
世田谷区 
  成人期発達障害支援事業 
               について 

世田谷区保健福祉部 

   障害者地域生活課 

 



事業開始前の現状と課題 

 世田谷区では、発達障害に対する支援として、
平成21年度に発達障害相談・療育センター  
“げんき”を開設するなど、主に児童期を中心と
して支援の取り組みを行ってきた。 

 一方、成人期の発達障害者に対する支援につ
いては、これまで具体的な支援が行われておら
ず、コミュニケーションが苦手といった障害特性
から就労や自立が難しい方や、引きこもりや精
神疾患といった二次障害を抱える方も多く、課題
となっていた。 



成人期発達障害者支援事業の試行 

 こうした状況を踏まえ、世田谷区では、平成24年

度より成人期の発達障害者に対する支援の試行
を実施することとした。 
 

 成人期の知的に遅れのない発達障害者に対する
支援については、全国的にも前例が少なく、支援
の手法も確立したものがないことから、3ヵ年（24

～26年度）の試行を通し、「支援のあり方」につい
て検討・検証を行うこととした。  



若者サポートステーションとの連携 

 雇用対策を担当する産業政策部所管の 「若者サ
ポートステーション」においては、就労や自立につ
ながらず滞留する若者が多く課題となっていた。 
アセスメントの結果、滞留者の約半数に社会性や
コミュニケーション等の発達障害的特性が見受け

られた。→本人には自覚がない 
 

 保健福祉部と産業政策部が連携し、こうした若者
に対して、「自己の特性への気づき」を促す支援を
合わせて実施し、必要に応じて発達障害支援へつ
なげる連携体制を構築した。 



試行全体のイメージ 

若者サポートステーション 
 

（滞留者の約半数に発達障害的特性） 

 
 

自己の特性への気づきを促進 



ゆに（ＵＮＩ） 

 

 

 

実施方法：委託 

実施に係る金額：6,000千円（24年度） 



事業の概要 

対象 

  区内在住で、18歳以上の発達障害またはその疑
いのある方。 

   ※知的な遅れや二次障害が顕著な方を除く 
 

支援内容 

  相談支援、居場所支援、就労意欲の促進、生活
スキル向上支援、就労準備訓練、家族支援 など  



運営事業者 

名称 社会福祉法人 トポスの会  

所在地 東京都足立区興野2-18-12 

法人の沿革 

足立区内に発達障害に特化した支援施設
「ウィズユー」を開設し、自立訓練（生活訓練）、
就労移行支援、就労継続支援Ｂ型を運営し
ているほか、西東京市が設置する相談支援
事業所「えぽっく」にて発達障害に関する相
談支援業務を受託し運営している。 



24年度の実績 

実施場所 

  障害者休養ホーム 「ひまわり荘」の一部 

  （読書・音楽鑑賞室 約25㎡） 
 

実施期間 

  平成24年10月1日～平成25年3月31日 
 

利用者数 

  11名 ※うち1名が金銭的事由から支援を中断  



利用者の状況（１） 

男女比 

   男性･･･9名、女性･･･2名 
 

年代 

   10代…１名、20代…6名、30代…4名 
     ※40代以上の利用者はなし  
 

手帳取得状況 

   精神･･･3名、知的･･･1名、身体･･･1名 



利用者の状況（２） 

 最終学歴 

   大学・短期大学卒業･･･5名 

   大学・短期大学中退･･･1名 

   専門学校卒業･･･1名 

   専門学校中退･･･1名 

   高等学校卒業･･･1名 

   サポート校・通信制校卒業･･･1名 

   中学卒業･･･1名 
 

       ※高等教育機関への進学が8名（73％） 

 



利用者の状況（３） 

 利用開始時の日中活動状況 

   アルバイト･･･1名 

   在宅･･･10名（家族と同居） 
 

 利用頻度 

   週1～３回  ※全員が今後頻度の増加を希望している。  
 

 中途診断（ここでは18歳以降の診断とする） 

  18歳以前･･･4名、18歳以降･･･7名 
 



今後の課題（１） 

潜在的なニーズの把握 

  ハローワークをはじめとする就労支援の現場
や、その他の障害支援施設などにおいても、 
発達障害者が滞留している現状が報告されてき
ており、こうした潜在的なニーズについても、  
連携機関を徐々に拡大しながら、試行の中で 
見極めていく必要がある。 



今後の課題（２） 

ゆるやかな支援の必要性  
 

  利用者の多くは、それまで特別な支援とは無縁な
一般的な人生を歩んできた方々である。 

   

  障害者手帳を取得し障害雇用枠での雇用を目指
す≒障害者として生きるということは、容易に受入
れ難い、人生における大きな転換点である。 

   

  十分に時間を掛け、支援者との間に信頼関係を築
き、ゆるやかなプロセスで支援をしていくことが必要
である。 

 



みつけば！ 

 

 

 

