
省庁名 行事の名称 内容 実施期間 問合せ先

1 障害者週間連続セミナー

【チック、トゥレット症候群とそれに関連する発達障害】
小児期に見られるチックの多くは、まばたきや首をふる動きで、1年以
内に消失しますが、一部は多彩な運動性チックと
音声チックが出現し、トゥレット症候群の経過を辿ることがあります。こ
の症候群の重症例では、全身の激しいチックや、
奇声や汚言を認めます。また小児期の併存症としては、注意欠陥多
動性障害や広汎性発達障害があります。本セミナー
では、小児科を受診するトゥレット症候群の診断や治療、併存症との
重なりなどについて、お話しさせていただきます。

12月6日
10:00～12:00

特定非営利活動法人 日本トゥレット協会
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3丁目43-11　福祉財団ビル7
階
電話：03-6912-9625
FAX：03-6912-9625

2 障害者週間連続セミナー

【オストメイト対応トイレの実態調査】
がん等の病気や事故で、お腹にストーマ（人工肛門・人工膀胱）と言
われる排泄口を造設したオストメイトと言います。
オストメイトはストーマから排泄される便や尿を、ストーマ装具と言わ
れる袋に受け、溜まった排泄物はストーマ装具からトイレに捨てる必
要があります。また、緊急事態としてお腹に貼ったストーマ装具を交換
するケースもあります。
オストメイト対応トイレは、これらオストメイトのニーズに合わせ使いや
すいように設計されたトイレですが、色々な仕様のものが設置されて
います。東洋大学福祉デザイン研究科では、JOAの全国の支部会員
の協力を得て、色々なオストメイト対応トイレがどのような状況で、ど
のように利用されているかのアンケートを実施しましたので、その集計
結果を発表いただきます。皆様のオストメイトやオストメイト対応トイレ
への理解が深まることを期待します。

12月6日
12:30～14:30

公益社団法人 日本オストミー協会
〒124-0023　東京都葛飾区東新小岩1-1-1-901
電話：03-5670-7681
FAX：03-5670-7682

3 障害者週間連続セミナー

【発達障害者の雇用を促進するために Vol.5～安定して働き続けるた
めに一人ひとりができること～】
改正障害者雇用促進法の施行や発達障害者支援法の改正といった
法整備が進む中で、発達障害者（を含む障害者）の就職件数は大きく
伸びています。一方、事業主においては、発達障害者の雇用に際し、
一人ひとりの障害特性を見極めた対応が求められ、その対応に不安
や課題を抱えている状況にあります。そこで、職務の切り出しや職場
内の支援体制などを工夫した具体的な雇用管理事例や、働く発達障
害者の声等を紹介し、発達障害者の職場定着に向けてそれぞれの立
場で取り組むことについて、参加者とともに考えます。

12月6日
14:45～16:45

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
〒261-0014　千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
電話：043-213-6203
FAX：043-213-6556

平成28年度　「障害者週間」関連行事
①【国主催行事：７７件】
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4 障害者週間連続セミナー

【失語症を含む高次脳機能障害者の社会的障壁を考える】
平成28年4月障害者差別解消法が施行され、障害者に合理的配慮の
必要性が求められています。見えない障害である失語症・高次脳機
能障害者が社会で当たり前に生活していくのに必要な社会支援の施
策や福祉環境について考察します。

12月6日
17:00～19:00

特定非営利活動法人 日本失語症協議会
〒167-0051　東京都杉並区荻窪5-14-5-405
電話：03-5335-9756
FAX：03-5335-9757

5 障害者週間連続セミナー

【高齢者・障害者等の読み書き困難者への理解を促進する行政施策
について考える】
平成28年4月1日に施行された障害者差別解消法には、意思疎通支
援の方法として、大活字等の拡大文字表記や読み書き（代読・代筆）
支援が明記されています。また、政府が定める基本方針にて、障害者
への理解促進を図る研修会の実施が推奨されています。当会は、大
活字図書等の多媒体での出版を進めながら、障害者や高齢者等の
読み書き困難者への理解をさらに進める行政施策の促進について考
えるセミナーを行います。

12月7日
10:00～12:00

特定非営利活動法人 大活字文化普及協会
〒101-0051　東京都千代田区神田神保町1-3 冨
山房ビル6F
電話：03-5282-4361
FAX：03-5282-4362

