
障害のある方の作品の展示等をおこなっている施設、団体

奈良県
たんぽぽの家アートセンターHANA
(社福)わたぼうしの会／(財)たんぽぽの家

高知県
藁工ミュージアム
(NPO)ワークスみらい高知
(開設準備中)

北海道
マウレ・メモリアル・ミュージアム
(株)HKIアクシス

京都府
ギャラリーインカーブ
(社福)素王会アトリエインカーブ

岩手県
るんびにい美術館
(社福)光林会

福島県
ボーダレスアート美術館（仮称）
(社福)安積愛育園
（開設準備中)

栃木県
もうひとつの美術館
(NPO)もうひとつの美術館

東京都
①田中瑞木美術館
(NPO)海から海へ
②エイブル・アート・スタジオ
(NPO)エイブル・アート・ジャパン

滋賀県
ボーダレス・アートミュージアムＮＯ‐ＭＡ
(社福)滋賀県社会福祉事業団

北海道
ボーダレス★“web”アートギャラリー
LapoLapoLa
(NPO) LapoLapoLa

埼玉県
あいアイ美術館
(NPO)あいアイ

千葉県
成田ユニバーサル美術館
(NPO)三愛ユニバーサル福祉会

資料３

静岡県
ねむの木子ども美術館
(社福)ねむの木福祉会

北海道
かたるべの森美術館
（社福）当麻かたるべの森

佐賀県
アートセラピー美術館
(医財)友朋会



①主に障害のある方の造形活動による作品を展示している施設等

名    称［設置者］ 所在地 活動内容

常設展示

企画展示 年３～４回

TEL 0748-36-5018
URL http://www.no-ma.jp

その他

常設展示 ○

企画展示 年３～４回

TEL 0166－84－2880
URL http://blog.canpan.info/katarubenomori/archive/7

その他

常設展示 ○

企画展示

TEL 0158-49-5181
URL http://www.maure-sanso.com/mmm/index.htmｌ

その他

常設展示

企画展示 年５～６回

TEL 0198-22-5057
URL http://kourinkai-swc.or.jp/museum-lumbi/

その他

TEL 024-947-7575
URL http://asaka.or.jp/active/museum/

常設展示 ○

企画展示 年３回

TEL 0287-92-8088
URL http://www.mobmuseum.org/

その他

常設展示 ○

企画展示 年６回程度

TEL 049-277-7872
URL http://www.aiai-art.jp/

その他

常設展示

企画展示 年６回程度

TEL 0476-85-6655
URL http://museum3love.blogspot.com/

その他

TEL 042-441-2958
URL http://www.d7.dion.ne.jp/~t-mizuki/mizuki/toppage.htm

未定

「描きたい」「表現したい」という【人としての思い】のままに、制作された
ユニークな作品、伝統や既存の文化潮流にとらわれない視点、異なる
視野と表現方法等障害者アートの魅力を発信する拠点を目指す。

障害のある方の作品は約50点、他に昆虫標本、
船舶模型、仏像等を1000点以上収蔵

法人が運営する施設利用者等の作品6万点
以上を保管

法人が運営する施設利用者の方の作品を1000点
以上を保管

田中瑞木さんの作品約15点を常設展示している。

年齢・性別・国籍、そして障害の有無を問わず創作活動し、その成果を
障害者の自立の一助とするアウトサイダー・アート専門の美術館。

マウレ・メモリアル・ミュージアム
［（株）HKIアクシス］

あいアイ美術館
［（NPO)あいアイ］

滋賀県近江八幡市永原町上
16

埼玉県川越市廓町2丁目4-7

かたるべの森美術館
［（社福）当麻かたるべの森］ 北海道上川郡当麻町伊香牛2

区（旧伊香牛小学校）

ボーダレス・アートミュージアムＮＯ-ＭＡ
［（社福）滋賀県社会福祉事業団 ］

成田ユニバーサル美術館
［（NPO)三愛ユニバーサル福祉会］

千葉県成田市東町779-3

田中瑞木美術館
［（NPO)海から海へ］ 東京都調布市布田1-32-5

マートルコート調布407号室

作品の展示 作品の収蔵、保管

岩手県花巻市星ヶ丘1丁目21-
29

学芸員の配置

配置なし

配置なし

障害のある人の作品と一般のアーティストの作品を並列して見せること
で「人の持つ普遍的な表現の力」を感じていただく場を目指す。主として
展覧会の開催や障害のある作家の発掘調査を行う。

