
2015年11月

一般財団法人たんぽぽの家 
〒630-8044　奈良市六条西3-25-4
Tel.0742-43-7055　Fax.0742-49-5501
E-mail. goodjob@popo.or.jp　　http://goodjobproject.com/

Good Job ! 展 2015-2016 

― Good Life, Good Job! ―



　社会の変化や価値観の多様化により、私たちの暮らしは大きく変わりつつあります。

そんななか、一人ひとりの可能性を生かせる仕事、誰もが誇りをもってはたらける環境

づくりが注目されています。

　Good Job! プロジェクトでは、障害のある人とその周辺で生まれつつある魅力的なプ

ロダクトやユニークなはたらき方に着目。障害のある・なしにかかわらず、さまざまな

人にとって “はたらきがい” や ” いきがい” につながる仕事づくりのヒントを見出し、

それを ” Good Job! ” としています。　

　Good Job! 展では、障害のある人の表現を生かした魅力的なプロダクトや、伝統産業・

地場産業と福祉施設の協働によるプロジェクトなど、Good Job! な取り組みを紹介。全

国で新たな出会いと仕事が生まれる場づくりを行っています。これまで、2012 年度か

ら 3年度にわたり開催。昨年度は北海道・東京・愛知・福岡・兵庫で 16,000 人が来場

しました。

　今年度は宮城・東京・大阪での開催を予定。さらに新たな試みとして公募プログラム

「Good Job! Award」がはじまり、ますますパワーアップします。

Good Job! プロジェクト（一般財団法人たんぽぽの家、NPO法人エイブル・アート・ジャパン、NPO法人まる）



　Good Job! 展はアート、ビジネス、福祉の分野を超えて、新たな出会いと仕事が生まれる場です。今年度か
らGood Job! な取り組みを評価・顕彰するGood Job! Award を開催します。
　先進的な事例の紹介やネットワーキングの促進を目的とした関連企画「Good Job! セミナー」も各会場に
て同時開催します。

Good Job! 展　概要

宮城　2015 年 12 月 13 日 ( 日 )～15 日 ( 火 ) 10:00 ～ 20:00
　　　せんだいメディアテーク 1F オープンスクエア

東京　2015 年 12 月 18 日 ( 金 )～20 日 ( 日 ) 11:00 ～ 20:00
　　　渋谷ヒカリエ 8/COURT

大阪　2016 年 2月 26 日（金）～ 28 日（日）10:00 ～ 21:00
　　　無印良品グランフロント大阪 Open MUJI　ほか

大分　2016 年 3月 4日（金）～ 6日（日）10:00 ～ 20:00　※日曜のみ 19:00 まで。入館は閉館時間の 30 分前まで
　　　大分県立美術館 アトリウム

■開催日程と会場

■展示内容
・Good Job! Award 受賞取り組み（12 点）とその背景が伝わるようなものを実物、パネル、動画、環境の再現などで紹介

・Good Job! プロジェクトによる企画展示（5展）、メディア紹介、Good Job! センター模型等の展示　

・出展者による展示説明やプレゼンテーションを実施　東京展最終日には審査会・表彰式を実施

・宮城展、東京展にて、来場者が出展取り組みを評価するしくみをとり入れ、各会場ごとに集計

・協賛企業の紹介パネル、チラシコーナーの設置

・各種パンフレット等の配布スペースの設置
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Good Job! Award

■審査員 （五十音順）

Good Job! Award は、障害のある人が製造に関わるプロダクトや取り組み、はたらき方の仕組み、障害のある人の個性的なはたらき

方、はたらくための道具など、先進的 / 革新的 / 実験的な取り組みを奨励・顕彰するための賞です。受賞取り組みは、Good Job! 展（東

京・宮城・大阪）にて展示・紹介。審査会と表彰式は東京展最終日に行います。

障害のある人が製造に関わるプロダクト、はたらき方の仕組み、環境づくりなど
■募集対象

■趣旨

塩瀬隆之氏：京都大学総合博物館准教授

柴崎由美子氏：NPO法人エイブル・アート・ジャパン代表理事 

田村大氏：リ・パブリック共同代表田村大氏：リ・パブリック共同代表

ナガオカケンメイ氏：デザイン活動家

原田祐馬氏：アートディレクター / デザイナー

前川亜希子氏：エイブルアート・カンパニー商品開発ディレクター

［大賞］賞金 100,000 円

［入選］宮城・東京・大阪にて開催するGood Job! 展での展示、各種メディアなどでの紹介

■特典

■募集期間 2015 年 8 月 1日（土）～ 9 月 30 日（水） 【締切日必着】

◎審査員
塩瀬隆之・柴崎由美子・田村大・ナガオカケンメイ・原田祐馬・前川亜希子（敬称略・五十音順）

◎特典
［大賞］賞金 100,000円
［入選］宮城・東京・大阪にて開催するGood Job! 展での展示、各種メディアなどでの紹介

◎募集期間：2015年 8月1日（土）～9月30日（水）【締切日必着】

募集要項 表紙
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活動実績　Good Job!展 2014-2015

