包括的支援という概念が確立してきた。人間を断片的に切り取っ
て扱うのではなく、色々な問題を抱えてつまずくということをそのまま対象にした仕組みづくりがない限り、こ
の問題は解決しない。

○ 当事者の側に援助者がいることが重要であり、そこで一緒に解決策を目指して、共に取り組んでいくという
ことが重要。

○ 自殺対策も支援者本位から当事者本位という流れがあるが、パーソナル・サポート・サービスも自殺対策
と非常に共通するものがある。

当事者の抱える問題全体に対
応する包括的支援の継続的な
コーディネイト

（→ ６ページ）

当事者の側に立ち、問題と解決
の方向性を共有しながら自己決
定を支える支援

（→ ６ページ）

第１回検討委員会におけるご意見 ポイント
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○ 既存の制度との関係、例えば生活保護の問題では、ケースワーカーが寄り添い型、伴走型の支援を当
事者に対してやっており、ケースワーカーとの役割分担を検討していく必要がある。

○ 子ども・若者支援に限ってみても既に様々な仕組みがあり、それを担当する人達がいるが、それぞれが
不安定で長期継続的な展望がない中で動いている。そういったところにパーソナル・サポート・サービスが
出てきているので、これまでのものを整理する中で新しくパーソナル・サポート・サービスという概念の中に整
理し直すということをやらないと、社会的資源としては極めて無駄なことをしていることになる。

○ パーソナルな支援といっても当事者は地域で生活をしていることから、地域との関係抜きにはありえない。
当事者と地域を巻き込んだ形の一体的な支援、当事者と地域も変えていくという発想での支援が必要。そ
れがあって、本当の意味で当事者が地域社会の中で自分の居場所を見つけていくということにつながって
いく。

○ 自殺対策の都市型ネットワークモデルとして取り組んでいるのは、パーソナル・アプローチというよりは人が
集まるコミュニティ・アプローチであり、各相談機関、行政だけでなく民間も含めた窓口強化と、窓口どうしが
スムーズに連携できる仕組み、具体的には合同の研修会や、地域の社会資源を洗い出したものを元にし
た相談のフローチャート作りをしている。パーソナル・アプローチとコミュニティ・アプローチによる、それぞれ
の地域の特性に合わせた組合せがあるのではないか。

○ 社会的雇用、就労と距離がある人達にいったんプレステージの擬似的な雇用を提供し、そこで社会的リ
ハビリをしてもらうことが重要であり、そうした事業をパーソナル・サポート・サービスにどう組み込み、どう連
携させていくのかが重要。

対個人の視点と対地域の視点

（→ ７ページ）

既存の各種相談支援機能との
関係

（→ ７ページ）

第１回検討委員会におけるご意見 ポイント
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○ 出発はパーソナル・サポートという概念に重なるとしても、その先には「ソーシャル・サポート」に向けて展開
していくことが必要である。社会としてどのように受け皿をつくって支援をしていくかというところに展開してい
くことが重要。単なる個の支援の連続や積み重ねではなく、新たな支援や文化、サービス、制度を作り出し
ていくことが重要。さらに、事後対応ではなく、予防的な対応、こういうニーズのある人を生み出さない前提
を作り出すことが、本当の意味でのセーフティネットを作るということにつながっていく。

○ パーソナル・サポーターが抱えている方をサポートしても、社会の本体、例えば教育のあり方、労働市場
のあり方といった問題が温存されるようでは元も子もない。また、パーソナル・サポーターが当時者の側に
立とうとしても、使える制度、例えば職業訓練の量や質とか住宅制度が不備であれば、いくら伴走しても支
援できる材料というものがない。そういった不備についても、パーソナル・サポート・サービスによってより可
視的になって明るみに出ていくことが期待される。

○ この事業は社会本体の関わりの問題に大きく影響を及ぼしていくことができる、あるいはそうしないとうまく
回っていかないプロジェクトであり、社会保障のあり方を刷新していく可能性を持っている。

○ 既存の制度との関係をそのままにして、パーソナル・サポート・サービスが量的、質的な問題点を補う補
欠役になってしまっては、大変苦労を背負い込むがうま味はないということになってしまいかねない。生活
保護や長期的失業者の状態が現在のままでそれを補完する役回りを背負い込むことになるとすれば、人
を中心とした翼の保障、強い社会保障への転換も果たすことはできない。

○ これまで障害者の就労支援を行ってきたが、実は障害者対策の不備がこの問題に隠れている。また、精
神保健対策も不十分で様々なところに歪みが出ている。この事業で完結するのではなく、この活動のデー
タから、様々な障害者支援や精神保健対策といった我が国における制度の歪みの問題を是正するための
提言をしていきたい。

