
令和２年度
「建設現場から元気のでるアート！」プロジェクト

取扱要領 / 作家・作品一覧表

【大分県建設業協会 会員企業用】 ※ このプロジェクトは、大分県建設業協会の取組ですので、
協会員以外の建設企業は、原則として参加できません。

一般社団法人 大分県建設業協会



プロジェクトの概要

・障がい者アートの支援

・建設業協会・会員企業のアピール

・産学官連携組織「おおいた建設人材共育ネットワーク（通称：ＢＵＩＬＤ ＯＩＴＡ）」の周知

・協会員が受注した工事の看板等に障がい者アートを掲示 ※公共工事、民間工事を問いません。

・令和２年４月１日から製作注文を開始

・平成３０年度に開催された障害者芸術文化祭のレガシーとして今後も継続

プロジェクトのフロー

目 的

取 組
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プロジェクトの概要

・作品数…令和２年度は１００点 （Ｈ30年度75点、Ｒ元年度100点）

・障がい者団体 ⇒ 協会本部 ⇒ 看板納入業者

・2020年東京オリンピック・パラリンピックをモチーフとした作品も提供していただいています

・看板注文時に協会員が掲示するアート作品を指定（３ケタの作品番号で指定）

・通常の看板と同様にレイアウト等を打ち合わせ（ステッカー、コーンサイン等にも使用可）

※データの加工等は一部制限あり（看板業者に指示済み）

・販売（売り切り）品、リース品とも同様に製作

絵 画 デ ー タ

看 板 の 注 文 ・ 製 作

絵画データの使用料

・障がい者アートの活動支援のため使用料を支払う

・「延べ使用作品数×１００円」を協会員が負担 ※看板業者には支払わないでください。

・協会員ごとの使用実績の報告（３月末締め）…看板業者 ⇒ 協会本部

・使用料の請求…協会本部 ⇒ 支部経由 ⇒ 各協会員 ※年度内に使用した分を請求します。

・使用料の納付…各協会員 ⇒ 支部経由 ⇒ 協会本部

使 用 料

精 算 フ ロ ー
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工事看板等に障がい者アートを掲げる場合は、次の内容を併せて掲げてください。

スケジュール

令和元年度 令和２年度 令和３年度

～３月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月～

R２年度分 ★注文受付開始
4/1 ★実績報告

4月中旬頃

Ｒ３年度分 ★注文受付開始
4/1

データ作成 アート看板 掲示 精算

データ作成 アート看板 掲示

３

②．①に加え、下記４種のロゴいずれか１点以上

大分県建設業協会と（会社名）は
障がい者アートを応援します

①．下記の文言（昨年同様）



看板等製作業者

令和２年４月１日現在の取扱業者は、次のとおりです。

・㈱ アクセプト 中津市大字加来1867番5 0979-64-7737

・㈱ ERソーコー 大分市向原西2丁目3番20号 097-552-0333

・㈱ グリーンクロス 大分市大字羽屋110番地4 097-545-2222

・㈱ K’s ｄeｓiｇｎ 豊後大野市三重町赤嶺2571番地6 0974-22-8760

・サンエイリース ㈱ 大分市葛木1111番地1号 097-576-7791

・㈱ 仙台銘板 北九州営業所 福岡県京都郡苅田町鳥越町1-42 093-435-3400

・㈱ ソフィックス 日田市大字高瀬1233番地の1 0973-23-8691

・大陽機材 ㈱ 大分市山津町2丁目4番25号 097-558-1118

・㈲ トータル 別府市上原町7番33号 0977-27-5825

・Ａ ｉ ｄ ｅ ｒ 大分市三芳1056-1 097-544-3618

※ 今後、取り扱いを希望する業者があれば、随時追加します。
（建設業協会との取り扱い等に係る事前手続きが必要となります。）
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2020建設現場から元気のでるアート！看板／作家・作品一覧表

