
№ 省　庁　名 行　事　の　名　称 内　　　　　　　容 実 施 期 間
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可能
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1 障害者週間「連続セミナー」

【超高齢化・高度情報化社会における情報支援の必要性とは？　～高齢者・障害者等の読み書き困難を解消する
行政施策について考える～】
超高齢化・高度情報化社会において、高齢者・障害者が自立した豊かな生活を送るためには、読み書き（代読・代
筆）支援の実施や大活字等での情報提供支援が必要です。読書・読み書き困難がある人の声を聞きながら、具体
的な行政施策について考えます。

12月７日
9:30～11:20

〇

特定非営利活動法人 大活字文化普
及協会
•電話：03-5282-4361
FAX：03-5282-4362

2 障害者週間「連続セミナー」

【新しい法律を活用した吃音支援　―こどもから大人まで―】
吃音は言葉がつまるという表面的な問題だけではなく、内面の人格形成にも大きく影響を及ぼす言語障害、発達
障害の一つで、その支援には他の障害と共通する点も多くあります。吃音外来での300名以上の診療実績から得
た、障害者差別解消法、改正障害者雇用促進法、発達障害者支援法に基づく吃音支援の実際を解説します。

12月７日
11:50～13:40

〇

特定非営利活動法人 全国言友会連
絡協議会
電話：03-3942-9436
FAX：03-3942-9438

3 障害者週間「連続セミナー」

【精神障害者雇用は今！ ～事例から考える精神障害者の職場定着～】
企業の雇用管理者から精神障害者の職場定着に向けた課題への対応（健康管理面、コミュニケーション面、職務
遂行面等）の具体的事例や障害当事者の視点から働き続けるための工夫等について紹介します。また、地域の支
援機関や医療機関との連携等も紹介します。

12月７日
14:10～16:00

〇

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇
用支援機構
電話：043-213-6200
FAX：043-213-6556

4 障害者週間「連続セミナー」

【SDGsと共生社会 ―発達障害（ディスレクシア等）への取組と課題―】
SDGs（持続可能な開発目標）は日本を含む150を超える加盟国のもと、国連にて採択されました。とり残されない人
を作る共生社会について、障害者、特に発達障害（ディスレクシア等）に焦点を当て、現在の取組と今後の課題に
ついて意見交換を行います。

12月７日
16:30～18:20

〇

公益財団法人 日本障害者リハビリ
テーション協会
電話： 03-5273-0601
FAX： 03-5273-1523

5 障害者週間「連続セミナー」

【色覚の多様性に対応した社会に向けて】
一般的な色覚の人にとって、分かりやすいようにデザインされた制作物であっても、色弱者にとっては情報が伝わ
らない場合が多くあります。色の見え方に違いを問わず、できるだけ多くの人に情報が正しく伝わるように、見分け
やすい配色へ配慮を行うカラーユニバーサルデザインを進めています。

12月8日
9:30～11:20

〇

特定非営利活動法人 カラーユニバー
サルデザイン機構
電話：03-6206-0678
FAX：03-6206-0678

6 障害者週間「連続セミナー」

【糸賀一雄思想「この子らを世の光に」とともに共生社会の実現に向かう】
一年前の７月26日に起きた神奈川県相模原市の障害者支援施設での事件を風化させることなく、福祉の理念を全
ての国民に浸透させることが重要です。本セミナーでは、糸賀思想を探りながら共生社会の実現と共に命を大切に
する社会のあり方について鼎談を行います。また、厚生労働省「我が事・丸ごと地域共生社会実現本部」の提唱す
る実践や行動障害の激しい方たちへの穏やかな日常を提供している実践について報告を行います。