6 障害者週間連続セミナー

【吃音や関連する障害のある人の社会参加・就労支援に向けて】
吃音がある人は、吃音そのものや、2次障害である社会不安障害、引
きこもり、うつなどにより社会参加が難しい人が多いです。初めに、最
近吃音外来を開設した医師により、その診療状況や、診断書や手帳
の取得によって社会参加ができた事例を交えて講演をしていただきま
す。そして、当事者、当事者の就労を支援する団体、医師とのディス
カッションを通して、吃音とその2次障害の理解を進め、社会参加にあ
たっての課題などを考えたいと思います。併せて、発達障害者支援法
の改正、障害者差別解消法の施行などを法整備が進む中、吃音者を
迎える社会がどう変わっていくか、合理的配慮も含めて考えていきま
す。

12月7日
12:30～14:30

特定非営利活動法人 全国言友会連絡協議会
〒170-0005　東京都豊島区南大塚1-30-15（東京
言友会館）
電話：090-5423-3294
FAX：03-3942-9438

7 障害者週間連続セミナー

【発達障害児教育への支援～デジタル図書の有効性と今後の課題に
ついて～】
近年、教育現場においては学習障害等の障害児教育にデジタル教科
書を利用して成果を得ている事例があります。
そこで、発達障害児教育への支援について、デジタル教科書の有効
性の観点から専門家、障害当事者の方、教育現場で実践中の方を招
いて意見交換をし、今後の支援のあり方・課題について考えます。

12月7日
14:45～16:45

公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
〒162-0052　東京都新宿区戸山１丁目22番１号
電話：03-5273-0601
FAX：03-5273-1523

8 障害者週間連続セミナー

【大人の発達障害について ～最近の動き～】
最近注目されている大人の発達障害について、理解促進と、どのよう
な対応がよいのか「合理的配慮」についても提示する場とします。ま
た、今年改正された「発達障害者支援法」についても、最近の動きと
合わせながら、報告します。

12月7日
17:00～19:00

一般社団法人 日本発達障害ネットワーク
〒105-0013　東京都港区浜松町1-12-14　昭和ア
ステック5号館5Ｆ
電話：03-5733-6855
FAX：03-5733-6856
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9
国際車椅子バスケットボール大会にお
ける人権啓発活動

人権擁護委員と法務局職員が試合会場において，アンケートの実施
及び啓発物品の配布を行う。

11月19日
福岡法務局北九州支局
（093-561-3542）

10
五島人権フェスティバル
（地方委託事業）

一般の方を対象に，講談師による，障害者活動支援の理解を深める
講演会を実施する。

11月26日
五島市役所
市民課住民生活係
（TEL　0959-72-6144）

11
映画上映会及び講演会
(地方委託事業・ユニバーサル事業）

上映する映画：「幸福は日々の中に。」
講演：「障がい者にとってのより良いありかた」
　　　　福森　伸氏
場所：宮崎キネマ館（0985-28-1162）

11月26日
～12月2日

（講演は27日の
み）

宮崎県総合政策部人権同和対策課
ＴＥＬ0985-32-4454

12
ふれあいフェスタ2016
(地方委託事業）

・人権に関する講演会やパネル展示，人権・福祉団体による日常活動
の紹介などを行い，人権の大切さについて考えるイベント
・ステージイベントについては，北九州市障害者芸術祭と共同開催

