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　青森県内における障害者の芸術文化活動における現状として、障害福祉事業所
における芸術・美術的な観点からの取り組みが非常に少ないという状況にありま
した。カリキュラムとして実施されている福祉施設はそれ相応の数がありながら
も、その活動から生まれる作品等が最終的に一般の地域住民の視聴者に芸術作品
として評価を受ける形でアウトプットされているわけではなく、比較的日中活動
や余暇活動、情操教育の一環として行われているという現状がありました。芸術
作品として一定の価値を持つような展示の機会としては、主に身体障害のある
方々を中心に作品展が開催されることがありますが、とりわけ知的障害や精神障
害の方の作品の多くは、施設内での展示やショッピングモール等での展示機会が
主となっており、美術・芸術的な観点から住民に楽しまれるという意味ではまだ
発展途上にありました。
　そのような現状を踏まえ、青森県における障害者の芸術文化活動で今力を入れ
るべきポイントは、いわゆる「アール・ブリュット」と称されるような、内から
湧き上がるように衝動や創作意欲がストレートに表現された作品を生み出してい
くことと考えられた。そのため、設置するセンターの名称は「青森アール・ブ
リュットサポートセンター（AASC）」とし、「ありのまま、あるがままを問いか
ける」という理念のもと事業に取り組んできました。
　障害者の芸術文化活動状況のアンケート調査を行ったところ、回答施設の半数
以上が芸術文化活動を行なっているとの回答をしていながら、展示場所の多くが
施設内であることがわかりました。訪問調査を重ねながら情報収集していくにつ
れて分かってきたのは、「作品」としてアウトプットすることを目的としていな
いか、逆に指導や教育的な要素が強すぎるがために、知的障害や精神障害を持つ
方の独特の持ち味や世界観が消えてしまっているケースの２つに分かれるという
ことでした。また、近年の人材不足等の影響も深刻で、施設でそういった活動に
取り組む余裕がないとの返事をいただくこともありました。
　そういった県内の状況を鑑み、まず第一に進めて行かなければならないのは、
アール・ブリュットの魅力を知ってもらうということや、事業としての成功モデ
ルや事例を紹介するということでした。相談支援において、随時地域の人たちか
らの相談に応じるとともに、研修や参加型展示会を通じて、アール・ブリュット
の魅力を発信していくため、県内の芸術関係者や先駆的に実践をされている事業
所と意見交換をしながら、内容を固めていきました。
　研修としては、青森市と弘前市、八戸市の３市においてはセミナー形式で、ま
たセンター所在地の五所川原市においては、アートフェス型で実施しました。ま
た、参加型展示会においては、県内の作品だけでアール・ブリュット作品の魅力
を伝えていくことは難しいと考えられたため、北海道・東北の広域支援センター
との連携のもと、北海道と東北のアール・ブリュット作品展と青森の作品展の合
同展として開催することとしました。また、開催にあたってはネットワークの構
築を目指し、青森県立美術館の学芸員さんや、弘前大学教育学部の学生、その他
福祉施設等とも協力しながら進めることとしました。
　研修は述べ約１３０名、展示会は２会場合わせて述べ約８００名の来場者があ
り、展示会のアンケート結果では、大好評をいただくことができました。メディ
アにも複数取り上げていただいたこともあり、今回の事業によりアール・ブ
リュットの魅力が県内に大きく広まったことと考えらます。
　同時に今後の課題としては、障害をお持ちの方の独特な表現や世界観を引き出
しながら作品へとアウトプットしていくことのできる人材の育成や事業所の増加
が課題となっていくことと思われます。

取り組んだ事業の概要、事業
実施により得られた成果

※できる限り具体的に記入する
こと

事業実施結果報告書
障害者芸術文化活動普及支援事業

団体名称
一般社団法人
あおもりインクルージョンネットワーク

大橋　一之

青森県五所川原市中央４丁目９９番地

大橋　一之

0173-26-7551 メールアドレス kazuyukiohashi1028@gmail.com

１　事業概要・成果報告
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ことでした。また、近年の人材不足等の影響も深刻で、施設でそういった活動に
取り組む余裕がないとの返事をいただくこともありました。
　そういった県内の状況を鑑み、まず第一に進めて行かなければならないのは、
アール・ブリュットの魅力を知ってもらうということや、事業としての成功モデ
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福祉施設等とも協力しながら進めることとしました。
　研修は述べ約１３０名、展示会は２会場合わせて述べ約８００名の来場者があ
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２　事業実績　※組織図、事業イメージ図等がある場合は添付すること

