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障害者芸術文化活動普及支援事業
障害者の芸術活動支援モデル事業（平成26～28年度実施）
アール・ブリュット インフォメーション&サポートセンター（障害者芸術文化活動支援センター）
「障害福祉サービス事業所の造形活動における作品の著作権等保護のための指針
～著作権等保護ガイドライン～」（2012年度 /滋賀県策定）
第14回滋賀県施設合同企画展 ing…障害のある人の進行形
第14回滋賀県施設・学校合同企画展の実行委員会
平成29年度障害者芸術文化活動普及支援事業連携事務局
（美術分野は社会福祉法人グロー、舞台芸術分野は社会福祉法人大阪障害者自立支援協会が担う）
ボーダレス・アートミュージアムNO-MA

社会福祉法人グロー（GLOW）～生きることが光になる～
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1. 都道府県レベルにおける活動支援
滋賀県障害者芸術文化活動支援センターの設置

①都道府県内における事業所等に対する相談支援
　障害のある人やその家族、芸術文化活動を支援する事業所等から芸術文化活動に関する相談を受け付け、
関係機関の紹介や専門的知見に基づく技術的支援を行う。

②芸術文化活動を支援する人材の育成
　芸術文化活動を支援する人たちに対して、芸術文化活動の支援方法、著作権等の権利保護等に関する研修
を行い、人材の育成及び確保を図る。

③関係者のネットワークづくり
　芸術文化活動を支える人材が連携・協力できるよう、障害者やその家族、芸術文化活動を支援する事業所
等や特別支援学校の職員、芸術文化活動に理解のある専門家、都道府県・市町村の障害福祉担当職員・芸術
文化担当職員等の情報交換の場を設ける。また、実施に当たっては、地域間や学芸員間のネットワークの構
築に努める。

④参加型展示会・公演の開催
　事業所等の支援者、芸術文化活動に理解のある専門家等の関係者と連携して企画し、各事業所等から作品
を持ち寄る参加型展示会や公演を開催する。また、実施に当たっては、展示ノウハウに関する研修等により
工夫を行う。

⑤協力委員会の設置
　事業実施計画や進捗状況の確認を行う協力委員会を設置し、事業の実施に必要な協力を得ることとする。協

力委員会は、以下の委員を必須とし、必要に応じて、都道府県レベルの障害者団体の代表、市民活動団体の
代表、特別支援学校の教員等を委員に加えるものとする。
（1）応募団体の代表
（2）都道府県の障害福祉担当・芸術文化担当職員
（3）応募団体所在市町村の障害福祉担当・芸術文化担当職員
（4）学芸員又は大学教員
（5）弁護士

⑥調査・発掘、評価・発信
　対象地域内の作品等の芸術文化活動に関する評価を踏まえた発信を行うため、学芸員と実施団体が連携し
て、当該芸術文化活動を行う障害者や作品の調査・発掘を行い、専門家による評価委員会で評価・指導し、
企画展等により発信する一連のプロセスを実施する。
　また、実施に当たっては、作品や作者情報の収集、評価ポイントの明示、市民に身近な場での展示・発信
等の工夫を行う。

⑦情報収集・発信
　展示会や公演など、都道府県内の芸術文化活動の情報を収集・発信するとともに、広域センターと連携事
務局と連携し、国内外の情報収集・発信を行う。

2.全国レベルにおける活動支援
連携事務局（美術分野）の設置

①広域センターに対する支援
※今年度は全国7ブロックのうち3ブロックに広域センターが設置される。
　広域センターが抱える課題について、他ブロックでの解決事例を基に、関係機関の紹介や専門的知見によ
る技術的な支援アドバイスを行う。

②広域センター間の連絡調整、情報共有、意見交換等の実施
　広域センター間の連絡調整、情報共有、意見交換を行うための会議（以下、「全国連絡会議」という。）を、
厚生労働省と協議の上、企画・運営する。

③展示会等の開催
　芸術文化活動に理解のある専門家等の関係者と連携して企画し、全国規模の展示会を開催する。

④全国の情報収集・発信、ネットワーク体制の構築
　広域センター等を通じて、芸術文化活動の情報収集を行うとともに、各地域における展示会、国内外の芸
術文化活動の情報発信を行う。
　また、全国連絡会議や広域センターが開催するブロック研修への参加・協力等を通じ、全国のネットワー
ク体制の構築を図る。

⑤全国の成果報告のとりまとめ、公表等
　広域センター等を通じて、本事業の実施成果をとりまとめ、報告会を開催するほか、報告書を作成し、広
く公表する。

⑥障害者団体、芸術団体等との連携
　本事業の円滑な実施を図るため、「2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた障害者の文化芸
術活動を推進する全国ネットワーク」、芸術団体等と緊密な連携を図るとともに、当該団体に対し、芸術文
化活動の振興を推進するための必要な協力を行う。

　厚生労働省補助事業として、平成26～28年度に実施された「障害者の芸術活動支援モ
デル事業」では、全国12か所で、障害のある作者やその家族、障害のある人たちの創作
活動を支援する人たちを支える様々なプログラムが実施されました。それらの積み上げら
れたノウハウを全国に普及することを目的として、平成29年度から美術分野に加えて、
舞台芸術分野も対象となり「障害者芸術文化活動普及支援事業」が全国22都道府県（23

団体）で取り組まれています。
　社会福祉法人グロー（GLOW）は、滋賀県において「障害者芸術文化活動支援センター」
を設置して、都道府県レベルにおける活動支援に加え、全国7ブロックの広域センターに
対する支援や全国19か所ある美術分野の実施団体の取りまとめを行う全国レベルにおけ
る活動支援を、以下のとおり担いました。（舞台芸術分野の全国連携事務局は、社会福祉
法人大阪障害者自立支援協会が担当）

「障害者芸術文化活動
普及支援事業」とは



4

　2012年6月に開設したアール・ブリュット インフォメーション&サポートセンター
（略称：アイサ）は、障害のある人が安心と希望を持って造形活動に取り組める環境づく
りを進めることを目的に活動しています。主な事業として取り組んできたことの一つに相
談活動があり、障害のある作者やそのご家族、障害福祉施設の造形活動担当者をはじめ、
企業や報道関係者からの相談などに対応してきました。障害者芸術文化活動普及支援事業
においても継続して活動をしています。

　滋賀県は13の市と6つの町で構成されており、人口約141万人（うち障害者数は約5

万8千人）が暮らしています。2017年3月に県が実施した調査によると、県内の障害福
祉施設185か所のうち、造形活動（絵画や陶芸等）を行っていると回答したのは77か所、
舞台表現活動（音楽、演劇、ダンス等）を行っていると回答したのは59か所ありました
（回答数143件）。造形活動を行っていると回答のあった施設数は、前年度から22か所増
えており、県内の障害者の造形活動の気運が高まっている状況がうかがえます。
　社会福祉法人グロー（GLOW）では、障害者の文化芸術活動支援に関する取り組みは、
2001年、企画事業部の設置を機に始まりました。舞台芸術分野では、2002年から障害
の有無に関わらず、歌、ダンス、打楽器演奏などを発表する糸賀一雄記念賞音楽祭の事務
局として県内６か所のワークショップの立ち上げや運営のサポートをしてきました。また、
美術分野では、2004年にボーダレス・アートミュージアムNO-MAを開館し、これまで
に館内外で70本の企画展を開催しています。そして2012年、アール・ブリュット イン
フォメーション&サポートセンター（略称：アイサ）を開設しました。2014年度には厚
生労働省で「障害者の芸術活動支援モデル事業」が始まり、3か年で全国12か所に障害
者芸術活動支援センターが設置されました。滋賀においては、アイサがそのセンターを担
い、芸術活動を行う（行おうとしている）障害のある人や、その家族、支援者を支えるた
めに相談対応や人材育成（研修会の開催）、参加型展示会の開催、ネットワークづくりな
どの事業を行いました。
　モデル事業の3か年の実践を全国に普及していくことを目指す新たな事業として、今年
度から「障害者芸術文化活動普及支援事業」が、全国22都道府県（23団体）で始まりま
した。美術分野に加えて新たに舞台芸術分野（音楽、ダンス、演劇など）が対象となり、
全国の実施団体を都道府県レベル、広域レベル、全国レベルの3階層に分けることでさら
にくまなく連携が図られるようになりました。当法人は都道府県レベルと全国レベル（美
術分野）の取り組みを行うことになり、本報告書では、主に都道府県レベルとして滋賀県
内で実施した事業実績をまとめています。厚生労働省は、2019年度までに全都道府県へ
の障害者芸術文化活動支援センターの設置を目指しており、今後ますます障害者の芸術文
化活動の取り組みが広がっていくことが見込まれます。このような背景のなかで、滋賀の
取り組みをまとめた本書が、障害者の芸術文化活動とその支援の現場で役立てられること
を願っています。

2018年3月

社会福祉法人グロー（GLOW）～生きることが光になる～
アール・ブリュット インフォメーション&サポートセンター

はじめに

相談対応 1
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今年度の相談活動実績

総活動回数

301 回

相談件数

相談者別

県内外別

相談内容別

集計期間
2017年4月1日～3月10日

県内
121回県外

180回

　今年度は、3月10日時点で301回の相談活動を行いました。これらの相談活動について、相談者の立場
や内容等を項目ごとに分けて傾向をまとめました。

作者・家族5回

国・自治体18回
障害福祉施設・団体35回

美術館等14回

企業・市民80回

大学・研究機関32回
報道関係者12回

その他105回

創作環境に関する相談
17回

作者の権利保護に関する相談
178回

展示機会に関する相談
56回

その他
41回

作者・事業所への
取材に関する相談

9回

企業や一般市民からの相談が多く寄せられました。例年、報
道関係者からの相談が最も多いですが、今年度は2018年1

月以降に複数寄せられています。

作者の権利保護に関する相談のなかで最も多いのは作品の二
次利用に関するものでした。特に作品画像の掲載に関する相
談が多くありました。

アイサ開設以来、県外からの相談が約7割を占めていました
が、今年度はあまり大差のない活動回数となりました。背景
には、厚生労働省で本事業が始まり、全国に障害者芸術文化
活動支援センターが開設され、その活動が地域内で認知され
たことで最寄りの支援センターへ相談されるようになったこ
とがあると思います。（県内の相談回数は例年とほぼ同数）

寄せられた相談の内容  /  抜粋

◦近所で造形教室を探しているので教えてほしい（作者、相談支援事業所）
◦創作活動を活発に行っている福祉施設の見学にいきたいので情報が欲しい（障害福祉施設）
◦アートの指導をしてくれる講師を探しているので繋いでほしい（障害福祉施設）
◦授業中に生徒が集中できるようにするため、参考になる事例を教えてほしい（特別支援学校）

◦公募展情報や貸しギャラリーの情報を教えてほしい（作者・家族、障害福祉施設）
◦障害のある人の作品を見られる場所を教えてほしい（市民）
◦アール・ブリュットの展覧会を開催したいので、開催方法を教えてほしい（市民）　
◦無料でギャラリーを提供するので、ある作者の個展を開いてほしい（一般社団法人）

◦映画のパンフレットに作品の画像を使用したいので、作者の許諾が取りたい（企業）
◦作品取扱規程を作成しているが、どのような文言にすればよいかアドバイスしてほしい（障害福祉施設）
◦展覧会に既存のキャラクターをモチーフにした作品を展示しても問題ないか教えてほしい（障害福祉施設）
◦作品の販売をしてほしいと言われたため、契約書のひな形になるものがないか教えてほしい（障害福祉施設）

◦障害者芸術に関する取り組みを知りたい（市民、自治体、報道関係者）
◦アール・ブリュットのドキュメンタリー番組を制作したいので作者に繋いでほしい（報道関係者）
◦（海外のテレビ局から）芸術に関する番組制作にあたり、施設や作者に繋いでほしい（報道関係者）

創作環境に関する相談

展示機会に関する相談

作者の権利保護に関する相談

作者、事業所等への取材に関する相談
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寄せられた相談とその対応について

［ 相談概要 ］

　企業Xからアール・ブリュット作品の画像を映画
パンフレットに掲載したいと相談を受けた。掲載を
希望された作品は複数あり、それぞれの作者と作品
の撮影者への画像の使用許諾を取るために、作者へ
繋ぐことになった。

［ アドバイザーの対応 ］

映画とパンフレットの詳細を確認
　作者と撮影者に連絡を入れるために必要な情報を
整理するため、映画とパンフレットの詳細を確認し、
それらを企画書にまとめて送ってもらうことにした。
パンフレットの詳細については、内容や発行部数、
販売価格、作品画像の掲載方法（カラーもしくは白
黒）、掲載を希望する作者と作品、掲載料の有無、
成果物（完成したパンフレット）の進呈の有無等も
入れてもらうようにした。また、パンフレット製作
段階で、画像の使用内容（トリミング等の改変があ
るため）を確認させてもらえるかどうかを確認した。
（確認できるということだった）

作者と撮影者への連絡
　作者と撮影者に企画書を送り、後日、電話でアイ
サに問合せがあり、最初の連絡を繋ぐために間に
入っていることと依頼内容について説明を行った。
この段階で、許諾の向きを確認できたため、承諾さ
れる場合には、直接、企業から連絡をしてもらうこ
とでいいか確認した。直接やり取りをすることで良
いという方とアイサに間に入って欲しいという方が
いたため、それぞれ対応することとした。

依頼文の様式を提供
　企業に作者の許諾がすべて取れたことと、直接連
絡をしていただく方については連絡先を伝えた。依

頼文を用意していただくことになり、アイサで持っ
ている画像の二次利用に関する依頼書と承諾書の様
式を提供した。なお、作者に送る際には、パンフ
レットのデザイン案とともにお送りするほうが作者
にとって分かりよいと伝えた。

パンフレットのデザイン案の確認
　パンフレットのデザイン案が届き確認したところ、
作品のトリミングや色調転換などが多くあったため、
作者にとって抵抗のある内容かもしれず、連絡をす
る際には丁寧にその部分を確認したほうがよいこと
を伝えた。アイサから連絡を入れる作者に対しても、
そこは確認させてもらうと話した。作者に確認した
ところ、使用内容に違和感は無いということだった
ため、その内容のまま製作いただくことになった。
後日、作者から企業に承諾書を送られ、パンフレッ
トは完成した。

［ 対応のポイント ］

◦作者と企業の間に入って仲介を行う場合、書面で
　依頼内容を確認すること。
◦作品の利用に関する行為は、書面での取り交わし
　を行うこと。
◦作品のトリミングや色調転換などについては、作
　品性に大きく関わる内容であるため、作者の真意
　を丁寧に確認すること。

事例1 / 作品画像の映画パンフレットへの掲載について
相談者＝企業

［ 相談概要 ］

　障害福祉施設Ｘから、①芸能人をモチーフにした
貼り絵　②アニメキャラクターを模倣した絵につい
て、公募展に出展して差し支えないか相談があった。
後日、公募展の事務局Yからも、Xから同様の問い
合わせがあったとの相談を受けている。

［ アドバイザーの対応 ］

　障害福祉施設Xに対して、以前に同様の相談が
あった際に弁護士から聞いた話として、下記のとお
り伝えた。

①芸能人をモチーフにした作品の展示
　名前と肖像を商品としている芸能人について、そ
の人を中傷するような内容で描かれていたり、その
作品を利用して収益を得るといったことがされない
限り、権利侵害として訴えられる可能性は低いと思
われるが、リスクが無いと断言はできないことを伝
える。このことを勘案した上で、出展するかどうか
を、作者と事業所で相談して決めてはどうかと伝え
た。

②アニメキャラクターを模倣した絵の展示
　キャラクターの著作権を管理しているプロダク
ション等があるため、模倣した作品を著作権者への
確認無しに公表するのは控えた方が良いこと、著作
権者に許諾を得れば問題ないという話をした。以前
に、同様のケースで、著作権者に許諾を得て作品を
展示した障害福祉施設があることも伝え、諦めずに
働きかけてみてはどうかと伝えた。

創作活動でのモチーフ選びについて
　公表する可能性のある作品の創作を支援する場合、
例えば、外出時に外での様子を写真に撮ってそれを

モチーフにするなどして、他者の権利（著作権、肖
像権、商標権など）を侵さないような材料やモチー
フが選べるように働きかけてみてはどうかと伝えた。
それでも既存のキャラクター等を描きたい人もいる
と思うので、その場合は、上記のような対応を行う
ことになることも説明した。

　後日、公募展の事務局YがXから同様の相談を受
けてアイサに相談してこられたため、上記回答をお
伝えしたが、それに加えて、以前にある都道府県主
催の公募展で、入選作品がアニメキャラクターの模
倣であることが発覚し、受賞者からの辞退の申し出
を受け入れて、審査結果を取り消したことがあると
当時のニュース記事を案内した。この件を受けて、
その公募展事務局では、応募要項に「第三者の肖像
権、著作権およびそのほかの知的財産権に抵触する
作品は審査対象外とします。これらの権利を侵害す
るものと認められる作品は、入選決定後でも入選を
取り消すことがあります」と明記されたことを伝え
た。

［ 対応のポイント ］

◦模倣して制作した場合や、他者の著作物から二次
　創作を行う場合、原則として許諾を得なければな
　らない。
◦著作権侵害については、著作権法の解釈がモチー
　フによって異なるため、必要に応じて弁護士のア
　ドバイスを受けてから回答・助言する。
◦ダウンロードフリーもしくは著作権フリーと記さ
　れていても、利用をどこまで認めているかは不明
　確であり、複製については私的利用の範囲内で許
　可していると考えるのが妥当である。

事例2 / 実在する人物やキャラクターが描かれた作品の展示について
相談者＝障害福祉施設

Part.1　相談対応
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弁護士の権利保護に関する
スーパーバイズ

　アイサに舞台芸術分野の権利保護に関する相談が当日まで
に無かったため、今後寄せられるであろうと想定される相談
を設定して助言をいただきました。

［ 想定相談1 ］
　施設の文化祭で、演劇を発表しました。その様子（動画）
をホームページに掲載したいと思うのですが、だれに了解を
取るべきでしょうか。

［ 弁護士からのアドバイス ］
　演劇がホームページの視聴者に届くまでには、脚本が作ら
れ、演者がこれを演じ、録画し、ホームページに配信される
というプロセスを取ります。そのため、それぞれの段階で脚
本家や実演家などの権利者の承諾が必要か検討する必要があ
ります。
　まずは、演劇を演じる場合、その脚本を作った人（脚本
家）に、著作権が発生しています。また、脚本の「上演」も
複製にあたります。そのため、演劇の上演にあたっては、原
則として、脚本家の承諾が必要です。ただし、古典的な脚本
など著作権法の保護期間が切れているものや「非営利・無
料」の演劇発表であれば、脚本の著作権者の承諾は必要あり
ません。ただし、出演者などに報酬を払う場合には、「非営
利・無料」と言えなくなります。
　次に、演劇を録画する際には、脚本家、実演家双方の承諾
が必要です。さらに、これをホームページに配信する場合に
も、同様の承諾が必要です。また、ホームページへの配信の

際の承諾については、前述の「非営利・無料」のものであっ
ても必要なので注意が必要です。実演家については、録画す
ることの承諾があれば、ホームページへの配信も可能です。
　なお、著作権とは少し離れますが、動画に登場する人物
（利用者等）には、実演家という側面とともに、そもそも個人
情報保護の観点から、その本人への了解を取る必要がありま
す。演劇については、例外の要件もやや複雑です。迷ったと
きには、専門家に確認することをお勧めします。

［ 想定相談2 ］
　毎年定例で開催する舞台公演へ出演する利用者の写真使用
や取材について毎回同意を得るのは、支援者や家族にとって
も手間となっているため、同様の内容である場合、包括的に
同意を得ておくような手続きを取ることは可能でしょうか。

［ 弁護士からのアドバイス ］
　基本的には、毎回同意を得ることが丁寧な対応と言えます。
ただ、ご家族の手間も考えて包括的に了解を取るというのは、
検討の余地はありますが、2年ないしは3年程度で時限を設け
るべきです。担当者が代わり、いつ・誰が同意したのか把握
できず混乱が起きる可能性も否定できませんので、時限を設
けない同意は避けるべきです。
　やはり、実演家である障害のある人の権利に配慮すること
を考えると、毎回同意を得ることをお勧めします。

舞台芸術分野に関する相談への対応について

　過去に寄せられた相談から、障害のある方やそのご家族に
もわかりやすい著作権や所有権についての説明資料を作成す
るため、今年度は、わかりやすい説明文書の作成を行ないま
した。その過程で、法的に間違った表現になっていないかと
いう観点で弁護士の方々にアドバイスを頂戴しました。なお、
この説明文書は、わかりやすさを優先し、法に基づく厳密な
表現に置き換えることをあえて控えていることをお断りして
おきます。

　福祉施設での活動や家の中でつくられた作品には、著作権
法や民法上の権利が発生します。ここでは、その中でも大切
な著作の権利と所有権について説明します。

1.著作権について
（1）著作物とは
　自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」
といいます。

（2）著作者とは
　著作物をつくった人を著作者といいます。

（3）著作者の権利
　著作者の権利には、大きく2つの権利があります。著作者
人格権と著作権（財産権）です。これらの権利を得るために
はどこかに届けを出す必要は無く、作品が出来た時点でその
作品をつくった著作者が持つことになります。

（4）著作者人格権とは
　著作者人格権には、3つの種類があります。

①作品を多くの人に見せるかどうかを決める権利（公表権：
18条）
　たとえば、自分がつくった作品を誰にも見せたくないと
思った場合は、誰かが勝手に人に見せようとしても、止める
ことができます。

②作品を人に見せるときに自分の名前を表示するかどうか決
める権利（氏名表示権：19条）
　他の人が著作者に断り無く作者の名前を付けることができ
ませんし、これを省略したり、勝手に表示したりすることが
できません。

③作品の色や形や題名を変えられたりするのを拒否する権利
（同一性保持権20条）
　たとえば、自分のつくった作品の一部分だけがプリントさ
れて、グッズに使われる時、それが嫌な場合、止めることが
できます。

（5）著作権（財産権）とは
　著作権（財産権）は、大きく分けて11の種類がありますが
ここでは、主に知っておいていただきたい2つの権利を紹介
します。

①作品をコピーする（ことを認める）権利（複製権21条）
　たとえば、自分がつくった作品の写真をポストカードにし
たいと言われとき、そのことを了解することができますし、
嫌な場合は止めることもできます。
②作品を展示する（権利（展示権25条）
　たとえば、自分がつくった作品を美術館に展示される場合、
そのことを了解することができますし、嫌な場合は止めるこ
ともできます。

　著作財産権は、契約などによって他の人にあげたり売った
り捨てたりすることができますが、著作人格権は、あげたり
売ったりすることができません。
　
2.所有権
（1）所有権とは
　所有権とは、民法に定められている権利です。自分の物を
自由に使ったり、売ったりできる権利です。ですので、他の
人の物を勝手に使ったり、売ったりすると問題になります。

