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■2017 年度 事業報告 
 

[プロローグ] 
  

●エイブル・アート・ムーブメント  

組織の歴史に学び、そのミッションを受け継ぎつつ、新しい組織の役割を模索していきます。 

 

《Empowerment 可能性を広げる》 

障害のある人の可能性を発見し、それらを生かすことのできる新たな環境づくりを提案します。誰もが

自分らしく活躍できる社会づくりをすすめます。 

 

《Create つくりだす》 

さまざまな立場の人やグループ・団体が出会い、交流する機会をつくり、社会変革につながる共感や感

動を生み出します。障害のある人によるアートを基軸としながら、今の社会に求められる新たな価値を

創造します。 

 

《Network つなぐ・つながる》 

障害のある人たちとエイブル・アート・ムーブメントに興味のある個人、福祉施設、NPO、芸術文化関

係者・団体、教育関係者・団体、行政、企業、地域コミュニティなどをつなぎ、未来を切り開くための

ネットワークを構築します。 

 

《Access 参加する》 

さまざまなバックグラウンドをもつ人たちが、身近なものとしてアート活動に参加する・アートを鑑賞

する・アートにまつわる情報を不自由なく得ることのできる仕組みを整えます。 

 

《Advocacy 支援する》 

障害のある人たちとともに歩むことによって生まれる新たな価値を社会に発信し、一人ひとりの想いを

社会に発信し、一人ひとりの想いを具体化します。アートを通じて、誰もがより多くの選択肢のなかか

らその人らしい生き方を選ぶことができるようサポートします。 

 

▼コメント 

東京事務局における事業は、スタッフが推進する「自主事業」に加えて、プロジェクトごとにワーキン

ググループを編成し活動するスタイルが増えてきました。例えば、「美術と手話プロジェクト」は、会

社員、通訳士、エデュケータ―などによるチームからなり、定例会議（月１回程度）をもち、ウェブサ

イトの改編や美術館との協働を年度目標に定め、それに必要な助成金を法人が申請、委託の窓口になっ

ています。「モノづくりサロン」もデザイナー、ライター、産業コーディネーター、施設職員などが自

律的にシンポジウムの企画・運営しています。墨田区「みんな北斎プロジェクト」も行政職員とすみだ

クリエイターズクラブ（デザイナー、カメラマン、アニメーターなど）と法人が協働で地域の障害福

祉・文化政策の充実をめざして活動しています。 

東北事務局における事業は、震災以降、芸術のもつ社会的役割に着眼した NPO や若手芸術家たちとの協

働を核に活動が発展し、それを後押しするかたちで自治体とのパートナーシップが深まってきました。

福祉政策と文化政策の融合をめざす地方における実験的な取り組みといえるのではないでしょうか。 

 

現在の法人の役割は、1990 年代に全国的なフォーラムや事業開発をしていた時代と様相は異なります

が、総じて文化によるコミュニティ（社会）の発展に寄与しようと、市民やその総合体である NPOが協

働して活動する、そんな風景を東京・東北などで生み出していると考えています。 

人間が人間として生きるために必要な道具・技術としての芸術文化に着目し活動する団体でありつづけ

ること、また事業の出発点は「ケア」「震災」「過疎」「地域創生」など社会の側にある問題であるこ

とを自覚し、組織としてもその役割や再編を検討していきたいと考えています。 
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●2017 年度は、会員や事業パートナーとの自主事業の開拓を行います。 

 

◎アクション 1（2016年度より継続） 

自ら考え、行動し、新しい組織文化をつくるチーム体制をめざします。５年間で事業規模を 5,000 万規

模にし、常勤３名のスタッフを雇用できる組織にしていきます。 

2016 年度 

（１年目） 

2017 年度 

（２年目） 

2020 年度 

（５年目） 

総収入 36,925,501

円 

総支出 34,570,490

円 

当初予算 決算（案）  

5,000 万 

 

総収入 33,870,000 円 

総支出 39,008,300 円 

総収入 33,427,991 

総支出 33,511,157 円 

収入内訳：会費 84

万（2％）、自主企

画 858 万

（20％）、協働・

受託 2,327 万

（60％）、寄付

216 万（6％）、そ

の他 206 万（5％）

他 

収入内訳： 

会費 100 万（3％） 

自主企画 527 万（15％） 

協働・受託 2,485 万（70％） 

寄付 50 万（1％） 

その他 225万（6％）他 

収入内訳： 

会費 94 万（3％） 

自主企画 694 万（20％） 

協働・受託 2,162 万（65％） 

寄付 196 万（6％） 

その他 194万（6％）他 

収入内訳： 

自主事業 60％

（3,000 万） 

受託事業 40％

（2,000 万） 

  支出における人件費割合：

11,748,038（35％） 

人件費 1,500 万 

損益 2,213,008 円 

前期繰越

4,436,328 円 

期末繰越正味財産

額 6,649,336 円 

損益▲5,138,300 円 

前期繰越 6,649,336 円 

期末繰越正味財産額

1,261,036 円 

損益▲83,166 円 

前期繰越 6,637,436 円 

期末繰越正味財産額 

6,412,270 円 

 

 

◎アクション２ 

事業性を重視；具体的な 2017年度の事業 

  領域 2016 年度の力点 

可能性を広

げる       

Empowermen

t 

 

１）Create つくりだす 

 

・A/A カンパニー著作権使用/新規プロジェクト 

・原画および商品販売事業の促進 

・鑑賞支援事業の開発 

２）Network  

つなぐ・つながる 

広報業務、データベースを活用したマーケティング 

３）Advocacy 支援する 

 

 

・障害のある人の芸術活動支援の相談業務（全国） 

・行政との協働事業（仙台市・墨田区・愛媛県） 

・身だしなみとスキンケア＆メイク講座（関東） 

特記 ・2020 オリンピック・パラリンピック関連事業への参加 

（日本財団 Diversity in the Arts 企画展 Museum of 

Together） 

 

◎アクション３ 

運動性を重視：会員、理事、ボランティアとの協働により実践！ 

領域 2016 年度の力点 

Access 

参加する 

・会員を増やす・寄付を増やす 

・A/A gallery の共催、活用事業 

・スタジオ事業をインターンで運営していける形態に 
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・企画制作事業～モノづくりサロン、鑑賞支援事業 等 

特記 

 

・災害からの立ち上がりにかかる事業（宮城県・福島県） 

・東北における基盤整備事業～現地のコミュニティによる団体設立へ 
 

▼コメント：東京事務局はここ５年間、事務局長と代表理事が兼任となっていましたが、もう 1 名スタ

ッフを追加し、事務局長と代表理事の役割を分担していく準備をしています。事務局長は法人の根幹と

なる総務・経理・広報の部分を担い、代表理事は事業の開発・運営、人材育成などを主として活動して

いく目標です。 

 