11月27日
北九州市人権推進センター
（TEL：093-562-5010）

13
人権フェスタinささやま
（地方委託事業）

内容：障害者福祉事業所連絡協議会の構成事業所の利用者等
　　　　による作品展および物産展
目的：障害者施策の推進について市民に周知を図る

11月29日
～12月4日

篠山市市民生活部人権推進課

14
スポット広告放送
（地方委託事業）

「障害者の人権」をテーマにＣＭを作成し，県内民放5局において放送
する。

12月1日～15日
香川県総務部人権・同和政策課
（ＴＥＬ　087-832-3201）

15
スポット広告放送
(地方委託事業）

民放5局において人権啓発CMの放送を予定。
福岡市及び北九州市と共同実施。

12月1日～16日
(公財）福岡県人権啓発情報センター
（TEL：092-584-1271）

16
講演会
(地方委託事業・ユニバーサル事業）

IPC（国際パラリンピック委員会）アクセシビリティガイドラインに学ぶ講
演会

12月2日
宮崎県総合政策部人権同和対策課
ＴＥＬ0985-32-4454

17
人権講演会
（地方委託事業）

講師：大橋広宣（フリーライター）
演題：「ＬＤの挑戦！算数0点から新聞記者に」
～苦手は得意でカバー　個性を伸ばして生きる～

12月2日
宮崎県三股町教育委員会
ＴＥＬ0985-52-1111

18
障害者週間記念行事
（地方委託事業）

障害のある方が作成した絵画，書道，手工芸等の作品を展示する。 12月2日～6日
群馬県健康福祉部障害政策課
TEL027-226-2634

19
人権を尊重し豊かな福祉の心を育む町
民集会
（地方委託事業）

一人ひとりが共に認め合い，共に支え合う人権感覚を養うとともに，
福祉への理解を深めるための町民集会の開催。
講演会，人権啓発パネル展示等実施。

12月3日
坂城町役場
企画政策人権・男女共生係
坂城町隣保館 （TEL　0368-82-6603）

20
人権講演会
（地方委託事業）

講師：金澤泰子・翔子（書家）
講義内容：ダウン症の子供を育てて学んだこと～天使がこの世に降り
立てば～

12月3日 神戸市北区総務課

法務省
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21
人権ミニフェスティバル
（地方委託事業）

「じんけんフェスタ２０１６」において，「心の輪を広げる体験作文」「障
害者週間のポスター」入賞者に対する表彰式及び作文朗読を実施
し，併せて人権啓発ポスター・パネル展を実施する。

12月3日
香川県健康福祉部障害福祉課
（ＴＥＬ　087-832-3291）

22
新聞広告
(地方委託事業）

掲載新聞：神戸新聞朝刊
掲載内容：障害者差別解消法および障害者が日常生活で困っている
事等（予定）

12月3日 神戸市保健福祉局障害福祉課

23
ちょっと素敵な映画会
（地方委託事業）

映画：「博士と彼女のセオリー」（障害者の人権をテーマとした映画） 12月3日
なごや人権啓発センター
ソレイユプラザなごや
052-684-7017

24
スポット広告放送
（地方委託事業）

福井放送及び福井テレビジョン放送において，障害者や高齢者を含
むすべての人が，お互いを思いやる「こころのバリアフリー」を醸成す
るＣＭを作成し放送する。

12月3日～9日
福井県健康福祉部地域福祉課
（ＴＥＬ0776-20-0328）

25
ヒューマンフェスタ2016　ひろしま
（地方委託事業）

・特別支援学校サポート隊広島表彰式（企業への就職を目指す特別
支援学校生徒の働く力の育成及び就労促進を図るための企業との連
携・協力による職業教育の充実に資する制度に基づきサポート実績
が顕著と認められた企業等を表彰）
・車いす使用者によるパフォーマンス
・講演会（演題「障害者差別解消法について」（講師未定））
・身体障害者補助犬貸与式
・障害者スポーツ体験会（アンプティサッカー，車いすバスケットの実
演，体験）

12月4日
広島県環境県民局人権男女共同参画課
人権啓発グループ
082-513-2734

26
第20回人権ふれあいフェスタ
（地方委託事業）

障害者についての内容を含む人権啓発冊子の配布 12月4日
高知県人権啓発センター
088-821-4681

27
新聞広告
（地方委託事業）

「障害者の人権」をテーマに新聞広告を作成し，四国新聞に掲載す
る。

12月4日
香川県総務部人権・同和政策課
（ＴＥＬ　087-832-3201）

28
人権講演会
（地方委託事業）

聴覚障害者で東京都北区区議会議員であり，「筆談ホステス」の著者
である斎藤りえ氏による講演会

12月4日
観音寺市市民部人権課
（ＴＥＬ　0875-23-3928）

29 第68回人権週間

「障害を理由とする偏見や差別をなくそう」等を強調事項として掲げ，
法務局，地方法務局等の主催により，世界人権宣言の意義を訴えか
けるとともに，人権尊重思想の普及高揚のための各種啓発活動を全
国的に実施する。

12月4日～10日
法務省人権擁護局，各法務局人権擁護部，各地
方法務局人権擁護課

30
平成28年度「第2回人権のつどい」
（地方委託事業）

講師：中野　佐世子氏（NHK教育テレビ 「手話ニュース」キャスター・手
話通訳士） 演題：「心のバリアをはずして」

12月5日
姫路市市民局人権推進部
人権啓発課

法務省
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31 障害者福祉施設瑞穂学園人権教室
人権擁護委員と法務局職員が障害者福祉施設を訪問し，施設職員に
対して人権教室を行う。

