
【国 関連行事：計119件】

NO. 行事・取組 名称 内　　　　　　　容
開催期間

＜開催時刻＞
開催場所

一般参加
の可否

WEB情報 問　合　先

1
政策統括官（共生社
会政策担当）付障害
者施策担当

「障害者週間」関係表彰

　「障害者週間」の取組の一環として、内閣府と都道府県・指定都市が共催し、障害のある人
とない人との心の触れ合いをつづった「作文」、及び障害者に対する国民の理解の促進等に
資する「ポスター」を全国から募集し、入賞作品を決定の上「障害者週間」期間中に最優秀受
賞者に対する内閣総理大臣表彰を行うとともに、その他の入賞者に対する顕彰を行うもの。

平成30年12月
東京都
中央合同庁舎８号館

×

内閣府
政策統括官（共生社会政策担当）付
障害者施策担当
TEL：03-5253-2111

2
政策統括官（共生社
会政策担当）付障害
者施策担当

「障害者週間」作品展
　「障害者週間」の取組の一環として実施する「障害者週間のポスター」募集事業において、
都道府県・指定都市から内閣府に推薦のあった全作品を、「障害者週間」の期間中、一堂に
展示し、一般国民に対する障害及び障害者に対する理解の促進を図るもの。

平成30年12月３日（月）～９日（日）
10:00～18:00

東京都
有楽町駅前地下広場

○
http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-
kei/h30shukan/main.html

内閣府
政策統括官（共生社会政策担当）付
障害者施策担当
TEL：03-5253-2111

3
政策統括官（共生社
会政策担当）付障害
者施策担当

「障害者週間」連続セミナー
【見逃されてきた色覚障害者への
社会の対応 ～わかりやすいはず
の色使いが混乱や危険を誘発す
る～】
（特定非営利活動法人カラーユニ
バーサルデザイン機構）

　「色覚障害」は軽度の障害とされ、生活上困難は少ないとして、理解も対応も十分になされ
てこなかった。色があふれる社会で当事者たちにどのようなことが起きているか。困難な事例
や対処がなされた事例を多く提示しつつ、あるべき社会について議論を行う。

平成30年12月６日（木）
9:30～11:20

東京都
有楽町朝日スクエア

○

http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-
kei/h30shukan/main.html#seminar

http:/ /cudo.jp/

○内閣府
政策統括官（共生社会政策担当）付
障害者施策担当
TEL：03-5253-2111

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

4
政策統括官（共生社
会政策担当）付障害
者施策担当

「障害者週間」連続セミナー
【障害のある子供の教育 ～特別
支援教育に関するQ&A紹介～】
（独立行政法人国立特別支援教
育総合研究所）

　当研究所は、障害のある子供と障害のない子供が共に学ぶインクルーシブ教育システム
の構築に貢献するために、特別支援教育の推進に取り組んでいる。本セミナーでは一般の
方々に向けた、障害のミニ体験、教材・支援機器の展示、特別支援教育に関するQ&Aを通じ
て障害のある子供の教育について紹介する。

平成30年12月６日（木）
11:50～13:40

東京都
有楽町朝日スクエア

○

http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-
kei/h30shukan/main.html#seminar

http://nc.nise.go.jp/

○内閣府
政策統括官（共生社会政策担当）付
障害者施策担当
TEL：03-5253-2111

○独立行政法人国立特別支援教育
総合研究所
TEL：046-839-6803
FAX：046-839-6919

5
政策統括官（共生社
会政策担当）付障害
者施策担当

「障害者週間」連続セミナー
【読み書き障害児の教育支援 ～
デジタル教科書（デイジー教科書）
の取組と今後の課題～】
（公益財団法人日本障害者リハビ
リテーション協会）

　当協会では、平成20年度から発達障害など読みの困難がある児童生徒にデイジー教科書
を製作・提供している。当初80名だった利用者は、昨年度8千名を超えたが、未だ一部に限ら
れている。そこで更なる普及を目指し、学校現場での成果や課題等について、行政、特別支
援教育の専門家、製作者等による意見交換を行う。

平成30年12月６日（木）
14:10～16:00

東京都
有楽町朝日スクエア

○

http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-
kei/h30shukan/main.html#seminar

http://www.jsrpd.jp/

○内閣府
政策統括官（共生社会政策担当）付
障害者施策担当
TEL：03-5253-2111

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

6
政策統括官（共生社
会政策担当）付障害
者施策担当

「障害者週間」連続セミナー
【吃音とは ～「発達障害者支援施
策」＆「当事者研究」から～】
（特定非営利活動法人全国言友
会連絡協議会）

　吃音は、障害者制度の谷間にある障害と言われて久しいが、障害者制度改革が一段落し
た今も色々な捉え方が当事者にも支援者にもある。吃音とも関連が深い「発達障害者支援
施策について」の講演を行政側からしていただき、当事者からは、体験発表や吃音への当事
者研究の取組を紹介し、吃音の理解を深める。

平成30年12月６日（木）
16:30～18:20

東京都
有楽町朝日スクエア

○

http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-
kei/h30shukan/main.html#seminar

https://zengenren.jimdo.com/

○内閣府
政策統括官（共生社会政策担当）付
障害者施策担当
TEL：03-5253-2111

○特定非営利活動法人全国言友会
連絡協議会
TEL：03-3942-9436
FAX：03-3942-9438

7
政策統括官（共生社
会政策担当）付障害
者施策担当

「障害者週間」連続セミナー
【「命について」結婚、出産、医療を
通して、障害者の人生を考える】
（全国手をつなぐ育成会連合会）

　科学・医療技術の進歩は、成熟した長寿国を生み出した。一方で、出生前診断による命の
選別も行われ優生思想の強制避妊の傷も十分に癒えていない。セミナーでは、結婚、出産、
医療を通して、障害者の人生を考える。障害があっても結婚し出産もしたい。命を大切にす
る支援の実際も紹介し、社会のあり方を議論する。

平成30年12月７日（金）
9:30～11:20

東京都
有楽町朝日スクエア

○

http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-
kei/h30shukan/main.html#seminar

http://zen-iku.jp/

○内閣府
政策統括官（共生社会政策担当）付
障害者施策担当
TEL：03-5253-2111

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

8
政策統括官（共生社
会政策担当）付障害
者施策担当

「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 ～雇用事例から学ぶ職場定
着に向けた支援のポイント～】
（独立行政法人高齢・障害・求職
者雇用支援機構）

　発達障害のある方の「職場定着」に焦点をあて、企業側から定着に向けた課題への対応等
の具体的事例、及び障害当事者の視点から就労にあたっての準備や工夫等について紹介
する。また、地域の支援機関との連携状況や支援内容も紹介し、発達障害のある方の雇用
促進の方策を考える。