 

【スタッフ体制】 
 

東京事務局は、代表理事含め常勤職員３名体制とした。東北事務局は、３年間実践してきた障害者の芸

術活動支援モデル事業（厚生労働省）のポスト事業に申請中で事業の受託状況により常勤職員を１名か

ら２名に増員予定。プロジェクトごとに外部の専門家とチームを組むワークスタイルをとります。 

 

●東京事務局：テーマは「参加のデザイン」「アートと仕事づくり」 

 

・中塚翔子（常勤/2016 年 7月～） 

学生時代、Good Job! Exhibition を見て障害のある人のアートに興味を持ち、AAJ へたどり着く。主に

エイブルアート・カンパニー事業に従事。 
 

・佐藤美生（常勤/2017 年 5月～9 月） 

デザイン科卒業。中津川浩章さんの講演(ワークショップ)の受講をきっかけに 2016 年夏、エイブル・

アート・ジャパン東京事務局にボランティアとして参加。より深く活動に関わっていきたいという思い

からスタッフ志願し 2017 年 5月からスタッフ。 

▼2017 年 5～9 月末で活動終了。 
 

・塩見佑子（常勤/2018 年 2月～） 

音楽教育・美術教育を学び、学生時代は滋賀の作業所で絵画クラブのボランティアをしていた。約 10

年間大阪の障害者施設で支援員として働きながら、障害のある人のアート活動に関わりたいと思い立

ち、エイブル・アート・ジャパンの門を叩いた。東京事務局入職を機に 16 年ぶりに神奈川の実家に帰

る。前職在職中、イベントや販売にてご当地着ぐるみを着て小一時間動ける程度の体力を養った。 

▼2018 年 2月から事務局長補佐。 
 

・内野悦子（非常勤/2015 年 9 月～） 

東京・東北事務局の経理、労務をサポート。 
 

・近田明奈（非常勤/2017 年 4 月〜） 

美術教育を学び、障害のある人のアート作品公募展の立上げと運営に関わる。その後、アート系 NPO ARDA で

アートワークショップのコーディネーターをする中で、人の縁があり墨田区の「みんな北斎プロジェクト」

に参加。 

 

●東北事務局：テーマは「障害者とコミュニティづくり」 

 

・武田和恵（常勤/2017 年 4月～） 

東北芸術工科大学デザイン工学部卒業。学生の頃、障害のある人のアートに触れ、山形市の福祉施設で

働き始め、10 年勤めた後、ケアとアートに関わりたいと発起。2012 年 4月から（一財）たんぽぽの家

のスタッフとなり、東日本復興支援プロジェクトの東北現地事務局として被災地の障害のある人の仕事

の復興支援に携わる。2017 年 4 月より NPO 法人エイブル・アート・ジャパンスタッフ。 

▼2018 年 3月末で活動終了。 
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・佐々木えりな（非常勤/2015 年 4 月～） 

福祉と仕事の新しい関係を紹介する【Good Job!Document】（一財・たんぽぽの家発行)に感銘を受け、

2014 年夏にエイブル・アート・ジャパン東北事務局を訪問。その後、福祉施設の商品開発事業、研修事

業、販売会をサポート。障害のある人の個性や潜在能力を生かす、また個性を発揮する環境づくりに関

心がある。 

 

・三澤一弥（非常勤/2017 年 12 月～） 

宣伝美術家・パフォーマー。1992 年生、山形県出身。仙台市在住。大学在学中に演劇と出会い、パフォ

ーミングアーツに関心を寄せるようになる。仙台を拠点にした活動の傍ら、2016年度より劇団短距離男

道ミサイルに所属。以降、同劇団の公演広報媒体のメインビジュアルのデザイン等を担当。2017 年度の

SOUP 舞台制作事業への出演を契機に、障害のある人の作品に関心を抱く。 

▼2017 年 12月から活動。 

 

▼コメント：東京事務局の１名が 5～9月末で活動終了。新たなスタッフが 2 月より勤務開始。東北事

務局は、宮城県域の事業のみ採択となったため常勤の補充はできませんでした。結果的に、プロジェク

トごとに外部の専門家とチームを組むワークスタイルの重要性を再認識しました。 

 

■事業内容 

 

[総務] 

 
１． 会議等の業務 

 
（１）第７回通常総会の開催 

日時：2017年 6 月 17 日(土)13：00～14：15 

会場：A/A gallery 内（東京都千代田区外神田 6-11-14 アーツ千代田 3331） 

● 2016 年度事業報告（案）・活動計算書決算（案）の承認 

● 2017 年度事業計画（案）・活動計算書予算（案）の承認 ほか 

 

（２）理事会の開催 

◎第 13 回：2017 年 5 月 12 日（金）18：30～20：30   

 会場：A/A gallery 内（東京都千代田区外神田 6-11-14 アーツ千代田 3331） 

● 2016 年度事業報告（案）・活動計算書決算（案）の承認 

● 2017 年度事業計画（案）・活動計算書予算（案）の承認 ほか 

◎第 14 回：2017 年 11 月 8 日（金）18：30〜20：30 

   会場：A/A gallery 内（東京都千代田区外神田 6-11-14 アーツ千代田 3331） 

● 事業および活動計算書の中間報告 

● 次年度事業および体制の検討 

 

２． 会員に対する業務 

 
● 会員の入会、継続、休会に伴う業務 

● 2016 年度事業報告・活動計算書および 2017 年度事業計画・活動計算書の送付 

● ニュースレターと事業案内を発送（年４回程度） 

▼成果・課題：ニュースレターは 2017年 5 月、7 月、11 月、2018 年 2 月に発行。 
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３． 経理などの業務 

 
● 資金管理として、現預金などの日常の管理状況を明らかにする。顧問契約は「よしとみパート 

 ナーズ会計事務所（東京）」、事務員（非常勤）を雇用する。 

● 運営基盤の確立のために月次ごとの収支計画をたて、確実に遂行していく 

● 税務に関する業務として、法人税や消費税、源泉徴収税等の税務関連の業務を行う。 

▼成果・課題：経理業務のクラウド化をすすめていたが、事務員の状況および業務量により今年度は見

送り。 

 

４． 労務管理などの業務 

 
● 法人でスタッフを雇用する。給与規定に沿った賃金の支払、労災保険/雇用保険/社会保険/退職金

共済制度への加入。 

● 法人に関連する業務を行うスタッフの労務面等において配慮する。 

▼成果・課題：世の中の人手不足のなか、当法人で活動を希望する優秀な人材を定着させるために、

2018 年度は賃金、共済制度などの見直しをはかりたい。 

 