○ これまでの自立支援事業を見ると、ほとんどの事業でサービスだけあって金銭的な給付というのがなかっ
た。ほとんどの方が給付を受けないで放置されているという状況。海外の事例を見ても、パーソナル・サ
ポート・サービスだけ実施するのではなく、生活訓練給付金、生活保護の自立支援や児童扶養手当といっ
た給付と抱き合わせで考えていただきたい。

パーソナル・サポート・サービス
を通じた制度改革への展望

（→ ８ページ）

第１回検討委員会におけるご意見 ポイント
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○ かつて家庭がカバーしてきた受け皿機能とコーディネイト機能という２つの機能でシステムを捉えると、受
け皿（暮らしそのものについてのサービスそのものの提供）の部分は、家庭の崩壊とともに社会的資源へと
いくつか移動していった。しかし、生活本来の目的というのは、社会資源につなげていくというコーディネイト
の部分であり、これが欠落している。パーソナル･サポート・サービスは、まさに伴走的コーディネイトの補充
といった制度であると捉えており、社会的資源をいかに当事者に対して効果的に活用できるかということを
目指していると思う。

○ 介護保険には介護支援専門員、障害者自立支援では自立支援専門相談員など、ケアマネジメントに関
する人材育成と評価の方法に一定の蓄積がある。パーソナル・サポート・サービスでも、これまでの蓄積を
基に、例えば役割をどう規定するか、どこまでのサービスを貫くのか、直接サービスをどこまでやるのか、１
人でやるのかチームでやるのかなど、いくつかの要所を設計をする必要がある。〔再掲〕

○ 当事者のオーダーメイドを見つけるのは非常に高い専門性が求められている。当事者が望むオーダーメ
イドの形は先に決まっているわけではなく、これから一緒に見つけていくという作業が求められており、こうな
らなくてはいけないと決めてしまうこと自体がお仕着せの援助になってしまうリスクを抱えている。専門職とし
ての高い倫理性と価値観を持った人たちが専門技術と知識を持って継続的に関わっていく高い専門性が
必要。その専門性をどう担保していくのかということが大きな課題。

○ 介護保険には介護支援専門員、障害者自立支援では自立支援専門相談員など、ケアマネジメントに関
する人材育成と評価の方法に一定の蓄積がある。パーソナル・サポート・サービスでも、これまでの蓄積を
基に、例えば役割をどう規定するか、どこまでのサービスを貫くのか、直接サービスをどこまでやるのか、１
人でやるのかチームでやるのかなど、いくつかの要所を設計をする必要がある。

○ 支援をより良くしていく制度の整備はもちろんであるが、支援をする側の生活が安定し、自分の身分があ
る程度保障されていることが必要。

○ こうしたサービスを職業として確立していきたい。何年かかけて熟練していく中で、それが金額的にも反映
され、到達すべき目標としてパーソナル・サポーターを位置づけたい。そのためにそれなりの給料がもらえ
るような仕事として保障していく必要がある。

○ パーソナル・サポーターが一定の権限や所得などを得ることになった場合、パーソナル・サポーターとして
認定されるかということを巡って紛争が起こるのではないかと危惧している。悪質な意図を持った人や業界
をどう遮断することができるような制度を作るか検討する必要がある。

パーソナル・サポート・サービス
を担う人材とチーム編成

（→ ９ページ）

直接的な給付・サービス提供と
の分離

（→ ９ページ）

第１回検討委員会におけるご意見 ポイント
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○ 支援者の多くは一般の国民への説明をあまり意識することなく、自分たちは頑張っているという立場にな
りやすいので、国民、納税者から理解が得られるのかということも検討していく必要がある。

○ 恒常的な制度としてお金もついていくものになるためには、モデル・プロジェクトの成果が可視化されること
が必要。

○ このプロジェクトが継続していく財政的な措置が認められるような正当性をどこで作り出していくのかが課
題。就労と距離がある人達をじっくり支えていくことの正当性を担保しないと、下手をするとクリーム・スキミ
ングになる。また、コストをかけて支えていくことが長期的に見れば合理的であるということについて合意をど
のように獲得するかということが重要。

○ このプロジェクトにより人々を支援することが、トータルに見た場合社会に大きな還元があるんだということ
を広く示すことが、既存の制度の再編も含めて全体として大きく歩を進めていく決定的な要因になっていく。