 実施方法：委託 

 実施に係る金額：495千円（24年度） 



事業の概要（１） 

目的 

   自己の特性への「気づき」を促し、特性を抱えな
がらも社会と向き合っていくための術を「みつけ」、
次のステップに進むためのモチベーションを高め
ることが目的。 

 

 「障害に気づく」、「障害をみつける」 

ということではない。 
 



事業の概要（２） 

対象 

  若者サポートステーション利用者のうち、発達障
害的な特性から就労・自立につながらない若者  
※自覚がない方 
 

支援内容 

  ピアサポートによるワークショップ形式で行う。 

   ※ピア＝仲間、同じような境遇の人 

      



若者サポステとの連携 

 滞留者のアセスメント 【若者サポステ】 
   滞留者等に心理職による個別面談によるアセスメントを
実施。必要に応じて「みつけば！」を案内。  

     ※「みつけば！」はサポステ利用者なら誰でも利用可能 

 

 「みつけば！」へ参加 
   自己の特性への気づきを促進   

 

 個別面談 【若者サポステ】 
   必要に応じて次のステップを紹介 



名称 ＮＰＯ法人 東京都自閉症協会  

所在地 東京都新宿区西早稲田２－２－８ 

法人の沿革 

昭和42年に設立。東京自閉症児親の会として 
発足した当法人は、様々なニーズに応じた  
部会活動の他、都内6ブロック別の地区会を  
設け講演会・勉強会・交流会を開催している。 

運営事業者 



24年度の実績 

延べ参加者数･･･70名 

実参加者数･････16名 

実参加者の44％にあたる7名が 

障害者の就労支援機関へつながる。 

（「ゆに（ＵＮＩ）」･･･３名、その他の障害者就労支援機関･･･４名）  



実施日 プログラムの内容 参加者数 内容 

10月27日（土） 

15:00～17:00 

単発講座 第1回 

「ぶっちゃけ、生きづらい！ さぁどうする」 
4名 

前半：ピアサポーターによる講演（生きづらさ体験
談） 

後半：シェアミーティング 

11月7日（土） 

15:00～17:00 

単発講座 第2回 

「感覚と認知から、生活＆仕事を考える」 
6名 

前半：ピアサポーターによる講演（生きづらさ体験
談） 

後半：シェアミーティング 

11月24日（土） 

14:00～16:00 

単発講座 第3回 

「家族ができること・やってはいけないこと」 
0名 参加者が集まらず中止 

12月12日（水） 

15:00～17:00 

単発講座 第4回 

「生きづらさと、ゆるくつきあう」 
7名 

前半：ピアサポーターによる講演（生きづらさ体験
談） 

後半：シェアミーティング 

12月22日（土） 

14:00～16:00 

単発講座 第5回 

「今年最後！聴いてしゃべろう会！！」 
7名 

前半：シェアミーティング 

後半：シェアミーティング 

1月9日（水） 

15:00～17:00 

連続プログラム ① 

「セルフ・カウンセリング『さぁ、こんな時ど
うする』」 

7名 
前半：セルフ・カウンセリングの説明 

後半：セルフ・カウンセリングシート作成→発表 

1月26日（土） 

15:00～17:00 

連続プログラム ② 

「自分の体とコミュニケーションをとる」 
7名 

前半：ハーモニー体操 

後半：ハーモニー体操 

2月11日（月･祝） 

①10：30～②14

：00～ 

連続プログラム ③ 

「ミニワーク体験」 
6名 

前半：ボランティア体験（ジョブコーチ付） 

後半：ふりかえり（感想、ジョブコーチの講評） 

2月23日（土） 

15:00～17:00 

連続プログラム ④ 

「『私の取扱説明書』を作ってみる」 
9名 

前半：「取扱説明書」の説明 

後半：「取扱説明書」作成→発表 

3月6日（水） 

13：30～ 1人20

分 

連続プログラム ⑤ 

「感想教えて（ふりかえり）」 
4名 個別面接によるふりかえり 

3月23日（土） 

14:00～16:00 

単発講座 第6回 

「家族ができること・やってはいけないこと」 
13名 

前半：「就労支援の現場から」（話題提供） 

後半：茶話会 

「みつけば！」 ２４年度活動実績   



今後の課題（１） 

発達障害と生きづらさの線引き 

  利用者の多くは発達障害的特性があることの自
覚がない方であった。 

   「障害」という言葉に対する抵抗感を考慮し「生
きづらさ」をキーワードに利用案内を行った。 

   参加者の「生きづらさ」が、「発達障害」を要因と
するものなのか、他の要因によるものなのか、ど
のように線引きしていくのか、今後検討を要する。 



今後の課題（２） 

 「居場所」との役割分担 

  「みつけば！」 に参加し、理解され、認められ、体
験や思いを共有するといった体験を通し、参加する
ことに居心地の良さ（≒「居場所」）を感じる参加者
も多かった。 

   「みつけば！」は次のステップに進むための通過
型の支援であり、滞留をまねくことのないよう注意
するとともに、「居場所」との役割分担が必要 



ご静聴ありがとうございました。 

 