５． 総務関連などの業務 

 
● 業務運営に必要な届出業務を行う。 

● ＮＰＯ法人としての東京都への 2016 年度事業報告・活動計算書の提出 

（総会終了後、６月末日まで） 

● 当法人に依頼がある後援名義の借用等の検討と対応。 

 

６． 広報・寄付キャンペーンなどの業務 

 
● ウェブサイト、フェイスブック、データベースを活用した広報活動を行う。 

● 寄付キャンペーンの実施 

● データベースの活用：組織内で運用方法のルール化をすすめる。個人や団体に付属するカテゴリー

の整理、スタッフが名刺交換した人たちのデータの一元管理、寄付への呼びかけやキャンペーン案内、

セミナーや展覧会情報などの発信・申込み管理などを実施していく。 

▼成果・課題：ウェブサイト更新数は 24 回。東北・東京の主な活動報告および会員施設・個人の活動、

全国の展覧会情報を発信。Facebook ページは 2017年 4 月〜2018 年 3 月末までで 242 投稿、361,615 ビ

ュー。データベースの整理および活用はプロボノの方の支援あり。データベースからのニュース送信は

一回あたり 800 件×６回/年。 

 

７． その他 
 

● 会員や協働団体間のスタッフの育成～チャレンジ、自己研鑽などの機会 

● 複数の NPO が事務所を共有する場合のルール見直し～地代家賃、賃借料、通信費、営業報酬や人件

費 

▼成果・課題：未着手。2018年度に向けて理事でチームをつくり着手。 
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[企画事業] 

 
１． A/A gallery 事業 

 
◎ 方針 

Ａ.エイブル・アート・アワードの受賞者や原画販売を希望する作家等の原画販売 

Ｂ.エイブルアート・カンパニー／Ｇｏｏｄ Ｊｏｂ！事業のショールーム的機能をもたせた企画・販

売 

Ｃ.エイブル・アート・ムーブメントの発信拠点として重要なテーマの発信 

  「障害とアート」の多様性をみせる展示、「アートと社会」の関係性をみせる現代的なテー

マなど 

Ｄ.会員および関連する個人・団体が多様な表現や試行を発信する場 

◎ 運営のサイクル 

・基本的には木・金・土・日にオープン。３週間～１カ月単位のサイクルを維持する。 

・貸し事業の際は、随時相談。 

・夏季休暇、年末年始休暇あり。 

 

◎ 内容 

時期 概要 ▼印：実施状況 分

類 

備考： ＊当法人、会員や関係団体の関連イベント 

★印：アーツ千代田 3331 の動き、▼印：実施状況 

５月 第 48 回企画展 

「まぶしいヒカリ、雨の予感。」 

▼5 月 19 日（金）～5 月 21（日） 

 

 
 

Ａ  3331 Art Fair< 教室エリア >に参加。

studio FLAT 所属のアーティスト６名によ

る原画販売・展示会。 

★3331 Art Fair：5月 19 日（金）～5月

21（日） 

＊理事会 5月 12 日 

６月～ 

 

共催または貸事業 

▼なし 

Ｄ ＊総会運営 6 月 17 日 

７月～

８月 

 

T-shirt collection 2017 

▼2017 年 6月 30 日～8 月 6 日 

 

 

Ｂ 全国の福祉施設からセレクトした T シャ

ツ、服飾雑貨などを取り扱う展示販売会。

たんぽぽの家アートセンターHANA（奈良）

との共同企画、2016 年度につづき実施。東

京事務局はⅠ期・Ⅱ期に分けて展開。 

T シャツ関連のワークショップの実施(予

定) 
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８月   ＊夏季休暇 

▼2017 年 8月 11 日～8 月 16日 

 

９月  Ａ ・アーツポンチえひめ（会場：愛媛県エミ

フルマサキ）▼2017年 9 月 13 日～9月 14

日 

10 月 

～11

月 

・ギフト展▼なし 

・AA 芸大展 (予定) ▼1 月に延期 

Ｂ 

Ｄ 

 

“ギフト”をテーマにモノづくりサロンで

の交流 

(2017 年 3 月実施)をフックにした福祉施設

からの商 

品販売。 

▼ミュージアム・オブ・トゥギャザー展

（東京） 

2017 年 10月 13 日～10 月 31日 

▼ギフト展は実施しないが愛媛・東京で商

品販売（社福わたぼうしの会 Good Job!センター

と連携） 

11 月 協力 

タムタムと、めぐるトワル 

▼2017 年 11月 30 日～12 月 10 日 

 

Ｄ 山形・栗原・東京の３カ所巡回ワークショ

ップのドキュメント展 

12 月 暦展▼なし 

 

Ｂ  ＊エイブル・アート・アワード「展覧会支

援の部」受賞者展  

▼谷村虎之介展（東京） 

2017 年 12月 18 日～12 月 23日 

＊年末年始休暇 

▼2017 年 12月 29 日～2018年 1 月 8 日 

１月 共催または貸事業 

▼AA 芸大展 2018 年 1 月 18日～2 月 4 日 

 

 
 

Ｃ  
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２月 ギフト展Ⅱ▼なし Ｂ 

 

Good Job!センターと共同企画“ギフト”

をテーマに物販・食品販売(バレンタイン) 

▼Good Job!展 2018 年 2 月 17日～2 月 20

日 
（社福わたぼうしの会 Good Job!センターが実

施） 

 

３月 第 51 回企画展 

▼やまなみ工房グループ展 

2018 年 3 月 7 日～3月 25 日 

 

 
 

Ａ 

 

A/A gallery セレクトのアーティスト・福

祉施設による原画販売・展示会 

★3331 Art Fair▼2018 年 3月 7 日～3月

11 日（参加） 

 

 

● 特記１：A/A gallery セレクションの継続 

・年２回、作家のプロモーションにもつながる簡易冊子を制作、事前送付、作品販売という一連の流れ

を継続する。 

・作品を販売したいという作家は増えつつあるが、販売できる状態で納品できる施設・個人はまだまだ

限られているがこの現状を打破するために、外部パートナーとの原画販売事業に着手する。 

● 特記２：会員による自主企画展 

全国の会員や活動実践者のみなさんからの発信事業枠を設ける。 

● 特記３：企画や作品の巡回 

国内外のネットワーク団体と企画展、作品の巡回の機会をつくる。 

▼成果・課題：studio FLAT 展（スタジオフラット企画/神奈川）、タムタムとめぐるトワル展（多夢多

夢舎中山工房企画/宮城）、A/A 芸大展（会員/東京）、やまなみ工房展（会員/滋賀）を実施した。 

・事務局体制や外部からの受託事業の増加により、年間当初に予定した事業数を見直した。 

・株式会社段々色ギャラリー（会員/東京）と連携がスタート。売上の一部が法人に寄付される仕組み。 

 

