平成24年度の事業報告書
特定非営利活動法人こえとことばとこころの部屋	
 
	
 

第九期事業報告書	
 
	
 
	
 
Ⅰ 事業期間	
 
平成24年4月1日～平成25年3月31日	
 
	
 
	
 
Ⅱ 事業の成果	
 
	
 
第九期の当法人の活動の成果は、地域に根づいた活動が地域のなかで広がったこと、といえるだろう。	
 
コミュニティアートを実践研究する「OCA!*大阪コミュニティアート」は当法人が取り組んできた3年間の活動を報告書に
まとめ、地域における表現活動が自治への一歩であると結んだ。おりしも「西成特区構想」が持ち上がるなか、有識者
会議では、ココルームのこれまでの実績をいかしアートと地域振興について発言する機会があった。	
 
また、当地域の高齢化がすすみ、行動範囲が極端に狭くなっていることに気づき、助成金を活用し、地域のいくつか
の施設に協力いただき「まちでつながる」事業を実施した。地域内各所で実践することが多様な層に働きかけ、表現の
機会を重ねることでエンパワメントにつながることの実感を得て、「釜ヶ崎芸術大学」を開校し、新しい学びとであいの機
会を創出することができた。「釜ヶ崎芸術大学」は地域内外で好評を博し、次年度も開催を期待されている。	
 
	
 
支援ハウス路木の管理業務のなかでは、日常の管理業務に加え、葬送や孤独死などに直面し、研究者とともに大阪
大学CSCDと恊働し「孤独に応答する孤独」という報告書を作成した。日本社会の10年後といわれている当地域で、どの
ようなモデルがつくられるのか今後も実践研究を行ないたい。だが今年度末をもって、支援ハウス路木の管理業務は
終了する。実際のところは、資金と労務環境とのバランスが難しく、工夫の結果、担当スタッフが支援ハウス路木を運
営するNPOに転職し、支援ハウス路木と当法人が恊働関係を結ぶことで落ち着いた。	
 
	
 
組織内においては、キャパシティビルディングに取り組んだ一年でもあった。前半は組織内で共有感がなくなり、さま
ざまな人に協力してもらいながら解決の途についた。困難な状況にある人と関わることが多いことから組織もまたそう
した問題を抱えがちである。風通しよく組織を運営していく方法を学び、それはそれぞれの気づきと学びとなっているこ
とを感じる。その後、認定NPO法人についても学習すると同時に、プロボノチームに入ってもらい、組織自身を分析検証
し、スタッフはミッションについて話し合った。その後、チームとしての課題をあげ、どのように解決していくかを工夫する
ようになった。	
 
	
 
東北ココルーム支局は昨年度末をもって事業としては終了したが、細々と情報交換をつづけている。現在も2名の疎
開者がスタッフとして働いていることから、東北ココルーム支局が発行していたフリーペーパー「またどこかでね」を引き
継いで、発行し話題をよんだ。	
 
	
 
	
 年度末には大阪府市の「大阪アーツカウンシルの設立に向けた事例調査・フォーラムの開催等」事業を3つのNPOで委
託をうけ事業を実施した。実施期間のたいへん短い事業であったが、これまでの経験やネットワークをいかし事業に取
り組んだ。大阪の文化政策に翻弄されてきたいくつかのアート関係者と2007年「大阪でアーツカウンシルをつくる会」を
はじめたが、大阪の多くの人材やアートNPOが出て行ったり、縮小したりしてしまった。大阪の現場に残り、粛々と活動を
つづけてきた当法人は、今後大阪の文化政策とどのように歩んで行くのか、ていねいに考えていきたい。	
 
	
 
第十期の活動は、10年の経験をまとめ、さらにいかすために、十周年を記念して本の作成に取り組みたいと考えて
いる。「ココルームのような場所つくりたいんです」という相談をよくうけるようになったこともあり、地域や社会のなかで
どのように場作り組織づくりをすすめるのか、など、当法人らしい身ぶりで綴っていきたい。	
 
	
 
これからも、社会における「表現の可能性」をさらに拓き、拠点を有効に機能させ、いきいきとした職場となり、地域内
と外の交流の機会を創出し、であいと対話を大切に社会にはたらきかけていく。	
 