12月8日
11:50～13:40

〇
全国手をつなぐ育成会連合会
電話：077-572-9894
FAX：077-572-9894

7 障害者週間「連続セミナー」

【互いに知ることから始めたい ～誰もが参加しやすい社会を目指して～】
動画上映やワークショップを通して、視覚障害者・聴覚障害者・車いす利用者の生活について紹介し相互理解を深
めます。その上で、誰もが参加しやすい共生社会について、その実現のため今私たちに何ができるかを考えます。
障害者とこれまで関わったことがない方でも気軽に参加いただける導入の場です。

12月8日
14:10～16:00

〇

特定非営利活動法人 フリー・ザ・チル
ドレン・ジャパン
電話：03-6321-8948
FAX：03-6321-6504

8 障害者週間「連続セミナー」

【『誰も知らなかった！発達障害者のトイレの困りごと』　～JDDnet・東洋大学共同研究「発達障害者のトイレ利用
に関するアンケート調査」結果報告～】
今まで知られず、語られずに潜在化していた発達障害児者のトイレの困りごとについて、おそらく日本で初めて行
われた調査研究で顕在化した結果を報告します。発達障害児者およびその家族にとってどのようなトイレが必要な
のか、現状の課題と理想のトイレについて議論する場とします。

12月8日
16:30～18:20

〇

一般社団法人 日本発達障害ネット
ワーク
電話： 03-6721-7817
FAX： 03-6721-7818

9
バリアフリー・ユニバーサルデザイン推
進功労者表彰

高齢者、障害者、妊婦や子ども連れの人を含むすべての人が安全で快適な社会生活を送ることができるよう、
ハード、ソフト両面のバリアフリー・ユニバーサルデザインを効果的かつ総合的に推進する観点から、その推進に
ついて顕著な功績又は功労のあった個人又は団体を内閣総理大臣表彰等によって顕彰し、もって、バリアフリー・
ユニバーサルデザインに関する優れた取組を広く普及させることを目的として実施。

12月中

内閣府政策統括官（共生社会政策担
当）付総合調整担当（バリアフリー・ユ
ニバーサルデザイン）
TEL：03-5253-2111（内線38262）

平成29年度　「障害者週間」行事
【国主催行事：86件】

内閣府
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10 第６９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～12月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

11
【人権啓発活動地方委託事業】
みんな幸せ・共生社会・県民のつどい

障害者週間を記念し，障害者との心のふれあいを綴った体験作文と障害者週間のポスターの優秀作品の表彰，
手話講座，地域の児童・生徒によるステージ発表，障害者施設による物品販売，障害者体験コーナー，障害者絵
画展等を実施する。

11月19日 ○
埼玉県福祉部障害者福祉推進課
（tel　048-830-3294）

12
【人権啓発活動地方委託事業・再委託】
人権啓発講演会

闘病・ひきこもりを乗り越え，演奏活動を再開したフルート・オカリナ奏者（さくらいりょうこ氏）による講演及びオカリ
ナの演奏を実施する。

12月10日 ○
杉戸町人権・男女共同参画推進室
（tel　0480-33-1111）

13 ちばハートフル・ヒューマンフェスタ2017
人権週間（１２月４日～１０日）の関連事業として開催する標記フェスタにおいて，パラリンピック銅メダリスト及び東
京マラソン車いすレースディレクターである副島正純氏を講師に迎えた講演会を実施する。

12月5日 ○ 千葉地方法務局人権擁護課

14
障害者差別解消ＣＭ放送
（地方委託事業）

宇都宮市制作の障害者差別解消ＣＭを全県に向けて放送する
放送局：とちぎテレビ

12月3日～12月9日 ○
栃木県県民生活部
人権・青少年男女参画課
（028-623-3027）

15
ヒューマンフェスタとちぎ２０１７
（地方委託事業）

県民一人ひとりが人権尊重の理念に対する理解を深めることを目的に、県民に親しみやすくかつ参加しやすい、
地域に密着した多彩な人権啓発活動を実施。
「ステージイベント」「資料展示」「支えあう“心”はぐくむ人権クイズ」「障害者スポーツ体験会」「ありがとう！ラジオ」
「じんけん教室」などの予定

