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【司会：坂谷副館長兼総務課長】 

 それでは、1 時を少し過ぎましたが、平成 30 年度ビッグ・アイ経営委員会を始めさせていた

だきたいと思います。本日は、朝の気温と昼間の気温に 7、8 度の差があるという、梅雨前の非

常に寒暖差の激しい日が続いておりますが、そのような中、遠いところから東京から厚生労働省、

小澤先生と、また各所から本日はお越しをいただきまして誠にどうもありがとうございます。  

それでは、ただ今よりビッグ・アイ経営委員会を始めさせていただきます。 

委員の皆様には事前に資料をお送りさせていただいておりますが、それ以降に若干の修正が

入っておりますので、机上にある資料をご参照いただけますようよろしくお願いいたします。 

 また、この会議は、内閣官房に設置されている行政改革推進本部事務局の指導により、後日に

本日の議事録を当センターのホームページに公開する予定となっておりますので、あらかじめ

ご了承のほど、よろしくお願いいたします。 

それでは早速ですが、当委員会のオブザーバー 厚生労働省社会援護局障害保健福祉部企画課

自立支援振興室室長の田仲教泰様にご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

【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室長 田仲 教泰様】 

 皆さん、こんにちは。 

ただ今ご紹介をいただきました厚生労働省自立支援振興室長の田仲でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 小澤委員長を初め、経営委員会委員の皆様方には、日頃より国際障害者交流センターの安定

的・継続的運営のためにご指導いただいておりますことに感謝を申し上げたいと思います。どう

もありがとうございます。 

 また嵐谷館長を初め、ビッグ・アイ共働機構の皆様方におかれましては、国際障害者交流セン

ターの運営に日夜ご尽力をいただいておりますことを、この場をお借りいたしまして厚くお礼

を申し上げたいと思います。 

 私から簡単に、平成 30 年度の予算と平成 31 年度の概算要求の関係につきましてご報告をさ

せていただきます。皆様ご承知の通り、国からお支払いをしております当センターの運営委託費

につきましては、国の予算要求上の裁量的経費という位置づけになっておりまして、毎年 10%の

削減をするというところが求められているところでございます。 

 こうした厳しい財政状況ではございますが、財務省に対しまして事業運営の必要性を説明い

たしまして、昨年度と同額の 1億 5,000万円の予算を確保しているところでございます。   

平成 31 年度の概算要求につきましては、既に省内で作業が始まっております。昨年同様 10%を

削減し、というのが既に内々に来ておりまして、他の予算と含めて概算要求基準をクリアして、

対照的に予算要求に繋げていくということで、大変厳しい状況ではございますけれど、最低でも

今年度と同額の予算確保ができるように努力をしてまいりたいと考えておりますので、引き続

き皆様方のご協力よろしくお願いしたいと思います。 

 ビッグ・アイ共働機構が新たな改編となりました、平成 29 年度の事業実績につきましては、

昨年秋の臨時経営委員会でも、皆様に上半期の中間評価を行っていただきました。本日はこの中

間評価も踏まえて、1年間の事業実績についてご審議をいただき、今後の経営のあり方のご議論

をいただけるというものと、承知をいたしております。委員の皆様方からは是非、忌憚のないご
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意見を頂戴できればと思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。簡単ではご

ざいますが私からのご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

 ありがとうございます。それでは引き続き、当センターの館長であります嵐谷安雄よりご挨拶

を申し上げます。 

 

【国際障害者交流サンター 館長 嵐谷安雄氏】 

 どうも皆様、こんにちは。館長の嵐谷です。 

 本日、平成 30 年度経営委員会を開催いたしましたところ、遠路東京から小澤先生、厚生労働

省の自立支援室長様はじめ、各委員の方々、大変公私なにかとご多用のところ、ご出席いただき

ましてありがとうございます。平素は当ビッグ・アイの事業経営に色々とご審議ご理解をいただ

いておりますことを、この場をお借りいたしましてお礼を申し上げたいと思います。 

先ほど室長の方からご挨拶がございましたが、何しろ国のほうの予算も削られるばかりで、上

がるということがないので大変苦しい状況ではございます。皆様、ご案内の通り平成 29 年度 4

月から事業形態が 2 業者によって運営をしているところでございます。これが当初はどうなる

のか、しばらくは少し心配をしておりましたが、皆さんの努力のおかげで実績を残していただき

ました。本当にご協力をいただいております。  

本日は皆様方の忌憚のないご意見をお伺いしながら、また、経営に関してご助言を頂けますよ

うによろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 本日は、どうかよろしく願いいたします。ありがとうございます。 

 

【司会】 

 ありがとうございました。このあとは座って進行させていただきます、よろしくお願いします。 

 それでは次に、本日ご出席の委員の皆様のご紹介をさせていただきます。まずは先ほどご挨拶

をいただきました、厚生労働省社会援護局障害保険福祉部企画課自立支援振興室室長であられ

ます田仲教泰様でございます。 

 

【厚生労働省社会援護局障害保険福祉部企画課自立支援振興室室長 田仲 教泰様】 

 田仲です。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

 また、本日はビッグ・アイをご担当いただいております同室の予算係長であられます、岸英二

様にもご出席をいただいております。 

 

【厚生労働省社会援護局障害保険福祉部企画課自立支援振興室予算係長 キシ エイジ様 】 

 岸でございます。よろしくお願いいたします。 

 

 

【司会】 
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次に委員長をお願いしております、筑波大学大学院教授 小澤 温先生です。 

 

【筑波大学大学院教授 小澤 温先生】 

 小澤です。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

 次に副院長をお願いしております、有限責任監査法人トーマツ公認会計士 生越 栄美子様で

ございます。 

 

【有限責任監査法人トーマツ公認会計士 生越 栄美子様】 

 生越です。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

 次に一般社団法人 よりそいネット大阪代表理事 梶本 徳彦様です。 

 

【一般社団法人 よりそいネット大阪代表理事 梶本 徳彦様】 

 よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

次に、大阪本町法律事務所弁護士 比嘉 邦子ございます。 

 

【大阪本町法律事務所弁護士 比嘉 邦子様】 

 比嘉でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

 なお、本日関西大学商学部准教授の田村 香月子先生は、ご欠席でございます。 

 次にビッグ・アイ共働機構の方をご紹介させていただきます。先ほどご挨拶を申し上げました

嵐谷館長でございます。 

 

【国際障害者交流サンター 館長 嵐谷安雄氏】 

 嵐谷です。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

 本日の進行を努めさせていただきます、私、坂谷副館長兼総務課長です。よろしくお願いいた

します。 

 次に鈴木副館長兼 AEP兼事業企画課長でございます。 

 

【鈴木副館長兼 AEP兼事業企画課長】 

 鈴木です。よろしく願いいたします。 
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【司会】 

 次に飯島業務課長でございます。 

 

【飯島業務課長】 

 飯島です。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

 次に木ノ本業務課参事でございます。 

 

【木ノ本業務課参事】 

 木ノ本です。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

 共働機構側をご紹介させていただきます。まず、共働機構側の代表でございます草川大造でご

ざいます。 

 

【草川代表】 

 草川でございます。 

 

【司会】 

 次に構成員の冨田でございます。 

 

【トミタ構成員】 

 冨田です。よろしくお願いします。 

 

【司会】 

 次に木村構成員でございます。 

 

【木村構成員】 

 木村でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

 次に丸尾事務局員でございます。 

 

【丸尾事務局員】 

 丸尾です。よろしくお願いします。 

 

【司会】 

 次に田岡事務局員でございます。 
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【田岡事務局員】 

 田岡です。よろしくお願いします。 

 

【司会】 

本日は平成 29 年度、1 年間の報告となりまして、非常に量が多くなります。早速ですが、審

議に入って頂きたいと思いますので、この後小澤先生、よろしくお願いいたします。 

 

【小澤委員長】 

 そうしましたら本日はこちらの経営協議会、平成 30 年度ということでございまして、今申し

上げましたように審議は結構ボリュームがありますので、まずは本題に入りたいと思います 皆

さんのお手元の次第をご覧下さい。そちらの 3 番というところになります。議案がございまし

て、本日の議案は 2点ほどあります。その他事項を入れますと 3点ですけれど、1番目の議案が

平成 29 年度事業報告(案)ということになっております。それから 2 番目の議案が、平成 29 年

度の決算(案)ということになっております。議案はそれぞれ独立しているのですけれど、内容的

には平成 29 年度の事業報告に基づいての決算ということでありますので、少し報告・説明に若

干時間をとらせて頂きたいのですけれど、1番目の議案と 2番目の議案は一貫差しで審議をさせ

ていただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。そうしましたら、1番目の議案と 2番目の議案を、一括して報告説

明をお願いしたいと思いますので、事務局の方よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

 それでは、平成 29 年度の報告となりますが、4 ページから 8 ページまでが施設の基本理念に

基づきまして、ビッグ・アイ共働機構独自の新ビジョンというものを 3 ヵ年で、2020 度までの

新ビジョンを立てさせていただいております。これは前回の経営委員会でもご報告させて頂い

ておりますので、この部分は割愛させていただきまして、皆様のページでいきますと、10 ペー

ジから述べさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 まず平成 29年度、施設利用状況を飯島業務課長の方から報告させていただきます。 

 

【飯島業務課長】 

 それでは、平成 29年度施設利用状況についてご説明させていただきます。 

 平成 23 年度より、ビッグ・アイ共働機構は運営に携わらせていただいております。そして、

平成 23 年度当初から平成 27 年度まで順調に、宿泊稼働率ということに関しては大幅に伸ばす

ことができたのですが、平成 27年度をピークに、宿泊利用に関しては減少傾向にあり、平成 29

年度は、平成 28 年度よりも減少し 76.4%という結果になりました。これの要因としまして、年

度別の表を見ていただけますと、平成 28 年度の海外からの利用者数を見ていただきますと、約

3,000 人弱の減少が起こっております。この結果として稼働が少し減ったという形になっている

のですけれど、これに関しては、中国人を中心とする 27年度のインバウンドの急激な上昇しま

したが、28 年度、29年度にかけて、インバウンドが一定落ち着いたと考えております。平成 29

年度は、基本的に個人のお客様というのを中心に運営を伸ばしていくというようなことを、一か

らコツコツやっていったというような 1年です。 
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 ひとつ開いていただきまして、利用実績に関しては今のお話の続きになるのですが、特記事項

