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パーソナルアシスタンスとはパーソナルアシスタンスとはパーソナルアシスタンスとはパーソナルアシスタンスとは

○ 利用者と介助者が直接契約を結び、自ら必要とする介助
を組み立てる制度

○ １９８０年代にデンマークで誕生

○ その後、スウェーデン、フィンランド、イギリス、オラ
ンダ、アメリカ、カナダ等にも拡大

○ 日本では、現在、札幌市のみが実施

○ 現在、厚生労働省で法定化が検討されているが、実施に
ついては、未定



札幌市パーソナルアシスタンス（ＰＡ）制度札幌市パーソナルアシスタンス（ＰＡ）制度札幌市パーソナルアシスタンス（ＰＡ）制度札幌市パーソナルアシスタンス（ＰＡ）制度
の創設までの経緯①の創設までの経緯①の創設までの経緯①の創設までの経緯①

・平成２０年２月～ 検討会の立ち上げ
・平成２０年８月～ 重度身体障がい者の実態調査
・平成２１年６月～ モデル事業の実施
・平成２２年４月～ 事業開始

当事者の悩み
・介助時間数の不足
・提供事業所の不足
・専属の介助者を希望

札幌市の悩み
・財源の問題

ＰＡ制度の検討を開始



札幌市パーソナルアシスタンス（ＰＡ）制度札幌市パーソナルアシスタンス（ＰＡ）制度札幌市パーソナルアシスタンス（ＰＡ）制度札幌市パーソナルアシスタンス（ＰＡ）制度
の創設までの経緯②の創設までの経緯②の創設までの経緯②の創設までの経緯②

◎◎◎◎ 検討会の立ち上げ検討会の立ち上げ検討会の立ち上げ検討会の立ち上げ

○ 下表の内容等について、３０数回にわたる検討会を実施

現在も月１回継続中
～延べ１５０回実施

検討内容検討内容検討内容検討内容 検討結果検討結果検討結果検討結果

利用対象者の範囲 重度訪問介護利用者

不正防止策 利用時に電話を行う

事故時の補償 札幌市が保険に加入

介助者研修の必要性 必ず介助者研修を実施

費用の支給方法 実費を直接支給



札幌市パーソナルアシスタンス（ＰＡ）制度札幌市パーソナルアシスタンス（ＰＡ）制度札幌市パーソナルアシスタンス（ＰＡ）制度札幌市パーソナルアシスタンス（ＰＡ）制度
の創設までの経緯③の創設までの経緯③の創設までの経緯③の創設までの経緯③

◎◎◎◎ 重度身体障がい重度身体障がい重度身体障がい重度身体障がい者の実態調査者の実態調査者の実態調査者の実態調査

○ 区分４以上の在宅の身体障がい者を対象にアンケート調
査、訪問調査を実施

アンケート調査結果

・ヘルパー資格の有無と介助
の熟練度に相関性がない

・ヘルパー資格自体が不要
・現状の支給量では介助時間
数が不足している

訪問調査結果

・重度障がい者の介助には、
個別性ときめ細かさが必要
・同居家族がいても、公的な
支援による介助体制が必要



試験内容試験内容試験内容試験内容 試験結果試験結果試験結果試験結果

介助マネジメントの可否 マネジメント可能

無資格介助者による安全性 特に問題なし

介助者確保の困難性 困難であり支援が必要
⇒ サポートセンターの設置
⇒ 介助者の登録制度を設計

札幌市パーソナルアシスタンス（ＰＡ）制度札幌市パーソナルアシスタンス（ＰＡ）制度札幌市パーソナルアシスタンス（ＰＡ）制度札幌市パーソナルアシスタンス（ＰＡ）制度
の創設までの経緯④の創設までの経緯④の創設までの経緯④の創設までの経緯④

