
【プロジェクト名】 
 

障がい者が実体験を活かし 
３Dプリンターで 
不便改善グッズ制作！ 
 
実施計画書 

■日本初のクラウドファンディングサービスREADYFOR? を活用した 
３Ｄプリンター関連事業資金調達  

生活支援センター「サンサン」障害者就労継続支援Ｂ型  
https://www.facebook.com/kva.sonoken  

担当/職業指導員 三野晃一 
[運営；社会福祉法人 香川ボランティア協会]  

http://kva-sunsun.jimdo.com/ 
香川県高松市田村町1151－1 TEL 087-814-8280  FAX 0870814-8281 

https://readyfor.jp/projects/sunsun3d 

https://www.facebook.com/kva.sonoken　担当/


「障がい者が実体験を活かし３Dプリンターで不便改善グッズ制作！」 
プロジェクトとは？ 

・障がい者就労施設で働くメンバーが、３Dプリンターを使って一人ひとりの障がいに
合った「不便改善グッズ」をつくります！ 

・ハンディを抱える人一人ひとりに最適化させた「パーソナルな製品」を、障がい者が当
事者目線を持ってつくる最高のツールが３Dプリンターです 

・このチャレンジは就労支援施設の新しい実験的チャレンジです。うまくいけば、障がい
を持つ方が３Dプリンターでデザイン・設計・出力する職業として成り立たせることにも繋
がります。 

・3Dプリンターを使うと、不便さの解消だけではなく、楽しく、おしゃれに！そして障がい
者としての感覚・専門知識を活かせるものづくりが可能になります！ 

・最先端ではなく、生活に密着した、それもハンディのある方の不便を改善することに活
用するという、今までにない「3Dプリンター」を使った新しいチャレンジです。 
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【公募期間；平成26年9月25日から80日間⇒平成26年12月14日午後11時まで】 



プロジェクト立ち上げの経緯／３Ｄプリンター導入 

★平成25年9月  ３Dプリンター２台、３Dスキャナー１台、専用PC２台など導入。（中央競馬馬主社会福祉財団助成事業） 

★平成25年10月 報道向け導入説明会開催 
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プロジェクト立ち上げの経緯／２か月後、初心者向け体験講座開催 

★平成25年11月～ 超☆初心者のための３Dプリンター体験講座（受講料3,000円）断続的に開催 
  定員５名：毎週水曜日開催；５回開催⇒計２１名受講  
  ※facebookと「あしたさぬきブログ」だけでの告知・募集 
  ※就労メンバー、職員が説明項目分担し、実施 
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プロジェクト立ち上げの経緯／こども向け体験会開催 

★平成25年12月  ★平成26年8月 
親子で体験！３Dプリンター体験会（受講料500円）  
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プロジェクト立ち上げの経緯 
不便改善グッズづくり、はじまる 

★平成25年11月～    
３Dプリンターを使った障害者の生活改善グッズのデザイン制作・３Dモデル作成を開始 

電動車いすの操作レバーアクセサリー；オーダーメイド試作～試用～改善～試用 

タッチパネル操作ペン；ひとりひとりの指のかたちに合わせた、オリジナル補助パーツ 
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プロジェクト立ち上げの経緯 
ＳＭＡ（脊髄性筋委縮症）患者との出会い 

電動車いす操作ノブがゴルフボールで使いにくい ⇒ 仕様を書いて   ⇒      ⇒    ⇒   押しやすい平面付きのノブを造形 

力が弱いので、押すときの穴が欲しい。指を実測 ⇒ 引っ張るレバーも欲しい⇒デザイン、作図、出力、試用を繰り返し 

  ⇒さらに、さらに重ねてデザイン、作図、出力、試用、ヒアリングを繰り返し 

試作品 
完成！ 
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プロジェクト立ち上げの経緯 
ＳＭＡ（脊髄性筋委縮症）患者さんの動画メッセージ 