としまして、先ほど海外からの利用者が落ちたということで申し上げたのですけれど、その反面、

海外からの障がい者の利用は増加しており、29 年度は海外から利用の障がい者が占める割合は

41.5％に達しています。その理由として、海外の障がい者を取りまとめる現地のエージェントの

方とかと繋がりができてきたことがあげられます。海外からの利用は、中国・韓国・台湾が利用

の大半を占める傾向は変化はありません。 

 次に多目的ホールの利用についてご説明させていただきます。地域に根ざした多目的ホール

の利用、近隣の利用というのがこれまでも多かったので、ずっとこれまでと基本的には同程度の

稼働を続けてまいりました。3番目の研修室に関しても、同様の内容になっております。少し前

後しますが、利用状況については以上のとおりです。 

 

 続きまして、1枚開いていただきまして、最後に話題提供ということで、楽天トラベルの南大

阪地区でのユーザー評価ということで、96施設中ビッグ・アイは今、第 2位になっております。

こちらに関しましては、一つ一つ客室管理の基本のところをしっかりとしていくというような

方針でやっておりまして、これを続けて行きたいと思っております。 

 

 続きまして、平成 29年度 施設の管理運営状況についてお話させていただきます。開設 17年

目に建物設備の経年劣化、及び部品及び使用寿命が次々と発生している状況です。その中には法

的に使用期限が定められているものも含まれており、画期的な方針が望まれるという現状です。

平成 26 年度から平成 29 年度に関しましては、4 年連続で光熱水費の削減に成功しまして、542

万円の削減を達成いたしました。しかしながら、委託費の減少それから人件費が膨らんでいるこ

ともありまして、十分な補修費に充てることはできていない状況です。 

 また、人件費においては、個人一人一人の給与ということに関しましては、据えを置いている

状況なのですけれど、夜間の断続労働の適正化等の措置もあり、最低賃金・社会保険料の増大と

いうようなこともありまして、人件費の方は増えていっている状況ということです。 

 表の方を見ていただきます。光熱水費の推移ということで、平成 26年度から平成 29年度にか

けて一番下の段になるのですけれど、前年度からの増減ということで、平成 26・27・28・29 年

と下がっていっている状況です。これの補足事項としまして、利用者数と光熱水費の対比という

ことで表を付けさせていただきました。利用者数が平成 23年度を 100％としたところ、平成 29

年度は約 150％と増えている状況なのですけれど、光熱水費に関しましては平成 23年度の 100％

から平成 29 年度の 111％ということで約 10％のアップにとどまっています。このあたりは 24時

間体制で監視業務を強め、電力会社を変えたりとか様々な努力をして、経費の削減の方に努めて

おります。 

 

 三番目なのですけれど、施設管理費の構成ということで、先ほども少しお話をさせていただき

ました人件費のところの割合のグラフなのですけれど。平成 23 年度から平成 29 年度というこ

とで、割合を通して見ていただきますと、人件費の方が膨らんでおりまして、建物維持費という

ものが少し減る傾向に。その他色々な施設の管理にお金がかかってくるのですけれど、この部分

を切り詰めて一生懸命に運営をしているという状況です。以上です。 
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【鈴木副館長】 

 それでは、事業について説明させていただきます。平成 29 年度の事業につきましては、ここ

数年、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴う、文化プログラムや文化振興

基本法の改正も昨年はあったということで、ますます障がいのある人の文化・芸術活動に対する

ニーズや課題を解決していくことが求められるようになって来ました。社会的なこういった機

運が高まるのを一つのチャンスとして捉えて、ビッグ・アイがこれまで培ってきました福祉と芸

術双方の肩を持つ専門性を、いかにこのタイミングで広げていくかというところを、重点的に平

成 29 年度は事業を行ってまいりました。事業分野に関しましては、次の 5つになっています。 

  

 まず、一つずつの事業について説明させていただきます。障がい者の国際交流・国際協力につ

きましては、国の委託事業として実施してまいりました。平成 29 年度の事業、国際交流・国際

協力事業としましては、2011 年から続けております「ビッグ・アイ アートプロジェクト作品

募集事業」という美術のコンペ事業を行っております。23 年度のスタート時は 400 数点だった

出品が、平成 29 年度は国内外から 2,150 の作品が届きまして、そこから 52 作品を選ぶ事業を

行いました。選ばれた作品と作家さんが交流する場所として「ビッグ・アイ アートプロジェク

ト国際ステージ」というものを 11 月に行いました。ここにはアーティストの交流会ということ

で、作家さんや参加国の方が参加し、審査員と国内からの参加者を含めると 53 名の参加者と交

流を図る事業も行っております。こちらが（映像）アートプロジェクト授賞式の写真と、右下が

国際交流を目的にしたアーティスト交流を授賞式の後に開いた集合写真です。選ばれた 52 作品

の作品は、今度は展覧会の方に移行をしていくのですけれど、1年ズレて展覧会をしていますの

で、平成 29年度の展覧会に関しましては、平成 28年度の作品で展覧会をしております。これは

(映像)東京の文化村で、ちょうどゴールデンウイークの時期に行った展覧会の様子です。単純に

作品を飾るというだけではなくて、見えない方にどういった観賞をしていただくか？というこ

とに関しましては、コミュニケーションを通じて、視覚障がい者の方と一緒にアートを楽しむと

いったワークショップも同時に開催をしており、左下が見えない方と見える方の「観賞ワークシ

ョップ」の様子です。（映像） 

 文化村は文化施設ですので、ギャラリーの設備のあるのですが、文化施設だけではなくて、福

祉の施設にも作品を届けるということで、毎年、横浜ラポールでも絵画展をしております。大阪

に関しましては、大阪ハービス HALL で報道写真展にご協力をいただきまして、その隣の小ホー

ルで作品展を開催いたしました。 

 

 次に障がい者の芸術・文化事業に関しましては、ビッグ・アイの自主事業と大阪府の事業とし

て実施いたしました。こちらに関しましては、厚生労働省の障害者芸術芸術文化普及支援事業の

連携事業も含まれております。 

 まず芸術 1ということで、アートプロジェクトは、ビッグ・アイの壁面を無償で提供する「i+

（アイプラス）」ギャラリーと毎週土曜日に障がいのある人とない人が一緒に作品を作るという、

アトリエ活動を行う「ビッグ・アイ あーと工房」を実施しました。あーと工房は年間延べ 172

名が参加いたしました。 

 次に「アートワークショップ」を自主事業で行いました。1泊 2日でアート作品、大きな作品

を皆で作るということで毎年行っております。参加者に関しましては、近隣だけではなくて富山



8 
 

県とか福井県といった他府県からの参加も、ちょうど夏休みを利用して、障がいのあるお子さん

と障がいのないお子さんが一緒に交流をするプログラムです。 

 「シアタープロジェクト」劇場型の事業としましては、「ビッグ・アイ スペシャルステージ」

として 2 年に 1 回行っているバリアフリー狂言でございますが、野村萬斎さんの狂言を行いま

した。こちらに関しましては、音声ガイドや字幕などを提供して、障がいのある方もない方も一

緒に狂言を楽しめるということでステージ事業をしております。 

 また、4年目になるのですけれど、知的発達障がい児者に向けた劇場体験プログラムを行いま

した。皆さんのお手元にある茶色い冊子が「劇場体験プログラムに参加した人の～その後～」と

いうことで、モニタリング調査をして、いかに体験プログラムを通して、社会参加に少しでも繋

がっていくかということをまとめた冊子です。障がいのある方のこういった体験的なプログラ

ムや、鑑賞の機会ということだけではなくて、かなりここ最近は、国内の公的な文化施設の職員

の方から問い合わせや見学も多いということから、平成 29 年度からは研修事業もここにプラス

して、劇場職員向けの研修会を開いて、その方がそのまま現場というか、会場の運営やバックヤ

ードのスタッフとして実践を兼ねた研修をここで同時に行っております。 

 次に先ほどの作品募集事業を長く続けてきましたので、海外とのネットワークもかなりでき

まして、香港の方から、これまでビッグ・アイで発表されてきた太鼓のグループが、香港から招

待されました。香港の芸術祭で公演を行うのですけれど、そこのサポートにビッグ・アイのスタ

ッフが、公演の調整から現地での舞台の調整などのサポートさせていただいております。 

 もう一つ、アート作品の方に関しましても、韓国の「セカンドインターナショナル ディスア

ビリティ アートコンテスト 2017」というところに出品の依頼が来まして、13作品を出品いた

しました。作品募集事業の中の入選作品と、毎週土曜日に開いているアトリエ事業の中の作品を

合わせまして出品をしたところ、4作品が入選し審査員奨励賞という大きな賞を、アトリエ「あ

ーと工房」の高田さんという方が受賞をされております。 

 次に、作品募集事業なのですけれど、実は予算の方がかなり削減されたということで、単独で

はできないということで、大阪府の事業の中でされていたコンクール事業と、連携をしながらと

なったのが平成 29 年です。こちらの表に関しましましては、当初スタートした時からの応募数

の推移と、作品を送られてくる海外からの数も 2017 年度当初から比べると、かなり増えて来て

います。こちらの方が(映像)、作品募集事業の審査会の様子です。ビッグ・アイの特徴としては

書類審査だけではなく、現物をすべて審査するということで、オリジナルの個性というか、そう

いった個性ある作品コンクールになっていて、その辺を、やはり書類で落とされるのではなくて、

現物を見てもらえるということでかなりの数が増えていったのは、こういったことも要素にあ

ったのではないかと思います。 

ただ、この作品募集事業に関しましては、平成 29 年度で一端終了をすることになりました。

『年々作品が増えて来る＝予算もかなり増えてくる』わけで、逆に予算の方が反比例してない中

で、少し事業が大きくなりすぎて抱えきれなくなった、というのが一つの原因なのですけれど、

こういった 7 名でやったことを、今度は外に違ったノウハウとして発信していけるような事業

にしていくことが、平成 30年度の事業に科せられた課題なのかなというふうに思っております。 

 次に大阪府委託事業の一つとしまして、冒頭に映像で見ていただきました作品が「オープンカ

レッジ 2017」という作品です。3 ヶ月間で、8 月から 15 回の練習を経て一つの作品作りをしま

した。参加者は一般参加が 92名、そのうち見ていただいた中に 66名の障がいのある方がいらっ
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しゃいます。障がいの種別はもう様々ですし、重複障がい者の方もかなりいらっしゃいました。