 

２． A/A shop 事業 

 
  ● A/A gallery 事業と連動した商品を取り扱う。 

  ● 委託販売の開拓 
  ● セミナーに参加してきた関東・東北の福祉施設の商品の販売の機会をふやしていく。 
  ● Good Job!センターと連携して商品の仕入れ・販売を行っていく。 
A/A gallery でのＴシャツ展、ギフト展などでの販売事業を継続。 

▼成果・課題：T-shirt collection 2017 では、エイブル・アート・ジャパンのスタッフが東京近郊の

福祉施設の掘り起こしを行い、委託で扱う愛媛県の事業などで販売。東北の商品が Good Job!センター

の買取品などになった。 
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３． エイブルアート・スタジオ事業 

 
◎ 方針 

Ａ.運営委員会による独立採算事業を実施する。 

Ｂ.セミナーやサロンなど、人が集う場や企画を実施する。 

 

アトリエ活動 会場：アーツ千代田 3331 B105（レンタルスペース） 

アトリエ・ポレ

ポレ 

ファシリテーター 

サイモン順子さん 

毎月第 2、4土曜日  

13:30～17:00  

登録メンバー：25 人 

年会費 5,000 円 1回 2,500 円 

エイブルアート

芸術大学 

ファシリテーター 

中津川浩章さん 

毎月第 2 日曜日午後  

14:00～17:00  

登録メンバー：30 人 

年会費 3,000 円 1回 2,500 円 

▼コメント：ふたつのアトリエとも年間を通じて体験や見学は多い。アトリエ・ポレポレは大学生のボ

ランティアが数名定着。エイブルアート芸術大学は、各回 15〜20 名程度の参加がある。ボランティア

は登録 5 名程度のうち 1〜3 名が参加。 

 

 

４． エイブルアート・カンパニー事業  

 
◎ 方針 

・「障害のある人のアートを社会に発信し、仕事につなげる事業」の窓口として活動を展開する。2017

年度はかねてより増加傾向にある付加価値商品に関わる著作権使用、商品販売の機会を営業提案に結び

つけるほか、アーティスト参加型のプログラム開発を行っていく。 

・Good Job!センターでの商品流通の機能開設に伴い、業務フローを整備する。 

 

◎ 内容 

（１）基盤整備 

● 新規アーティスト募集を毎年から 2 年に１回に変更し 2016 年は募集を休止した。2017 年秋に実施。 

● 既存ウェブサイトの活用促進。 

・東京事務局では成果物が出来たら都度実績を更新し広報に力を入れる。 

・登録作品約 10,000 点を編集して見せていく。作品イメージや使用媒体ごとに作品を選び特集を組む

など。 

● AAJ が得たネットワークをカンパニーにつなぎ、収入につなげる。登録アーティストのいない地域

でも芸術活動を行う作家が仕事を得られるようサポートする。 

（２）著作権マネジメント 

● 2014 年度から関西および東京事務局のスタッフがマーケットリサーチを実施し、著作権使用部門の

売上を伸ばす試みをしている。使用した企業と継続したパートナーシップを結べるよう、日常的な情報

配信などに力をいれる。 

● 継続採用を見込んだ企画（JAGDA、トヨタ自動車等）では、単なるデジタルデータの二次使用では

なく、描き下ろしやアーティスト数名の共同作品など、媒体にあった手法を提案していく。 

▼成果・課題：2017 年度は 2 年に 1 度としたアーティスト公募を実施。2018 年 5 月末に 9 人の作家が

デビュー予定。ハーバー研究所、タビオ、トヨタ自動車など既存取引先継続の他、JAGDA、サンゲツ等、

複数アーティストを採用する新規案件も増加傾向にあるため、2017 年度アーティストの採用数は 93 名

と昨年度比 140%（前年度は 66 名）となった。（３事務局の実績合計数） 
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（３）商品販売・流通 

● 流通事業は 2016年度よりエイブルアート・カンパニーから Good Job!センターの事業に変更。 

● ネットショップは 5 月にリニューアル。販売イベント時は必ず広報プロモーションをする。 

● 企業内マルシェへの出展、ノベルティ提案などを強化。 

地方の福祉施設の商品販売の機会をふやしていく。 

● 商品販売会の研修化 「仙台クラシックフェスティバル」は継続。 

▼成果・課題：企業内の販売イベントは前年度から継続。7 月に実施した ZOOMORA＠静岡パルシェが好

評で 1 月にも実施。新規案件では企業のノベルティ納品は毎月１度のペースで東京を窓口に Good Job!

センターが対応中。 

 

