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代表理事　北山 剛 副代表理事　佐藤 有佳里

代表理事｜北山 剛 プロフィール
1979年福島県いわき市生まれ。東北大学工学部卒
業、同大学院情報科学研究科修了。2005年12月、障
害福祉事業を柱とする株式会社LITALICO(2017
年3月東証一部に上場)の創業メンバーとして26歳
で参画。約10年間にわたり社会的課題をビジネスス
キームで解決していくソーシャルビジネスが成り立
つことを実績で示す。2015年3月同社から独立。地元
福島県いわき市で障害福祉事業を起業。2017年1月
、地域から後押しされる形で特定非営利活動法人ソ
ーシャルデザインワークス設立、代表理事に就任。障
害福祉サービス事業を軸に多様なごちゃまぜの世界
観を地域の方々と共創し、全国の地方都市展開を目
指している。

副代表理事｜佐藤 有佳里 プロフィール
福島県双葉郡富岡町生まれ。小学生の時に手話やろ
う者と出会い、障害有無による社会での待遇の差に
違和感を感じながら学齢期を過ごす。 専門学校で福
祉と手話通訳について学び、卒業後は聴こえない方
専門の接客窓口ソフトバンク渋谷手話カウンターで
勤務。株式会社LITALICOで療育を経験し、現在の
NPO法人ソーシャルデザインワークスでの就労移行
支援や自立訓練の事業所運営に至る。障害、年齢、性
別、国籍などで「諦める」ことのない社会、色んな人が
居る「ごちゃまぜ」な社会でその人らしく生きられる
地域の仕組み作りに取り組んでいる。その他にもエシ
カルでサスティナブルな社会の仕組みに関心が高く、
個人的に活動中。

代表メッセージ

実現したいのは、
ごちゃまぜの世界観
地元いわきから、地域全体が自然に障害福祉
に関わってしまうような、自然に障害の有無
を意識しなくなるような、障害のある当事者
やご家族が生きやすくなる、あるいは、引け
目を一切感じなくなる社会。そんな社会を「ご
ちゃまぜの世界観」としてしっかりとカタチ
づくり、全国に発信・伝播していきたい。達
成したいことは、たった１人でできるもので
はありません。いろんな方々に頼って、協力
してもらって、少しずつ地道に成し得ていく
こと。一朝一夕には実現できないことだから
こそ挑戦し甲斐があると思っています。これ
からも、私たちソーシャルデザインワークス
を何卒、よろしくお願い申し上げます。

副代表メッセージ

社会は自分たちで
少しずつ変えていける
私が子どもの頃に感じた障害のある方への待
遇の差。誰もが不当で悲しい思いをするのは
嫌ですよね。でも社会の中には障害のある方
だけではなく、他の人と異なる特徴が理由で
差別や排除をされることがあります。子ども
の頃はおかしいと思っていても社会は手が出
せない領域だと諦めていました。でも今は自
分と同じように思っている人と一緒に行動を
起こすことができます。障害の有無や性別、
年齢、国籍や文化、宗教、性的指向など異な
る思考や特徴があってもお互いを認め合うこ
とができます。「違い」で判断するのではなく、
ひとりの人として見ることで社会はとても生
きやすくなり、社会の待遇の差も消えてくの
ではないかと思っています。
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“仲間”同士が感謝しあい、お互いの幸せを求め協力しあう風土と

多様な考え、様々な働き方を尊重しあい、応援しあう文化を醸成していく

チームとなって幸せを追求し、社会に対して発信していくことで

多様性を認めあう人たちが、日本に、世界に溢れていってほしい

“社会にある様々な分野において、常識や慣習、あたりまえにとらわれ

もし、その現状に諦めていることがあるならば、私たちはそこに目を向ける

既成概念を取り払い、別の視点からその社会のあるべき姿を考える

諦めざるを得ない理由、出来ない理由を挙げるのではなく出来る方法を考える

私たちが諦めずに行動をしていくことが多くの人たちの勇気となり

それが多くの人たちの人生の豊かさになるような、諦めのない社会を創る
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すべての仲間の
幸せを追求すると共に
諦めのない社会を創る