平成30年12月７日（金）
11:50～13:40

東京都
有楽町朝日スクエア

○

http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-
kei/h30shukan/main.html#seminar

http://www.jeed.or.jp/

○内閣府
政策統括官（共生社会政策担当）付
障害者施策担当
TEL：03-5253-2111

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

内閣府

平成30年度「障害者週間」 国 関連行事

省　庁　名
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9
政策統括官（共生社
会政策担当）付障害
者施策担当

「障害者週間」連続セミナー
【ユニバーサルデザインの街づくり
を考える ～好事例からみる街づく
りの展望と期待～】
（社会福祉法人日本身体障害者
団体連合会）

　障害のある方や障害者団体が行政機関や民間事業者と連携した取組の好事例などを参
考に、協働作業で得られた成果や波及効果について話し合い、地域でのコミュニケーション
や期待するユニバーサルデザインの街づくりについて考える。我が街のこととして、参加者
の皆さんと一緒に考えながら情報共有を図る。

平成30年12月７日（金）
14:10～16:00

東京都
有楽町朝日スクエア

○

http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-
kei/h30shukan/main.html#seminar

http://www.nissinren.or.jp/

○内閣府
政策統括官（共生社会政策担当）付
障害者施策担当
TEL：03-5253-2111

○社会福祉法人日本身体障害者団
体連合会
TEL：03-3565-3399
FAX：03-3565-3349

10
政策統括官（共生社
会政策担当）付障害
者施策担当

「障害者週間」連続セミナー
【クワイエットアワープロジェクト中
間とりまとめ報告 ～発達障害を手
掛かりとして音環境について考え
る～】
（一般社団法人日本発達障害ネッ
トワーク）

　感覚過敏の発達障害者の中には、買い物においても、困りごとや困難さを抱えている人が
いる。本プロジェクトでは、音や光を緩和し、感覚過敏の人でも安心して買い物に行ける環境
を、色々な立場の人と地域が一体となって実現したいと考えている。そのための手法の有効
性についてのアンケート調査の報告も行う。

平成30年12月７日（金）
16:30～18:20

東京都
有楽町朝日スクエア

○

http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-
kei/h30shukan/main.html#seminar

http://jddnet.jp/

○内閣府
政策統括官（共生社会政策担当）付
障害者施策担当
TEL：03-5253-2111

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

11
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する。

平成30年12月
東京都
中央合同庁舎８号館

×
http://www8.cao.go.jp/souki/barrier-
free/hyousho.html

内閣府
政策統括官（共生社会政策担当）付
総合調整担当
TEL：03-5253-2111（内線：38262）

12 東京法務局
ヒューマンライツ・フェスタ東京
2018

　車椅子バリアフリー体験・視覚障害者サポート体験を行う。

平成30年12月８日（土）～
12月９日（日）
①12/８（土）11：00～17：00
②12/９（日）10：00～16：00

東京国際フォーラム
ホールD１

○
東京法務局
人権擁護部第三課啓発係
TEL：03-5213-1234

13
東京法務局 人権啓発パネル展

（地方委託事業）
　「障害者週間パネル展」として、「障害者差別解消法」等の障害者理解・啓発のためのパネ
ルを展示、合わせて障害者の作品を展示する。

平成30年12月３日（月）～
12月10日（月）
8：30～17：00

新宿区役所本庁舎
１Fロビー

○

新宿区
福祉部障害者福祉課福祉推進係
TEL：03-5273-4516
FAX：03-3209-3441

14 東京法務局
第７０回人権週間行事
「講演と映画のつどい」
（地方委託事業）

　石川ミカ氏（車椅子テニス選手）による講演を行う。
平成30年12月６日（木）
13：30～16：10

江戸川区総合文化セン
ター
小ホール

○
江戸川区
総務部総務課法務担当係
TEL：03-5662-6264

15 さいたま地方法務局
「障害者週間」記念のつどい
(地方委託事業)

　障害者週間を記念し、障害者とのふれあいをテーマとした体験作文及び障害者週間を広
報するポスターの優秀作品の表彰、障害者等の文化活動発表、障害者絵画展等を実施す
る。

平成30年11月18日（日）
行田市
教育文化センター
みらい

○
埼玉県
福祉部障害者福祉推進課
TEL：048-830-3294

16 千葉地方法務局
ちばハートフル・ヒューマンフェスタ
２０１８
（地方委託事業）

　人権週間（12月４日～12月10日）の関連行事として開催する標記フェスタにおいて、盲目の
ピアニスト辻井伸行氏の母である辻井いつ子氏を講師に迎えた講演会を実施する。（辻井氏
のつじの字は、「十」に点が１つのしんにょう。）

平成30年12月５日（水）
開場時間：12:00
開演時間：13:00
終演時間：16:00

千葉市民会館 ○

千葉県
健康福祉政策課人権室
TEL：043-223-2348
FAX：043-222-9023
千葉地方法務局
人権擁護課
TEL：043-302-1319

17 千葉地方法務局 小中学校における人権教室

　①航空会社（日本航空または全日空）社員による障害者対応講演会
　②ボッチャ体験会（千葉市立緑町中学校）
　③ボッチャ体験会（千葉市立小中台南小学校）
　④ボッチャ体験会（富津市立竹岡小学校）
　⑤アイマスク体験
　⑥ブラインドサッカー体験会
　⑦車いすバスケ（香取市立佐原中学校）
　⑧車いすバスケ（香取市立小見川小学校）

①平成30年12月３日（月）14：55～
②平成30年12月４日（火）8：40～
③平成30年12月12日（水）9：25～
④平成30年11月10日（土）13：30～
⑤平成30年12月６日（木）又は
12月７日（金）の午前中
⑥平成31年１月21日（月）～
１月25日（金）のいずれかの午前中
⑦平成30年11月２日（金）又は
12月７日（金）
⑧平成30年11月９日（金）～
平成30年12月の水曜日又は金曜
日の午後

①千葉市立緑町中学校
②千葉市立緑町中学校
③千葉市立小中台南小
学校
④富津市立竹岡小学校
⑤富津市立天羽中学校
⑥富津市立天羽中学校
⑦香取市立佐原中学校
⑧香取市立小見川中学
校

×
千葉地方法務局
人権擁護課
TEL：043-302-1319

法務省

内閣府
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18 宇都宮地方法務局
テレビ広告
（地方委託事業）