（４）メイク講座 

障害のある人のメイクや身だしなみを支援する、ハーバー研究所との共同開発事業で８年目の実施とな

る。     

● 定例講座「スキンケア&メイク講座」＠ハーバー銀座館 

・「基本のコース」/定員 10名/年３回 

・「チャレンジコース」/定員 10 名/年３回 ＊髪型やファッションについても学ぶことができる 

● 出張講座：女性は「基本のスキンケア&メイク講座」、男性は「基本の身だしなみ講座」 

就労支援系の福祉事業所のほか特別支援学校に出張して開催 

定員： 20 名程度/年５回（おおむね 3か月毎に 2～3 団体） 

● コーチング講座：福祉や医療の現場のケアラーを教育する新しい講座 

ジョブコーチや介護士などを対象。ハーバー研究所のビューティプロデューサーの質の高い講座のメソ

ッドを言語化・視覚化したテキストを活用し実施。定員：10 名程度/年３回 

● その他：各種学会、業界イベントなどでの啓蒙活動や、パラリンピック選手のメイク応援プログラ

ム等。 

▼成果・課題：定例講座は 6、7、9、10、12、3 月の計 6 回実施 32 名。

出張講座は 8 月 22 日（火）翔和学園（東京都中野区）、11 月 6 日

（月）社会福祉法人正夢の会ワークセンターつくし（東京都多摩市）、

1 月 23 日（火）障害者支援センター松ヶ丘園、1 月 29 日（月）社会

福祉法人由木かたくりの会 かたくりの家（東京都八王子市）、3 月 8

日（木）東京都立板橋特別支援学校、3 月 17 日（土）一般社団法人ア

イエスエフネットベネフィットの計 6回実施 参加者 135 名。出張講

座は募集が過多になるほど人気だが、定例講座は障害のある人個人へ

の情報を届ける工夫が必要。 
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（５）その他 

● アーティストトーク＆マナーアップ講座 

2017 年度 MHD モエヘネシーディアジオと試験的に実施予定のカン

パニーアーティスト参加プログラムは夏・秋に１度ずつ実施予定。 

● ユニバーサルキャンプｉｎ東京 

2017 年度丹青社が、八丈島で開催している名物企画を新オフィス（品川）のプロジェクトに展開するも

のゴールデンウィークに開催され、カンパニーおよび Good Job!プロジェクトの活動紹介と、参加型ワ

ークショップブースを杉並区の視覚障害者支援総合センターとともに出展した。 

● ユニバーサルツーリズム開発チームとの情報交換 

2016 年度より、視覚障害者のお遍路ツアー、自動運転自動車でのサーキット運転体験ツアーなどを開発

してきた近畿日本ツーリスト担当者との情報交換がスタート。 

▼成果・課題：MHD モエヘネシーディアジオとの共同プログラムとしてアーティストトーク 7 月 18 日

（火）、森美術館での鑑賞/グランドハイアットでの食事マナープログラムを 9 月 11 日（月）に実施。

アーティスト計 6 名が参加、MHD 社員は 2 回で 51 名参加。来年度も継続予定。ユニバーサルキャンプ

TOKYO では展示・販売・WS を実施した。ユニバーサルツーリズムに関しては実施無し。 

 

５． 鑑賞支援事業 

 
● 2016 年度より会員による「美術と手話プロジェクト」が活発化してきた。そのため、ウェブサイト

の更新をする（助成：森村豊明会）。 

● 美術館や NPO 団体からの相談、ウェブサイトへの情報掲載などに対応（徳島県立美術館、森美術館、

横浜市市民ギャラリーあざみ野、視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ ほか）。 

 

▼成果・課題：ウェブサイトが完成。９月より本格運用開始、11 月に動画を追加。ウェブのニュース項

目の中に美術館や文化施設などの聴覚障害者向けプログラム情報を掲載する「情報広場」コーナーを設

けた。ウェブをリニューアルしたことで以前から掲載していた情報も新規に見ていただけた。また、

「コミュニケーションボード」を使いたいと茅ヶ崎市美術館から問い合わせがあり、2018 年 4 月より試

験的に活用が始まるなど活用が期待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．企画制作事業  

 

関東エリア 

 
（1） 日本財団ミュージアム・オブ・トゥギャザ― （受託事業） 

日本財団（Diversity in the arts プロジェクトチーム）が、所蔵作品を含めた展示会を開催する。当

法人はこのうち、鑑賞支援プログラムに関与。さまざまな障害のある人が文化的生活を享受する、その

ための美術館等の文化施設との協働やソフト開発に障害のある当事者グループと取り組む。進行中のテ
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ーマとしては、会場とスタッフのアクセシビリティを考える、出展作品を知り展示会の意図を理解する、

いざ！鑑賞プログラム開発、ミュージアム・オブ・トゥギャザ―鑑賞ツアー仮想体験、ミュージアム・

オブ・トゥギャザ―カフェメニューを開発しよう、他。 

会期：2017年 10 月 13 日～29日 

会場：スパイラル（表参道） 

▼成果・課題：「ラーニングプログラム企画・運営」を担当。また準備進行に伴い、映像記録協力、フ

ード企画協力、スタッフコーディネート、手話通訳コーディネートなどを追加で担当した。会場スタッ

フとして高校生、大学生、社会人など多彩なボランティア約 50 名をコーディネート。展覧会終了後も

一部エイブル・アート・ジャパンの活動に参加するなど新たなコミュニティを生んだ。法人の実践知が

新しい事業受託に結びついた事例。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ネクスト・リンク・プロジェクト（自主事業・助成事業） 

エイブル・アート・ジャパンは、障害のある人のアートを軸とする幅広いネットワークを有している。 

そこで本年度から、20 年以上育まれてきたこのネットワークをさらに強化し、新たな人脈を取り入れ、

新たな価値を創造し、社会に還元する自主事業「ネクスト・リンク・プロジェクト」を展開していく。

障害のある人たちの可能性を広げる社会の機運を生み出したい。 

● 「アートとソーシャルデザイン」フォーラム：昨年度から継続し、エイブル・アート・ジャパン事

務局のあるアーツ千代田 3331で開催予定。細かな分野に対応する、研究セッションを構築する。 

● 「エイブル・アート・フィロソフィア」：障害福祉という視点を加えつつも、他分野の専門家を招

き「哲学する」機会を創造する。また、他分野に興味のある人をエイブル・アート・ムーブメントに巻

き込む機会、「アートとソーシャルデザイン」フォーラムへの参加の動機付けとしても機能させたい 

● エイブル・アート・スタディーツアー：エイブル・アート・ジャパンとつながりのある福祉施設を

めぐる体験型旅行を企画する。①障害のある人も参加できるようアクセシビリティを徹底する、②参加

者とのシェアリングタイムを必ず設ける、③「体験する」「感じ味わう」「持ち帰る」が実現する内容

構成とすることを重視し、企業の CSR研修としても提供していく。 

● 本事業とともに、2020 年のオリンピック・パラリンピックに向けて、日本財団やアーツカウンシル

東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）が開催する勉強会に参加し、積極的に情報交流を行う。 

▼成果・課題：研究会（全４回）と見本市 1 回を開催。有料参加者 60 名、無料参加者 23 名、招待者 17

名の計 231 名が参加。2017 年春からインターンとして平島朝子さん（東京大学大学院修士課程）がサポ

ート、記録化に入っている。障害当事者が自由に参加し、対話を通じて活動を豊かにするアイデアを生

み出す場として 2018年度以降は自主事業として一部継続予定。 

 

（３）モノづくりサロン 2017（自主事業） 

2013 年度より実施してきた、関東の施設職員を対象とするプログラムを部分的に継続。法人の主体的な

活動として、過去 4 年間で生まれたネットワークを活用し、原画販売や商品販売などのサイクルにつな

げていく。 
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主催：モノづくりサロン実行委員会（デザイナー：前川亜希子さん、コミュニケーションデザイナー：

加藤未礼さん、編集者：河原由香里さん、NPO法人エイブル・アート・ジャパン） 

▼成果・課題：11 月 23 日（金・祝）に、青山・東京ウィメンズプラザにて東京モノづくりサロンによ

るシンポジウムを開催。企業、都庁職員、デザイナー、コーディネーターを講師に招いた。福祉施設職

員など約 80 名が参加。企画のプロセスで運営主体の仲間が増えて、自主自立の方針で 2018 年度も継続。 

 

