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第VI部 パーソナル・アドバイザーの職務内容 

 

第１章 パーソナル・アドバイザーの活動 

 

DfES が発行する“Connexions Personal Advisers Information Guide”によれば，コネクショ

ンズは，英国のすべての 13～19 歳の若者に対して，情報提供やアドバイス，相談などの個々人の

成長の機会を与えるサービスを，斬新でより効果的な手法により提供する目的で設立されている。

PA はコネクションズのサービス提供主体として，こうしたコネクションズの理念にのっとり若者

に対して就学や就業の機会を提供し，若者が正しい道を歩み続けること，あるいは正しい道に戻

ることを手助けしている。PA はこうしたサービスを若者に提供するために，学校やワンストップ

ショップ，コネクションズ・センター，又は街頭でコネクションズ組織とともに活動することに

なる。 

PA が提供するサポートの例として，DfES が発行する“Connexions Personal Advisers 

Information Guide”では以下の 4項目を例として挙げている。 

・就業努力や就業機会の獲得に無力な若者に対してキャリアに関するアドバイスを行う 

・若者に成長の機会を提供する 

・若者が希望する就学・就業機会の模索をサポートする 

・若者の麻薬の乱用やいじめ，若年妊娠，家出や自信喪失などの複合的な問題についてサポー

トする 

 

コネクションズで働くPAは，英国のすべての13～19歳の若者に対して無償かつ機密保持の上，

個人へのガイダンス・サービスを提供する。PA の活動範囲及び責任範囲は保有する資格と経験に

よって変わるが，主な活動として以下が挙げられる。 

・若者の気持ちを把握するための面談の実施 

・若者のやる気を向上させるための支援  

・若者が行動方針に基づき目標を達成するための支援  

・ライフスタイル，自己啓発，お金，住宅，健康，薬物乱用，学習，トレーニング，仕事等広

範囲にわたる情報提供とアドバイスの実施 

・必要に応じ若者の状態に応じた専門家への取次ぎ 

・親・介護人及び家族，学校及び他の組織と協力しての支援 

・若者の最新の状況を把握するための定期的な連絡 

・若者をコネクションズ・サービスに取り込み，発言する機会を提供する 

 

職務の基本は若者との 1 対 1 の対話であるが，上記業務にはドラッグや住宅などの特定の問題
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を扱うグループに参加して行うワークショップ（研究集会）等も含まれる。 

さらに，PA の具体的な職務としては次のものがある。 

・他のコネクションズ・パートナーシップ組織との連絡 

・地域コミュニティとの連携の推進 

・管理及び記録の保持 

・優れた事例を通じた職務の効率性の追求と情報の共有 

・あらゆる場面における機会均等の支援と差別の克服の推進 

 

“Working Together: Connexions and Adult Information, Advice and Guidance Partnerships”

によれば，政府白書“Learning to Succeed”では，若者に対して包括的なサポートを行うことを

目標としており，PA は実務において，包括的なサポートを提供するために，上記のサービスを必

要に応じて組み合わせて若者のサポートを実施している。若者にとっては PA が唯一の相談相手で

ある場合が多いため，PA は若者が必要としている様々なサポートを提供するために，保健省

（Department of Health）やユース・ジャスティス・ボード（Youth Justice Board），ソーシャ

ルサービス（Social Services）や各種ボランティア組織などのパートナー組織をコーディネート

することも業務範囲となる。その上で若者をたらい回しにするようなことは避け，速やかに専門

アドバイザーに取り次ぐ役目を果たすことが期待されている。しかし現地調査の結果，これらの

協業の体制については，“Learning to Succeed”で理念が定義されているものの，具体的な責任

分担や担当する若者の引継ぎに関してのルールなどが不明確であり，コネクションズ・パートナ

ーシップとパートナー組織間の連携については，いまだに問題が多いことが明らかになっている。 

また，PA は業務別に分類されており，それぞれが専門性を持って活動を行っていることが現地

アンケート調査の結果判明している。さらに，PA に対してレベル 2やレベル 3といったランク付

けを行っているコネクションズ・パートナーシップが一部に存在していることも判明しているが，

こうしたランク付けはコネクションズの業務委託先である企業独自のもので，各コネクション

ズ・パートナーシップ共通のものではない。 

アンケート調査の結果情報が得られた 4種類の PA について，その活動内容を以下に記す。 

 

