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みんなが輝く社会実現をめざして
参加協力企業といっしょに ...

令和元年度
障害者アートとビジネスに関する報告書

Ki-Bi Lab.  48時間デザインFunRun

48時間デザインFunRun

Ki-Bi Lab.
ともに育み、つくる、
新たな創作の実験場。
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障害者（＝クリエイター）たちとデザイナーがチームになって、「ともにつくる」をテーマに
グッズのデザインを行っていくものです。2 日間の対話型のワークショップ形式で、
デザイナーはクリエイターの創造力や個性を生かしながら、アイデアを形にして、プレ
ゼンテーションの内容をまとめていきます。昨年に引き続き、ファジアーノ岡山公式グッ
ズとして、ナップサックとハンドタオルのデザインをしました。そして、新たに果実工
房のお菓子の箱に「岡山らしさ」を盛り込んでデザインしました。

Ki-Bi Lab. について

　今年度も、多くの団体、事業者、地域の皆さまにご協力いただき、２度目となる
「Ki-Bi Lab.48 時間デザイン FunRun」を開催することができました。この事業は、
障害者（＝クリエイター）とデザイナーをマッチングすることで、障害者の創作物を
社会に発信する取組です。
　今回は、昨年度に引き続きファジアーノ岡山公式グッズとなるナップサックとハンド
タオルをデザインしました。また、新たに株式会社果実工房が販売するお菓子のギフト
パッケージのデザインも制作しました。
　ワークショップ当日は、クリエイター１７名と県内外のデザイナー８名が参加し、
計８チームでデザインを創り上げました。岡山市栄町商店街に机と椅子を並べ、
たくさんの方に創作風景を見て興味を持っていただけたことは、今後につながる
大きな一歩と考えております。
　クリエイターとデザイナーの協働により出来上がったデザインは、株式会社ファジ
アーノ岡山スポーツクラブ及び株式会社果実工房ご協力のもと商品となり、多くの
方々のお手元に届いていることでしょう。障害者が創作活動を通じ社会で活躍できる
ロールモデルとして、今後も多くの団体や民間企業からご理解・ご協力をいただき、
広がりのある事業に育っていくことを願っております。
　最後に、この事業にご協力いただいたすべての関係の皆さまに、深く感謝申し上げます。

ごあいさつ
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Ki-Bi Lab. に寄せて：果実工房、ファジアーノ岡山より

Ki-Bi Lab.×果実工房

Ki-Bi Lab.×ファジアーノ岡山

インクルーシブデザインについて

豊かな土壌に実がなった！

Ki-Bi Lab. 会場風景

Ki-Bi Lab. 商品一覧

編集後記

岡山県備前県民局長　渡邊　知美

チーム結成！

障害者
(=クリエイター）

福祉事業所
スタッフなど

デザイナー

商品
開発

参加協力企業

株式会社 ファジアーノ岡山スポーツクラブ 株式会社 果実工房 レンゴー株式会社 岡山工場

チーム結成
Day1 Day210/20 10/26 10/27
48時間デザインFunRunワークショップ

Ki-Bi Lab. キビラボについて

10:00～プログラム説明
10:20～16:00
　- チーム制作時間 -

Day1：10/26（土）

14:00～16:00
・プレゼンテーション
　（各チーム発表 5分）
・審査発表

10:00～14:00
　- チーム制作時間 -
             

Day2：10/27（日）
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株式会社果実工房　代表取締役　平野  幸司 株式会社ファジアーノ岡山 スポーツクラブ

　この度は Ki-Bi Lab. という素晴らしい取り組みに参加させて頂けたことを心より
感謝申し上げます。
　当初、参加を検討している際には想像できないほどの素晴らしいデザインが多
数生まれ、7 件の新しいパッケージを発売することができました。また、昨年 12
月 20日からの店頭販売でもお客様からご好評をいただいており、今回のデザイン
がお客様のニーズとも合致しているものと感じております。
　今回のパッケージへ商品を詰める作業も就労継続支援A型事業所へ委託させて頂く
など、果実工房の事業は障がいをお持ちの方に支えられております。
　近年、企業のSDGｓの取組が注目されておりますが、果実工房としては経営理念
である農業の活性化・産業化とともに、事業を支えてくださっている障がい者の方
たちと共創する社会の実現を目指しております。
　ここでの「共創する社会」とは、企業が経済活動の中で障がいをハンディキャップ
としてではなく、個性や能力と捉えて活躍の場を共に創る社会です。
　既に果実工房の奈義工場では障がいを持ったメンバーも活躍しており、企業の経済
活動の中で障がいをお持ちの方が個性や能力を活かして活躍するような企業文化が、
Ki-Bi Lab.事業をきっかけとして岡山県の企業に定着することを願っております。