　Aさんが、家の中で自分のお金で買った材料でつくった作
品は、Aさんが自由に使ったり売ったりできますが、福祉施
設の活動でつくった場合は、そうでないことがあります。
　では、Aさんが施設の中でつくった作品は、誰が自由に
使ったり捨てたりできるのでしょうか。
　基本的には、Aさんとその家族、施設が作品を誰のものに
するかを約束しておくことが必要です。しかし、その約束が
無い場合、法律では、作品の材料のお金を出している人の物
になるとされています。
　ただ、材料にかかるお金とその作品が売れた場合に得られ
るお金を比べて、売れるお金のほうが多い場合には、つくっ
た人の物と決められています。
　たとえば、画用紙代や絵の具代として500円くらいの作品
が、10,000円で売れるような場合は、つくった人の物とされ
ています。

Part.1　相談対応

　相談に対応するアドバイザーのスキルアップを目的として、アイサでは法テラス滋賀法律事務所に協力を
いただき、権利保護に関するスーパーバイズを実施しました。今年度から新たに舞台芸術分野の表現活動を
支援の対象となったため、その分野に関してアドバイスをいただきました。

・
・
・
・
・

    日時＝2018年2月14日（水）13:45～15:15
    出席＝法テラス滋賀法律事務所：太田弁護士、齋藤弁護士  北大津きぼう法律事務所：平塚弁護士  アイサ：齋藤、松井、神

障害のある作者やその家族に向けた著作権や所有権に関する説明文書（案）
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　アール・ブリュット インフォメーション＆サポートセンター（略称：アイサ）では、
今年度、障害者の芸術文化活動支援のためのスキルアップを目的としたセミナーを行いま
した。「活動体験」「技術研修」「鑑賞支援」「権利保護」と大きく4つのカテゴリを設けて、
計10回の研修プログラムを実施しました。今年度はこれまでの美術分野に関する研修に
加えて、新たに舞台芸術分野に関する研修も行いました。

参加費＝無料
対象＝障害者の芸術文化活動を支援している人
今後、障害者の芸術文化活動支援を始めようとしている人
障害者の芸術文化活動支援に関心のある人

Part.1　相談対応

美術＋舞台芸術
障害者の芸術活動支援セミナー

　平成26年度に、アドバイザーの専門性について、必要な知識・技能を習得する方法を整理することをし
ました。今年度、新たにアイサの相談対応を行うアドバイザーとともに、必要な知識やノウハウを再整理し
ました。

◦「著作権等保護ガイドライン」や著作権に関する
　参考書籍を読み込み、著作権に関する基礎知識を
　習得する。
◦成年後見センターが行う研修会や成年後見人養成
　研修などに参加し、成年後見制度に関する基礎知
　識を習得する。
◦研修会等で、弁護士の基礎講義を受け、支援現場
　での実際の様子を知ることで、障害者の芸術文化
　活動において必要な権利保護の理解を深める。
◦作者の権利保護に関する過去の相談対応について、
　弁護士と過去の事例検討を行い、作者の権利保護
　について留意すべき点を整理することで、著作権
　や関連する権利の理解を深める。

◦美術や舞台芸術について参考書籍を読み、基礎知
　識を習得する。
◦障害のある人の美術や舞台芸術の活動現場を訪問
　し、取り組み状況を知る。
◦専門家を講師に招き勉強会を開催することで、基
　礎知識を習得する。
◦展覧会の鑑賞または搬入の見学をすることで、多
　様な形態の作品の取り扱い方を学ぶ。
◦公演を鑑賞または舞台裏を見学することで、パ
　フォーマンスを支えるために必要な技術を学ぶ。

◦障害福祉事業や障害特性に関する参考書籍を読み、
　基礎知識を習得する。
◦障害福祉に関連する研修会へ参加して、基礎知識
　を習得する。
◦障害福祉施設等で一定期間支援現場を経験するこ
　とで、障害福祉サービスの仕組みや障害特性に関
　する知識を習得する。

◦実際に相談支援に携わることで聞き取る力や見立
　てる力を習得する。
◦相談内容を日時、相談目的、内容の詳細、担当者
　所見、今後の見通し等の項目に整理して記録する
　ことで、より正確な見立てに繋げる。
◦これまでに受けた相談から頻繁に受ける内容の相
　談について、対応の手順やポイントをまとめたマ
　ニュアルを作成し、正確な相談対応に繋げる。
◦上司や同僚、外部の専門家を交えて相談事例の振
　り返りを行い、アセスメントする力を養う。
◦同様の相談支援を行う人たちと合同で、相談事例
　の勉強会を行うことで、アセスメントする力を養
　う。
◦相談支援業務の他にも、様々な立場や職種の人と
　意見交換し、課題解決や目標達成の実務力と経験
　を養う。

1.作者の権利について

2.芸術文化について

アドバイザーに
必要な知識・ノウハウについて

4.アセスメントする力

3.障害福祉について

人材育成 2
P

a
rt.
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今年度の実施概要

14 Part.2　人材育成

活動体験

活動体験

権利保護

技術研修

作品鑑賞

▷PROGRAM.1 「湧き上がってくる表現を見つけよう」
日時＝2017年10月28日（土）10:00～15:00

会場＝社会福祉法人グロー バンバン（滋賀県湖南市）
講師＝井上多枝子氏（バンバン アートディレクター）
参加者＝3名

▷PROGRAM.2 「即興ダンスを体感しよう」
日時＝2017年12月2日（土）13:00～15:30

会場＝コミュニティセンターきたの 大ホール（滋賀県野洲市）
講師＝北村成美氏（ダンサー・振付家）
参加者＝3名

▷PROGRAM.3 「歌と楽器で表現を楽しもう」
日時＝2017年12月15日（金）12:30～14:30

会場＝サンヒルズ甲西（滋賀県湖南市）
講師＝林美紀氏（合唱指揮者、音楽家）
参加者＝3名

▷PROGRAM.4 「さまざまな打楽器を演奏しよう」
日時＝2018年1月20日（土）10:00～12:30

会場＝大津市立やまびこ総合支援センター（滋賀県大津市）
講師＝清水美紀氏（打楽器奏者）
参加者＝2名

▷PROGRAM.5 「障害福祉サービス事業所での著作権保護」
日時＝2017年11月8日（水）13:30～17:00

会場＝草津市立市民交流プラザ 小会議室2（滋賀県草津市）
講師＝上野久美子（滋賀県健康医療福祉部障害福祉課 主任主
事）、平塚崇（北大津きぼう法律事務所弁護士）、西村真人（社会
福祉法人さつき福祉会琴弾の丘 施設長）
参加者＝5名

▷PROGRAM.6 「作品の二次利用や売買に関する研修会」
日時＝2017年11月24日（金）13:30～16:30

会場＝草津市立市民交流プラザ 中会議室（滋賀県草津市）

講師＝北澤桃子氏（GALLERY COOCA 施設長・studio COOCA副
施設長）、田渕エルガ氏（横浜国立大学国際社会科学研究院 准教授）
参加者＝11名

▷PROGRAM.7 「作品の基礎知識と技術研修」
日時＝2017年10月26日（木）13:00～17:00

会場＝ボーダレス・アートミュージアムNO-MA、奥村家住宅
（滋賀県近江八幡市）
講師＝横井悠（ボーダレス・アートミュージアムNO-MA 学芸員）
参加者＝6名

▷PROGRAM.8 

「舞台製作補助と出演者のフォローアップについて」
日時＝2017年11月4日（土）、5日（日）
会場＝栗東芸術文化会館さきら大ホール（滋賀県栗東市）
参加者＝0名

▷PROGRAM.9 「個々に合った作品鑑賞を考える」
日時＝2017年11月18日（土）13:00～15:00

会場＝ボーダレス・アートミュージアムNO-MA、奥村家住宅
（滋賀県近江八幡市）
講師＝横井悠（ボーダレス・アートミュージアムNO-MA 学芸員）
参加者＝15名

▷PROGRAM.10 「作品を手で見て、言葉にして、鑑賞する」
日時＝2017年12月10日（日）13:00～16:00

会場＝ボーダレス・アートミュージアムNO-MA、第3区自治
会館（滋賀県近江八幡市）
講師＝三浦弘子氏（滋賀県立陶芸の森 専門学芸員）、光島貴之
氏（美術家）
参加者＝14名

　バンバンで生まれた作品は、これまでに国内外の展覧会に数多く出展
されています。その人その人に合う画材や環境を用意して取り組まれる
アトリエ活動を、まずは見学し、その後、質疑応答の時間を取りました。
朝礼の後、研修参加者も自己紹介を行い、各々のペースで活動開始。画
用紙に、色鉛筆やマジック、クレパスや墨汁のほか、玉ねぎの皮と水の
りを使って制作されている方がいたりします。それぞれの座席で描かれ
ている方もいれば、個室スペースで制作されている方もいたりと、利用
者の個性に応じた画材や環境が用意されていました。スタッフはあくま
で補助員ということで、作画の様子をみながら色鉛筆を削ったり、マ
ジックのインクを補充して手渡したり、利用者の方とのお話しも楽しま
れます。昼食をはさみ、午後からはそれぞれがその日に作成した作品を
発表します。午前の時間いっぱいを使って一作品を描かれる方もいれば、
数十点を描かれる方もおられ、みなさん、自分の言葉で作品を紹介され
ていました。
　質疑では、それぞれに合った画材の選び方についての質問がありまし
た。本人が使える画材であることはもちろん、本人らしさが作品に出る
材料選びをされています。また、「本人がどういうことに興味を持たれ
ているかを知らないと福祉的な支援はできないし、造形活動の支援も出
来ない」などのお話しがありました。その他作品の出展や販売、物販の
ことなど様々な質問があり
ました。
　参加者がそれぞれの事業
所や利用者の方を思い浮か
べて質問をされている様子
があり、気づきや学びのある
研修となりました。

文・松井裕紀（事務局）　

PROGRAM.1 「湧き上がってくる表現を見つけよう」

講師＝井上多枝子（バンバン アートディレクター）
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　今年、フランス・ナント市での公演を成功させた「湖南ワークショッ
プ」。障害のある人と支援者、プロのダンサーが一緒にお互いの呼吸を
感じ合いながら即興ダンスを行っている現場を、体験してもらいました。
　はじめに、ダンサーで振付家の北村成美さんよりワークショップ参加
にあたっての説明がありました。「こんなダンスをします」という説明
も、「集まりましょう」などの声掛けもありません、とおっしゃったと
おり、メンバーが集まるといつの間にかダンスセッションが始まります。
ウォーミングアップとして30分のセッションの後、休憩をはさんで今
日の「湖南音楽祭」として、毎回公演をします。参加する際のルールは、
人の手伝いをしないこと、無理やり参加させないこと。ここでの支援は、
おもいっきりダンスをすることです、とのことでした。
　終了後の意見交換では、自由に踊ることや人の手伝いをしないことに
戸惑ったという意見がありましたが、北村さん曰く、「あの人の手を取
りに行ってくださいと言うより、人の手伝いはしないと言うことで空間
全体を見られたり、その人の目の前で目いっぱい動くことで、動かない
人とのコントラストにもなったりする。」「振り付けはしない、お手伝い
はしない、と言ったけれどダンスにはもちろん必要で、逆のことを言う
ことでそのことがかなうこと、一緒に必死にやるとそのことが伝わるこ
となどは、すべて彼らから学び、支援者の方たちと一緒に取り組む中で
見えてきた。そうやってつ
くってきました。」と話され
た言葉に、湖南ワークショッ
プの魅力が秘められていまし
た。

文・松井裕紀（事務局）　

PROGRAM.2 「即興ダンスを体感しよう」

講師＝北村成美（ダンサー・振付家）

　滋賀県湖南市にあるバンバンという福祉事業所の主催で月2回定期的
に実施されている音楽ワークショップの会場を訪れ、活動体験を行ない
ました。
　参加している利用者は15名程度で、講師の林さんの奏でるピアノに
合わせて、ギター、コンガ、タンバリン等、思いおもいの楽器を手にし
て合奏を行ないます。演奏される曲は主にポップスや歌謡曲で、手書き
の歌詞カードも100枚（曲）以上用意されています。ボーカル候補が
数人いて、交代で前に出て、その人のリクエスト曲が演奏されていると
いった流れでワークショップは行われています。
　およそ、70分程度のワークショップは、研修参加者の「徐々に解放
されてくることを実感した」との感想にあるとおり、ボルテージが徐々
に上がってきて、まさに歌と楽器での表現を楽しんでいる光景が繰り広
げられていました。
　講師の林さんが何か指示をしたりすることは全く無く、利用者が感じ
たままに自由に演奏することを大切にされていることを感じました。ま
た、利用者それぞれが、演奏したいと思う楽器を手に取れるように、そ
の品揃えの豊富さに驚きもしました。
　終了後、次回の日程をなんども確認する参加者もおられ、毎回のワー
クショップを楽しみにされている雰囲気を肌で感じた活動体験でした。

文・齋藤誠一（事務局）　

PROGRAM.3 「歌と楽器で表現を楽しもう」

講師＝林美紀（合唱指揮者、音楽家）
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　基礎編では、滋賀県が策定した「障害福祉サービス事業所の造形活動
における作品の著作権保護のための指針～著作権保護ガイドライン～」
について、滋賀県の上野さんからお話しいただきました。続いて、著作
権や所有権の基礎的な概要について、具体的な事例を交えながら弁護士
の平塚さんからお話ししていただきました。
　次に創作活動に参加する利用者が作品をつくった際に発生する権利や
その権利を保護する具体的方法について、基礎編で学んだ後、実際に障
害福祉サービス事業所の取り組みとして作者の権利保護に取り組まれて
いる実践について、西村さんにお話しいただきました。西村さんの取り
組みへの質問から始まり、参加者が現場で抱えている悩みなども含め講
師、参加者で意見交換を行ないました。
　最後にグループに分かれて、複数の作品取扱規程を比較しながら、参
加者自身の事業所の取り組みに合わせて内容を検討し、作品取扱規程を
作成しました。作成にあたっての不明点は、講師である弁護士や県の担
当者に直接質問をしながら行ないました。

文・齋藤誠一（事務局）　

PROGRAM.5 「障害福祉サービス事業所での著作権保護」

権利保護

講師＝上野久美子（滋賀県健康医療福祉部障害福祉課 主任主事）

　　　平塚崇（北大津きぼう法律事務所弁護士）
　　　西村真人（社会福祉法人さつき福祉会琴弾の丘 施設長）

　糸賀一雄記念賞音楽祭に継続して出演している「大津ワークショッ
プ」では、障害のある人、プロの音楽家、支援者が参加し、打楽器を中心
とした即興演奏を行っている活動現場を体験いただきました。
　利用者の方は、到着した順に床に並べられた楽器を取り、自由に演奏
を始めます。参加者が増えるにつれセッションに厚みが増しますが、中
心となる人も、音の強弱も、それぞれの呼吸でさまざまに移っていきま
す。
　約1時間のセッションの後、始まりの挨拶と休憩をはさんで、ソロ演
奏の時間です。ワークショップのメンバーそれぞれが好きな楽器を選び、
一人で演奏したり、2、3人でセッションしたりする中に、研修参加者
にも加わってもらいました。ある参加者は大好きだというドラムセット
を演奏してくださいました。
　ワークショップ終了後の意見交換では、決まった曲のない、自由に演
奏するという形が良かったという意見がありました。講師曰く、利用者
の方が周りの様子を見て演奏できるようになってきたのはここ最近のこ
とで、回を重ねるごとによくなってきたようです。また、研修参加者か
ら「近くにこのようなワークショップがあったらいいな」という声もあ
り、大津ワークショップのことを知り、活動の楽しさを体感していただ
く機会となりました。

文・松井裕紀（事務局）　

PROGRAM.4 「さまざまな打楽器を演奏しよう」

講師＝清水美紀（打楽器奏者）
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　この研修では、「場（空間）を知る」というプログラムから始まりま
した。参加者がペアになって、ボーダレス・アートミュージアム
NO-MAの空間を散策し、気になるところを写真に収め、共有すること
で、空間の個性を見極めていきました。次に行ったのは、「作品を知る」
鑑賞プログラムです。参加者は対話しながら、作品1点を30分かけて
鑑賞。作品を観る視点は人によって多様であること、その視点をつなぎ
合わせていくことで新しい魅力を発見できるということを体験しました。
その後、会場は奥村家住宅へ。人の身長や目線の動き、作品に合った展
示構成の方法など、作品を扱う上での土台となる理論について学び、続
いて、作品に見立てたオブジェを使って、実際にミニ展覧会をつくって
いきました。「この2つの作品を対で展示するとより鑑賞が深まるので
は」「ここから照明を照らせば作品の影が伸び、奥行きある空間になる
のでは」参加者は、観覧者の動きも想定しながら、作品の魅力が引き出
される空間をつくっていきました。
　展覧会が成立するための前提条件は、作品があること、場があること、
観る人がいることと言えます。そして、それら3つを意識し、組み合わ
せていくことで調和した展覧会をつくっていきます。展覧会を構成して
いく方法から、個々の作品に対する細やかな配慮まで、一連のプロセス
を総合的に体験していく研修となりました。

文・横井 悠　

PROGRAM.7 「作品の基礎知識と技術研修」

技術研修

講師＝横井 悠（ボーダレス・アートミュージアムNO-MA 学芸員）

　はじめに北澤さんからGALLERYCOOCAの概要や造形活動の取り組
みについて映像を交えてご紹介をいただきました。登録されている利用
者が90人おられ、その状態像も多様であること、だからこそ、それぞ
れの利用者が役割を持てる場づくりを大切にされている実践をご説明い
ただきました。また、作品の販売について、過去に販売していた際、作
品が無断にコピーされ、ポストカードとして販売されていたこともあり、
販売時にそのようなことをしないと確認する書面を添えるようになった
エピソードをご紹介いただく等、実践で育まれたノウハウに基づく貴重
なお話をいただきました。
　次に作品の二次利用にあたって必要な権利保護について田渕さんから
お話をいただきました。著作権と所有権の概要、二次利用にあたって配
慮すべき事柄などについて実際の判例なども織り交ぜながらご説明いた
だきました。作品を二次利用して制作する物品について、その収入をど
う取り扱うか等、契約で決まる部分が大きいが、作者本人がその契約内
容を理解し、また意思をどのように確認していくかが課題であるとのご
指摘もありました。
　お二人にお話しいただいた後の意見交換では、作品の販売や二次利用
によって得られた収入をどのような割合で作者に還元しているのか、契
約内容を作者本人が理解できないとみなされる場合、どのような手続き
を行なっているのか等、参加
者それぞれが現場で抱えてい
る悩みや課題についての質問
が出され、それぞれの質問に
対して講師から丁寧に答えて
いただきました。

文・齋藤誠一（事務局）　

PROGRAM.6 「作品の二次利用や売買に関する研修会」

講師＝北澤桃子（GALLERYCOOCA施設長、studioCOOCA副施設長）

　　　田渕エルガ（横浜国立大学国際社会科学研究院准教授）
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＜1.環境を考える＞
①自分の好きな場所、苦手な場所を探す
　好きな場所を写すカメラ、苦手な場所を写すカメラを持ち、それぞれ
の場所を自由に撮影します。場所を見つける手がかりとして、会場の明
るさ、聞こえてくる音、作品が設置されている高さについて意識してみ
てはどうかとアドバイスも行ないました。

②好きな場所、苦手な場所の共有
　場所を移動し、グループごとに撮影した場所について、好き・苦手の
理由とその画像を共有しました。
　共有された場所を一部ご紹介します。
・好きな場所→畳（おちつくから）、隣の建物との間（ドラマのセッ                 

　トみたい）、ブラインドのしみ（かわいいから）
・苦手な場所→温湿度計（壁の色と違和感があるから）、室外機の音
　（うるさいから）、蔵（ひとけがなくてさみしいから）

③苦手な場所を克服する解決策を考える
　共有された苦手な場所について、どのようにすれば克服できるのか、
参加者全員でアイデアを出して見ました。なかなか、すぐには解決でき
ない事柄が多かったですが、室外機の音には防音シートをかぶせるとか、
ひとけがない蔵に行くときは誰かが付き添うなど、参加者それぞれから
意見が出されました。

　全国的にもあまり取り組まれていない発達障害者の作品鑑賞支援について、滋賀県発達障害者支援セン
ターの協力を得て、当事者とともに、発達障害者個々にあった作品鑑賞のあり方について考えました。

講師＝横井 悠（ボーダレス・アートミュージアムNO-MA 学芸員）

＜オリエンテーション＞
　開催に先立ってオリエンテーションを実施しました。
まず、報告用の写真を撮影する旨や会場のトイレや、休憩スペースなどについて予めアナウンスをしました。
次に、発達障害のある人、ない人を均等に３つのグループを編成して、当日の流れを説明しました。
　　　　　　（1）環境を考える…自分にとって好きな場所や苦手な場所について考える
　　　　　　（2）作品の見方を考える…作品を鑑賞して気付きや感想を共有する

④出来る範囲で実際に解決してみる
　出されたアイデアに対応できる物品がすぐに用意できなかったため解決には至りませんでした。

＜2.作品の見方を考える＞
　対話による鑑賞は、鑑賞する作品を選定し、その前に参加者に集まっ
ていただき以下の順に行ないました。

①作品をじっくり見る。
　5分程度時間を取り、作品を鑑賞しました。鑑賞する以下の5つの視
点についてアナウンスしました。
・一番最初に気付いたことは？
・印象は？
・なにでつくられている？
・色から気付くことは？
・作者はどんなひとだろう？

②鑑賞して気付いたことを付箋に書き出す。
　次に鑑賞して、気付いたことや感じたことを付箋に書いてもらいまし
た。「こんなこと書いたら恥ずかしいかな」とか躊躇せず、とにかく沢
山書くことを参加者に勧めました。

③意見交換
　最後に意見交換を行ないました。付箋に書いたことを順に発表してもらうのですが、一つの気付きや感想
につき、似た気付きや違う気付き等、関連する意見を求めて発表していただき、お互いの感じ方に違いが見
つかるように進行しました。意見交換の最後に「実は、、」と作者の意図を共有しました。「普段は作品をじっ
くり見ることができないので鑑賞の仕方が参考になった」「他の人と作品の見方についてコミュニケーショ
ンが持てるのは意外と面白いと知った」などの感想が寄せられました。試行的実践でしたが、今後の継続を
望む声があり、参加者の満足度は高いものでした。発達障害のある人の作品鑑賞支援はほとんど取り組まれ
ておらず、今後も広く取り組んでいくべきものだと考えます。

文・齋藤誠一（事務局）　

PROGRAM.9 「個々に合った作品鑑賞を考える」

作品鑑賞

当日の流れ
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アンケート結果

　「第14回滋賀県施設・学校合同企画展」で、言葉と触覚による対話型
鑑賞をしました。昨年度も実施したプログラムで、今回も光島さんが所
属されるミュージアム･アクセス・ビューの鑑賞方法をもとにした流れ
で実施しました。視覚障害のある方も目の見える方も初参加が多く、
4、5人程度のグループに分かれたあと、どのように対話しながら鑑賞
していくかをイメージしてもらえるようにレクチャーの時間を取りまし
た。2回目の実施となり、前年度の経験をもとにアイサスタッフでレク
チャーをすることを試みつつ、光島さんと三浦さんに実際の鑑賞の手ほ
どきをしていただきました。参加者からは言葉にしてみることで鑑賞の
幅が広がって楽しめたということや、視覚障害のある方との交流ができ
て良かったという感想のほか「作品の印象や理解は人ごとに異なるので、
印象を押し付けるような説明にならないか伝え方の難しさに気付いた」
「言葉にする部分に、より焦点を当てたWSや授業をやってみたいと思
いました」というお話しがありました。学校教員や作業療法士の参加も
あり、それぞれの分野においても活かされるものがあったようでした。
今後も継続していき、視覚障害のある方の鑑賞の機会を増やし、視覚障
害者の芸術鑑賞に関するネットワークを広げていきたいと考えています。
また、多様な鑑賞の在り方を試行するということについても、一つの手
法に固定化せず、参加者の声を振り返り、専門家からのアドバイスを受
けつつプログラムを検討していくことが必要だと思いました。