　人権教育・啓発推進県民運動強調週間における啓発告知（障害のある人の人権について
を主とするＣＭ）

平成30年12月
のうち7日間

とちぎテレビ ×

栃木県
県民生活部人権・青少年男女参画課
人権施策推進室
TEL：028-623-3027

19 宇都宮地方法務局
人権を考える市民の集い２０１８
（地方委託事業）

　①オープニング　栃木女子高等学校コーラス部
　②講演　演台「みんな違ってみんないい　～助け合って生きるすばらしさ～」
　　 講師　オスマン　サンコン氏（日本ギニア友好協会広報官）
　③市内小学生の人権書道、人権絵画の展示

平成30年12月８日（土）
 　13:00開場
 　13:25開演

栃木市栃木文化会館大
ホール

○
http://www.city.tochigi.lg.jp/hp/menu
000018000/hpg000017728.htm

栃木市
生活環境部人権・男女共同参画課
TEL：0282-21-2161

20 前橋地方法務局
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。

平成30年11月28日（水）及び
12月13日（木）

群馬県内中学校
２か所

×
群馬県
障害政策課
TEL：027-226-2634

21 長野地方法務局 諏訪・子ども人権の集い
　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
した児童・生徒の集い。
　「人権の花」運動の成果報告、成果展示、人権作文の朗読を行う。

平成30年12月８日（土）
13：30～15：30

諏訪市文化センター ○

長野地方法務局
諏訪支局総務課
TEL：0266-52-2440
FAX：0266-52-1804

22 新潟地方法務局
人権を大切にする県民のつどい
（地方委託事業）

　人権啓発行事で、以下のイベントを実施する。
　①障害者スポーツの紹介、体験
　②身体障害者補助犬の紹介、歩行体験

平成30年12月８日（土）
11:00～14：45

新潟市イオンモール新潟
南

○
http://www.pref.niigata.lg.jp/fukushih
oken/jinken.html

新潟地方法務局
人権擁護課
TEL：025-222-1563
FAX：025-226-0963

23 京都地方法務局
世界人権宣言７０周年記念
京都ヒューマンフェスタ２０１８

　参加者が人権について気づき、考え、行動につながることを目的として開催される総合的
な参加体験型のイベントを行う。

平成30年11月18日（日）
10:30-17:30

京都テルサ ○
http://kyoto-
jinken.net/meeting/humanfesta/huma
nfesta2018/

京都府
人権啓発推進室
TEL：075-414-4271
FAX：075-414-4268

24 京都地方法務局
KBS京都ラジオ「サンクス６７」
（地方委託事業）

　ラジオイベントの会場にてブースを設置、「共生社会」をテーマに講演会の実施や、障害者
スポーツ体験、人権啓発パネルや啓発資料を配架・配布し、来場者に人権啓発を呼びかけ
る。

平成30年12月16日（日） KBS京都ホール ○

京都府
人権啓発推進室
TEL：075-414-4271
FAX：075-414-4268

25 神戸地方法務局
シッティングバレーボール体験教
室
（地方委託事業）

　障害者スポーツであるシッティングバレーボールの選手を招いて、小学生高学年向けに体
験教室を実施する。

平成30年11月29日（木） 神戸市立舞多聞小学校 ×
神戸地方法務局
人権擁護課
TEL：078-392-1821

26 名古屋法務局 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、中学生向けに
講演及び体験教室を行う。

平成30年11月８日（木）
13：15～15：00

豊山町立豊山中学校 ×

名古屋法務局
人権擁護部
TEL：052-952-8158
FAX：052-952-8156

27 名古屋法務局 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。

平成30年12月４日（火）
9：50～11：40

東郷町立諸輪小学校 ×

名古屋法務局
人権擁護部
TEL：052-952-8158
FAX：052-952-8156

28 名古屋法務局 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。

平成30年12月７日（金）
13：50～15：30

新城市立舟着小学校 ×

名古屋法務局
人権擁護部
TEL：052-952-8158
FAX：052-952-8156
名古屋法務局
新城支局
TEL：0536-22-0437

29 名古屋法務局 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。

平成30年12月12日（水）
10：45～12：25

碧南市立日進小学校 ×

名古屋法務局
人権擁護部
TEL：052-952-8158
FAX：052-952-8156
名古屋法務局
刈谷支局
TEL：0566-21-0086

30 名古屋法務局 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。

平成30年12月18日（火）
9：50～11：50

豊田市立石畳小学校 ×

名古屋法務局
人権擁護部
TEL：052-952-8158
FAX：052-952-8156
名古屋法務局
豊田支局
TEL：0565-32-0006

法務省
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31 名古屋法務局 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。

平成30年12月19日（水）
13：45～15：25

知多市立南粕谷小学校 ×

名古屋法務局
人権擁護部
TEL：052-952-8158
FAX：052-952-8156
名古屋法務局
半田支局
TEL：0569-21-1095

32 名古屋法務局 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。

平成31年１月29日（火）
10：00～12：00

犬山市立東小学校 ×

名古屋法務局
人権擁護部
TEL：052-952-8158
FAX：052-952-8156
名古屋法務局
一宮支局
TEL：0586-71-0600

33 名古屋法務局 車椅子バスケットボール体験教室
　障害者スポーツであり、パラリンピック競技である車椅子バスケットボールの選手を招い
て、中学生向けに人権教室及び体験教室を行う。

平成30年11月30日（金）
13：50～15：30

名古屋市立鳴海中学校 ×

名古屋法務局
人権擁護部
TEL：052-952-8158
FAX：052-952-8156

34 名古屋法務局

冊子「障害のある人の人権」の配
布
（地方委託事業）

　なごや人権啓発センターへの来館者等に対して、冊子の配布を行う。 平成30年11月
なごや人権啓発センター
等

〇

名古屋法務局
人権擁護部
TEL：052-952-8158
FAX：052-952-8156

35 津地方法務局

第３回県民人権講座～聴覚障害
者と聴導犬についての理解を深め
るために～
（地方委託事業）

　一般の方を対象に、映画上映（「架け橋　きこえなかった３．１１」）、講演会（三重県聴覚障
害者協会会長、三重県難聴・中途失聴者協会副会長）及び聴導犬のデモンストレーション等
を行う。

平成30年11月24日（土）
13：00～16：30

三重県人権センター ○
三重県人権センター
TEL：059-233-5501

36 福井地方法務局
人権啓発フェスティバル2018inふく
い
（地方委託事業）

　障害に関する講演会や高齢者・障がい者の疑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を行う。

平成30年11月４日（日）
福井県生活学習館ユー・
アイふくい

○
福井県
健康福祉部地域福祉課
TEL：0776-20-0328

37 金沢地方法務局 ボッチャ体験教室及び人権教室
　パラリンピック競技であるボッチャの選手を招き、中学生向けに体験教室を行いながら、障
害のある人の人権を考えるイベントを行う。

