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年度末報告書（実⾏団体⽤） 
※報告書内の⻘⽂字は説明内容、⾚⽂字は⽂字数上限になりますので提出時には削除してください。 

 
１年⽬ 年度末報告書 

1．事業名 ⽇本初の⼤型総合 LGBTQ センター「プライドハウス東京」設⽴プロジェクト 
2．実⾏団体名 特定⾮営利活動法⼈グッド・エイジング・エールズ 
3．実施期間 2020 年 7 ⽉ 1 ⽇〜2023 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
4. 報告期間 2020 年 10 ⽉ 1 ⽇〜2021 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
5.事業進捗に関する報告（概要）  進捗状況 
中⻑期アウトカム 
⽇本全国のどの地域においても、LGBTQ の⼦ども・若者と周囲の⼈たち
に対して、多様な性についての情報と適切な⽀援が提供され、LGBTQ の
⼦ども・若者がありのままで⼤⼈になることができる社会となる。 

 

短期アウトカム 
A) ⽇本全国において、個別的に活動する 50 を超える官⺠産学の主体が
連携し、コレクティブに社会的なインパクトが発揮されている状態 
B) 東京のアクセスの良いエリアにおいて、⽇本初の常設 LGBTQ センタ
ーを設⽴し、啓発・⽀援の拠点として機能している状態 
C) オフラインおよびオンラインにいおいて、LGBTQ に関する多分野の
情報が集約され、誰もが正しい情報にアクセスできる状態 
D) ⽇本全国において、どのような暮らしを送る⼦ども・若者にも⽀援・
啓発を届ける仕組みが開発され、届けられている状態 

A）計画どおり進んでいる 
B）計画どおり進んでいる 
C）計画より遅れている 
D）計画より遅れている 

事

業

計

画

よ

り

転

記

し

て

く

だ

さ

い 



 2 

アウトプット 
A) コンソーシアム体制 
多主体が連携した組織で会議運営と基盤強化を⾏う 
B) センター機能 
拠点となる⽇本初の常設 LGBTQ センターを⽴ち上げ、啓発・⽀援事業
を⾏う 
C) 情報プラットフォーム機能 
⼦ども・若者を中⼼とした全ての⼈たちが、正しい情報にアクセスでき
るように、情報集約と整備を⾏う 
D) アウトリーチ機能 
⽇本全国へ啓発・⽀援を届けるための仕組みを構築し、適切に届ける事
業を⾏う 

A）計画どおり進んでいる 
B）計画どおり進んでいる 
C）計画より遅れている 
D）計画より遅れている 

6.事業進捗に関する報告（詳細）  
＜スケジュール＞ 
10/10：内部向けオープニング（35 の NPO・専⾨家、15 の企業、20 の⼤使館によるコンソーシアムのメンバーによる実施。オリパラ史上初で、⼤会組織 
     委員会の公認プログラムとなり、IOCバッハ会⻑からも祝辞。） 
10/11：外部向けオープニング（メディア向け、コミュニティ向け、⼀般向けの 3回。メディア向けには、オランダ⼤使、新宿区⻑、東京 2020 組織委員会、 
     LGBTQ当事者アスリート、⽇本ラグビーフットボール選⼿会をゲストに招待。LGBTQ コミュニティ・アーカイブも同時に⽴ち上げ、約 600冊の
LGBTQ 
       やジェンダー関連の書籍を所蔵。 
10/11：「LGBTQユースのためのアドボケーター養成講座」（全 14 講座）を⽇英にてオンラインで無料配信を開始し、260名が受講。 
10/16：通常開館がスタート（⾦⼟⽇⽉の 13 時〜19時）。年内は、12/28まで。 
11/1：プライドハウス東京公式ガイドブック、Sports for Everyone 冊⼦、LGBTQ YOUTH TODAY冊⼦を⽇英で製作し配布開始。 
11/1〜11/8：オンラインレインボーマラソン 2020 の実施。 
11/13〜11/23：トランスジェンダーの多様な⽣き⽅を写し取った写真展「それぞれが歩む道」実施。 
11/19：「LGBTQ コミュニティ・アーカイブ」のクラウドファンディング終了。（8/19 からの 90 ⽇間で、7,401,000円達成。毎⽇ 90 ⽇間、LGBTQ コミュ
ニ 
        ティの⽅々、アカデミック界の⽅々から応援メッセージを寄せていただく。） 
11/26：「絵本の世界から多様性について考えよう『りつとにじのたねの読み聞かせ＆トークイベント』実施。 
11/27〜12/14：世界エイズデー展 at Pride House Tokyo Legacyの実施。 
12/3：パナソニックとの連携オンライン企画「ソウゾウするちからー普通ってなんだろうー」実施。 
12/11：UDA（University Diversity Allianve）との連携オンライン企画「LGBTQ と⼤学に関する全国シンポジウム」実施。 
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1/23：緊急事態宣⾔により予定を後ろ倒しして開館（⾦⼟⽇⽉の 13 時〜19時）。 
2/8：東京 2020 組織委員会に対して「公開質問状」を送付。 
2/22：全国の⼦ども・若者⽀援拠点 233箇所に、プライドハウス東京公式ガイドブック、Sports for Everyone 冊⼦、LGBTQ YOUTH TODAY冊⼦を送付。 
3/1：全国の LGBTQ 関連の団体・専⾨機関・連携先となりうる施設に、アンケートを送付し、今後の連携体制の⼟台とする。 
3/16・3/30：トランスジェンダー・デーの実施。 
3/30：YouTube 配信「プライドハウス東京 presents ⼋⽅不美⼈の教えて！レガシー」の第 1回を公開。 
 