○ 社会に対する可視化、パーソナル・サポート・サービスは他の支援制度とどう同じでどう違うのかということ
や、その支援の対象になる人達の変化をどう見せていくのかということや、長期的に見たその合理性とかそ
ういうものをどうシミュレートしていくのか等、支援のスキルをどう可視化していくかなどについて様々なレベ
ルで対外的に見せ、理解を得ていくというような見せ方の問題。

○ 事前の規制ではなくできる限り自由に現場の裁量に委ねる形が良い。ただ自由にやるというだけではなく、
何らかの成果の指標の達成度合に基づいて将来的な補助を増額・減額するという形で、事前規制から事
後規制へ転換する必要がある。それには評価指標が重要になってくる。

○ 様々な若者支援が導入されているが、支援団体によって支援のあり方がバラバラである。若者がある特
定の性格を帯びた支援を受けることになることをかなり心配しており、新しい支援のあり方に関して何かメル
クマールができることに期待している。バランスの取れた支援が提供できたらと期待している。

○ 当事者の了解を得た上で、情報の一元化、ステージが変わっても情報が引き継がれているという個人カ
ルテのようなものが生命線である。

支援関係機関との個人情報共
有のルール化（→ 10ページ）

支援の効果の可視化と評価

（特に就労自立から距離のある
人）

（→ 10ページ）

第１回検討委員会におけるご意見 ポイント
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当事者の抱える問題全体に
対応する包括的支援の継続
的なコーディネイト

当事者の側に立ち、問題と
解決の方向性を共有しなが
ら自己決定を支える支援

○ 今日の経済社会環境の変化を背景に、経済的な問題、社会的な関係をめぐる問題、家族関係をめぐる問題、
精神保健をめぐる問題など多領域にわたる要因が複雑に絡んで、さらに問題を複雑、深刻化させる悪循環を引き
起こし、生活上の困難に直面するものが増加している。

○ 生活困窮する当事者自身が自分の抱える問題を正確に認識できないケースも少なくなく、自分の力のみでは必
要な支援策にたどり着くことが困難である。また、対象（高齢者、障害者、女性、若者、子どもなど）や制度（介護、
福祉、医療、就労支援など）別に構築した支援体制では、どこでも複雑に絡み合った問題の全体的な構造を把握
し、受け止めることが難しい。

○ 現在の体制では、対象や制度に合わせて問題を限定化してとらえて支援を行ったり、あるいは他の支援機関に
回すことが行われがちであるが、それでは問題の悪循環から抜け出し自立に結びつけていくことは難しい。当事者
の抱える問題の全体を構造的に把握した上で、当事者の支援ニーズに合わせて、制度横断的にオーダーメイドで
支援策の調整、調達、開拓等のコーディネイトを行い、かつ、当事者の状況変化に応じて、継続的に伴走型で
行っていく支援が求められている。

○ このような支援を、制度本位ではなく、支援ニーズを持つ当事者本位の個別的、包括的、継続的な支援という
性格に焦点をあてて「パーソナル・サポート・サービス」と定義して、そのあり方を検討していく。

○ オーダーメイドの支援は、最初から形があるわけではなくて、当事者が抱える問題についての認識や、問題解決
に向けて当事者自身が持っている力・意欲への気付きの過程を、当事者と支援者が共有する中で形作られていく
ものである。

○ したがって、パーソナル・サポート・サービスは、当事者の前に出て、前から引っ張る支援ではなく、心理的にも物
理的にも常に当事者の側に立ち、当事者の気付きや意識の熟成を待ち、その自己決定を支える姿勢、当事者と
一緒に解決策を目指して取り組んでいく姿勢が求められる。

モデル・プロジェクト開始前段階での考え方の整理（たたき台）ポイント

１ パーソナル・サポート・サービスの概念整理について
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○ 「パーソナル・サポート・サービス」は、制度本位ではなく個人の抱える問題や支援ニーズに合わせたアプローチに
焦点を当てた言葉であるが、単なる個人に対するアプローチではなく、同時に個人が生活する場である地域に対
するアプローチも含んだ考え方としてとらえるべきである。

生活上の困難を個人と個人をとりまく環境との間の摩擦の問題としてとらえた場合、その解決には、個人に対する
働きかけと同時に地域に対する働きかけが必要である。また、ある個人に生じた問題は、同じ地域に住む別の個
人にとっても潜在的な問題、すなわち地域社会の課題でもあり得る。