Good Job! 展 2014-2015　概要 催事名 日時 会場 来場者数
北海道展 2014年11月21日（金）～24日（月） 北海道新聞社1階DO-BOX 402
東京展 2014年11月28日（金）～30日（日） 渋谷ヒカリエ8F 8/COURT 4426

愛知展 2014年12月12日（金）～14日（日）
国際デザインセンター・デザイン
ギャラリー／ナディアパーク2Fアト
リウム・イベントスペース

3598

福岡展 2015年1月23日（金）～25日（日） 天神イムズB2Fイムズプラザ 6790

兵庫展 2015年3月6日（金）～8日（日）
KIITO デザイン・クリエイティブセン
ター神戸・ギャラリーA

525

東京展 兵庫展

北海道展

福岡展

愛知展

　これまで、2012 年度から 3年度にわた
り開催。
　昨年度は北海道・東京・愛知・福岡・
兵庫で 16,000 人が来場しました。

Good Job! 展 2014-2015 会期・会場・来場者数 
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活動実績　Good Job!展　これまでの展示内容 【2013】

① ハンカチ　

H TOKYO×Able Art Company

② 靴下　

タビオ株式会社×Able Art Company

③ アンダーウェア　

3RDWARE×Able Art Company

④ 傘　

ムーンバット株式会社×Able Art Company　

企画：株式会社髙島屋

⑤ ロールカーテン　

株式会社川島織物セルコン

×Able Art Company

⑥ トレイ｜dart　

株式会社青木転写×株式会社サイトーウッド

×たんぽぽの家アートセンターHANA( 奈良市 )

⑦ 食器｜dart　

株式会社青木転写×有限会社丸半製陶所

×たんぽぽの家アートセンターHANA

⑧ レインブーツ｜dart　

森川ゴム工業所×D.C.I 株式会社

×たんぽぽの家アートセンターHANA

⑨ アクセサリー｜dart　

仲内株式会社

×たんぽぽの家アートセンターHANA

⑩ 風呂敷｜marugococi　

株式会社サヌイ織物×工房まる ( 福岡市 )　

photo by アナバナ

⑪ オーナメント｜botanippe　

MUTE×えんどう豆 ( 南相馬市 )

×須賀川共労育成園 ( 須賀川市 )

×コーヒータイム ( 二本松市・浪江町 )　

企画：Good Job! 東北プロジェクト＠福島

⑫ ペーパーアイテム｜NOZOMI PAPER Lab.　

のぞみ福祉作業所 ( 南三陸町 )　

企画：Good Job! 東北プロジェクト＠宮城

⑬ シャツ｜ふくフク collabo　

福井恵子×ひと・アート・まち京都　

企画：近畿労働金庫／財団法人たんぽぽの家

⑭ ロビーチェア｜Art Madre　

コクヨファニチャー株式会社

×インクルーシブデザイン・プロジェクト

×Able Art Company



6

活動実績　Good Job!展　これまでの展示内容 【2014】

① テーブル
株式会社伊千呂 

× Able Art Company

② テキスタイル
株式会社フェリシモC.C.P 

「UNICOLART」

③ レインウェア
久野染工場 

× Good Job!プロジェクト

④ チェア
コクヨファニチャー株式会社 

× Able Art Company
⑤ ステーショナリー

コクヨアートプロジェクト

⑥ ペーパーアイテム
dot

⑦ テキスタイル
たいせつプロダクト

⑧ ステーショナリー
poRiff

⑨ カレンダー
西淡路希望の家

⑩ アクセサリー
ぽんめのこ

⑪ ストール
百々染

⑫ 手織りマット
salvia × クラフト工房LaMano

⑬ タイポグラフィ・プロダクト
Laboratorio Zanzara （イタリア）

⑭ バッグ 
TOHE （ベトナム）

⑮ ステーショナリー
rawside（韓国）

PRODUCT [製品の開発]

PRODUCT [製品の開発]
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活動実績　Good Job!展　これまでの展示内容 【2014】