＜エピソード＞ 
10⽉ 11 ⽇のオープン以降、12⽉末までに、のべ約 900名の来場が。様々な年齢層の LGBTQ当事者やアライ、興味関⼼層が来館し、うち 10代・20代のユ
ースは約 50%。なかには、性のあり⽅に悩むユースを連れた保護者、性移⾏に関する詳細な情報を求めるトランスジェンダーのユース、学校での LGBTQサー
クルの運営に課題を感じているユースなど、具体的な⽀援・相談ニーズを抱える LGBTQユースと周辺層の来場が含まれていたが、プライドハウス東京として
の体制が整っていないため、リファー先の紹介にとどまっている。ユース以外では、周囲にセクシュアリティを明かしていない⾼齢者当事者や、パートナーと
死別した当事者、就労に困難を抱える当事者なども来場。LGBTQ コミュニティ・アーカイブの蔵書などが、スタッフとの対話をはじめるきっかけとして⼤き
く昨⽇することがわかった。また、展⽰イベントやメディア露出があると来場者が増えるため、継続的に、積極的に情報を発信していくことの重要性を確認し
ています。 
想定外の来場者としては、⾃治体の議員の視察、LGBTQ に関する取り組みを推進しようとしている企業の担当者による訪問、なかでも多いのは、総合学習の
テーマや卒論のテーマとして LGBTQ を選択している学⽣によるリサーチやヒアリングを兼ねた来訪。LGBTQユースの包括的⽀援という視点でいうと、当事
者や周囲の⼈を個別に⽀援するのと同時に、社会環境をかえるきっかけとなる存在に対しての働きかけにも、⼤きな可能性を感じた。1⽉以降は、新型コロナ
感染予防対策もあり、来場者が⼤きく減ることに。3⽉中は、オンラインでの各種コンテンツの準備期間としてもスタッフが稼働し、プライドハウス東京レガ
シー独⾃のWEBサイトも構築、公開することで、⻑期化するコロナの状況においてのオンライン施策の⾜がかりとした。 
7.資⾦計画に関する報告 
① 資⾦計画どおりの執⾏状況ですか。 ： 計画どおり進んでいる 
→①で「計画どおり進んでいる」以外を選択した場合の理由： 
② 報告年度に⽤意する予定だった⾃⼰資⾦は集めることができましたか。： 計画より進んでいる 
→②で「計画より遅れている」を選択した場合の理由： 
8.報告期間における課題と次年度にむけた取り組み 
＜課題と問題点＞ 
来訪者のニーズとして相談⽀援が存在していることは把握できたが、体制を整えるための時間がかかり、相談⽀援の対応ができなかったことが⼤きな課題。ま
た、10⽉以降は、リアルな空間整備やサービス・オペレーション整備に注⼒する必要があり、新型コロナウイルス感染予防対策のために 2020 年度上期に緊急
実施した、オンライン施策を継続することが難しかった。それらの課題をひとつひとつ解決していくため、情報プラットフォーム機能・アウトリーチ機能に関
しての詳細計画⽴案や実施が遅れる結果となった。 
あわせて、コンソーシアム体制に関して、各チーム内におけるコンセンサス形成のプロセスに違いがあり、いくつかのチームにおいて、メンバー間での意⾒の
不⼀致などが発⽣。事務局としての丁寧な介⼊を⾏うこともできず、結果的にはコンソーシアムから団体・専⾨家が抜けるケースが 2 つ⽣まれた。 
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＜今後の対策＞ 
4 ⽉中旬からは、LGBTQユースと LGBTQかもしれないユースに対する包括的相談⽀援プログラム「ラップアラウンド・サポート」を開始。ユースと周囲の
⽅々に対して、多層的な視点と専⾨知識・ケアをもって⽀援を提供していく。３⽉中には、YouTube 配信「プライドハウス東京 presents ⼋⽅不美⼈の教え
て！レガシー」を企画し、「ユースの声」「働くこと」「⼼と体の健康」という 3 つのテーマのもと合計 30回の放送に向けて撮影を実施。３⽉ 30 ⽇の⽴ち
上げ以降、随時編集し公開していく予定。LGBTQ コミュニティ・アーカイブについては、⽴ち上げ期の蔵書に加え、整理したリストをもとに追加発注を⾏う
とともに、コミュニティからの寄贈プログラムを整備。情報プラットフォーム機能のベースとなる、プライドハウス東京レガシーのWEBサイトを 4 ⽉ 9⽇に
公開し、連携先情報やユース関連団体を整備していく予定。また、新型コロロウイルスの感染拡⼤状況を⾒つつ、「全国出張プライドハウス」企画を⽴案し、
「LGBTQユースのためのアドボケーター養成講座」受講者や全国のパレード団体・⼤学などの LGBTQサークル、⽂部科学省と⺠間の共同事業である「トビ
タテ！留学 JAPAN」との連携を通して、全国アウトリーチ機能の構築のためのトライアルを⾏う。また、安⼼・安全の空間提供と⼀環としてカフェコーナー
を設置し、来場者アンケートへの回答促進も兼ねて飲み物を提供する。 
 
