
平成29年度 
障害者芸術文化活動普及支援事業＠宮城 
事業報告 

 
 
ＮＰＯ法人エイブル・アート・ジャパン 
東北事務局/東京事務局



宮城県の地域特性 
宮城県の人口232万人 
うち、仙台市の人口108万人（平成28年1月） 

宮城県は政令指定都市仙台を抱えた、人口約232万人が暮らす東北の中心地で
す。美術や音楽、演劇など、さまざまな芸術文化活動が精力的に行われていま
すが、一方で障害者の芸術活動の充実度には差があります。しかし、宮城県全
域をみわたせば芸術文化活動の機会はまだまだ乏しく、さらに舞台芸術分野の
活動は事例が少ないのが現状です。

福祉市民セ
クター

教育文化 経済

障害者の芸術活動支援事業＠宮城

協力委員は多彩なセクター関係者から構成しました 
アイハラケンジ（東北芸術工科大学デザイン工学部グラフィックデザイン学科 准教授） 

青木ユカリ（せんだい・みやぎNPOセンター 常務理事） 

伊藤秀晴（仙台市健康福祉局障害者支援課 課長） 

上林 佑（弁護士） 

古山周太郎（東北工業大学ライフデザイン学部安全安心生活デザイン学科 准教授） 

齋 正弘（宮城県美術館元教育普及部 部長） 

佐藤謙一 （宮城県保健福祉部参事 兼障害福祉課 課長） 

関口怜子（公益財団法人宮城県文化振興財団 理事） 

中山秀一（仙台市文化観光局文化振興課 課長） 

日野和典（宮城県環境生活部消費生活・文化課 課長） 

松﨑なつひ（宮城県美術館教育普及部 学芸員） 

八巻寿文（せんだい3.11メモリアル交流館 館長） 

吉川由美（有限会社ダ･ハ プランニング･ワーク 代表取締役） 

柴崎由美子（特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン 代表理事）

協力委員会の設置 1



エイブル・アート・ジャパン
東京事務局

エイブル・アート・ジャパン
東北事務局

障害者芸術活動支援センター
＠宮城(SOUP)障害者芸術活動支援センター＠宮城(SOUP) 

障害のある人たちの芸術文化活動を 
新しい視点からご覧いただく機会をつくろうと、 
2014年度から活動をスタート。 
コンセプトは「まぜると世界が変わる」。

障害者の芸術活動支援事業＠宮城 相談窓口の設置

相談窓口の設置（通年） 
・相談の人数体制と勤務体制 
東北事務局2名(常勤1、非常勤1)東京2名(常勤2)、月～金の10時～18時。 
・外部専門家アドバイザー：20名（専門分野：弁護士、学芸員、アーティスト、施設相談員、教育、NPOなど） 
・相談の方法：電話、ＦＡＸ、メール、対面でのヒアリング 
・設置場所:障害者芸術活動支援センター＠宮城事務局、東京事務局。 
　　　　　 研修会および公演、展示会における相談窓口。 
・相談件数（2017年6月9日～2018年3月26日） 
　美術270件　舞台芸術18件　計288件（宮城185件・東京103件）

主な相談内容 
美術：障害のある人自身から表現や発表の場を求める相談や、支援学校卒業後の表現
活動や場づくりの相談など。 
舞台美術：福祉施設での身体表現活動について、活動を継続させるための相談や、身
体表現のファシリテートについての相談など。 
  
〇相談支援研究会（非公開） 
2017.11.2／参加者9名／福祉施設代表者(芸術活動実施)、コーディネータ、元教員、市民活動セクター職
員、事務局スタッフ 
〇中間支援勉強会（非公開）:2018.1.19/参加者9名/福祉施設代表者(芸術活動実施)、コーディネータ、元
教員、市民活動セクター職員、事務局スタッフ 
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仙台市 
（県中部）

大河原町 
（県南部）

登米市 
（県北部）

宮城県

② 身体で表現してみよう！！ 
10月～11月 
アウトリーチ活動を続けながら、舞台出演者と
して、身体で表現することが好きな人、障害の
ある人と表現活動を行いたい人などを募集。

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。

そして各地での舞台芸術分野へ

のニーズを再確認した。SOUPが

これまでの活動で積み上げてき

たネットワーク(アーティストや

福祉施設など)に加え、新しい地

域のハブになる文化施設等の協

力団体の存在は欠かせない。そ

れらを軸にして、出演者や制作チー

ムが結成された。

参加型展示会・公演等の開催 舞台芸術分野

①身体の声を聞くワークショップ 
9月 
県内3カ所でアウトリーチ活動を実施。 
まずは体験してみる機会をつくる。
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2018年2月17日(土)～18日(日) ＠青葉の風テラス
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