12月6日
福岡法務局田川支局
（TEL:0947-44-1426）

32
命の講演会
（地方委託事業）

障がい者・子どもの人権に関する講演会 12月7日 太子町

33
人権講演会
（地方委託事業）

講師：金　洪仙人（キム　ホンソン）
講義内容：障害者と人権（予定）

12月7日 神戸市長田区総務課

34
人権講演会
（地方委託事業）

講師：金澤泰子（書家）
講義内容：ダウン症の子供を育てて学んだこと～天使がこの世に降り
立てば～

12月7日 神戸市西区総務課

35
人権を尊重する市民の集い
(地方委託事業）

講師：道下美里（視覚障がい者ランナー）
講演内容：未定

12月8日
福岡市人権啓発センター
（TEL：092-717-1237）

36
平成28年度人権週間行事「人権のつど
い」
（地方委託事業）

千葉祇暉氏（元パラリンピアン，一般社団法人日本チャレンジアスリー
ト協会会長）による講演

12月9日
足立区総務部総務課人権推進係
03-3880-5497

37
人権講演会
（地方委託事業）

講師：野田あすか氏・野田恭子氏
講演内容：発達障害を抱える本人の「野田あすかピアノリサイタル」～
こころの音を奏でる～と母・野田恭子さんによる「あなたは，あなたの
ままでいい」と題した講演

12月9日
栗東市役所総務部人権政策課
（ＴＥＬ077-551-0108）

38
人権尊重のまちづくり市民の集い
（地方委託事業）

同和問題，子ども，女性，障がい者及び高齢者等の人権に関する問
題についての取組を推進し，人権感覚の向上を目的とした市民集会
の開催。
講演会，人権啓発作品の展示，人権擁護委員による心配ごと相談所
開設。

12月10日
東御市人権同和政策課
人権同和政策係
（TEL　0268-64-5902）

39
共生社会推進フェスタ2016
（地方委託事業）

①第36回全国中学生人権作文コンテスト山口県大会表彰式・受賞作
品朗読
②平成28年度「心の輪を広げる体験作文」・「障害者週間ポスター」表
彰式，受賞作文朗読
③第22回山口県障害者芸術文化祭
作品表彰式，ステージ発表（楽器演奏，舞踊等），作品展示（絵画，書
道等）
④あいサポーター研修

12月10日
山口県障害者社会参加推進センター
（℡ 083-928-5432）

40
人権講演会
（地方委託事業）

障害者理解を深めるとともに，人権意識の向上を図る講演を行う。 12月10日
熊本市市民局人権推進総室
096-328-2333

法務省
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41
人権講演会
（地方委託事業）

講演者：又野亜希子
講演内容：出勤途中に交通事故に遭い、障害者となった保育士又野
さんの出産・育児を通じて生きる喜び，命の尊さ，自分を大切にする
心についての講演

12月10日
三木町人権推進室
ＴＥＬ　087-891-3324
香川県木田郡三木町大字氷上310

42
人権週間映画会
（地方委託事業）

障がいのある人の人権に関する作品を上映予定（内容は未定） 12月10日 川西市役所市民生活部人権推進室

43
丹の里人権のつどい
（地方委託事業）

講師：増田　太郎氏（盲目のヴァイオリニスト）
演題：「歩き出すのは自分次第」（講演とヴァイオリン演奏）

12月11日 丹波市まちづくり部人権啓発センター

44
人権講演会
（地方委託事業）

講師:佐野有美氏
講演内容：「障害者の人権」を含む講演（詳細未定）

12月17日
小豆島町人権対策課
（ＴＥＬ　0879-82-7011）

45
障害者による書道・写真コンテスト
（地方委託事業）

社会福祉法人宮城県身体障害者福祉協会に委託・連携して実施。障
害に対する正しい知識の普及啓発を目的としたコンテスト

12月中 宮城県障害福祉課 （ＴＥＬ　022-211-2541）

46
人権週間行事
（地方委託事業）

「障害者差別解消法」と「改正障害者雇用促進法」の紹介等，職場に
おける障害者差別の解消に向けた動画を作成し，ショッピングモール
等で放映する。

12月日未定
岡山県人権啓発活動ネットワーク協議会
（086－224－5761）

47
バリアフリー啓発チラシの配布
（地方委託事業）

市町の障害者福祉関係課，官公庁施設，障害者支援施設や老人福
祉施設などの社会福祉施設，物品販売店や飲食店など商業施設等
に啓発チラシを配布する。

12月中
福井県健康福祉部地域福祉課
（ＴＥＬ0776-20-0328）

48 文部科学省 障害者スポーツの紹介
文部科学省のメインエントランスに、障害者スポーツ関係のパネル等
を展示し、周知を図る。

12月5日～9日
スポーツ庁健康スポーツ課
障害者スポーツ振興室
03-5253-4111　内線3490

49 補助犬法啓発イベント
障害者週間の趣旨を踏まえ、身体障害者補助犬法の啓発イベントを
実施する。

12月3日
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
自立支援振興室社会参加支援係
03-5253-1111（内線3073）