１ 赤嶺勝郎

・1954年生
・臼杵市出身
・由布市在住
・向陽学園 001 002 003 004 005

２ 安部侑朔
・1999年生
・大分市在住
・ふくろうの森ビル
やまねこ工房、
アトリエスイッチ

006 007 008 009 010

３ 小野天哉

・1999年生
・大分市在住
・ふくろうの森ビル
やまねこ工房

011 012 013 014 015

５



2020建設現場から元気のでるアート！看板／作家・作品一覧表

４ 甲斐 瞳

・1985年生
・大分市在住
・ふくろうの森ビル
やまねこ工房

016 017 018 019 020

５ 河野龍児
・1968年生
・別府市在住
・㈱リフライ

021 022 023 024 025

６ 桑原茂明

・1954年生
・由布市在住

026 027 028 029 030

６



2020建設現場から元気のでるアート！看板／作家・作品一覧表

７ 後藤春枝

・1966年生
・大分市出身
・由布市在住
・向陽学園

031 032 033 034 035

８ 佐藤龍男

・1959年生
・臼杵市在住
・あらかし

036 037 038 039 040

９ 小間希美

・1990年生
・大分市在住
・作業所ゆう

041 042 043 044 045
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10 中野ﾏｰｸ周作

・1991年生
・ｼﾄﾞﾆｰ出生
・国東市在住
・工房ラパロマ

2020建設現場から元気のでるアート！看板／作家・作品一覧表

046 047 048 049 050

11 中島眞一

・1970年生
・鹿児島県出身
・日出町在住
・ﾎﾝﾀﾞR&D太陽㈱

051 052 053 054 055

12 原野彰子

・1968年生
・中津市出身
・別府市在住
・絵てがみ講師

056 057 058 059 060

８



13 西脇瑛希

・1989年生
・津久見市出身
・豊後大野市在住
・めぶき園

2020建設現場から元気のでるアート！看板／作家・作品一覧表

061 062 063 064 065

14 姫野 暁

・1991年生
・別府市在住
・Bro’s工房

066 067 068 069 070

15 藤田望人

・2001年生
・大分市在住
・（社福）幸福会
やまびこ広場

071 072 073 074 075

９



16 阿部和隆

・1982年生
・由布市在住
・㈱佳の会 祐佳

2020建設現場から元気のでるアート！看板／作家・作品一覧表

076 077 078 079 080

17 佐賀太郎

・1981年生
・大分市在住
・（社福）博愛会
第二博愛寮

081 082 083 084 085

18 生野隆之

・1982年生
・大分市在住
・（社福）大分市
福祉会 ステップ
おおいた

086 087 088 089 090
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19 伊藤篤司

・1971年生
・大分市在住
・（社福）ｼﾝﾌｫﾆｰ
ファンタジア

2020建設現場から元気のでるアート！看板／作家・作品一覧表

091 092 093 094 095

20 藤澤奈央

・1986年生
・由布市在住
・（社福）ｼﾝﾌｫﾆｰ
コンチェルト

096 097 098 099 100
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“ありがとうメッセージ”～建設現場から元気のでるアート！～

一般社団法人大分県建設業協会の皆様
関係してくださった皆様へ

建設業協会のみなさま

今年度も私たち【元気のでるアート！】の作品を工事現場看板にご使用頂き、
一同心より感謝致しております。

知人から野津原の道の駅工事現場に私の作品が載ってる！と知らせを受けていましたが、残念
ながら見に行くのが遅れて既に看板は無く、道の駅は完成しておりました。完成した道の駅は
多くの人でにぎやかでした。私も少しお手伝い出来たかなと嬉しくなりました。

元気のでるアート！代表 原野彰子
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作家の方々、関係者の方よりお礼のメッセージ その１

