
【国 主催行事：計124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
賞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。

2019年12月４日（水）
東京都
中央合同庁舎８号館

×
https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-
kei/r01shukan/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

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。

2019年12月３日（火）～
12月９日（月）
10:00～18:00

東京都
有楽町駅前地下広場

○
https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-
kei/r01shukan/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

2019年度　「障害者週間」関連行事 【国 主催行事】

https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-
kei/r01shukan/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

○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

○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

○独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構
TEL：043-213-6203
FAX：043-213-6556

○公益社団法人日本発達障害連盟
TEL：03-5814-0391
FAX：03-5814-0393

○特定非営利活動法人日本トゥレット
協会
TEL：045-315-3288
FAX：045-315-3288

○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

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
TEL：03-6206-0678

○公益社団法人日本てんかん協会
TEL：03-3202-5661
FAX：03-3202-7235

「障害者週間」連続セミナー

　2019年12月３日（火）から９日（月）の「障害者週間」の期間中、障害及び障害者に関する国
民の理解を促進するため、障害者週間の趣旨にふさわしいセミナーを障害者関係団体等と
連携し実施する。

①特定非営利活動法人全国言友会連絡協議会
　「社会がつくる障害「吃音」：スティグマと就労から吃音を考える」

②公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会
　「マルチメディアDAISY教科書等を利用した学習の推進及びマルチメディアDAISY図書の製
作を通じた障害者の社会参加について～2015年国連サミットで採択された「持続可能な開
発目標（SDGs）」の推進に向けて～」

③独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
　「精神障害者雇用は今！　～雇用継続のヒントを探る～」

④公益社団法人日本発達障害連盟
　「『障害のある人達の発信でつなげよう地域と世界』～「生の芸術」と言われる芸術文化の
輝く力を考える～」

⑤特定非営利活動法人日本トゥレット協会
　「チック・トゥレット症を知っていますか？～正しい理解と支援のために～ 」

⑥社会福祉法人日本身体障害者団体連合会
　「“伝える力・受け取る力”障害理解について考えるワークショップ」

⑦特定非営利活動法人カラーユニバーサルデザイン機構
　「見おとされてきた色覚障害者への社会の対応　色覚タイプによって異なる困難」

⑧公益社団法人日本てんかん協会
　「皆さんは“てんかん”を知っていますか 　～全国に 100 万人のなかまがいます～ 」

2019年12月５日（木）
①9:30～11:20
②11:50～13:40
③14:10～16:00
④16:30～18:20

2019年12月６日（金）
⑤9:30～11:20
⑥11:50～13:40
⑦14:10～16:00
⑧16:30～18:20

東京都
有楽町朝日スクエア

省　庁　名

○
政策統括官（共生社
会政策担当）付障害
者施策担当

内閣府
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4
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。

2019年12月中
未定（首相官邸or合同
庁舎８号館）

×
https://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）

5
沖縄総合事務局
運輸部企画室

バリアフリー教室
　那覇バスターミナルに乗り入れるバス事業者の運転者・職員及び障害者等を対象に、障
害者疑似体験・介助体験を実施する。あわせて、那覇バスターミナル内の移動等の検証調
査を行う。

2019年10月10日（木）
13:00～16:00

那覇バスターミナル ×

内閣府
沖縄総合事務局運輸部企画室
TEL：098-866-1812
FAX：098-860-2369

6 東京法務局 ヒューマンライツ・フェスタ東京
　車いすサポート体験、視覚障害者サポート体験、民族「衣装体験、車いすに乗ったまま着
られる着物の体験を行う。

2019年11月16日(土)・17日(日)
10:00～18:00

東京国際フォーラム
ロビーギャラリー

○
東京法務局
人権擁護部第三課啓発係
TEL：03-5213-1234

7 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、あわせて障害者の作品を展示する。

2019年12月３日（火）～
12月10日（火）
8:30～17:00
（火曜日は19:00まで）

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

8 さいたま地方法務局

令和元年度「障害者週間」記念事
業
令和元年度「みんな幸せ・共生社
会　県民のつどい」
（地方委託事業）

　障害者週間を記念し、障害や障害者に対する理解を深めるため、作文やポスターの発表
や表彰、記念講演、障害者団体による文化活動のステージ発表、障害者等の絵画展や作
品展等を実施する。

2019年11月24日（日）
10:00～15:40

朝霞市民会館「ゆめぱ
れす」

○
埼玉県
福祉部障害者福祉推進課
TEL：048-830-3294

9 千葉地方法務局 小中学校における人権教室
　車いすバスケットボールチームと連携して、小学生、中学生を対象とした車いすバスケット
ボール体験教室を実施し、障害についての理解を深める。

①2019年10月17日（木）
➁2019年11月21日（木）

①浦安市立明海南小
学校
➁東庄町立東庄中学
校

×
千葉地方法務局
人権擁護課
ＴＥＬ：043-302-1319

10 千葉地方法務局
ヒューマンフェスタ２０１９あびこ
(地方委託事業）

　ヒューマンフェスタあびこにおいて
　①講演会「合理的配慮って何？～障がい者の人権を考える～」
　➁「パラリンピックｊとスポーツ義足を知ろう～転んでも大丈夫～」
　　　義肢装具士による講演及び義足体験会を行う。

2019年11月30日（土）
①10:00～11:30
➁13:00～15:30

我孫子市生涯学習セン
ター（アビスタ）

○
我孫子市
社会福祉課
ＴＥＬ：04-7185-1111（内線432）

内閣府

法務省
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11 水戸地方法務局
スポーツ組織と連携協力した人権
啓発活動
（地方委託事業）

　青少年や地域社会などに大きな社会的影響力を有するスポーツ組織及び障害当事者団
体と連携協力して各種啓発活動（啓発物品配布、トラック周回、アナウンス放送等）を実施す
る。

2019年11月24日(日)
ケーズデンキスタジア
ム水戸

○
茨城県
保健福祉部福祉指導課施策推進室
ＴＥＬ：029-301-3135

12 水戸地方法務局
ユニバーサル事業
（地方委託事業）

　障害のある子どもと障害のない子どもが一緒にスポーツ（サッカー教室、ミニゲーム）を通
して楽しむことで、子どもの年代から、障害者への理解を促進し、お互いを助け合う気持ちを
育む。