こういった方が一緒に一つの作品を作るという、期間と時間をしっかりとって作るというとこ

ろで、やはり横の繋がりや交流も生まれ、最後は皆で発表をするという、一つの達成感や自己評

価が高まったり、観るお客さんの方にも、障がい者への理解というものも深まったということが

考えられます。 

 こちらに関しましても、単純に講演をするということだけが目的ではなくて、アシスタントと

いうのにダンスボックス 4 名と書いてあるのですけれど、こちらは国の普及支援事業の支援セ

ンター事業の中で、支援者の育成という課題があります。その中で、こういったダンスや舞台表

現活動をする人たちの人材育成、支援者育成の一環として、この府の事業と普及支援事業が連携

をして、セミプロ・プロの 4名のダンサーが、障がいのある人の表現活動の支援をするというこ

とを学びました。ゲストは森田かずよさんという長い間、障がいのあるプロのダンサーとして大

阪で活動をされている方です。 

 今申し上げていた障害者芸術文化活動普及支援事業というのが、平成 29 年度よりビッグ・ア

イの方もこの事業を受託し、平成 29 年度は障害者芸術文化活動普及支援事業も平行して行いま

した。 

 障害者芸術文化活動普及支援事業の中の事業に関しまして、段階というか、三つのカテゴリー

に分かれていて、『都道府県レベル』という支援センター機能のある事業と『地域のブロック』

というのと『全国連携事務局』という全国をまとめる役割の事業があります。 

 まず『都道府県レベル』の中の、支援センターの中の美術分野と舞台の両分野に関してビッグ・

アイは採択されて、この 5つの事業に取り組んでおります。相談支援に関しましては、これまで

ビッグ・アイがやってきましたので、引き続きそれをやっていく中で、「弁護士相談会」という

のを実施しております。 

 また、支援者の育成に関しましては、先ほどのオープンカレッジ 2017のような実践現場を通

じた支援者育成の他に、セミナー形式のものも 5講座やっております。 

 次に、参加展示会等の開催というこういったお題もありまして、こちらは障がいのある人の調

査・発掘・評価というところで、美術と舞台芸術、両方の分野にわたって事業を実施しました。

美術分野に関しましては、もう一冊のほうの「about me～”わたし”を知って～」という、こう

した展覧会の後記というのを冊子にまとめています。障がいのある方の美術分野に関しまして

は、最近どんどんと気運も高まり、色々な場所で色々と活動が始まっている中で、どうしても作

品至上主義的な方に傾きがちな流れが今あるように感じましたので、もう一度ちょっと福祉側

の視点で、障がいのある方の美術表現活動がどういう形で彼らの支援になっているか？という

のを、もう一度考察して見直そうとした展示会を開催しました。 

ここには大阪府下の事業所が、5つの事業所とビッグ・アイのアトリエの現代アーティストが

加わって、こちらも 3ヶ月間の調査と評価に時間をかけて展覧会をしております。ネットワーク

づくりということに関しましても、この参加展示会等の開催で、色々な人間が関わっていて実行

委員会形式にして、もう一回福祉の視点と芸術の視点で、障がい者の表現活動を見直すというこ

とを、数回実行委員会の中で議論しました。都道府県との連携や大阪府事業の連携に関しまして

は、先ほどの「大阪府障がい者舞台芸術オープンカレッジ 2017」という舞台芸術の中での 15回

は、府との連携の授業になりますし、相互連携に関しては、こういった府下の事業所やアーティ

ストが一緒に一つの事業を作っていくという形で連携をしております。 
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 次に全国連携事務局の役割としましては、厚生労働省の障害者芸術文化活動普及支援事業に

採択されました。全国の団体の中の舞台芸術を担当する団体を、ビッグ・アイが取りまとめると

いう役割で、約一年間事業を実施しました。こういった会議の開催であったり、全国で行われた

団体の、活動の報告会を 1月にビッグ・アイで開催したり、最終的にそうしたものを今度は、成

果物として、報告書にまとめているのを今現在制作中でございます。日本を 7つのブロックに分

けた地域に、広域支援センターというのがあるのですけれど、近畿・九州ブロックに関しまして

は、不在というところで、こちらの役目も全国連携事務局として担うことになりました。こちら

に関しましては、近畿・九州ブロック舞台芸術分野の広域支援ということで、ブロック会議の開

催や、研修会、また全国でこういった普及支援事業を実施されていない都道府県に関しましては、

そちらの未実施県の説明会というものも開催をして、普及支援事業がどういった事業か、といっ

たところの周知と、実施に繋がる意見交換会を行っております。こうした未実施県を訪問調査す

るということもビッグ・アイの方では行いました。 

 次に、すべての障がい者の交流というところで、ビッグ・アイの中でも、文化事業意外にもホ

テル・レストランなどの事業がありますので、こういった様々な多様な事業を通じて、地域の

色々な方が交流できる事業に取り組んでおります。地域交流事業としましては、ビッグ・アイサ

ポーター、ボランティアさんの運営、ボランティアさんが色々な事業に関わっていくということ

の事業をしているのと、またボランティアさんの中からサークルが二つ生まれておりますので、

こちらのサポートもしております。 

 大阪府委託協力事業としましては、前回「共に生きる障がい者展(ともいき)」を地域交流事業

として実施しております。 

 次に大規模災害時の後方支援事業としまして、大規模災害時の後方支援のボランティア・リー

ダーや、障がい種別に応じた支援のできる人材育成を行い、これは平成 24 年度から実施してい

る視聴覚障がい者の特性に応じた、ボランティア・リーダーの養成も含めて、現在は実施してお

ります。平成 28 年度より、災害時における事業継続や復旧計画という「BCP 講座」というのも

自主事業で行い、災害時のあとに福祉事業所や施設がすぐに事業開始できるような、運営体制を

可能にするような講座を実施しております。 

その他の事業①としましては、情報発信事業として、フリースペースでありますバリアフリー

プラザの運営や、法人ページの運営、二次利用による障がい者アートの普及ということで、これ

はグッズのデザインや、今年もあったのですけれどビッグ・アイで入選された方の作品のデザイ

ンを利用して、雑貨なんかをパブリックにしたりとか、またノートやクリアファイルなど、そう

いった二次利用の事業もしております。 

 その他の事業②は、啓発調査研究事業ということなのですけれど、こちらはかなりここ何年か

年々増えてきまして、相談事業ということで先ほどの普及支援と共にやっている事業ですが、舞

台芸術に関しては、年間 132件の相談を受けております。美術に関しては 67件です。具体的に

そういった相談を受けた後、実際その現場で見せてほしい、やってほしい、という相談もありま

して、特に観賞支援が多いのですけれど、観賞支援のコーディネートというか、実際に字幕を作

って来たのですけれど、川崎にありますアミューズ川崎で、聴覚障がいの方もクラシック音楽を

聴いていただきたいということで字幕の制作を行いました。 

 また、昨年、奈良県で行われました国民文化祭・障文祭の中で、たんぽぽの家が「鳥の仏教」

という演劇を行ったのですけれど、「鳥の仏教」の字幕制作も監修させていただきました。 
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 次に人材育成事業です。これも啓発調査と繋がるのですけれど、ビッグ・アイの中で事業を体

験したいとか、どういう形で障がいのある方の芸術活動を、日々仕事をしているか、というのを

知りたいというところの問い合わせも多く、総勢で昨年は 7 名のインターンシップの受け入れ

を行っております。芸団協のほうから 1名、聴覚障がいの方が 3ヶ月と、近畿大学の文芸学部か

ら 1名 45 日間、松原高校は夏休みの短期体験ということで 2日間で 2名来ました。こころアー

トというのは東京の障がい者の美術活動を支援する団体、こちらから 1 名、また日本財団

DIVERSITY IN THE ARTSという、障がいのある方の美術活動をしている団体から 2名が、4事業

に参加をしております。 

 その他の事業④の連携事業に関しましては、NPO法人 ゆめ風基金で、「障がい者防災リーダー

養成講座」。障がい者自身が防災リーダーになる、という講座を共催で行っております。その他、

堺市連携事業としては、障がい者の学習支援事業、桃山学院大学連携事業として社会福祉、フィ

ールドワーク活動。プール学院との大学連携事業として、発達障がいフォーラム。プール学院大

学、阪南病院との事業連携としましては、発達障がいの相談支援事業を行っております。こちら

が年間を通じた事業の参加数です。 

 事業数に関しましては、若干増えているように見えるのですけれど、こういった大きな舞台の

公演事業は予算もかなりかかりますので、どんどんとできなくなってきていて、さっきのアトリ

エのような小さな事業を毎週一回やるとかという、アトリエ事業とかそういったもので回数が

増えてきている。当然、大きな舞台事業のように一気に何千人とか、1,000人とか 800人が来れ

ないので、逆に観客の数というか参加数は少し減ってきているというのが現状です。障がい者の

参加率は、平成 25 年度からどんどん右に上がっていって、これは事業のプログラムの作り方も

ありますし、もう一つはやはり障がいのある方の文化芸術の感心も、年々ここ数年高まっている

というのも相まって、こうやって右肩上がりでどんどん障がい者の参加率が上がってきている

のだと思っております。また、平成 29年度に関しましては、74.2%の参加率でした。駆け足です

が以上です。 

 