　ファジアーノ岡山として本年で 2 年目となる「Ki-Bi Lab.48 時間デザイン
FunRun」への参加を、クラブとしてとても嬉しく思っております。
　クリエイターとデザイナーの皆さんとがチームを組んで、イラストや絵などの創作物が
社会に発信されるきっかけをつくる、という目的のもと、昨年はファジアーノ岡山を
題材にチームでデザインを起こし、そのデザインがあしらわれたトートバッグをファジ
アーノ岡山のホームゲームでクラブ公式グッズとして販売する、という取組みに協働
してまいりました。参加された方々から、「楽しかった」、「またやりたい」とのお声を
いただけたことをお聞きし、その活動の一端に参加することができた私どもとしても、
大きな意義を感じる事業となりました。「ファジアーノ岡山をつかおう。」この言葉を
地域の方々と共有しながら、この地域で活動するクラブとしてどんな貢献ができるか、
地域の皆さんとともに、様々な活動に取り組んでまいります。クラブを活用してもらう
ことで、その活動に取り組むエネルギーや発信力が増大する。そのようなことに少し
でも寄与できたなら、嬉しい限りです。
　今年度の取り組みは「ナップサック」と「ハンドタオル」になりました。
　ファジアーノ岡山は FunRun の取組みを通じて、社会全体に「障がい者アート」
への理解が広がることを願い、情報発信してまいります。

写真提供：ファジアーノ岡山
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フルーツコラーゲンゼリーのギフトパッケージデザイン

2019年12月20日から期間限定で発売されることとなりました。
プレゼンテーション・審査の結果、7種類のデザインが商品パッケージに起用され、

1日中外にいるのは疲れるので、半分は店内という環境が良かったのでは。

松岡 美江＆のぞみ園

普段出会えない人は、たくさんいる。
こんな機会の積み重ねは、互いの世界を広げていくと思います。

クリエイターの自由なイラストは、彼らにしかない味が出ていて、コンセプトを考えるのが大変楽しかった。

商店街の協力がありがたかったです。皆さんが、とても優しくしてくれました。

デザインが社会に出ることで、日々の活動にも目標をもって取り組めると思います。

企業の説明が事前にあれば、コンセプト構築の大きな材料になる。

デザイナーさんと一緒にすることで、視野が広がった気がします。

髙橋 勇太＆水江 加珠美、志茂山 和奏、小武守 斐子（ありがとうファーム）

デザイナーたちと話ながら、いつもと違う雰囲気で作業して新鮮だった！
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チームで活動する経験は貴重でした。

アオイアツシ＆赤木 主税

相手の人は、普段どのくらいの距離感で接することを望んでいるのかな。

作品制作における「余計な考え」を持つ時間すら与えてくれない48時間という
制約のおかげで、相手の良いところだけを見え商品デザインにつながった。

内田 和雄＆髙宮 香花、元岡 莉子（たくみクラフト）

クリエイターの中には、普段と違う環境での制作が、相当なストレスになっていたようです。
後日、「参加してよかった」と聞いてホッとしました。

渡邊 美奈子＆嶋田 美宏、平松 福土

相手のクリエイターが、2日間動きやすいように、創作の可能性をできるだけ用意すること。

後楽園散策による顔合わせは、自然の中でゆったりとリラックスできました。
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2020 年３月 21日　公式グッズとして、ナップサックとハンドタオルが発売されます。