2019年12月（未定）
ケーズデンキスタジア
ムサブグランド（予定）

○
茨城県
保健福祉部福祉指導課施策推進室
ＴＥＬ：029-301-3135

13 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を行う。（障害のある人の人権
についてを主とするＣＭ）

2019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

14 宇都宮地方法務局 車いすバスケット人権教室
　栃木県を本拠地とする車いすバスケットボールチームのと連携し、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。

2019年11月29日（金）
10:55～12:45

栃木県上三川町立本
郷中学校

×
宇都宮地方法務局
人権擁護課
TEL：028-623-0925

15 宇都宮地方法務局
ヒューマンフェスタとちぎ２０１９
（地方委託事業）

　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。

2019年11月９日（土）
10:30～17:30

わかくさアリーナ・とち
ぎ福祉プラザ

○

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

16 前橋地方法務局
元気県ぐんまの障害者スポーツ
フェスタ２０１９（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。 2020年１月 群馬県内 ×
群馬県
障害政策課
TEL：027-226-2634

17 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・生徒の集いを行う。
　（「人権の花」運動の成果報告、成果展示、人権作文の朗読）

2019年12月７日（土）
13:30～15:30

諏訪市文化センター
（大ホール）

○

長野地方法務局
諏訪支局総務課
TEL：0266-52-1043
FAX：0266-52-1804

法務省
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18 長野地方法務局
飯田人権フェスティバル
（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
したイベントを開催する。
　・人権に関する落語の公演
　・養護学校卒業生等で構成する和太鼓グループの演奏
　・「人権の花」運動の成果報告及び展示、人権作文（障害をテーマにした作品を含む）の朗
読

2019年12月１日（日）
13:00～15:30

飯田市鼎文化センター ○

飯田市
男女共同参画課
TEL：0265-22-4511
FAX：0265-22-4673

19 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身体障害者補助犬の紹介、歩行体験
　　②手話のミニ講座

2019年12月７日（土）
11:55～13：15

新潟市アピタ新潟西 ○
http://www.pref.niigata.lg.jp/fukushiho
ken/jinken.html

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

20 大阪法務局
人権文化のまちづくりをすすめる
条例施行２０周年記念事業（地方
委託事業）

　元パラリンピック競泳日本代表の方による講演及び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体験教室を行う。

2019年８月28日（水）
14:00～16:30

アクア文化ホール ○
豊中市
人権政策課
TEL：06-6858-2586

21 大阪法務局 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体験教室を行う。 2019年11月13日（水） 貝塚市立東小学校 ×
大阪法務局
人権擁護部第三課
TEL：06-6942-9492

22 大阪法務局
ボッチャ体験・アイマスク白杖体験
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体験及びアイマスク白杖体験教
室を行う。

2019年11月21日（木） 枚方市立小倉小学校 ×
大阪法務局
人権擁護部第三課
TEL：06-6942-9492

23 大阪法務局 人権フェスタin堺
　標記フェスタにおいて、人権啓発パネルを展示するほか、車いす体験や白杖体験を実施
し、障害者への理解と共感を育む。

2019年11月10日（日）
12:30～15:30

堺市大仙公園 ○
大阪法務局
堺支局
TEL：072-221-1258

24 京都地方法務局
KBS京都ラジオ「サンクス６８」
（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。

2019年12月日未定 KBS京都ホール ○

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

法務省
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25 神戸地方法務局 人権週間記念講演会
　公益財団法人兵庫県障害者スポーツ協会理事を講師に迎え、障害者との共生社会の実
現をテーマに講演会を実施する。

2019年12月７日（土）
15:10～16:10

兵庫県民会館県民
ホール

○
神戸地方法務局
人権擁護課
ＴＥＬ：078-392-1821

26 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、小学生向けに体験学習
を実施する。

2019年12月11日（水）
神戸市立駒ケ林小学
校

×
神戸地方法務局
人権擁護課
ＴＥＬ：078-392-1821

27 奈良地方法務局 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４年生を対象
として体験教室を行う。

2019年12月５日（木） 御所市立大正小学校 ×

奈良地方法務局
人権擁護課
TEL：0742-23-5457
FAX：0742-20-3728

28 大津地方法務局 人権教室（ボッチャ体験）
　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き、小学校高学年対
象に体験教室を行う。

2019年12月４日（水）
大津市立上田上小学
校

×

大津地方法務局
人権擁護課
ＴＥＬ：077-522-4673
ＦＡＸ：077-588-5317

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、中学生及び小
学校高学年向けに講演及び体験教室を行う。

①2019年11月12日（火）
　13:30～15:30
②2019年11月13日（水）
　10:50～12:40
③2019年11月19日（火）
　13:55～15:35
④2019年11月21日（木）
　13:50～15:30
⑤2019年11月26日（火）
　13:30～15:30
⑥2019年11月27日（水）
　10:55～12:35
⑦2020年１月14日（火）
　9:30～11:30
⑧2020年１月28日（火）
　13:20～15:20

①幸田町立南部中学
校
②刈谷市立富士松東
小学校
③西尾市立一色西部
小学校
④東海市立加木屋小
学校
⑤北名古屋市立師勝
小学校
⑥豊田市立駒場小学
校
⑦岡崎市立六ッ美中部
小学校
⑧春日井市立八幡小
学校

×

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

30 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、中学生及び小学生向けに人権教室及び体験教室を行う。

①2019年11月５日（火）
13:20～14:50
②2019年11月14日（木）
13:15～14:45
③2019年11月29日（金）
13:25～15:05
④未定

①名古屋市立鳴海中
学校
②豊山町立豊山中学
校
③名古屋市立大手小
学校
④名古屋市立笹島小
学校・中学校

×

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

法務省
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31 名古屋法務局 人権講話 　今後、学校側と協議を行って決定する（前回は人権啓発に係るＤＶＤを視聴。）。
2019年12月２日（月）
9:20～9:40