① リード PA の場合 

数人で構成される業務目的別のチームをまとめている。支援を必要とする若者の紹介，あっせ

んを担当する。PA としての実務を行うほか，各チームメンバーのケースロード（取扱件数）の管

理及び監督を行う。さらに，コネクションズ・センターに所属する他の PA が，若者に対し教育や

雇用，職業訓練に関するアドバイスを行う際に支援する。また，コネクションズ・センターの全

体的な運営を監督している。また，リード PA は，チームメンバーの休暇申請や家庭訪問の実施の

許可や，経費申請を認可する権限がある。 
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② インテンシブ PA の場合 

主に集中的なサポートが必要な若者を担当し，インテンシブ PA 自身で様々な決断を下すことが

認められている。コネクションズ・パートナーシップは PA に対して非常に支援的で，PA として

の役割を評価し，その能力伸展のためにケースロード（取扱件数）の評価などを定期的に行って

いる。 

あるインテンシブ PA の業務例を挙げれば，妊娠した若者を，妊娠が判明した時点から子どもが

生後 9 か月になるまで支援し，さらに母親が教育，雇用，職業訓練に復帰できるよう問題の克服

に努めている。 

またあるインテンシブ PA は，若者矯正施設に勤務し，コミュニティコーディネーターとして若

者の代理人としてその意見を関係者に対して代弁するなどのサービスを提供している。 

 

③ 教育 PA の場合 

勤務先である学校にとって重要な事項に優先順位を付けその週の予定を確定し，自らどの会議

やトレーニングに出席するかを決定している。学校勤務のリード PA という役割を担っている場合

もあり，他メンバーのケースロード（取扱件数）を管理するほか，学校側と PA のスケジュール等

について交渉を行う場合がある。守秘義務があるため，学校や保護者，教員そしてその他の組織

に対し，本人の同意がない限り情報を提供することはできない。 

 

④ コミュニティ PA の場合 

スペシャルニーズ・チームの一員として，特殊学校やカレッジで勤務している。中度の学習障

害を持つ若者を対象とした学校には，自閉症のほか，神経上，医学上，行動上の問題を抱える生

徒がおり，また別の特殊学校には，感情や行動上の問題がある生徒（ADHD: Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder）がいる。コミュニティ PA はこうした生徒に対応している。 

具体的な職務内容としては，16 歳以後の人生の選択肢を若者とともに話し合い，保護者会で保

護者を含めて相談するなどしている。若者は保護者に依存している場合が多いが，保護者が納得

できるようなこうした障害を持つ若者が独立可能なプランを検討し，若者のアクションプランを

作成している。さらに，保護者とともに，若者が自分の力でアクションプランを実現できるよう

支援している。 

また，若者に対して地元のカレッジの一般公開への参加を促したり，若者の個別訪問を実施し

たりすることにより，若者の能力が十分に育成されるように働きかけを行っている。 

 

第２章 パーソナル・アドバイザーの権限及びその根拠 

 

DfES が発行している“Connexions Personal Advisers Information Guide”では，PA を認定

PA（Fully qualified PA）と見習い PA（Trainee PA）に分け，それぞれの役割を以下のとおり定

義している。 
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① 見習い PA 

コネクションズ・パートナーシップは，若者を対象にした業務に従事した経験があるものの，

NVQ レベル 4相当の資格を持たない者を見習い PA として雇用する場合がある。こうした場合，該

当者は見習い PA として採用された後で「PA ディプロマ」を受講するか，若しくは「コネクショ

ンズの理解」を受講し，かつ NVQ レベル 4相当の資格を取得することで認定 PA になることができ

る。さらに，見習い PA は見習い期間の間は，認定 PA の監督の下で OJT（On the Job Training）

方式のトレーニングを積むことになる。 

 