（４） 「みんな北斎」プロジェクト （受託事業） 

● 2016 年度に東京都墨田区が主催した全国障害者アート公募展「みんな北斎」のポスト企画。2020

年度の企画開催をめざし、地元墨田の気運醸成と作家と支援者の育成・発掘を行う。 

● 墨田区内の学校で訪問型ワークショップを実施：11 月（予定）/50名規模 

● 北斎美術館 講座室にてワークショップ（一般含）：2018年１月（予定）/50 名規模 

● ワークショップの成果物を北斎美術館 講座室で展示：2018 年２月（予定） 

主催：墨田区、企画・運営：NPO 法人エイブル・アート・ジャパン 

▼成果・課題：12 月～1 月に業平小学校（支援学級）、本所中学校（支援学級）とワークショップを実

施。1 月にすみだ北斎美術館でワークショップ（公開型）、2 月にすみだ北斎美術館で展示。ワークシ

ョップには計 3 回で 206 名が参加。地元墨田の障害のある親子も多数参加した。ワークショップ参加者

が描いた絵は漫画家・しりあがり寿さんがアニメーションに仕立てた展示の来場者数は 1418 名。2018

年度も継続。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北エリア 

 
（５）Good Job!東北プロジェクト（案件ごとに助成金・受託） 

東日本大震災以降の東北の活動支援事業として、デザインプロダクトの開発支援、人材育成事業、団体

ごとのニーズに応じた支援活動を実施。 
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● 仙台クラシックフェスティバル（9月）における出展 

仙台市で開催されるクラシックイベントに合わせ、商品を開発し販売する市場化プロジェクト。2013 年

より、障害のある人や福祉施設職員とともに“クラシック音楽”をテーマとする商品を開発し、会場で

販売する「ハチプオンプ」を出展。2017 年度は、9 月 29 日～10 月 1 日に開催される「仙台クラシック

フェスティバル 2017」に宮城県内の福祉施設と共に「ハチプオンプ」として出展する。「ハチプオンプ」

に参加の福祉施設が実践を通して、マーケティング・開発・販売・振り返りまでのプロセスを共有しネ

ットワークを作る。 

▼成果・課題：「第 12 回 仙台クラシックフェスティバル 2017」で宮城県内 10 か所の福祉施設ととも

に商品販売会を実施。新商品が多く登場し、4 年目を迎えて施設も努力や工夫がみえるかたちに。お客

様に福祉施設内での商品製作の様子を知ってもらうため、iPad で動画を流すなど工夫し、来店者約 400

名。 

● 仙台市市民協働提案事業助成「ともにつくる、実験場。SHIRO Lab.」 

仙台市市民協働推進課/産業振興課/障害者支援課との協働により、障害のある人や社会福祉施設との商

品開発に取り組み、その成果を障害のある人たちの工賃向上につなげるプロジェクトの 2 年目の活動継

続。今年度はより、1 年目の活動で見えてきた課題に取り組む。 

2017 年度（平成 29年度）事業の目標 

1. デザイナーの発掘や協働における価値観の共有化 

前年度に関わったデザイナーをアドバイザーに加え、商品開発段階でのデザイナーへのアドバイスなど

を行うことで、本事業の意義や価値観の共有に努め、また本事業を通じて新しい仕事の創出やネットワ

ークの形成に役立ててもらう。また、2016 年度の成果発表等を通じてプロジェクトの成果、過程、意義

等を発信する。 

2. デザイナーや関係する人材の育成 

仙台市のイベント、スポーツ、企業などと協働し企画した 48 時間デザインマラソンを実施する。地元

デザイナー、障害のある人、福祉事業所と SHIROLab.(ともにつくる実験場)というプロジェクトの理念

を継続し、モデル商品を開発し販売する。 

協働するイベントや企業を決定し企画から協働し販売先を見えやすくすることで、参加者にとってより

魅力的でステップアップにつながることを目指す。また、デザイナーや企業と協働することで、福祉事

業所は生産体制が取れなくても、表現活動に力を入れアート作品を作り、それを生かしたデザインの商

品ができることで、障害のある人の生きがいや自身につながり、工賃アップも大きく期待できる。 

3. 販売先の確保の明確化 

より一般市場での流通を念頭に置き、参加者にとって魅力的で経験につながる販売場所やプロジェクト

を設定し、より大きな効果が期待できる新しい仕事の創出につなげたい。 

▼成果・課題：仙台市のネットワークをいかし、東北楽天ゴールデ

ンイーグルスが事業パートナーとなった。デザイナーと障害のある

アーティストや福祉施設が試合観戦で一堂に会し、応援（風船飛ば

し）やボールパーク内の観覧者に乗ったりするなど互いを知る機会

をもった。そののち 48 時間デザインマラソンを実施。参加した 5

チーム中 3 チームの商品案を採択し、半年間の制作期間を経て、

2018 年 2 月 7 日よりグッズショップエスパル仙台店、仙台駅東口店、

楽天イーグルスオンラインショップで発売。トートバック各 30 個

×3 種、タオル各 50 枚×3 種、キーホルダー各 50 個×5 種を製作。

テレビや新聞などにも掲載され売り上げ好調の模様。 
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（６）厚生労働省「障害者芸術文化活動普及支援事業」（平成 29年度=2017 年度補助事業申請中） 