豊橋市立くすのき特別
支援学校

×

名古屋法務局
豊橋支局総務課
ＴＥＬ：0532-54-9278
ＦＡＸ：0532-54-9780

32 津地方法務局 車いす体験教室
　障害者スポーツであり、パラリンピック競技でもある車いすバスケットボールの選手等を招
いて、中学生向けに講演及び体験教室を行う。

2019年11月16日（土）
9:50～11:40

亀山市立関中学校 ×

津地方法務局
人権擁護課
TEL：059-228-4193
FAX：059-213-3319

33 津地方法務局 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もあるボッチャの講師等を招いて、小学生高
学年向けに体験教室を行う。

2019年12月18日（水）
10:45～12:25

鈴鹿市立郡山小学校 ×

津地方法務局
人権擁護課
TEL：059-228-4193
FAX：059-213-3319

34 福井地方法務局
人権啓発フェスティバル2019inふく
い
（地方委託事業）

　人権パネル展や障がい者の疑似体験ができるコーナーを設け、障害のある人の人権につ
いて考え、理解を深めるイベントを行う。

2019年10月26日（土）
12:30～16:00

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

35 福井地方法務局
車椅子バスケットボール体験教室
及び人権教室

　中学生を対象とした車いすバスケットボールの体験及び障害のある人の人権について考
える人権教室を実施する。

2019年11月21日（木）
13:50～15:40

越前町立宮崎中学校 ×
福井地方法務局
人権擁護課
TEL：0776-22-4210

36 金沢地方法務局
福祉ふれあいフェスティバルinこま
つ2019（障がい者スポーツ体験）

　一般の方を対象に、パラリンピック競技であるボッチャの体験（ターゲットボッチャ）ができる
コーナーを設け、体験者には啓発物品を配布する。

2019年10月27日（日）
10:00～14:30

こまつドーム　アリーナ
（石川県小松市林町ほ
5番）

○

金沢地方法務局小松支局
小松人権擁護委員協議会
TEL：0761-22-6300
FAX：0761-22-9690

37 富山地方法務局 車椅子バスケットボール体験教室 　富山県車椅子バスケットボールクラブ所属の選手を招き、小学生向けに体験教室を行う。

①2019年10月23日（水）
13:30～15:30
②2019年11月14日（木）
13:45～15:25

①富山大学人間発達
科学部附属小学校
②砺波市立鷹栖小学
校

×

富山地方法務局
人権擁護課
ＴＥＬ：076-441-6376
ＦＡＸ：076-441-0503

法務省
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38 広島法務局
ヒューマンフェスタ２０１９ひろしま
（地方委託事業）

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

2019年12月７日（土）・８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

39 広島法務局
小中学校における障害者スポーツ
人権教室

　一般社団法人広島県障害者スポーツ協会と連携して、小中学生を対象に車いすバスケッ
トボール及びフライングディスクの体験教室を行う。
　①フライングディスク体験
　②車いすバスケットボール体験
　③車いすバスケットボール体験
　④フライングディスク体験
　⑤フライングディスク体験
　⑥フライングディスク体験
　⑦車いすバスケットボール体験
　⑧フライングディスク体験
　⑨車いすバスケットボール体験

①2019年11月13日(水)
13:50～15:30
②2019年11月14日(木)
13:25～14:15
③2019年11月27日(水)
14:00～15:30
④2019年12月５日(木)
10:30～12:00
⑤2019年12月10日(火)
13:40～15:10
⑥2019年12月13日(金)
14:10～15:45
⑦2019年12月18日(水)
13:55～15:30
⑧2020年１月22日(水)
13:55～15:30
⑨2020年１月29日(水)
10:05～11:50

①広島市立落合小学
校
②広島市立幟町中学
校
③広島市立深川小学
校
④東広島市立東西条
小学校
⑤江田島市立大柿中
学校
⑥広島市立五日市観
音小学校
⑦廿日市市立宮園小
学校
⑧三次市立十日市小
学校
⑨広島県立廿日市特
別支援学校

×
広島法務局
人権擁護部第一課
TEL：082-228-5790

40 山口地方法務局 じんけんボッチャ講演会
　ボッチャ競技におけるリオパラリンピック銀メダリスト木谷選手と日本ボッチャ協会公認審
判員によるボッチャ競技の説明、ボッチャ体験及び生徒との対談を内容とした「じんけんボッ
チャ講演会」を実施する。

2019年11月16日（土）
10：20～１１：40

山口市立鴻南中学校 ×
山口地方法務局
人権擁護課
TEL：083-922-2295

41 山口地方法務局 じんけんボッチャ教室
　オリンピック・パラリンピック経済界等協議会講師によるボッチャ競技の説明及び模擬試合
を内容とした「じんけんボッチャ教室」を実施する。

2019年11月21日（木）
14:00～16:00

防府市立野島小・中学
校

×
山口地方法務局
人権擁護課
TEL：083-922-2295

42 山口地方法務局 じんけん映画祭２０１９
　映画「聲の形」の上映会の実施及び全中学生人権作文コンテスト山口県大会表彰式（最優
秀賞の朗読あり）を実施する。

2019年12月１日（日）
13:00～16:00

ニューメディアプラザ山
口

○
山口地方法務局
人権擁護課
TEL：083-922-2295

43 山口地方法務局 人権週間映画上映会in柳井 　映画「きみはいい子」を上映する。
2019年12月８日（日）
13:00～

アクティブ柳井 ○
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
下関市人権フェステイバル
（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、日本初の義手看護師、
北京・ロンドンパラリンピック競泳日本代表の伊藤真波氏を講師に迎え、「あきらめない心」と
題する講演会を開催する。