閉校した学校を利用して、障害のある方の作品を中心とした展示を行
う。

旧丸瀬布町の廃校舎を再利用し、「口と足で描く芸術家協会」の協力の
もとに「ディスエイブルド・ アーティスト・ギャラリー」等を設置する。（冬
期は閉館）

２名配置

るんびにい美術館
［（社福）光林会］

もうひとつの美術館
［（NPO)もうひとつの美術館］

知的障がいのある作者による美術作品を中心に、企画展等を年間を
通して実施する。

北海道紋別郡遠軽町丸瀬布
上武利164

ボーダレスアート美術館（仮称）
［（社福）安積愛育園］ 福島県郡山市安積町笹川字

経坦28
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栃木県那須郡那珂川町小口
1181-2

旧小学校舎を再利用し、ハンディキャップを持つ人の芸術活動をサ
ポートしていくことから、「みんながアーティスト、すべてはアート」をコン
セプトに、アール・ブリュット、アウトサイダー・アートをテーマに展示す
る。

約70点を収蔵

1名配置

1名配置

寄贈、寄託等を受けた作品を約2000点収蔵

１万点以上を保管

配置なし

なし 配置なし

資料３

調査中



名    称［設置者］ 所在地 活動内容

TEL 0537-26-3985
URL http://www.nemunoki.or.jp/kmuseum/index.html

TEL 088-878-0051
URL http://www.warakoh.com

常設展示 ○

企画展示

TEL 0954-43-0157
URL http://www.yuhokai.com

その他

②造形活動の支援やギャラリーとしての活動を行っている団体等

団体または施設の名称［設置者］ 所在地

TEL 0748-75-2297
URL http://harekumo.org/news.html

TEL 0166-57-5325
URL http://lapolapola.com/?page_id=5

TEL 03-5812-4622
URL http://www.ableart.org/

TEL 075-200-4797
URL http://g-incurve.jp/top.html

TEL 0742-43-7055
URL http://popo.or.jp/hana/

すべての人がアートを通じて自由に自分を表現したり、互いの感性を交感することができるコミュニティ・アートセンター。

主に入院患者が絵画療法で描いた作品を展示している。アートセラ
ピー美術館祭におけるコンサート、地域の方とのイベント、講演会等も
実施。

作品展示 作品の収蔵

アトリエインカーブに所属するアーティストの作品を紹介、販売するギャラリー。

障害のある作家の作品を扱うコマーシャル・ギャラリーであるA/Agalleryの運営や、障害のある人のアートを仕事につなげるための中間組織であるエイブルアート・
カンパニーの東京事務局として、絵画・イラスト・書などを、広告や商品のデザインに使用することを仲介する事業を行う。また、アトリエ活動、調査研究事業などを
実施している。

ボーダレス・アートの創作支援活動、展覧会の企画、情報収集と発信、物品の企画、販売等を実施。

障害のあるアーティストの作品を中心に、新しい表現の可能性を持った作品をウェブ上で紹介（スピリット・アート・ミュージアム）。国内の展覧会情報の掲載のほか、
ウェブ上の企画展を目的とした作品公募も行う。（スピリット・アート・ミュージアム　URL http://www.spiritartmuseum.jp/）
またボーダレス・アートミュージアムNO-MAが行う作品の調査研究への協力や、作家の権利擁護のための調査研究等を実施する。

約26000点を収蔵

特定非営利活動法人 LapoLapoLa
北海道旭川市東山2857-46
（事務局）

ねむの木学園の子ども達の作品を展示している。

ねむの木子ども美術館
［（社福)ねむの木福祉会］ 静岡県掛川市上垂木３３９９－

１

滋賀県湖南市若竹町1-6

たんぽぽの家アートセンターHANA
［（社福）わたぼうしの会　（財）たんぽぽの家］

特定非営利活動法人 はれたりくもったり

奈良県奈良市六条西 3-25-4

京都府京都市中京区壬生高
樋町60-18

ギャラリーインカーブ
［（社福）素王会アトリエインカーブ ］

A/Agallery
［（NPO)エイブル・アート・ジャパン］ 東京都千代田区外神田6-11-

14　アーツ千代田3331　B111

活動内容

配置なし

アートセラピー美術館
［（医財）友朋会］ 佐賀県嬉野市嬉野町大字下

宿乙1919

藁工ミュージアム
［（NPO)ワークスみらい高知］

高知県高知市北本町4丁目1-
23 　藁工倉庫graffiti（開設準
備室）

２０１１年秋オープン予定

学芸員の配置

調査中

調査中