文・木元聖奈（事務局）　

PROGRAM.10 「作品を手で見て、言葉にして、鑑賞する」

講師＝光島貴之（美術家）、三浦弘子（滋賀県立陶芸の森 専門学芸員）

とても良い
75％

良い
25％

満足度

活動体験

Program.1「湧き上がってくる表現を見つけよう」
Program.2「即興ダンスを体感しよう」
Program.3「歌と楽器で表現を楽しもう」
Program.4「さまざまな打楽器を演奏しよう」
（回収率40％）

▷施設の造形活動に反映できそうなことはありましたか
◦支援者としての姿勢、大切にしたいこと再確認させてい
　ただきました。
◦表現の幅を広げるはたらきかけ、支援について、制作の
　様子を見ながら考えることができました。紙の大きさ、
　質、画材の選択なども、その人の表現に合ったものを見
　つけることが大事だと思いました。

▷感想
◦皆さんが熱心に楽しんで制作されていたのが印象的でし
　た。入りこんで集中できるのはすごいと思います。自分
　に合った画材や表現で、ストレスなく、生き生きと取り
　組まれているように思えました。
◦お仕事の場だけでなくこういう場での仲間もいいですね。
　みなさんの様子を見て思いました。

▷今後、アイサに企画してほしい研修内容はありますか
◦障害のある人のアート･･･その人の生き方に結び付けての
　意味
◦他の施設の取り組み（面白い所！）を知りたいです。

Program.5「障害福祉サービス事業所での著作権保護」
Program.6「作品の二次利用や売買に関する研修会」
（回収率44％）

▷施設の造形活動に反映できそうなことはありましたか
◦物事を始めるには、まずルールが必要となりますので、
　1人の利用者さんだけではなく、すべての利用者さんが
　対象となるような内容で、まずは根拠の整理から始め、
　規程作成に取り掛かりたいと思います。
◦その人の得意なことや個性を生かして、日々の活動をさ
　れていて、受け止める側の視点を柔らかく持つことが大
　事だと思いました。
◦法律上にある権利を考慮して芸術作品の販売をする際に
　反映可能だと思いました。

▷感想
◦これから法人がどの方向に進もうとしているのか、何を
　するべきかの道しるべをいただきましたので、利用者さ
　んの権利を守りつつ、前進していきたいと思います。
◦作品の取扱い既定の模擬作成は、作成する上での考え方
　のポイントや流れがイメージでき、非常に良かったです。
◦販売の開拓や、実際の制作の支援、著作権についての配
　慮事項など、具体的なお話がいろいろお聞きできて、良
　かったです。少しイメージできました。

▷今後、アイサに企画してほしい研修内容はありますか
◦創作活動の現場の見学など。
◦同様の研修会でより深く学習していけるようにしていた
　だきたい。
◦この研修内容を踏まえてネット販売やクラウドファンディ
　ングでのお礼の品への活用法などを学ぶ機会がほしい。

とても良い
43％

良い
57％

満足度

権利保護
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第14回滋賀県施設･学校合同企画展
 ing…  ～障害のある人の進行形～

Part.2　人材育成

［ 開催概要 ］
会期（展覧会Ⅰ）＝2017年12月2日（土）～24日（日）
会期（展覧会Ⅱ）＝2018年1月6日（土）～28日（日）計40日間
開館時間＝11:00～17:00

休館日＝月曜休館（祝祭日の場合は翌日休館）
会場＝ボーダレス・アートミュージアムNO-MA

観覧料＝一般200円（150円）、高大生150円（100円）、中学生以下・障害のある方と付添者1名無料
※（　）内は20名以上の団体料金
主催＝第14回滋賀県施設・学校合同企画展実行委員会、ボーダレス・アートミュージアムNO-MA（社会福
祉法人グロー［GLOW］～生きることが光になる～）
後援＝滋賀県、滋賀県教育委員会、近江八幡市、近江八幡市教育委員会
協力＝一般社団法人近江八幡観光物産協会、社会福祉法人しみんふくし滋賀
助成＝障害者芸術文化活動普及支援事業（厚生労働省補助事業）
出展者＝（前期） 伊藤美恵、植松遼、奥田明、柿本健、片岡茂樹、上林一生、北村夏江、小林拓未、総司令官、田中遥人、
辻恵一、坪田千鶴子、中家尚起、平野義明、藤井愛友美、三橋真巳、山口琢巳
（後期） 愛川正高、安食拓真、榎並由希子、大杉和夫、大西美知子、大野杏奈、奥長茂子、勝見奈央、川村幸雄、木野良和、
佐々木美穂、白井美早、寺田裕美、中川友里、中山達也、橋本洋一、藤井慧、前田顕信、山中俊雄、山元勇希、横山益樹、
吉田楓馬　　計39名
出展施設＝（前期） あそしあ、アトリエひこうきぐも、湖北まこも、さつき作業所、しあわせ作業所、滋賀県立近
江学園、滋賀県立八日市養護学校、障害者支援事業所いきいき、杉山寮、能登川作業所、放課後等デイサービス
第2ももスマイル、蛍の里
（後期） 伊香立の杜 木輝、おうみ作業所、救護施設ひのたに園、さ
くらはうす、滋賀県立野洲養護学校、信楽青年寮、社会就労セン
ター あおぞら、ステップあップ21、にっこり作業所、バンバン、彦
根学園、ふくらの森、みどり園、やまなみ工房
協力施設＝滋賀県立信楽学園　　計27施設
入館者数＝1,047名

とても良い
83％

良い
17％

満足度

技術研修

Program.7

作品の展示に関する技術研修「作品の基礎知識と技術研修」
（回収率100％）

▷施設の造形活動に反映できそうなことはありましたか
◦展示をするうえで、感性だけではなく、土台にあるロ
　ジックを教えていただけたことが今後生かせればと思い
　ました。
◦展示方法や視点など具体的に知ることが出来ました。展
　示だけではなく、作品をみるということについて、職場
　にもどって反映できたらいいと思いました。

▷感想
◦展示する側は作者のあらゆる事柄・情報を集めてから展
　示するということが聞けて良かったです。展覧会は観に
　行くだけでは知ることができない前もっての準備が大変
　だと感じました。
◦他の人と会話を通して、1つの作品をゆっくりみるとい
　う経験が出来て良かったです。実際に展示するのはむず
　かしいかなと思いましたが、他の方のご意見を聞いて、
　イメージが広がって楽しかったです。

▷今後、アイサに企画してほしい研修内容はありますか
◦さらに踏み込んだ知識と技術。
◦出張指導して頂きたいです。
◦アウトサイダーアートの実際や、作品の鑑賞、作者につ
　いて、その理解について

Program.9

発達障害者との作品鑑賞「個々に合った作品鑑賞を考える」
Program.10

視覚障害者との作品鑑賞「作品を手で見て、言葉にして、鑑賞する」
（回収率78％）

▷施設の造形活動に反映できそうなことはありましたか
◦作品の鑑賞の仕方について、他者の眼から感じるものが
　これほど色々なものがあるのだと気付き、次回見た時に
　自分以外の人と一緒に見て話せるとよいなと思いました。
◦今後展覧会などに訪れた際、作品だけでなく展示環境に
　も関心を持って見ることができそうだと思った。
◦作品で感じることを言葉にする思いがけない作品の魅力
　を知ることになりました。

▷感想
◦苦手な所＝改善すべき点かどうかは分かりませんが、人
　によって感じ方も違うものですね。
◦違う立場の人と話すこと、感じていることを共有するこ
　との面白さを改めて実感しました。
◦会話を楽しんで作品の輪郭がはっきりしていってという
　ことが体験できて楽しい時間が過ごせました。

▷今後、アイサに企画してほしい研修内容はありますか
◦今回の様な企画を継続していただけたらと思います。も
　う少しさわれる作品があると良いかも…
◦一般の美術館の中でも、こういった見える人、見えない
　人の企画を行ってほしい。一緒につくるような企画があ
　ればいい。

とても良い
62％

良い
33％

無回答
5％満足度

作品鑑賞

参加型
展示会・公演 3
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展覧会開催までのプロセス

　この展覧会は、県内の障害福祉施設や特別支援学校、一般の造形教室など27機関とボーダレス・アート
ミュージアムNO-MAによる実行委員会で企画・展示を行いました。月1、2回の実行委員会では、実行委
員が積極的に意見して、それぞれが持ちよった作品の展示構成を考えられるように、展示スペースごとに少
人数のグループに分かれて協議しました。また、実行委員会にはアドバイザーとして美術家の中野裕介さん
（パラモデル）に3年前から継続して関わってもらい、展示のアイデア出しや技術的なアドバイスをしてい
ただいています。また第5回、第6回の委員会の、催事企画（関連イベント）と図録作成について協議を行
い、「場とコトLab」代表の中脇健児さんとデザイナーの木谷真人さんに講師として、グループワークや協
議の進行をしていただきました。プロの方の助言を受けながら展覧会をつくるプロセスは、年間を通した研
修ともなりました。

第5回 9/25（月）18:30～20:30
◦催事企画、図録作成のワークショップ

第6回 10/12（木）18:30～20:30
◦催事企画、図録作成の協議

第9回 12/15（金）18:30～20:30
◦中間開催報告、関連イベントの打合せ

第10回 2/23（金）18:30～20:30
◦開催報告、振り返り

第7回 10/26（金）18:30～20:30
◦チラシのデザイン校正、展示イメージ図の作成

第8回 11/9（木）18:30～20:30
◦展示仕様の検討・決定→業者発注、搬入へ

第2回 8/3（木）18:30～20:30
◦アドバイザーの紹介、作品実見

第3回 8/29（火）18:30～20:30
◦作品実見（作者と制作過程の紹介）

第4回 9/11（月）18:30～20:30
◦展示方法のアイデア出し

 7/7（金）18:30～20:30
◦事業説明、自己紹介、スケジュールの確認

第1回

第2回

第3回

第4回

第6回

第7回

第9回

第10回

第5回 第8回
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展覧会Ⅰ 開催風景 展覧会Ⅱ 開催風景
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アドバイザーと講師からのコメント

　僕は、今期の「ing…」でアドバイザーは3回目となりました。施設職員とNO-MAの方々が協力し合い、
これだけ多くの施設から作品と人員が集まりながら、慎ましく、着々と進行するプロセスには学ぶ事も多
く、毎回感嘆しております。今期は藤井実行委員長の存在も明るく、全体に和気藹々と、柔らかい雰囲気
に見受けられました。参加者には、美術一般に関心の強い方、展示に慣れている方、それほど馴染みのな
い人など、様々な立場の方がおられますが、各々が出展者のことを誠実に思い、出来得る限りの見せ方を
考え、形にしていかれる様子は、芸術教育や業界で活動する者が根本に携えるべき、大切な姿勢を再認識
させてくれます。ありがとうございました。

　秋ぐらいからミーティングを重ねて印象的だったことは、施設のスタッフさんは日々試行錯誤をしてい
て、僅かな変化を見守り、小さな発見や気づきのある日々をすごしているんだな、ということだった。そ
こで、今回のワークショップイベントでは「もしかしたら、この人、こんなん好きなんちゃうん？！」
「せっかくだから作品の作り方を教えてもらおう！」といった日常の関係性の延長にある試行錯誤な提案
感をイベントにした。当日は、共振しあう状況が本当にうまれて、とにかく感動的だった。そのような共
振的な関係や、お祭りだからこそ表出した新たな気づきが多く見られ、あの場で生まれた感動は、支援者
の方々が日々、試行錯誤の中で感じられる感動と同様の質でもあることがわかり、それを一般の参加者で
もある私たちも共有できたことは、実はとても希少なことであったのではないだろうか。

　図録や広報物を制作していくにあたり、職員のみなさんが、作品のどんなところに魅力を感じておられ
るのかが気になっていました。いざワークショップが始まりお話を聞くと、作品単体がもつ魅力もさるこ
とながら、制作過程やその環境、さらには作者の人となりなど、作品にまつわるあらゆることがらを楽し
んでおられることが分かりました。さらには作品から、作者の状態や細かな変化までをも感じとられてい
るようでした。はたして、これらのどこまでを作品と捉え図録に反映させていくべきなのか。そんなこと
を考えながら進めていました。簡単に答えの出ることではありません。ですので、今後の図録でも、引き
続きのテーマとなっていくと嬉しいです。

本展アドバイザー

中野裕介（美術家・パラモデル）

催事企画講師

中脇健児（場とコトLab 代表）

図録作成講師

木谷真人（デザイナー）

来場者アンケート結果

◦感情が豊かに表現されていて素晴らしい作品ばかりでした。展示の仕方も素敵で作品の
　イメージにあって引き立っていてよかったです。
◦障害の有無に関わらず、美術作品として興味深いものが多いと感じました。
◦内に秘めている心の声を目のあたりにした様に感じ、強く心がゆさぶられました。
◦さまざまな自己表現で人と分かり合える可能性を感じました。真意を理解するというこ
　とは難しいかもしれませんが、喜怒哀楽を分かち合うことはできると感じました。
◦どの作品も施設や学校での生活から生まれたものであり、作者に寄り添う支援者の目線
　からの展示はとても興味深く、作品や作者との繋がりを強く感じました。
◦3回見ていますが、今回は少し作品が少なくさびしいような感じがします。
◦作品や作者についてのコメントが大変興味深くおもしろかったです。それを読んでから
　作品を見ると、さらに楽しめました。
◦作品それぞれから伝わる「何か」を楽しみに来ました。そして、忘れかけたことや忘れ
　てしまったことを呼び戻してくれる働きを感じました。存在感のある豊かで柔らかい感
　性に触れることもできました。
◦入った途端かなり衝撃的な作品があり、見入ってしまいました。人の精神の有り様に怖
　さも覚えます。
◦それぞれの作品に作り手の思いが込められていて心打たれるものがあった。又、作品や
　作者紹介のコメントから生活や生き様が見えてくるようだった。
◦少し展示するには「？」がつくものがありましたが、全体的には良かったと思います。
　また作者の頑張りを見せてほしいです。
◦皆さんの作品を見てアートは自由だと痛感する。私達だとうまく描こうと、キレイにし
　てしまいがちなのに。
◦特に芸術教育を受けていない自由な作品が集まっていると伺い興味を持ちました。感じ
　たのは、自由度もそうですが開放的なイメージでした。
◦一人ひとり味があり、いろんな想像をふくらませながら楽しめました。
◦一般の方に、多くの方に、見て感じてもらいたいです。
◦今回は作品というよりも展示の仕方（支援員さんたちのご努力）を拝見したく参りまし
　た。工夫のあとが見られて良かったです。
◦各人が一生懸命に作品を制作しているのが手に取るように見えて感動しました。また私
　と同年代の人もいて元気をもらいました。

    回収数 261件
    よい63.2％　まあまあよい21.1％　ふつう13.8％
    あまりよくない0.9％　よくない0％　無回答 1.1％

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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糸賀一雄記念賞  第十六回音楽祭
湖（うみ）のまどろみ

［ 開催概要 ］
日時＝2017年11月5日（日）開場13:30 開演14:00

会場＝栗東芸術文化会館さきら 大ホール　
主催＝糸賀一雄記念賞第十六回音楽祭実行委員会
社会福祉法人グロー（GLOW）～生きることが光になる～　
共催＝栗東芸術文化会館さきら
後援＝滋賀県、滋賀県教育委員会、栗東市、栗東市教育委員会
協力＝滋賀音楽振興会、滋賀県合唱連盟、（公財）糸賀一雄記念財団、きょうされん滋賀
支部、滋賀県児童成人福祉施設協議会、（公社）滋賀県手をつなぐ育成会、（公財）びわ湖
芸術文化財団、（社福）滋賀県社会福祉協議会、（公財）滋賀県身体障害者福祉協会
制作協力＝ドリーム・だんだん、ドリーム・あんです、大地、藤の樹工房、清湖園、藤美
寮、杉山寮、蛍の里、にっこり作業所、大津市立やまびこ総合支援センター さくらはう
す・ひまわりはうす、バンバン、彦愛犬地域障害者生活支援センター ステップあップ
21、滋賀県立近江学園
出演者＝大津ワークショップグループ、湖西ワークショップグループ、湖南ワーク
ショップグループ、近江学園ワークショップグループ、甲賀ワークショップグループ、
湖東ワークショップグループ、さきらジュニアオーケストラ
ゲストミュージシャン＝坂田明（サックス）、谷川賢作（ピアノ）、高良久美子（パーカッ
ション）、竹田裕美子（アコーディオン、キーボード）、吉田隆一（バリトンサックス／フ
ルート）、こむろゆい（ヴォーカル）
総合プロデューサー＝小室等（フォークシンガー）
実行委員会＝実行委員長：中谷満（滋賀音楽振興会）、副実行委員長：寺田一芳（滋賀県
児童成人福祉施設協議会）、委員：池見和子（きょうされん滋賀支部）、上野久美子（滋賀
県健康医療福祉部 障害福祉課）、奥村容久（滋賀県合唱連盟）、金森靖治（社会福祉法人 

滋賀県社会福祉協議会）、小暮宣雄（京都橘大学現代ビジネス学部）、谷村定義（公益財団
法人 糸賀一雄記念財団）、西村晃平（公益社団法人 滋賀県手をつなぐ育成会）、林孝好
（公益財団法人 びわ湖芸術文化財団）、疋田三保（栗東芸術文化会館さきら）、吉村美穂
（滋賀県県民生活部 文化振興課）、脇眞澄（公益財団法人 滋賀県身体障害者福祉協会）

実行委員アンケート結果

［ 展覧会について ］

◦毎年、個性的な作品や展示の仕方で魅せられているので、個人的にも楽しく、又、勉強
　になると思っています。今後も、他法人、事業所と交流を持ちつつ協同できる作品展づ
　くりに携われれば幸いです。
◦今回は出展ではなく、職員のみ委員として参加させていただきました。作品を通してで
　はなく、展覧会を作り上げていく皆さんの想いが形になるいい取り組みだと思いました
　（改めて）。施設内での活動が現状難しいこともありますが、職員の参加は今後もありか
　と思っています。
◦普段会う機会のない他施設のみなさんと作品を介してやりとりをさせて頂けるのは刺激
　にもなり、又少し支援から離れた中での時間を過ごすことが出来、良かったです。
◦同じ（展示）フロアの職員さんや先生たちと、色々とアイデアを出しあっていけたのが、
　すごく充実した時間でした。作品を褒め合うなど、どう展示するかいろいろしゃべり合
　えるチームが良かったです。他の作品も自分のところと同じくらい大切に思えました。
◦たくさんの展示品がありましたが、すべての作品が個性豊かに、それと他の作品の個性
　を消さずに展示されているのを見て、しっかり話し合いをして展示を決めたことはとて
　も良かったなと感じました。
◦手作りの合同企画展ですが、どの作品も、作者さんの思い、作者さんのまわりの方々の
　思いが感じ取れた素敵な企画展になったと思います。

［ 出展者、家族、施設･学校職員の声 ］

◦何十年も作者の方は毎日絵を描いておられ、独学で色の使い方も上手くなってこられ、
　今回その成果を出すことができ、本人もご家族さんも大変喜んでおられました。本人さ
　んはまた、絵を描くことが好きになられたようです。
◦家族にも見てもらうことが出来、作者にとっても評価を受け、自分を見つめ直す良い機
　会になったように思います。
◦自閉症の利用者さんのご家族の中には、自分の息子・娘さんの作品がこうして展示され、
　それを見学することで本人の社会的経験が増えてとても喜ばしい限りだと言われていま
　した。職員同士でも「こんな風に絵を描くんだ」と新たな発見をすることもありました。

［ 実行委員会の運営について ］

◦イベント協議には専門の人が来てくださり、楽しくもうまくまとめられていたので勉強
　になった。
◦会期2期制は維持してほしい。全実行委員が展示構成を考えられてよかった。

　この音楽祭は、2002年に「糸賀一雄記念賞」の受賞者をお祝いするために始まりました。音楽祭に出演し
ているのは、県内６か所にあるワークショップグループが中心となっています。琵琶湖を囲むように、県内各
地域で開催されている表現活動ワークショップ。第二回の音楽祭の時に始まったワークショップは2つのグ
ループでスタートし、現在は6つのグループが月1、2回程、中には15年継続して活動をしているところもあ
ります。ワークショップグループは各地域の施設等の主体的な取り組みとして運営されていて、支援者も見守
りだけでなく一緒に表現をしていることが多くみられます。音楽家、ダンサーがプロデューサーやサポーター
として関わり、参加者一人ひとりの個性と向き合いながら、ワークショップグループごとに独創的なプログラ
ムをつくっています。それらの年間を通じた表現活動の成果発表の場として、毎年11月に糸賀一雄記念賞音
楽祭を行っており、障害の有無、プロとアマチュア、ジャンルの境界を越えた舞台表現が生み出されています。

糸賀一雄記念賞について
公益財団法人糸賀一雄記念財団では、障
害福祉の発展に尽力された糸賀一雄氏の
心を受け継ぎ、障害福祉等の分野で顕著
な活躍をされている方に対し、「糸賀一
雄記念賞」および「糸賀一雄記念未来
賞」を授与してきました。
実施主体：公益財団法人糸賀一雄記念財団
〒525-0072 滋賀県草津市笠山7丁目
8-138（県立長寿社会福祉センター内）
TEL 077-567-1707 FAX 077-567-1708
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出演したワークショップグループの紹介

　強靭なバスドラムの三連打、繰り返し同じ（その人にとってお気に入りの）旋律を
奏で続ける鉄琴、静かな情熱を持ちながらかき鳴らされるアコースティックギター、
あるいは唐突に発せられる声。みんなで演奏するセッションの時間と、希望する人が
ソロで演奏する時間が設けられており、メンバーたちはみんな自分の音を持ちよって
きます。セッションでは、みんなが同じリズムに共鳴したり、時に誰かがそっぽを向
くように音を出したりし、個性豊かな一人一人の音の集合に、空間は高揚感に満ちて
いきます。ソロの時間では対照的に、音がくっきりと際立ち、その音を大事にしてい
る演奏者の気持ちや哲学がこちらまで伝わってくるようです。

　湖西地域の各所から集まったメンバーたちは、およそ70名。本音楽祭に参加する
ワークショップグループの中でも、最も多くの参加人数を誇ります。普段のワーク
ショップでの活動はピアノの伴奏に合わせた「うた」が中心で、本音楽祭でも大所帯
のメンバーがステージ上に並べば、一人一人の声が重なり合い、ハーモニーが会場を
包みこんでいきます。伴奏に乗った歌声を聞いているとメンバー各々がお互いの音を
聞き合い、響かせ合っていることがわかります。中には踊り好きなメンバーもいて、
自らみんなの前に歩み出て、軽やかなダンスを披露したりします。