【司会】 

 次に就労支援・職業体験事業を報告させていただきます。 

 

【飯島課長】 

 就労支援・職業体験事業に関しましては、業務課全体として障がいのある方の職場体験を受け

入れていくということで 4 年を過ぎました。この 4 年間で 1,482 日の職場体験を実施しており

ます。平成 29 年度に関しましては、304 件ということで実施いたしました。これはビッグ・ア

イの付加価値を高める事業であると同時に、業務課として本来持っておかなければいけない機

能として位置づけてやっております。例えば、シェルター利用であるとか、レスパイト機能を充

実させていくというような側面からもですね、いわゆる宿泊室、ホテルの運営をしているだけで

はなくて、世の中の障がいのある方に対するアクセシビリティを高めて参加してもらうような

仕組みを、日々切磋琢磨しながらやっております。以上です。 

 

【事務局】 

 もうしばらく、申し訳ございません。3 の平成 29 年度決算ということで報告させていただき
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ます。資料では 61ページからになります。 

 事前に、計算書のほうは皆様にお送りさせていただいていますが、相当細かい数字になってお

りますので、概要説明ということで概要の方を説明させていただきます。 

 61 ページ、平成 28年度・29年度増減額ということで書いております。大幅に減りましたのは

先ほどから何度かお題に出ております国庫委託事業収入が 3,500 万円ほど減っております。利

用者負担事業収入ですが、1,800 万円ほど減っております。稼働率が平成 28 年度は落ちている

というところになっております。それと、大阪府委託事業の方は 900 万円増えておりますが、先

ほど鈴木の方からありましたように、大阪府のコンクール事業を一緒にするというで加算され

ております。以下はご覧の通りでございます。 

ビッグ・アイは、この大きなところで 5つの収入がございます。しかし、一つ目の国庫委託事

業収入の 3,500 万円が減っているのですが、その内訳で施設管理費の方のマイナスが 350 万円

程度で、事業費が 3,200万円程度減っているというようなことです。 

 次の 62 ページは支出の部でございます。1 と 3 と 5 ですけれど、これはほぼゼロで精算をさ

せていただいておりますので、収入額と同額でございます。利用者負担の方が、約 3,300万円ほ

どの経費の削減をさせていただいたというふうなことであります。 

 そして平成 29年度の決算なのですけれど、事業収支差額で 125,231円を出しまして、それを

平成 30 年度に繰り越させていただく予定としております。これが大きなところの数字でござい

ます。 

それで私どもビッグ・アイの事業ですが、利用者負担収入が非常に大きなファクターを占めて

おりまして、参考までに利用者負担収入の比率ということで円グラフをお示しております。宿泊

が 41%ございます。先ほど飯島のほうから報告がありましたように、ホールや研修室はほぼ毎年

変わりません。ということで、宿泊の増減が非常に大きな収入の増減となりますので、宿泊をし

っかり入れていくというところがビッグ・アイの安定経営の使命となっております。 

 それで 64 ページには、施設管理費の支出額を科目別に書いております。少し数字の変わった

ところで言いますと、上から八つ目の通信運搬費で 140 万円ほど減っておりますが、事業費で情

報誌を発行しておりましたが、その情報誌を平成 28 年度末をもって止めまして、そのため通信

運搬送料が減っております。それと建物維持費が 370 万円ほど減っておりますが、他の部分は固

定経費となっておりまして、建物維持費の修繕費という部分なのですけれど、壊れたらなおす、

もしくは壊れるまでということになりまして、どうしてもこの部分が増減の弾力ということに

なっております。 

 65 ページでございます。これは事業費の増減を書いておりますが、先ほど言いましたように

総額で 3,200 万円減っておりますので、軒並みに全てを減らして支出しているというような状

況でございます。 

 次に 66 ページの方ですが、利用者負担事業の支出額でございます。ここで大きく数字が変わ

っているのは、まず人件費で 670万円ほどの削減に成功しました。以前、平成 28年度までは、

従業員すべてをフルタイムで雇用していたのですけれど、それを半分時間のみのパートタイム

ということに入れ替えることによってここまでの削減が成功しました。 

 あと雑役務費なのですが、大きなところで言いますと送客手数料、いわゆる旅行会社に支払う

手数料ですが、300万円ほどの削減に成功しました。というか旅行会社を間にしていますと、利

用人数は非常に増えます。けれどもその分の手数料がかかってきまして、そのようなところで削
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減に成功しております。 

 次に私どもが「サービス経費」と言っている部分があるのですけれど、客室に置いてあります

お茶とかアメニティのグッズなどが、平成 28年度よりずいぶん安価なものにさせていただきま

した。それによりまして、300万円ほどの削減もさせていただいております。そのようなものを

下げますと、お客さんが減るかなというふうなサービス低下というお客さんの印象があったの

ですけれど、ずいぶん前にありました楽天の評価が非常に高いですので、余り良いものを置かな

くても良いかなというようなところで結果として成功しております。 

 67 ページの 5番では、大阪府の委託事業ということで、これは 900万円ほど増えております。

これは先ほど言いました通りコンテスト事業分が増えております。 

 次に 68 ページは自主事業でございます。自主事業収入は参加者のお客様からいただく参加費

と利用者負担事業費から一部導入しまして、この事業をしていて 200 万円ほど増額しておりま

す。ここまでの数字なのですけれど、今、計算書類の方はビッグ・アイの会計規程 54 条に基づ

き、5 月 17 日に内部監査を実施していただきました。監査人は各構成員から選出をしており、

まず一人目は社会福祉法人 大阪障害者自立支援協会の木村常務理事と株式会社 ナイス ソー

シャルファーム事業部のタオカ次長の方にお願いをしまして、5月 17日に実施しました。 

 69 ページで内部監査報告書を付けておりますが、監査人であります木村常務理事から内部監

査の報告をしていただきたいと思います。 

 

【木村常務理事】 

 それでは、内部監査報告をさせていただきます。「国際障害者交流センター内部監査報告書」 

 平成 29 年 4月 1日～平成 30年 3月 31日までの事業報告書、貸借対照表、収支計算書、付属

明細書及び各証憑書類を監査した結果、いずれも適応・適正に処理され記載されているものと認

める。以上、平成 30年 5月 17日。監査人 田岡秀朋 監査人 木村 重、以上でございます。 

 

【司会】 

 ありがとうございます。すべての書類を確認していただいております。それであともう少しに

なりますが、次に 70ページになります。公のお金ですね、国からいただいているお金と大阪府

からいただいているお金はすべて「ゼロ精算」ということでさせていただいております。 

ゼロ精算は現実問題できませんので、実際は少しオーバーをして予算を組ませていただきまし

て、その足らずを利用者負担の方で負担させていただいているという表が 70 ページの表になり

ます。平成 29年度におきましては、国費においては 2,469,314 円、大阪府の委託事業に関して

は 177,849 円を利用者負担でさせていただいております。自主事業はもとより自主財源で行い

ますので、これらは利用者負担事業の収益に基づいて実施しております。ここまでが事前にお送

りをさせていただいた資料なのですが、5 月 29 日に開催をしました運営協議会の時に委員の方

から科目別の決算書類だと、どの事業にどれだけのコストがかかったか分からないというご指

摘を受けましたので、今回追加で 71 ページの「記載事業の一覧」で、それぞれのコストを書い

ております。それと 72ページには縦横表で国際交流・芸術文化すべての人の交流、大規模災害

時の支援・その他の事業ということで国費、自主事業、大阪府、大きな財源ですね。この財源の

中でどういう経費を支出したか、というのを一覧にしております。それと、この詳しい表は皆さ

んの机上にあります、平成 29年度事業別支出一覧(A3横表)になりますが、こちらの方へ科目別
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に記載しておりますのでもう少し詳しい資料になります。長くなりまして申し訳ございません。

これですべての事業報告と決算の報告を終わらせていただきます。委員長、よろしくお願いいた

します。 

 

【小澤委員長】 

 ありがとうございました。議案の 1番と 2番を通して説明と報告をしていただきましたので、

若干、非常に長い時間ではあるのですけれど、内容的にはそれぞれの報告に沿ってお話をしてい

ただきましたので、以下はただいまの報告に関しましての質疑を行いたいというふうに思って

おりますので、よろしくお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。基本的には今の説明の

順番は特にありませんので、お気づきの点からご意見・ご質問があればありがたいかなと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

【生越委員】 

 よろしいでしょうか。 

 

【小澤委員長】 

 はい、どうぞ。 

 

【生越委員】 

 ご説明ありがとうございました。では私の方から 5 点ばかりご質問をさせていただきたいと

思います。最初に利用状況のところでございますが、宿泊状況のご説明をいただいたのですけれ

ど、外国人の障がい者の方の宿泊数、絶対数が 220名ほど減っておられると思うのですが、この

要因は何か特別なものがあるということなのでしょうか。 

 「外国人宿泊者(障がい者)の数の推移」という資料を付けていただいているかと思いますが、

例年、平成 28年度から比べて、平成 29年度から 220 名ぐらい減っておられるのですけれど、そ

れは何か特別な要因があるのでしょうか。 

 

【事務局】 

 「利用が少なかった」というのが正直な結論なのですけれど、実はこの平成 29年度は特殊で

ございまして、ここには記されていないのですが、海外から特にアジアから来られる方の、旅行

団体のキャンセルが非常に多かったのです。理由はアジア情勢の不安定化がありまして、去年の

10 月から 12 月にかけてはキャンセルが数件続きました。その中に障がい者団体を含んでおりま

して、障がい者団体のほとんどが台湾と韓国なのです。韓国関係が 5・6件キャンセルになった

というような条件でございます。 

 