PRODUCT [製品の開発]SCHEME 協働の仕組み

㉕Good Job! Center
設計：大西麻貴＋百田有希＋中畠敦広構造設計一級建築士事務所
施主：社会福祉法人わたぼうしの会／運営：Good Job! プロジェクト

MEDIA 伝えるメディア

Good Job! Center

⑯Able Art Company ⑰special mix ⑱ときめきプロジェクト ⑲はあと・フレンズ・プロジェクト ⑳ハチエイチ

㉑『コトノネ』 ㉒『ariya.』 ㉓『Co-Co Life ☆ 女子部』 ㉔『STIR』

SCHEME 協働の仕組み

㉕Good Job! Center
設計：大西麻貴＋百田有希＋中畠敦広構造設計一級建築士事務所
施主：社会福祉法人わたぼうしの会／運営：Good Job! プロジェクト

MEDIA 伝えるメディア

Good Job! Center

⑯Able Art Company ⑰special mix ⑱ときめきプロジェクト ⑲はあと・フレンズ・プロジェクト ⑳ハチエイチ

㉑『コトノネ』 ㉒『ariya.』 ㉓『Co-Co Life ☆ 女子部』 ㉔『STIR』



8

・Good Job! プロジェクトの事業紹介として、障害のある人のアートを仕事につなげ、社会にいかすため  

   の考え方や方法について学び合う場をつくります。

・全国の先進事例を紹介する場をつくります。

・交流や意見交換の場も設けることでネットワーキングを促進します。

Good Job!セミナーについて

④社会にとって
経済をソーシャルデザインの視点から捉え直し、福祉と企業をつなぎ、地域再生のための

新たな価値を社会に提案します。

②福祉にとって
障害のある人の能動的な社会参加を進めるとともに、福祉施設も経済活動を進める社会

資源の一つとして自立していくことを推進します。

①企業にとって
企業の発展、経営革新にとって必要な創造性を生み出すために、多様性を含んだマネジメ

ントが必要です。障害のある人自身、またはその表現の多様性を企業に取り込み、ともに

仕事を創造していくプロセスを通して、新たなイノベーションを生み出します。

■期待される効果

■目的

③クリエイター・デザイナー・デザインを学ぶ学生にとって
福祉の分野とかかわることで、デザインの力をいかして社会のなかの問題解決をする役

割を担うことができます。

2014 年度のセミナー＠兵庫

2014 年度のセミナー＠福岡
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活動実績　Good Job!セミナー 【2014】

Good Job! セミナー 2014-2015　概要　各地域の要望にあわせてテーマを設定し、テーマに沿った講師をお招きしました。

テーマ スピーカー 日時 会場
「障がい者アート×デザインセミナー@北海
道」
～個性を活かす障がい者アートの未来をデ
ザインしよう～

播磨靖夫（一般財団法人たんぽぽの家）、山下完和（社会福祉法人やまな
み会 やまなみ工房施設長）、高野賢二（NPO法人LaMano クラフト工房La
Mano）、柴田尚（特定非営利活動法人S-AIR代表）、早坂清花（一般社団法
人北海道チャレンジドアート＆プロダクツ代表理事）

2014年9月27日（土）14:00～17:00 札幌市教育文化会館研修室301

「障がい者アート×デザインセミナー@北海
道 Vol.2」
～アートのもつ創造性を福祉の現場にいか
そう～

森下静香（一般財団法人たんぽぽの家常務理事）、上田祐嗣（アートセン
ター画楽代表）、前川亜希子（デザイナー）、卜部奈穂子（児童デイサービス
ペングアート代表）、菊地里奈（社会福祉法人北光福祉会 向陽園 アート活
動支援室ぴかり支援員）

2014年11月23日（日）14:00～17:00 さっぽろテレビ塔2階貨しホール

「Good Job!セミナー 東京」
～インクルーシブビジネスとダイバーシティ
マネジメント～

田村大( 株式会社リ・パブリック共同代表)、原田恵(株式会社リ・パブリック
アシスタントディレクター)、有我昌時(株式会社かじワン社長、株式会社高齢
社取締役)、河内律子(コクヨ株式会社RDIセンター MANABI LAB. リーダー/
WorMo’編集長)

2014年11月27日（木）19:00～21:00
コクヨファニチャー株式会社 霞が
関ライブオフィス コミュニティサロン

「Good Job!セミナー 愛知」
～福祉と企業の協働から生まれる地域ブラ
ンディング～

播磨靖夫（一般財団法人たんぽぽの家 理事長）、佐藤直之（Roots 代
表）、久野 浩彬（有限会社絞染色久野染工場 取締役専務）、浅野翔（デザ
インリサーチャー）、小林大祐（一般財団法人たんぽぽの家スタッフ、Good
Job! プロジェクト事務局）