①平成30年11月12日(月）
13:00～15:00
②平成30年11月16日（金)
13:00～15:00

白山市立美川中学校 ○
金沢法務局
人権擁護課
TEL：076-292-7804

38 金沢地方法務局
車椅子バスケットボール体験教室
及び人権教室

　石川県の車椅子バスケットボール所属の選手を招き、中学生向けに体験教室を行いなが
ら、障害のある人の人権を考えるイベントを行う。

①平成30年10月16日(火)
10:45～15:40
②平成30年10月18日(木)
10:45～15:40

白山市立美川中学校 　×
金沢法務局
人権擁護課
TEL：076-292-7804

39 広島法務局
ヒューマンフェスタ２０１８ひろしま
（地方委託事業）

　①障害者舞台芸術
　②特別支援学校就職サポート隊推進企業表彰式
　③障害者スポーツ体験会
　④身体障害者補助犬デモンストレーション
　⑤人権講演会

平成30年12月８日（土）、
12月９日（日）

広島駅南口地下広場
広島市総合福祉センター
（BIG　FRONT　ひろしま）
５階

○

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
TEL：082-513-2734

40 山口地方法務局 共生社会推進フェスタ2018

　①第38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30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24回山口県障害者芸術文化祭
　④ステージ発表（舞踊等）、作品展示（絵画、書画等）

平成30年12月８日（土）
9：00～15：00

山口県健康づくりセンター ○
www.moj.go.jp/jinkennet/yamaguchi/y
amaguchi_index.html

山口県障害者社会参加推進センター
TEL：083-928-5432

41 山口地方法務局 かけはしぷろじぇくと
　①手話体験、点字しおり作り、聴こえの体験等の体験コーナー
　②記念講演　講師　難波寿和氏
　③映画「ぼくはうみがみたくなりました」ほか上映会

平成30年11月24日（土）
10：00～16：00

岩国市市民文化会館 ○
www.moj.go.jp/jinkennet/yamaguchi/t
iiki-iwa/topic.html

山口地方法務局
岩国支局
TEL：0827-43-1125
FAX：0827-43-1126

42 山口地方法務局 人権週間映画上映会
　①映画「ぼくはうみがみたくなりました」｢くちびるに歌を」上映会
　②人権作文朗読（障害者の人権をテーマとしたものあり）

平成30年12月９日（日）
10：30～16：00

アクティブやない ○
www.moj.go.jp/jinkennet/yamaguchi/t
iiki-iwa/topic.html

山口地方法務局
岩国支局
TEL：0827-43-1125
FAX：0827-43-1126

43 山口地方法務局
第７回みわカレッジ｢人権教育研修
会（映画上映）」

　映画「ぼくはうみがみたくなりました」を映会する。
平成30年12月13日（木）
13：30～15：20

ハーモニーみわ ○
www.moj.go.jp/jinkennet/yamaguchi/t
iiki-iwa/topic.html

山口地方法務局
岩国支局
TEL：0827-43-1125
FAX：0827-43-1126

法務省
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44 山口地方法務局
人権フェステイバル　in下関
（地方委託事業）

　人権週間の関連事業として開催する標記フェスティバルにおいて、ダウン症の娘の母であ
る書家の金澤泰子氏を講師に迎え、「ダウン症の娘と共に生きて」と題する講演会を開催す
る。

平成30年12月１日（土）
13：00～16：00

菊川ふれあい会館
（下関市菊川町下岡枝）

○

下関市
市民部人権・男女共同参画課
TEL：083-222-0827
FAX：083-231-1437

45 岡山地方法務局 人権フェスティバル岡山
　当該イベントにおいて、車いす体験、介助犬のパフォーマンス等により、障害のある人の人
権に目を向けてもらうよう、取組を実施する予定である。

平成30年12月２日（日） 岡山ドーム ○
岡山市
人権推進課
TEL：086-803-1070

46 鳥取地方法務局
人権教室（ふうせんバレーボール
体験）

　障がい者とともに行うスポーツであるふうせんバレーボールについて、小学６年生を対象と
して体験教室を行う。

平成30年11月２日（金）
日吉津村立日吉津小学
校

×

鳥取地方法務局
米子支局
米子人権容疑委員協議会
TEL：0859-22-6161
FAX：0859-34-2735

47 鳥取地方法務局 人権教室（ボッチャ体験会）
　障がい者スポーツでありパラリンピック競技であるボッチャについて、小学３年生を対象とし
て体験教室を行う。

平成30年11月14日（水） 米子市立車尾小学校 ×

鳥取地方法務局
米子支局
米子人権容疑委員協議会
TEL：0859-22-6161
FAX：0859-34-2735

48 鳥取地方法務局
人権教室（ふうせんバレーボール
体験）

　障がい者とともに行うスポーツであるふうせんバレーボールについて、小学４年生を対象と
して体験教室を行う。

平成30年11月20日（火）
伯耆町立岸本小学校 ×

鳥取地方法務局
米子支局
米子人権容疑委員協議会
TEL：0859-22-6161
FAX：0859-34-2735

49 鳥取地方法務局
ユニバーサルデザイン（UD)セミ
ナー
（地方委託事業）

　障がい者スポーツを通した共生社会実現への取り組みをテーマにユニバーサルデザイン
セミナーを実施する。

①平成30年11月27日（火）
13：30～15：30
②平成30年11月28日（水）
13：30～15：30

①県民ふれあい会館ホー
ル（鳥取市）
②米子コンベンションセン
ター　小ホール（米子市）

〇

鳥取県
総務部人権局人権・同和対策課
TEL：0857-26-7121
FAX：0857-26-8138

50 鳥取地方法務局
人権教室（パラ陸上投てき競技者
による講演等）

　鳥取パラ陸上競技協会所属の森拓也選手（陸上男子砲丸投げ：アジアパラ大会日本代
表）を招いて、小学生及び保護者を対象とした講演・体験教室を行う。

平成30年11月30日（金） 伯耆町立八郷小学校 ×

鳥取地方法務局
米子支局
米子人権容疑委員協議会
TEL：0859-22-6161
FAX：0859-34-2735

51 鳥取地方法務局
車いすバスケットボール体験教室
（地方委託事業）

　車いすバスケットボールの体験などを通して、障害のある人もない人もみんなが暮らしやす
い社会について考える機会を提供する。

①平成30年12月13日（木）
10：15～12：05
②平成31年１月10日（木）
13：55～15：30

①智頭農林高等学校
②五千石小学校

×

鳥取県
総務部人権局人権・同和対策課
TEL：0857-26-7592
FAX：0857-26-8138

52 鳥取地方法務局
人権教室（ふうせんバレーボール
体験）

　障がい者とともに行うスポーツであるふうせんバレーボールについて、小学生向けに体験
教室を行う。

平成31年１月22日（火）
平成31年１月23日（水）

大山町立大山小学校 ×

鳥取地方法務局
米子支局
米子人権容疑委員協議会
TEL：0859-22-6161
FAX：0859-34-2735

53 松江地方法務局
プロバスケットリーグと連携・協力
した人権啓発活動

　地元小学生を対象に、プロバスケットボールチームのホームゲームのエキシビジョンにおい
て、車椅子バスケットボール体験教室を行う。

平成30年11月24日（土） 松江市総合体育館 ×
松江地方法務局
人権擁護課
TEL：0852-32-4260

54 福岡法務局
第１５回北九州チャンピオンズカッ
プ国際車いす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て、啓発物品の配布等を行う。
平成30年11月16日（金）
14：00～16：00