蓮井 秀平&堀本 健嗣（ありがとうファーム）

平尾 大地＆伊丹 宏太郎

下山 凜＆吉備高原清和荘

商店街の会場は開放感があってよかったのですが、本気で集中しようとなるとちょっと厳しかった。

少人数のチームだったので、互いの意思を伝えやすかった。

デザインや企業の要望などを、継続的に勉強していきたい。

この事業に参加して、自分を鍛えたい。

障がい者の可能性を認め、いろんな企業に参加して欲しい。

クリエイターの制作時間が6時間ほどしかなかったので、もう少し時間があってもよかったかも。

「FunRun」の「Fun」は、表面的な楽しさだけではない「Fun」なのだなと思います。

デザイナーの力で、すばらしいプレゼンになって感謝しています。

商店街の人も、障がい者の立場になって考えてくれてよかった。

岡山の名産のお店や名物料理のお店なども参加企業に加えられたらと思う。

商品にする過程で、制作したモノのどういった箇所が良く、
どういったところが問題点なのかを教示してほしい。

ナップサック
ハンドタオル

写真提供：ファジアーノ岡山



ライラ・カセム（デザイナー・大学研究員）
デザイナーとして障害のある人々の社会参加と経済自立につながるアート作品とデザイン商品の協働制作・
開発や「デザインマラソン」などのワークショップを国内外で展開している。
http://lailacassim.com

インクルーシブデザインについて

20年以上前インクルーシブデザインが発祥された時、推進者のジュリア・カセムは
当事者の社会参加と経済自立を果たすだけでなく、デザイナー自身にもその
メソッドを推進することで人々に関わるデザインの仕方そのものを変える必要が
あると定義していました。既存のデザインプロセスのあり方、デザインしたものの
不備やもたらす「障害」や「制限」にデザイナー自身が気づくことで、様々な
物理的、精神的そして社会的な障害を打破していき、より包括的なものとこと
づくりのあり方が生まれ、社会そのものを根っこから変えていくことができると
考えたのです。

2 回目を迎えた Ki-Bi Lab. は、その可能性の開幕が見えてきた気がします。固定
概念を気にせず軽やかに描いたり、強く自分のビジョンを持つ障害のある
アーティストを目の前にした時、多くのデザイナーはこれまで自分がデザインや
活動していた領域の狭さにぶち当たったのです。そして同時にともに意見を交換
しながら製作していく中で新しいデザインの届け方の可能性を見て、目を光らせて
いました。

現在は過去の一致団結の時代ではなく、多種多様な時代。つまりデザインや
アートに強く結びつく商業の領域も自らの商品やサービスに多面性を持たない
限り、客層を狭めることにもなります。今年はファジアーノ岡山だけでなく果実
工房さんも加わり、多様な表現やメッセージ性のあるデザインがビジネス的な
観点からも必要であることがわかりました。つまり障害のある人のためにやるの
ではなく、障害、いわば違いがある人々の観点や才能を通常のデザインと商業の
プロセスに入れることで幅広い客層やコミュニティにアウトリーチできるビジネス
チャンスでもあるということです。

商業、デザイン、そして世の中の多様性の象徴でもある福祉という 3 つの要素が
集結し、ともにタッグを組むことで本当の意味でのインクルージョンが生まれ、
世の中の経済や文化を動かす大きな力が生まれるのではないでしょうか？

ライラ・カセム
Laila Cassim

柴崎 由美子
SHIBASAKI Yumiko

2018 年度にスタートを切った、岡山県での 48時間デザインマラソン。
18 年度にファジアーノ岡山さん、19 年度には果実工房さんも活動に参画し、最高の
舞台が準備されました。会場も地域の商店街のなかへ移り、地域の人びとに取り
組みを知ってもらうこと、活動のファンが生まれ、活躍のサイクルがまわりはじめた
ことを、きっと関係者のみなさんは実感したに違いありません。

国内における 48 時間の実践事例から、私たちは次の５つの視点を重視し提案して
います。

デザインマラソンの舞台は、ＮＰＯと自治体と産業とが協働で準備するのがよい。 
人的ネットワーク、調整力、メディア訴求力、マーケティング力、さまざまな強みを
かけあわせると活動は相乗するからだ。

障害のある人とデザイナーは、クリエイティブの力はもちろんだが、自主性や
やる気を尊重し選ぶのが良い。活動の意義を理解した障害のある人（と支援環境）、
デザイナーはデザインマラソン以後も活動を何らかのかたちで継続する。

デザインマラソンで取り組む課題は、地域の特性があらわれる味付けをするのが
よい。地域のアイデンティを意識し取り組むことは、地域の豊かさを認識し、
また地域で生活する隣人として、かかわるすべての関係者を結ぶからだ。

選ばれたアイディアには実現のための資金や販売の機会をつくるのがよい。市場化
することではじめてアイディアに血が通い、障害のある人とデザイナーは成長
できる。またこれらの活動は持続できる。

デザインマラソンのゴールは多様性がある方がよい。ネットワーク、人びとの成長、
新たな仕事の機会、地域の気運醸成など。また、すぐに結果をもとめない。辛抱
強く取り組む。