○ このため、地域住民や地域組織によるインフォーマルなサポート（居場所づくりなど）、事業所による就業体験や
ジョブ・トレーニング、地域の課題を解決するソーシャル・ビジネスの展開と雇用創造などを含め、個人に対する働
きかけと同時に、個人の生活の場である地域に働きかけ、その中で、関係づくりを進めたり、社会資源を開拓、開
発したりする視点を併せ持つことが重要である。

○ あわせて、単なる会議の場の意見交換にとどまらない、個別のケースへの対応や地域の抱える課題について、
認識を共有し、協働で取り組むことのできるレベルでの、関係機関、社会資源の間のネットワークづくりが必要であ
る。

対個人の視点と対地域の視
点

○ サービスや制度機関の制度化が進んでいる高齢者や障害者の分野においても、また、発展途上にある現役層に
対する支援や子ども・若者支援等の分野においても、生活リスクの複合化等から、各制度を横断する包括的支援
の必要性は高まっている。

○ その一方で、生活保護件数の急増にケース・ワーカーの量と質が追いついていないことや、各種の相談支援機
関が単なるサービスや給付へのつなぎとしか認識されず、事業の位置付け、安定性や支援の担い手に対する処
遇などの面で、包括的支援に求められる高い専門性の確保が難しい状況にあることは否めない。

○ 制度の成り立ちや財源調達の方法の違いもあり、各種の支援制度そのものを包括して一本化することは困難で
あろうと思われるが、先に触れたように、どの分野においても、支援の総合的アセスメントから総合的プランニングに
至るような包括的支援の必要性が高まってきている。

これに応えられるよう、モデル・プロジェクト実施前の現段階においては、「パーソナル・サポート・サービス」を各制
度、各領域を横断する包括的な個別支援の考え方として確立するとともに、各制度の持つ相談援助機能を「パー
ソナル・サポート・サービス」の技能を持った人によって担われる社会サービスとして確立し、どの相談援助機関か
ら入ったとしても包括的支援につながる体制を構築することを展望する。

既存の各種相談支援機能と
の関係

モデル・プロジェクト開始前段階での考え方の整理（たたき台）ポイント
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○ 既存の制度の多くは、人生の典型的なリスクを取り出して、そのリスクに対応する給付やサービスを保障する形で
整備されてきているが、生活リスクが多様化し複合化する今日、現行の制度でカバーできる範囲を超えた問題も
多い。

○ これまでの支援のあり方では、このような制度でカバーできる範囲を超えた問題の存在はすぐに表に現れにくく、
生活が立ちゆかなくなるに至ってから最後のセーフティネットである生活保護の増加という形で現れていた。既存の
制度の枠組みを超えて、個人の抱える問題や支援ニーズに合わせた支援を目指す「パーソナル・サポート・サービ
ス」の展開は、同時に現在の制度の不備や不十分な点、あるいは経済社会の変化により生じた新たな問題の存在
を明らかにすることにもつながると考えられる。

特に、ホームレス支援や就労から距離のある現役稼働年齢層に対する支援、若年者の自立・就労支援など、支
援策がまだ十分に確立していない分野、制度化されていない分野においては、「パーソナル・サポート・サービス」の
活用も念頭において、支援策の確立、制度化を進めることも必要である。

○ したがって、「パーソナル・サポート・サービス」は、単に個人レベルのミクロの包括的な支援ということではなく、そ
れにより明らかとなる現行の制度の不備や問題点、経済社会の変化により生じた新しい問題の存在、また、それに
対応する新たな制度や支援の創造の必要性を社会に訴え、働きかけるソーシャル・アクションの要素も含む営みと
して考える。

この営みによって、事後的な対応を余儀なくされていた新たなリスクに対する早い段階での予防的施策がとられ、
本当の意味でのセーフティネットの構築につながることとなる。さらに、人口減少社会、とりわけ現役稼働年齢層が
急速に減少する中での今後の経済社会の発展にとっても、この営みは、人々が社会の死角に落ち込むことを防ぎ、
市場や社会への参画を促進して、一人ひとりの持つ潜在的な能力を引き出し、全員参加型の社会を構築するとい
う意味で重要であると考える。

パーソナル・サポート・サービ
スを通じた制度改革への展
望

モデル・プロジェクト開始前段階での考え方の整理（たたき台）ポイント
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○ 制度に合わせたお仕着せの支援ではなく、多領域にわたる問題の全体的な構造を把握し、当事者の側に立って
包括的な支援をオーダーメイドでコーディネイトすることには、高い専門性が求められる。

○ そのためには、パーソナル・サポート・サービスを担う人材に対して、問題領域や関連制度についての知識の習得
はもとより、クライアントとのコミュニケーションやケース・マネジメント、他領域の専門職や地域の社会資源との協力、
調整、働きかけに関する技術の習得と実践力の評価ができる仕組みの構築が必要である。