北九州市立総合体育館 ○
福岡法務局
北九州支局
TEL：093-561-3542

55 福岡法務局
ふれあいフェスタ２０１８×第１１回
北九州市障害者芸術祭
（地方委託事業）

　①人権に関する講演会、人権・福祉に関する団体の出展、障害者の疑似体験などを通じ
て、人権の大切さについて考えるイベントを実施する。
　②人権擁護委員による人権相談も行う。
　③関連イベント「障害者芸術祭作品展」
     日時：11月27日（火）～12月２日（日）10;00～18:00（最終日は17:00）
　　 会場：北九州市立美術館黒崎市民ギャラリー
　　 問合せ先：北九州市身体障害者福祉協会　TEL：093-883-5555

平成30年11月25日（日）
11：00～16：30

ウェルとばた
○

www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-
huku/v18000010.html

北九州市
人権文化推進課
TEL：093-562-5010

56 福岡法務局
吉富町人権問題講演会「共に生き
る」
（地方委託事業）

　講師：金澤泰子（ダウン症の女流書家：金澤翔子さんの母）
　講演内容：子育てから学んだこと
　＊金澤翔子さんの席上揮毫あり

平成30年12月４日（火）
18：30開場、19：00開演

吉富フォーユー会館 ○
https://www.town.yoshitomi.lg.jp/sch
edule/event/641/

吉富町
住民課
TEL：0979-24-1124

57 佐賀地方法務局
障害者スポーツ（ブラインドサッ
カー）体験教室
（地方委託事業）

　Ｊリーグサガン鳥栖及び九州ブラインドサッカー協会と連携し、小学生を対象としたブライン
ドサッカー教室を実施し、障害者理解を深め、人権意識の高揚を図る（要申込）。

平成30年11月24日（土）
鳥栖市ベストアメニティス
タジアム

○

佐賀県
県民環境部人権・同和対策課
TEL：0952-25-7063
FAX：0952-25-7332

法務省
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58 大分地方法務局
全国中学生人権作文コンテスト
自由表現部門

　全国中学生人権作文コンテストにおいて、大分県大会独自に、障害等を理由として作文を
書くことが困難な支援学校等の生徒を対象とし、作文に限らず絵画、書写等の自由な表現に
よる作品を募集し、コンテスト及び表彰を行う。

表彰式　平成30年12月8日（土）
10:50～11:40
※人権啓発フェスティバルにおいて
他機関の人権作品表彰と併せて実
施

佐伯市保健福祉総合セン
ター「和楽」
（佐伯市向島一丁目３－
８）

○
大分地方法務局
人権擁護課
TEL：097-532-3161

59 熊本地方法務局 人権教室（ボッチャ体験会）
　熊本市立黒髪小学校において、同校の特別支援学級の児童と普通学級の児童がパラス
ポーツであるボッチャを一緒に体験することにより交流を深めるとともに相互理解を図る事を
目的として実施する。

平成30年11月19日（月）
9:40～11:25

熊本市立黒髪小学校体
育館

×

熊本地方法務局
人権擁護課
TEL：096-364-2145
FAX：096-364-0417

60 熊本地方法務局

ハッピースマイルアートギャラリー
（平成３０年度熊本市特別支援学
級児童生徒作品展）
（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。

平成30年11月30日（金）～
12月３日（月）
9:30～17:00
ただし、12月３日（月）は16:00まで

桜の馬場城彩苑
多目的研修室

○
熊本市教育委員会事務局
総合支援課
TEL：096-328-2743

61 那覇地方法務局 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を経験することで、障害者スポーツ
に対して理解と共感を育む。

平成30年11月21日（水） 豊見城市立とよみ小学校 ×

那覇地方法務局
人権擁護課
TEL：098-854-1215
FAX：098-836-0232

62 仙台法務局 車いすバスケット人権教室
　仙台市を本拠地とする車いすバスケットボールチームのトップチームである「宮城マックス」
と連携し、中学生を対象とした体験型の人権教室を実施することにより、障害のある人への
理解を深め、また、共生社会の意義を伝えるとともに、パラスポーツに対する関心を高める。

平成30年10月30日（火）
10:55～12:45

仙台市若林区沖野中学
校

×
仙台法務局
人権擁護部
TEL：022-225-5739

63 仙台法務局
障害者スポーツ体験イベント
（地方委託事業）

　障害者スポーツのアスリートとして活躍する個人や団体と連携して障害者スポーツの体験・
交流促進事業を実施、障害者がスポーツに取り組む姿を通して障害理解の促進を図る。

平成30年９月28日（金） 楽天生命パーク ○ http://www1.odn.ne.jp/sdsa/
仙台市
健康福祉局障害福祉部障害企画課
TEL：022-214-8151

64 仙台法務局
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技
術力の向上に結び付け、障害者スポーツを活性化させることで、障害者がスポーツを取り組
む姿を通して障害理解の促進を図る。

平成30年８月５日（日）～
11月18日（日）
①8/5（日）9：30～11：30
②8/25（土）9：30～11：30
③9/8（土）9：50～16：30
④9/9(日）9：00～15：00
⑤10/27（土）9：50～16：30
⑥10/28（日）9：00～15：00
⑦11/17（土）9：50～16：30
⑧11/18（日）9：00～15：00

①②弘進ゴムアスリート
パーク
③～⑧仙台市新田東総
合運動場

○ http://www1.odn.ne.jp/sdsa/
仙台市
健康福祉局障害福祉部障害企画課
TEL：022-214-8151

65 仙台法務局
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、障害理解促進を目的と
したシンポジウムを開催する。

平成30年12月９日（日）15:00～
16:20

仙台市福祉プラザ2階
ふれあいホール

○
仙台市
健康福祉局障害福祉部障害企画課
TEL：022-214-8151

66 仙台法務局
障害者スポーツ体験教室
（地方委託事業）

　車椅子バスケットボールチームと連携して、中学生を対象とした車椅子バスケットボール体
験教室を実施し、障害についての理解を深める。（平成30年５月から平成31年３月まで合計
４回開催予定）