● 支援センター（都道府県レベル）⇒宮城県で応募 

期間：2017年 6 月～2018 年 3月 

実施場所：宮城県内各所 

現地事務局：ＮＰＯ法人エイブル・アート・ジャパン東北事務局 

(1)障害者芸術活動支援センター＠宮城の設置 

①相談支援の窓口の設置（対象地域における相談支援、相談支援研究会の実施 2回） 

②人材育成のための研修計画 

（ア）著作権等の権利保護等に関する研修「アートと著作権」基本編・応用編、 

（イ）障害者への芸術文化活動の支援方法に関する研修/ＳＯＵＰ芸術の学校の実践（県内巡回型 10 回）

舞台芸術分野の研修（ⅰ．関心層を掘りおこしていくためのワークショップ型研修３回、ⅱ．公演に向

けた実践型研修５回） 

③関係者のネットワークづくり（ア）（イ）の研修そのものをネットワークづくりの場とする 

④参加型展示会・公演等の開催：②（イ）によりながら、１会場２公演を実施する。 

⑤協力委員会の設置:福祉・芸術文化・教育・市民活動セクター等の分野から 14人の協力委員を設置。 

年間２回開催、相談業務、広報、研修会や公演、調査・発信に関するアドバイザーと実務、またその専

門性から事務局のメンター的な役割を担っていただく。 

⑥調査・発掘、評価・発信委員の設置：美術および舞台表現の分野の専門家として、学芸員、アートデ

ィレクター、舞台監督、振付家、批評家、研究者等から５人の評価委員会を設置。美術分野に限らず、

舞台芸術分野における表現者たちの調査・発掘に取り組む。市民ライターを設置し、障害のある人たち

の表現活動の丁寧な取材および分析・記録を行う。 

▼成果・課題：今年度の新たな取り組みとして地域の団体・クリエイターと協力し、2018 年 2 月に

SOUP STAGE「ミクストジャーニー」公演を企画。出演者募集のためのワークショップを県北、県中、

県南の３カ所で実施することで、より広域での関心層の掘り起こしを図った。出演者数計 12 名（障害

あり 8 名 障害なし 4 名）、来場者数 計 140名（障害あり 10名 障害なし 130名）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・美術分野：【展示協力】「第 17 回全国障害者芸術・文化祭なら大会『全国連携展示』」（奈良市

2017 年 11 月）、「北海道・北東北アール・ブリュット展」（青森市 2017 年 11・12 月/函館市 2017 年

12 月/札幌市 2018 年 1 月）「図解！どうぶつもよう」（仙台市 2017 年 12 月）、【企画・協力】宮城・

山形の障がいのある人の表現活動を紹介する展覧会「みやぎ・やまがた こだわり交差展」（山形市

2018 年 2・3 月）、【共同主催、企画】立ち上がりの技術 vol.02 「つくる手 さぐる手 かきわけて」

（仙台市 2018 年 3・4 月）の展示会を実施。出展者数のべ 16 名、来場者数のべ 3,249 名。 

・著作権等権利保護に関する研修プログラム：『障害のある人の表現活動と著作権』「アートと著作権」

「舞台芸術と著作権」についての研修を 2018年 2月、3 月に全 2 回実施。参加者計 13 名。 

・障害者への芸術文化活動の支援方法に関する研修：『(1)みんなでつくろう!!/舞台美術をつくろう』
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画家・美術作家をファシリテータに迎えた研修を 2017 年 12 月、2018 年 1 月に全 2 回実施。参加者計 9

名。『(2)身体表現ファシリテータ養成ワークショップ/体験&ディスカッション編』2018 年 3 月に福祉

施設にパフォーマーを迎えたワークショップを 2 回、振付家・ダンサーをファシリテータに迎えたワー

クショップを 1 回実施。参加者計 35 名。『(3)ケアする人のためのワークショップ/演じることを通し

て、見つめてみよう』2018 年 3 月にプロデューサー、演出家を迎えたワークショップを実施。参加者

14 名。 

・調査・発掘の活動として宮城県内の障害のある人を対象に県内アンケート調査を実施。26 名の作家情

報が集まった。あわせて身体表現の活動団体を訪問調査を 2 回、アートスペースの再調査、情報整理を

実施。 

・評価・発信活動として今年度・昨年度の調査作家も合わせて 5 人の作家を選定し、作家・作品・活動

のデータを SOUP のウェブサイトで公開。原画を集め、作品を撮影・スキャンしてデジタルデータを作

成。創作活動のきっかけ、様子、発表履歴を集め、それを編集してプロフィールを作成し、作品データ

とあわせてウェブサイトで 5 人×20 作品を公開。また、アートスペース紹介ページの刷新、2016 年度

訪問調査レポートの掲載を実施。 

 

● 広域センター（ブロックレベル）⇒南東北/北関東で応募 

「障害者芸術文化活動広域支援センター＠南東北/北関東」 

期間：2017年 6 月～2018 年 3月 

実施場所：宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県 

事務局：おもに南東北地域は東北事務局が担当、北関東地域は東京事務局が担当 

▼採択なし。 

（７）東北その他 etc. 

● 宮城県・山元町におけるＮＰＯ法人ポラリスとの連携（受託事業） 

・2016 年 12 月に完成した JR 常磐線山下駅前の長さ 35 メートルの壁画に関連

し、観光産業と連動したブックレットを制作する。ＮＰＯ法人ポラリスより制

作を受託（ファイザー製薬のシニア世代のためのこころとからだのヘルスケア

事業、2017年 1 月～12 月） 

▼成果・課題：2016 年は長年協働してきた京都のデザイナー福井恵子さんをプ

ロデューサーとしながら、 

壁画制作の支援を実施した。2017 年は、完成した壁画のモチーフをもとに山元

の魅力を盛り込んだ「Happy やまのもと－山元ものがたり－」の冊子制作の支

援を受託し、編集者とデザイナーと取り組んだ。山元町内の中学生（卒業記

念）、勉強会へ参加した町民、山元町を訪れる観光客への配布されている。 

 

● 福島県・郡山市におけるＮＰＯ法人しんせいとの連携（受託事業） 

・震災から６年がたち、避難事業所や中間支援組織の様子も大きく変化してきたため、活動の今を伝え

るミニブックレットを制作する。ＮＰＯ法人しんせいより制作を受託（ファンドレイジング協会の助成） 

▼成果・課題：年々かわる協働者や事業の内容を広報するため、第 3 者の立場から情報を整理。冊子制

作を受託し、編集者とデザイナーと取り組んだ。経団連１％クラブ、企業 CSR 関係者、ＳＤＧｓ関連事

業、復興マルシェなどの機会に配布されている。 

 

● 東北６県障害者アート公募展「Art to You!」への協力 

2016 年度に引き続き、東北６県の福祉事業所や地域のアトリエなどで障害者の芸術活動の支援を行う人

たちと民間企業の有志で立ち上げた実行委員会により、2017 年 7 月 6 日～9 日に障害者アートの公募展

「Art to You!」を開催する（当法人も実行委員会の構成団体）。これらのネットワークを活用して、

地域にねむる障害のある人の作品や状況を調査・発掘して活躍の場へとつなげるサイクルを、宮城・東

北に根付かせる。 

▼成果・課題：事務局と協働の在り方に関し合意がとれず活動から撤退。 

 

● せんだいメディアテーク「ＴＲＡＣ（Tohoku Research-based Art Center 東北リサーチとアート
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センター）」へ参加 