事業内容及び手法

(1)支援センター（都道府県レベル）

①相談窓口の体制(人数や
勤務体制等）

※窓口担当が不在時の対応
等についても記入すること。

※専門家アドバイザーも含
め、どのような相談体制で事
業を実施したのか、できるだ
け具体的に記入すること。

○　担当者：　非常勤　３名
○　外部専門家アドバイザー：　１名　（専門分野：　弁護士）
○　対応時間：９：００〜１７：００
○　設置場所：特定非営利活動法人あーるど　事務所内
　　　　　　　青森県五所川原市若葉3-4-10
○　対応方法：電話・メール
○　相談件数：４２件
○　主な相談内容：
・日中創作活動ができる施設を教えて欲しい
・現在創作している作品にアドバイスが欲しい
・画材を購入したいが、補助金を出してもらえないか
・指導者を紹介して欲しい
・施設利用者の作品の引き出し方
・自分の作品を展示したい
・施設での創作活動や就労支援における、著作権及び所有権について

②人材育成のための研修
実績

※下記（１）については、支援センターを実施した団体のみ記入すること。

（ア）著作権等の権利保護
に関する研修

※研修内容、回数、研修方
法、講師等の実績についても
記入すること。

（１）芸術作品・創作物の権利に関する基礎セミナー
H29.11.30	/	青森県立美術館　/	講師：天野　高志　氏　（弁護士）/	参加者数
１４名
講師実績：市民後見人養成講座、障害者や高齢者虐待防止等の講師経験あり

(イ）障害者への芸術文化
活動の支援方法に関する
研修

※研修内容、回数、研修方
法、講師等の実績についても
記入すること。

※（ア）と（イ）を同時に行った
場合などは、それぞれの欄に
表記し、注をつけるなど、明確
に記入すること。

（１）アートフェス型体験セミナー　五所川原会場（つがる市に変更）
H29.9.2	/	つがる市地域活動支援センターグラウンド	/	講師：GOMA　氏	/	参加
者数３５名
講師実績：日本全国でライブ	アートショー、講師活動をおこなっている。2015年
JAPAN	EXPO	2015	PARIS出演。
（２）障害をお持ちの方への芸術文化活動支援セミナー〈入門編〉　弘前会場
H29.11.1	/	弘前市民会館	/	講師：岩井康賴　氏　他シンポジスト４名/	参加者
数１７名
講師実績：弘前大学教育学部教授、弘前大学付属特別支援学校校長
（３）障害をお持ちの方への芸術文化活動支援セミナー〈入門編〉　青森会場
H29.11.2	/	プラスえん　/	講師：岩井康賴　氏　他シンポジスト４名/	参加者数
１５名
講師実績：弘前大学教育学部教授、弘前大学付属特別支援学校校長
（４）障害者芸術支援フォーラムin八戸
H29.11.4	/	こころすこやか会館　/	講師：須佐尚康　氏　他シンポジスト５名/
参加者数６２名
講師実績：公益社団法人東北障がい者芸術支援機構代表理事。河北美術展彫刻の
部で2005年に河北賞、2000年と2007年には東北放送賞を受賞する他、入選多数。



③関係者のネットワークづ
くり

※ネットワーク構築方法、ネッ
トワークを活用した具体的な
取組実績について、できる限
り具体的に記入すること。

　本事業を通じて、参加型展示会に出展する作品の評価委員として、青森県立美
術館の学芸員さんにご協力いただくこととなりました。これまで青森県立美術館
としては、県内のアール・ブリュット作品の展示会を行ったことがないというこ
とで、今後の展開としても双方にとって有意義な連携となりました。
　また、作品の発掘にあたっては、各地域の特別支援学校を訪問し、実際に展示
会へもご出展いただいたことによって美術担当教員の方々との関係を構築するこ
とができました。県内の特別支援学校の美術担当教員が中心となり２０１５年に
県内の特別支援学校の生徒さんの作品展として「アウトプット展」が開催されて
いました。実行事務局との連携により、今後生徒さんの学校卒業後の創作活動の
支援などについて有意義な連携が図れることと思われます。今回展示会に作品を
出展いただいた民間のアトリエ等もまた、障害者の芸術文化活動に意欲を持って
取り組み始めていることから、今後地域の社会資源として連携を図っていくこと
ができると思います。
　広域であることと初年度の事業であるということから、ネットワークの役割に
対する各団体の意見のすり合わせに時間を要し、青森県全域で進めるということ
はまだできていませんが、比較的障害福祉施設に軸足をおいたメンバーによって
あおもりインクルージョンネットワーク芸術文化協議会を設置し、展示会への出
展協力や展示への協力という形で携わっていただくこととなりました。来年度以
降は定例会の開催によって、人材の育成やそれぞれの組織の芸術文化活動の質の
向上を目指します。