50
第66回障害者自立更生等厚生労働大
臣表彰

自らの障害を克服し、自立更生して他の障害者の模範となる者等に
対する厚生労働大臣表彰を実施する。

12月5日,6日,7日
のうち1日

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
自立支援振興室調整係
03-5253-1111（内線3078）

51
第16回全国障害者芸術・文化祭あいち
大会

全ての障害者の芸術及び文化活動への参加を通じて、障害者の生
活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害者
の自立と社会参加の促進に寄与することを目的として実施する。

12月9日～11日
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
自立支援振興室社会参加支援係
03-5253-1111（内線3071）

52 国土交通省 バリアフリー教室
　小学校４年生を対象に車いす体験、アイマスク体験を通して介助体
験等を通して、心のバリアフリー啓発を実施する。

10月24日
国土交通省中国運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
082-228-3499

法務省

厚生労働省
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53 「障害者差別解消法」セミナー

公共交通分野において障害者差別解消法の理解を広げるために「障
害者差別解消法」セミナーを実施する。
目的：障害を理由とした乗車拒否などの差別的取扱いを無くすととも
に、円滑な利用のための配慮のあり方を障害当事者、交通事業者が
ともに考えていくこと。
内容：講演及びパネルディスカッション

11月2日

公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団
バリアフリー推進部
03-3221-6673

国土交通省中国運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
082-228-3499

54 交通バリアフリー教室
高崎市の小学校4～5年生を対象に、ノンステップバス・ワンステップ
バスでの車いすによる乗車体験及び視覚障害者疑似体験等を通じて
こころのバリアフリーを広める

11月2日
国土交通省関東運輸局
群馬運輸支局
ＴＥＬ：027-263-4440

55 交通バリアフリー教室
春日部市が主催するイベント内において、イベントに参加された一般
来訪者を対象に、ノンステップバスでの車いすによる乗車体験等を通
じてこころのバリアフリーを広める

11月5日
国土交通省関東運輸局
埼玉運輸支局
ＴＥＬ：048-624-1835

56 交通バリアフリー教室
神奈川県バス協会が主催するバス感謝デー内において、ノンステップ
バス・ワンステップバスでの車いすによる乗車体験及び視覚障害者疑
似体験

11月5日
国土交通省関東運輸局
神奈川運輸支局
ＴＥＬ：045-939-6800

57 バリアフリー教室
公共交通まつりのイベント来場者を対象に、車椅子でのバス乗車体
験等と心のバリアフリー啓発を実施する。

11月6日
国土交通省中部運輸局　岐阜運輸支局
058-279-3716

58 バリアフリー教室
小学生を対象に車椅子体験やアイマスク体験等の実技体験などを実
施する。

11月7日
国土交通省中部運輸局　福井運輸支局
0776-34-1601

59 バリアフリー教室
空港ターミナルにおいて、小学生・空港関係者を対象に、視覚障がい
者疑似体験や車いす疑似体験及び介助体験を実施する。

11月9日
国土交通省北海道運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
011－290－2725

60 バリアフリー教室
松山空港内従業員を対象に、障害者等の介助についての講習及び
体験等を実施する。

11月10日
国土交通省四国運輸局及び
愛媛運輸支局
087-825-1174

61 交通バリアフリー教室
横浜市内の小学校4年生を対象に、視覚障害者・車いす利用者の疑
似体験及びUDタクシーの見学・乗車体験等を通じてこころのバリアフ
リーを広める

11月11日
国土交通省関東運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
ＴＥＬ：045-211-7268

62 交通バリアフリー教室
船橋市の小学校4年生を対象に、バス・UDタクシーによる車いすでの
乗車体験及び視覚障害者疑似体験等を通じてこころのバリアフリーを
広める