◎◎◎◎ モデル事業モデル事業モデル事業モデル事業の実施の実施の実施の実施

○ 現在のＰＡ制度とほぼ同内容で、５名に対し３ヶ月間の
モデル事業を実施

○ 下表の試験結果等が得られ、平成２２年度より事業開始



札幌市のＰＡ制度の仕組み①札幌市のＰＡ制度の仕組み①札幌市のＰＡ制度の仕組み①札幌市のＰＡ制度の仕組み①

◎◎◎◎ 概要概要概要概要

○ 利用者は、介助者と直接契約を結び、自ら必要とする介
助体制を構築

○ 重度訪問介護の支給量の一部を金銭給付に振り替え、そ
の範囲内で介助者から必要な支援を受ける

○ 介助に係る費用は、時給を基本とし、利用者と介助者間
で決定

○ 介助に要した費用は、札幌市が利用者に直接支給
※ 代理受領により、介助者に支給することも可能



札幌市のＰＡ制度の仕組み②札幌市のＰＡ制度の仕組み②札幌市のＰＡ制度の仕組み②札幌市のＰＡ制度の仕組み②

◎◎◎◎ 対象者対象者対象者対象者

○ 以下の条件を満たす場合に利用が可能
・重度訪問介護の支給決定を受けている
・自らもしくは支援者により、介助者の募集、シフトの調
整、金銭管理など、介助に係る環境調整ができる

※ マネジメント可能な支援者がおらず、知的又は精神障
がいにより自らマネジメントすることが困難場合は、
介助者にマネジメントを依頼することが可能



札幌市のＰＡ制度の仕組み③札幌市のＰＡ制度の仕組み③札幌市のＰＡ制度の仕組み③札幌市のＰＡ制度の仕組み③

◎◎◎◎ 介助内容介助内容介助内容介助内容

○ 重度訪問介護と同様の内容を提供可能

○ 上記に加えて、利用者のニーズの多い、入院中のコミュ
ニケーション支援に係る介助は、提供可能
※ 入院中に必要となる看護に係る介助（排せつ、体位交
換等）は提供不可



札幌市のＰＡ制度の仕組み④札幌市のＰＡ制度の仕組み④札幌市のＰＡ制度の仕組み④札幌市のＰＡ制度の仕組み④

◎◎◎◎ 介助費用の決定方法介助費用の決定方法介助費用の決定方法介助費用の決定方法

○ 重度訪問介護１時間あたり２，４００円と換算し、支給
量の一部をＰＡの介助費用へと振り替えて決定

状況状況状況状況 重度訪問介護重度訪問介護重度訪問介護重度訪問介護 ＰＡＰＡＰＡＰＡ

ＰＡ利用前 ２００時間 ０円

ＰＡ利用後 １００時間 ２４万円

上記の場合、利用者は、２４万円以内で介助体制を構築。
例えば、時給１，２００円で介助者と契約すれば、ＰＡによる
介助時間は２００時間に！



項目項目項目項目 内容内容内容内容

募集経費 介助者募集のための、求人広告の掲載費用等

郵送代 札幌市又はサポートセンター等への郵送費

振込手数料 介助者報酬の振込に係る手数料

研修費用 研修として介助を行った場合の介助報酬

マネジメント代行費 介助者がマネジメントを行った場合の事務費

札幌市のＰＡ制度の札幌市のＰＡ制度の札幌市のＰＡ制度の札幌市のＰＡ制度の仕組み⑤仕組み⑤仕組み⑤仕組み⑤

◎◎◎◎ 介助費用の使用可能な範囲介助費用の使用可能な範囲介助費用の使用可能な範囲介助費用の使用可能な範囲

○ 介助報酬のほか、以下の項目に使用可能



札幌市のＰＡ制度の仕組み⑥札幌市のＰＡ制度の仕組み⑥札幌市のＰＡ制度の仕組み⑥札幌市のＰＡ制度の仕組み⑥

◎◎◎◎ 利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担

○ 原則１割負担
※ 障害福祉サービスと同様に上限月額を設定

○ ＰＡと障害福祉サービスの利用者負担額の合算額が、
障害福祉サービスの利用者負担上限月額を超過した場合、
超過部分について償還払いを受けることが可能
⇒ ＰＡを利用しても、利用者負担は増加しない