○ このため、モデル・プロジェクトの実践を通じて、現実の支援に必要な資質、能力の要素を抽出するとともに、関連
する資格や制度が要求する技能との関係も整理して、担い手の育成方法について検討する。

○ モデル・プロジェクトの実践に当たっては、パーソナル・サポート・サービスにつながりうる実践活動について5年程
度の経験を持つ者が主力（「パーソナル・サポーター」（仮称））となり、経験年数の少ない者（「アシスタント・パーソ
ナル・サポーター」（仮称））を指導しつつ、5年以上の経験を持ち地域のコーディネーター役を果たす存在（「チー
フ・パーソナル・サポーター」（仮称））がスーパーバイズする形で、当事者の状態に応じてチーム編成を組んで実施
する。 → 資料３参照

○ パーソナル・サポート・サービスは、当事者の側に立った支援ということを徹底する観点から、当事者に対する直
接的な給付やサービス提供とは切り離して、コーディネイト役に徹することを原則におく。ただし、給付機関やサー
ビス提供主体の積極的協力なくしてはパーソナル・サポート・サービスは機能しない。パーソナル・サポート・サービ
スの実施主体は、常に関係諸機関との協働関係を追求し、単なるつなぎ役に堕さないよう努める必要がある。

○ この場合、住居のない者に対する宿所提供や所持金のない者に対する緊急資金援助等の事業を、パーソナ
ル・サポート・サービスを実践する団体自身が営むことを否定するものではないが、パーソナル・サポート・サービス
の担い手と直接的な給付・サービスの担当者は部門を分離することが必要である。

パーソナル・サポート・サービ
スを担う人材とチーム編成

直接的な給付・サービス提
供との分離

モデル・プロジェクト開始前段階での考え方の整理（たたき台）ポイント

２ パーソナル・サポート・サービスの制度設計について
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○ 各種の支援制度や支援機関等の社会資源を活用してオーダーメイドの支援を包括的に行っていくためには、当
事者の了解を得た上で、支援に関係する機関の間で、本人に関する情報が共有されることが必要である。

○ そのためには、パーソナル・サポート・サービスの実施主体のみならず、行政機関も含めて、支援に関係する機関
がそれぞれ、当事者との間で、個人情報の取扱いについて共通のルールを設定しておく必要がある。

○ モデル・プロジェクトの実施にあたっては、上記の点について、それぞれの地域において、関係する支援機関の間
でルールを設定して取り組むとともに、モデル・プロジェクトを通じて、その取扱いに問題がないかどうか検証し、パー
ソナル・サポート・サービスの制度化の議論に活かすこととする。

支援関係機関との個人情報
共有のルール化

支援の効果の可視化と評価

（特に就労自立から距離の
ある人）

○ これまでの雇用対策においては就労自立が目標とされ、成果指標として就職率をとって施策を評価してきたが、
市場や社会から排除された期間が長く、あるいはその程度が重いため、就労自立まで距離のある人に対する支援
については、その効果が見えづらく、社会的なコストをかけて取り組むべきか否かについて疑問視されることもあっ
た。しかしながら、就労自立から距離のある人に対する支援が不十分な状況を放置すれば、いずれは生活が立ち
ゆかなくなってから最後のセーフティネットである生活保護の対象となり、それが増加することとなる。

○ 生活保護は権利であるがゆえに、申請権の侵害などがあってはならないことは言うまでもないが、生活保護を受
けざるを得ない状態に立ち至る前の段階での早期の支援や、生活保護受給後の自立支援等の包括的支援につ
いて国民の理解を得るためには、支援の内容とその効果を評価分析し、支援の効果を可視化することが不可欠で
ある。それは同時に、支援について特定の流儀や流派の偏りやお仕着せによる弊害を防ぎ、エビデンスに基づいた
アプローチを進める上でも重要である。

○ このため、モデル・プロジェクトの実施にあたっては、記録のフォーマットを作成し、支援の各段階（例えば「危機的
状況の脱却の段階」、「自己の抱える問題の認識と日常生活の再構築の段階」、「自立への意欲と社会的活動へ
の参画段階」、「職業能力の向上など各種援助策を活用した就労・自立生活への歩みの段階」など）における支
援内容、各種社会資源との関わりと当事者の状況の変化、目標の設定とその達成度合いについて評価を行いな
がら進めることが必要である。

モデル・プロジェクト開始前段階での考え方の整理（たたき台）ポイント