　日常のワークショップでも、最後の時間に「湖南音楽祭」という名前で、本番のス
テージが行われている、湖南ワークショップグループ。メンバー一人一人の体から生
まれる動きが、他のメンバーにも言葉を使わずつながっていき、そこにダンスが生ま
れていく、独特の空間が作られます。さらに支援者もメンバーとして中に入り、それ
ぞれのメンバーを支えていきます。10月の「2017ジャパン×ナントプロジェクト」
に参加した湖南ワークショップグループ。今回はフランス・ナント市に訪問したチー
ムと、国内で音楽祭の準備をしてきたチームが合流。総勢約30名が出演するステー
ジの迫力が観客席にも迫ってきます。

　音楽祭には第二回から参加してきた近江学園ワークショップグループ。卒業生の中
には、他のグループで活躍されている方もいるように、子どもたちが表現活動に出会
う大切な場所となっています。普段、夕方に学園内の多目的ホールで行われている
ワークショップでは、じゃんけんに勝った人が好きな曲をリクエストして一緒に歌っ
たり、打楽器で一人が出したリズムをみんなで真似をしたりといった、「音を楽しむ」
活動を取り入れながら、様々な曲の演奏に取り組んでいます。子どもたちが手拍子・
足拍子でリズムを作り出すパフォーマンスあり、打楽器の演奏ありと様々な形で、観
る人を楽しませます。

　好きな歌をうたったり、リズムをとったり、踊ったり・・・そんなことをしている
と、幸せな気分になる。そんな音楽の当たり前に幸福な営みを、メンバーたちは誰よ
りも楽しんでいるように見えます。好きな歌を順番に歌うのが、ワークショップのス
タイルで、自分の持ち歌が始まれば、「わたしの見せ場」といわんばかりに、ヴォーカ
ルを担当するメンバーの一人がみんなの前に躍り出てきます。本当に楽しそうに、“十
八番” を披露するメンバーたちの様子を見ていると、こちらにも幸せな気持ちが伝
わってきます。ここに加わる、打楽器を担当するメンバーたちも、弾むように（文字
通り大きく飛び跳ねるメンバーもいる）音を奏で、存在感を発揮しています。

　湖東ワークショップグループのメンバーは、お気に入りの打楽器や、時にはキー
ボードを使いながら普段から練習を重ねています。魅力の一つが、そのホスピタリ
ティ溢れるパフォーマンス。その根本には、面白いことが大好きなメンバー達が、「お
客さんにも一緒に楽しんでもらいたい！」という気持ちを持ちながらパフォーマンス
をしていることにあるのはないでしょうか。「湖東のみんながさきらに来たよ！」と
歌い、私たちをおもてなししてくれます。音楽祭では、日々のワークショップで練習
してきた楽曲同士が物語でつながった、ユニークな作品を発表。一人一人が持ち前の
個性を発揮しながら、かつチームワークを大切にしている作品づくりをしています。

大津ワークショップグループ

湖西ワークショップグループ

湖南ワークショップグループ

近江学園ワークショップグループ

甲賀ワークショップグループ

湖東ワークショップグループ

Part.3　参加型展示会・公演

※出演者の氏名はP.90-91に掲載しています。
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開催レポート

　11月5日（日）、栗東芸術文化会館さきらの大ホー
ルは、家族連れや友人同士、障害のある方、学生、
福祉関係者など約430人のお客さんで埋め尽くさ
れ、皆さん一同に音楽祭の開演を待っていました。
客席に座っていると、「あー久しぶりー！」と再会
を喜ぶ人たちや「今年は誰がソロを歌うんやろう」
と話す人たちの姿があり、毎秋の音楽祭を季節行事
のように楽しみにされている様子が伝わってきます。
照明が暗くなり、開演が近づいてきました。
　楽器が並べられたステージに登場した田所友香理
さんは、客席を見つめて3回手拍子。それに応える
ように会場からも3回の手拍子が送られると、通じ
合ったことに安心したようにほほえみを浮かべて、
中央にあるピアニカを手に音をかなでます。すると
続いて登場したのはバリトンサックス奏者の吉田隆
一さん。二人の目がちらっと合うと、田所さんは上
体を前に揺らしながら、ピアニカとバリトンサック
スのセッションが始まりました。少しずつ気持ちが
高ぶり、アルミ鍋やタンバリン、チューブを使って
歌や語りも入り混じりながら展開していきます。
　暗転したステージに大津ワークショップグループ

のタイトルが投影されると、バスドラムの旋律で演
奏が始まります。次々とステージに登場したメン
バーがアコースティックギター、コンガ、タンバリ
ン、そして楽器のような魅惑的な声で加わる人もい
ます。ゲストミュージシャンも一緒に、それぞれの
音が少しずつ一つになっていくことを一緒に感じら
れる楽しさがありました。
　ブルーや白のお揃いのシャツで爽やかな色に染
まったステージ。湖西ワークショップは約70名に
よる合唱グループです。今年は歌、楽器演奏、オリ
ジナルの振り付けを入れたパフォーマンスで3曲を
歌い上げました。最後の「みんなの星 僕らの地球」
はメンバーの洞山象一さんが作詞した曲でグループ
のテーマソングとも言えます。この曲では、メン
バーの声がひときわ力強く会場に響き渡っていました。
　さきらジュニアオーケストラは2005年に開校し
たさきらジュニアオーケストラ・アカデミーを母体
にして結成されました。ジュニアオーケストラの
モーツァルト作曲 ディヴェルティメント ニ長調
K.136の演奏にあわせて、湖南ワークショップグ
ループの西村有加さんが踊る様子は、指先まで生命

がみなぎるように優美でした。カラフルなＴシャツ
を着たメンバーたちが踊り、中にはステージから降
りて会場を踊り歩くメンバーも。そして、そのまま
湖南ワークショップグループの公演が始まりました。
　淡い青紫色の照明に照らされ、ステージ前方でカ
フォンをリズミカルに打ち鳴らす人の衣装は、妖精
やピエロのような姿にがらりと変わっています。ゲ
ストミュージシャンの演奏が始まると、下手からド
アのような木枠をもって登場してきた人たち。中に
は10月にフランス・ナント市で公演をしてきたメ
ンバーもいて、帰国してすぐ、国内で音楽祭の準備
をしていたメンバーと合流してのステージとなりま
した。支援者もダンサーも一緒に踊る様子は、琵琶
湖で戯れているような光景でした。最後は全員で思
いおもいの気持ちを叫び、ユニークなメッセージを
受けた会場は和やかな雰囲気で包まれました。
　ロックの名曲「We will rock you」で格好良くボ
ディーパーカッションが始まったのは近江学園の子
供たち。年々、成長した姿を見せてくれる子供たち
は、高学年の子が、入ったばかりの低学年の子を導
きながらパフォーマンスしている姿があり、毎年観
に来ているお客さんが楽しみにしているところです。
卒園してから他のワークショップで活躍している人
や音楽祭の裏方として手伝いにきている人もいます。
「夏祭り」では、バスドラムやスネアドラムの演奏
とダンスを合わせたプログラムで会場が一体となっ
て盛り上がりました。
　バンドスタイルの歌と演奏で魅せてくれるのが甲
賀ワークショップグループ。叙情感の溢れる歌声に

は、歌への「好き」が溢れています。ヴォーカルに
よって、歌い方のクセが様々で、甲賀ワークショッ
プでしか聴けないプログラムとなっています。声の
特徴に合わせてピンマイクを使っていて、歌紹介の
ような呟きも独特でした。曲によって演奏や表情が
大きく違っている人やメンバーの動きを監督する人
がいたり、一人一人から目が離せないパフォーマン
スでした。
　「今年もやってきま～し～た～♪」と歌いながら
のプログラム紹介で湖東ワークショップグループの
公演が幕開けしました。毎年のプログラムをみんな
で話し合いながら決めていく湖東ワークショップは、
多様な楽器で音を奏でていくグループですが、今年
は、歌や演劇、チャンバラなども取り入れた作品を
発表しました。日本昔話やサザエさん、ヤッターマ
ンなど次から次へ展開していく作品に、会場からは
一緒に歌う声が聞こえてきました。面白いことをみ
んなで楽しむという雰囲気に溢れています。「また
来年～」と手を振る姿に応えるように、客席から拍
手が送られていました。
　最後にステージ上に全出演者194名と裏方のス
タッフも集まり、総合プロデューサーの小室等さん
やゲストミュージシャンと一緒に「ほほえむちか
ら」を大合唱してフィナーレを迎えました。大きな
舞台で発表することの達成感やスポットライトを浴
びる気持ちよさは、きっと来年も皆さんを音楽祭に
呼び寄せてくれるんだと思いました。

　文・木元聖奈（事務局）

Part.7　連携事務局
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◦さきらジュニアオーケストラとダンスのコラボ。表現の自由さがすごく良かった。　
◦皆さん昨年よりもさらにパワーアップしているような印象でした。すごく面白かった
　です。内容、演出もすごく良かったです。
◦湖南のパフォーマンス、素晴らしかったです。大津の打楽器の演奏も感動しました。
　毎回見るたびに感動させていただいています。
◦出演者とプロの方のコラボどちらも感動しました。観ていて楽しかったです。出演者
　の方々の物怖じしないのびのびとした表現に感動しました。
◦フィナーレでの大合唱、曲に合わせて自由にダンスしている姿も素敵でした。
◦みなさんどれも特色があって楽しいでした。いろいろ工夫されているところに驚かさ
　れました。色々聞かせていただき、見せていただき良かったです。
◦最後の合体合唱、ほほえむちから最高でした。
◦大津ワークショップグループの一人ひとりが自分の感受性で音を奏でながら最後には
　まとまり、一つになっていく。繋がりと絆を感じました。湖南ワークショップグルー
　プのみなさんの躍動感を感じ、素晴らしかったです。感動しました。
◦近江学園のチームの発表が若々しくてエネルギッシュで良かったです。障害を持つ学
　齢期の方の発表もあればいいなと思いました。合間にプロの音楽家の方と障がいを持
　つ人とのセッションが素敵でした。湖南ダンスワークショップは一人ひとりがとても
　楽しそうで、一人ひとりの身体表現が共鳴しあってました。
◦全て印象的でした。人間ってすばらしい。共に響き合い、共に生きて！
◦毎回近江学園の舞台が楽しみでやって来ています。とっても素敵でした。甲賀ワーク
　ショップに心を解き放たれました。ありがとう！！
◦どのパフォーマンスも力強かった。特に最初の大津ワークショップグループの演出は
　とても迫力があった。
◦青色の服を着ていたギターの男の子、すごくいい演奏でした。湖西ワークショップや
　甲賀ワークショップの合唱や独唱がすごく感動しました。
◦セッションは印象に残るパフォーマンスだった。またフィナーレ大変良かったと思う。
◦表現することの喜び、大事さ、そして当事者性について、改めて考える機会となりま
　した。
◦みんな音楽を通して一つのことを成しえて、楽しく発表されている姿がとても感動し
　ました。

　障害者芸術文化活動普及支援事業では、新たに舞台芸術分野が対象となりました。昨年
度までに県内の障害福祉施設、特別支援学校、精神科病院の計84機関を訪問し、活動現
場の見学と担当者へのヒアリングを行いました。美術分野の調査については、ほぼ網羅的
に行ったため、今年度は舞台芸術活動を行っている障害福祉施設や特別支援学校、精神科
病院等への訪問調査を実施したため、現時点での調査結果をまとめています。
　また第14回滋賀県施設・学校合同企画展で、作者や家族、福祉関係者、学生と一緒に
「ingオープンアトリエ ごちゃまぜワークショップ」を開催しました。これは、関係者の
交流の場づくりを目指したイベントで、その開催レポートをまとめています。

関係者の
ネットワークづくり 4

P
a

rt.アンケート結果

来場者の感想

アンケート回収数159件／回収率37％
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　県が2016年度に実施した調査で、245の事業所を対象に調査したところ、造形活動を実施しているのは
77事業所あり、舞台表現活動を実施しているのは59事業所ありました。
　今年度は、新たに加わった舞台芸術分野に関する活動の調査として、障害福祉施設、特別支援学校、精神
科病院、県内6つの圏域で開催されている表現活動ワークショップ、地域の有志でつくられた劇団の計8か
所を訪問し、活動現場の見学や担当者へのヒアリングを行いました。次年度以降も継続して調査を行いたい
と考えています。

舞台表現に関する
活動現場への聞き取り調査

学校名

公益財団法人青樹会 滋賀八幡病院

社会福祉法人美輪湖の家 大楽

滋賀県立北大津養護学校

社会福祉法人虹の会 ドリーム・だんだん

社会福祉法人とよさと

彦愛犬地域障害者生活支援センター ステップあップ21

滋賀県立近江学園

社会福祉法人グロー（GLOW）バンバン

劇団ふりぃだむ

実施日

平成29年9月19日

平成29年9月21日

平成29年10月10日

平成29年11月10日

平成29年11月20日

平成29年11月21日

平成29年12月14日

平成29年12月26日

▷ 調査先・調査日時（計8か所）

障害福祉サービス事業所、特別支援学校、精神科病院、

劇団における舞台表現活動の聞き取り調査結果

週に何時間舞台表現活動に取り組んでいますか 1回の活動に参加する人数は何人ですか

どのような舞台表現活動に
取り組んでいますか（複数回答可）

5人以下
（1件）12.5％

6～10人
（1件）12.5％

11～20人
（5件）62.5％

21～30人
（1件）12.5％

うた
31.3％ダンス

12.5％

演劇
12.5％

その他
6.3％

演奏
37.5％

（担当職員はどの団体も5人以下という回答に対して）

担当職員のうち芸術経験のある職員はいますか

はい
（5件）62.5％

いいえ
（3件）37.5％

外部講師はいますか

はい
（6件）75％

いいえ
（2件）25％

発表の機会は年に何回くらいありますか

4回以下
（6件）75％

5~9回
（2件）25％

1時間未満
（5件）62％

2～5時間
（1件）13％

10～20時間
（2件）25％

活動時間と参加する人数

舞台表現活動の現状と課題について

※特別支援学校、精神科病院、障害福祉サービス事業所、活動団体の合計
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障害者の舞台表現活動を推進していくにあたって特に必要だと思うことを選んでください
◦芸術活動に関わる人との交流（他の施設の担当者、芸術関係者等）23％
◦活動を支援できる人材（芸術経験者等）の確保　15％
◦発表の機会を増やす　15％
◦活動場所の拡充　15％
◦芸術活動に関する知識や技術のスキルアップ研修を受ける　8％
◦施設管理者、運営側の芸術活動に対する理解　8％
◦障害者の芸術活動に対する理解の推進と啓発　8％
◦作品の販売、及び利用を通した作者の収入の安定化　8％

［ 病院 ］

◦季節感を大事にしながら活動している
◦音楽を使って自分を表現することを目的としている
［ 支援学校 ］

◦言葉や絵カードで、見通しが立てられるよう説明。特性に合わせた工夫
◦それぞれのできることを取り入れ、できたことを褒める
◦活動の開始と終了をはっきり示し、生徒たちの不安がないようにする
［ 障害福祉サービス事業所、ワークショップ ］

◦流行の人気曲だけでなく、参加者全員が分かるような定番曲も混ぜている
◦同じ曲でもリズムやテンションに違いがあり、職員も学ばせてもらっている
◦活動の進行と内容は、講師に一任している

［ 病院 ］

◦鑑賞のために来ていただく太鼓演奏が７～８人のため、交通費を含めた謝金が高額になる
◦予算内で行わなければならないため、調整や工夫が必要
◦質を上げてモチベーションを高めたいところだが、活動費は徴収できない
［ 支援学校 ］

◦音楽鑑賞をする機会があり、本物に触れたときの子供たちの反応が違うことが分かる。本物だということ
　が分かるようで、表情が違う。外部講師に来ていただく機会がもっとあると嬉しい。
◦専門家の協力、外部　の方との交流がもっとあるといい
◦活動のことをもっといろいろな人に知ってもらいたい
◦教師が外に出られたら良いのだが、なかなか時間が取れない
［ 障害福祉サービス事業所、ワークショップ ］

◦職員の育成（芸術経験者がいない）
◦芸術活動の知識や経験が不足
◦スタッフの配置

舞台表現活動を行うことで相談したい事、また課題としていることはありますか

舞台表現活動を行ううえで大切にしていることや工夫していること

今後舞台表現活動についてどのような
方向性を目指していきたいですか

現状維持
（6件）75％

充実させたい
（2件）25％

録音・録画物の販売をしていますか

はい
（1件）12.5％

いいえ
（7件）87.5％

舞台発表や録音・録画物の販売をするときに
実演者と書面の取り交わしをしていますか

はい
（3件）37.5％

いいえ
（5件）62.5％

舞台表現活動の振興について
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　このイベントは「第14回滋賀県施設・学校合同
企画展」の関連イベントとして実施しました。（展
覧会の詳細はP.27～34参照）今年度、展覧会の図
録と催事企画の協議には、専門家を招いて協議する
ことにし、催事企画については、中脇健児氏（場と
コトLab代表）に講師として関わっていただきま
した。全10回開いた実行委員会のうち、第5回、6

回の会議で、実行委員の皆さんと中脇氏で一緒に関
連イベントのアイデアを出し合ってもらいました。
ワークショップでは、施設や作者の紹介をするなか
で、その魅力を掘り下げることを行い、そこで上
がってきた情報と作品情報を突き合わせることで、

作者と支援者の関係性や作者の日常から発展させる
ようなイベントの案が出てきました。
　その案をもとに、イベントだからこそできる出展
者の夢を叶えるステージ、出展者を身近に感じても
らえるように一緒に創作できるワークショップ、表
現することを楽しむワークショップを開催すること
になりました。
　会場のいたるところでワークショップが実施され、
来場者は中脇氏の進行によりいつでもどこにでも参
加できる形になりました。また、美術や福祉系大学
からの学生ボランティアも運営に携わりました。

　出展者が参加したワークショップでは、田中遥人
さんと描くオリジナルキャラクター「メメツを描こ
う」、片岡茂樹さんと作る「ぐちゃむちゃ粘土」、山
中俊雄さんと作る穴あけパンチでできた丸い紙を貼
りつける「マルポチを使って作品づくり」、小林拓
未さんと作る「特撮ヒーローに大変身」では、仮面
とベルトを作成しヒーローに変身できるなど、出展
者と一緒に参加者が何かを描いたり作ったりできる
ものとなりました。
　表現することを楽しむワークショップでは、出展
者のワークショップから発想した内容で、アトリエ
ひこうきぐもによる「ボール転がしで絵を描こう」
と、穴あけパンチで穴を開けた後の紙で作れる「カ
ラフル気球のモビール作り」を行いました。
　出展者の夢を叶えるステージでは、小林拓未さん
が大好きな特撮ヒーローに変身し、司会の呼びかけ
によって、急きょ会場から出展者や参加者、実行委
員が敵役としてステージにあがり、一体となって場
を盛り上げました。

　ダンスを披露した中川友里さんは、ワークショッ
プ「冬休みの絵日記を描こう」も担当してくれてい
ましたが、ダンスが終わった後には早速、踊った自
分の姿を絵日記に描きあげました。ライブペイン
ティングを行った前田顕信さんは、普段は紙の全面
に描くと終了されますが、この日は、お気に入りの
音楽の終了に合わせて「できた！」と声をあげて描
き終えられました。歌謡ショーで歌を披露した横山
益樹さんは普段好む曲とは違う新たな歌に挑戦する
など、イベントの場だからこそ見せる姿に、支援者
や家族の方も出展者の新たな一面と出会う機会とな
りました。
　参加者からは、「作者さんと作品づくりを通じて
実際にお話を聞いたり、普段の様子とは違った姿も
見られたりと、子供と参加させてもらい楽しませて
いただいた」との感想もあり、大人から子供まで楽
しめるイベントとなりました。

　文・高山 円（事務局）

46 47Part.4　関係者のネットワークづくり

ingオープンアトリエ
「ごちゃまぜワークショップ」レポート

    日時＝2018年1月21日（日）14:00～16:00
    会場＝酒游舘（滋賀県近江八幡市）
    参加者＝40名
    （出展者7名、実行委員6名、学生ボランティア3名、一般23名、中脇健児氏）
    一般の内訳）出展者ご家族、施設関係者、当日参加者等
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［ 協力委員 ］
天野真佑子　法テラス滋賀法律事務所弁護士（第1回協力委員会）
齋藤真宏　　法テラス滋賀法律事務所弁護士（第2、3回協力委員会）
石黒　望　　滋賀県作業療法士会副会長
　　　　　　医療法人恒仁会 近江温泉病院 総合リハビリテーションセンター部長
上野久美子　滋賀県健康医療福祉部障害福祉課主任主事
片山香織　　近江八幡市文化観光課文化振興・保護グループ
峪　卓宏　　近江八幡市福祉子ども部障がい福祉課
田端一恵　　社会福祉法人グロー法人本部企画事業部副部長
田平麻子　　滋賀県立近代美術館主任学芸員　
寺﨑文彦　　滋賀県立野洲養護学校教諭
原　正雄　　ボーダレス・アートミュージアムNO–MAボランティアスタッフ
　　　　　　株式会社ワコール社友会ワコール倶楽部代表幹事
藤井美沙子　第14回滋賀県施設・学校合同企画展実行委員長
　　　　　　（社会福祉法人おおつ福祉会「伊香立の杜」木輝生活支援員）
見野甚九郎　滋賀県県民生活部文化振興課主査

［ 開催概要 ］
第1回協力委員会
日時＝2017年 7月25日（火）14:30～16:30

会場＝安土コミュニティセンター 視聴覚室
出席者＝11名、事務局
議題＝昨年度の事業報告、今年度の事業計画、意見交換

第2回協力委員会
日時＝平成29年12月20日（水）10:00～12:00

会場＝アクティ近江八幡 研修室
出席者＝11名、事務局
議題＝進捗状況の報告及び意見交換、今後の事業予定

第3回協力委員会
日時＝平成30年3月16日（金）10:00～11:30

会場＝八幡コミュニティセンター 小会議室A

出席者＝11名、事務局
議題＝今年度の事業報告、意見交換

協力委員会 5
P

a
rt.
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　人材育成

事務局　特別支援学校や作業療法の現場ではどういった舞台
表現活動があるか。

協力委員　学校では、文化祭や学習発表会で劇、または音楽
の授業で演奏や歌、音楽に合わせて手あそびするような表現
が行われている。また、個人的な活動として、一般の和太鼓
教室に参加する生徒も過去にいたようだ。

協力委員　音楽療法的な視点で、アドリブで楽器を使うこと
に関心を持っている方は何名か知っている。ただ、楽器を
使って表現を引き出す、自己肯定感と精神の安定を図るよう
な治療的なアプローチであり、舞台表現を目的とはしていな
いと思われる。