札幌市のＰＡ制度の仕組み⑦札幌市のＰＡ制度の仕組み⑦札幌市のＰＡ制度の仕組み⑦札幌市のＰＡ制度の仕組み⑦

◎◎◎◎ 介助契約介助契約介助契約介助契約

○ 配偶者・三親等以内の親族以外と介助者契約を締結

○ サポートセンターに登録された介助者を選択、又は情報
紙などを用いて介助者を募集し、契約を締結

○ 介助者の資格の有無は問わない

○ 介助に係る費用は、下表の金額を上限に契約を締結

時間帯時間帯時間帯時間帯 交通費別交通費別交通費別交通費別 交通費込交通費込交通費込交通費込

日中 １，２００円／時 １，３００円／時

深夜 １，５００円／時 １，６００円／時



札幌市のＰＡ制度の仕組み⑧札幌市のＰＡ制度の仕組み⑧札幌市のＰＡ制度の仕組み⑧札幌市のＰＡ制度の仕組み⑧

◎◎◎◎ 繰越制度（平成２４年４月～）繰越制度（平成２４年４月～）繰越制度（平成２４年４月～）繰越制度（平成２４年４月～）

○ 当月に使用できなかった介助費用について、１０万円を
限度として、翌月に繰り越して使用することが可能

○ ＰＡ介助者は、地域住民であるため、予定変更等により、
ＰＡ費を使いきれないなどの問題点を解決するために導入

→上限額13万円

→上限額15万円

→上限額20万円＋10万円

3万円 繰越額10万円（繰越の限度額）

10万円

支出額

＋5万円

5月
上限額 10万円

支出額 8万円

4月

20万円

7万円 繰越額３万円

10万円上限額

支出額

7月
上限額 10万円

支出額

＋3万円

繰越額５万円

6月
上限額



札幌市のＰＡ制度の利用の流れ札幌市のＰＡ制度の利用の流れ札幌市のＰＡ制度の利用の流れ札幌市のＰＡ制度の利用の流れ

○ サポートセンターで制度概要や請求方法の研修を受講後、
下記の手続きを経て利用を開始

申請手続等申請手続等申請手続等申請手続等

１ 支給申請
・申請書、プラン提出

２ 支給決定
・プランを確認

３ 利用開始
・シフト表の提出
・実績記録票等の作成

介助者契約等介助者契約等介助者契約等介助者契約等

１ 介助者募集
・友人、知人等
・サポートセンターの紹介
・アルバイト情報誌を利用

２ 介助者契約
・時給、介助日などを決定

３ 介助者研修
・制度概要等の研修を受講



ＰＡサポートセンターＰＡサポートセンターＰＡサポートセンターＰＡサポートセンター

○ ＰＡ制度の実施にあたり、札幌市が民間団体に委託して
運営しているＰＡ利用者のための支援機関

【支援内容】
・ＰＡ制度の紹介、問い合わせ対応
・介助者募集の支援、情報提供
・介助契約締結時の支援、アドバイス
・ＰＡ利用者、介助者双方への研修の実施
・契約時や介助中のトラブル支援
・利用計画の作成における相談・支援
・請求書作成の支援 ｅｔｃ・・・



利用者の状況①利用者の状況①利用者の状況①利用者の状況①

◎◎◎◎ 利用者数の推移利用者数の推移利用者数の推移利用者数の推移
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利用者の状況②利用者の状況②利用者の状況②利用者の状況②

◎◎◎◎ 性別・年齢分布（平成２８年３月末時点）性別・年齢分布（平成２８年３月末時点）性別・年齢分布（平成２８年３月末時点）性別・年齢分布（平成２８年３月末時点）

◎◎◎◎ 移行時間・利用時間（平成２７年度実績）移行時間・利用時間（平成２７年度実績）移行時間・利用時間（平成２７年度実績）移行時間・利用時間（平成２７年度実績）

10101010代代代代 20202020代代代代 30303030代代代代 40404040代代代代 50505050代代代代 60606060代代代代 70707070代代代代 80808080代代代代 90909090代代代代 合計合計合計合計

男性 １ ５ ４ ４ ４ ２ ３ ０ ０ ２３

女性 ０ ７ ８ ６ ７ ７ ４ １ ０ ４０

合計 １ １２ １２ １０ １１ ９ ７ １ ０ ６３

割合 1.6% 19.0% 19.0% 15.9% 17.5% 14.3% 11.1% 1.6% 0% 100%

平均移行時間平均移行時間平均移行時間平均移行時間 平均利用時間平均利用時間平均利用時間平均利用時間 最大移行時間最大移行時間最大移行時間最大移行時間 最大利用時間最大利用時間最大利用時間最大利用時間