2019年12月７日（土）
13：00～16：00

菊川ふれあい会館（ア
ブニール）
（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。

2019年12月１日（日）
10:00～15:00

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、小学校の教職員を
対象として体験教室を行う。

2019年11月６日(水)
八頭町立郡家東小学
校

×

鳥取地方法務局
人権擁護課鳥取人権擁護委員協議
会
ＴＥＬ：0857-22-2289
ＦＡＸ：0857-27-3756

47 鳥取地方法務局
講演及び車いすバスケットボール
体験教室（地方委託事業）

　小学５、６年生を対象として、「障がいのある人の人権について」をテーマとした講演を行う
ほか、車いすの操作体験を行うことにより、障害物がある状況での通りにくさ等を体験した上
で、パス・シュート練習及び対抗ミニゲームを行う。

2019年11月８日(金)
14:00～15:40

倉吉市立灘手小学校 ×

鳥取県
総務部人権局人権・同和対策課
TEL：0857-26-7590
FAX：0857-26-8138

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、小学生を対象として
体験教室を行う。

①2019年11月15日(金)
②2019年11月22日(金)
③2019年11月25日(月)

①境港市立余子小学
校
②江府町立江府小学
校
③八頭町立船岡小学
校

×

①②鳥取地方法務局米子支局
米子人権擁護委員協議会
ＴＥＬ：0859-22-6161
ＦＡＸ：0859-34-2735
③鳥取地方法務局
人権擁護課鳥取人権擁護委員協議
会
ＴＥＬ：0857-22-2289
ＦＡＸ：0857-27-3756

49 鳥取地方法務局 人権週間フォーラム 　新谷直也氏による講演（障害を乗り越えて～Re start～）を行う。 2019年11月24日(日)
鳥取県立生涯学習セン
ター（県民ふれあい会
館）

○

鳥取県
総務部人権局人権・同和対策課
TEL：0857-26-7590
FAX：0857-26-8138

50 鳥取地方法務局
講演及び車いすバスケットボール
体験教室（地方委託事業）

　小学４年生と中学１年生を対象として、「障がいのある人の人権について」をテーマとした
講演を行うほか、車いすの操作体験を行うことにより、障害物がある状況での通りにくさ等を
体験した上で、パス・シュート練習及び対抗ミニゲームを行う。

①2019年11月26日(火)
14:00～15:40
②2019年12月13日(金)
13:15～14:55

①伯耆町立岸本小学
校
②青翔開智中学校高
等学校

×

鳥取県
総務部人権局人権・同和対策課
TEL：0857-26-7590
FAX：0857-26-8138
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51 松江地方法務局
「人権を考えるつどい」講演会
（地方委託事業）

　「障害のある人もない人もともに住みやすい島根県をめざして～障害者差別解消法のポイ
ントとその意義～」と題した講演会を実施する。

2019年８月２日（金）
10：00～12：00

島根県民会館 ○

島根県
環境生活部
人同和対策課人権啓発推進センター
TEL：0852-22-6051

52 松江地方法務局
ふれあいフェスティバルおおだ
（地方委託事業）

　市内のコミュニティ施設で開催されるフェスティバルにおいて、障害者に関する講演及び、
障害者団体の活動報告、作文発表、パネル展示などを実施する（予定）。

2019年12月８日（日） サンレディ大田 ○
大田市
総務部人権推進課
TEL：0854-82-1600（代）

53 松江地方法務局
川本町人権を考えるつどい
（地方委託事業）

　障害のある人に関する講演、人権学習パネル展、人権標語作品展を行う。 2019年12月６日（金） 悠々ふるさと会館 ○
邑智郡川本町
町民生活課
ＴＥＬ：0855-72-0632

54 松江地方法務局 人権教室（ボッチャ体験） 　障害者に関する人権教室を行い、同時にパラスポーツであるボッチャ競技を体験する。 2020年2月（予定） 松江市立中央小学校 ×
松江地方法務局
人権擁護課
TEL：0852-32-4260

55 松江地方法務局 ボッチャ体験 　松江市内の高齢者施設において、ボッチャ競技を体験する。 2019年10月10日（木） サンフラワー苑 ×
松江地方法務局
人権擁護課
TEL：0852-32-4260

56 松江地方法務局 しまね人権フェスティバル
　人権フェスティバル会場にボッチャ体験コーナーを設置し、来場者に広く体験してもらい、
パラスポーツの理解を深める。

2019年11月17日（日） 島根県民会館 ○
松江地方法務局
人権擁護課
TEL：0852-32-4260

57 福岡法務局
築城特別支援学校「おおぐす祭」
における人権啓発活動

　人権擁護委員が会場内において、啓発物品の配布を行う。 2019年11月２日（土） 築城特別支援学校
福岡法務局行橋支局
ＴＥＬ：0930-22-0476
ＦＡＸ：0930-22-3076

法務省
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58 福岡法務局
第１６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。

2019年11月22日（金）～
11月24日（日）のいずれかの１
日
時間未定

北九州市立総合体育
館

https://www.kitakyushu-cup.com
福岡法務局
北九州支局
TEL：093-561-3542

59 福岡法務局
ふれあいフェスタ２０１９×第１２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を行う。
③関連イベント「障害者芸術祭作品展」
　日時：11月26日（火）～12月1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

2019年12月８日（日）
11：00～16：30

ウェルとばた
○

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-
huku/file_0534.html

北九州市
人権文化推進課
TEL：093-562-5010

60 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）。

2019年11月10日（日） 駅前不動産スタジアム ○

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

61 長崎地方法務局
障害者スポーツ体験教室
（地方委託事業）

JリーグVファーレン長崎と連携し、小学生及びその保護者を対象にボッチャ体験教室を実施
し、障害者に対する理解を深める（要申込）。

2019年９月１８日（水）
１６：３０－１８：３０

諫早市中央体育館 ○
長崎県県民生活部人権・同和対策課
TEL：095-826-2585
FAX：095-826-4874

62 長崎地方法務局
アスリート講演会
（地方委託事業）

　JリーグVファーレン長崎と連携し、サッカー観戦者を対象に障害者アスリートの講演会を
実施し、障害者に対する理解を深める。

2019年10月５日（土）
16:40～17:10

トランスコスモススタジ
アム

○

長崎県
県民生活部人権・同和対策課
TEL：095-826-2585
FAX：095-826-4874

63 長崎地方法務局 人権教室（ボッチャ体験）
　長崎市立矢上小学校の６年生児童及び保護者を障害者スポーツであるボッチャを体験す
ることにより、障害者に対する理解を図ることを目的として実施する。