協力委員　糸賀一雄記念賞音楽祭は、6つの圏域で月1、2

回の恒常的なワークショップを開いているが、湖西は合唱、
湖南はダンス、というように圏域によって内容が決まってい
る。湖南圏域で合唱したい方がいても、圏域を超えて通うこ
とが難しいという現状がある。相談窓口であることが広まり、
そういった方が参加できるかを考えることで、1人でも障害
のある方の余暇や生きがいにつながるきっかけとなればい
い。一昨年度の施設合同企画展のイベントにおいて、ダンス
の発表をしたワークショップを見学した別の圏域の方が、自
分も参加したいとヘルパーを利用して通うようになった事
例がある。事業所活動に参加することは難しいが、それぞれ
の圏域で行っている活動へ参加できるような形ができてい
けばいい。

　関係者のネットワークづくり

事務局　芸術については美術担当の先生へ連絡したが、舞台
表現は音楽の先生になるのか。

協力委員　窓口が教科の先生だけでなく、クラブ活動の顧問
ということも有り得る。昨年度は、特別支援学校の文化祭は、
ショッピングモールの一画を借りて作品展示、各学校で作成
している商品の販売活動、ダンス、合唱の発表などが行われ
た。毎年、事務局の担当校および開催地が持ち回りで変更になる。

　参加型展示会

事務局　今年度の変更点は、「滋賀県施設・学校合同企画展」
と、学校を追加表記した。NO-MAが開催する企画展では学
芸員がテーマに沿った作家や作品を選ぶが、本展覧会では参
加施設・学校の委員が選んだ作者と作品が持ち寄られること
が特徴である。

協力委員　自身の参加は4回目。ing展の会議の場は情報共
有の場であり、他の事業所活動を知る新しい発見の場でもあ
る。展覧会の話だけでなく、利用者が日々どのように過ごし
ているか、余暇支援のヒントを得られる機会であったりする。
昨年から学校の先生や地域のアトリエの方も入り、垣根を超
えた情報共有が日常的に出来たらいいと思う。

　調査・発掘、評価・発信

協力委員　本人が作品を評価してほしい、発信したいという
モチベーションではなく、治療的なツールで終わるため、病
院側としては作品の発信を積極的に進められない。

協力委員　養護学校を卒業される方々が、創作活動をしてい
る生活介護事業所に通いたいと希望されることが多い一方、
圏域内で希望に合った事業所が少ないという課題が、各圏域
から聞こえてくる。学校教育でせっかく美術や音楽に関心を
持ちながら、卒業後に過ごす場としての資源が追いついてい
ないという問題と向き合っていく必要がある。

Part.5　協力委員会

第 1回議事録  /  意見交換
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　相談対応

協力委員　作者からの相談で、出展依頼を断りたいというも
のがあった件について。通常行っている手続きが作者にとっ
て、断りにくい進め方になっているということか。

事務局　このケースは、これまで展覧会を開催してきた実績
のない団体から、地域の多目的スペースへの展示について依
頼をされていた。作者は様々な展覧会に出展してきた方であ
り、実績のない団体が企画する展覧会で自身の作品が大切に
扱われるか等の不安がある様子だった。最終的には、作品を
専門的に扱えるスタッフがいないということ等を理由に断ら
れた。

　人材育成

協力委員　作品展示に関する技術研修に参加し、学芸員に期
待される役割などを学んだのだが、一人だけで考えるのでは
なく、複数で相談して展示を考える機会となった。グループ
で話し合うことで、作品の新たな良さを見つけることが出来
る一方、遠慮して意見を十分に擦り合わせないと、恣意的な
意見がそのまま反映され、偏った展示になりかねない難しさ
も痛感し、大変勉強になった。こういった機会は、中学生あ
るいは小学生への授業にしても良いのではないか。大変、有
意義な研修となった。

協力委員　視覚障害者との作品鑑賞に参加した職員による伝
達機会を、職場内で設けた。いろんな職員を研修に出させて
もらい、何か気付きや発見をしてもらえば良いと思う。

　関係者のネットワークづくり

協力委員　聞き取りの具体的内容や、その中で特徴的な内容
はあったか聞きたい。

事務局　八幡病院での活動内容を調査しに行った際には、音
楽活動だったのだが、歌える人も歌えない人も共に楽しんで
おり、雰囲気を楽しんでいたという印象を受けた。参加者が、
次第に合唱だけでなく、踊ったり楽器を演奏したりするなど、
新たな形を当事者自身が作り出しているのが印象的だった。

　参加型展示会・公演の開催

協力委員　展示構成をじっくり考えた会議が重ねられた。は
じめは実行委員も意見を発することは少なかったが、委員会
の回数を重ねる中で徐々に意見を気軽に言い合えるように
なった。

協力委員　施設・学校合同企画展の来場者数推移は。

事務局　目標は一日当たり27人。昨年度は24.1人。今年は
現在のところ23人。最初の週はオープニングイベントもあ
り、来場者は多かった。出展者数が多く、県内の当事者とい
うことから、家族、知人などの参加や団体見学が見込まれる。

協力委員　糸賀一雄記念賞音楽祭で、車椅子用スロープを設
置した、との報告があった。栗東芸術文化会館さきらは、車
椅子の方用に鑑賞スペースはあるのだが、限られており狭い。
来場者が多い場合に下のフロアに降りられるようにという目
的でもあった。劇場にいろんな方が入れるようにしていくた
めに、ハード面を改修するのは大変だが、工夫によっては自
分たちで編み出せるということを、この事業で示すことがで
きると思う。

第 2回議事録  /  意見交換
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　相談対応

協力委員　障害のある方の特性を見極めて様々な事業を紹介
できると相談に来られた方の仕事に活かしてもらえると思う
ので、普段の窓口業務でもそういった情報を提供できればと
思う。

協力委員　学校側からも授業のことで困っているとアイサに
相談が寄せられていると初めて知った。窓口が継続してある
と学校教員の困り感も相談してもらえるだろう。内容によっ
て相談してもらえれば、協力させていただける。

　権利保護に関する相談対応の検討

協力委員　作者の著作権をどう守るかについて、他の都道府
県でも著作権等保護ガイドラインを作成していこうという動
きが盛んに起きている中で、滋賀県は平成25年に全国で最
初にそのガイドラインが作られ、それから5年が経過した。
実際にガイドラインを使っている事業所がいる中で、実際に
は使いにくい部分やずれも出てきていると思う。ガイドライ
ンを作成した時には確か、実態に合わせて変えていくことを
前提にしたはずなので、そろそろその時期にきているのでは
ないか。それがこの事業でできることかは分からないが、今
あるものを活かしていく研修会をするだけではなく、今ある
ものを実際により使えるものにしていくことも考える時期
にきているのではないだろうか。

協力委員　（アイサの研修会の様子を思い返すと）行政用語
で書かれている著作権等保護ガイドラインは、事業所の方に
とっては分かりにくいようであった。事務局側が噛み砕いて
説明してようやく研修の中で伝わったと感じた部分があった
ため、もう少し一般の方にも分かりやすいガイドラインの手
引きのようなものが必要かと思う。

　参加型展示会・公演の開催

協力委員　滋賀県施設・学校合同企画展は、支援や介護の現
場からそのまま来たという福祉分野の職員が多いので、作品
をよりよく見せる方法や、魅力の語り方といった視点を持っ
たことがなく、「こんな物を作品にしていいのか？」という

ところから始まる人が多い。私たちが思っていないような話
を他の人から聞けると、この人はこういう魅力を持っていた
のかと自分たちの見直しにもなるので、そのような話をもっ
と聞けたらと思う。

事務局　実行委員会の場に、研修的な要素を取り入れること
も考えたい。

協力委員　今回、滋賀県施設・学校合同企画展のオープニン
グイベントに2回とも参加した。ボランティアスタッフをし
ているが、これまでに作者と関わることがあまりなかったた
め、作者の方がどのようなことを気にしているか、注意して
いるかが今回でよく分かった。作者が自分の作品を出して自
己表現をすることは健常者と全く変わらず、自分の作品を出
した喜びを聞いた。その感動は、こちらにも伝わった。ボラ
ンティアスタッフとしても、作者と繋がることで、作品の良
さなどを伝えられると感じたため継続していただきたい。

協力委員　学校としては、独自のアートフェスタで美術作品
の発信をしているが、滋賀県施設・学校合同企画展も引き続
き協力をさせてもらいながら発信していくということを続け
ていきたい。もっと色々な人に知ってもらう方法を考えてい
かなければならないと感じた。

　人材育成

協力委員　作品の展示研修を受け、学芸員から話を聞くと深
いストーリーがあると感じた。作者の思いをどう伝えるか、
基本的な部分の教育を受ければ、展示を伝えることがボラン
ティアスタッフの役割であり、活動がもっと広がると思う。
体験しないと分からないのでそういう機会があればいい。

協力委員　技術研修で、舞台関係では今回参加者がゼロで
あったということだが、個人的に全国の公立文化施設団体な
どは、障害のある出演者の支援をどうしていくかということ
ころも検討しているそうで、そういった所とも県が窓口と
なって情報共有もできると思うので、研修の参加者を増やし
ていくこともできるのではないか。

Part.5　協力委員会
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協力委員　展示する側から言うと、ボランティアの方に展示
に関してご意見をいただけることは大変ありがたいこと。お
客さんがこういう動線で困っておられたとか、こういう所が
反射して見えづらいなどフォローアップしていただける。ボ
ランティアの方は、美術館側にもお客さんの側にも立ってお
られるため、その最前線を繋ぐ重要な役割をしていただいて
いるのが大変ありがたい。シガカラー展では、39名の方が
参加され、多数の方に協力いただいているということで、そ
の方々のご意見を今後も拾っていき活かしていただきたい
と思う。

　協力委員会

協力委員　協力委員会で専門家のネットワークを広げられる
ということで、ぜひ舞台関係の方に入っていただければと思
う。

　今年度を振り返って（協力委員より）

◦色々な話を含めて、一つ一つ積み上げて今があるというこ
　とを感じた。私の立場だと、常に色々な所に活動を発信し
　ていくことが役割であり、幅広く芸術活動や権利保護等を
　含めて情報発信をしていきたいと強く思っている。そこか
　ら研修会などに参加してもらえるように広めることを努め
　ていければと思う。

◦近江八幡市でNO-MAを拠点に事業をされていて、地域の
　特色を感じた。培ってこられたものを地域に発信されて、
　それが参考にされるというところでいい循環ができている
　と感じている。

◦滋賀県施設・学校合同企画展（ing展）の実行委員長をす
　ると、このような会議に出るということを初めて知り、こ
　ういった場も初めてであり、意見も新鮮で興味深かった。
　実行委員がこのことを知って ing展に臨めれば、もっと深
　まるのではないか。

◦こちらからアイサやグローの方々にご相談している部分も
　多く、今後もご相談するなかでいい取り組みにつなげてい
　けたらと思う。

・
・
・
・

・
・
・
・

・
・
・
・

協力委員会議事抄録
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　美術的な評価を踏まえた発信を行うため、障害者の芸術活動に詳しい専門家3名に評価
委員に就任いただき、作品とその作者の調査を行いました。年に2回開催した評価委員会
で、出展者の選定、作品の展示方法についての検討を行い、1月20日～2月18日に企画
展「シガカラー 2018」として作品を展示しました。

［ 評価委員 ］

井上多枝子 委員

1978年大阪府生まれ。京都精華大学造形学科卒業。知的障害者施設に入職し、全国的
に展覧会を開催。開館前からボーダレス・アートミュージアムNO-MAに関わり、2年
ほどアジア、アフリカ旅行を経て現在、知的障害者施設のアトリエを担当しながら
NPO法人のアートディレクターを兼務。展覧会企画、障害者の作品発信を展開。

三浦弘子 委員

滋賀県生まれ。1991年より滋賀県立陶芸の森の学芸員となる。おもに国内外の現代陶
芸の展覧会を担当し、2015年「土・祈り・イマジネーション…岡本太郎の言葉ととも
に展」で縄文土器や民族芸術、障害をもつ人たちや芸術家、陶芸家による陶芸などを併
せて紹介する展覧会を企画。同館にて “つちっこプログラム” を担当する。

田平麻子 委員

神戸大学文学研究科修士課程修了。フランス近代美術史を専攻し、1998年より滋賀県
立近代美術館学芸員。主に近現代美術の展覧会を担当し、日本の近代美術や建築、文化
への関心から2000年「アニメ・カルチャー展」、2003年「フランスコミック・アート
展」2005年「黒田重太郎展」、2007年「ウィリアム・メレル・ヴォーリズ展」などを
手がける。

調査・発掘、
評価・発信 6
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評価委員会の開催 調査実績

［ 課題 ］

　出席者紹介、事業の概要説明、昨年度の事業について意見交換、今年度の事業について、調査先と作者の
選出・評価について、発信について、調査日の日程について

［ 内容 ］

　県内の作品調査の進め方について、これまで長年にわたって
作者の調査が行われてきており、新しい作者と出会うことが難
しいという課題があることから、特別支援学校や精神科病院へ
の調査の可能性を探ってはどうかという意見が出ました。
　また、発信のあり方についても多様であることから、展覧会
の場にしばられず検討してはどうかと意見があり、調査をする
中で発信方法について考えることにしました。

［ 課題 ］

　各委員の調査実施内容の報告、出展作者と作品の紹介、展覧会の企画（案）について、展示構成について、
企画展タイトルについて、今後のスケジュールについて

［ 内容 ］

　8月以降、各委員が調査した作者について、作品や調査風景
の写真を見ながら報告していただきました。展示構成について
は、事前に各委員から展示構成案を提出していただいたものを
もとに、事務局と意見交換しながら、各作者の展示および展覧
会全体の構成について検討しました。展示会場は町屋であるこ
とから、その空間を活かした展示ができるように考えられまし
た。
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第1回評価委員会 日時＝7月19日（水）10:00～12:00　会場＝グロー本部会議室（滋賀県近江八幡市）

第2回評価委員会 日時＝11月28日（火）10:00～13:00　会場＝奥村家住宅（滋賀県近江八幡市）

評価委員氏名

井上多枝子

田平麻子

三浦弘子

調査先

滋賀県施設・学校合同企画展実行委員会

八巻清治

竹中克佳

八巻清治

竹中克佳

竹中克佳

竹中克佳

滋賀県施設・学校合同企画展実行委員会

木村佑介

鵜飼結一朗

小堀拓恭

場所

八幡コミュニティセンター

作者自宅

やまなみ工房

きぬがさ作業所

やまなみ工房

やまなみ工房

やまなみ工房

八幡コミュニティセンター

滋賀県立近江学園

やまなみ工房

滋賀県立八日市養護学校

［ 井上委員の調査のようす ］

　八巻さんのご自宅に訪問し、ご本人とお母様、親
戚の方にお話を伺いました。描いているところを見
られたくないようで、残念ながら制作の様子を見学
することはできませんでしたが、制作のきっかけを
知るために生い立ちから話を伺いました。昔、通所
されていた施設も訪問し、支援員の方々にも当時の
様子をお聞きしました。
　竹中さんの調査では、ご本人と早川副施設長にお
話を伺いました。竹中さんは、作品やその制作過程
について専門用語も交えて語られるため、その様子
を撮影して会場で上映することになりました。井上
委員はできるだけ作者の意向を尊重できるようにと
調査されていました。

［ 田平委員の調査のようす ］

　近江学園では、木村さんがすでに退園されている
ので、木村さんに関わっておられた谷村副園長と
佐々木支援員に作品を見せてもらいながら、当時の

話や制作の変化、現在の様子を伺いました。鵜飼さ
んは、制作の様子を見せていただきながら早川副施
設長と棡葉支援員にお話を伺いました。絵を描いた
り、粘土でガイコツや恐竜を制作する様子を見せて
いただきながら、鵜飼さんの好きなものや興味のあ
ることなどを聞き取っていきました。

［ 三浦弘子委員の調査のようす ］

　八日市養護学校では小堀さんの作業学習の時間に
伺い、制作の様子を見学し、ご本人や担当の新川先
生、馬場先生、担任の藤本先生、そしてお母様に話
を伺いました。お母様は制作の様子を見るのは初め
てだったそうです。絵を描くことが大好きで、幼い
頃からずっと絵を描いていたとお話しくださいまし
た。先生には学校での様子について、作業学習で陶
芸を始めてからのことを丁寧に聞き取っていきました。

文・吉村真紀（事務局）

調査日

8月29日（火）

9月23日（土・祝）

9月27日（水）

10月24日（火）

11月27日（月）

12月5日（火）

12月19日（火）

8月29日（火）

10月13日（金）

10月25日（水）

10月5日（木）
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井上
委員

竹中克佳さんの調査風景（やまなみ工房） 八巻清治さんの調査風景（作者自宅）

田平
委員

鵜飼結一郎さんの調査風景（やまなみ工房）

三浦
委員

小堀拓恭さんの調査風景（八日市養護学校）

木村佑介さんの調査風景（近江学園）

展覧会開催報告  
シガカラー2018 ～町屋へ歩く、心動かされる～

　企画展「シガカラー」は今年で4回目の開催となりました。滋賀県に暮らす5人の作者
による約150点の作品を、近江八幡市の趣ある奥村家住宅で紹介した展覧会です。
　本展開催にあたり、2017年8月から3人の専門家が県内の障害福祉施設、特別支援学
校等の協力を得て、作品調査を行いました。オリジナリティ溢れる作品に出会い、企画展
というかたちで発信するために、専門家らは作者の制作の場を訪れ、作者や関係者の話を
聞き取ることを丁寧に積み重ねました。「ひとの表現を大切に受けとめる」という姿勢で
つくりあげた本展で、作者の作品世界をご堪能いただきました。
※作者紹介はP.78～89をご覧下さい

［ 開催概要 ］
会期＝2018年1月20日（土）～2月18日（日）11:00～17:00

※月曜日休催  計26日間
会場＝奥村家住宅（滋賀県近江八幡市永原町上8）
出展者＝鵜飼結一朗、木村佑介、小堀拓恭、竹中克佳、八巻清治　　
協力＝滋賀県立近江学園、滋賀県立八日市養護学校、
（社福）やまなみ会やまなみ工房、
（社福）きぬがさ福祉会きぬがさ作業所
出展作品数＝157点
来場者数＝560人
ボランティアスタッフ＝39人
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開催風景

Part.6　調査・発掘、評価・発信

ボランティアスタッフの活動

　展覧会の会場運営においては、ボランティアスタッフとして39名の方にご協力いただ
きました。地域の方を中心に県外から参加いただく方もいました。主な活動は、開場準備、
受付、来場者の対応、閉場作業です。12月中旬に募集チラシを作成して呼びかけ、1月
には募集説明会や事前研修を開きました。活動マニュアルを用意するなどして安心して活
動してもらえるようにしました。

▷ボランティアスタッフ（敬称略）
赤田美恵子、荒駒淳子、石居佐代子、伊藤喜久男、岩﨑義雄、江角栄一、梶本奈美、片岡茂樹、
川田廣子、川村志奈子、川村嘉男、久保美代子、小島加奈子、小西清治、重田克則、相馬由希、
竹間義昭、谷諒次、虎若孝治、中嶋勝男、中嶋きよ子、中島清、中谷哲夫、中出康夫、
羽者家さおり、林初美、林佑香、原正雄、東森俊之、久木茂、平川蒼悟、深田みどり、福島将夫、
福永治夫、二見志郎、前川房夫　他3名
計39名

▷ボランティアスタッフ募集説明会　参加者：5名

日時＝平成30年1月13日（土）10:00～11:30

会場＝奥村家住宅（滋賀県近江八幡市）
内容＝ボーダレス・アートミュージアムNO-MAの企画展を見学後、「シガカラー 2018」
展の取り組みについて説明。

▷事前研修会　参加者：計39名

日時＝A日程 平成30年1月19日（金）16:00～17:00

日時＝B日程 平成30年1月21日（日）9:30～10:30

会場＝奥村家住宅
内容＝ボランティアスタッフの基本業務について＆作品紹介のレクチャー

▷活動概要（26日間）

期間＝平成30年1月20日（土）～2月18日（日）　※月曜日休催
※10:30～13:30（午前）、13:30～17:30（午後）、10:30～17:30（終日）のうちシフトを選択
して活動
活動内容＝鍵の開錠 /施錠（土・日・祝日のみ）、会場内の清掃、展示作品の安全確認、会場
監視、展示説明など
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ボランティアスタッフの
活動日誌より

◦パリから3名の方がアール・ブリュットを見に近江八幡に来てくださいました。パリで
　アール・ブリュットが受け入れられている事を実感しました。とってもとっても国際的
　なアール・ブリュットのお話しをさせてもらってウキウキでした。
◦福祉事業所の方が来られて、利用者さんの作品をどのように見せようか、展示ボードの
　材質はなんですか？等の相談や質問をされた方が多かったです。
◦今朝は大変寒く、奥村邸の入り口から前の道まで凍っていて解かすのに大変でした。
　氷を解かして準備して待っていました。
◦お客様がおられない時間もあり、その間にはゆっくり作品を見させていただくことがで
　きました。これもボランティアの楽しみですね。
◦八巻さんの作品の近くに虫メガネを1つ置いておくと楽しんでいただけるかもしれない
　と思いました（展示の意図にそぐわないのなら良くないですが）。
◦八巻さんの作品は虫メガネを渡すのと渡さないのとで、見てもらえる確率が全然違いま
　した。
◦なかなか観に来られる機会がありませんが、友達に紹介したら早速来てくれました。又、
　次回から輪が広がり興味を持っていただければと思います。

Part.6　調査・発掘、評価・発信

来場者アンケート結果

◦立体、平面そして映像資料と展示のバランスがとてもよかったです。
◦みんなすごかったですが、細かい文字のメモが特に感動しました。あと、戦艦の大砲と
　かが動くのも、DVDをみてわかったのでそれもすごいなと思いました。
◦船！すごく立派でこまかい！本当に好きじゃないとあそこまでつくりこめないよ～すば
　らしい！
◦たたみとガイコツの相性が良いと感じた。
◦ガイコツやどくろに着目する彼の心の中に興味があります。思わず目を奪われました。
◦木村さんの仏像の表情がとてもよかったです。
◦どの作品も、命が吹き込まれているようでした。味わい深く魅力的な展覧会でとても良
　かったです。
◦とても見せていただきやすいレイアウトだと感じました。お家の雰囲気やお庭も素敵ですね。
◦作品をつくる強烈なエネルギーを感じました。素晴らしいです。
◦細かい字のメモの中に時々知っている場所があっておもしろかったです。どんなふうに
　制作しているか気になります。
◦場所の選定に問題がある。道も細いし駐車場もない。建物も非バリアフリー。市の公民
　館、図書館、駅裏のイオン等で開催すべき。
◦どの作品にもそれぞれの作家の思いを感じ、見入ってしまいました。
◦作家さんの世界観がよく表現されていて感動しました。ぜひ続けていっていただきたいです。
◦カニいいですね。おびただしい数のカニ。最高です。
◦展示に工夫があり、とても興味を持って鑑賞する事ができました。
◦それぞれの作品が特徴的で良かった。場所もNO-MAから近くて便利だと思った。建物
　も素晴らしいと感じた。
◦見て素晴らしくびっくりするような作品がたくさんあり、まだまだ自由な表現を楽しん
　でおられる方がたくさんおられるのだと改めて分かりました。仏像の作品がとてもよ
　かったです。祈りが伝わりました。作品制作風景のビデオも作家本人のことがよく分か
　りました。
◦竹中さんの作品が圧倒的に迫ってきた。インタビュー映像も作品世界に近づけて良かっ
　た。鵜飼さんの作品は確かな描写力を楽しめた。
　どの作品も人間の根源的な力のようなものを信じることが出来て勇気づけられる。