地域の文化・営みをリサーチし、その結果を作品に取り入れる活動を実施する。せんだいメディアテー

クから徒歩１０分、仙台市が借り上げるビルに３つの団体がかかわる。震災後の記録をとる映像作家の

グループ NOOK、3.11 オモイデアーカイブ、エイブルアート東北が、分野横断型の調査や制作を行う。 

▼成果・課題：2017 年 12 月の展覧会「図解！どうぶつもよう」に関

し、作家の紹介・展示・ギャラリートーク運営に協力。2018 年 3 月に

立ち上がりの技術 vol.02 展覧会「つくる手さぐる手かきわけて」を

共催。NOOK による作品のキュレーション、表現にかかわるテキストと

映像の制作の質と深まりが素晴らしく、法人としても協働の意味が大

きい。2018 年度もこの座組は継続、2018 年度は 3.11 オモイデアーカ

イブと共催事業を実施予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他のエリア 

 
（８）愛媛県・平成 29 年度 障がい者文化芸術祭開催事業（受託事業） 

会期：2017年９月 13 日～14日（2 日間） 

会場：エミフル MASAKI（伊予郡松前町筒井）で開催。 

障害者文化芸術活動の発表、障がい者文化芸術作品の展示・販売、障が

い者文化芸術活動支援の取組事例等の紹介から構成する。愛媛県ならび

に地域の関係者のエンパワーメントを含めて活動する。 

 

▼成果・課題：展示 78 点、48 時間デザインマラソン 15 名、舞台発表などで総勢 20 名が参加。2 日間

での来場者数は 1000 名を越えた。地域のキーパーソンたちとの交流を深め関係者とのネットワーク会

議を実施。2018 年度以降、デザインマラソンはデザイナー関係団体、障害者の芸術活動中間支援組織は

福祉事業所が実施を担当する予定のため、愛媛県の人材による活動が促進するよう後方支援に徹する。 
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７．調査研究事業                                              

2017 年度はなし。 

 

８．出版事業 
2017 年度はなし。既存の書籍は販売する。 

 

９．助成事業 
● 第 19 回 エイブル・アート・アワード 

スポンサー：富士ゼロックス端数倶楽部・富士ゼロックス株式会社、花王ハートポケット倶楽部・花王

株式会社、世田谷美術館さくら祭実行委員会、松田油絵具株式会社、ターナー色彩株式会社、株式会社

フェリシモほか 

 

● 画材支援の部 

 作家も画材を選択しこだわりをもつようになりつつある。提供される画材（油絵の具・アクリル絵の

具）と使用している画材とがミスマッチにならないような調整を行う。松田絵具賞は油絵具、ターナー

色彩賞はアクリル絵の具。 

 

● 展覧会支援の部 

展覧会支援の会期：2017 年 12 月 

会場協力：ガレリア・グラフィカ（ギャラリー名：ガレリア・グラフィカ bis） 

「展覧会支援の部」：大賞は銀座グラフィカでの個展の支援。全国で公募事業が増えてきたここ数年、

応募者が減少傾向にあるため、特典として富士ゼロックスへの巡回、アートフェアへの出店などの実績

も示し、応募者の総数を増やしていく。 

 

● 小さなアトリエ支援の部 

 2015 年度より新設した部門、３年目を継続する。アパレルメーカーのフェリシモとエイブルアート・

カンパニーとの提携により、服 1 着購入で 200 円が積み立てられる「UNICOLART 基金」が役立てられる。

「障害のある人もない人もともに活動するアトリエ支援を通じてエイブルアート・カンパニー登録作家

のような次世代のアーティスト育成につなげてほしい」という主旨にそって基金の運用を行う。 

▼成果・課題：応募総数 57（団体/個人）。「展覧会支援の部」受賞者は、A/A 芸大参加者の谷村虎之

介さん（千葉県）。画材支援の部では 29 件の応募があり、[マツダ賞]受賞者は中西孝亘さん（東京都

世田谷区）、尾崎聡彦さん（福岡県福岡市）、[ターナー色彩賞]受賞者は豊島来人さん（長崎県佐世保

市）、カミジョウミカさん（長野県安曇野市）。「小さなアトリエ支援の部」受賞者は、全国から 12

件応募があり StudioFLAT（神奈川県川崎市）、ペンギンズアート工房/NPO 石巻広域クリエイティブア

ートの会（宮城県石巻市）。 
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10．その他目的を達成するために必要な事業 
 

（１）ボランティア・インターンの受け入れ、事務局サポーターの設定 

● ボランティア・インターンを積極的に受入れ、事業の参画者をふやしていく。 

● 事務局サポーターを設定し、会員管理、データベース打ち込み、広報作業等を支援していただ

く。 

● 会員および寄付のキャンペーンとして、ツアーやパーティなどを実施する。 

▼成果・課題：日本財団による「ミュージアム・オブ・トゥギャザ―」展により約 50 名のボランティ

アと出会うことができた。12 月 2 日に交流会を実施し、それぞれの関心のある事業やイベントで声をか

けてかかわりを継続していただいている。スタッフだけでなく、関心のあるボランティアがいつも活動

の周辺に居て支える組織づくりをめざしたい。 

 

（２）Good Job！プロジェクトの協働 

● Good Job！センターが 2016 年夏に奈良・香芝市に開設された。5年目の国内巡回展と協働する。 

主催：一般財団法人たんぽぽの家、共催：ＮＰＯ法人エイブル・アート・ジャパン、ＮＰＯ法人まる 

● 今年度も実施予定の Good Job! Award/Exhibition, Good Job! Student Award に協力。 

● オンラインショップリニューアル 

▼成果・課題：Good Job!展は 2016 年度の入選取組を大分・長野に巡回。2017 年度もは新たに取り組み

を募集し、2018 年 2月にヒカリエ渋谷にて展示を行った。開催日数が 1日増え、昨年度より 1000名ほ

ど来場者増。オンラインショップは 5月にリニューアル。オンライン含め Good Job!センターが担う流

通部門は 2017 年度 売上目標 1350 万円に対し実績 1100 万円（達成率 81.5%）。オンラインストアのメ

ンバーによる広報、企業へのノベルティ提案、地元での販売会等で来年度は売上目標達成を目指す。 

 

（３）Good Will ネットワーク 

 2016 年 4月 14 日に発生した熊本地震、それに引き続く地震活動で被災した、障害のある人たちや子ど

もたちをはじめとする社会的に弱い立場にある人たちの支援活動を行うために、全国各地の福祉団体と

協働し、「Good Will ネットワーク」を設立。｢何かしたい｣「応援したい」「ほっておけない」という

思いをもつ全国の仲間たちと、ゆるやかにネットワークを構築するとともに、阪神・淡路大震災や東日

本大震災での経験等を生かし、支援の輪を広げる。 

▼成果・課題：ケアする人のケア（一般財団法人たんぽぽの家主催）が熊本で開催。2016年度の交流事

業に参加した宮城県山元町のＮＰＯ法人ポラリスの田口ひろみ代表が講演したため、可能な限り広報に

協力した。 