障害のある人の魅力や特性を活かした表現を引き出すために、 
身体表現、美術、音楽、福祉(ケア)が密接に影響し合うクリエイションを行った。

SOUPのウェブサイトで紹介している 
宮城県の作家、佐々木英明さんがフラ
イヤーメインビジュアルを担当した。

参加型展示会・公演等の開催 舞台芸術分野 4



参加型展示会・公演等の開催 5

SOUPのウェブサイトで紹介している宮城県
の作家、動物イラストレーターの大友浩一郎
さんの作品がTRACでの企画に選ばれ、展示
とトークイベントを実施した。

「東北リサーチとアートセンター（通称TRAC／トラック）」は、せんだいメディアテークが地域で展開
するアートプロジェクト「アートノード」の一環として立ち上げられ、仙台や東北の歴史・資源・課題な
どを調べ、アートや表現につなげる活動と交流のための拠点。一般社団法人NOOK、3.11オモイデアー
カイブ、せんだいメディアテーク、NPO法人エイブル・アート・ジャパンが企画実施している。

月に一度、3団体が連携して、「福祉とアート」
「編集」など様ざまなテーマでサロンを開き、
多方面にネットワークを作っている。

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2017.11.7～11.12 
・北海道・北東北アール・ブリュット展/青森市2017.11.29～12.3/函館市2017.12.20～12.26/札幌市2018.1.16～1.21 
○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2018.2.7～3.15

他県とNPO法人エイブル・アート・ジャパンの協働 過去３年のモデル事業から
発展して芸術文化機関や関
係者との連携が活発化



○舞台美術をつくろう

2017年12月16日 / 2018年1月27日 
会　場 ： せんだい演劇工房 10-BOX 
参加者 ： 9名（アーティスト、NPO職員など） 
ファシリテータ :  瀬尾夏美(画家・作家)、佐竹真紀子(美術作家)

2018年2月に実施した公演の舞台美術のアイデアを引き出し、制作した。

「自分の中に出てくるイメージを絵やものなどに表すのが楽しかったです。その作ったもの
などがどう舞台で使われるのか、どんな表現に使うのか、面白く見ることができました」 
（参加者）

舞台美術という特殊な立ち位置での参加のしかたを提示し、身体だけで
はないクリエイション参加のニーズに寄与できた。

成果物 へ還元

人材育成のため 
の研修 6

みんなでつくろう!!



○こころの動きをつかまえる・身体の可能性をみつけるじかん

○からだをじっくり味わってみる

2018年3月6日 
会　場 ： 社会福祉法人つどいの家　つどいの家・コペル 
参加者 ： 19名（施設利用者、施設職員、俳優、NPO職員など） 
ファシリテータ :  川熊美貴(パフォーマー)

事前にねらいや手法についての講座を実施し、身体や知的に重複障害を持つ人を対象とした身体表現ワークショッ
プを一緒に体験し、振り返りを行った。

2018年3月12日 
会　場 ： 石巻レインボーハウス 
参加者 ： 16名（石巻地域若者サポートステーション利用者、 

アーティスト、施設職員、演出家、画家など） 
ファシリテータ :  砂連尾理(振付家・ダンサー)

発達障害やコミュニケーションが苦手な若者を対象にした身体ワークショップを一緒に体験し振り返りを実施。

「普段は社会や集団に帰属するような
訓練をしているような気がしている。
そうでない時間も必要」（施設職員）

「失敗の定義が“社会”と異なってよい
時間。そうした時間を作る方法論を構
築できればいい」（参加者）

ケアする人が改めて障害のある人の様ざまな表現を発見し、表現することを楽しむ場づくりの
方法を学んだ。参加者が、実際に障害のある人と触れ合うきっかけになった。 

身体を丁寧にほぐし、身体を通して人と人が歩み寄ること、それがケアの視点につながること
を体験。ファシリテーター自身がリラックスし、参加者との関係性を一方的にならないように
することへの配慮の必要性を確認した。

人材育成のため 
の研修 7

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



○演じることを通して、見つめてみよう

2018年3月3日 
会　場 ： せんだい演劇工房 10-BOX 
参加者 ： 14名（施設職員、ケアマネージャー、ファシリテータ、NPO職員、など） 
ファシリテータ :  吉川由美(プロデューサー・演出家)

障害のある人に関わる支援者自身が自意識から自らを解放し、演劇の手法で直面した問
題について複眼的な思考を体験。

「身体を動かしながら瞬発的に考えることや演劇の手法を使った考え方は、職場でのスタッフ同士のコミュ
ニケーションを円滑にすることに役立つと思った。直面した問題について当事者や関係者になり物事を考え
てみたり、グループワークを通して視野を広げることができる」（参加者）