「３Ｄプリンターでつくった電動車いす操作レバーが、大満足」 
中2女子、ありのままを、語る。2014年7月5日。 
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障害者 ３Ｄプリンター  You tube検索！ 

http://youtu.be/EeBiAKs_9Bg 



これまでに作成した「不便改善グッズ」事例  
（2013年10月～2014年10月） 

市販のスタイラ
スペンが短くて
使いにくい⇒ 
採寸やアイデ
ア整理して⇒ 

ほぼ、完成。使いや
すくなったと喜んで
いただきました⇒ 
その後、握る部分を
ゴムにして欲しいと
のリクエスト有 

歩行器のハ
ンドルを持つ
指が、先の方
まですべって
痛い⇒ 

刀の“つば”のよう
なものが欲しいと
いうことで。これは
簡単⇒ 
試作１度で、ほぼ
完成しました。大
満足とのこと。 

両下肢に歩行障
害があり、視覚障
害もある方が、ユ
ニバーサルトイレ
で杖を置くホル
ダーが欲しいとの
こと。 
⇒現場で実測しな
がら、モデル設計
を数種。 

結果的には、かな
りシンプルな形状
でＯＫということが
わかり、すぐにトイ
レに設置。 
ちょっとした不便
が、これで解消。 
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3Dプリンターと障害分野ニーズの親和性 

ひとりひとりの身体、腕、手のひら、指の形状や障害に合った 
「そのひとだけのパーツ、補助具」を 

 
 

自分たちで考え、「ひとまず」「モノ」をつくることができる。 

大量生産に向かない、極小ニーズ 
超ニッチマーケットに最適の“ものづくりツール” 

機能的だけではない３Ｄプリンターの魅力 
かたちの楽しさ☆ハッピーになれる☆遊び心も自由自在 
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障害福祉サービス「就労継続支援Ｂ型」と３Ｄプリンターの 
『ビジネスモデル』とは？ 

<就労支援事業の収支の仕組み（概要） 社会福祉法人> 

生産活動収入からの支出内訳 

（就労営業品目による売上） 

公費収入からの支出内訳 

（制度規程により給付） 

事業運営費 
 

職員人件費 就労事業所 

利用者（障害者）への工賃 

生産活動に直接関わる 
材料費、水道光熱費、 

設備投資、通信費、消耗品 

生産活動収入 事業収入 
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「不便改善グッズ」市場とは？ 

不便さ改善グッズの市場＝障害者 だけではない 

「不便」の起因は、様々 

高齢者 入院中 
ふだんの
くらし 

and more 

超ニッチマーケット対応グッズ 
↓ 

マスに必要とされている「隠れ市場」掘り当てる。かも。 

大阪３Ｄプリンタービジネス研究会の皆様の 
お知恵とネットワークとフットワークをお貸しください！ 
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ところが 

あなたの 
不便さを改善するのに 

どんなものがあったらいいか 
教えてください 

すぐに 
あんなもの、こんなかたち。 

と、言えるひとは、かなり少ない 



障がい者が実体験を活かし３Dプリンターで不便改善グッズ制作！ 
プロジェクトで実行すること 

障がい者や高齢者、そのご家族や支援者に必要な、こんなものをつくって欲しい、というリク
エストに応じて、１５人分１５個の３Dモデルデザイン設計を起こし、不便解消・改善グッズを
３Dプリンターで出力してお届けします。 
 
【１】障がい者や高齢者の方のニーズを集めます。 
  
【２】その当事者や支援者の方に実行者がメールや電話や対面でヒアリングを行い手書きの
図などでニーズをかたちにします。 
  
【３】ヒアリング内容をもとに実行者チームのメンバーが３D作成ソフトで設計デザイン、３Ｄ
データ作成を行い、３Dプリンターで出力します。 
  
【４】出力した３Dモデルを、当事者の方に使ってもらい、改善点や新たな要望をヒアリングし
ます。 
  
【５】使用したあとのヒアリングを元に、メンバーが３Dデータの修正を行い、再び３Dプリンター
で出力し、再び、当事者に試用してもらいます。 
  
【６】このように、上記③④⑤を何度か繰り返して、最終データが完成。当事者の方にプレゼ
ントします。 
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プロジェクトに必要な資金の内訳 

今回、１５人の不便改善グッズのヒアリングを行い、３Ｄソフトでデザイン設計を行い、３Ｄプ
リンターで出力し１５個の最終試作品をつくるための資金を８０万円とし、８０日間で公開募
集を行います。 
 
①障害福祉サービスの就労作業として、障がい者が３Ｄソフトを使い、デザイン設計を行う費
用。（障がい者の事業所利用者の方に、工賃として支払われます。職員の人件費は含まれません） 

 
②３Ｄプリンター材料費（ＡＢＳ樹脂。ＰＬＡ） 
 
③事業所保有の３Ｄプリンター使用料（500円／１時間） 
 
④当事者からのニーズヒアリング、資料作成、試作品送付、データ整理などの事務費 
（障がい者の事業所利用者の方に、工賃として支払われます。職員の人件費は含まれません） 