①平成30年11月１日（木）
②平成30年11月20日（火）
③平成30年11月22日（木）

岩沼市 ×
岩沼市
総務部さわやか市政推進課
TEL：0223-22-1111

67 仙台法務局
視覚障害者の理解促進に関する
講演及び演奏会
（地方委託事業）

　視覚障害者を講師に迎え「障害について知識と理解を深め、偏見をなくし思いやりの心を
養うための講演会及び演奏会を開催する。

平成30年11月30日(金）
14:30～15:30

松島町立松島中学校 ○
松島町
町民福祉課
TEL：022-354-5706

68 仙台法務局
人権講演会
（地方委託事業）

　地域住民を対象に、ダウン症の書家、金澤翔子氏の母親である金澤泰子を講師に迎え、
「ダウン症の娘と共に生きて」と題した講演を行い、地域住民の障害のある人への理解を深
めるとともに、共生社会の実現を図る。

平成30年11月17日（土）
14：10～15：40

大崎市田尻文化センター ○
大崎市
総務部市政情報課
TEL：0229-23-9125

69 秋田地方法務局
車椅子バスケットボール体験教室
（地方委託事業）

　秋田県車椅子バスケットボールクラブ所属の選手を招いて、中学生に対して、車椅子バス
ケットボール体験を通じて障害者スポーツの理解推進を図る。

平成30年10月30日（火）
13：30～15：30

大仙市立大曲西中学校 ×
秋田地方法務局
大曲支局
TEL：0187-63-2100

70 秋田地方法務局
車椅子バスケットボール体験教室
（地方委託事業）

　秋田県車椅子バスケットボールクラブ所属の選手を招いて、中学生に対して、車椅子バス
ケットボール体験を通じて障害者スポーツの理解推進を図る。

平成30年11月９日（金）
13：30～15：30

大仙市立平和中学校 ×
秋田地方法務局
大曲支局
TEL：0187-63-2100

法務省
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71 秋田地方法務局
パラリンピアン講演会
（地方委託事業）

　一般社団法人日本パラリンピアンズ協会と連携し、パラリンピアンの講演を実施する。 平成30年11月20日（火） 大仙市立大曲西中学校 ×
秋田地方法務局
大曲支局
TEL：0187-63-2100

72 秋田地方法務局
心のバリアフリー講演会
（地方委託事業）

　障がい者理解教育を研究している大学教授の講演会を実施する。 平成31年１月11日（金）
大曲市民会館
小ホール

×
秋田地方法務局
大曲支局
TEL：0187-63-2100

73 釧路地方法務局 人権教育パラスポーツ体験会
　中学生を対象に、夏季パラリンピックスポーツ数種の体験会及び車椅子バスケットパラリン
ピアンによる講演会を行う。

平成31年１月25日（金）
13:35～15:25

釧路市立幣舞中学校 ×
釧路地方法務局
人権擁護課
TEL：0154-31-5014

74 高松法務局
じんけんフェスタ２０１８
（地方委託事業）

　①障害者スポーツ体験（ボッチャ、フライングディスク）
　②じんけんお笑い漫談（濱田祐太郎）
　③障害への理解を深める体験セミナー

平成30年12月８日（日）
10:00～16:00

サンポート高松 ○
香川県
人権・同和政策課
TEL：087-832-3201

75 高松法務局 障害者スポーツ体験人権教室 　障害者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。
平成30年11月28日（水）
9:35～12:20

檀紙小学校 ×
高松法務局
人権擁護部
TEL：087-821-7850

76 高知地方法務局
じんけんふれあいフェスタ
（地方委託事業）

 ①障害者週間の集い表彰式の実施
 ②介助犬ふれあいコーナーにおいてデモンストレーション等の実施
 ③障害者についての内容を含む人権啓発冊子の配布

平成30年12月９日（日）
9:30～15：30

　
高知市中央公園

○
　
http://www.kochi-jinken.or.jp

（公財)高知県人権啓発センター
TEL：088-821-4681

77 高知地方法務局
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する。

平成30年11月23日（金）
9：00～15：00

　
香南市のいちふれあいセ
ンター

○
香南市
人権課
TEL：0887-57-8507

78 松山地方法務局
世界人権宣言７０周年・人権擁護
委員制度７０周年記念事業

　パラリンピックアスリート、元オリンピックアスリート、マンダリンパイレーツ選手、愛媛ＦＣ選
手を招いて、小学生を対象にボッチャ体験教室を行う。

平成30年12月８日（土）
11：30～12：30

伊予郡松前町
松前公園体育館

〇
松山地方法務局
人権擁護課
TEL：089-932-0888

79 松山地方法務局
障害者スポーツ体験教室
(地方委託事業）

　愛媛県障害者フライングディスク協会及び愛媛県障害者スポーツ協会と連携して、小学６
年生児童を対象に障害者スポーツの正式競技でもあるフライングディスクの体験教室を行
う。

平成30年10月30日（火）
14：35～15：20

北宇和郡鬼北町
近永小学校体育館

×
愛媛県
人権対策課
TEL：089-941-2111

80 松山地方法務局
障害者スポーツ体験教室
(地方委託事業）

　愛媛県障害者フライングディスク協会及び愛媛県障害者スポーツ協会と連携して、小学２
年生児童を対象に障害者スポーツの正式競技でもあるフライングディスクの体験教室を行
う。

平成30年11月７日（水）
11：00～12：00

西条市北条
多賀小学校体育館

×
愛媛県
人権対策課
TEL：089-941-2111

81 松山地方法務局
障害者スポーツ体験教室
(地方委託事業）

　愛媛県障害者フライングディスク協会及び愛媛県障害者スポーツ協会と連携して，小学４
年生児童を対象に障害者スポーツの正式競技でもあるフライングディスクの体験教室を行
う。

平成31年１月25日（金）
14:50～15:35

伊予市中村
北山崎小学校体育館

×
愛媛県
人権対策課
TEL：089-941-2111

82

総合教育政策局
男女共同参画共生
社会学習・安全課
障害者学習支援推
進室

平成30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。

平成30年12月４日（火）
文部科学省旧庁舎第二
講堂

×

文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課
障害者学習支援推進室
TEL：03-5253-4111（内線3460）
FAX：03-6734-3719

83

総合教育政策局
男女共同参画共生
社会学習・安全課
障害者学習支援推
進室

超福祉の学校 ～障害のある人と
ともに学び、つくる共生社会フォー
ラム～

　「みんなで生きる」ための気づきを得られるような障害者参加型フォーラムを実施する。
平成30年11月10日（土）・11月11日
（日）

渋谷キャスト スペース(G
階)、
渋谷ヒカリエ8階 8/
COURT

○
http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei
/gakusyushien/1409878.htm