④参加型展示会・公演等の
開催

※展示会や公演等の成果発
表の企画方法や開催につい
て、その取組実績をできる限
り具体的に記入すること。

＜参加型展示会等＞
○タイトル　「北海道・東北アール・ブリュット展　五所川原会場」
○会期　　平成29年11月25日（土）〜11月26日（日）
　　　　　午前10:00〜午後16:00

○出展者数　（障害あり　　７名、障害なし　　　　名）　計　　　７名
　　　　　※北海道・東北ブロック（障害あり　２０名）　計　　１３名
○来場者数　（障害あり　　　名、障害なし　　　　名）　計　１５０名
○取組について
　本展示会は青森県という特性を活かし、五所川原市の文化財である「楠美家住
宅」にて実施し、茅葺き屋根の古民家の雰囲気に合わせた作品を選定しました。
県内の作品の収集にあたっては、まだ１回目の事業であるということから、落選
させる必要がないよう全て訪問して作品を確認し、こちらから依頼をかけるよう
にしました。現在青森県内だけでの作品ではインパクトが弱く、アール・ブ
リュットの魅力を十分に県民に伝えることができないと思われたため、北海道・
東北ブロックの広域センターとの連携のもと、県外の作品も多数出展することと
しました。開催にあたっては、市の担当者や展示場の担当者にご協力いただき、
スムーズに展示作業を行うことができたほか、市内の商店等においてチラシやポ
スターの展示に協力をしていただきました。約１５０名の来場者は、初めてアー
ル・ブリュットに触れる方も多く、その魅力に引き込まれており、アンケート結
果からも大好評であったことが伺えます。

＜参加型展示会等＞
○タイトル　「北海道・東北アール・ブリュット展　県立美術館会場」
○会期　　平成29年11月29日（水）〜12月３日（日）
　　　　　午前10:00〜午後17:00
○出展者数　（障害あり　６３名、障害なし　　　　名）　計　　６３名
　　　　　　※北海道・東北ブロック（障害あり　２０名）　計　　３３名
○来場者数　（障害あり　　　名、障害なし　　　　名）　計　６５０名
○取組について
　本展示会は、青森県の県庁所在地である青森市の青森県立美術館のコミュニ
ティギャラリーにおいて実施することで、各都市からのアクセスの良さと、ギャ
ラリーのクオリティを活かしたダイナミックな展示になるよう心がけた。五所川
原会場と同様、訪れた６５０名の来場者は初めてアール・ブリュット展を見る方
も多く、大好評のうちに終えることができた。また、展示にあたっては青森県立
美術館の学芸員さんや地元の短大の教員などの専門家、そして大学生にも携わっ
てもらうことができました。

(イ）障害者への芸術文化
活動の支援方法に関する
研修

※研修内容、回数、研修方
法、講師等の実績についても
記入すること。

※（ア）と（イ）を同時に行った
場合などは、それぞれの欄に
表記し、注をつけるなど、明確
に記入すること。

（１）アートフェス型体験セミナー　五所川原会場（つがる市に変更）
H29.9.2	/	つがる市地域活動支援センターグラウンド	/	講師：GOMA　氏	/	参加
者数３５名
講師実績：日本全国でライブ	アートショー、講師活動をおこなっている。2015年
JAPAN	EXPO	2015	PARIS出演。
（２）障害をお持ちの方への芸術文化活動支援セミナー〈入門編〉　弘前会場
H29.11.1	/	弘前市民会館	/	講師：岩井康賴　氏　他シンポジスト４名/	参加者
数１７名
講師実績：弘前大学教育学部教授、弘前大学付属特別支援学校校長
（３）障害をお持ちの方への芸術文化活動支援セミナー〈入門編〉　青森会場
H29.11.2	/	プラスえん　/	講師：岩井康賴　氏　他シンポジスト４名/	参加者数
１５名
講師実績：弘前大学教育学部教授、弘前大学付属特別支援学校校長
（４）障害者芸術支援フォーラムin八戸
H29.11.4	/	こころすこやか会館　/	講師：須佐尚康　氏　他シンポジスト５名/
参加者数６２名
講師実績：公益社団法人東北障がい者芸術支援機構代表理事。河北美術展彫刻の
部で2005年に河北賞、2000年と2007年には東北放送賞を受賞する他、入選多数。