僕の絵を看板にして飾っていただきありがとうございます。
これを励みにして、これからも頑張りたいと思います。

安部侑朔

昨年は大分県でも試合が開催されたラグビーワールドカップで盛り上がりました。
大分県建設業協会様のご支援を頂き、私達も形を変えて盛り上げることに参加
出来たと嬉しく思います。
日常の中に私達の作品が溶け込み、大分県の様々な建設現場で多くの方々に
見て頂き和やかな雰囲気を作る一翼を担えればと思います。
年間を通して活動の場を広げて頂いて感謝の気持ちで一杯です。
これからもよろしくお願い致します。 中島眞一

街の中で見かけると、とても嬉しい気持ちになります。
ありがとうございました。 甲斐 瞳

建設業協会の皆さん
私はベッドからなかなか動けないけど、みなさんのいろんな場所で「のんちゃんの絵を見たよ～」
っていう声をFacebookやいろんな方から聞くたびに、とてもうれしかったです。
そして、またみなさんの笑顔をイメージしながら楽しんで絵を描きたいなぁと思います。
ありがとうございました。そしてまた、来年度もよろしくお願いします＾＾ 小間希美
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お世話になります。
様々な現場での看板に作品を使用して頂きありがとうございます。
今後もよろしくお願いいたします。 姫野

多くの建設現場で作品を見て頂く機会を与えて頂きまして誠にありがとうございます。
知り合いの方から「あそこの建設現場で絵を見たよ」と声を掛けて頂く度にたくさんのエネルギーを
貰っています。
これからも私たちの作品を様々な場所で県民の皆さんに見て頂ける機会を与えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。 河野龍児

建設業協会様
今年も元気のでるアート所属作家の作品を使用して頂きありがとうございます。
街角の工事現場で見かけると作家本人も、家族も支援者も大変励みになります。
どうぞ、今後もよろしくお願い致します。 藤田

作家の方々、関係者の方よりお礼のメッセージ その２
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建設業協会と障がいアートのコラボ素敵ですね♪
町を歩くのが楽しみになります。これからも双方のご縁が末永く続きますように！
陰ながら応援しております。 ファンより



作家の方々、関係者の方よりお礼のメッセージ その３

運転中に仲間の絵や自分の絵を見つけると大変嬉しく思います。
友人や親戚一同からも喜びの声を頂き更なる励みに繋がります。

桑原茂明

元気の出るアート！作家の皆様の作品を工事看板に使用して頂く事になりましてから、
看板に書かれてある内容をきちんと観るようになりました。
看板には、地域の皆様へのお詫びの言葉が書かれており、大きな文字で見やすい工夫も
されていました。看板の絵も、とても綺麗です。
本年度も継続して頂けます事に心より感謝いたします。 支援者
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いつも私たちのアートを支援していただきありがとうございます。看板は、仲間たちの作品に思いがけない場所で会える喜び
があります。危ない場所でなければ、なるべく写真を撮って作者の方に送ります。本人も家族も周囲の人たちがみんな嬉しく
なります。［〇〇工業は、障害者アートを応援しています］と書いてあると、その〇〇工業さんまで好きになり直接お礼を言い
たくなります。この場を借りて、心よりのお礼を申し上げます。これからもどうぞよろしくお願いします。 支援者

元気のでるアート！事務局：さぽーとセンター風車
〒875-0041 臼杵市大字臼杵72番地137

(交流センターすくらむ内)
TEL0972-63-5888 FAX0972-63-0791

担当：吐合紀子 Email hakiai @ emo.or.jp

建設業協会の皆様はじめ、関係してくださった多くの方々～

本当にありがとうございました。
パルコや保健所跡地では、道行く人が、足を止めて
観てくださっている姿に出会い感動しました。

ひと・アート・まちの繋がりに感謝いたします。



お問合せ先

〒８７０－００４６ 大分市荷揚町４番２８号

一般社団法人 大分県建設業協会 事務局

電話 ： ０９７－５３６－４８００

担当 ： 平野、松本