    回収数 177件（回収率 31％）
    よい77％　まあよい20％　ふつう3％
    あまりよくない0％

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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普及支援事業は、2017年度は全国22都道府県（23団体）で実施されました。今年度か
らは美術分野（19団体）に加えて、舞台芸術分野（18団体）も対象となり取り組まれて
います。また、全国の実施団体は都道府県レベル、広域レベル、全国レベルの3階層に分
けられており、社会福祉法人グロー（GLOW）は、都道府県レベルにおける活動支援に
加え、美術分野の全国連携事務局を担いました。舞台芸術分野の全国連携事務局は、社会
福祉法人大阪障害者自立支援協会が担当しており、両事務局と厚生労働省で月1回程度、
本事業全体の進捗管理や成果の取りまとめ等について協議を行いました。

［ 概要 ］

①広域センターに対する支援
広域センターが抱える課題について、他ブロックでの解決事例を基に、関係機関の紹介や
専門的知見による技術的な支援アドバイスを行う。

②広域センター間の連絡調整、情報共有、意見交換等の実施
広域センター間の連絡調整、情報共有、意見交換を行うための会議（以下、「全国連絡会
議」という。）を、厚生労働省と協議の上、企画・運営する。

③展示会等の開催
芸術文化活動に理解のある専門家等の関係者と連携して企画し、全国規模の展示会を開催
する。

④全国の情報収集・発信、ネットワーク体制の構築
広域センター等を通じて、芸術文化活動の情報収集を行うとともに、各地域における展示
会や公演、国内外の芸術文化活動の情報発信を行う。また、全国連絡会議や広域センター
が開催するブロック研修への参加・協力等を通じ、全国のネットワーク体制の構築を図る。

⑤全国の成果報告のとりまとめ、公表等
広域センター等を通じて、本事業の実施成果をとりまとめ、報告会を開催するほか、報告
書を作成し、広く公表する。

⑥障害者団体、芸術団体等との連携
本事業の円滑な実施を図るため、「2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた
障害者の文化芸術活動を推進する全国ネットワーク」、芸術団体等と緊密な連携を図ると
ともに、当該団体に対し、芸術文化活動の振興を推進するための必要な協力を行う。

評価委員からのコメント

　今回は、こちらの作家発掘の動きではないところから作家が発見されました。自宅で制作している人の
日常を知り得るのは通常は家族や知人ですが、ある相談支援員の方が教えてくださったのです。彼を取材
するうち、以前通われていた作業所での作品も発掘することができました。「美術」「アトリエ」等、アー
トに関する言葉のある周縁ではないところにも人の表現があり、やはりそれを考慮した行動こそ発掘に繋
がると実感しました。私たちだけではないほかの多くの方々の意識が、彼らの発掘に繋がります。
　この度の展覧会への作品は作家ごとに、その風貌やサイズに大きく差があったものの、派手さなどでは
一掃できない、それぞれにある作品の魅力を展示に活かすことができたと感じました。それは作家を知る
ことから考え出された展示方法だったこと、そして人の生活を感じられる町家でこそ実現できたものでし
た。

　今年度も、養護学校の高等部の方の作品を調査し、展示をさせていただきました。滋賀県立八日市養護
学校の小堀拓恭君は、これまでお友だちの似顔絵など、絵を描くことが得意でした。彼が今回の出品作品
となった素材の粘土と窯業の授業で出会い、陶芸作品をつくるようになるのは、ごく最近のことでした。
制作といえば、学校の授業の時間に限られており、素材に向き合っていたのはわずかな時間といえます。
しかしながら小堀君のイメージを粘土で仕上げていく手の動きは早く、慣れた手付きで作り上げる様子は、
見る者に心地よいリズムを感じさせました。小堀君が描く絵の中の動物と粘土の作品で登場する生き物に、
共通するものが見られました。小堀君は、柔らかい粘土に刺激を受けることで、これまでたびたび描いて
きたイマジネーションの世界を、三次元の形に生み出しているように思われました。

　初めてシガカラー展の調査に参加させて頂き、滋賀の「カラー」＝特色とは何かということを改めて考
えました。木村佑介さんの作品は、浮き彫りのように平面的な仏像が主であり、近江学園で作られる陶の
作品は小さなモチーフが密積して迫力ある立体となるものが多いという自分の思い込みを覆し、近江学園
の教育の懐の広さを改めて感じるものでした。また仏像への愛着を滋賀らしさと繋げることができると思
いました。鵜飼結一朗さんの愛嬌のあるおばけやがいこつたちの作品は、展示会場となった奥村家住宅の
重厚な和の空間とマッチして壁や床の間を埋め尽くし、鵜飼さんが楽しそうに作業所の壁画を隙間なく埋
め尽くすように描いていらっしゃる姿を拝見しているときの楽しい気持ちを再現したいと思いました。ど
ちらも「和」や作品のスケール感に着目することになり、今後もひとつひとつの作品制作をじっくりと調
査してその本質に少しでも近づきたいと思っています。

井上多枝子（NPO法人はれたりくもったりアートディレクター）

三浦弘子（滋賀県立陶芸の森  専門学芸員）

田平麻子（滋賀県立近代美術館  主任学芸員）

連携事務局 7
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実施団体の紹介

　今年度は、美術分野と舞台芸術分野を併せて、都
道府県レベルの実施団体（障害者芸術文化活動支援
センター）は20か所、広域レベル（広域センター）
は3か所、全国レベル（連携事務局）は2か所で取
り組まれています。広域レベルでは全国を7ブロッ
クに分けて、ブロック内の都道府県や全国の連携が
より密に図られるよう試みられ、今年度は、北海
道・北東北ブロック、南関東・甲信ブロック、東
海・北陸ブロックの3か所に広域センターが立ち上
がりました。広域センター不在のブロックについて
は、近くの広域センターもしくは全国連携事務局が
分担して、相談対応や会議の招集などの業務を行い
ました。（詳細はP.68）

障害者芸術文化活動支援センター

青森県

秋田県

宮城県

栃木県

埼玉県

東京都

神奈川県

青森アール・ブリュットサポートセンター（AASC）
（一般社団法人あおもりインクルージョンネットワーク）

ポコラート アキタ
（特定非営利活動法人アートNPOゼロダテ）

SOUP（障害者芸術活動支援センター＠宮城）
（特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン）

とちぎアートサポートセンター TAM
（認定特定非営利活動法人もうひとつの美術館）

アートセンター集
（社会福祉法人みぬま福祉会）

アーツサポ東京
（社会福祉法人トット基金）

スローレーベルの相談窓口
（特定非営利活動法人スローレーベル）

ブロック

北海道・北東北

北海道・北東北

北海道・北東北

南関東・甲信

南関東・甲信

南関東・甲信

南関東・甲信

団体情報

037-0069青森県五所川原市若葉3-4-10
TEL 080-3327-7551  FAX 0173-26-7551
MAIL aasc.aorld@gmail.com
URL https://www.aasc.jp/

017-0841秋田県大館市大町9
TEL  050-3332-3819  FAX 050-3332-3819
MAIL info@zero-date.org
URL http://akita.zero-date.org/

983-0851宮城県仙台市宮城野区榴ヶ岡5番地
みやぎNPOプラザ内 No.16
TEL  070-5328-4208  FAX  022-774-1576
MAIL soup@ableart.org
URL http://soup.ableart.org/

324-0618栃木県那須郡那珂川町小口1181-2
TEL 080-3001-8088  FAX 0287-92-8088
MAIL tam@nactv.ne.jp
URL http://tam-mob.org/

333-0831埼玉県川口市木曽呂1445
TEL 048-290-7355  FAX 048-290-7356
MAIL kobo-syu@marble.ocn.ne.jp
URL http://artcenter-syu.com/

141-0033東京都品川区西品川2-2-16
TEL 03-3779-0233  FAX 03-3779-0206
MAIL info@artssup-totto.org
URL http://artssup-totto.org/

231-0002神奈川県横浜市中区海岸通1丁目
象の鼻テラス内
TEL 045-661-0602  FAX 045-661-0603
MAIL mail@slowlabel.info
URL http://www.slowlabel.info/

分野

美術

美術
舞台芸術

美術
舞台芸術

美術

美術
舞台芸術

美術
舞台芸術

舞台芸術

▷2017年度 障害者芸術文化活動普及支援事業実施団体一覧表

山梨県

愛知県

滋賀県

大阪府

奈良県

和歌山県

広島県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

鹿児島県

障害者芸術文化活動支援センター（広域センター）

北海道

東京都

新潟県

山梨アールブリュットネットワークセンター
(山梨芸術支援ネットワークセンター )
通称＝YAN
（社会福祉法人八ヶ岳名水会）

Aichi Artbrut Network Center
（特定非営利活動法人楽笑）

アール・ブリュット
インフォメーション＆サポートセンター
通称＝アイサ
（社会福祉法人グロー［GLOW］～生きることが光になる～）

国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）
（社会福祉法人大阪障害者自立支援協会）

障害とアートの相談室
（一般財団法人たんぽぽの家）

和歌山県障害者芸術文化活動支援センターわがらあと
（社会福祉法人和歌山県福祉事業団）

アートサポートセンターひゅるる
（特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぽん）

障がい者芸術文化活動普及支援事業 SCORE【スコア】
（特定非営利活動法人らいふステージ）

佐賀県芸術活動支援センター（サンク）
（社会福祉法人はる）

長崎パフォーマンスネットワークセンター
（社会福祉法人南高愛隣会）

アール・ブリュット　パートナーズ熊本
（社会福祉法人愛隣園）

こみっとあーと
（社会福祉法人みずほ厚生センター）

かごしまアールブリュットセンター
（社会福祉法人ゆうかり）

北海道アールブリュットネットワーク協議会
障がい者の芸術活動支援センター「Gently」
（社会福祉法人ゆうゆう）

東京アール・ブリュットサポートセンター Rights
（社会福祉法人愛成会）

新潟県アール･ブリュット･サポート･センターNASC　
（社会福祉法人みんなでいきる）

南関東・甲信

東海・北陸

近畿

近畿

近畿

近畿

近畿

九州

九州

九州

九州

九州

九州

408-0025山梨県北杜市長坂町長坂下条1237-3
TEL 0551-32-0035  FAX 0551-32-6351
MAIL meisui-kikaku@y-meisui.or.jp
URL http://y-meisui.or.jp/yan/

443-0021愛知県蒲郡市三谷町若宮99-9
TEL 0533-66-6228  FAX 0533-66-6229
MAIL aanc@rakusho.info  URL http://aanc.jp/

521-1311滋賀県近江八幡市安土町
下豊浦4837番地2
TEL 0748-46-8118  FAX 0748-46-8228
MAIL artbrut-info@glow.or.jp
URL http://info.art-brut.jp/

590-0115大阪府堺市南区茶山台1-8-1 
TEL 072-290-0962  FAX 072-290-0972
MAIL arts@big-i.jp  URL https://big-i.jp/

630-8044奈良県奈良市六条西3-25-4
TEL 0742-43-7055  FAX 0742-49-5501
MAIL tanpopo@popo.or.jp
URL http://artsoudan.tanpoponoye.org/

649-2102和歌山県西牟婁郡上富田町岩田2456-1
TEL 0739-34-2808  FAX 0739-47-6645
MAIL wagara-art@wfj.or.jp
URL http://www.wfj.or.jp/office/3221

731-0102広島県広島市安佐南区川内6-28-15
TEL 070-5671-8668  FAX 082-831-6889
MAIL hululu@hullpong.jp  URL http://hululu.jp/

838-0106福岡県小郡市三沢水訳465-3
TEL 0942-72-0667  FAX 0942-41-2155
MAIL score@lifestage.jpn.com
URL http://lifestage.jpn.com/

849-0934佐賀県佐賀市開成4-5-4
TEL 0952-20-0254、080-2794-6195
FAX 0952-20-0254
MAIL info@s-brut.net  URL http://s-brut.net/

859-1215長崎県雲仙市瑞穂町古部甲2504
TEL 0957-77-3934  FAX 0957-77-2227
MAIL unzen@airinkai.or.jp
URL http://www.airinkai.or.jp

861-0551熊本県山鹿市津留2022
TEL 0968-43-2771  FAX 0968-43-2793
MAIL ailinkan@magma.jp
URL http://aileans.com/saca/

875-0041大分県臼杵市大字洲崎72-137
さぽーとセンター風車内
TEL 0972-63-5888  FAX 0972-64-6155

890-0014鹿児島市草牟田1丁目8-7
地域生活支援拠点ゆうかり内 
TEL 099-813-7183  FAX 099-813-7176
MAIL kyoten@yuukari-s.jp
URL http://yuukari-s.jp/

団体情報

061-0231北海道石狩郡当別町六軒町70番地18
TEL 0133-22-2896  FAX 0133-23-0811
MAIL yuyu.artbrut@gmail.com
URL http://gently-artbrut.com/

164-0001東京都中野区中野5-26-18
TEL 03-5942-7251   FAX 03-3387-0820
MAIL kikaku@aisei.or.jp  URL http://brut.tokyo/

943-0834新潟県上越市西城町2-10-25-307
TEL 025-530-7264  FAX 025-530-7261
MAIL info@niigata-artbrut.net
URL http://niigata-artbrut.net/

美術
舞台芸術

美術
舞台芸術

美術
舞台芸術

美術
舞台芸術

美術
舞台芸術

美術

舞台芸術

舞台芸術

美術
舞台芸術

舞台芸術

美術

美術
舞台芸術

美術

ブロック

北海道・北東北

南関東・甲信

東海・北陸

①

②

③④

⑤

⑥

⑦

平成29年度実施都道府県

①北海道・北東北｜北海道、青森県、秋田県

②南東北・北関東｜宮城県、栃木県

③南関東・甲信｜埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県

④東海・北陸｜新潟県、愛知県

⑤近畿｜滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県

⑥中国・四国｜広島県

⑦九州｜福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、

大分県、鹿児島県

全国連携
事務局

全国連携
事務局
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連携事務局の取組み

68

全国連絡会議の開催

広域センター不在のブロックと

未実施都道府県へのフォロー業務

Part.7　連携事務局

第1回＝2017年9月26日（火）10:00～16:00

［国際障害者交流センター ビッグ・アイ 大研修室（大阪府和泉市）］　
出席者＝全国の実施団体、自治体関係者、厚生労働省　57名

第2回＝2018年1月19日（金）13:30～16:30

［厚生労働省3階共用第6会議室（東京都千代田区）］　　
出席者＝広域センター、全国連携事務局、厚生労働省　17名

第3回＝2018年3月9日（金）11:00～17:30

［厚生労働省 17階専用第20会議室（東京都千代田区）］　
出席者＝全国21か所の実施団体、厚生労働省　31名

　全国連絡会議は、広域センターと全国連携事務局
で行う会議ですが、全国の実施団体の中には、今年
度新たに障害者芸術文化活動支援センターを立ち上
げて不安や課題に悩んでいることもあり、県境を越
えて全国で連携を図りながら事業を進められるよう
に、第1回の会議では、全実施団体に呼びかけ開催
することにしました。また、当初全2回の開催予定
でしたが、厚生労働省との協議の結果、3月に事業
の取りまとめや研修を目的に追加で会議を行うこと
としました。
　第1回全国連絡会議では、事前に事業シートとし
て、各都道府県の現状・課題、課題に向けての取組
方法、実施スケジュールをまとめて提出してもら
い、それをもとに美術分野と舞台芸術分野に分けて
グループワークを行いました。「障害者の芸術活動
支援モデル事業」から事業を行う団体と今年度初め
ての団体が混在するように6名程度のグループをつ
くり、各団体の課題を付箋に書いて全体で共有しま
した。それに対して、これまでの取り組みから解決
策となる事例などを紹介しあいました。

　第2回の会議では、広域センターの（社福）ゆうゆ
う、（社福）愛成会、（社福）みんなでいきると全国連
携事務局のグローとビッグ・アイ、厚生労働省で行
いました。各ブロック内の現状報告についての意見
交換、今年度の取りまとめについての協議をしまし
た。
　第3回の会議では、第1回のグループワークで挙
げられた課題等に対し、今年度事業でどのような対
応をしたかワールドカフェ形式で振り返り、普段の
業務に追われるなかで見失いがちな支援センターの
意義や本事業の有用性を再確認しました。午後から
は、日本ファンドレイジング協会の鴨崎貴泰氏を講
師に社会的インパクト評価ロジックモデル構築研修
を行いました。事業の目的を整理し、中期的また長
期的なアウトプット（成果）を理論的に組みたてる
ことは各団体の今後の事業実施に活かされるものと
なりました。

▷主な活動実績

内容

九州ブロック会議の開催

近畿ブロック会議の開催

研修「障がいのある人のアートと著作
権について」での講義とグループワーク
主催＝（社福）南高愛隣会

研修「利用者の制作された作品を事業
所のパンフレットに使用するために
は、どのようなことが大事なのか！？」
での講義とグループワーク
主催＝（社福）和歌山県福祉事業団

「障害者アートセミナー」での講義
主催＝山口県

日時

11月20日（月）13:30～16:30　

12月20日（水）13:30～16:30

12月5日（火）13:00～16:00

1月25日（木）13:30～16:30
1月26日（金）9:30～12:30

2月21日（水）
2月22日（木）13:30～16:00

対象

九州ブロックの実施団体、自治体関係
者など12団体（20名）

近畿ブロックの実施団体、自治体関係
者、広域センター（オブザーバーとして
出席）など14団体（21名）

長崎県内の障害福祉施設職員など約
20名

和歌山県内の障害福祉施設職員など約
40名（2日間）

山口県内の障害福祉施設職員、特別支
援学校教員、自治体関係者、作者や家族
など約40名（2日間）

会場

TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター
803

アクティ近江八幡研修室（滋賀県近江
八幡市）

諫早市社会福祉会館（長崎県諫早市）

25日＝県民交流プラザ・和歌山ビッ
グ愛（和歌山県和歌山市）
26日＝県立情報交流センター Big・U
（和歌山県田辺市）

21日＝ときわ湖水ホールミティング
ム（山口県宇部市）
22日＝徳山駅前賑わい交流施設室（山
口県周南市）

　全国7ブロックのうち、今年度、広域センターの
設置がなかった南東北・北関東ブロック、近畿ブ
ロック、中国・四国ブロック、九州ブロックの4か
所については、下記の通り対応しました。

　全国連携事務局は近畿ブロックと九州ブロックの
広域センターとしての業務を担い、普段の電話相談
の他、主な活動としてはブロック会議の開催と研修
会への講師を派遣しました。
　ブロック会議では、各実施団体の取り組み状況の
報告と意見交換を行い、同じブロック内で参考事例
の共有や課題解決のための情報提供などを行いまし
た。また、長崎県の（社福）南高愛隣会と和歌山県の
（社福）和歌山県福祉事業団から依頼を受けて、著作
権研修の講師として、滋賀県の取り組み紹介や芸術
文化活動の現場から寄せられた相談事例をもとにし
たグループワークを行いました。
　未実施都道府県へのフォロー業務としては、山口
県からの依頼を受けて、障害者アートセミナーで、
芸術文化活動を行う事業所の取り組み紹介や作者の
権利保護に関する講義を行いました。

実施団体

（特非）エイブル・アート・ジャパン

（特非）もうひとつの美術館

（一財）たんぽぽの家、（社福）和歌山
県福祉事業団、（社福）大阪障害者自
立支援協会（ビッグ・アイ）、（社福）
グロー

（特非）ひゅーるぽん

（特非）らいふステージ、（社福）はる、
（社福）南高愛隣会、（社福）愛隣園、
（社福）みずほ厚生センター、（社福）
ゆうかり

対応

北海道・北東北ブロッ
クに加わる
南関東・甲信ブロッ
クに加わる

全国連携事務局（大
阪障害者自立支援協
会とグロー）

近畿ブロックに加わ
る

全国連携事務局（大
阪障害者自立支援協
会とグロー）

南東北・
北関東ブロック

近畿ブロック

中国・
四国ブロック

九州ブロック

広域センター
不在のブロック
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　北海道・北東北ブロックは、北海道の（社福）ゆう
ゆうが広域センターを担うブロックです。青森県
（〔一社〕あおもりインクルージョンネットワーク）
と秋田県（〔特非〕アートNPOゼロダテ）に、岩手
を中心に東北の様々な団体と連携して長年アートの
取り組みを進めてきた「るんびにい美術館」にも呼
びかけ、北海道・北東北ブロックの活動は始まりま
した。さらに、広域センター不在であった南東北・
北関東ブロックの宮城県（〔特非〕エイブル・アー
ト・ジャパン）も合同でブロック活動を行うことに
なり（このため、以降「北海道・東北ブロック」と
する）、今回の合同企画展にも北海道・青森県・秋
田県・岩手県・宮城県の5道県で取り組んでいます。
　展覧会には、各地から個性的な作品が多数集まり、
見ごたえのある展示でした。この日はギャラリー
トークがあり、支援者をともなって来場する出展者
など関係者の来場が多く、会場は大変にぎわいまし
た。ギャラリートークでは展覧会に関わった５つの
道県からそれぞれの地域の活動について紹介があり、
今回の展覧会に出品されている障害のある作者につ
いても温かく、真摯な眼差しをもって語られる場面
がありました。
　トーク終了後に行われた関係者の交流会には、登
壇者の他、展示会に作品を出展した作者が通う福祉
施設の職員や展覧会の開催に尽力した北海道教育大
学岩見沢校の学生も参加し、様々な立場の関係者が
普段の所属や肩書きを超えて「障害者の芸術活動」

をきっかけとして「福祉」や「教育」について語り
合う様子が印象的でした。
　翌日には、北海道・東北ブロック会議が行われま
した。各実施団体から近況報告があり、それぞれの
今年度の成果について共有されました。以前に青森
県立美術館で開催された合同展覧会について、障害
者の芸術文化活動が始まったばかりの青森県での開
催は、県内の関係者にとって他の地域から集まって
くる作品を目の当たりにする貴重な機会となり、非
常に意義あるものだったという趣旨の報告がありま
した。モデル事業から実施している団体が新規の団
体をうまくサポートする形でブロック運営がされて
いる様子が見られました。同時に、都道府県が実施
主体となる次年度に向けての不安や課題なども共有
され、自治体との協働のあり方についても意見交換
が行われました。午後からは、展覧会の関連研修会
として芸術活動支援ワークショップ「寄り添う支
援」も開催されました。
　2日間を通して、ブロック活動で培われたゆるや
かでありながらしっかりとつながったネットワーク
を感じることができました。特に北海道は２年間モ
デル事業を実施する中で広域な北海道をネットワー
ク化してきた実績とノウハウがあり、今回の広域セ
ンターとしてもその力を発揮していたのではないで
しょうか。

　文・竹岡寛文（事務局）

巡回訪問  /  北海道・北東北ブロック

社会福祉法人ゆうゆう

日時＝2018年１月20日（土）13:00～17:00（終了後交流会）
会場＝ギャラリー大通美術館、（北海道札幌市）
内容＝北海道・東北アールブリュット展の鑑賞、ギャラリートークの観覧