⑤協力委員会の設置

※別添「協力委員名簿」を作
成するとともに、協力委員会
の実施内容や実施回数等に
ついて具体的に記入するこ
と。

第1回
H29.7.31日/青森県立保健大学/委員紹介、事業の目的及び事業計画の説明と意見
交換、アンケート調査について

第2回
H30.3.23	/青森県立保健大学/アンケート結果報告、事業報告、来年度事業につい
て

⑥調査・発掘

※調査方法、調査に伴う専門
的人材についても記入するこ
と。

　青森県内の障害福祉関係事業所を運営する法人に対し、絵画、造形物、書道、
舞台芸術（踊り・音楽）等に関する取組の状況及び現状の課題に関するアンケー
ト調査（４８０事業所）を行いました。そこから得られた情報（回収１３９事業
所）やネットワークからの情報を紡ぎながら、各施設や学校等を調査のため訪問
させていただきました。また、自治体に設置されている協議会等へ参加し、パン
フレットをもとに青森アール・ブリュットサポートセンターの紹介と併せて、作
品の情報収集について呼びかけを行いました。またインターネットやSNSを通じ
て、作家さんの情報を募りました。訪問調査の際は、アール・ブリュット展にお
いてキュレーターを依頼した学芸員さんに同行していただき、専門的な観点から
調査を行った他、最終的に展示会へ出展する作品の評価については青森県立美術
館の学芸員さんにもご出席いただきました。
　結果的に本年度の展示会には青森県から６３名の作品を展示することができま
した。しかしながら、課題としてはやはり作品として障害をお持ちの方の力や魅
力がうまく引き出されている作品がまだまだ少ないということです。今回は北海
道や東北の他県の作品を合わせて展示することができましたが、今後本県だけで
展示会を開いていくとなると、支援者の人材育成が大きな課題になりそうです。

⑦評価・発信

※評価方法、発信方法、評価
委員会の委員選考方法につ
いても記入すること。

　ネットワークから青森県立美術館の学芸員さんに評価委員として依頼し、協力
委員の学芸員さんとの２名で評価を行っていただきました。今後県内において
アール・ブリュットの展示を活性化させることを目的とした時に、県立美術館の
力が必要だと考え依頼することとしました。
　青森県内から６３名の合計６８作品が集められ評価を行いましたが、今回は初
めての取り組みということもあって、障害をお持ちの作家さんのモチベーション
のためにも県立美術館会場には全ての作品を展示することに決めました。五所川
原市の楠美家住宅会場には、古民家に合う作品を選定しました。作家の了承が得
られた作品でインパクトが強い作品については報告書やインターネットにて情報
発信を行いました。
　課題としては、作品個体のクオリティがあげられます。やはり障害をお持ちの
方の世界観やタッチが作品レベルとして高い状態で引き出されているものは、ま
だまだ多くありません。展示会であれば空間の作り方や見せ方によって、インパ
クトの強い作品とともに総合的に魅せる方法を取れますが、個々の作品として情
報発信するにはインパクトに欠けるものが多かったように思います。また作者の
ご家族の中には、その作品の価値に全く気づいていなかったり、むしろ社会に晒
されることを恥ずかしく思っている人たちも少なくないようでした。
　やはり現状として、創作環境が整っていないということや理解が不十分である
ということが大きな課題であると言えます。

④参加型展示会・公演等の
開催

※展示会や公演等の成果発
表の企画方法や開催につい
て、その取組実績をできる限
り具体的に記入すること。

＜参加型展示会等＞
○タイトル　「北海道・東北アール・ブリュット展　五所川原会場」
○会期　　平成29年11月25日（土）〜11月26日（日）
　　　　　午前10:00〜午後16:00

○出展者数　（障害あり　　７名、障害なし　　　　名）　計　　　７名
　　　　　※北海道・東北ブロック（障害あり　２０名）　計　　１３名
○来場者数　（障害あり　　　名、障害なし　　　　名）　計　１５０名
○取組について
　本展示会は青森県という特性を活かし、五所川原市の文化財である「楠美家住
宅」にて実施し、茅葺き屋根の古民家の雰囲気に合わせた作品を選定しました。
県内の作品の収集にあたっては、まだ１回目の事業であるということから、落選
させる必要がないよう全て訪問して作品を確認し、こちらから依頼をかけるよう
にしました。現在青森県内だけでの作品ではインパクトが弱く、アール・ブ
リュットの魅力を十分に県民に伝えることができないと思われたため、北海道・
東北ブロックの広域センターとの連携のもと、県外の作品も多数出展することと
しました。開催にあたっては、市の担当者や展示場の担当者にご協力いただき、
スムーズに展示作業を行うことができたほか、市内の商店等においてチラシやポ
スターの展示に協力をしていただきました。約１５０名の来場者は、初めてアー
ル・ブリュットに触れる方も多く、その魅力に引き込まれており、アンケート結
果からも大好評であったことが伺えます。