11月11日 ○
栃木県県民生活部
人権・青少年男女参画課
（028-623-3027）

16
ひとｔｏひとのフォーラム足利２０１7
（地方委託事業）

・今年度募集した人権に関するポスター・書道・作文の入賞作品及び人権啓発パネルの展示，入賞者の表彰式と
作文朗読
・人権擁護委員による相談所開設
・人権に関する講演会

12月9日～12月10日 ○
足利市人権・男女共同参画課
（ＴＥＬ　0284-70-8600）

17
トップアスリート交流事業（地方委託事
業）

障害者スポーツの体験交流を通じて，障害のある人への理解促進を目的として行う。アンケートの実施や啓発物
品の配布も行う。

12月5日及び12月7日 ○
群馬県障害政策課
電話027-226-2634

18
ふじのくに人権フェスティバル
（地方委託事業）

静岡県袋井市メロープラザにおいて，北京・ロンドンパラリンピック競泳日本代表選手であった伊藤真波氏を講師
に迎え，「あきらめない心」という演題で講演予定。

12月19日 ○

静岡県人権啓発センター（静岡県健
康福祉部福祉長寿局地域福祉課人
権同和対策室）
電話054－221－3330

19
人権尊重のまちづくり市民の集い
（地方委託事業）

障がい者の人権を含む各種人権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9日 ○
東御市人権同和政策課
人権同和政策係
（TEL　0268-64-5902）

20
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9日 ○
坂城町役場
企画政策課　（坂城町隣保館）
 （TEL　0268-82-6603）

21
豊かな心を育む市民の集い
（地方委託事業）

障がい者の人権を含む各種人権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，人権作文の朗読。

12月9日 ○
塩尻市男女共同参画・人権課
(TEL　0263-52-0894)

22
障害者差別解消普及啓発事業
（地方委託事業・ユニバーサル事業）

・講演（講師：ドリアン助川氏，演題：「私たちはなぜ生まれてきたのか～障害がある人もない人も　お互いの個性を
尊重し，支え合いながら　共に生きる地域社会をめざして～」）
・障害者スポーツの紹介，体験
・身体障害者補助犬の紹介，歩行体験
・手話講座　・授産製品の販売

12月7日 ○
新潟県福祉保健部障害福祉課
TEL：025-280-5211

23
人権講演会
（地方委託事業）

講師：露の団姫（落語家・僧侶），豊来家大治朗（太神楽曲芸師）
演題：「ダーリンは発達障害～ともにイキイキ生きるには～」

12月6日 ○
神戸市灘区総務課
078-843-7001

24
人権講演会
（地方委託事業）

講師：伊藤真波（北京・ロンドンパラリンピック競泳日本代表）
演題：「あきらめない心」

12月6日 ○
神戸市垂水区総務課
078-708-5151

25 ボッチャ体験教室
障害者スポーツでありパラリンピック競技であるボッチャの選手を招いて，小学校高学年向けに講演及び体験教室
を行う。

12月5日 ○
名古屋法務局人権擁護部
名古屋法務局半田支局

法務省
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26
車椅子バスケットボール体験教室
(地方委託事業・ユニバーサル事業）

東海北陸車椅子バスケットボール連盟所属の選手を招いて，小学校高学年向けに講演及び体験教室を行う 12月6日 ○ 名古屋法務局人権擁護部

27
盲導犬との歩行体験及び講演会（地方
委託事業・ユニバーサル事業）

一般の方を対象に，盲導犬との歩行体験及び中部盲導犬協会応援大使元中日ドラゴンズ選手立波和義氏の講
演会

1月20日 ○
三重県人権センター啓発課
059-233-5502

28
人権啓発フェスティバル2017inふくい
（地方委託事業）

障がいに関する講演会や，高齢者・障がい者の擬似体験ができるコーナーを設け，人権の大切さについて考える
イベント

11月5日 ○
福井県健康福祉部地域福祉課
（TEL　0776-20-0328）

29
ヒューマンフェスタ2017ひろしま
（地方委託事業）

・特別支援学校就職サポート隊推進企業表彰式
・障害者舞台芸術
・身体障害者補助犬貸与式
・障害者スポーツ体験会

12月9日～12月10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

30 共生社会推進フェスタ2017

①第37回全国中学生作文コンテスト山口県大会表彰式・受賞作品朗読
②平成29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23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）