創っていきたい社会
生まれ育った街の違いが 人生の格差にならない社会

地域全体が自然に障害福祉に関わり 障がいの有無を意識しない社会

障がいのある当事者やご家族が生きやすく 引け目を一切感じない社会

私たちが目指すこと
一人でも多くの生きにくさを抱える方々の就職・復職と職場定着

地域社会の障害への理解と多様なごちゃまぜの世界観

幼少期の障害体験教育による価値観形成と 20 年後の社会観変化

私たちの理念



社会に対する想いや活動内容を発信する
Webマガジン「GOCHAMAZE.jp」に加え、

「GOCHAMAZEtimes」を発行しています。
今まで障害福祉に興味のなかった人も興
味関心が湧くような広報媒体を製作して
いきます。

障害の有無、国籍、年齢、性別、文化な
ど異なる人が存在する社会を楽しむため

の機会を「ごちゃまぜ®」と題し、みんな
で楽しむエンターテイメントを地域の中
で、企画・運営しています。

活 動 内 容

障害福祉サービスの就労移行支援、自立
訓 練（ 生 活 訓 練 ）を 提 供 す る 事 業 所
SOCIALSQUARE®（ソーシャルスクエア）
を運営しています。SOCIALSQUAREは
障害のある方、生きにくさを抱えた方の

「働きたい」「自立した生活がしたい」を
応援し、社会との接点になる場です。
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約９ヶ月間在宅で、いわき店の就労移行支援サービスを利用し就職されたK.Hさん（左）担当クルー奥田（右）

「SOCIALSQUARE®」では、通所しているメンバーさんそれぞれが希望する仕事に就けるよ
う、また理想的な生活が送れるよう、クルーと呼ばれる支援員が、日々カリキュラムを提
供しています。一言でカリキュラムといっても多種多様。ビジネスやセルフコントロール
のスキルを高めるための座学カリキュラムもあれば、定期的にまちの清掃活動など、地域
を巻き込んだイベントを企画。さらには、地域主催のイベントに参加をし、社会との接点
をたくさん持つための工夫をしています。
私達は、身体・精神などの障害種別を問わず、障害のある当事者にとって、その人生がよ
り豊かになるための、選択肢を与えることを支援としています。

西宮店メンバー  

このソーシャルスクエア西宮で
過ごせた事を誇りに思います。
優しくも厳しいスタッフの皆さ
んのおかげで立派に成長する
事が出来ました。
ありがとうございました。

いわき店メンバー

私は現在、PCを使った外部か
らの委託作業を行うなどしてス
キルアップに努めています。
本格的な実習作業ができ、入
力作業もスムーズに進められて
います。 

いわき店クルー
菊池 文恵

それぞれが好きなこと得意なことを
持ち寄りながら、地域や福祉と関わ
れたらいいなと思っています。人だ
けではなく、命ある動物も大切にで
きるような社会を創りたいです。

西宮店クルー
川野 湧哉

今はまだ誰もが「障害」を見てしまう
んだけれど、本当に必要とされる社
会って、困ってる人が助けられる社
会とか、助けてほしい時に誰かに助
けてもらえる社会だと思うんです。

2017年実績
就職者  11名

定着者  7名

2015-2017累積

就職者  21名
定着者  14名

7月｜いわき店　アニマルセラピー〈動物たちと触れ合い〉

4月｜SOCIALSQUARE西宮店 開所（兵庫県西宮市）

12月｜いわき店　メディカルハーブ〈香りと色で、リラックスタイム〉

10月｜西宮店　ワークスタイル談話〈墨絵アーティストによるワークショップ〉

Animal
Therapy

Nishinomiya
Open!!

Medical
Herb

Sumi-e
Workshop
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「ごちゃまぜ®」とは、「障害の有無、性別、年齢、国籍などで差別されることのない、違っ
ていることが当たり前で、色々な人がいることこそが社会だという考え方」を指します。
福祉のため、障害者のためといった要素がなくても、そこに楽しさや面白さがあれば、あ
らゆる違いは関係なくなります。大切なことは、様々なバックボーンを持つ人同士が、一
つの目的・目標に向かって、共に笑い・自然と交流ができる場所があることだと思ってい
ます。私たちは、ごちゃまぜイベントと題して、そういった場を地域の方々と共創してい
ます。