この報告書の様子からもわかるように、岡山はあっという間に、2 年でこれらの
視点をクリアしました。豊かな大地にこそ、熟れた実はなる！　今後は、共有の
財産をみなさんで守り育てる仕組みづくりのフェーズに入ったと思いますし、
また岡山発の行政・市民・企業の智恵が全国に発信されることを願っています。

豊かな土壌に実がなった！　
　　岡山48時間デザインマラソン

柴崎  由美子 （NPO法人エイブル・アート・ジャパン代表理事 )
障害のある人と新しいコト・仕事をつくる、ことをモットーに活動。障害のある人とコミュニティのため
のアートセンターHANA設立（奈良 2004）、エイブルアート・カンパニー設立（全国 2007）、エイブル・
アート・ジャパン東北事務局設立（宮城 2011）、48時間デザインマラソン実施（仙台市 2016・愛媛県
2017）など。

1.

 

2.

3.

4.

5.

11 12



13

制作会場風景　栄町商店街に特設ブースを設置しました。

（協）岡山市栄町商店街 代表理事 黒田 浩一氏より
　プレゼンの講評をいただきました。 

会場用資材　
ダンボール提供：レンゴー株式会社岡山工場

各チームのプレゼン風景　会場：KOTYAE（コチャエ）

審査発表の様子
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株式会社果実工房

7種類（2019年12月20日から期間限定販売） 各３種類（2020年3月21日の試合会場：シティライトスタジアムで販売)

株式会社 ファジアーノ岡山スポーツクラブ

フルーツコラーゲンゼリーのギフトパッケージデザイン ファジアーノ岡山の公式グッズ：ナップサックとハンドタオルのデザイン

クリエイター

志茂山　和奏
（ありがとうファーム）

小武守　斐子
（ありがとうファーム）

髙橋　勇太

髙橋　勇太

髙橋　勇太

赤木　主税 アオイアツシ

片山　卓
（のぞみ園） 松岡　美江

髙宮　香花
（たくみクラフト）

元岡　莉子
（たくみクラフト）

内田　和雄

内田　和雄

デザイナー パッケージデザイン表面 裏面

※実際の商品と仕様が異なる場合があります。（2020年2月現在 制作中）

水江　加珠美
（ありがとうファーム）

DELIVERY BIRDS

 たくみクラフトチーム作品１

 たくみクラフトチーム作品2

 好きなもの

 QAシリーズ　くらべようのない桃太郎の仲間編

 FRUITS PLANET OKAYAMA

クリエイター デザイナー

ナップサック ハンドタオル

 J1昇格への願いを込めて！

&

&

&

&

&

&

吉備高原
清和荘 下山 凜&

平尾 大地伊丹 宏太郎 &

堀本 健嗣
（ありがとうファーム） 蓮井 秀平&

&

&&

表面 裏面

 COLOR OF TASTE
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参加協力企業：

株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ、株式会社果実工房、レンゴー株式会社岡山工場

クリエイター：

株式会社ありがとうファーム、障害者支援施設吉備高原清和荘、小規模作業所たくみクラフト、

障害者支援施設のぞみ園、赤木主税、伊丹宏太郎、嶋田美宏、平松福土

デザイナー    ：

アオイアツシ、内田 和雄、下山 凜、髙橋 勇太、蓮井 秀平、平尾 大地、松岡 美江、渡邊 美奈子

発行日　　2020 年 3月 7日

発　行　　岡山県備前県民局

制　作　　NPO法人ハートアートリンク

協　力　　FabLab Setouchiβ

写真提供：ファジアーノ岡山

編集 : 田野 智子／デザイン : 三木 裕紀

＊本書記載の写真・文章等の無断使用を禁じます。

Ki-Bi Lab. プレゼンテーション終了後の参加者集合写真（2019 年 10 月 27 日）

編集後記：モノや人が行き交い、時代や文化を創ってきた山陽道。
今回の Ki-Bi Lab.48 時間デザイン FunRun 事業の 2 日間は、その
歴史ある商店街を会場に開催しました。クリエイターが生み出す
creationとデザイナーが目指すsolution。企業の理念や岡山らしさ。
駆け引きは無情にも2日間という時間。さらに、通行中の方たちからの
応援やメッセージも加わり、混沌さは深化していきました。そんな
ラボ（実験空間）が、街中にあることが今後求められるのではないかと
改めて感じています。関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

17 18