文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課
障害者学習支援推進室
TEL：03-5253-4111（内線3460）
FAX：03-6734-3719

法務省
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84 文化庁 地域文化創生本部
ここから３―障害・年齢・共生を考
える５日間

　文化庁主催により、「障害・年齢・共生を考える」をテーマとし、障害や年齢を超越して、もの
をつくることについて考え、また同じ場に集って展示を見ることにより、アートを通じて共生社
会を考える機会となるよう企画した展覧会を開催する。今回は、「障害者週間」と会期を重ね
ることで、共生社会への関心や理解がより深まることを期待している。本展では、障害のある
方たちが制作した魅力ある作品と、文化庁メディア芸術祭の受賞作などから選ばれたマン
ガ、アニメーション作品や、参加型のメディアアート作品等を展示し、ワークショップや監修者
によるトークなどのイベントも併せて行う。障害のある方やご家族、あらゆる人々が気軽に楽
しみ、そこから新たな意識につながることを願っている。

平成30年12月５日（水）～
12月９日（日）／５日間
水・木・日＝10:00～18:00
金・土＝10:00～20:00

国立新美術館　1階展示
室1A（東京都港区六本木
7-22-2）

○ http://www.kokokara-ten.jp/

文化庁 地域文化創生本部事務局
総括・政策研究グループ
TEL：075-330-6725
FAX：075-561-3512

85
社会・援護局障害保
健福祉部企画課自
立支援振興室

身体障害者補助犬啓発イベント
　障害者週間の趣旨を踏まえ、身体障害者補助犬啓発イベント「補助犬ってなぁに？」を実
施する。

平成30年12月１日（土）
①13:00～13:45
②16:00～16:45
（２回開催）

阪急うめだ本店　９階祝
祭広場
（大阪市北区角田町８-７）

〇
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakuni
tsuite/bunya/0000185435_00001.html

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

86
社会・援護局障害保
健福祉部企画課自
立支援振興室

第18回全国障害者芸術・文化祭お
おいた大会

　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。

平成30年10月6日（土）～
11月25日（日）

大分市、県内市町村 〇 http://www.oita-kokubunsai.jp/about

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

87
社会・援護局障害保
健福祉部企画課自
立支援振興室

第68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。

平成30年12月７日（金）
中央合同庁舎第５号館
低層棟２階講堂

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
TEL：03-5253-1111（内線：3078）
FAX：03-3503-1237

88 農林水産省 北陸農政局 農福連携推進シンポジウムｉｎ新潟

【はじめませんか！農福連携の第一歩を！】
　農福連携は、農業における人材の育成や地域の活性化といった地域の課題解決方法の
ひとつとして注目されている。
　本シンポジウムでは、新潟県内における農福連携の取組事例報告やパネルディスカッショ
ンを通じ、障がい者が自立した豊かな生活を送るための就農について、農業者側、福祉事業
所側の双方からみた課題について整理し、考える。

平成30年12月５日（水）
13:30～16:30

クロスパルにいがた（生涯
学習センター）
４階映像ホール
（新潟県新潟市中央区
礎町通３ノ町2086番地）

○
http://www.maff.go.jp/hokuriku/nous
ei/niigata/nouhuku_symposium.html

農林水産省
北陸農政局新潟県拠点
地方参事官室
TEL：025-228-5216
FAX：025-223-2264

89
近畿運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

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30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、全盲の
落語家、桂福点（かつらふくてん）さんの講演等を通じて、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。

平成30年11月29日（木）
14：00～16：10

大阪歴史博物館４階講堂 ○

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

90
近畿運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

バリアフリー教室
　小学生を対象に視覚障害の疑似体験や、車いす体験等を通した心のバリアフリー醸成を
図る。

平成30年11月14日（水） 明石市朝霧小学校 ×

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

91
近畿運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

交通環境教室 　幼稚園児、保護者を対象に心のバリアフリーについての講話を行う。 平成30年11月28日（水）
河内長野市立三日市幼
稚園

×

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

92
近畿運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

バリアフリー教室
　小学生を対象に視覚障害の疑似体験や、車いす体験等を通した心のバリアフリー醸成を
図る。また、障害者との懇談会を実施する。

平成30年11月19日（月）
平成30年11月30日（金）

高槻市立真上小学校 ×

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

93
近畿運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

視覚障害者との啓発活動
　視覚障害者協会、京都市交通局と連携し、JR京都駅、地下鉄四条駅において視覚障害者
に対する理解を促す啓発活動を行う（ティッシュ配布等）。

平成30年11月16日（月）
平成30年12月９日（日）

JR京都駅
地下鉄四条駅

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

94
九州運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

障害者団体との懇談会

　障害者団体からの「交通バリアフリー」に関する意見や要請に対する回答の場として懇談
会を開催。当局はじめ、福岡市内の主要交通事業者担当者にも出席してもらい、九州管内
各県の交通バリアフリーに関する意見、要望を聞き、全ての人が使いやすい安心安全な交
通機関を目指す。

平成30年11月５日（月）
10:00～12:00

福岡市市民福祉プラザ
（ふくふくプラザ）

×
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

95
九州運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

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障害者擬似体験・介助体
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。

平成30年11月13日（火）
9:30～12:00

福岡市立香椎小学校 ×
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

96
九州運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

バリアフリー講習会
　大分県内の旅客船事業に従事する乗組員を対象に、障害者擬似体験・介助体験を行った
り、障害当事者を交えたディスカッションを行い、障害者や高齢者と接客する際の注意点など
を学ぶ。

平成30年11月22日（金）
9:30～12:30

大分市　大分港フェリー
ターミナル

×
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

国土交通省

厚生労働省
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97
九州運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

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障害者擬似体験・介助体
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。

平成30年11月27日（火）
9:30～12:00

福岡市立西陵小学校 ×
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

98
九州運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

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障害者擬似体験・介助体
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。

平成30年11月28日（水）
9:30～12:00

福岡市立脇山小学校 ×
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

99
九州運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

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障害者擬似体験・介助体
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。

平成30年12月５日（水）
9:30～12:00

福岡市立金山小学校 ×
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

100

四国運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課
及び徳島運輸支局

バリアフリー教室
　小学校４年生を対象に、車椅子体験やアイマスクを用いた視覚障害疑似体験とそれぞれ
の介助体験を実施する。
　あわせて、バスを用いての車椅子乗車体験を実施する。

平成30年11月13日（火）
9:30～12：00

徳島市　上八万小学校 ×
四国運輸局ホームページ
http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/