2019年11月15日（金）
15:00～16:00

長崎市立矢上小学校 ×

長崎地方法務局
人権擁護課
TEL：095-820-5982
FAX：095-827-7922

64 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
2019年11月30日（土）
13:00～14:00
※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

竹町ガレリアドーム広
場
（大分市中央町）

○
大分地方法務局
人権擁護課
TEL：097-532-3161

法務省
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65 大分地方法務局
障害者スポーツ体験
（地方委託事業）

　人権啓発フェスティバルにおいて、ボッチャ等の障害者スポーツ体験コーナーを設ける。
2019年11月30日（土）
10:00～16:00

竹町ガレリアドーム広
場
（大分市中央町）

○
大分県
人権・同和対策課
TEL：097-506-3177

66 大分地方法務局
発達障害者の相談会（仮題）
（地方委託事業）

　人権啓発フェスティバルにおいて、発達障害者を対象にした相談会のブースを設置する。
2019年11月30日（土）
10:00～16:00

竹町ガレリアドーム広
場
（大分市中央町）

○
大分県
人権・同和対策課
TEL：097-506-3177

67 熊本地方法務局

ハッピースマイルアートギャラリー
（令和元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相互理解を図る事を目的
として実施する。

2019年11月29日(金）～
12月２日（月）
9:30～17:00
ただし、最終日は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

68 熊本地方法務局
人権教室（ロービジョンサッカー体
験）

　熊本県の和水町立菊水西小学校において、パラスポーツである『ロービジョンサッカー』を
体験すること及び人権作文コンテストを素に作成されたＤＶＤを視聴することにより、視覚障
害者について理解を図る事を目的として実施する。

2019年12月12日（木）
10:35～11:35

和水町立菊水西小学
校
体育館

×

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

69 鹿児島地方法務局 ボッチャ体験教室 　障害者スポーツであるボッチャについて、小学生を対象に体験教室を行う。 2019年11月５日（火） 日置市立日吉小学校 ×

鹿児島地方法務局
人権擁護課
TEL：099-259-0684
FAX：099-259-0689

70 宮崎地方法務局 ボッチャ体験
　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について、小学生に人権教室を
行う。

①2019年12月２日(月）
14:20～15:20
②2019年12月３日(火）
10:10～11:10

①綾町立綾小学校
②小林市立西小林小
学校

×

宮崎地方法務局
人権擁護課
TEL：0985-22-5312
ＦＡＸ：0985-28-3705

71 仙台法務局
障害者スポーツに関する講演
（地方委託事業）

　東京パラリンピックに向けた機運醸成や障害者スポーツの振興、障害理解促進を目的とし
た講演を開催する。

2019年12月８日（日） 仙台市福祉プラザ ○
仙台市
健康福祉局障害福祉部障害企画課
TEL：022-214-8151

法務省
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72
仙台法務局 人権フェアinしろいし２０１９

（地方委託事業）
　松本卓巳氏（デフサッカー日本代表）による講演を行う。

2019年11月30日（土）
13:00～

白石市文化体育活動
センター
（通称：ホワイトキュー
ブ）

○

仙台法務局大河原支局
総務課
TEL：0224-52-6053
FAX：0224-52-6082

73
仙台法務局 人権フェアinしろいし２０１９

（地方委託事業）
　障害者の人権等をテーマにした「第３９回全国中学生人権作文コンテスト大河原地区大
会」表彰式及び受賞作品朗読を行う。

2019年11月30日（土）
13:00～

白石市文化体育活動
センター
（通称：ホワイトキュー
ブ）

○

仙台法務局大河原支局
総務課
TEL：0224-52-6053
FAX：0224-52-6082

74 仙台法務局 人権教室（ボッチャ体験会）
　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について、小学４年生を対象とし
て体験教室を行う。

2020年１月22日（水） 蔵王町立宮小学校 ×

仙台法務局大河原支局
総務課
TEL：0224-52-6053
FAX：0224-52-6082

75 仙台法務局
人権ミニフェスティバルin美里
（地方委託事業）

①人権作文コンテスト大崎・栗原地区大会表彰式・発表会
②人権ふれあいコンサート（障害のある演奏家（髙橋直樹氏）によるマリンバ演奏）

2019年11月９日（土）
①9:30～
②10:40～

美里町立こごた幼稚園
多目的ホール

○
仙台法務局古川支局
総務課
TEL：0229-22-0510

76 福島地方法務局 ボッチャ体験教室
　障害者の理解促進を目的として、小学生及び高齢者を対象としたボッチャ体験教室を行
う。

①2019年10月９日(水）
13:00～16:00
②2020年１月10日(金）
③2020年２月19日（水）

①岩根遊友児童クラブ
②本宮市青田日記沢
ふれあいサロン
③本宮市白沢和田５区
ふれあいサロン

×

福島地方法務局
人権擁護課
TEL：024-534-1994
FAX：024-534-1915

77 福島地方法務局 障害者の人権に関する研修会 　障害者支援施設の職員に対し、障害者の人権をテーマとした研修会を行う。

①2019年12月６日(金）
16:40～
②2019年11月13日（水）
9:30～10:30

①社会福祉法人しのぶ
福祉会あづま授産所
②相馬市障害者支援
施設ふきのとう苑

×

①福島地方法務局
人権擁護課
TEL：024-534-1994
FAX：024-534-1915
②福島地方法務局相馬支局
総務係
ＴＥＬ：0244-36-3413
ＦＡＸ：0244-36-3590

78 福島地方法務局
ボッチャ体験教室（地域活性化事
業）

　年齢、性別、障害の有無を問わず誰でも参加できるスポーツ「ボッチャ」の体験教室を開催
する。

2019年11月16日（土）
9:00～

押切川公園体育館 ○

喜多方市教育委員会
生涯学習課スポーツ振興係
TEL：0241-24-5319
FAX：0241-25-7075

法務省
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79 福島地方法務局
第１８回福島県男女共生のつど
い・福島市男女共生セミナー２０１
９