2017年実績
初めてごちゃまぜを体感した人数

子ども  43名

大人  134名

合計  177名

７月｜スターバックスの接客から学ぶコミュニケーション術

2015-2017累積

子ども  126名
大人  488名
合計  614名

10月｜スポーツを通して心を通わせよう! ユニバーサルデザイン・ワークショップ（共創：いわき市役所市民生活課、いわきFC共同企画、Jヴィレッジ）

9月｜GOOD TIMEー地域のフェスとコラボ!ー（共創：内郷商工会）

1月｜白熱必死。ボードゲーム!（共創：いわきでボードゲームは、セザンヌ会）定例活動｜まちをキレイに清掃活動！ グリーンバードいわきチーム

参加者の声 
内郷商工会青年部 部長

「ごちゃまぜ」に参加して思
う事は、一つの枠にとらわれ
る事無く、誰でも自由に楽し
く活動をしている様子を見て
「ごちゃまぜ」って素晴らし
いなぁと思いました。

参加者の声 
ごちゃまぜプランナー 

松岡 真満

ごちゃまぜ活動を続けて、今
年で３年目。皆さんのご協力
のおかげで、活動を継続でき、
多くの笑顔を見ることができ
ました。幸せなコミュニティー
を創り続けます！

参加者の声 
スポーツインストラクター

ごちゃまぜは参加する事で新しい
気づきが得られる私の世界が広が
るコミュニケーション。その偏ら
ず縛られない内容は地方や都心の
垣根を超えて楽しめます。

参加者の声 

ぼくのごちゃまぜTOP３は①ボー
ドゲーム、②ハイジの里山のいもに
会、③スターバックスとコラボした
イベントです。ごちゃまぜはいつ
も知らない人とも仲よくなれます。
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Game!

Outdoor Event!

Collaboration!

green bird!



応援の声

NPOとして活動しはじめて
１年。いわきを発信基地に、
地域社会に多くの新しい体験
や価値を提供出来たのではと
思います。これから更に地域
にぐっと根を張り、ぐーんと
福祉の裾野を広げていきま
す。あぁ奥深き福祉の世界。

宮本 英実
社外理事

コミュニケーションディレクター

複雑で多様な時代にこそ、そ
れに応えられる多様性がチー
ムに必要だと思う。ソーシャ
ルデザインワークスは、様々
な専門家や個人が集まり、と
ても豊かなチーム。そのメン
バーと取り組む活動に、いつ
もワクワクしています。

西川 亮
NPO法人Co.to.hana代表理事

「人の幸せをみんなで考えて
いくこと」が福祉。だから、
細かい言葉で切り分けちゃダ
メ。これからの時代は、ます
ますダイバーシティやから。
その意味で福祉業界にマイン
ドのある新参者 (ソーシャル
スクエア) は歓迎してます。

玉木 幸則
西宮市社会福祉協議会

そもそもみんな持ち合わせて
いる権利は同じ。教育や生き
方も、多様にならなければい
けないと思います。そこで、
ソーシャルデザインワークス
が推進している「ごちゃまぜ
の世界」のようなものに共感
して参画しています。

大場 奈央
フリーコンサルタント
シンクタンカー

高齢者福祉を模索する中で、
ソーシャルデザインワークス
の「ごちゃまぜ」の理念に大
きな影響を受けました。どん
な立場の人も多様性を認め
合って、みんな“超”ごちゃま
ぜで地域をもっと「面白く」
もっと「楽しく」!

猪狩 僚

いわき市役所

私たちは、今まで福祉や障害の分野と接点のなかった人たちに、“ま
ずは知ってもらう” を目的に、広報誌 GOCHAMAZEtimesとウェブ
マガジンを展開しています。紙とインターネット、それぞれが持つ
利点を最大限活用することで、どこにいても、“知るという機会” を
社会に提供し続けていきたいと考えています。
情報発信をする中で、様々な立場で活躍されている方にインタ
ビューも行っています。その過程を経ることで、私達もその分野に
ついて “知る” を繰り返しながら、障害や福祉との交わり方を模索
しています。

 2017年実績
発行部数

20,000部

（5,000部/回）

発行頻度｜３ヶ月ごと
発行月｜３月・6月・９月・12月

インタビュー数｜６名

「誰が来てもいいです」って
言って、本当に来れるごちゃ
まぜの場所が実際にあるって
いうのは大きい。ソーシャル
デザインワークスとグリーン
バードで連携していろんな価
値観や生き方があることをみ
んなに知ってもらいたい。

横尾 俊成
NPO法人グリーンバード代表
東京都港区議会議員

2015-2017
累計発行部数

30,000部

編集部の声 
西宮店クルー 小松 知寛

フリーペーパーだからこそ、
つながる地元の方々が多くい
ます。その小さなつながりを
大事にして差別がなく、誰も
が生きやすい社会を作ってい
けたらと思います。

編集部の声 
marutt ウザワ リカ

「ごちゃまぜ」の名の通り、
多くの人に手に取ってもらえ
るようなデザインで、紙面の
読みやすさとごちゃまぜの世
界の楽しさが伝わるものを心
がけています。
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ご支援
ありがとう
ございます