１７７時間 ２２５時間 ４５９時間 ９９５時間



介助者介助者介助者介助者の状況の状況の状況の状況

◎◎◎◎ 介助者登録数の推移介助者登録数の推移介助者登録数の推移介助者登録数の推移

◎◎◎◎ 介助者の年齢介助者の年齢介助者の年齢介助者の年齢
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重度訪問介護重度訪問介護重度訪問介護重度訪問介護における対象者拡大における対象者拡大における対象者拡大における対象者拡大
（知的・（知的・（知的・（知的・精神障がい精神障がい精神障がい精神障がい）への対応状況①）への対応状況①）への対応状況①）への対応状況①

◎◎◎◎ 利用者の状況利用者の状況利用者の状況利用者の状況

○ 重度訪問介護は、平成２６年４月の制度改正で、知的又
は精神障がい者で、行動障がいにより常時介護を必要とす
る者を利用対象者に追加

○ 新たな対象者は、徐々に増加しているが、平成２８年８
月末時点での重度訪問介護の支給決定者数は６名であり、
すべて知的障がい者



重度訪問介護重度訪問介護重度訪問介護重度訪問介護における対象者拡大における対象者拡大における対象者拡大における対象者拡大
（知的・（知的・（知的・（知的・精神障がい精神障がい精神障がい精神障がい）への対応状況②）への対応状況②）への対応状況②）への対応状況②

◎◎◎◎ 利用状況利用状況利用状況利用状況

○ 知的障がい者で、重度訪問介護利用者は、ほとんどが
単身生活者

○ 日中は、生活介護等に通所し、日中以外の自宅内での
声掛け支援や、就寝後の見守り支援での利用が中心



札幌市のＰＡ制度における対象者拡大札幌市のＰＡ制度における対象者拡大札幌市のＰＡ制度における対象者拡大札幌市のＰＡ制度における対象者拡大
（知的・（知的・（知的・（知的・精神障がい精神障がい精神障がい精神障がい）への対応①）への対応①）への対応①）への対応①

◎◎◎◎ 対象者拡大に向けた取り組み対象者拡大に向けた取り組み対象者拡大に向けた取り組み対象者拡大に向けた取り組み

○ 利用者のニーズを把握するため、アンケート調査を実施

○ 知的・精神障がい者が、ＰＡ制度の概要を容易に理解す
るためのＰＡガイドブックを作成

○ 介助体制に係るマネジメントを、介助者に依頼した場合
の「マネジメント代行費」を創設

○ 平成２７年１０月より、対象者を拡大を実施



札幌市のＰＡ制度における対象者拡大札幌市のＰＡ制度における対象者拡大札幌市のＰＡ制度における対象者拡大札幌市のＰＡ制度における対象者拡大
（知的・（知的・（知的・（知的・精神障がい精神障がい精神障がい精神障がい）への対応②）への対応②）への対応②）への対応②

◎◎◎◎ 利用者ニーズに関するアンケート調査利用者ニーズに関するアンケート調査利用者ニーズに関するアンケート調査利用者ニーズに関するアンケート調査

○ 市内に居住し、下記条件を満たす知的・精神障がい者
約２００名に対して、アンケート調査を実施
・障害支援区分が４以上
・居宅介護、行動援護のいずれも支給決定をうけている

利用者のニーズ
・入院時の付添
・慣れた介助者による支援
・外出支援への随時対応
・家族の負担軽減

課題
・行動援護から重度訪問介護に
移行するのが不安

・事務手続きが大変
・自己決定が困難



札幌市のＰＡ制度における対象者拡大札幌市のＰＡ制度における対象者拡大札幌市のＰＡ制度における対象者拡大札幌市のＰＡ制度における対象者拡大
（知的・（知的・（知的・（知的・精神障がい精神障がい精神障がい精神障がい）への対応③）への対応③）への対応③）への対応③

◎◎◎◎ マネジメント代行費マネジメント代行費マネジメント代行費マネジメント代行費

○ アンケート調査結果を受け、介助体制に係るマネジメン
トを介助者に依頼する仕組みを創設

○ 介助者のうち１名が、利用者に代わって、シフト調整・
書類作成などの事務手続きを代行

○ 代行に係る費用として、介助者１人あたり３，０００円
を介助者報酬に追加して支払うことが可能



札幌市のＰＡ制度における対象者拡大札幌市のＰＡ制度における対象者拡大札幌市のＰＡ制度における対象者拡大札幌市のＰＡ制度における対象者拡大
（知的・（知的・（知的・（知的・精神障がい精神障がい精神障がい精神障がい）への対応④）への対応④）への対応④）への対応④