【生越委員】 

 分かりました。ではちょっと続けさせていただきまして、20 ページの施設管理費の構成とい

うところで「建物維持費」について、ここの費用が減っていますというご説明をいただいたかと

思いますが、建物設備の維持については、修繕計画に基づいて継続的に補修をするということが

非常に重要だというふうに思うのですけれど、その点でここの維持費の経費の減少ということ
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が、中長期的に建物維持管理するという面から、問題がないのかどうかと。こういう点をどのよ

うに考えておられるのかということを少しお聞きしたいなと思います。 

 

【事務局】 

 建物の維持なのですけれど、この建物維持費の中には一つ保守点検費ですね。点検費が約半分

ほどで、残りの半分が修繕費となっているのですけれど、それ以外にこのように大きな建物です

から、国から直接していただける、私ども厚生労働省の中では「各所修繕」というような修理方

法と、我々委託費の中でさせていただく大体 100万円程度までの修繕の二つがございます。それ

で修繕計画なのですけれど、築が今から 17年前ですので、築から 50年後、建ってから築 50年

までが、一応専門家の 1級建築士に見ていただきまして、この年には何をすべきこの年には何を

すべきということで一覧表を作っていただいております。その表に基づいて修繕をするという

ことにはなるのですが、如何せん年を送って送って、というふうな状況が現実でございます。専

門家から見て、例えばある一つのことに関して、25 年に一度交換しなければならないというこ

とではあるのですけれど、現状支障がなければ延ばしているという状況でして、そういう意味で

ここを節約しているというふうなところでございます。ご指摘の通りここをしっかりしていか

ないと、建物を 50 年も持たせることができませんので、その認識は強く持っておりますが、如

何せん追いつかないというところです。 

 

【生越委員】 

 なかなか予算がある中で難しい課題かと思いますけれど、維持管理のためには継続的に実施

するのが非常に重要なことだと思いますので、そこは重要なことかなと思います。 

続きまして、ちょっと私の理解が十分でないところがあるのかなと思いますので、ちょっと教

えて頂きたいんですが、37 ページのやった事業の中の「ビッグ・アイ アートプロジェクト」

につきまして、こちらのご説明の中で 2018年は実施されるが、2019年から一旦お辞めになられ

ると。そういう理解で。 

 

【事務局】 

平成 29 年度で終わりましたってことです。 

 

【生越委員】 

やっぱりそういうこと。 

 

【事務局】 

そうです。ただ平成 29年度に作品を 52作品選んでいますので、この 52作品に関しては展示

をしていかないといけないもので、大阪での展示に関しましては、大阪府の事業の中で展覧会を

開いて、東京に関しましては日本財団の方で主催されるところに作品を提供して、連携協力して

ちょうど今、毎年やっている文化村で展覧会を日本財団主催で今やって頂いている。だから事業

は一旦 2017年。 

 

【生越委員】 
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2017 年ですね。 

 

【事務局】 

はい。2017年で閉じて 2018年からはもう公募事業はやらないということです。 

 

【生越委員】 

ありがとうございます。このアートプロジェクトというのは、非常に障がい者の方の表現活動

の場としてすごく良い活動でいらっしゃるというふうに私は思っておりましたし、それからこ

のプロジェクトで応募された作品を通して、また巡回されたりとか、ほかの事業への広がりとい

うものが非常に出来ていた、そういうプロジェクトだというふうに理解しておりましたので、非

常に残念だなというふうには思っております。すごく残念なんですけれども、この表現活動の場、

これだけたくさんの応募の作品数、それから参加者の方というのもどんどん増えてきたという

中で、障がい者の皆さんが表現をされる場というようなものを新たに考えていらっしゃるとか、

このプロジェクトの成果をどういうふうに今後展開されていくのか、というところも少し教え

て頂ければと思います。 

 

【事務局】 

本当におっしゃる通りで、ちょうど 7年間やったんですけれども、数字もかなり増えてはきて

いるんで、それだけではなくて海外とのネットワークや共同の作業も生まれてきましたので。  

一つはやっぱり続ける予算がないというのは大きな理由です。この 7 年で培ったノウハウとい

うのはあるので、それをどう活かして事業に今度は展開していくかというところでは、ちょっと

この中でも言いました、厚生労働省の方でされている普及支援事業の中の「支援センター事業」

というので、大阪府の方でこういった美術活動に関しては、こういった海外展開までは出来るか

というところは難しいですけれども、表現活動に関しましては、こちらのほうに継続して、こう

いった、大きなこのくらいの事業は出来ないですけれども、府の事業のほうで展開していきたい

というのと、大阪府の事業の、さっき映像で見て頂いたものなんですけど、これまで大阪府の事

業というのは、府内に住んでいるか働いているかという参加対象だったのを、いろいろ大阪府さ

んとも協議しまして、府外でも参加できるというふうにして頂いたところを、やっぱりビッグ・

アイの事業に関しましては、これまでも他府県からも多かったので、やっぱり府外からもたくさ

ん来て頂くとき、そういった形で継続してやっていきたいというのと、もう一点はほかの財源を

どう入れていくかというところで、それは今回展覧会をやっている日本財団さんの方で、主催で

やって頂くというのをずっと交渉していってやっていったのと、この公募事業に関しましても

日本財団さんの方で、引き継いでやって頂くというところで、そちらはいろんな面で協力させて

頂くというふうに決まっております。 

 

【生越委員】 

ありがとうございます。パンフレット机の上に置いて頂いている日本財団。障がい者さんが表

現の場というものを引き続き、ここに新たにはあるといったところでしょうか。ありがとうござ

います。あと二点は細かいところでございますが、56 ページで事業に対しての障がい者の３箇

条というふうにまとめて頂いているんですけれども、この参加者数は 55ページのこの参加者数
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というのが障がい者の方の人数ということでよろしいですか。 

 

【事務局】 

すいません。参加数はこの 55ページの棒グラフの方は障がい、健常、関係無い参加者数です。 

 

【生越委員】 

そうですね。障がい者らの方の参加というのが率になっているので、是非こちらも人数でも見

せて頂きたいなと。それはございますか。 

 

【事務局】 

この A3 横表のホッチキス止めの一番後ろに、全ての事業の人数を出しています。 

 

【生越委員】 

ありがとうございます。一番後ろですね。 

 

【事務局】 

それで見ますと障がい者の方が 3,914人。 

 

【生越委員】 

ということですね。率になると分母との関係で、高かったり低かったりで絶対人数とはまた違

う形で見えてしまいますので、推移としてこの29年度3,900名の方のご参加ということですが、

過去からの推移として、どれだけ障がい者の方も参加頂けているのかというのは、障がい者が主

役ということを起案、承認されているので、人数で見て頂くというのも一つよろしいのかなとい

うふうに思います。最後の点ですが、こちらも非常に細かいんですけれども、収支の計算書を付

けて頂いているんですが、別途頂いているんですが、収支計算書の５ページ目ですかね。利用者

負担事業費のところで予算に対して実際の決算額が結果増えている、５ページでございますけ

ど。収支計算書。その他雑役務というところで細かいんですが 500万円ぐらい予算を超過してい

る実績になっていると。雑ということなので、雑多なものが集まりなのかなというふうに思った

りもしたんですが、この予算超過の主な理由というのはどういうものなのかというのを教えて

頂ければと思います。 

 

【事務局】 

この予算額は補正後の予算になっておりますので、当初予算とは少し変わっております。了承

して頂きまして、雑役務の雑役務費なんですけれども、最終的に本社の経費が当然かかってまい

ります、2社でやっておりまして。そこの部分を年度末の方でここに入れてしまいますので、大

きな数字になっております。これは各構成員の事務費、それと給与計算との人件費、そういうよ

うなものが含まれておりまして、ここの部分で賄っております。 

それと総額で大きく伸びましたのは、少し飯島の発表の中であったんですけれども、実は夜間

の勤務者の給料体系を見直しまして、その中で私の記憶の中では 500 万円程度増額しておりま

す。24 時間をきっちり勤務させるというのと、それとどうしてもホテルですので夜 6時から 11・
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12 時ぐらいまでのチェックインの時間帯が非常に忙しいですので、そこの増員等を図った結果、

時間外等で増えまして。人件費の増額とは見えておりませんが、補正後の額ですので当初の分よ

りも相当増えたということでご理解して頂けたらと思います。大きなところではまず雑役務費

が大きな数字が載っているのは、本社の管理費ということをお考え下さい。それと大きく増えた

ところは人件費ということです。 

 

【生越委員】 

はい。ありがとうございます。私からは以上です。 

 

【小澤委員長】 

ありがとうございました。非常に重要な質問とご意見が入っていたと思いまして、私も非常に

最初の 15ページでしたか、外国の台湾・韓国の方が平成 28年度の中でも多いということでした

けど、696 が 474、母数が相当に違う。パーセンテージが相当高くなっている。これも、もうち

ょっと中身の分析があると良いと言ってたんですけど、要するに障がいの団体やその他の方が、

日本に来るということの意味がどういうことなんだろうかということですね。その辺りの分析

があると良いのかなと。例えば国際的な何らかの会議があったから、それに関連して増えている

というと定常的でないような感じがするし、それからこういった国々のかなりの経済水準も上

がって、どこの国も障がい者の旅行というと、一般国民旅行がまず先にあって、その後に障がい

者旅行っていう、経済水準が相当上がってくるとそうなってくるので、台湾や韓国もそういう状

況になりつつあるのかなとか、いろいろ背景があって、そうするとターゲットにすべきマーケテ

ィングは一体どこなのかというのは何となく分析できるのかなと思ってみたりとか、この数字

のもうちょっと背景があるとありがたいと思った次第なんですが、それはもうこの数字以上の

ことは。 

 