日時＝2018年１月21日（日）10:00～16:00
会場＝札幌市生涯学習センター「ちえりあ」2階サークル活動室2
内容＝北海道・北東北ブロック（＋宮城県）連絡会議への出席、関連研修会の視察

・・・・・・・・

・・・・・・・・

　南関東・甲信ブロックは、埼玉県、東京都、神奈
川県、山梨県に加えて、栃木県（南東北・北関東ブ
ロックに位置）の5都県にある支援センターに対し
て、（社福）愛成会が広域支援を行いました。その中
で、日本ろう者劇団の公演活動などに長年取り組ま
れている東京都の（社福）トット基金、アール・ブ
リュットやアウトサイダーアートを専門にする美術
館を運営する栃木県の（特非）もうひとつの美術館
は、本事業を初めて実施する団体です。
2014年から本事業の前身となるモデル事業に取り
組まれた愛成会は、3年間で数々の実践を積み上げ
たノウハウを活かして、ブロック内で4回のブロッ
ク会議、3回の研修会（支援センター向け2回、未
実施都道府県向け1回）、2月にはブロック合同イ
ベントを開催されました。9月の第１回ブロック連
絡会議をキックオフに、出来るだけ参加しやすいよ
うにと会議後に合同イベントの実行委員会を開くな
ど工夫して進められていました。
　こちらから愛成会へ11月に電話ヒアリングをし
た際に、舞台芸術分野に関しての不安があるという
話が寄せられました。厚労省と舞台芸術分野の連携
事務局である（社福）大阪障害者自立支援協会（ビッ
グ・アイ）と相談し、第3回ブロック会議の前に打
合せを行うことにしました。
　愛成会の担当者に話を伺うと、ブロック内で舞台
芸術分野の実績が多くある支援センターに対して、
どのような支援をすればいいか悩まれているという

ことでした。それについては、本事業の目的は完成
度の高い舞台作品を発表することではなく、実施都
道府県内で障害のある人の芸術文化活動の裾野を拡
げていくことが目的であるということを説明しまし
た。その前提で、ビッグ・アイからは、舞台芸術分
野の連携事務局として、長期的な視点で、文化施設
と連携することや、発表、鑑賞の場の情報収集にも
取り組んでみてはどうかなどの助言がありました。
これまでの会議録を確認して様子を伺い、今後のブ
ロック会議の進め方についてのアドバイスも行いま
した。各支援センターによって、専門性や活動の領
域が違うなか、上述した本事業の目的をふまえたう
えで、都道府県レベルでの事業展開をするというこ
とを再認してもらえるような意見交換や、ブロック
内の支援センターの連携や各センターの課題解決に
向けた取り組みをすることが必要であるという話を
しました。第3回連絡会議ではそのことを目的に、
ビッグ・アイの鈴木さんから、本事業の舞台芸術分
野の取り組み状況などについてお話しいただく時間
を設けることになりました。

　文・木元聖奈（事務局）

巡回訪問  /  南関東・甲信ブロック

社会福祉法人愛成会（東京都）

日時＝2017年12月6日（水）13:30～16:00
会場＝社会福祉法人愛成会（東京都中野区）
内容＝第3回ブロック会議に向けた打合せ

・・・・・・・・
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障害者芸術文化活動普及支援事業
実践報告会

日時＝2018年2月9日（金）13:15～15:15
会場＝びわ湖大津プリンスホテルコンベンションホール淡海（滋賀県大津市）
登壇者＝古城亜耶美（社会福祉法人ゆうゆう）、小川由香里（社会福祉法人愛成会）
坂野健一郎（社会福祉法人みんなでいきる）、齋藤誠一（社会福祉法人グロー）
鈴木京子（社会福祉法人大阪障害者自立支援協会 /ビッグ・アイ）
大塚千枝（厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部企画課 自立支援振興室）
進行＝竹岡寛文（社会福祉法人グロー）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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―冒頭に大塚専門官から事業説明があり、今後の展
開として平成31年度には全都道府県で本事業を実
施できるよう普及していきたいと話がありました。
その後、広域センターの3団体から各ブロックにつ
いて、美術と舞台芸術の全国連携事務局からそれぞ
れ今年度の取り組み状況を報告しました。最後に
行った意見交換の様子をここにまとめています。

竹岡　未実施の都道府県への支援もブロックや全国
連携のすごく重要な役割の一つです。ブロック担当
の中で実施県が非常に少ない東海・北
陸ブロックから、未実施県での取り組
みについてご紹介いただけるでしょう
か。

坂野　 8県中7県が未実施県である
が、非常に先駆的な取り組みをされて
いる団体も多い。富山県のNPO法人
ココペリは、広域的に作品を相互に貸
し合ってネットワークのチャンネルも
作ってこられたという経緯もあり、こ
のブロック事業を進めていく上でも、
その代表の米田先生のネットワークを

活用させていただいています。新潟も未実施県です
が、アートキャンプ新潟では創作の場を昨年の4月
から開催して、今は毎月1回行っており40～50人
ぐらい来るようになっています。一般の方も来てい
るので、障害のある方だけでなくそういう場を求め
ているのではとないかと思います。岐阜県の教育文
化財団も、舞台芸術で鑑賞支援も含めた取り組みも
されており、逆に教えてもらえることの方が多いの
ではとワクワクしている状況です。

　今年度から始まった障害者芸術文化活動普及支援事業について、広域センターと全国連携事務局、厚生労
働省から担当者が集まり、普及支援事業を全国47都道府県に広げていくことに向けた現状と課題、展望に
ついて議論しました。

　今年度立ち上がった3つの広域センターの中で、
東海・北陸ブロックについては、ブロック内の実施
都道府県が愛知県のみであるという点が他と大きく
異なる状況にありました。当初の事業計画には連絡
会議や支援センター向け研修会の開催を予定されて
いましたが、現状の東海・北陸ブロックに必要な広
域センターの役割は何かを検討された結果、今年度
が初めての実施となる愛知県の（特非）楽笑への支援
を行うとともに、主にはブロック内の未実施都道府
県の掘り起こしに注力することにシフトされまし
た。未実施都道府県の自治体担当者や担い手となり
そうな団体を訪問して、本事業の説明を行ったり、
ブロック内で行われる展覧会の開催協力をするなど
丁寧にコミュニケーションを取られていました。今
回視察したブロック展示会「生活の柄」展は、ブ
ロック内の福祉施設や民間団体等に広く呼びかけて
作品が展示されており、最終日（訪問日）には、ダ
ンスイベントも行われました。展覧会開催プロセス
は県境を越えたネットワークをつくることに繋がっ
ており、各地域で拠点となって活動している団体の
協力を得て、参加団体を増やされたそうです。
　展覧会は上越市の城下町高田にある4会場で行わ
れました（うち2会場を視察）。メイン会場の高田
小町では、アール・ブリュット作品を展示してお
り、愛知県、富山県、石川県から4名、奈良県から
全国障害者芸術文化祭のサテライト展示として1名
の作品を展示していました。旧今井染物屋は、持ち

寄り作品の展示を行っており、上越市や柏崎市、長
岡市の福祉施設が参画されていました。8月から
ワークショップを4回開催して、施設職員や障害の
ある方やそのご家族と一緒に協議を重ねて参加型の
展示会を開かれていました。他にも複数会場で展示
やイベントが行われていました。展覧会の準備に
は、出展施設の職員や出展者のご家族、学生の協力
も得られ、学生についてはインターンシップのプロ
グラムとして参加されたということでした。展示を
みていると、作者の母親が展示案内されていて、会
期中に来場者と作品を介して話したエピソードなど
を嬉々として教えてくれました。地域の方が中心で
はありますが、他県からの参画もあり、様々な人が
関わってつくりあげられている展覧会でした。それ
だけ多くの方が関わるため、事務局では全体スケ
ジュールや業務内容、イベント時の会場設営などを
まとめたマニュアルを作成されており、細やかなマ
ネジメントがされている様子がうかがえました。ま
た2018年2～3月には、次年度に支援センター立
ち上げを目指す団体向けに、2日間の実地研修を行
われました。事業開始当初は、ブロック内の支援セ
ンターが1か所のみという状況に苦戦されていまし
たが、事業計画を再考して取り組まれた結果、未実
施都道府県へのフォロー業務において、多くのモデ
ル事例が積み上げられていることは本事業において
大きな成果になっていると感じました。

　文・木元聖奈（事務局）

巡回訪問  /  東海・北陸ブロック

社会福祉法人みんなでいきる

日時＝2017年11月23日（木・祝）11:00～16:00
会場＝町屋交流館高田小町、旧今井染物屋
内容＝アール・ブリュット展 in上越3「生活の柄」視察、事業進捗状況のヒアリング

・・・・・・・・
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古城　北東北ブロックの中で未実施県は岩手県です
が、花巻にあるるんびにい美術館は、長年、東北で
芸術活動支援、展示活動等を行っており、非常に心
強いパートナーとして協力いただきました。出前授
業として、支援者とアーティストである当事者の方
が複数回一緒に小学校に行き、作品の見方を語り合
うなどの活動をされていて勉強になりました。

竹岡　全国の舞台芸術分野の連携事務局として、美
術分野の取り組みとは違う部分や、ブロック支援、
あるいは全国の連携で取り組んでこられたことをお
話しいただけますか。

鈴木　舞台芸術分野に関しては今年度から取り組み
を始めたため、どのような支援センターを作らない
といけないのかと採択された団体は悩んでいました。
採択団体の担当者と一緒に協議したり、意見交換を
行ってきた中で、舞台芸術は技術的な専門家やいろ
んな分野の人たちが集まらないと事業を進めること
が難しく、それを事業所の中だけで解決していくこ
とは少しハードルが高いと感じました。未実施県に
関しては、ビッグ・アイでは文化事業者からの相談
が多く、未実施県の劇場にもアプローチしていった
ところ、島根県で視覚障害者のダンスワークショッ
プが始まりました。ここに県の障害福祉課の方と一
緒に伺い、県の障害福祉と県が運営している公共の
文化施設に今後連携していただき、文化と福祉をつ
ないだ上で、専門的な舞台芸術も福祉の専門性も含
めた障害のある人の舞台芸術の活動を、来年以降、
島根県でも始めてもらえたらとお話ししてきました。

竹岡　ブロックの取り組みが進んでいく中で、全国
の連携事務局とブロックの支援の担当で役割分担も
必要になってきていると思いますが全国連携事務局

としてはどのように考えていますか。

齋藤　この事業の目的は、大雑把にいうと、全国で
支援センターが立ち上がっていくための機運をどう
作っていくかと、中身についてもお互いが切磋琢磨
していく仕組みをどう維持していくかということで
はないかと思っています。モデル事業初年度の会議
で、「障害者の芸術文化はよく西高東低と言われま
す」という話があったことを思い出しましたが、今、
支援センターの配置だけで言うとそういう状況は
徐々に解消されてきています。僕自身は、ノックを
するドアがそばにあるという状況はどんどん作って
いかなければならないと思っていて、広域センター
は身近なエリアでともに何かを作っていくような動
きをしていくものだろうと思います。全国連携事務
局は、ブロックで行われている出来事でより効果的
なつながりや、個別性が高いものを普遍化して情報
共有を図るということと、全国の支援センターが一
堂に会する場の設定について役割があるのだと思い
ました。

大塚　普及支援事業になり、ブロックという、対象
エリアを限定した中間の取りまとめ役が入るという
形になったことによって、今までと少し違う形の体
制になりました。今年度は実施団体も、また厚生労
働省も手探りながらこの設計をしてみたというとこ
ろがあると思います。ブロックごとの会議に参加し
た時に、非常によかったのが、ブロックのそれぞれ
の取り組みを報告し合い、意見交換し合う場になっ
たことと、九州と近畿のブロック会議の際に、都道
府県の担当者にも来ていただいて、事業の内容をき
ちんとお伝えする機会が作れたということです。近
隣の実施団体と連携できるのではないかというとこ
ろが見えたり、あるいは県の方たちも、ほかの県の

取り組みを知って自分たちの県の取り組みの方向性
を考えるなど、すごくいい機会を提供できたのでは
ないかと思いました。一例ですが、ブロックという
単位が、顔と顔が見えるようなネットワークづくり
ができる単位であると残せたことは非常によかった
と思っています。

竹岡　今年取り組んでみて支援センターと関わって
いる中で、都道府県の支援センターが求めているこ
とや、未実施の都道府県が広域センターや全国連携
事務局に対して期待されていることなども耳にする
機会はありましたか。

坂野　東海・北陸ブロックでニーズを聞いていくと、
展覧会や舞台公演のノウハウというよりも、実務的
な部分や相談支援について学びたいという話が多く
ありました。そこで、2月に2日間の実地研修を行
うことを予定しています。

小川　南関東・甲信ブロックは、元々すごく活発に
活動している団体が多いので、実施していくこと自
体は特に苦労はないようですが、例えば県の協力が
思うように得られなかったり、地域の
中で協働できる人たちが広がらない
と悩んでいるなど、人と人との関係性
の部分で悩みが出てきたように感じ
ました。

古城　北海道・北東北ブロックでは、
県によって取り組みの年数や経験な
どが様々なので、これから取り組みを
始める団体に対しては伴走型に近い
支援というか、一緒に作っていくよう
な形が大変喜ばれました。既にモデル
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事業の時から取り組まれている団体については、ブ
ロックで一緒にやっていくということについて、発
信力にメリットを見出せるような形で活動していく
ことが今後も求められるのではないかと感じていま
す。

竹岡　次年度以降、美術分野で連携事務局が取り組
むべきポイントや課題についてどのように考えてい
ますか。

齋藤　まずは、個々の事業所や個人の活動を支える
センターを第一に普及していかなくてはならないと
思っています。厚生労働省だけではなくて、広域セ
ンターや連携事務局として何ができるかをもっと
しっかり議論することが必要だろうと思っています。
もう一つは、障害のある方に情報が届いていないこ
とで、参加意欲が向上しにくい環境があることも容
易に想像できるので、情報を届けるしくみや環境を
つくっていかなくてはと思います。情報交換や成果
の共有をつぶさにできるような環境を作っていけた
らと思います。



▷ウェブサイトの運営
　本事業の概要や全国の障害者芸術文化活動支援センター（実
施団体）23か所の紹介、美術分野の支援センターからの研修
会や展覧会等のお知らせやレポートを発信するウェブサイトを
立ち上げました。http://renkei-sgsm.net/

▷ポスターセッションに参加
　2018年2月9日から11日に滋賀県大津市で開催されたアメニティーフォーラム22

は、全国から福祉関係者が約1500人集まる催しです。このフォーラムと同時開催で、
本事業の成果報告会（詳細はP.73～75）を行い、会場入り口に美術分野の障害者芸術
文化活動支援センターのリーフレットやチラシ、報告書などを設置したブースを出展し
ました。ブースでは来場者から寄せられる普及支援事業に関する質問に対応しました。

　全国27の障害福祉当事者団体が加入する「2020年東京オ
リンピック・パラリンピックに向けた障害者の文化芸術活動
を推進する全国ネットワーク」（事務局は全国手をつなぐ育成
会）と連携し、会議開催にあたっての資料の作成補助や団体間
の連絡調整などに協力しました。ネットワークが開設に向けて
準備を進めている障害者の文化芸術に関するポータルサイトで
は、普及支援事業の紹介や支援センターのリンクを貼ることを
調整しており、全国の障害福祉関係団体との繋がりを構築する
ことを目指しました。

　2017年10月に文化芸術創造都市として世界をリードする
フランス・ナント市で、フランスと日本の障害者の文化芸術国
際交流事業が開催されました。本事業を周知することは、障害
のある人の芸術文化の国内外への発信に繋がることから、主催
者の「障害者の文化芸術国際交流事業実行委員会」と以下のと
おり連携・協力しました。　

日本のアール・ブリュット「KOMOREBI」展における
出展依頼に係る支援
　この展覧会の出展者のうち40名が障害者であり、作品出展
までの作者や家族、福祉事業所等との調整や出展契約に係る支
援について、美術分野の全国連携事務局のノウハウを活かして、
出展依頼に関するマニュアル作成、レクチャーを行い、研修会
の開催に協力しました。

　平成29年度障害者芸術文化活動普及支援事業の成果報告書について、構成案や記入
フォーマットの作成等を厚生労働省と大阪障害者自立支援協会（ビッグ・アイ）と協議
してまとめ、下記の内容で作成しました。
【構成】（平成29年2月末時点）
①普及支援事業の概要　
②支援センターの取組　
③広域センターの取組　
④全国連携の取組　
⑤数字でみる成果　
⑥付録 全国の障害者数データ　

76 77

障害者団体、芸術団体等との連携

全国の成果取りまとめ

情報発信

連携事務局の取り組み

全国規模の展覧会の開催協力
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12月18日に開催されたネットワーク会議
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総括

総括

　昨年度までに県内で必要とされる事業が一定整理されていたため、計画的に事業を進め、
アンケート結果ではいずれも高い満足度が得られました。今年度、障害者芸術文化活動普
及支援事業が始まり、美術分野に加えて舞台芸術分野においても、障害のある人の活動の
裾野を拡げるための取り組みを行いました。当法人では以前から、糸賀一雄記念賞音楽祭
の事務局として、県内のワークショップの立ち上げや運営の補助をしてきましたが、本事
業で舞台芸術分野に取り組むにあたり、最も大きな意識や取り組みの変化は相談支援業務
についてでした。今年度、舞台芸術分野に関する相談は寄せられず、県内の一部の事業所
等に実施した舞台表現活動現場の訪問調査では、予算や職員の配置の他に特に大きな課題
は無いという回答でした。しかしこれはまだ表出していないだけで、美術分野においても
そうであったように、地道な訪問調査やまだ取り組みが始まっていない事業所等への働き
かけを通して、ニーズが掘り起こされる可能性があることを示しています。そのような状
況で、今年度、実演者の権利保護に関して弁護士からのスーパーバイズを受け、アドバイ
ザーのスキルアップに取り組んだことは次年度にも繋がる取り組みとなりました。
　「美術＋舞台芸術　障害者の芸術活動支援セミナー」では、舞台芸術に関する研修への
参加者が少数であったことが課題で、舞台関係者に協力委員として関わっていただき助言
を得たり、舞台表現活動に携わる支援者が学びたいと思う研修内容を改めて検討すること
などが必要です。鑑賞支援では、視覚障害者や発達障害者とのプログラムに取り組み、障
害種別によらず鑑賞できるようソフト面でのアクセシビリティを検討しました。試行的実
践でしたが、今後の継続を望む声があり、参加者の満足度は高いものでした。発達障害の
ある人の作品鑑賞支援はほとんど取り組まれておらず、今後も広く取り組んでいくべきも
のだと考えます。
　県内27機関と連携して「第14回滋賀県施設・学校合同企画展」を開催したこと、県内
22機関と協力して「糸賀一雄記念賞音楽祭」を開催したことは、障害者の作品を広く発
表するだけでなく、ネットワークづくりにおいても効果的な取り組みであったと言えます。
滋賀県施設・学校合同企画展の関連イベントで、地域のイベントスペースで歌やダンスの
発表を行い、既存の活動体では活動していない障害のある方々がパフォーマンスをする機
会を創出しました。このことは、多様な発表の場づくりを今後検討していくうえで重要な
取り組みとなりました。
　次年度も本事業を実施することができれば、引き続き、障害のある人の美術と舞台芸術
活動の裾野を拡げていくために必要な事業を検討し、取り組んでいきたいと思います。最
後になりましたが、本事業の実施にあたり、ご協力いただいた皆さまに心よりお礼を申し
上げます。

シガカラー2018
作者紹介 8
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鵜飼結一朗  /  UKAI Yuichiro

1995年生まれ

Text 田平麻子

　鵜飼結一朗は2014年からやまなみ工房に通所している。図鑑などを見ることを好み、
恐竜やがいこつ、おばけや昆虫、アニメやまんがのキャラクターなど好きなモチーフを作
品に描いている。おばけやがいこつ、妖怪などは百鬼夜行を主題にする作品の図版を見た
経験から生み出されたようである。ひとつひとつのモチーフは細かく緻密に描かれており、
それらが左右や奥から手前に少しずつ重ねられて画面全体を覆っている様は、ひとつの生
態系を営む小宇宙のような空間を感じさせる。恐竜たちやおばけたちは大行進と小衝突を
繰り返しながら一体となってどこかへ進んでいるようであり、行列が世界をにぎやかに埋
め尽くしている。画面のなかにはユーモラスな表情で描かれた施設職員らも登場し、怪物
たちとともに作者の世界を構成する要素の一部となっている。
　粘土による制作も手がけており、ひとちぎりの粘土から、骨格やポーズを的確に捉えて、
手のひらほどのサイズの恐竜やがいこつなどの作品を素早く作る。がいこつの膝下は2本
の骨から成るなど、図鑑などから得た知識を正確に作品に表しており、ポーズのとり方に
よる関節の曲がり具合なども加味して表現されている。
　絵画作品、粘土作品、双方とも図鑑の標本画のような精密な描写と、模型やフィギュア
を自由自在に並べたような楽しさが同居し、またそこからは三次元的な奥行きと空間をも
意識させられる。時折、地の空間が色を塗り変えられたり、線によって区切られることに
より、別の場面が同一作品内に混入させられているかのようにも見え、モチーフの並列に
よる空間構成が強く意識させられていることがうかがわれる。この空間表現は遠近法を使
用しない伝統的な日本画を思い起こさせる。
　また子供が地面に絵を描いていたのを見たのをきっかけに、2017年4月から工房の壁
に絵を描き始めた。玄関脇から始められた壁画は足元から軒下まで描き込まれ、現在工房
側面の壁面にまで到達しており、なおも制作は続いている。現在は紙の作品の制作や粘土
作品の制作はあまり手がけなくなり、壁画を描くことにもっぱら専念しているようだ。
　壁画でのモチーフは紙に描かれたものよりもやや大きく、やはりお気に入りのモチーフ
たちが壁面を徐々に占領していっている。幼稚園の頃、お気に入りのキャラクターの粘土
作品を箱いっぱいに作っていたことがあるという彼の作品は、2次元の平面だけでなく3

次元の空間である箱から建物をも好きな要素で埋め尽くして、徐々にスケールが拡大して
いるように見える。彼の描くにぎやかな行列はさらに勢いを増し、工房の壁をやがて覆い
尽くしてまたどこかへ向かうのだろう。

「恐竜」　2014年　紙、ペン、色鉛筆　H380×W540mm

「お化け」　2014年　紙、ペン、色鉛筆　H380×W540mm

Part.8　シガカラー 2018　作者紹介
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木村佑介  /  KIMURA Yusuke