② 認定 PA 

認定 PA は，単独，若しくは集団で若者と接触し，若者のニーズや挑戦したい事柄，諸々の情報

などを入手して評価を行い，成長の機会となるべき情報の提供や助言，指導を行うとともに若者

に必要なサポートを行う。その業務遂行のために，若者との間に信頼関係を築き，計画性や段階

的な目標の設定と達成により，若者の視野の拡大に努めることや，若者をサポートするために，

若者の家族や保護者，両親と協力することなども業務の中に含まれることになる。さらに，若者

に有益な支援プログラムを考えるために，学校や雇用主，その他の機関と協力して改善に努める

ことも業務に含まれている。 

認定 PA は，若者の代弁者としてパートナーシップ企業間において中心的な役割を果たし，若者

の就学や就業の妨げとなっているものについては，若者がこれらの障害を乗り越えられるよう手

助けをすること，必要に応じて若者とその道のスペシャリストの橋渡し役をすること，地域の若

者のニーズについて，マネージャーや様々な組織に対してフィードバックを返すことを期待され

ている。 

上記に加え，現地アンケート調査の結果，コネクションズ・パートナーシップのマネージャー

の役割について情報を得ることができた。参考まで以下に詳細を記す。 

 

① エリア・マネージャー 

エリアスタッフの管理及び彼らに対するサービスの提供を行う。また，外勤ではなくオフィス

勤務の日にはチームの他のメンバーを補助し，青少年犯罪対策チーム及びその他の組織との連携

を推進している。 

 

② ワークフォース・デベロップメント・マネージャー 

コネクションズ・パートナーシップ内の全スタッフに対する人材養成プログラムの計画を職務

とする。PA の実務状況を把握する目的で，各種の PA と毎日のように接触している。 

 

③ オペレーションズ及びデベロップメント・マネージャー 

PA の勤務計画，養成を含めコネクションズ・パートナーシップ全体のオペレーションを統括す

る。毎日ではないものの PA とは定期的に接触を図り，2週間ごとにコネクションズ・パートナー
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シップ内でニュースレター（回覧板）を発行している。このニュースレターは，一部のコネクシ

ョンズ・パートナーシップにおいてはコミュニケーション手段の中核となっている。 

 

④ ヘッド・オブ・サービス・インプルーブメント 

スタッフの養成及びトレーニング部門のシニアマネージャーで，視察等を実施することによっ

て，提供するサービスの質を維持することを業務とする。16 歳から 18 歳の若者を対象にした高

等教育及び継続教育（Further Education）に関する開発を行い，カレッジに勤務する PA を監督

している。さらにコネクションズ・センター，学校，カレッジで若者に配布するパンフレット及

びホームページ上の情報管理などサービス全般を統括している。 

 

⑤ デベロップメント・マネージャー 

すべての PA が職務上要求されるトレーニングを受けられるよう配慮し，PA のライン・マネー

ジャーを通してその進行具合を確認している。 

 

⑥ アシスタント・リージョナル・マネージャー 

PA に対し直接責任を持つエリア・マネージャーを管理し，助言を行う。PA の養成における戦略

的な役割を果たし，PA 雇用に際しての契約管理業務も行っている。 

 

⑦ オペレーションズ・マネージャー 

コネクションズ・パートナーシップの委託契約先（Sub-Contractor）としてコネクションズ業

務の一部を提供している。フルタイム，パートタイムを含む 20 人の PA で構成されるチームを率

い，PA の採用，養成，補助，サービスの質の管理，そして部署の管理を行う。 

 

⑧ ライン・マネージャー 

PA を実務全般において指導・管理する。 

 

第３章 パートナー組織との連携状況 

 

コネクションズは，“Working Together: Connexions and Adult Information, Advice and 

Guidance Partnerships”によれば，政府白書“Learning to Succeed”に基づき，若者に対する

包括的なサービスを指向し，異なる組織が協力し合いながらサービスを一元的に提供しようとし

ている。 

また，2002 年に CSNU を中心に共同編集の形で発行された“Working Together: Connexions and 

the Statutory Youth Service”にて，コネクションズとユースサービスが協調して若者向け支援

サービスを提供するという方針が示されている。しかし，“Working Together: Connexions and the 

Statutory Youth Service”で明確に示されているのはコネクションズとユースサービスの連携だ
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けであり，他のパートナー組織との連携については触れられていないため，これら以外の組織と

の連携に関しては不明確な状況となっている。 

さらに DfES が 2003 年に発行している“Connexions Personal Advisers Information Guide”