【事務局】 

承知致しました。調べることは可能です。平成 28 年度、平成 29 年度はこの平成 28 年の 600

人と平成 29 年度の 470人ですが、海外の障がい者の方は、ほとんどが台湾と韓国の障がい者団

体です。個人の方が非常に少ないです。先ほど小澤先生がおっしゃりましたように、平成 26 年

から平成 27 年がアジアからの一般客が増えました。その後を追いかけるような形で障がい者団

体が増えました。障がい者を専門に扱っている旅行者とのお付き合いが、３社か 4社ぐらい国内

の日本の法人なんですけれども、台湾の方が日本におられて、台湾の障がい者団体を受け入れる

という、韓国の方を受け入れる方々というのが、そういうエージェントと３社ほどのお付き合い

が始まりましたので平成 28・29年がこれぐらい伸びたということでございます。 

 

【小澤委員長】 

ありがとうございました。これ逆に日本の障がいの人達が、最近 JTB とか近畿日本ツーリスト

とか、いろんな企業が障がい者旅行に相当力を入れていますよね、高齢者も含めて。だから、逆

に向こうの台湾・韓国からそういう、押し出すということの受け皿のために、日本の障がいのお

持ちの方がヨーロッパとかアメリカとかたくさん旅行に行って、その旅行体験記を、いろんな障

がい者団体のニュースレターが私のところに良く届くんですけど、読むとたくさん出ているん
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ですね。だから、ノウハウは逆に言うと日本の人達を外に送り出す時の、一体どういうようなニ

ーズがあって、どんなノウハウがあるのかって、日本の旅行会社も結構今力を入れているので、

そこから情報を取るとその受け入れる側、つまりこの話しは逆になっていて、台湾・韓国の障が

いの方から見ると、受け入れる側が日本ですよね。その辺りが何か一つ、このビッグ・アイの設

立趣旨とも関係が深いので、この辺りちょっと強化が出来るといいなと思って聞かせて頂きま

したので、今後是非ですね、特に一般の旅行客は当然、前回の経営委員会でもありましたけど、

大阪の宿泊事情が大幅に別名からすると改善するというか、別名からすると非常に競争が激化

するということは前回言われていましたので、あと民泊も 6月 1日以降解除されるわけだから、

多分一般の方が増加するというのは、相当に困難な状態だと考えるのも良くて、そうするとこの

辺りが一番、何かすごく重要な今後のあり方のヒントになるのかなと、聞かせて頂きましたので

是非力を入れて頂けたらと思います。 

それともう一点は、今僕もすごい聞きながら残念には思っていたんだけども、37ページの「ビ

ッグ・アイ アートプロジェクト」が平成 29年度をもって終了で、これがやっぱり残念な気が

してしょうがないですね。というのは、これだけ蓄積してきて応募が増えてということは、つま

り別名からすると、これがすごく知名度を上げているわけですよね。もうはっきり言うと、多分

障がいの方々にとると、この応募がかなり目標になっていたと。別名が、すごいブランドが出来

上がりつつある状況なんですよね。審査員の方を見るとかなり一流の方が審査されているので、

私が見ても、これはその気になれば映画祭ではないですけど、それなりの孤高を目指すぞ！とい

うような、それこそすごい重要な知名度を上げる戦略でもあるので、そんなことを考えると確か

に状況を考えるとやむなしという気もしますけど、何かちょっとこの辺りのノウハウの、という

だけではなくて、やっぱりこういったことを含めて、これを目指して頑張っている人に、ビッグ・

アイが非常に何らかの形で PR できる場でもあったので、ちょっと何か今後、もうちょっと検討

して頂くとありがたいかな。仮に継続しないにしても、かなりそれを目指すような方向性がはっ

きり出るようなものに引き続き継続してほしいなというような思いはありますので、その辺り

も是非よろしくお願いしたいと思います。はい、すいません。今の質疑からちょっとそうだなと。

聞かせて頂いたところ。 

こちらのほうへ移ります。他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

【梶本委員】 

「ビッグ・アイ アートプロジェクト」に私も全くここに感謝している。その点で少し別の観

点からお伺いしたいんですが、62ページで平成 28年度は１３９０万円の事業活動収支差額が出

たんですけど、平成 29年で繰り越し額を全部帳消しになっています。平成 29年度は関係者のご

努力で、ほんとにわずかですけど 125,000円の黒字額。前のページですね、収入の国庫委託事業

収入が、平成 28 年から平成 29 年度が 1 億 8,600 万から 1 億 5000 万、3,500 万ほど減っている

中で、今収支の見込みにこのくらいということは、経営的には非常に努力しはったんだなという

ふうに思います。   

先ほど田仲室長のご挨拶の中で、平成 30年度の主な予算、これからですけど、平成 30年度の

国庫予算は、努力としては平成 29 年度と同額を確保したいというご挨拶を頂いたように思うん

ですが、それは 10%削減になるのかどうかというのは、これからの努力の賜物と思います。その

数字で理解させて頂いてよろしいですね。1 億 5000万。若干減るかも分からないけど１億 5000
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万はいけるだろうと。 

 

【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室長 田仲 教泰様】 

確約は出来ないですけど。それでお願いします。 

 

【梶本委員】 

では 29 年度は、さっきの「ビッグ・アイ アートプロジェクト」は、この予算の中で一緒に

出来て、来年度もそれに近い額の総収入が期待される感じですね。まるごと「ビッグ・アイ ア

ートプロジェクト」の予算が無いからと言って辞めちゃうということは、29 年度内予算で確保

出来るんと違う？ちょっと努力すれば、何か今後の余地があるのではないかなというふうに、予

算面からはそういう感じで分かるんですが。まずそれだけお聞きしたかった。 

 

【小澤委員長】 

ということであります。いかがでしょう。それでは事務局よろしくお願い致します。 

 

【事務局】 

29 年度も実は一定額の予算額なんですね。一つは大阪府がコンクールをやっていましたので、

そこと連携して実は 29年度「ビッグ・アイ アートプロジェクト」という名前だけではなくて

「大阪府現代アートに輝く新星プロジェクト」という 2つの名前で、何とかビッグ・アイ アー

トプロジェクトをやった。大阪府の 30年度の事業の中には、コンクール事業をしないという、

府の一つの事業の苦難があったということと、もう一つはやっぱり 29年度はビッグ・アイの自

主事業費というのを、事業の中に導入して頂いたというところで、そういった色んなお金をかき

集めて、何とかぎりぎり継続したというのが 29年度の現状でした。 

30 年度に関してはこの原資というか、元になるものが。色々考えて色んなところに助成金・

補助金等にもしたんですけど、なかなかそういった、これだけの規模のものがなかなか継続して

いけるだけのものにはならなかったというところで、30 年度のほうは断念したというのが経緯

でございます。 

 

【梶本委員】 

分かりましたとはなかなか・・・。 

71 ページの 29年度事業別施設一覧表の中で、上から２番目が「ビッグ・アイ アートプロジェ

クト」全く 0になるのか、何かほかの方法。事業、他の企画なんか協力しながら何らかの形で、

まるまるの形では残らなくても、『もの』というかアートに関するものを継続して頂けるという

ふうに理解をしていくんでしょうか。 

 

【事務局】 

はい。「ビッグ・アイ アートプロジェクト」そのものが、ビッグ・アイ主体で動いていくと

いう、財源もありませんので、ただ大阪府の事業の中で、一つはこういった美術の表現活動を展

開していくというところで展覧会は今年も行いますし、表現活動に関しましてはワークショッ

プという形でやっていきます。アートプロジェクトのこの入選作品募集事業に関しましては、日
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本財団の方で主体になりますけど、ビッグ・アイも協力して、こちらで審査会も例年通り行って

頂けるということですので、これまで参加されてきた方にも、色んな思いはあるのも重々承知し

ておりますが、とにかく全くなくすということよりも、どこかで何か継続していける方法という

ところで判断した次第であります。 

 

【梶本委員】 

えらいしつこいようですが、公募のほうは。日本財団の方の。 

 

【事務局】 

はい。同じ形で今お手元にあります、この作品募集っていう。ほぼ審査員の方もこれまでの方

と、ほぼ同じ方も入れて頂くことも出来ましたので。 

 

【梶本委員】 

展示の方はまたそれを工夫して。 

 

【事務局】 

そうですね。展示に関しましてはビッグ・アイが、じゃ作品どうやって選んでいくかというこ

とに関しましては、大阪府の事業の方の中で、今後引き続きやっていきたいなというふうに思っ

ております。 

 

【梶本委員】 

はい。よろしくお願いします。ついでに 71ページに平成 29年度事業別収支一覧というのが載

っているんですが、これが話題になっている「ビッグ・アイ アートプロジェクト」作品展以外

の項目で何か今年度変化ありそうですか。 

 

【事務局】 

やっぱり、この「ビッグ・アイ アートプロジェクト」だけになると、ビッグ・アイの名前が

結構全国の色んなところに知って頂けるようになりまして、7月に大分県で、今年全国障がい者

芸術文化際の大分大会がございます。そちらでこの劇場体験のプログラムを大分の方でやって

ほしいということで、大分県で劇場体験プログラムをやります。それ以外でのこの「ビッグ・ア

イ アートプロジェクト」話題のアートプロジェクトですね、こちらも大分県立美術館で、障が

い者文化際の中で、展示の方をして頂けるということが決まっております。 

あと昨年この応募から選びました 52 作品、国際交流事業として国の事業の中で香港からご招

待頂きまして、香港の障がい者団体と一緒に、こちらの作家さんも一緒に展示場に行って、作品

と人の交流ということを目的に、8月に香港で展覧会をやる予定になっています。 

 

【梶本委員】 

ありがとうございます。それで僕は結論的に聞かないと、国際 1からその他 3まで、ざっと、

平成 29 年になくなるというものはないということですね。 

 



22 
 

【事務局】 

平成 30 年度に関しましては、作品募集というものはなくなります。ビッグ・アイ主催ではな

くなります。 

 

【梶本委員】 

芸術 4になるわけ。 

 

【事務局】 

芸術 4ですね。これは日本財団のさっきのチラシにもある募集事業に変わります。 

それ以外のものに関しましては、ビッグ・アイステージもないです。スペシャルステージでの狂

言も平成 30 年度は行いません。芸術の 2ですね。入選作品展という国際の日程が今年あります

けれども、どの作品を使っていくかというのは、作品募集を今年度はやらないので、今後それを

どういう作品を使っていくか、という企画を新たにしていかないといけないというのが平成 30

年度の現状です。 

 

【梶本委員】 

いろいろご苦労はあると思います。よろしくお願いします。もう１つ細かいです、この 57 ペ

ージの就労支援職業体験事業、ここに書かれている大阪・・・に延べ 1,480 人に対して今日の受

け入れの実績を超えましたのは、これは訓練の場を提供して、そこで解決策なんかがございます

という理解で。 

 

【事務局】 

はい。 

 

【梶本委員】 

そこでは申請するのは難しいかも分からないけれども、体験された方がそれぞれの派遣の方

の支援学校だとか、実際の事業所とか、就労支援から実際に何らかの形で就労に結びつくかとい

うのは詳しくしないと。. 