12月9日 ○
山口県障害者社会参加推進センター
　（℡　083-928-5432）

31 人権週間親子無料映画上映会 映画「ぼくはうみがみたくなりました」（障害者の人権をテーマとした映画）を上映する。 12月10日 ○
柳井市健康福祉部人権啓発室
　（℡　0820-22-2111）

32
阿武町「人権」を考える集い推進大会
（地方委託事業）

阿武町町民センター文化ホールにおいて，車いすアスリートランナー山本浩之氏の講演を開催（予定） 12月1日 ○
阿武町教育委員会
　（℡ 08388-2-0501）
阿武町

33
人権週間行事
（地方委託事業）

障害のある人の人権をテーマとした人権啓発講演を行うことにより，幅広い世代に向けた取組を実施する予定であ
る。

12月日未定 ○
津山地域人権啓発活動ネットワーク
協議会
（0868-22-9155）

34
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11日 ○
福岡法務局北九州支局
（093-561-3542）

35
ふれあいフェスタ2017
(地方委託事業）

・人権に関する講演会やパネル展示，人権・社会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を実施する。
・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する。

11月26日 ○
北九州市人権推進センター
（TEL：093-562-5010）

36
人権講演会
（地方委託事業）

講師：安達阿記子（ゴールボール女子日本代表パラリンピック金メダリスト）
講演内容：選手生活のかたわら，ゴールボールの普及や「心のバリアフリー」推進のため，自身のこれまでの人生
から，「できること」に注目する重要性や夢を持つこと，あきらめないことの大切さを伝える。

12月2日 ○
春日市人権市民相談課
（TEL：092-584-1201）

37
人権講演会
（地方委託事業）

講師：辻井いつ子（全盲のピアニスト辻井伸行氏の母，ラジオパーソナリティー）
講演内容：「明るく，楽しく，あきらめない生き方」と題した講演を開催する。

12月2日 ○
苅田町総務課人権・男女共同参画推
進担当
（TEL：093-434-1958）

38
直入地域人権啓発推進講演会
（地方委託事業）

講師：明蓬館高等学校　共有コーディネーター　南雲明彦
演題：（仮）ボク，学習障害と生きてます

12月9日 ○
竹田市人権・同和対策課
（0974-63-4820）

39
ハッピースマイルアートギャラリー
（地方委託事業）

・熊本市内小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒による絵画や立体作品等を展示し，学習成果の発表を
通して，参加者相互の交流を深めるとともに市民への特別支援教育の理解を広く図ることを目的として実施する。

12月1日～12月4日 ○
熊本市総合支援課
ＴＥＬ　096-328-2743

40
障害者による書道・写真コンテスト
（地方委託事業）

障害者に対する正しい知識の普及啓発のため書道・写真コンテストを開催する。 12月中 ○ 宮城県障害福祉課

法務省
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41
障害者スポーツに関するシンポジウム
（地方委託事業）

東京パラリンピックに向けた機運の醸成や障害者スポーツの振興，障害者理解促進を目的としたシンポジウムを
開催する。

12月3日 ○ 仙台市障害企画課

42
パラリンピックスポーツ教室
（地方委託事業）

障害者スポーツ教室について，種目を絞り継続的に開催し，定期的なスポーツ活動及び時術力の向上に結びつ
け，障害者スポーツを活性化させることで，障害者がスポーツに取り組む姿を通じて障害理解の促進を図る。