寄付

お好きなタイミングで応援できる、
ワンタイム寄付も大歓迎です。
事業継続のために役立てさせて頂きます。

お礼をお伝えしたいので、寄付をして頂いた方は、

ホームページのお問い合わせから、ご連絡を頂けると

幸いです。 ▶ https://sdws.jp/

ゆうちょ銀行
口座記号番号：10130-68794801
支店名：〇一八店（ゼロイチハチ店）
口座番号：普通  6879480
名義：特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス
　　[トクヒ）ソーシャルデザインワークス]

みずほ銀行
支店名：いわき支店
口座番号：普通  1322674
名義：特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス
　　[トクヒ）ソーシャルデザインワークス]

振込先

特典
1. 会員認定キット
お礼のメッセージ、法人オリジナルノベルティー、
ごちゃまぜメディカルハーブティー

2. GOCHAMAZE times（ごちゃまぜタイムズ）の先行定期購読
四半期に一度発行しているタブロイド。
発行日の1週間前にお手元に届きます！

会員募集
個人賛助会員

入会金  0 円
年会費
一口: 5,000円

message
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N
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NPO法人ソーシャルデザインワークスは、「すべての仲間の幸せを追求するとともに
諦めのない社会を創る」を理念として掲げています。ここで指す仲間とは、障害のあ
る当事者、地域の方々、生きづらさを抱える方などあらゆる人達のことを指していま
す。その人達、それぞれが感じる幸せをみなさんと一緒に探し、人生がより豊かにな
るための選択肢を創っていきたいと考えています。
みなさんのご協力をお願い致します。

みなさんと創っていきたい

○知ってみる
○SNSアカウントのフォロー
私達の事業活動を、写真や動画盛りだくさんで、お
伝えしていきます。
どれか１つでも構いません。まずは知ってみる。を
体感してみて下さい。

○発信してみる　
○ごちゃまぜ先生募集
ごちゃまぜを体現していく１つの方法として、イベント
企画も行っています。
ごちゃまぜのキーワードを通して、みなさんが伝えた
い事、知ってほしいことを講師の立場から、発信し
てみませんか？ ▶https://sdws.jp

○送ってみる
○モノで応援　
自分では使わないけど、捨てるのはもったいないな…
というモノありませんか？
それらのモノを寄付していただき、支援の現場やイベ
ントの場でも活用したいと考えています。

スポーツ用品
・サッカーボール
・卓球ラケット
・バドミントンシャトル

7点

本
・小説
・マンガ

140点

什器
・書類収納棚
・ダイニングテーブル
・椅子

5点

その他
・観葉植物
・PC
・iPhone4s
・木材

スーツ類
・ジャケット
・パンツ
・ネクタイ

34点

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス
@NPO_SDWS　　　@npo_sdws
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実 績 一 覧