によれば，「地域の専門家による，地域の活動を」（“A local service, with local expertise”）

という内容がうたわれており，47 ある地域のコネクションズ・パートナーシップそれぞれが，全

国的な基準に基づいた上で，各地域の要求に合わせる形でコネクションズ・パートナーシップを

形成している。 

また，コネクションズのパートナー組織と呼ばれている代表的な機関を次に挙げる。 

・各種ボランティア団体・機関（The voluntary and community sector） 

・学校（Schools） 

・地方自治体（Local council） 

・保健事業局の地方組織（National health Service organization） 

・警察（The Police） 

・少年司法組織（The Youth Justice System） 

・保護観察所（The Probation Service） 

・家庭司法組織（The Family Justice System） 

・少年・家族裁判所サポートサービス（The Children and Family Court Advisory and Support 

Service：CAFCASS）など 

 

連携の一部として，コネクションズ・パートナーシップに参加する組織では CCIS（the 

Connexions Customer Information System）と呼ばれる，若者の情報を集約したデータベースを

作成しており，この情報を利用してパートナー組織間で連携を行っている。CCIS は，PA の業務に

おいて他機関との情報共有を目的として作成されており，2004 年 4 月までにすべてのコネクショ

ンズ・パートナーシップにおいて，13 歳から 19 歳までの若者の学習状況を把握したり，同時に

コネクションズの利用状況とその際の各パートナー組織との連携状況や他組織への紹介履歴を記

録するために，データベースの共通項目化を行うとの計画があったと Children and Young 

People’s Unit の“IRT : INFORMATION SHARING AND IMPROVE SERVICES FOR CHILDREN GUIDANCE”

では説明されている。また，こうした CCIS の改善活動の結果，一部のコネクションズ・パートナ

ーシップにおいては外部の政府機関等が CCIS と互換性のあるシステムを使うことにより，CCIS

を情報ハブ（ネットワークの中心装置）のような形で用い，他の機関によって CCIS 上に登録され

ている，若者の主要なデータを閲覧することが可能になっているとされている。 

現地アンケート調査によれば，こうした若者の個人情報の共有の際には必ず若者本人の了解を

得ているとのことであり，あくまでも若者の意思を尊重したサポートが行われている。また，こ

れらの CCIS システムは項目の共通化を図っているものの，その利用は各コネクションズ・パート

ナーシップに閉じたものとなっており，全英レベルでの共通システム化は行われていない模様で

ある。 
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CCIS に対しては，一部からは若者の監視システムであるとの批判も見られるが，その利用目的

が若者の就学・就業のサポートであり，情報の共有化の際に若者本人の同意を得る限りにおいて

は，PA の業務をサポートする有益なシステムであると思われる。 

また更なる CCIS の改善計画として，所属していたコネクションズ・パートナーシップから他の

地域へ移動した若者の所在を把握するために，若者が移動した土地で新たにコネクションズのサ

ービスを受けた際には過去の登録情報と関連付けを行うことが考えられている。 

あるいは就学中に学校に来なくなる生徒の状況を把握することにより，こうした若者に再び就

学の機会を提供したり，これら事例の分析から，就学の継続が困難と思われる若者をいち早くサ

ポートして重点的にサポートを行うことにより，若者の退学を未然に防止しようとする試みも見

られている。 

こうして現在も改善を重ねている CCIS は，若者情報共有システム（IRT system: Identification 

Referral and Tracking system）として機能することが期待されている。 

 

第１節 パートナー組織との連絡の頻度 

現地アンケート調査において，パートナー組織との連絡の頻度について PA に尋ねている。86

人のアンケート回答者のうち連絡の頻度は「毎日」が 51 人，「必要に応じて」との回答が 20 人

から得られている。さらに 9人が「毎週」との回答であった。 

 

図 VI-1 PA のパートナー組織との連携頻度 

毎週,

9人, 10.5%

必要に応じて,

20人, 23.3%

未回答,

 6人, 7.0%

毎日,

51人, 59.3%

 

（注）小数点第 2 位を四捨五入しているため数字の合計は 100%にならない場合がある。 

 