平成29年4月～
平成30年3月中

○ 仙台市障害企画課

43
車いすバスケットボール体験教室
（地方委託事業・ユニバーサル事業）

中学生を対象とした車いすバスケットボールの体験教室
中学生及び一般を対象とした車いすバスケットボールチーム監督による人権講演会

11月15日 ○
鶴岡市役所
市民部市民課
℡0235-25-2111

44
人権講演会
（地方委託事業）

講師：石井雅史（パラリンピック自転車競技日本代表）
演題：あきらめない
対象：一般の方
内容：２度の大けがを乗り越えて10年間パラサイクリストとしての活躍を支えた「あきらめない」心とは

12月9日 ○
北上市生活環境部市民課市民相談
係
（TEL 0197-72-8202)

45
障害者差別解消法リーフレットの配布
（地方委託事業）

障害に対する県民の理解を深め，差別がなくなるよう，また，障害の有無に関わらず共生する社会の実現を目指
すため，障害者差別解消法リーフレットを作成の上，学校，医療機関，コンビニ，スーパー等に配布・備付けを行
う。

12月中 ○
秋田県健康福祉部障害福祉課
（TEL　018-860-1331）

46 人権スポーツ教室
車椅子バスケットボール選手及び人権擁護委員を講師等に迎え，次世代を担う中学生がパラリンピック競技であ
る車椅子バスケットボールを体験することなどで，障がいのある人の人権について正しい理解と認識を深め，違い
を認め合う心の体得を図る。

12月3日 ○
函館地方法務局人権擁護課
℡　0138-23-9528　（直通）

47
第21回じんけんふれあいフェスタ
（地方委託事業）

・障害者週間の集い表彰式の実施
・盲導犬ふれあいコーナーにおいてデモンストレーションの実施
・障害者についての内容を含む人権啓発冊子の配布

12月10日 ○
高知県人権啓発センター
088-821-4681

48
人権講演会
（地方委託事業）

・講師：京谷和幸（元Ｊリーガー／車椅子バスケットボール元日本代表）
・演題：「夢・出会い・感謝 ～パラリンピックへの道のり～」

12月1日 ○
高知市人権同和・男女共同参画課
088-823-9449

49
香南市人権啓発フェスティバル
（地方委託事業）

・視覚障害者団体によるマッサージ体験コーナー及び障害者団体等の出店により障害者とのふれあい交流を実施 11月23日 ○
香南市市役所人権課
0887-57-8507

50 文部科学省
平成29年度「障害者の生涯学習支援活
動」に係る文部科学大臣表彰

障害者の生涯を通じた多様な学習を支える活動を行う個人又は団体について、活動内容が他の模範と認められる
ものに対し、その功績をたたえ文部科学大臣表彰を行う。

12月7日
文部科学省生涯学習政策局生涯学
習推進課障害者学習支援推進室
03-6734-4111(内線3273)

51
第67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

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）
FAX：03-3503-1237

52 身体障害者補助犬法普及啓発イベント 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、12月９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
TEL：03-5253-1111（内線307１）
FAX：03-3503-1237

53
第17回全国障害者芸術・文化祭なら大
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。

９月１日～11月30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
TEL：03-5253-1111（内線307１）
FAX：03-3503-1237

54 バリアフリー教室
小学校４年生を対象に車いす体験や、アイマスク体験による疑似体験・介助体験等を通して、心のバリアフリー啓
発を実施する。

2017年11月15日
国土交通省四国運輸局及び
徳島運輸支局
087-825-1174

55 バリアフリー教室
小学校４年生を対象に車いす体験や、アイマスク体験による疑似体験・介助体験等を通して、心のバリアフリー啓
発を実施する。

2017年11月27日
国土交通省四国運輸局及び
徳島運輸支局
087-825-1174

国土交通省

厚生労働省
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56 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、車いす及び視覚障がい者の擬似体験・介助体験を実施
する。

2017年11月6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

57 バリアフリー教室 小学生を対象に、視覚障がい者の擬似体験・介助体験、障がい当事者講師による講話を実施する。 2017年11月21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