国土交通省四国運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
及び徳島運輸支局
ＴＥＬ：087-802-6727
ＦＡＸ：087-802-6723

101

四国運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課
及び徳島運輸支局

バリアフリー教室
　小学校４年生を対象に、車椅子体験やアイマスクを用いた視覚障害疑似体験とそれぞれ
の介助体験を実施する。
　あわせて、バスを用いての車椅子乗車体験を実施する。

平成30年11月16日（金）
13：30～15：30

徳島市　藍住西小学校 ×
四国運輸局ホームページ
http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/

国土交通省四国運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
及び徳島運輸支局
ＴＥＬ：087-802-6727
ＦＡＸ：087-802-6723

102

四国運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課
及び高知運輸支局

バリアフリー教室
　田野町町民や中学生等を対象に、車椅子体験や障害者への理解を深める講習を実施す
る。

平成30年11月23日（金）
10:30～15:00

高知県田野町
ふれあいセンター前

○
四国運輸局ホームページ
http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/

国土交通省四国運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
及び高知運輸支局
ＴＥＬ：087-802-6727
ＦＡＸ：087-802-6723

103

四国運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課
及び高知運輸支局

バリアフリー教室
　高知空港内従業員を対象に、聴覚障害者とのコミュニケーションについての講習及び要約
筆記の実技講習を実施する。

平成30年12月６日（木）
13:30～15：30

高知市　高知空港事務所 ×
四国運輸局ホームページ
http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/

国土交通省四国運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
及び高知運輸支局
ＴＥＬ：087-802-6727
ＦＡＸ：087-802-6723

104
四国運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

障害者差別解消法セミナー
　障害者差別解消法についての解説や障害者手帳等の見方を解説し、交通事業者等の障
害者差別解消に向けたとりくみを促す。（公共交通事故被害者等支援フォーラムに併設して
開催）

平成30年12月７日（金）
13:00～16：00

高知市　市民文化プラザ
かるぽーと

○
四国運輸局ホームページ
http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/

国土交通省四国運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
ＴＥＬ：087-802-6727
ＦＡＸ：087-802-6723

105
中部運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

心のバリアフリー教室

　中部運輸局と愛知県と中部鉄道協会では、愛知県内の自治体職員と中部管内の鉄道事
業者の職員を対象に心のバリアフリー教室を開催する。障がいのある方の体験談、車いすと
視覚障がいの疑似体験を通じて、障がいのある方が感じる障壁（バリアー）を認識していだた
くとともに、心のバリアフリーによっても社会的障壁が除去できることを理解していただくこと
で、各自治体には心のバリアフリー施策の参考にしていただく。鉄道事業者には社内教育及
び旅客支援の参考にしていただくことを目的に開催する。

平成30年11月５日（月）
名鉄大江駅と矢作建設工
業鉄道技術研修センター

×
国土交通省中部運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
ＴＥＬ：052-952-8047

106
東北運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

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助体験を実施する。 平成30年11月１日（木）
仙台市営地下鉄勾当台
公園駅

×
http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/pures
u/puresu/kk181029.pdf

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

107
東北運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

バリアフリー教室 　小学生を対象に、車いす体験、高齢者疑似体験及び介助体験を実施する。 平成30年11月15日（木） 仙台市立川前小学校 ×
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

108
東北運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

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助体験を実施する。 平成30年11月20日（火）
仙台市営地下鉄勾当台
公園駅

×
http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/pures
u/puresu/kk181029.pdf

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

109
東北運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

バリアフリー教室 　小学生を対象に、車いす体験、高齢者疑似体験及び介助体験を実施する。 平成30年11月22日（木） 仙台市立鹿野小学校 ×
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

110
東北運輸局
岩手運輸支局

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助体験を実施する。 平成30年12月７日（金） ふれあいランド岩手 ×
国土交通省東北運輸局
岩手運輸支局
TEL：019-638-2154

国土交通省
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111
東北運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

バリアフリー教室
　大学生を対象に、車いす体験、視覚障害者体験、高齢者疑似体験及び介助体験を実施す
る。

平成30年12月10日（月） 東北工業大学 ×
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

112
東北運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

バリアフリー教室 　地域住民を対象に、車いす体験、高齢者疑似体験及び介助体験を実施する。 平成30年12月18日（火） 仙台市青葉区川前地区 ×
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

113
北海道運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

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。

平成30年10月26日（金）
北海道千歳市新千歳空
港

×
国土交通省北海道運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
TEL：011－290－2725

114
北海道運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

バリアフリー教室
　北海道運輸局職員を対象に、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。

平成30年11月13日（火）
北海道札幌市
札幌第二合同庁舎

×
国土交通省北海道運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
TEL：011－290－2725

115
北海道運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

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。 平成30年12月５日（水）
北海道札幌市
札幌市立手稲中央小学
校

×
国土交通省北海道運輸局
交通政策部消費者行政・情報課
TEL：011－290－2725

116
北陸信越運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

バリアフリー教室
　「石川運輸支局」庁舎移転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。

平成30年11月10日（土）
北陸信越運輸局 石川運
輸支局

○
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
TEL：025-285-9152

117
関東運輸局
埼玉運輸支局

交通バリアフリー教室
　市民福祉祭りの来場者を対象にノンステップバスを使用した乗車体験を通じてこころのバリ
アフリーを広める。

平成30年11月３日（土）
春日部市総合体育館
ウイングハット春日部

○
国土交通省関東運輸局
埼玉運輸支局
TEL：048-624-1835

118
四国地方整備局
四国技術事務所
品質調査課

ユニバーサルデザイン歩行体験
　小学生、中学生、高校生、自治体職員を対象に、白杖による歩行体験、車椅子体験、高齢
者疑似体験を実施する。

平成30年11月９日（金）～
11月29日（木）
①11/９（金）
13:00～15:00（小学生）
②11/９（金）
15:00～16:00（自治体職員）
③11/21（水）
9:30～11:30（高校生）
④11/29（木）
10:00～12:00（自治体職員）

香川県高松市
四国技術事務所

×
http://www.skr.mlit.go.jp/yongi/menu
/event/event-f.html

国土交通省　四国地方整備局
四国技術事務所　品質調査課
TEL：087-845-3135
FAX：087-845-3998

119
中国地方整備局
中国技術事務所
防災・技術課

バリアフリー教室
　竹原市自治団体「竹原第１地区協働のまちづくりネットワーク」を対象に、車椅子体験、視
覚障害者体験を実施する。

平成30年10月30日（火）
13:30～15:30

中国技術事務所 ×
国土交通省　中国地方整備局
中国技術事務所　防災・技術課
TEL：082-822-2340

国土交通省
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