パートナー組織との連携についてはアンケート調査においても「各パートナー組織が緊密な連

携を取ることがコネクションズの強みであり特徴である」，「若者たちのため，他の組織と連絡

を取ることこそが PA の主要な任務である」といったコメントも寄せられており，連携の頻度の多

さと併せて，各コネクションズ・パートナーシップにおいても，パートナー組織との連携を重視

N=86（SA） 



 46

している姿勢が見られる。 

 

第２節 パートナー組織と連絡を取る場合・状況 

パートナー組織と連絡を取るのはどのような場合か，あるいは状況においてか，との質問に対

し，以下の回答が得られている。若者の取扱に関する連携に加え，情報収集・情報交換目的で連

携する場合が見受けられる。 

・若者に仕事の面接を設定する場合 

・若者に関して，あるいは自らの職務上必要な問い合わせを行う場合 

・若者にとってうまく機能していないと思われる制度について相談する場合 

・現行の法規を周知する場合 

・学校と連絡を取り学校に対して就職あっせん・紹介に関するアドバイスを行う場合 

・教育福祉関係者，職業訓練提供施設，カレッジ，大学，ユースサービスセンター，麻薬対策

施設，住居手当，その他の手当に関するアドバイザー，そして職業訓練生受入れ先などに定

期的に連絡を取る場合（この類の連絡は若者本人の許可なしには行えない） 

・パートナー組織と共同で任務を行う場合 

・特定の分野におけるテーマの問題で，コネクションズのオフィスでは若者に対するそれ以上

の支援が不可能な場合 

・進路関連情報以外の特定の情報が必要な場合 

・健康，住宅，人間関係などにおいて，若者が専門家の意見や援助を求めている場合 

・トレーニング主体に連絡と取り，トレーニングの進展具合を確認する場合 

・特に学習障害やスペシャルニーズを持つ若者が，必要とされるサービスすべてを受けられる

よう配慮して連絡を取る場合 

・お互いに職務が問題なく運ぶよう，形式にこだわることなく頻繁に連絡を取る場合（パート

ナー組織の中にはコネクションズ・パートナーシップのオフィスに駐在している組織もあり，

その場合連携が取りやすい） 

・コネクションズ・パートナーシップレベルで解決できないと思われる問題に関して，47 のコ

ネクションズ・パートナーシップを統括するコネクションズ上部機関である全国コネクショ

ンズ・パートナーシップ連盟（National Association of Connexions Partnerships）に報告

する場合 

 

第３節 パートナー組織との連絡手段・機会 

今回実施したアンケート調査の結果，パートナー組織との連絡の手段若しくは機会として以下

が挙げられている。（重複回答あり） 

・電話（78 人） 

・面会（46 人） 

・電子メール（46 人） 
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・手紙（12 人） 

・コネクションズ・オフィスで開かれるネットワークや計画を目的とした会合（12 人） 

・ファックス（5人） 

・トレーニング会場（4人） 

・組織間で若者をあっせん・紹介する際に用いられる規定の用紙にて（4人） 

・カンファレンス会場にて（2人） 

 

アンケートに寄せられたコメントから，定期的な連絡をベースに，必要に応じてパートナー組

織間で頻繁に連絡を取り合っている様子がうかがえる。アンケートに対する回答もパートナー組

織との連携に前向きなものが多く，日常の業務の範囲内では他組織との連携は機能しているよう

に見受けられた。また，一部のコネクションズ・パートナーシップでは，パートナー組織からの

電子メールの問い合わせには 3 日以内に返答しなければならないルールになっていることが判明

している。さらには，どの組織も非常に協力的で，互いに積極的に協力し合い多くの目的が達成

できたと感じているとする意見や，共同のプロジェクトを実施するうちに他のパートナー組織と

の関係が向上したとする意見が挙げられており，コネクションズ・パートナーシップにおける連

携は一応の成果が見られる結果となっている。 

 

第４章 パーソナル・アドバイザーの勤務形態 

 