11月（予定）
国土交通省関東運輸局
千葉運輸支局
ＴＥＬ：043-242-7336

63 交通バリアフリー教室
北杜市の小学校4年生を対象に、ノンステップバス・ワンステップバス・
UDタクシーでの車いすによる乗車体験及び視覚障害者疑似体験を通
じてこころのバリアフリーを広める

11月11日
国土交通省関東運輸局
山梨運輸支局
ＴＥＬ：055-261-0880

64 交通バリアフリー教室
横浜市旭区の小学校4年生を対象に、ノンステップバス・ワンステップ
バス・UDタクシーでの車いすによる乗車体験及び視覚障害者疑似体
験こころのバリアフリーを広める

11月15日
国土交通省関東運輸局
神奈川運輸支局
ＴＥＬ：045-939-6800

国土交通省
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65 バリアフリー教室
旅客船従業員等を対象に、車いす体験、高齢者疑似体験及び介助体
験を実施する。

11月17日

国土交通省九州運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
TEL：092-472-2333
FAX：092-472-2316

66 バリアフリー教室
倉敷おもてなしマイスター講習受講者を対象に車いす体験、アイマス
ク体験などのほか介助体験を実施する。

11月17日
国土交通省中国運輸局
岡山運輸支局
086-286-8121

67 交通バリアフリー教室
埼玉県トラック協会が主催のイベント内において、イベントに参加した
一般来訪者を対象に、ノンステップバス・タクシーでの車いすによる乗
車体験等を通じてこころのバリアフリーを広める

11月19日
国土交通省関東運輸局
埼玉運輸支局
ＴＥＬ：048-624-1835

68 バリアフリー教室
小学生を対象に、視覚障がい者疑似体験や車いす疑似体験及び介
助体験を実施する。

11月21日
国土交通省北海道運輸局
札幌運輸支局
011－731－7166

69 バリアフリーなまちづくりを考えるつどい

2019年の「ISPO（国際義肢装具協会世界大会）」、2020年の「オリン
ピック・パラリンピック」開催を控え、更なる拡充が求められる観光バリ
アフリー等に関して、ユニークな形で貢献している団体や、様々な先
進的取組を行っている自治体、有識者、障がい当事者の方からの取
組事例・講演を通じて、バリアフリーの更なる取組について考え、情報
を共有する場とします。

11月24日
国土交通省近畿運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
06-6949-6431

70 バリアフリー教室
小学生を対象に車椅子体験やアイマスク体験などの実技体験や障害
当事者の講話などを実施する。

12月上旬
国土交通省中部運輸局
福井運輸支局
0776-34-1601

71 バリアフリー教室
小学生を対象に車椅子体験やアイマスク体験などの実技体験や障害
当事者の講話などを実施する。

12月8日
国土交通省中部運輸局　静岡運輸支局
054-261-2939

72 交通バリアフリー教室
横浜市青葉区の小学校４年生を対象に、ノンステップバス・ワンステッ
プバス・UDタクシーでの車いすによる乗車体験及び視覚障害者疑似
体験を通じてこころのバリアフリーを広める

12月8日
国土交通省関東運輸局
神奈川運輸支局
ＴＥＬ：045-939-6800

73 バリアフリー教室
観光事業関係者や観光ボランティアに興味のある方を対象に、視覚
障がい者疑似体験や車いす疑似体験及び介助体験実施する。

12月14日
国土交通省北海道運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
011－290－2725

74 バリアフリー教室 公共交通事業者を対象に、障がい当事者講師の講座を実施する。 12月中旬
国土交通省北海道運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
011－290－2725

75 交通バリアフリー教室
練馬区の小学校４年生を対象に、バス・UDタクシーによる車いすでの
乗車体験及び視覚障害者疑似体験等を通じてこころのバリアフリーを
広める

12月（予定）
国土交通省関東運輸局
東京運輸支局
ＴＥＬ：03-3458-9231

国土交通省
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76 交通バリアフリー教室
成田市の小学校4年生を対象に、バス・UDタクシーによる車いすでの
乗車体験及び視覚障害者疑似体験等を通じてこころのバリアフリーを
広める

1月～2月（予定）
国土交通省関東運輸局
千葉運輸支局
ＴＥＬ：043-242-7336

77 交通バリアフリー教室
横須賀市内の小学校4年生を対象に、視覚障害者・車いす利用者の
疑似体験及びUDタクシーの見学・乗車体験等を通じてこころのバリア
フリーを広める

2月上旬（予定）
国土交通省関東運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
ＴＥＬ：045-211-7268

国土交通省
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