Ⅲ 事業の実施状況	
 
１．特定非営利活動に係る事業
（１）鑑賞及び発表機会提供事業
［事業名］ 鑑賞及び発表機会提供事業
［内 容］ 「てんのじ会」「手紙を書く会」「釜ヶ崎句会」「手芸部」ほか
［実施場所］
インフォショップ・カフェ ココルーム、カマン！メディアセンター
［実施日時］
随時実施
［事業の対象者］ 一般市民
［収 入］
\ 0
［支 出］
\ 0
（２）交流スペース及び市民相談窓口管理事業
［事業名］ 交流スペース及び市民相談窓口管理事業
［内 容］ 交流スペース「インフォショップ・カフェ ココルーム」「カマン！メディアセンター」の
管理運営を行い、市民に開かれた文化活動の場を提供することに務め、
アートによるつながりづくりを実施した
［実施場所］
インフォショップ・カフェ ココルーム、カマン！メディアセンター
［実施日時］
10時から19時(不定休)
［事業の対象者］ 一般市民
［収 入］
\ 200,985
［支 出］
\ 3,516,215
（３）交流スペース及び市民相談窓口管理事業
［事業名］ カフェ事業
［内 容］ 交流スペース「インフォショップ・カフェ ココルーム」で、市民に開かれた文化と表現活動の場を
提供することに務め、アートによるつながりづくりを実施した
［実施場所］
インフォショップ・カフェ ココルーム
［実施日時］
毎日10時から20時
［事業の対象者］ 一般市民
［収 入］
¥ 2,611,590
［支 出］
¥ 1,673,764
（４）調査・研究とその発表の為の放送・出版・ウェブ制作及び流通事業
［事業名］ 大阪大学コミュニケーションデザインセンター高齢社会プロジェクト報告書
「孤独に応答する孤独—釜ヶ崎・アフリカから」
［内 容］ 三井住友海上福祉財団の助成金の一部と、大阪大学コミュニケーションデザインセンターと
恊働し、釜ヶ崎及びアフリカの高齢者の暮らしや死、葬送について研究し、
一般向けに報告書を作成。
［実施場所］
フィールドワーク、研究：釜ヶ崎、アフリカ
［事業の対象者］ 一般市民
［収 入］
¥ 1,098,750
［支 出］
¥ 1,000,000
（５）調査・研究とその発表の為の放送・出版・ウェブ制作及び流通事業
［事業名］ 大阪府・大阪市「大阪アーツカウンシル設立に向けた事例調査・フォーラム開催等」事業
［内 容］ 大阪アーツカウンシル設立に向けた事例調査・フォーラム開催
［実施場所］ 大阪府内
［実施日時］ 2月〜３月
［事業の対象者］ 一般市民
［収 入］
¥ 4,927,241
［支 出］
¥ 4,901,241

（６）事業名 人材育成、教育プログラムおよびアウトリーチ事業
［事業名］ ワークショップ人材派遣事業
［内 容］ ワークショップのコーディネイトなどを行なう。
［実施場所］ 全国一円
［実施日時］
４月〜3月
［事業の対象者］ 一般市民
［収 入］
¥ 45,000
［支 出］
¥ 21,000
(７)人と街と文化に焦点を置いた地域活性化事業
［事業名］ えんがわ事業
［内 容］ 地域のなかに、縁側のような空間をつくり、専門家と市民がであい、交流できる場をつくる。
［実施場所］ 大阪市内
［実施日時］
４月〜3月
［事業の対象者］ 一般市民
［収 入］
¥ 2,500,000
［支 出］
¥ 2,951,632
(８)包摂型就労支援事業
［事業名］ うけいれ事業
［内 容］ 社会体験、就労体験のうけいれ
［実施場所］ インフォショップ・カフェ ココルーム、カマン！メディアセンター、支援ハウス路木など
［実施日時］
随時
［事業の対象者］ 一般市民
［収 入］
¥ 96.380
［支 出］
¥ 0
（９）アーツマネジメント普及の為のコンサルティング事業
［事業名］ 釜ヶ崎芸術大学事業
［内 容］ 釜ヶ崎地域を大学にみたて、42コマのさまざまな講座を開催。
地域内外の人々が参加し、誰もが学び合える場と機会をつくった。
［実施場所］ 西成市民館、希望の家、西成プラザなど
［実施日時］
10月〜3月
［事業の対象者］ 地域に暮らす人々、一般市民
［収 入］
¥ 1,000,000
［支 出］
¥ 2,236,949
（10）生活サポート・こころぎ事業
［事業名］ こころぎ事業
［内 容］ 支援ハウス路木の管理業務と住人、地域の人たちとの交流を育む
［実施場所］ えんがわ茶屋こころぎ、支援ハウス路木
［実施日時］ 4月〜３月
［事業の対象者］ 一般市民
［収 入］
¥ 1,235,041
［支 出］
¥ 779,500

［特記事項］
尚、上記の非営利事業にかかる財源として、
1- 助成金等収入
¥ 6,769,141
2- 寄付金等収入
¥ 5,245,408
3- 事業受託収入
¥ 4,927,241
4- 会費
\ 23,500
5- カフェ事業収入
¥ 2,611,590
などを充当することで、管理を含め、事業展開を行った。

Ⅳ 社員総会の開催状況
理事会その他の役員会の開催状況
第８回定時理事会
［日 時］ 2012年6月13日 13時から14時
［場 所］ 大阪市西成区山王1-15-11 インフォショップ・カフェ ココルーム
［理事総数］ 8名
［出席者数］ 5名（内委任状参加者3名）
［内 容］
第１号議案 平成２3 年度事業報告及び決算の件
第２号議案 平成２4 年度事業計画、予算の件
第３号議案 NPO 法にともなう定款変更の件
第４号議案 役員改選
すべて審議の結果、満場異議なく承認可決。

第８回定時総会
［日 時］ 2012年6月13日 14時から15時
［場 所］ 大阪市西成区山王1-15-11 インフォショップ・カフェ ココルーム
［社員総数］ 22名
［出席者数］ 13名（内委任状参加者11名）
［内 容］
第１号議案 平成２3 年度事業報告及び決算の件
第２号議案 平成２4 年度事業計画、予算の件
第３号議案 NPO 法にともなう定款変更の件
第４号議案 役員改選
すべて審議の結果、満場異議なく承認可決。

理事会
［日 時］ 2012年7月1日 15時から16時
［場 所］ 大阪市西成区山王1-15-11 インフォショップ・カフェ ココルーム
［理事総数］ ８名
［出席者数］ ８名（内委任状参加者0名）
［内 容］ 代表理事互選、上田假奈代理事の重任、承諾
以上。