◎◎◎◎ 利用者の状況利用者の状況利用者の状況利用者の状況

○ 知的・精神障がい者で、ＰＡ制度を利用している者は、
現時点で０人
※ ４月から開始した利用者が１人いたが、６月で辞退

○ 上記の利用者は、家族がマネジメントを行い、実施

○ 今後も知的・精神障がい者で、重度訪問介護の支給決定
を受ける人数の急激な増加は見込めず、利用対象者の検討
が必要か



利用者の声利用者の声利用者の声利用者の声

利用のきっかけ利用のきっかけ利用のきっかけ利用のきっかけ 利用して良かった点利用して良かった点利用して良かった点利用して良かった点

○自分のことをしっている人から、
長く介助を受けたい

○介助時間数が不足している

○深夜帯に介助をしてくれる事業所
が見つからない

○入院時にコミュニケーション支援
を受けたい

○家を出て、自分で地域生活を組み
立てることができるようになった

○介助時間数が増えた

○夜間の介助が増えて、生活環境が
向上した

○家族の負担が軽減された

○自費のヘルパーを止めることがで
きた



過去の過去の過去の過去の課題①課題①課題①課題①

◎◎◎◎ 利用対象者の範囲利用対象者の範囲利用対象者の範囲利用対象者の範囲

内容内容内容内容 対応対応対応対応 結果結果結果結果

・自己決定が困難な者
を対象に含めるか
※ 知的障がい者・
高齢者等

・自己決定が困難な
場合、介助者主導
となり、利用者に
不利益が生じるか

・適切な支援者がいる
場合は利用を認める

・知的障がい者、高齢
者等は、家族がマネ
ジメントを実施



過去の過去の過去の過去の課題②課題②課題②課題②

◎◎◎◎ 不正防止策不正防止策不正防止策不正防止策

内容内容内容内容 対応対応対応対応 結果結果結果結果

・費用を直接支給した
場合、不正が起きる
のではないか

・費用支給の根拠とな
る利用実態の把握を
どのように行うか

・ＰＡ費入出金専用の
口座を義務付け

・介助開始・終了時に
サポートセンターへ
電話がけを義務付け

・サポートセンターへ
の電話がけは、ほぼ
徹底されている

・各種記録も適切に
作成されている



過去の過去の過去の過去の課題③課題③課題③課題③

◎◎◎◎ 利用者と介助者の関係利用者と介助者の関係利用者と介助者の関係利用者と介助者の関係

内容内容内容内容 対応対応対応対応 結果結果結果結果

・労基法適用の有無

・雇用保険、労災等の
対象となり、身分が
安定

・雇用主－被雇用主と
指示命令関係が明確

・労使関係のトラブル
時に労基署や労働委
員会への申立が可能

・労基法の適用対象外

・介助者保護のため、
労基法に準じて介助
時間等を設定するよ
うに利用者に指導

・介助時間は、労基法
に準じて、概ね適切
に管理されている

・一部の利用者－介助
者間でトラブルが生
じている



過去の過去の過去の過去の課題④課題④課題④課題④

◎◎◎◎ 介助報酬の上限変更介助報酬の上限変更介助報酬の上限変更介助報酬の上限変更

内容内容内容内容 対応対応対応対応 結果結果結果結果

・制度開始時、時給の
上限は２，４００円

・「お世話になってい
るから」等の理由で、
２，４００円で契約
利用者が発生

・公費の支出のため、
著しく高額な報酬設
定は、市民理解を得
られない

・上限を１，２００円
へと変更

・上限は、市内の居宅
介護事業所に勤務す
るヘルパーの時給を
参考に設定

・上限設定は、概ね
適切に守られている

・介助時間数の延伸効
果が向上



今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題

◎◎◎◎ より良い制度に向けてより良い制度に向けてより良い制度に向けてより良い制度に向けて

○ 介助者の社会保障

○ 利用対象者の拡大

○ 介助内容の拡大

○ 事務手続きの簡素化