＜参加型展示会等＞
○タイトル　「北海道・東北アール・ブリュット展　県立美術館会場」
○会期　　平成29年11月29日（水）〜12月３日（日）
　　　　　午前10:00〜午後17:00
○出展者数　（障害あり　６３名、障害なし　　　　名）　計　　６３名
　　　　　　※北海道・東北ブロック（障害あり　２０名）　計　　３３名
○来場者数　（障害あり　　　名、障害なし　　　　名）　計　６５０名
○取組について
　本展示会は、青森県の県庁所在地である青森市の青森県立美術館のコミュニ
ティギャラリーにおいて実施することで、各都市からのアクセスの良さと、ギャ
ラリーのクオリティを活かしたダイナミックな展示になるよう心がけた。五所川
原会場と同様、訪れた６５０名の来場者は初めてアール・ブリュット展を見る方
も多く、大好評のうちに終えることができた。また、展示にあたっては青森県立
美術館の学芸員さんや地元の短大の教員などの専門家、そして大学生にも携わっ
てもらうことができました。



⑦評価・発信

※評価方法、発信方法、評価
委員会の委員選考方法につ
いても記入すること。

　ネットワークから青森県立美術館の学芸員さんに評価委員として依頼し、協力
委員の学芸員さんとの２名で評価を行っていただきました。今後県内において
アール・ブリュットの展示を活性化させることを目的とした時に、県立美術館の
力が必要だと考え依頼することとしました。
　青森県内から６３名の合計６８作品が集められ評価を行いましたが、今回は初
めての取り組みということもあって、障害をお持ちの作家さんのモチベーション
のためにも県立美術館会場には全ての作品を展示することに決めました。五所川
原市の楠美家住宅会場には、古民家に合う作品を選定しました。作家の了承が得
られた作品でインパクトが強い作品については報告書やインターネットにて情報
発信を行いました。
　課題としては、作品個体のクオリティがあげられます。やはり障害をお持ちの
方の世界観やタッチが作品レベルとして高い状態で引き出されているものは、ま
だまだ多くありません。展示会であれば空間の作り方や見せ方によって、インパ
クトの強い作品とともに総合的に魅せる方法を取れますが、個々の作品として情
報発信するにはインパクトに欠けるものが多かったように思います。また作者の
ご家族の中には、その作品の価値に全く気づいていなかったり、むしろ社会に晒
されることを恥ずかしく思っている人たちも少なくないようでした。
　やはり現状として、創作環境が整っていないということや理解が不十分である
ということが大きな課題であると言えます。

⑧都道府県との連携

※都道府県との連絡体制や
都道府県と協力して実施した
事業の内容について記入する
こと。

（１）広報連携：記者クラブへの投函（セミナーや展示会）
（２）後援名義の使用による県立施設の活用
（３）各市町村への通知及び協力依頼文書の配布
（４）協力委員会への出席