58 バリアフリー教室 小学生を対象に、盲導犬の講話を実施する。 2017年11月29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

59 バリアフリー教室 小学生を対象に、盲導犬の講話を実施する。 2017年12月6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
姫路市立神南中学校において、神戸運輸監理部が6月に実施した体験学習で学んだ内容を元にして、同校生徒が
障がい者や高齢者の目線に立ち、学校内のバリアやバリアフリーについて調査を行うとともに、対策を検討する。
この体験を通じ、障がい者等への理解を深める。

11月6日

国土交通省神戸運輸監理部
交通環境室
TEL: 078-321-3145
FAX: 078-321-3474

61 バリアフリー教室
兵庫県内で中学2年生を対象に毎年実施されている職業体験「トライやる・ウィーク」の一環。神戸運輸監理部で受
け入れた生徒を対象に、地方運輸局等の業務としてのバリアフリーを説明し、体験学習を行う。

11月9日

国土交通省神戸運輸監理部
交通環境室
TEL: 078-321-3145
FAX: 078-321-3474

62 バリアフリーなまちづくりを考えるつどい

バリアフリーに関する先進的な事例等について、広く知ってもらい、効果的に地域の一体的・総合的なバリアフリー
化の促進を図ることを目的として開催する。今回は、平成２９年度近畿運輸局バリアフリー化推進功労者表彰受賞
者から先進的な取組の事例発表や、大阪市立大学大学院岡田明教授及び視覚障害者をサポートする盲導犬の
育成に取り組んでおられる（公財）関西盲導犬協会の方からの講演等を通じて、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する。

11月30日 ○

国土交通省神戸運輸監理部
交通環境室
TEL: 078-321-3145
FAX: 078-321-3474
※近畿運輸局、近畿地方整備局、大
阪航空局と共催

63 バリアフリー研修
神戸運輸監理部の職員向けに実施する研修。バリアフリーの基礎や、平成28年4月に施行された「障害者差別解
消法」について学ぶ。行政サービスの向上を図ることを目的とする。

1月

国土交通省神戸運輸監理部
交通環境室
TEL: 078-321-3145
FAX: 078-321-3474

64 バリアフリー教室 「鉄道の日」イベントに合わせて、来場者を対象に、車いす体験、高齢者疑似体験を実施する。 2017年10月21日 ○
国土交通省北陸信越運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
025-285-9152

65 バリアフリーなまちづくりを考えるつどい

バリアフリーに関する先進的な事例等について、広く知ってもらい、効果的に地域の一体的・総合的なバリアフリー
化の促進を図ることを目的として開催いたします。今回は、平成２９年度近畿運輸局バリアフリー化推進功労者表
彰受賞者から先進的な取組の事例発表や、大阪市立大学大学院岡田明教授及び視覚障害者をサポートする盲
導犬の育成に取り組んでおられる（公財）関西盲導犬協会の方からの講演等を通じて、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。

2017年11月30日 ○

国土交通省近畿運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
電話：06-6949-6431
FAX:06-6949-6169

66 バリアフリー教室 大阪府大東市の小学５年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などを実施します。 2017年12月7日

国土交通省近畿運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
電話：06-6949-6431
FAX:06-6949-6169

67 バリアフリー教室 小学生を対象に、視覚障がい者体験、高齢者疑似体験及び介護体験を実施する。 2017年11月9日
国土交通省東北運輸局
山形宇運輸支局
TEL：023-686-4711

68 バリアフリー教室 小学生を対象に、車いす体験、視覚障がい者体験、高齢者疑似体験及び介護体験を実施する。 2017年11月10日
国土交通省東北運輸局
秋田運輸支局
TEL：018-863-5811

69 バリアフリー教室 小学生を対象に、視覚障がい者体験及び介護体験を実施する。 2017年11月21日
国土交通省東北運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
TEL：022-791-7513