Vol.4｜3 月

ごちゃまぜ的「働き方」

1 月 21 日

白熱必死。ボードゲーム

参加人数｜27 名

新規参加者｜11 名

5 月 31 日

アイシングクッキーを作ろう

参加人数｜36 名

新規参加者｜18 名

6 月 24 日

体調改善運動
コンディショニングを体験しよう

参加人数｜18 名

新規参加者｜5 名

8 月 13 日

回転やぐら

参加人数｜5 名

新規参加者｜0 名

7 月 27 日

スターバックスの接客から学ぶ
コミュニケーション術

参加人数｜34 名

新規参加者｜12 名

9 月 24 日

GOOD TIME
—地域のフェスとコラボ

参加人数｜7 名

新規参加者｜0 名

各拠点ごとの就職者実績

いわき店

いわき店

いわき店

いわき店

いわき店

いわき店

いわき店

いわき店

いわき店

西宮店

西宮店

1 月 10 日

2 月 1 日

4 月 3 日

6 月 1 日

7 月 10 日

8 月 1 日

8 月 8 日

10 月 1 日

11 月 1 日

11 月 21 日

12 月 1 日

専門・技術サービス業界に就職

飲食サービス業界に就職

製造業界に就職

印刷業界に就職

飲料サービス業界に就職

医療・福祉サービス業界に就職

農業・林業業界に就職

医療・福祉サービス業界に就職

サービス業界に就職

卸売業界に就職

サービス業界に就職

※アニュアルレポート上、2015-2017 実績となっていますが、2014-2017 で、就職者数は 21 名。定着者数は 14 名。

ごちゃまぜイベント

Vol.5｜6 月

一人ひとりの物語に寄り添う

Vol.6｜9 月

福祉ってなんだろう

Vol.7｜12 月

あなたの障害、わたしの障害

GOCHAMZE time s 発行実績

1月14日

5月9日

5月19日

5月23日

7月26日

7月28日

株式会社ラッシュジャパン｜丸田千果

関西学院大学キャンパス自立支援室｜西岡崇弘

一般社団法人ハンドスタンプアート代表｜横山万里子

NPO法人judo3.0代表｜酒井重義

社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 相談支援事業課 相談総務係 係長｜玉木幸則　

いわき市地域包括ケア推進課｜猪狩僚／株式会社HealtheeOne代表取締役社長CEO｜小柳正和

インタビュー・対談実績

Web

メディア掲載
新聞

ラジオ

新聞

いわき民報

渋谷のラジオ

福島民報

福島藝術計画 ×ART SUPPORT TOHOKU-TOKYO

ペルー新報

熊本日日新聞

ハナウタカジツ  Web マガジン

Web

新聞

新聞

1 月 26 日

2 月 28 日

3 月 2 日

3 月 31 日

5 月 14,15,16,17 日

11 月 10 日

12 月 22 日

いわき市玉川中学校1年生、総合的学習の授業内で講話

いわき市主催ユニバーサルデザイン推進セミナー（法務省委託事業）講演

東日本国際大学のゼミで講話

10 月 13 日

10 月 28 日

11 月 16 日

助成金

まち・未来創造支援事業補助金（いわき市  市民協働部  地域振興課）　

講演実績

就職者
業種別内訳
2014-2017

サービス業
 6人

製造業
 4人

医療
福祉
 3人

卸売業
小売業

 3人

農業・林業
 2人

その他
 3人



貸借対照表（2017年12月31日現在）
(単位：円)

Ⅰ 資産の部
1.  流動資産
2.  固定資産
3.  繰延資産

資産合計

16,483,607
0
0

16,483,607

Ⅱ 負債の部
1.  流動負債
2.  固定負債

負債合計

Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計（Ⅱ＋Ⅲ）

14,685,446
0

14,685,446

0
1,798,161
1,798,161

16,483,607

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

2017年1月11日

福島県いわき市内郷内町水之出17

この法人は、広く一般市民に対して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく事業、障害者の社会参加を啓発する事業等を行い、年齢・性別・

国籍・障害の有無を意識しない社会を目指し、公益に寄与することを目的とする。

この法人は、上記の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

（１） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

障害福祉サ ービス事業

（２） 障害者の社会参加のための企画及び運営に関する事業

（３） 障害者の社会参加の啓発及び情報発信に関する事業

代表理事CEO  北山剛

理事３名、監事１名、クルー 14名、チームパートナー５名（2017年12月31日現在）

https://sdws.jp/

https://recruit.sdws.jp/

法人名

設立日

本部所在地

目的

事業内容

代表者

人員構成

ホームページ

リクルートページ

法 人 概 要決 算 報 告

SOCIALSQUARE いわき店
OFFICE いわき本部
〒973-8404
福島県いわき市内郷内町水之出17 
ソーシャルスクエアビル1F（2F:OFFICE）
TEL 0246-84-8301　FAX 0246-84-8302

三菱商事石油マルト

常磐線◀いわき 水戸▶

6

JR内郷駅

TOKYO Lab.
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-36-7 南大塚T&Tビル5F

ファミリー
マート

大塚台
公園

都
電
大
塚
駅
前
駅

TOKYO Lab.

◀池袋
JR大塚駅

山手線

254

SOCIALSQUARE 西宮店
〒662-0857
兵庫県西宮市中前田町1-27 ラビットビル1F 
TEL 090-8377-4839（事業所用携帯）

FAX 050-3153-3843
西宮
市役所

ゆげ
焙煎所 神戸線

◀神戸
大阪▶

JR西宮駅
2

阪神 西宮駅

西宮
商工会館

171

活動計算書（2017年１月11日－12月31日）
(単位：円)

Ⅰ 経常収益
1.  受取会費
2.  受取寄付金
3.  受取助成金等
受取国庫補助金

4.  事業収益
SOCIALSQUARE事業収益
ごちゃまぜイベント事業収益
ごちゃまぜタイムズ事業収益

5.  その他収益
経常収益計

0
0

500,000

57,564,992
0
0

29,816
58,094,808

Ⅱ経常費用
1.  事業費
（1）人件費
（2）その他経費
　事業費計

2.  管理費
（1）人件費
（2）その他経費
　管理費計
経常費用計

当期経常増減額（ⅠーⅡ）

税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

29,393,565
21,154,707
50,548,272

4,465,050
1,283,325
5,748,375
56,296,647

1,798,161

1,798,161
0
0

1,798,161
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