＜次年度に向けた取り組み＞ 
7 ⽉末から 9 ⽉初旬にかけて実施が予定されている東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技⼤会は、プライドハウス東京レガシーのルーツでもあり、
様々なステークホルダーの巻き込みと、全国への周知における契機でもあるため、最⼤限に活⽤できるように、８つのチームそれぞれで LGBTQユースを含め
た当事者コミュニティやアライコミュニティに向けた具体的な施策を⽴案。今後は、各チーム理事による理事会（3⽉ 11 ⽇に組成）の定期開催と事務局から
の権限移⾏を⾏う。また、事務局における業務負担を軽減し、全体運営や⻑期的な企画⽴案に専念できるように事務スタッフを募集雇⽤。ファンドレイジング
や法⼈格設⽴など、プライドハウス東京が持続可能な存在として機能できるための⺟体構築に取り掛かる予定。 
9.広報に関する報告 
 
＜テレビ＞ 
https://www.buzzfeed.com/jp/saoriibuki/pride-house-tokyo-legacy 
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4099714.html 
https://www.tv-tokyo.co.jp/news/txn/2020/10/11/014263.html 
https://www.news24.jp/feature/428/feature428_01.html 
https://sports.nhk.or.jp/paralympic/article/reporter/20201102-mikami/ 
 
＜新聞＞ 
https://www.asahi.com/articles/ASNBC5QYRNBCUTIL00Q.html 
https://mainichi.jp/articles/20201012/k00/00m/040/140000c 
https://mainichi.jp/articles/20201013/ddm/012/040/097000c 
https://www.tokyo-np.co.jp/article/61677 
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https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/12/national/lgbtq-landmark-tokyo-olympics-pride-house/ 
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODH259D40V20C21A1000000/ 
https://mainichi.jp/articles/20210208/k00/00m/050/134000c 
https://www.asahi.com/sp/articles/ASP2F5VLGP2FUTIL00G.html 
 
＜通信社＞ 
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ee755ecf3f4b64087260cdb0337c3ec1c1f5138/images/000 
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/12/national/lgbtq-landmark-tokyo-olympics-pride-house/ 
https://news.yahoo.com/activists-demand-reform-tokyo-olympic-070648409.html 
https://english.kyodonews.net/news/2021/02/860e510646a1-its-about-deeply-rooted-misogyny-not-mori-pride-house-tokyo-head.html 
 
＜WEB＞ 
https://www.buzzfeed.com/jp/saoriibuki/pride-house-tokyo-legacy 
https://2020.yahoo.co.jp/minnano2020/yahoo/83 

10.規定類の整備に関する報告 
① 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。： 整備中 
② 整備が完了した規程類を web サイト上で広く⼀般公開していますか。： ⼀部未公開 
→②で「⼀部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定⽇： 各種作業が追いついていない状態なので、2021 年 6 ⽉末までに実施予定。 
③ 変更があった規程類に関して資⾦分配団体に報告しましたか。： はい 
→③で「いいえ」を選択した場合の理由： 
11.ガバナンス・コンプライアンスに関する報告 
① 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。： はい 
→①で「いいえ」を選択した場合の理由： 
② 内部通報制度は整備されていますか。： いいえ（現在、検討中） 
→②で「はい」の場合は、設置⽅法（複数選択可）： 内部に窓⼝を設置 ／外部に窓⼝を設置 ／JANPIA の窓⼝を利⽤ 
③ 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に⾏っていますか。： いいえ  
→③で「いいえ」を選択した場合の理由：現在、⾃⼰申告を定期的に⾏える機会を調整中 
④ 関連する規程の定めどおり情報公開を⾏っていますか。： いいえ 
→④で「いいえ」を選択した場合の理由：⽴ち上げ作業にスタッフが追われていたため、WEBサイトへの公開作業に遅れが⽣じた    
⑤ コンプライアンス委員会（※）は定期的に開催されていますか。： いいえ 
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※コンプライアンス委員会を設置していない実⾏団体は、担当部署または担当者に報告の対象となる不正⾏為を資⾦分配団体に報告済かを回答してください。 
報告の対象となる不正⾏為とは、資⾦分配団体-実⾏団体間の資⾦提供契約書第 15 条に定めるものです。 
→⑤で「いいえ」を選択した場合の理由：現在、対象となる不正⾏為はない 
⑥ 報告年度の内部監査⼜は外部監査を実施予定ですか。（実施済みの場合含む）： 外部監査を実施する予定 
→⑥で「実施する予定がない」を選択した場合の理由： 

  
 
 
 
 

14.活動の写真 
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