国土交通省
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70 バリアフリー教室 小学生を対象に、車いす体験、視覚障がい者体験、高齢者疑似体験及び介護体験を実施する。 2017年11月29日
国土交通省東北運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
TEL：022-791-7513

71 バリアフリー教室 公共交通事業者を対象に、高齢者疑似体験及び介護体験を実施する。 2017年12月4日
国土交通省東北運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
TEL：022-791-7513

72 バリアフリー教室 大学生を対象に、視覚障がい者体験、高齢者疑似体験及び介護体験を実施する。 2017年12月6日
国土交通省東北運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
TEL：022-791-7513

73 バリアフリー教室 小学生を対象に、高齢者疑似体験及び介護体験を実施する。 2017年12月11日
国土交通省東北運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
TEL：022-791-7513

74 バリアフリー教室 クリニック職員を対象に、高齢者疑似体験及び介護体験を実施する。 2017年12月13日
国土交通省東北運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
TEL：022-791-7513

75 バリアフリーネットワーク会議
有識者、高齢者・障害者団体、施設設置管理者、地方自治体等の関係者が一堂に会し、バリアフリー法に基づく
取組みの現状の把握、課題の抽出、対応方策の提案や意見交換等を行うことにより、互いの取組みに理解を深
め、バリアフリーの現状や課題を共有する。

2017年12月7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

76 交通バリアフリー教室
横浜市瀬谷区の小学4～6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体験等を通じてこころのバリアフリーを広める

2017年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

77 交通バリアフリー教室 小学生を対象に車いす体験や介助体験等を通して、心のバリアフリー啓発を実施する。 2017年12月4日
国土交通省中国運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
TEL：082-228-3499

78 山口県バリアフリー等地域連絡会議 障害当事者や自治体、交通事業者が参加し、バリアフリー施策についての意見交換や情報共有を図る。 2017年12月11日
国土交通省中国運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
TEL:082-228-3499

79
津波を想定した旅客・船舶の緊急避難
実証実験

巨大地震による津波の発生を想定し、旅客船内から一般客および車いす利用者を避難場所まで誘導する訓練を
兼ねた実証実験を行う。

2017年11月7日
国土交通省中国運輸局
総務部総務課
TEL:082-228-3434

80 交通バリアフリー教室 高齢者自らによるバス路線視察検証を行い、高齢者が利用しやすいバス環境の整備を目指す。 2017年11月7日
国土交通省中国運輸局
広島運輸支局
TEL：082-233-9166

81 交通バリアフリー教室 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他介助体験を実施する。 平成２９年１１/１６
国土交通省中国運輸局
岡山運輸支局
TEL：086-286-8121

82 バリアフリー講習会
福岡市近辺の旅客船事業に従事する乗組員を対象に、車いす体験、視覚障害者疑似体験、高齢者疑似体験を
行ったり、障害当事者を交えたディスカッションを行い、障がい者や高齢者を接客する際の注意点などを学ぶ。

2017年11月16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

83 バリアフリー教室
大分市の小学４年生を対象に、学校施設やノンステップバスでの車いすによる乗降体験、視覚障害者疑似体験を
通じて心のバリアフリーを広める。

2017年11月24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

84 バリアフリー教室
福岡市の小学４年生を対象に、学校施設やノンステップバスでの車いすによる乗降体験、視覚障害者疑似体験、
盲導犬の特性などを学ぶ講演を通じて心のバリアフリーを広める。

2017年12月6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

85 バリアフリー教室
福岡市の小学４年生を対象に、学校施設やノンステップバスでの車いすによる乗降体験、視覚障害者疑似体験、
盲導犬の特性などを学ぶ講演を通じて心のバリアフリーを広める。

2017年12月8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

86 交通バリアフリー教室
富士吉田市の小学５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
及び視覚障害者体験等を通じてこころのバリアフリーを広める

2017年12月8日
国土交通省関東運輸局
山梨運輸支局
ＴＥＬ：055－261－0880

国土交通省

－6－