⑨障害者芸術・文化祭との
連携

※全国障害者芸術・文化祭や
サテライト開催と連携した実
績について、具体的に記入す
ること。

（１）なら大会
　広報連携：　ホームページでのバナー掲載、青森県内におけるチラシの配布

⑩文化プログラム等につい
て

※東京2020参画プログラム、
beyond2020への申請内容、
取組実績などについて記入す
ること。

⑪その他



⑪その他



※下記（２）については、広域センターを実施した団体のみ記入すること

（２）広域センター（ブロックレベル）

①相談窓口の体制（人数や
勤務体制等）

※支援センターに対する相談
体制、未実施都道府県に対す
る支援体制を記入すること。

※窓口担当が不在時の対応
等についても記入すること。

※専門家アドバイザーも含
め、どのような相談体制で事
業を実施したのか、できるだ
け具体的に記入すること。

②人材育成のための研修
計画

（ア）支援センターに対する
研修

※研修内容、回数、研修方
法、講師等の実績についても
記入すること。

（イ）未実施都道府県に対
する研修

※研修内容、回数、研修方
法、講師等の実績についても
記入すること。

※（ア）と（イ）を同時に行った
場合などは、それぞれの欄に
標記し、注をつけるなど、明確
に記入すること。



⑤障害者芸術・文化祭との
連携

※全国障害者芸術・文化祭や
サテライト開催と連携した実
績について、具体的に記入す
ること。

（イ）未実施都道府県に対
する研修

※研修内容、回数、研修方
法、講師等の実績についても
記入すること。

※（ア）と（イ）を同時に行った
場合などは、それぞれの欄に
標記し、注をつけるなど、明確
に記入すること。

③関係者のネットワークづ
くり

※ネットワーク構築方法、ネッ
トワークを活用した具体的な
取組実績について、できる限
り具体的に記入すること。

④ブロック連絡会議の開催

※実施団体向けの勉強会や
外部への報告会の内容、開
催時期等について、実施した
内容を具体的に記入するこ
と。



⑤障害者芸術・文化祭との
連携

※全国障害者芸術・文化祭や
サテライト開催と連携した実
績について、具体的に記入す
ること。



⑦その他

⑥文化プログラム等につい
て

※東京2020参画プログラム、
beyond2020への申請内容、
取組実績などについて記入す
ること。



（３）連携事務局

②事務局の行った業務

※広域センターのとりまとめ
役として実施した業務につい
て、具体的に記入すること。

※下記（３）については、連携事務局を実施した団体のみ記入すること。

①事務局の体制

※組織図等があれば添付す
ること。

③全国連絡会議の開催

※広域センター等向けの勉強
会や外部への報告会の内
容、開催時期について、実施
した内容を具体的に記入する
こと。



③全国連絡会議の開催

※広域センター等向けの勉強
会や外部への報告会の内
容、開催時期について、実施
した内容を具体的に記入する
こと。



⑤文化プログラム等につい
て

※東京2020参画プログラム、
beyond2020への申請内容、
取組実績などについて記入す
ること。

⑥その他

④障害者芸術・文化祭との
連携

※全国障害者芸術・文化祭や
サテライト開催と連携した実
績について、具体的に記入す
ること。



⑥その他



事業の実施により得られた成果の今後の活用について

※事業の実施により得られ
た成果の今後の活用方法
について具体的に記入する
こと。

　本年度は事業のスタートということもあり、県内の障害者芸術文化活動に関す
る情報収集や各団体との意見交換に重点をおいて進めてきました。事業を実施し
ていく中で見えてきた課題として、芸術作品としてアウトプットされる作品がま
だまだ少ないということや、付随して能力を引き出すことのできる人材の不足、
また展示機会が少ないことや、作品情報の集約機能の弱さなどが挙げられます。
　以上の課題点を解決するためには、引き続き相談や勉強会を積み重ねていくこ
とが必要と思われます。一般に向けたセミナーの開催では、まだまだ興味関心が
弱く、また成功例への敷居が高く感じられるかもしれません。すでに取り組んで
いる福祉事業所の成功事例を共有させてもらいながら気運を高めていく必要があ
ります。
　勉強会の内容について特に今回の事業を通じて感じたのは、芸術文化活動を支
援する支援者は芸術のことを学ぶ必要性がありますし、一方でアーティストも障
害のことを学ぶ必要性があるということです。それらの勉強会が断片的に行われ
るのではなく、積み上げるように行われていくことで、重層的な学びになること
と思われます。
　両方の知識が得られるような研修の計画として、アートの観点を織り交ぜた障
害特性（発達障害、精神障害等）に関する研修が挙げられます。例えば自閉症の
方の常同行動は、施設の決められた日課の中では時に「こだわり」として支援の
しづらさの筆頭に挙げられることもありますが、その常同行動をアートや表現と
いった観点から捉えた場合どのような芸術活動支援に繋げられるのかを学ぶ研修
を組み立てることができると思います。
　また展示会への出展に関することとして、作家や団体の意向があまりにも個別
に違いすぎるという点で、作業が非常に煩雑になるということがわかりました。
できれば作品情報や作家の意向について一定の情報がデータベース化されている
ことによって、展示会が開催しやすくなり、結果的に展示の機会が増えていくこ
とに繋がります。今後、県として本事業に取り組んでいくことになれば、単年度
ではなく一定の期間を視野に入れた事業活動が可能となることと思います。その
ようなデータベース化についても検討していく必要があると思います。

※下記については、全実施団体が記入すること。