2014年12月13日（土）14:00～17:00
国際デザインセンター6F　セミナー
ルーム3

「Good Job!セミナー 福岡」
価値を生みだすネットワーキング
～これからの働きかたと仕組みを考える～

播磨靖夫（一般財団法人たんぽぽの家 理事長）、黒松祐紀（株式会社キャ
ナルエンターテイメントワークス） 、江藤憲章（福岡市保健福祉局障がい者
部障がい者在宅支援課）、藤井 雅子（はあと・フレンズ・ストア ストアマネー
ジャー）、坂巻譲理（京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 係長）

2015年1月24日（土）14:00～17:00
イムズ10F セミナールームA

「Good Job!セミナー 兵庫」
福祉とデザインの関わりかた

播磨靖夫（ 一般財団法人たんぽぽの家 理事長）、高橋孝治（デザイ
ナー）、芦田晃人（株式会社フェリシモC.C.P「UNICOLART（ユニカラート）」代
表）、原田祐馬（UMA/design farm）

2015年3月7日（土）14:00～17:00
KIITO デザイン・クリエイティブセン
ター神戸・ギャラリーA

北海道プレセミナー 東京セミナー北海道セミナー 兵庫セミナー愛知セミナー 福岡セミナー

各会場の様子
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広報

2 ちらしの発行
公募ちらしを 10,000 部発行、配布したほか、全国での展覧会告知用のちらし 20,000 部を発行します。

また各地域でのセミナー告知用ちらしも発行する予定です。

配布先
①障害とアートに関心のある企業や団体、個人
②全国の美術館、アートスペース
③デザインやソーシャルビジネスに関する研究教育機関
④自治体
⑤一般財団法人たんぽぽの家、エイブルアート・カンパニー、エイブル・アートジャパンのネットワーク、取引先など

1 雑誌、新聞、テレビへの取材依頼
デザイン、ソーシャルビジネス、社会福祉、地方振興などをテーマとした雑誌、また新聞やテレビ等の報道機関に

事前の告知記事としての掲載依頼や会期中の取材依頼を行います。

3 フリーペーパーの発行
今回出展するプロダクトの背景にある物語（障害のあるアーティスト、

製造業者との出会いやものづくりのプロセス）や社会的意義を伝えるフリーペーパーを発行します。

4 ウェブサイト
Good Job! 展や会期中に開催するセミナーの概要や出展するプロダクトや取り組みの内容を伝えるウェブサイト

を運営します。　http://goodjobproject.com/
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スポンサー

特別協賛

助成

協賛

2013 年度から 3年にわたりGood Job! 展に助成をいただいています。

2014年 1月に実施されたプロポーザルによって、103組の提案のなかから選ば

れた大西麻貴＋百田有希＋中畠敦広構造設計一級建築士事務所が設計を担当。

奈良県香芝市において、アート・デザイン・ビジネス・福祉の分野をこえて、

新たな出会いとしごとが生まれる場として、2016年夏にオープン予定です。

Good Job! センター 模型助成：

日本財団

株式会社丹青社 ／ トヨタ自動車株式会社

株式会社ソフィア ／ 株式会社西山ケミックス ／ 株式会社ハーバー研究所 ／ 株式会社プリプレス・センター ／ コクヨ株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社

【関連】 Good Job! センター



エイブルアート・カンパニー
2007 年～

障害のある人がアートを仕事に
できる環境をつくることを目的
に設立。障害のある人による絵
画・イラスト・書などを広告や商
品のデザインに活かすことで仕
事につなげています。3 つのNPO
が共同で運営しています。

12

一般財団法人たんぽぽの家

主な事業

1976 年設立。アートとケアの視点から、多彩なプロジェクトを実施している市民団体です。
ソーシャル・インクルージョンをテーマに、アートの社会的意義や市民文化について問いかける事業を実施
しています。国内外の団体とネットワーク型の文化運動を展開し、公共性の高い仕事に取り組んでいます。

エイブル・アート・ムーブメント
1995 年～

ネットワーク団体
NPO法人

エイブル・アート・ジャパン
1995 年～

アートと社会の新しい関係をつくるABLE  
ART  MOVEMENT（可能性の芸術運動）を
1995 年に提唱し、市民の文化力を高める運
動を広げています。芸術の社会化、社会の芸
術化をめざし、展覧会やワークショップ、セ
ミナー、インクルーシブデザイン、公募支援
事業などに取り組んでいます。