　セミナー開催会場において、障害者の理解促進を目的として、来場者に対して啓発物品及
び啓発リーフレット等を配布する。

2019年11月23日（土）
13:10～16:00

福島市飯坂町「パルセ
いいざか」

福島地方法務局
人権擁護課
TEL：024-534-1994
FAX：024-534-1915

80 盛岡地方法務局 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の選手を招いて、小学生を対象
として体験教室を行う。

2019年10月３日（木）
10：20～11：55

雫石町立雫石小学校 ×

盛岡地方法務局
人権擁護課
TEL：019-624-9859
FAX：019-624-1294

81 盛岡地方法務局
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）

　ブラインドサッカークラブであるコルジャ仙台及びグルージャ盛岡と連携し、小学生を対象
としたブラインドサッカー教室を実施し、障害者の理解を深め、人権意識の高揚を図る。

2019年11月15日（金）
10：40～12：15

遠野市立遠野北小学
校

×
盛岡地方法務局花巻支局
TEL：0198-24-8311
FAX：0198-24-8312

82 盛岡地方法務局
フラワーアレンジメント交流（地方
委託事業）

　市内５地域の各高齢者施設及び障害者施設において、人権擁護委員が施設利用者等を
対象に人権講話及びフラワーアレンジメントによる交流を実施するとともに、特設人権相談
所を開設し、一人ひとりの相談に答える。

2019年５月～
2020年２月

奥州市内５地域の各高
齢者施設及び障害者
施設

×
盛岡地方法務局水沢支局
TEL：0197-24-0511
FAX：0197-24-0512

83 山形地方法務局
小学生を対象としたブラインドサッ
カー体験プログラム

　オリンピック・パラリンピック協議会と連携して、山形県上山市立中川小学校の生徒を対象
として、ブラインドサッカー体験を実施する。

2019年12月10日（火）
14:30～16:00

山形県上山市立
中川小学校

×
山形地方法務局
人権擁護課
ＴＥＬ：023-625-1676

84 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。

①2019年９月26日（木）
13：30～15：30
②2019年10月28日（月）
13：30～15：30
③2019年11月20日（水）
13：30～15：30

①大仙市立南外中学
校
②大仙市立大曲西中
学校
③大仙市立大曲南中
学校

×
秋田地方法務局
大曲支局
TEL：0187-63-2100

85 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。 2019年11月26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

法務省
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86 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。 2020年１月10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

87 札幌法務局 車いすカーリング体験人権教室
　障害者差別解消法や北海道障がい者条例をより多くの道民に知っていただき、障害のあ
る人もない人も、ともにこの北海道の地で暮らし、お互いにできることを考えるきっかけづくり
の場として、講演会を行う。

2019年11月12日（火）
どうぎんカーリングスタ
ジアム

○

札幌法務局
人権擁護部
ＴＥＬ：011-709-2311
ＦＡＸ：011-709-2488

88 函館地方法務局
人権スポーツ教室（車椅子バス
ケットボール体験）

　車椅子バスケットボール選手及び人権擁護委員を講師に迎え、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を通じて、障害のある人
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。

①2019年10月20日（日）
②2019年11月１日（金）
③2019年11月予定

①松前町民体育館
②江差町立江差中学
校体育館
③八雲町立八雲中学
校体育館（予定）

×
函館地方法務局
人権擁護課
TEL：0138-23-9528（直通）

89 函館地方法務局
人権スポーツ教室（車椅子バス
ケットボール体験）
(地方委託事業）

　車椅子バスケットボール選手及び人権擁護委員を講師に迎え、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を通じて、障害のある人
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。

2019年11月17日（日） 函館市立戸倉中学校 ×
函館市
市民部くらし安心課
TEL：0138-21-3136

90 高松法務局
じんけんフェスタ２０１９
（地方委託事業）

・講演会（障害のある人への理解促進セミナー）
・障害者スポーツ体験（ボッチャ）
・心の輪を広げる体験作文・障害者週間ポスター展示

2019年11月30日（土）
10:00～15:30

サンポート高松 ○
http://www.moj.go.jp/jinkennet/kagaw
a/kagawa_index.html

香川県
人権・同和政策課
TEL：087-832-3201
FAX:087-831-3680

91 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人権教室（ボッチャ）を行う。

2019年11月22日（金）～
11月29日（金）
①11/22（金）
10:40～11:25、11:35～12:20
②11/29（金）
10:30～11:15、11:25～12:10
③11/29（金）
13:55～13:45、14:50～14:45

①新番丁小学校
②屋島東小学校
③古高松南小学校

×

高松法務局
人権擁護部
TEL:087-821-7850
FAX:087-821-7852

92 徳島地方法務局 ボッチャ体験教室 　障がい者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。 2019年11月19日（火） 三好市立檪生小学校 ×
徳島地方法務局美馬支局
ＴＥＬ：0883-52-1164
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93 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

2019年12月８日（日）
9:30～15:30

高知市中央公園 ○
（公財)高知県人権啓発センター
TEL：088-821-4681

94 高知地方法務局
越知町保健福祉大会
（地方委託事業）

 伊藤真波氏（片腕義手の看護師、元パラリンピック水泳日本代表選手）による講演を行う。
2019年11月12日（火）
14:00～15:30

越知町民会館 ○
越知町
住民課
TEL：0889-25-1115

95 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）

①視覚障害者団体によるマッサージ体験コーナー
②障害者団体等の出店により障害者とのふれあい交流

2019年11月23日（土）
9:00～14:00

香南市のいちふれあい
センター

○
香南市
人権課
TEL：0887-57-8507

96 高知地方法務局
香美市じんけんフェスティバル
（地方委託事業）

①発達障害を抱えるピアニスト野田あすか氏によるピアノ演奏
②野田あすか氏の母親、野田恭子氏による講演

2019年11月23日（土）
13:00～15:00

香美市立中央公民館 ○
香美市立ふれあい交流センター
TEL：0887-53-2631

97 高知地方法務局
障害者スポーツ（ボッチャ）人権教
室

　東洋町立野根小学校における参観日において、児童及び保護者と人権擁護委員が、ボッ
チャを体験することによる人権教室を実施する。

2019年12月５日（木）
13:55～14:40

東洋町立野根小学校 ×
高知地方法務局安芸支局
ＴＥＬ：0887-35-2272

98 松山地方法務局
聴覚障がい者のための特設人権
相談所開設

　松山市社会福祉協議会主催事業「若草福祉まつり」の会場内において、「聴覚障害者のた
めの特設人権相談所」を開設する（要予約）。
　また、会場内で人権啓発用チラシ等を配布して人権啓発活動を行う。