 
⑤READYFOR支援者への報告や引換券内容を実行するための事務費、通信費 
（障がい者の事業所利用者の方に、工賃として支払われます。職員の人件費は含まれません） 

 
⑥上記①～⑤の経費と１７％のクレジット決済及びＲＥＡＤＹＦＯＲ手数料の17％を含んだ
予算が８０万円です。 
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ＲＥＡＤＹＦＯＲの特長／READYFORサイトから抜粋 

誰もが夢を実現できる、よりよい社会作りのために。 
READYFORは社会をよりよくしようとする実行者と、その思いに共感する支援者を支えるコミュニティとして、このコミュニティ
に関わる人すべてが私たちのサービスを快適に利用できるよう尽くします。 このサービスから始まる共感の輪が、もっと
もっと多くの人々に届くようにあらゆる努力を惜しみません。誰もが夢を実現できる、そんな未来のために。 

寄付や、投資ではなく、購入型のクラウドファンディングです。 
プロジェクトは目標金額と、募集期間を決め、期間中に目標金額を達成できたらプロ
ジェクト成立となります。成功報酬型となっており、募集期間の終了時に目標金額を達
した場合のみ、手数料をいただきます。手数料は、クレジットカードの手数料を含め17%
です。集まった支援金の額から、手数料分を差し引いた額を、実行者にお支払いしま
す。なお、プロジェクトが成立しなかった場合には、一切の手数料はかからないため、
開始するだけであれば０円です。 

寄付や投資とは異なり、プロジェクトを始める「実行者」は、お金を集める代わりに、お
金を支援してくれる「支援者」に対して、リターン（引換券）をお返しします。例えば、本を
作りたい！と思った実行者は、本を製作するために必要な資金を集め、支援者に対し
て、支援金に応じて、でき上がった本をお返しします。双方向のやり取りによって支援
者とつながることで長期的な支援やコミュニティ作りにも役立ちます。 
「実行者」「支援者」の方々に高い満足度をいただいております。 

15 
https://readyfor.jp/about_more 



ま と め 

私たちの試み、チャレンジは、最先端の分野ではなく、また３Ｄスキャニングによるフィ
ギュア制作などのエンタテイメント分野ではありません。 
 
「障がい者と３Ｄプリンターの未来をつなぐ、バリア生活ちょこっと改善実験」をコンセ
プトに、ハンディを持つ方々の日常生活を、ハンディを持つ方々が３Ｄソフトを覚え、
３Ｄプリンター出力技術を活用して改善してゆくことを目指しています。 
 
しかしながら、私たちが住む四国うどん県高松市界隈では、３Ｄプリンターを持ってい
ることで受託できる仕事も少なく、活動を続けてゆく資金が不足しています。 
 
今回、体験講座収入や地元企業との連携などに加えて、インターネットを使ったクラ
ウドファンディングにチャレンジし、たくさんの試行錯誤を行うための資金を集めるこ
ととしました。 
 
情報の拡散のご協力や、ご支援をお願い致します。 
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【公募期間；平成26年9月25日から80日間⇒平成26年12月14日午後11時まで】 



【プロジェクト名】障がい者が実体験を活かし３Dプリンターで不便改善グッズ制作！ 

https://readyfor.jp/projects/sunsun3d 
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【公募期間；平成26年9月25日から80日間⇒平成26年12月14日午後11時まで】 
生活支援センター「サンサン」障害者就労継続支援Ｂ型 https://www.facebook.com/kva.sonoken 担当/職業指導員 三野晃一 

[運営；社会福祉法人 香川ボランティア協会] http://kva-sunsun.jimdo.com/ 
香川県高松市田村町1151－1 TEL 087-814-8280  FAX 0870814-8281 

https://www.facebook.com/kva.sonoken　担当/
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プロフィール 

三野（さんの） 晃一 1957年尾道生  57歳 
 
1985～1995 
・イベント企画制作会社 プランナー、プロデューサー、舞台演出 
 
1996～2003 
・ＩＴベンチャー起業  プロデューサー、プランナー、ＰＪリーダー
   
2005～2011 
・広告代理店⇒インターネットマーケティング会社（子会社） 
 
2012～ 
・社会福祉法人 香川ボランティア協会 職員；職業指導員 
  生活支援センター「サンサン」就労継続支援Ｂ型 
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