通常，PA は月曜日～金曜日の午前 9時から午後 5時までの勤務となり，必要に応じて残業や休

日出勤がある。休日に関しては，各コネクションズ・パートナーシップや職務内容によって異な

るものの，新規のフルタイム雇用者は年間 23 日から 28 日の休日を取得可能であり，1 年以上の

経験を有するフルタイムのスタッフは，1年間に最大 35 日の休日を取得できる。また，雇用主は

フレックスタイムを提示してもよく，さらに，一部のコネクションズ・パートナーシップでは，

パートタイムやワークシェアによる PA も存在する。 

また，集中的・持続的支援が必要な若者に対しては PA 一人が常に若者 30 人を担当し，手厚い

ガイダンスが行われる若者については，PA 一人が常に若者 240 人を担当するとされている。さら

に，情報提供が主な支援となる若者については，PA一人が常に若者 800人を担当することになる。 

現地アンケートの調査結果によれば，勤務形態項目に対する回答者 86 人中，フルタイム勤務者

が 72 人，パートタイム勤務者が 14 人であった。過去にはフルタイムだったが現在はパートタイ

ムで働いていると答えた PA が二人いた。パートタイムの PA は，大半が週 3.5 日から 4 日勤務し

ているが，週 1日のみ PA として勤務し，他の日は教員として勤務していると答えた例もあった。 

勤務時間であるが，フルタイムの場合は週 35 時間から 37.5 時間程度で，大半が午前 8 時半か

9時から午後 5時か 6時までとアンケートに回答している。学校で勤務している PA の中には，学

期中のみ勤務していると答えた PA もいた。フレキシブルな時間で働いているとの回答が 10 人ほ

どから得られ，センターと学校など複数の勤務場所がある場合は，勤務時間も柔軟に考慮されて
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いると思われる。また，学校やカレッジの公開日並びに保護者を招いてのイベントなどを催す場

合，時間外の勤務が必要となる。通常は月曜から金曜までの勤務だが，イベントなどの関係で週

末に働くこともあり，週 40 時間以上の労働になることが多いとの声も寄せられている。 

 

図 VI-2 PA の勤務形態 

パートタイム,

14人, 16.3%

フルタイム,

72人, 83.7%

 

（注）小数点第 2 位を四捨五入している。 

 

第５章 パーソナル・アドバイザーの兼業の状況 

 

PA の雇用方法には，コネクションズ・パートナーシップが直接 PA の雇用主となる直接雇用方

式と，コネクションズ・パートナーシップが委託した協力会社が，PA の採用と雇用，トレーニン

グ及び派遣を担当する間接雇用方式がある。各コネクションズ・パートナーシップによって雇用

方式は異なっており，契約方法は一様ではない。PA の雇用形態には大きく分けて「フルタイム勤

務」，「パートタイム勤務」の二つがあり，今回のアンケート調査の結果から，その比率はフル

タイム勤務約 21 人に対し，パートタイム勤務が約 4人となっている。このうちパートタイムと回

答した PA については，今回の調査においては詳しい副業の状況は不明である。 

Northumberland Connexions の例を挙げれば，全スタッフ 111 人（女性 88 人，男性 23 人）の

うち，専任の PA は 60 人（54.1%）である。このうち 4人は民間企業の非営利部門に所属している

が，給与は所属企業からの給与以外に補助金の形でNorthumberland Connexionsが負担している。 

一方，Connexions South London のコネクションズ・パートナーシップにおける PA127 人のう

ち，21 人はコネクションズ・パートナーシップの社員で，残りの 106 人は人材サービス会社から

の派遣社員となっている。 

 

N=86（SA）
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第６章 パーソナル・アドバイザーの勤続年数 

 

アンケート調査では，総回答者 86 人のうち二人を除く 84 人から PA としての勤続年数の回答を

得られている。このうち「コネクションズ・サービスの開始当初から勤務している」と答えた者，

及びコネクションズ・サービス開始からの経過年数以上の年数を答えた者を合わせた 8 人につい

ては，「コネクションズ・サービス開始以来」と考えて 5年間の勤務と換算し，PA としての平均

年数を割り出したところ，PA の平均勤続年数は約 2 年 10 か月であった。回答の中には 6 か月前

にインターンから PA になった例，採用されて 1 か月未満の例も見受けられたが，PA として 3 年

以上勤務していると回答した者が 84 人中 48 人と過半数を占めた（図 VI－3 参照）。 

 

図 VI-3 PA の勤続年数 
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