2019年11月９日（土）
10:00～15:00

松山市総合福祉セン
ター内（研修室）

×

愛媛県
人権擁護委員連合会
高齢者・障がい者人権委員会
TEL：089-933-7014

99 外務省 大臣官房人事課
障害者雇用に関する理解促進の
ための講演会

　 外部講師を招いて、外務省職員を対象に、障害者雇用を推進する上で必要な基礎知識
や配慮、望ましい就労環境の構築等につき体系的に学ぶことのできる講習会を実施する
（2020年３月までに合計３回開催予定）。

2019年12月５日(木）
12:30～13:30

外務本省 ×
外務省
大臣官房人事課障害者雇用班
TEL：03-5501-8000（内線4460）

法務省

－15－



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　先省　庁　名

100
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。

①東京
2019年11月４日（月・祝）
1回目　11：00～12：00
2回目　15：00～16：00

②岡山
2019年11月10日（日）
1回目　11：00～12：00
2回目　15：00～16：00

③大阪
2019年12月７日（土）

①スカイツリータウン
（東京都墨田区押上1
丁目1-2）

②エキチカひろば
（岡山県岡山市北区駅
元町一番街地下6号）

③阪急うめだ本店
（大阪府大阪市北区角
田町8番7号）

○
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunit
suite/bunya/0000185445.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活
動支援係
TEL：03-5253-1111（内線：3071）
FAX：03-3503-1237

101
社会・援護局障害保
健福祉部企画課自
立支援振興室

第19回全国障害者芸術・文化祭に
いがた大会

　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。

2019年９月15日（日）～
11月30日（土）

新潟市、県内市町村 ○ https://niigata-futtotsu.jp/

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活
動支援係
TEL：03-5253-1111（内線：3071）
FAX：03-3503-1237

102
社会・援護局障害保
健福祉部企画課自
立支援振興室

第69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。

2020年２月頃
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

103
社会・援護局障害保
健福祉部精神・障害
保健課

世界メンタルヘルスデー2019・シン
ポジウム　深めよう理解を！広め
よう活動を！～誰もが暮らしやす
い地域をつくるために～

　WHO等が定めている世界メンタルヘルスデー（10月10日（木））に、国民及び都道府県等自
治体担当者を対象として、事業所関係者、行政担当者、当事者による精神障害者に対する
理解を深めるためのシンポジウムを開催する。

2019年10月10日（木）
10：00～16：00

東京都港区芝5-35-3
女性就業支援センター
ホール

○
http://www.mhlw-houkatsucare-
ikou.jp/

厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部精神・
障害保健課
TEL：03-3595-2307
FAX：03-3593-2008

104 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

【広めよう！農福連携による共生の輪】
　農福連携は、農業と福祉が連携することで、障がい者の農業分野での活躍を通じて農業
経営の発展を図り、障がい者の自身や生きがいを創出し、社会参画を実現する共生社会の
実現に向けた大きな取組の一つである。
　本シンポジウムでは、特例子会社、新潟県内の農業者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、福祉事業所の双方からみた課題について整理し、考える。

2019年12月５日（木）
13:30～16:30

新潟県民会館
2F小ホール
（新潟県新潟市中央区
一番堀通町３－１３）

○
http://www.maff.go.jp/hokuriku/nouse
i/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

105
総合政策局
安心生活政策課

トイレ利用マナー啓発キャンペー
ン

　車椅子使用者、オストメイト、乳幼児連れの方等がトイレを利用する時は、様々な機能が
必要である。その機能を真に必要な方が必要な時に利用できるよう、トイレ利用のマナー啓
発ため、公共交通事業者、空港ターミナル会社、高速道路会社、地方公共団体等の協力の
下、ポスターの一斉掲示及びチラシの配布等によるキャンペーンを実施する。

2019年11月10日（日）～
12月９日（月）

国土交通省
総合政策局安心生活政策課
TEL：03-5253-8307
FAX：03-5253-1552

106
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。

2019年11月７日（木）
北海道千歳市
新千歳空港

×
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bun
yabetsu/barifuri/barifuri_kyousitu/kyo
ushitsu_index.html

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
FAX:011-290-2716

国土交通省

厚生労働省
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107
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。 2019年11月20日（水）
北海道小樽市
小樽市立幸小学校

×
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bun
yabetsu/barifuri/barifuri_kyousitu/kyo
ushitsu_index.html

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
FAX:011-290-2716

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

　
　利府町立利府西中学校の生徒と仙台市立燕沢小学校の児童を対象に、視覚障害及び高
齢者疑似体験を通じ、高齢者、障害者との社会における関わりを学びながら「心のバリアフ
リー」の醸成を図る。

①2019年11月14日（木）
②2019年11月19日（火）

①宮城郡利府町
利府町立利府西中学
校
②仙台市
仙台市立燕沢小学校

×

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
FAX：022-791-7539

109
東北運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

勾当台公園駅バリアフリー教室

　
　仙台市立通町小学校の児童と仙台市立旭丘小学校の児童を対象に、駅施設における視
覚障害及び高齢者疑似体験を通じ、高齢者、障害者との社会における関わりを学びながら
「心のバリアフリー」の醸成を図る。

①2019年11月15日（金）
②2019年11月22日（金）

仙台市
仙台市地下鉄
勾当台公園駅

×

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
FAX：022-791-7539

110
東北運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

障害者差別解消セミナー
　障害者差別解消法が平成28年４月に制定され、「合理的配慮」について改めて考え学ぶセ
ミナーを実施する。
　公共交通事業者、運輸局職員等を参加者として予定している。