 

【事務局】 

実は、昨年はちょっと出来なかったですけれども、平成 27 年度に追跡調査というのをやって

おりまして、約 3割の方が就労状態になったという報告を受けています。それは本当に短期間の

職場体験ですので、最終的に就労に近い訓練をされた方が、ビッグ・アイで仕上げられたという

のが結果も一つあるのかなというふうには考えております。状況的には支援学校の方が中心に

なっていますので、これまで通りぐらいの、ずっと継続的にやっておりますので、一定就職して

るという声は聞いております。 

 

【梶本委員】 

はい。ありがとうございます。 
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【小澤委員長】 

はい。よろしいですか。引き続きましてよろしくお願いします。 

 

【比嘉委員】 

すいません。さっきの皆さんがお話ししている「ビッグ・アイ アートプロジェクト」なんで

すけれども、これ日本財団では・・・削減というのはやっていますね。 

これパンフレットを見ると主催が日本財団で協力がビッグ・アイということになっているんで

すけれども、これは協力というのはどういうふうに関わってくるんですか。実際ビッグ・アイ。 

 

【事務局】 

まず審査会なんですけれども、企画の概要をほぼビッグ・アイが今までやってきたことをその

まま引き継いでやって頂きますので、一般的な海外のコンクールというのは、書類審査をして数

をかなり絞った上で審査するんですけれども、国内に関しても、ほぼ応募作品全部を書類審査な

しで見るというのが特徴でして、これにはかなり広いスペースが必要になってくるということ

で、施設の方をこちらで今まで通り利用して頂いて、審査をして頂く。そこに対して全然ビッグ・

アイのスタッフが知らんぷりではなくて、お手伝いすることもありますし、これまでの大阪を初

め他府県の公募協力、応募者への公募の協力であったりとか、ノウハウというか、これまでのか

なり大掛かりな審査会場になってきますので、そういった技術的なサポートとか、そういったも

のを協力という形では考えております。現在、今広報の協力ということはさせて頂いていて、ビ

ッグ・アイの配下であったりとか、問い合わせなんかもかなりビッグ・アイの方に来ていまして、

一応、これが日本財団に変わります、というレターをこれまで応募した参加さんには、皆さんに

ご挨拶を出せておりまして、その関係でご連絡もいろいろ頂いたりしておりますので、そういう

ところにちょっとこういったご案内を対応させて頂いたという、そういった協力を現在やって

おります。 

 

【比嘉委員】 

ちょっと今後、日本財団への参加というか、これとその「ビッグ・アイ アートプロジェクト」

の事業という関係は、ちょっと私は良く理解できていないんですけれども、これは一応今までの

ビッグ・アイでやっていた「ビッグ・アイ アートプロジェクト」の後継事業になる形になって

いるんですか。 

 

【事務局】 

はい。後継というか、引き続き継続してやっていくという形で、ただ主催者が変わっていきま

すので、今後もしかしたら内容やプログラムは変わっていく可能性は 0ではないですけど、今の

段階ではこの形をそのまま引き継いで頂いているという。 

 

【比嘉委員】 

ではビッグ・アイ主催ではなくなるけれども、事業自体はずっと続いていくという理解でよろ

しいですね。 
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【事務局】 

そうです。はい。 

 

【小澤委員長】 

はい。どうもありがとうございました。いろいろ委員の皆様方から、やっぱりこの「ビッグ・

アイアートプロジェクト」というご意見が出ました。やっぱり、ただこの間の、ずっとビッグ・

アイのあり方の検討の中で、いかにこのセンターの国民的知名度を上げるかとか、これは私のイ

メージだとこういうことを継続すると、多分ブランド力みたいな。ここに応募することが、障が

い者のある種の芸術を目指そうという人の 1 つの門になるということで、かなり効果は高いな

というそのようなことも含めて、多分、委員の皆さんにとってみれば、なかなかこのことはかな

り重要事項だったのではないかな、というふうに思いましたので、実質的には様々な制約がある

ので大変とは思いますけれども、やっぱり何らかの形で、是非このビッグ・アイの関わりという

か、その辺りが対外的でも、委員も良く分かるような形で示して頂くとありがたいな、というの

がちょっと多分、様々な取り組みの中に色々入っていることかと思います。あと私ちょっと１点、

57 ページの就労支援職業体験事業というところで、これの取り組みというのは、要するに一般

的に障がい者の雇用・就労とは思えないぐらいに別の言い方すると社会のニーズに合わせてい

る感じですよね。要するに支援学校やその他、福祉や就労、それだけではなくて地域若者サポー

トステーション、その他大学、結論を言うと、様々な今社会問題が多々ある中で、薄々こういう

すごい重大な試みという、これが自主事業という理解でよろしいでしょうか。 

 

【事務局】 

はい。業務課の方でも、全面的にその業務の一環としてやっております。 

 

【小澤委員長】 

それはそうなんだろうと思うんですけど、こういうのって別名からすると、例えば就労移行支

援事業とかあるいは A型事業所・特例子会社やその他諸々、正直言うと補助金が得られる業務と

さして変わらないですよね。もちろん組織的にそれが可能とは思いませんけど、ただ一つ言うと

削減されている予算をもう一つ考えるとしたら、別のものが生まれないのかなと普通に考えま

すよね。だからこういったところがもうちょっと、自主で柔軟で素晴らしいなとは思うんですけ

ど逆にこの辺りから一つ、今後の柱というか何かの取り組みと、場合によっては既存の制度との

関係とかというのも整理して、可能性があればちょっと検討して頂くと、このままの削減の議論

をしていったら、当然せっかく良い取り組みがたくさん出てきているのに、削減される先にアー

トプロジェクトではないですけれど、なかなか広がる話しが出来なくなってしまうという、そん

な気がしたんです。 

 

【事務局】 

はい、すいません。これはちょっと経営的な案件なるかなと思いますけど。 

 

【司会】 

先生ありがとうございます。今、同じような考えを持っておりまして、色んな可能性を考えて
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現在検討中でございます。当然制度もございまして、それと国の施設でございます。それと２社

共同企業体でやって、色んな所がございますので、それを全部整理した後に、一定の方向性を出

したいなと思っておりまして、今整理検討中でございます。何とかこの年度内に方向性が見える

かなということで検討している最中でございます。 

 

【小澤委員長】 

はい。ありがとうございました。その他ほかに何かご意見・ご質問ありますでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

そうしましたら、この議案１番と 2 番は審議し、且つ承認をするかどうかをお諮りするとい

う、そういう議案でもありますので、ただ今いろいろご意見・ご質問出ましたけれども、大体今

後の対応とか、あるいは考え方もお聞きしましたので、議案 1番の平成 29年度の事業報告案と、

それから議案 2の平成 29年度の決算案に関しましてはいかがでしょうか。承認して頂けますで

しょうか。よろしいでしょうか。 

 

【委員】 

はい。 

 

【小澤委員長】 

ありがとうございました。もう１件の方は非常に重々、それを踏まえて、場合によってはその

ことを念頭に置いた取り組みをして頂くという、ちょっと若干そういったことも含めて、お伺い

したかったと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。そして今後の事業運営や事業展

開に活かして頂きたいと切に思います。そうしましたら、議案の 3番にはその他という点がござ

いますけれども、その他に関しまして事務局の方はございますでしょうか。 

 

【事務局】 

はい。平成 30 年度もう既に始まっております。平成 30 年度の事業計画につきましては 2 月

に開催しました運営協議会の方でご承認を頂きまして、既に実施しているところでございます

が、経営委員会の場では、そういう機会がございませんでしたので、本日その他のところで、皆

さんの机上には平成 30年度の事業計画書ということで、A4ファイルで大まかなベースを記載し

て頂いております。これも非常に長くなりますので掻い摘んだところを、それぞれの事業企画と

それと両社の儲けの一部がありますので、両課長のほうから簡単にトピックスだけ説明させて

頂きます。まずは鈴木のほうから。 

 

【鈴木課長】 

ここで実はビッグ・アイアートプロジェクトが終わる話しをしようと思っていたんですが、一

つ大きい事業が終わるのは残念だったんですけど、実は事業するための財源を、いかに外に求め

て頂けるかで一つは文化庁のほうで今年出ました、戦略的芸術文化創造推進事業、堺に向けた芸

術文化プロジェクト。こちらの方に申請致しまして、地域障がい自社に向けての劇場体験プログ

ラムという、こちらの財源も実はもうないので、実はこれを文化庁の方で申請した財源で、単純

に講演事業を打つのではなくて、講演事業を利用した劇場職員の人材育成という形に少し視点
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をプラスして行うことに今年度はなっております。また今年度も多分、審査中になっていると思