1985年生まれ

Text 田平麻子委員

　2000年から2003年に近江学園に在籍して作品を制作した木村は、仏像鑑賞を好み、実
際に仏像を鑑賞した記憶から作品を作っている。幼い頃から仏像を見た記憶、学園で行わ
れる京都や奈良などへの寺社見学や、休日に外出して仏像を鑑賞した経験などが、作品制
作の着想の材料となった。写真など資料に頼らず、記憶に残るイメージのままに作られた
木村の仏像は菩薩や如来などを思わせつつも、図像にとらわれないのびやかでおおらかな
表情を持っている。作品は浮き彫りのようで平面的に見えるが、仏像のように立つことを
想定して作られている。
　初期の作品は線描で顔や衣紋などを刻んでおり、絵画的な表現により構成されていると
いえる。徐々に近江学園の他の子どもたちの制作から影響を受けて、線による描写を主と
した作品から、粘土により作成された細部のモチーフを貼り付けて半立体的に表現する作
品に変化していった。
　比較的大型の作品は作品への荷重などを想定していなかった初期のものであり、焼き縮
みにより手足が離れたり、作品全体の重さを下部で支えきれないなどして試行錯誤を繰り
返したが、生産教育などでの経験を積み重ねたり、他の園生の作品制作からヒントを得た
りして、徐々に接着面や接地面を増やすなどの工夫をこらした安定性を増した作品になっ
ていった。しかしいずれの作品からもおおらかな雰囲気は失われていない。近江学園で製
品として制作されているつぼを台座に見立てた作品、同じく製品として作られる皿をベー
スにした三尊像の作品などからは、作者の豊富なアイデアやイメージを楽しめる。また前
に伸びた腕などを立体的に見せるために、垂直に折り曲げるなど独特の立体表現様式を生
み出している。前方に伸びた手が重量を受け止め、自然と全体を支えるようにするなど、
一見浮き彫りやレリーフのように平面的に見える木村の作品が、仏像のように立像として
自立するようになされたさまざまな仕掛けは見る者を楽しませる。
　近江学園を中心に滋賀県における作陶による作品は小さなモチーフを密集させた立体と
なるものが多いが、木村の作品は仏像にこだわり粘土に線による描写を試みるところから
制作を出発させ、半浮き彫り的な性格を持つ立像として作品を完成させた極めてユニーク
なものであり、多様で個性的な作品制作を可能にする近江学園の理念を感じさせる。
　木村は作陶以外にも仏像の絵も描いていた。他にも電車を好み、電車の作品も制作して
いる。ここでも細部の表現へのこだわりが見られながらも、彼の作品独特の親しみやすさ
があり、対象へのおだやかな視線と愛情が感じられる。

「仏像」　2001年　陶土、自然釉　H150×W120×D170mm
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「仏像」　2001年　陶土、自然釉　H120×W200×D50mm
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小堀拓恭  /  KOBORI Taku

2000年生まれ　滋賀県在住

Text 三浦弘子

　小堀拓恭君、養護学校高等部の2年生。小さい頃から絵を描くことが大好きで、留守番
の時には紙と鉛筆を手渡しておくとひとりで静かに楽しむことができたという。学校でも、
クラスのメンバーの似顔絵を描くのは、絵が得意な彼の役割で、みんなから一目おかれた
存在である。
　今年、2年生になって作業学習の陶芸班に入り、これまで絵の中で表現していた自分の
世界を、粘土で表現する楽しさを知る。
　まず授業で粘土を使って作り始めたのが、カニであった。小堀君は、黙々と細いひげま
で丁寧に仕上げたカニをつくり続け、みるみるうちにおびただしい数のカニが出来上がっ
ていった。そこで担当の先生は、筒形の壺をつくりカニを貼り付けてはどうかと、彼に提
案した。さっそく手びねりの方法を教えてもらい壺を作り始めたが、その粘土を積み上げ
る作業より、カニの繊細な細工を施す作業が好きだったようである。カニは、鮮やかな赤
やピンク色に仕上げられ、壺の外にもカニがいる《カニのおもいで》の作品は、彼の力作
である。また、壺の内側一面にカニが貼り付けられた織部釉の《カニのすいそう》は、石
にカニが貼り付いた川底の情景を連想させ、外側には何の装飾もないだけに、その意外性
に驚かされる仕上がりになっている。
　カニのほか、ウシやイノシシ、イヌ、カエルなどの動物を制作する時には、器用に両手
で同時に2つのまん丸を作るなど慣れた様子で土を操っている。小堀君は、特に細かい作
業に余念がない。作るスピードも速く、手際よく粘土を形にする心地よいリズムを自分の
ものにしている。
　粘土の制作では、彼の絵にも登場する二本足で立つカエルは、鉛筆書きで描かれる時と
同じく舌が背丈の2倍ほどの長さに仕上げられている。2次元の世界で描いてきたモチー
フが、この粘土でも立体に作られている。ウシやイヌなどは、彼独特の基本形の特徴をも
ちながらも尻尾の角度などを変化させて、二つと同じものがない。
　小堀君が絵を描く中で洗練させてきたモチーフは、粘土で作ることにより3次元の中に
立体化することができてきた。彼の中から溢れ出るイメージの世界が、粘土の形になって
アウトプットされ、どんな形にも変化する粘土を巧みに操りながら、立体の形にする楽し
さを、彼は見出しはじめたばかりである。
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「カニのすいそう」　2017年　陶土、釉薬　H370×W350×D210mm
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竹中克佳  /  TAKENAKA Katsuyoshi

1987年生まれ　滋賀県在住

Text 井上多枝子

　福祉事業所での彼のスペースには、手作りの戦艦や戦闘機、戦車や高射砲、砲弾などで
溢れている。それらについて饒舌に語ってくれる彼は、いわゆるマニアと呼ばれるに等し
いのかもしれないが、一般的なマニアとは根本的に違う部分がある。
　戦艦は長さ2メートル弱あるものが多く、他にも航空母艦や巡洋戦艦など、スマート
フォンで検索した写真や動画、時には漫画の描写を見て再現する。彼の話を聞いていると、
どうやら作っている最中にアイデアが浮かぶようで、彼の作るそれらは、ただ写実的に再
現されているのではなく、搭載された機能や形を評価しつつそこに違った形や新技術を加
えているのだ。面白いのは、作成前にどの戦艦を作るかを考えているのではなく、その制
作途中で、自分の作っているものと似ている形の戦艦に仕上げるのだと言う。つまりは無
計画で作っているにも関わらず、最終的には現存した戦艦の名前がタイトルとなるのだ。
思いつくアイデアは手元にある素材であっという間に再現し、つまりは発明と具現化を同
時進行でおこなっているといえる。
　作るものにはやはりこだわりがあり、そこには理由がある。彼が作る戦艦は日本のもの
が多く、また高射砲などはドイツ製のものだと言う。結果勝利したアメリカ製のものは、
質でなく量で勝ったに過ぎないと指摘。量ではなく質に力を注いだ枢軸国のものの方が面
白いと言うのだ。アメリカ製の量産された兵器にどう対抗するかを資源の少ない中工夫し
て考えたものだからこそ、非常に独創的であり面白い新技術が搭載されていると教えてく
れた。
　少年期に通っていたアトリエで、人が紙で立体を作っているのを見て思いついた。プラ
モデルなどは買わず、作り方は全て自分で考えていて、大砲に合うように砲弾を作るのは
よりリアリティを高めるためだと言う。戦争以外で活躍していた他の当時の新技術にも興
味があり、ドイツの技術の高さを物語る様々な眉唾物とも思えるような話は彼自身の発明
制作に火を点けているようだ。戦艦の大砲が左右に動かせたり、高射砲の砲弾口がテコの
原理で開くようになっていたりする工夫を教えてくれる彼は、作家というより発明家なの
かもしれない。

【用語解説】

航空母艦：略称空母。航空機を多数搭載し、海上における航空基地の役割を果たす軍艦

巡洋戦艦：戦艦と同等の大口径砲を持ち、戦艦よりも長大な艦形で大出力機関を搭載し、高速性能を持つ

枢軸国：第二次世界大戦の直前から戦争中にかけ、日本・ドイツ・イタリアの三国同盟の側に属した国
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「イ–401」潜水艦　2015年　紙、テープ、糸　H300×W1320×D115mm

すうじくこく
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八巻清治  /  YAMAKI Sei j i

1984年生まれ　滋賀県在住

Text 井上多枝子委員

　これは変化をし続けている彼の制作のうちのひとつである。
　人は表現し続ける中で思考を巡らし、自身の声に耳を傾けて作風が変化してゆくものだ
が、彼の制作は非常に素直な感覚によるところが大きい。家族の話を聞くと、その作風の
変わりようは彼を取り巻く大きな環境の変化が強く影響しているようだが、作風の変化自
体については、彼自身が語ることもなければ私たちが予測することもできない。また、
引っ越しなどの大きな環境の変化がないときにも、期間を経て作風は変わっていく傾向の
ようだ。
　ここに展示している大量のメモが貼り合わされている作品は、3年ほど前から彼が書き
続けているものだ。今の住まいに引っ越してきてから、彼はこのメモを書くようになった。
それまでは家でも福祉事業所でも毎日のように絵を描いていた。絵の様相は時期によって
違いがある。紙の周囲をぐるりと残し、フリーハンドで幾つかの曲線を描き、その隙間ご
とに違う色を塗る絵の頃もあれば、隙間なく紙全体を塗っている頃もある。それらの作風
は一定の時期続き、周囲の人間が作風の変化に気づいた頃には、過去の描き方には戻らな
くなっていたようだ。
　この大量のメモは、スマートフォンで表示した地図上にある言葉が書き連ねられている。
母親が決まった場所に彼女のスマートフォンを置くようにしており、彼が書きたくなった
時にそれを持って自室へ入る。地図を表示させ、指で動かし見ながら文字を書き込んでい
るようだが、その様子を見られることを彼は極端に嫌うため、家族ですら見られる機会は
ほとんどない。地図から抜き出す文字に何らかの関連性があるのか、また文字自体が地図
の位置を表しているのか、見ている私たちは様々な思考を巡らすが、真実は分からないま
まだ。ただ、現在書いているメモはボールペンの色別に分けて重ね、透明の小さな袋に入れ
て丁寧に保管していることからも、作風に規則性が無いとは思いにくい。日系ブラジル人で
あり、家族間で話すときは日本語ではなくポルトガル語だということからも、日本語の文
字自体を彼が理解しているかどうかは不明であるが、彼は6歳から日本に住んでいるため
理解している可能性も否定できない。また、「文字を書く」という行為は子どもの頃からあ
り、磁石の棒で磁性のある粒子を惹きつけ線が書けるボード型の玩具を今も愛用している。
　ここに仕上げたこの大きなメモの集合体は、仕上がった当初はこんな風に表面がぼこぼ
こと隆起していなかった。保管するために折りたたんだことが原因のようだ。また、この
作品を見たある相談支援員が感動したことから、彼はこれを彼女にプレゼントした。書き
溜めているメモは大切に保管・管理しているが、仕上げてしまうと絵にしろメモにしろ、
所有欲はなくなるようだ。
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「無題」　2015–2017年　紙、ボールペン、セロテープ　H465×W755×D41mm
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［ 相談支援 ］
齋藤真宏、太田善久（法テラス滋賀法律事務所）
平塚 崇（北大津きぼう法律事務所）

［ 人材育成 ］
井上多枝子（［社福］グローバンバン）、上野久美子（滋賀県
健康医療福祉部障害福祉課）西村真人（［社福］さつき福祉
会琴弾の丘）、北澤桃子（GALLERY COOCA、studio 

COOCA）、田渕エルガ（横浜国立大学国際社会科学研究
院）、三浦弘子（滋賀県立陶芸の森）、光島貴之、北村成美、
林美紀、清水美紀、平塚崇

［ 参加型展示会 ］
「第14回滋賀県施設・学校合同企画展」
〈作者〉伊藤美恵、植松遼、奥田明、柿本健、片岡茂樹、上林
一生、北村夏江、小林拓未、総司令官、田中遥人、辻恵一、
坪田千鶴子、中家尚起、平野義明、藤井愛友美、三橋真巳、
山口琢巳、愛川正高、安食拓真、榎並由希子、大杉和夫、大
西美知子、大野杏奈、奥長茂子、勝見奈央、川村幸雄、木野
良和、佐々木美穂、白井美早、寺田裕美、中川友里、中山達
也、橋本洋一、藤井慧、前田顕信、山中俊雄、山元勇希、横
山益樹、吉田楓馬
〈実行委員〉秋元麻里、加納厚子、伊藤嘉文、太田諒輔、北村
優子、久保田匠、芝田春香、山之内洋、副島忠義、岸本拓真、
髙雄順子、谷口仁美、塚本智映、百々隆久、外山聖、仲井千
夏、佐々木信一、西田恵子、野瀬信、馬場啓介、福山かおり、
藤井美沙子、向畑健太郎、藤原千秋、石河美帆、堀淳二、牧
原里佳、木下遼、松尾慎一郎、松尾芽泉、松本奈美、水谷信
人、三矢雅幸、村田麻未、佐々木理、楠田貴之
〈参加機関〉（社福）湖北会あそしあ、アトリエひこうきぐも、（社
福）湖北会湖北まこも、（社福）さつき会さつき作業所、（特
非）就労ネットワーク滋賀しあわせ作業所、滋賀県立近江学
園、滋賀県立八日市養護学校、（社福）きぬがさ福祉会障害
者支援事業所いきいき、（社福）すぎやまの家杉山寮、（社
福）グロー能登川作業所、放課後等デイサービス第 2ももス
マイル、（社福）湖南会蛍の里、（社福）おおつ福祉会伊香立
の杜 木輝、（社福）おうみ福祉会おうみ作業所、（社福）グ
ロー救護施設ひのたに園、（社福）びわこ学園大津支援セン
ター（さくらはうす）、滋賀県立野洲養護学校、（社福）しがらき
会信楽青年寮、（社福）おおつ福祉会社会就労センター あお

ぞら、（社福）とよさと彦愛犬地域障害者生活支援センタース
テップあップ21、（社福）悠紀会にっこり作業所、（社福）グ
ローバンバン（社福）青い鳥会彦根学園、（社福）湖北会ふく
らの森、（社福）和光会みどり園、（社福）やまなみ会やまなみ
工房、滋賀県立信楽学園
〈アドバイザー〉中野裕介
〈講師〉木谷真人、中脇健児

［ 参加型公演 ］
「糸賀一雄記念賞第十六回音楽祭」
〈大津ワークショップグループ出演者〉木下優、須藤飛鳥、田所友香
理、中西香帆、山﨑 安紘、脇富美子
〈湖西ワークショップグループ出演者〉饗庭円、青木敏子、青谷涼平、
一色誠、井藤宏孔、内山和宜、太田修、大辻宏貴、岡田直之、
岡本健志、小川秋夫、奥津佑亮、柏原正枝、加納文彦、河北
陽子、薦田美穂子、近藤 匠、沢井忠右衛門、庄田りさ子、田
中理恵、常岡美波、鶴原大、土居妙子、永尾浩祐、中川良彦、
中嶌喜義、永谷正和、中西友美、中村治夫、中村茉由、中家
尚起、西尾政二、西川寛、西田悟、濱島隆太郎、早藤剛、平
山芳治、福田浩史、洞山象一、前川知香、牧野萌々華、松田
一也、松本信久、水谷香里、三矢佑治、安本初美、山川陽子、
山田清美、米村博之
〈湖南ワークショップグループ出演者〉浅井美佐子、後村英治、上田
剛、大石仁美、小笠原順子、角谷真世、北脇勝、木村まゆみ、
小玉佐知子、重田鮎佳、田中康平、田中徹、田中佑芽、谷川
充宏、田村信一郎、鳥屋尾和起、苗村世輝雄、西野龍、西村
有加、野々村正也、筈井正和、藤田博子、藤村洋子、山本有
人、乾光男
〈近江学園ワークショップグループ出演者〉伊藤航太、浦底香乃葉、江
戸翔音、大木場成市、河野詩音、岸田隼人、小阪大輝、髙橋
実偉斗、谷元永遠、日高翔、藤江梨奈、宮崎鷹志、我妻芹奈、  
𦚰田宇宙
〈甲賀ワークショップグループ出演者〉愛川正高、石田えり、上田知代、
奥嶋健太、加賀谷圭太、木村茜、黒川真樹、小松博之、羽賀
詢、福井恒史、村井崇、森本健史、山本美雪
〈湖東ワークショップグループ出演者〉今村忠春、姓農千代美、後藤
真里香、柴田真由美、杉原伸彦、田中敬子、辻橋章弘、西川
由美子、野田紀彦、牧村徹、吉田圭佑、吉田修三、四居まさ
み
〈さきらジュニアオーケストラ出演者〉有本千流、岩﨑千桜、大谷日菜

里、大谷美伶、奥村安貴、木村仁海、中川結衣、浜田彩、浜
田優、山田円香、山元健護、鈴木秀尚、西川真悠、坂本悠嘉、
安川珠海、山田智陽、清水瑠太、西村真記（客演）
〈ワークショッププロデューサー〉清水美紀〔打楽器奏者〕、林美紀
〔合唱指揮者・音楽家〕、北村成美〔ダンサー・振付家〕、中
路友恵〔打楽器奏者〕
〈ワークショップサポーター〉改發麻衣、片岡左知子、鈴木杏子、佐
藤けやき、中井萌、名越美樹、川島ゆかり、島田真理
〈ゲストミュージシャン〉坂田 明〔サックス〕、谷川賢作〔ピアノ〕、高
良久美子〔パーカッション〕、竹田裕美子〔アコーディオン、
キーボード〕、吉田隆一〔バリトンサックス、フルート〕、こむろゆ
い〔ヴォーカル〕
〈総合プロデューサー〉小室 等（フォークシンガー）
〈実行委員会〉中谷満（滋賀音楽振興会）、寺田一芳（滋賀県
児童成人福祉施設協議会）、池見和子（きょうされん滋賀支
部）、上野久美子（滋賀県健康医療福祉部 障害福祉課）、
奥村容久（滋賀県合唱連盟）、金森靖治（〔社福〕滋賀県社
会福祉協議会）、小暮宣雄（京都橘大学現代ビジネス学部）、
谷村定義（〔公財〕糸賀一雄記念財団）、西村晃平（〔公社〕
滋賀県手をつなぐ育成会）、林孝好（〔公財〕びわ湖芸術文化
財団）、疋田三保（栗東芸術文化会館さきら）、吉村美穂（滋
賀県県民生活部　文化振興課）、脇眞澄（〔公財〕滋賀県身
体障害者福祉協会）
〈協力〉滋賀音楽振興会、滋賀県合唱連盟、（公財）糸賀一雄
記念財団、きょうされん滋賀支部、滋賀県児童成人福祉施設
協議会、（公社）滋賀県手をつなぐ育成会、（公財 )びわ湖芸
術文化財団、（社福）滋賀県社会福祉協議会、（公財）滋賀
県身体障害者福祉協会、（特非）アートNPO・ZOO

〈制作協力〉（社福）虹の会〔ドリーム・だんだん、ドリーム・あんです、
大地〕、（社福）たかしま会〔藤の樹工房、藤美寮〕、（社福）ゆ
たか会清湖園、（社福）すぎやまの家杉山寮、（社福）湖南会
蛍の里、（社福）悠紀会にっこり作業所、大津市立やまびこ総
合支援センター さくらはうす・ひまわりはうす、（社福）グロー
バンバン、（社福）とよさと彦愛犬地域障害者生活支援セン
ター ステップあップ21、滋賀県立近江学園
〈スタッフ〉舞台監督 西田光賜（Funholic Works）、宣伝美
術 柳沼博雅（GOAT）、映像撮影 長岡野亜

［ 関係者のネットワークづくり ］
〔公財〕青樹会 滋賀八幡病院、（社福）美輪湖の家 大楽、滋
賀県立北大津養護学校、（社福）虹の会ドリーム・だんだん、
（社福）とよさと彦愛犬地域障害者生活支援センター ステッ
プあップ21、滋賀県立近江学園、（社福）グローバンバン、劇
団ふりぃだむ

［ 協力委員会 ］
天野真佑子（法テラス滋賀法律事務所）、齋藤真宏（法テラ
ス滋賀法律事務所）、石黒望（［一社］滋賀県作業療法士会、
医療法人恒仁会 近江温泉病院 総合リハビリテーションセン

ター）、上野久美子（滋賀県健康医療福祉部障害福祉課）、
片山香織（近江八幡市文化観光課文化振興・保護グルー
プ）、峪卓宏（近江八幡市福祉子ども部障がい福祉課）、田
端一恵（〔社福〕グロー）、田平麻子（滋賀県立近代美術館）、
寺﨑文彦（滋賀県立野洲養護学校）、原正雄（ボーダレス・
アートミュージアムNO–MAボランティアスタッフ、［株］ワコー
ル社友会ワコール倶楽部代表幹事）、藤井美沙子（第14回
滋賀県施設・学校合同企画展実行委員長、［社福］おおつ
福祉会「伊香立の杜」木輝）、見野甚九郎（滋賀県県民生活
部文化振興課）

［ 調査・発掘、評価・発信 ］
〈出展作者〉鵜飼結一朗、木村佑介、小堀拓恭、竹中克佳、八
巻清治
〈協力機関〉滋賀県立近江学園、滋賀県立八日市養護学校、
（社福）やまなみ会やまなみ工房、（社福）きぬがさ会きぬがさ
作業所
〈評価委員〉井上多枝子（〔特非〕はれたりくもったり）、田平麻子
（滋賀県立近代美術館）、三浦弘子（滋賀県立陶芸の森）

［ 連携事務局 ］
（一社）あおもりインクルージョンネットワーク、（特非）アート
NPOゼロダテ、（特非）エイブル・アート・ジャパン、（認定特
非）もうひとつの美術館、（社福）みぬま福祉会、（社福）トット
基金、（特非）スローレーベル、（社福）八ヶ岳名水会、（特非）
楽笑、（社福）大阪障害者自立支援協会、（一財）たんぽぽの
家、（社福）和歌山県福祉事業団、（特非）コミュニティリー
ダーひゅーるぽん、（特非）らいふステージ、（社福）はる、（社
福）南高愛隣会、（社福）愛隣園、（社福）みずほ厚生センター、
（社福）ゆうかり、（社福）ゆうゆう、（社福）愛成会、（社福）み
んなでいきる、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向
けた障害者の文化芸術活動を推進する全国ネットワーク
（［社福］日本身体障害者団体連合会、［公社］全国脊髄損
傷者連合会、［社福］日本盲人会連合、［一財］全日本ろうあ
連盟、［一社］全国肢体不自由児者父母の会連合会、［社
福］全国重症心身障害児（者）を守る会、全国手をつなぐ育
成館連合会、［公財］日本知的障害者福祉協会、［特非］全
国地域生活支援ネットワーク、［公社］全国精神保健福祉会
連合会、［一社］日本精神科看護協会、［一社］日本自閉症協
会、［一社］日本発達障害ネットワーク、全国社会就労セン
ター協議会、［特非］DPI日本会議、全国社会福祉法人経営
者協議会、全国身体障害者施設協議会、［特非］日本相談
支援専門員協会、［一社］日本精神保健福祉事業連合、［一
社］全国児童発達支援協議会、［一社］全国知的障害児者
生活サポート協会、［公財］日本ダウン症協会、（特非）バリア
フリー映画研究会、［社福］全国盲ろう者協会、［社福］日本
肢体不自由児協会、［特非］手話ダンスYou&I、［一社］全日
本難聴者・中途失聴者団体連合会）

本事業の実施にあたり、多くの関係者の
皆さまにご協力いただきました。
心からお礼申し上げます。
（敬称略・順不同）
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