NPO法人 まる
1997 年～

ケアする人のケアプロジェクト
1999 年～

わたぼうしプロジェクト
1976 年～

他者への気づかいや支え合いを大切にでき
る社会[ ケアリング・ソサエティ ] をつくる
ために、1999 年から市民研究として「ケア
する人のケア」に取り組み、2002 年に「ケ
アする人のケア研究所」を設立しました。セ
ミナーの開催、介護情報誌の発行、インター
ネットテレビ「ケアラーズジャパン」の運
営等を行っています。

障害のある人のつづった詩をメロディにの
せてみんなで歌うわたぼうし。全国各地で
わたぼうしコンサートと、1 年に 1 回「わた
ぼうし音楽祭」を開催しています。1991 年
から 2 年に 1 度、「アジア太平洋わたぼうし
音楽祭」を展開し、国内外に共感の輪がひろ
がっています。

障害のある人をはじめ、すべての
人が表現の楽しさや自由を再発
見し、豊かな社会文化を創造する
ことをめざしています。

代表理事：柴崎由美子

工房まるでは、「その人らしさ」
が表れてくることを「自立」と考
え、人や社会との関わりの中での
「自立」を目指し、活動を行って
います。
代表理事：樋口龍二

アートミーツケア学会
2006 年～

医療や福祉や教育などのケアの
現場とアートの関わりを研究し
ています。アートとケアが出会う
場、実践と研究が出会う場をつ
くっています。
会長：鷲田清一
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これまでの歩み

1973 年 4月 29 日
奈良たんぽぽの会　結成

1976 年 8月 2日
財団法人たんぽぽの家　設立

1980 年 5月 25 日
〈たんぽぽの家〉オープン

1987 年 7月 24 日
社会福祉法人わたぼうしの会　設立

1988 年 8月 1日
〈わたぼうしの家〉オープン
社会就労センターたんぽぽの家〈身体障害者通所授産施設〉スタート

1998 年 4月 1日
〈コットンハウス〉オープン
福祉ホームコットンハウス　スタート
たんぽぽ楽食サービス　スタート

1999 年 4月 1日
たんぽぽ支援センター　スタート

2004 年 5月 15 日
〈アートセンターHANA〉リニューアルオープン
デイサービスぶるーむ　スタート（2006）

2007 年 4月 1日
コミュニティショップ CHIRORI 事業統合（2011 年 3月 13 日 閉店）

概略 賞歴

2009
ネットワーク団体であるエイブル・アート・ジャパンが行ってきた「明治安田生命
社会貢献プログラム　エイブルアート・オンステージ」により、明治安田生命相互
保険会社がメセナアワード 2009「ベストコラボレーション賞」を受賞。財団法人
たんぽぽの家が「第 3回塙保己一賞」を受賞。

2010
財団法人たんぽぽの家理事長、社会福祉法人わたぼうしの会理事長の播磨靖夫が、
エイブル・アート・ムーブメントの日本における重層的な広がり、わたぼうしムー
ブメントのアジアにおける広がりを評価され、平成 21 年度 芸術選奨 文部科学大臣
賞（芸術振興部門）を受賞。

2005
財団法人たんぽぽの家が実施してきた「ろうきんグッドマネープロジェクト　エイ
ブル・アート近畿〈ひと・アート・まち〉」により、近畿労働金庫が 2005 年度「メ
セナアワード 2005」の「文化庁長官賞」受賞。
2004
財団法人たんぽぽの家理事長、社会福祉法人わたぼうしの会理事長の播磨靖夫が上
海市障害者連合会との 25 年にわたる文化交流の功績により、上海市政府より「白
玉蘭記念賞」受賞。
2001
ネットワーク団体であるエイブル・アート・ジャパンが実施してきた「トヨタ・エ
イブルアート・フォーラム」により、トヨタ自動車株式会社が「メセナ大賞」の「バ
リアフリー賞」受賞。
1994
奈良たんぽぽの会が「第 28 回吉川英治文化賞」受賞。

1994
財団法人たんぽぽの家が国際交流基金「地域交流振興賞」受賞。
1985
「歌うボランティアわたぼうし」が「毎日社会福祉顕彰特別賞・国際青年年賞」受賞。
1980
奈良たんぽぽの会が「第 10 回毎日社会福祉顕彰」受賞。

2014 年 4月 1日
一般財団法人化
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