「さまざまな立場を演じることで多角的なものの見方を養い、チームワークが大事なケアの現場で応用して
もらう狙いが伝わった」（報道関係者）

身体を動かしながら瞬発的に考えることや、直面した問題について当事
者や関係者の立場で物事を考えるなど、グループワークを通して視野を
広げた。

人材育成のため 
の研修 8

ケアする人のためのワークショップ



○アートと著作権 基本編

○舞台芸術と著作権を考える

2018年2月22日 
会　場 ： みやぎNPOプラザ 
参加者 ： 7名（アーティスト、施設職員、映像作家など） 
講　師 ：上林 佑  弁護士 

「著作権とは」「著作者人格権とは」「誰とどういう契約を締結するか」「著作権が侵害される場合とは」 
など事例を元に解説。

2018年3月26日 
会　場 ： せんだい演劇工房 10-BOX 
参加者 ： 6名（劇場職員、映像作家、音楽家、中間支援者など） 
講　師 ：辻 哲哉  弁護士 

演劇やダンスなど身体表現からさまざまな人が関わって作品を生み出し発表する時、どんな権利が発生するのか。
事例解説や練習問題を解きながら理解を深めた。

「自分自身のケースでも（権利関係で）

複雑な部分があることが理解できた」
（作家）

「これまで不明確に理解していたこと
が明確になった」（劇場職員）

多くの人間が関わる舞台芸術の分野において、権利関係への理解を深め、
その重要性が再認識された。

権利に対する知識を深めるとともに、作家や中間支援者と知的財産権に関
係した相談窓口をつないだ。

人材育成のため 
の研修 9

障害のある人の表現活動と著作権



ウェブサイトの改編 
①アンケート調査からの情報から、評価委員が選定し、 
宮城の作家を5名程度追加する。 
評価委員 

②宮城のアートスペースの再編集 
③平成28年度の訪問調査レポートの掲載

ギャラリーターンアラウンド オーナー　関本欣也  
宮城県美術館 教育普及部 学芸員    松﨑なつひ 
NPO法人エイブル・アート・ジャパン 代表理事    柴崎由美子

調査・発掘、評価・発信SOUP(障害者芸術活動支援センター＠宮城 10



「障害者の芸術活動支援センター」の持続可能な運営にむけて 
宮城県においてはこれまでの活動を通して、障害のある人の芸術文化活動の価値は、 
単にすぐれた作品という側面だけでは語り得ないことを確認した。 
「健康と福祉/HEALTH & WELLBEING」、「教育/EDUCATION」、「経済/ECONOMY」、 
「社会/SOCIETY」の４つの視点を評価軸にして活動を継続する。 

芸術文化活動に参加する 

環境の醸成
障害者の芸術文化活動の 

機会の増加
障害者の芸術文化活動の 

質的向上
障害者の芸術文化活動の 

選択肢の広がり

（１）障害者の芸術活動支援センター（SOUP） 
相談の窓口の設置/人材育成のための研修/関係者のネットワークづくり/調査・発掘、
評価・発信/展示会の開催/鑑賞支援事業 

（２）SOUP芸術の学校 
障害のある人の生涯学習の場として「ＳＯＵＰ芸術の学校」を提案します。場所は、
地域のなかにある文化施設、公民館、社会福祉施設の拠点を活用するなど。障害のあ
る人を対象とした体験のほか、障害の有無などをこえた協働の場であり、実験的な活
動も推進していきます。 

（３）障害のある人によるアートをコンテンツとしたソー
シャルビジネスの展開 
NPO法人エイブル・アート・ジャパンの拠点や企業などのネットワークを活用し、宮
城でも次の活動を実践していきます。

成果の公表 
①ウェブサイトでの発信 
事業の成果をSOUPのウェブサイト、およびNPO法人エイブル・アート・ジャパン（本部）のウェブサイトへ
掲示する。研修、展示会、公演等のレポートは随時発信。 
②事務局、協力委員、講師による取材対応、執筆、フォーラムなどでの発表を積極的に行う。 

事業の成果

研修、ワークショップ、関係者のネットワーク 
直接的な受益者⇒当事者や家族や支援者のべ400名 
間接的な受益者⇒障害者900名

展示会、舞台公演の鑑賞者 
1,000名

目標としての数値

直接的な受益者⇒ 当事者/支援者　計384名(達成率96%）

展示会 (北海道、青森、仙台、山形、奈良) 
出展者数 計16名 / 来場者数  計3,249名

実際の数値

舞台公演 
出演者数 計12名 / 来場者数 計140名

間接的な受益者⇒ 障害者　計830名(達成率90%）

SOUP(障害者芸術活動支援センター＠宮城 11