うんですけども、障がい者芸術文化活動普及支援事業、こちらが今、厚生労働省さんの方で申請

を受けて審査中のものと、今年も申請させて頂きまして、これも結果待ちではございますけれど

も昨年同様、全国の舞台芸術の活動団体の取りまとめ役という形で、今年度の事業が実施出来た

らなと思っております。最近、こういった福祉というところにも、文化的なところからかなり関

心が高まってきていますので、こういった文化事業に関するアプローチであったり、文化事業に

携わる人達に向けてのいろんな研修を含めた事業も、少し視野を広げた中で財源も当然取れる

ところも広がってきますので、ちょっとそういったことも含めて平成 30年度は動いていきたい

と思っております。以上です。 

 

【飯島課長】 

それでは利用者負担事業の展開としまして、トピックスとしまして、実施状況としましてビッ

グ・アイ魅力拡大事業「ビッグ・アイ ユニバーサルツーリズムプレビュー」と名付けておりま

すけれども、ユニバーサルツーリズムという概念を一つのビジネスコンテンツと捉えまして、旅

行会社さんだとか地域の色んな団体、それから当事者団体の方も含めて内覧会を実施しまして、

新たな商圏拡大というような視点から、ビッグ・アイから情報発信、概念提示をしていきたいと

考えています。それから今までやってきた職場体験のところもビッグ・アイ、ソーシャルファー

ムエクスペニエンスということですね。制度が今走っていない中、それの限界くらいまで今年は

頑張っていけたらなと思っております。それから最終的にこれまでの事業を継続した結果とす

るんですけども、最終的にちょっと目指さないといけないトピックとしまして、社会的ニーズ対

応、施設・モデル・損失事業ということで、シェルター利用を促進していく、レスパイト利用を

促進していく、というようないわゆるここの宿泊施設という場面を使って、新たな価値創造を行

っていきたいというふうに考えております。以上です。 

 

【小澤委員長】 

はい。ありがとうございました。ただ今その他ということで、平成 30年度の事業計画という

ところで特にここは、というところを重点的に報告して頂きました。今後、事業報告の際には非

常に良い結果が出ていると、大変ありがたいなと思うような中身が入っているかと思いますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上までが議案でございまして、最後に私の方から

本日の経営委員会のまとめということで、ちょっと若干時間を取らせて頂きたいと思います。ま

とめに関しましては、もちろんいろいろご意見を頂いたということもまとめに入っております

けれども、ちょっと全体的な、並み且つというようなことでちょっとお話しをさせて頂きたいと

思います。 

一つは管理面に関してのことですけれども、先ほどの報告の中でも一部入っていましたけれ

ども、3社体制から 2社体制になりまして、ほぼ 1年過ぎておりまして、その間、そういう状況

の変更に伴って認知というか、経営委員会も一度開催し、今後のあり方に対してもいろいろご意

見を交換した経緯がありましたけれども、今回事業報告と決算報告を聞いておりまして、基本的

には当初の懸念はそれほど必要がなくて、運営経費の削減とか、あるいは効率的な人員の配置と

か、あるいは施設利用方法の創意工夫改善ですね。そんなことを取り組んで頂きまして、基本的

には 2社体制でも十分進んで頂いているというふうに理解しております。 
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ニつ目は先ほどの宿泊がかなり経営に影響を与えるということで、平成 27 年度をピークに宿

泊者数は減少しておりますけれども、これに関しましては説明の中にも多々ありましたが、海外

からのインバウンド客ということでありますし、また非常に大きなこの大阪の宿泊の様々な資

源というか、それも大部このビッグ・アイが出来た時期とは異なってきておりますので、そのこ

と自体はむしろビッグ・アイだけのことではないと思っております。むしろ本来、その前の経営

状態と比較しますと、基本的には全受託者の時代に比べましても、正直言いまして宿泊者数、特

に障がいの方の利用者数は 2倍程度ということで推移しておりますので、大体、概ね当初の目的

に沿っているかなと思っております。障がいの方の宿泊に関しましては、今後もさらに強化をし

ていくという意見も一部ありましたので、そんなことをさらに念頭に置いて頂くと、本来このビ

ッグ・アイとしての方針にあっているのではないかなとは思いますので、そういったところもあ

ったのかなと思っております。 

三点目は、今後の平成 30 年度に向けてという中にも入っておりましたけど、宿泊機能・宿泊

施設という見立てもあるんですが、宿泊機能を持っているという、そういったところをもう少し

考えた場合に、社会的な必要性、新しい価値を生み出す必要があるのではないか。先ほど就労の

話しが出ましたけれど、もう一つシェルターというんでしょうか、レスパイト的利用というんで

しょうか。多分この大阪の南部地域でも様々なご家庭があって、非常にその意味ですぐに利用し

たいというような宿泊状況も、当然福祉施設でいう短期入所だけではなく、その意味で幅広い必

要性が高まっているのではないかなと思っておりますので、そんなところも場合によっては、力

を入れて頂けるのではないかというのは、ただ今の報告の中に入っておりましたので、その意味

で新しい方向性も見出せるのかなと思っております。 

四点目は全体的には黒字基調の運営を心がけておりますので、そしてこれからも障がいの方

に対しての新たな取り組みということで、どこの課も進めて来て頂いたんですが、これからさら

に進めなければいけないというのも多々あるということかと思いますので、基本的には、非常に

継続性と、それからこれまで培ってきたノウハウがとても必要とされていますので、今後もこの

現在の体制を進めて頂くとありがたいかなと思う次第です。基本的にはこの運営体制が、大幅に

変わってしまうとここで培ってきた、それから今必要とされているものが中々取り組みにくく

なるだろうなと思っておりますので、そのようなことも含めてこちらの理解としては少し考え

たいと思っております。 

五点目になるんですけれども、あとは事業面に関してなんですけども、昨年度と今年度の事業

費予算は平成 24年がピーク時と聞いておりますが、12%削減という形になっておりまして、普通

に考えると相当に厳しい状況の中で取り組んで頂いているという、そういった状況がございま

すので、報告にもありましたけど、非常に事業を選別して頂きまして、集中と選択、そして場合

によってはそれぞれの事業の合理化。単にそれだけではなくて新しい試みに関してのニーズに

対応ということで、そういう意味で非常にこの間の取り組みは、多分かなり質の高い取り組みを

頑張ってやって頂いているかなと思っております。 

六点目に関しましては、事業予算をかなり減額されている中で、特にこのビッグ・アイは芸術

文化活動、これまでの福祉という枠に捉われずに芸術文化活動を含めて、かなり幅広いところに

焦点を当てながら進めておりまして、先ほどアートプロジェクトの話しを、いろいろ意見が出た

んですが、少なくとも啓発とか普及活動という観点で言うと、相当に大きな役割を果たしてきま

したし、今後も果たして頂けるかなと思っておりますので、ぜひその方向性が進んでいくのかな
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と思っております。 

七番目ですけれども 2020 年にオリンピック・パラリンピックが開催されますけれども、基本

的には、そのオリンピック・パラリンピックに向けての基盤をいかに作るかも一つですし、また

オリンピック・パラリンピック以降の資源ですね、培ってきた財産をいかに継続させるかという

2つの、今求められていることがあるかと思います。ビッグ・アイの役割は、そういったオリン

ピック・パラリンピックに向けての準備作り、それからそれ以降の継続的な資産・基盤作りと 2

つありますので、今後も次年度以降も含めて、ビッグ・アイ共働機構に、ぜひ運営をお願いした

いなと思っている次第です。他のところではなかなかこんなにも色んなアイディアとか、ノウハ

ウは出てこないだろうなというのは、私も色んな事業とか取り組みを総合的に判断させて頂い

ております。もちろん委員の皆さんからのご意見・ご要望は、ぜひ前向きに受け止めて頂くとい

うそんなことは、条件はありますけれども、ぜひそのような方向で頑張って頂きたいなと切に思

っております。 

やはりこういった事業、非常にに継続性が伴いますので、ぜひまた次年度以降も含めて継続的

な運営体制ということで、ビッグ・アイ共働機構の方で、更なる取り組みを練って頂くというこ

とをお願いしたいなと思っております。以上が私、委員長としてのまとめということでございま

すけれども、よろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 はい。 

 

【小澤委員長】 

ありがとうございます。いろいろと委員の皆様におかれましては、本日の会議以外でも、もし、

こういう方向で取り組みんでほしいとか、あるいは新しいニーズにこのような対応をしてほし

いとかというご要望がありましたら、会議等でも絶えず事務局の方にご意見、あるいは様々な形

でご教示して頂きますと、当然機構の皆さんも知恵は絞っていますけど、さらに外からのご意見

は非常にヒントになることが多いと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上

で本日の審議事項、そして最後にちょっとまとめの時間を頂きましたので、まとめの時間も含め

て、本日の経営委員会はこれで終了になるかと思います。司会の方は、じゃあ事務局の方にお戻

し致します。 

 

【事務局】 

はい。長時間に渡ってどうもご審議ありがとうございます。それでは、最後になりますが私ど

もと嵐谷館長からお礼の言葉を述べさせて頂きます。 

 

【嵐谷館長】 

はい。失礼致します。皆様方、大変長時間に渡りまして、貴重なご意見を頂きまして本当にあ

りがとうございます。このビッグ・アイが目的としている障がい者事業活動と言うんですか。こ

れいつでも会議に率が悪い、数が少ないということ、いつでも言われてはいるんですが、なかな

か努力は致しておりますが、そう言われる通り出来ないと、言い訳がしたくなるような状況でご

ざいます。本日、本当に皆様方には貴重なご意見を頂戴致しました。そして委員長さんには今後



29 
 

のビッグ・アイの進め方についていろいろご注意を頂きました。本当にありがとうございました。

今後ともビッグ・アイのために皆様方のご指導・ご鞭撻をよろしくお願いを致しております。本

日は本当にご苦労様でございました。ありがとうございました。 

 