2020年１月24日（金）
仙台市
仙台第四合同庁舎
２階共用大会議室

×

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
FAX：022-791-7539

111
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（バス・タクシー乗務員）等を対象に,高齢者疑似体験や介助体験を実施
し、「心のバリアフリー」意識の向上を図る。

2019年11月21日（木） 奥州市Zホール ×

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
FAX：022-791-7539

112
関東運輸局
茨城運輸支局、
水戸市

交通バリアフリー教室
　水戸市立飯富小学校児童と水戸市立稲荷第二小学校児童に対して、路線バス車両（ノン
ステップバス）を使用した車いす体験及び高齢者疑似体験を実施する。

①2019年10月16日（水）
10:35～12:10
②2019年10月30日（水）
10:25～12:00

①水戸市立飯富小学
校
②六地蔵寺第４駐車場

×

国土交通省
関東運輸局茨城運輸支局
企画調整担当
TEL：029-247-5348
（音声ガイダンス「4」）
FAX：029-248-4773

113
関東運輸局
神奈川運輸支局

交通バリアフリー教室
　「バス利用感謝デー２０１９」来場の一般参加者に対して、路線バス車両（ノンステップバス）
を使用した車いす体験及び視覚障害者疑似体験を実施する。

2019年10月19日（土）
10:00～15:00

ららぽーと海老名前
（海老名駅西口中心広
場、
プロムナード）

○

国土交通省
関東運輸局神奈川運輸支局
総務企画担当
TEL：045-939-6800
FAX：045-932-3228

国土交通省
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114
関東運輸局
神奈川運輸支局

交通バリアフリー教室
　横浜市立勝田小学校児童に対して、路線バス車両（ノンステップバス）及びUDタクシーを
使用した車いす乗降体験、路線バス車両を使用して視覚障害者疑似体験及び介助体験を
実施する。

10月21日（月）
9 : 45～11 : 45

横浜市立勝田小学校 ×

国土交通省
関東運輸局神奈川運輸支局
総務企画担当
TEL：045-939-6800
FAX：045-932-3228

115
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
　「石川運輸支局ふれあいフェスタ２０１９」において、来場者を対象に車いす体験、高齢者
疑似体験を実施する。

2019年11月９日（土）
10:00～15:00

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

116

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

　木曽三川公園近隣の市町村職員と公園を管理する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、肢体不自由の障がいを車いすによる疑似体験を通じ
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、各市町村には今後の心
のバリアフリー施策を自治体として広げていく参考にしていただくことを目的に開催する。

2019年11月12日（火）
国営木曽三川公園　木
曽三川公園センター
（岐阜県海津市）

×

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
ＦＡＸ：052-952-8085

117
中部運輸局
福井運輸支局

バリアフリー教室　in和田小学校
　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。

2019年11月18日（月）
福井県福井市和田小
学校

×

国土交通省中部運輸局
福井運輸支局
ＴＥＬ：0776－34－1601
ＦＡＸ：0776－34－2028

118
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・中学生及び一般の方を対象に視覚障害の疑似体験や、車いす体験等を通し、ボラン
ティア意識の向上を促すとともに、心のバリアフリー醸成を図る。

①2019年11月１日（金）、11日
（月）
②2019年11月８日（金）
③2019年11月13日（水）、19日
（火）、25日（月）
④2019年11月15日（金）
⑤2019年11月16日（土）
10:00～16:00
⑥2019年11月29日（金）
10:45～12:15

①高槻市津之江小学
校
②香芝市関屋小学校
③高槻市南平台小学
校
④和歌山市立加太中
学校
⑤丹波市ゆめタウン
⑥明石市人丸小学校

×

⑤のみ〇

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

119
近畿運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

交通環境教室
　幼稚園児を対象に視覚障害の疑似体験や、車いす体験等を通し、ボランティア意識の向
上を促すとともに、心のバリアフリー醸成を図る。

2019年11月11日（月）
和泉市立北松尾幼稚
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

120
神戸運輸監理部
総務企画部企画課

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、ボランティア意識の向上
を促すとともに、心のバリアフリー醸成を図る。（近畿運輸局と共催）

2019年11月29日（金）
10:45～12:15

明石市立人丸小学校 ×

国土交通省神戸運輸監理部
総務企画部企画課
TEL：078-321-3145
FAX：078-321-3474

国土交通省
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121
中国運輸局交通政
策部消費者行政・情
報課

バリアフリー教室 　特別支援学校高等部１年生の生徒を対象にバス教室を開催する。
2019年11月６日（水）
10：00～11：40

広島市立特別支援学
校

×

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
FAX：082-228-3629

122
中国運輸局交通政
策部消費者行政・情
報課

バリアフリー教室  鳥取バスフェスタ来場者を対象にバスの乗車体験を通じて心のバリアフリーを広める。 2019年11月17日(日) 鳥取市役所（本庁舎） ○

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
FAX：082-228-3629

123 四国運輸局 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がい疑似体験とそれぞ
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。

①2019年11月５日（火）
13:30～15:30
②2019年11月８日（金）
13:30～15:30
③2019年11月11日（月）
13:30～15:30

①徳島市
八万南小学校
②徳島県藍住町
藍住西小学校
③徳島市
佐古小学校

× http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/

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

124
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

　田川市、飯塚市の小学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疑似体
験・介助体験などを学ぶ講演を通じて心のバリアフリーを広める。また、　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疑似体験・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。

①2019年10月４日（金）
9：30～12：00
②2019年10月17日（木）
9：30～12：00
③2019年11月6日（水）
9：30～12：00
④2019年11月19日（火）
9：30～12：00
⑤2019年11月26日（火）
9：30～12：00
⑥2019年12月４日（水）
9：30～12：00

①田川市立鎮西小学
校
②飯塚市立若菜小学
校
③福岡市立香椎小学
校
④福岡市立脇山小学
校
⑤福岡市立西都小学
校
⑥飯塚市立椋本小学
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

国土交通省
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