
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（政策調
整担当）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。

令和２年12月９日（水）
東京都
中央合同庁舎第８号館

×

内閣府
政策統括官（政策調整担当）付障害者施策担
当
TEL：03-5253-2111

2
政策統括官（政策調
整担当）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。

令和２年12月３日（木）～
12月９日（水）
10:00～18:00

東京都
有楽町駅前地下広場

○

内閣府
政策統括官（政策調整担当）付障害者施策担
当
TEL：03-5253-2111

3
政策統括官（政策調
整担当）付障害者施
策担当

「障害者週間」連続セミナー

　令和２年12月３日（木）から９日（水）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カラーユニバーサルデザイン機構
　「なぜ人間の社会は、人間の多様な色覚に対応してないのか」

②公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会
　「マルチメディアデイジー図書の活用による読みの困難を持つ子どもへの有効な支援の実例と今後について
　-国連、持続可能な開発目標（SDGｓ）の誰も取り残されない社会の実現に向けて-」

③独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
　「発達障害者の雇用を促進するために～若年求職者への支援を考える～」

④一般社団法人日本発達障害ネットワーク
　「強度行動障害の状態にある方、その家族の支援について」

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特定非営利活動法人全国言友会連絡協議会
　「吃音があっても、豊かに生きる-「なおす」のではなく、「共に生きる」ために-」

⑦公益社団法人日本発達障害連盟
　「『感じるから始める障害の理解！』～「見て」「体験して」「知って」「感じて」ひろげる～ 」

令和２年12月５日（土）
①10:00～11:30
②12:00～13:30
③14:00～15:30
④16:00～17:30

令和２年12月６日（日）
⑤10:00～11:30
⑥12:00～13:30
⑦14:00～15:30

東京都
有楽町朝日スクエア

○

○内閣府
政策統括官（政策調整担当）付障害者施策担
当
TEL：03-5253-2111

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

○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

○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

○特定非営利活動法人全国言友会連絡協議
会
TEL：03-6908-6333
FAX：03-6908-6345

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

4
政策統括官（政策調
整担当）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。

令和２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（政策調整担当）付総合調整担当
TEL：03-5253-2111（内線：38262）

令和２年度　「障害者週間」関連行事（予定） 【国 主催行事】
【国 主催行事：計39件】

省　庁　名

内閣府
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5 内閣府

沖縄総合事務局
運輸部企画室
開発建設部
建設行政課

バリアフリー教室 　一般旅客定期航路事業者の職員等を対象に、障害者疑似体験、介助体験を実施する。
令和２年11月中
１３：３０～１６：３０

那覇港泊ふ頭久米用船フェ
リー内

×

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 障がい者アーティスト作品展示会
　障がい者アーティストに作品発表の機会を提供することを目的に、多くの人が足を運びや
すい東京駅前で障がい者アーティストの絵画作品展示会を開催する。

令和２年12月27日（日）～28日（月）
①12/27（日）　11:00～20:00
②12/28（月）　11:00～21:00

KITTE丸の内
旧東京中央郵便局長室内
東京都千代田区丸の内二
丁目7番2号

○
（株）ゆうちょ銀行　本社
TEL：03-3477-0111（日本郵政グループ代表）

7
障がい者アーティスト作品をデザインした
ポリ袋の配布

　障がい者アーティストに作品発表の機会を提供することを目的に、障がい者アーティ
令和２年12月21日頃準備出来次第
※無くなり次第終了

（株）ゆうちょ銀行　
直営店（全国）

○
（株）ゆうちょ銀行　本社
TEL：03-3477-0111（日本郵政グループ代表）

8 長野地方法務局 ボッチャ 　小学校でボッチャ協会の方を講師として招き，小学生にボッチャの体験をしてもらう。
令和２年10月29日（木）　9：30０～15：
30

長野市立山王小学校 ○

長野地方法務局
人権擁護課
TEL：026-235-6611
FAX：026-234-9107

9 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。 令和２年11月19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

金融庁 （株）ゆうちょ銀行

法務省
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10 広島法務局 障害者人権スポーツ教室
　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の体験教
室を行う。

①令和２年10月21日（水）9:25～
10:35,10:50～12:00
②令和２年12月９日（水）13:20～14:50

①広島市立五日市南中学
校
②呉市立仁方中学校

×
広島法務局
人権擁護部第一課
TEL：082-228-5790

11 山口地方法務局 人権週間映画上映会in柳井 　映画「ぼくはうみがみたくなりました」上映
令和２年12月13日（月）
13:00～15:00

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

12 福岡法務局 ＦＭ放送を通じた啓発活動
　地域に密着した情報を提供する民間超短波放送局（スターコーンＦＭ）において，地元人権擁護委員が「障が
い者と人権」をテーマに話をすることで障害者の理解促進を図る啓発を行う。

令和２年11月30日（月）14:00～
スターコーンＦＭ
（福岡県築上郡築上町大字
椎田８９１－３）

×

福岡法務局
人権擁護部
TEL：092-739-4153
FAX：092-722-6183

13 仙台法務局 車いすバスケ体験教室
　仙台市内の中学生を対象に，車いすバスケットボールチーム「宮城マックス」と連携した車いすバスケ体験教
室を実施する。
　車いすの体験や選手達とのコミュニケーションを通じ，障がいのある人への配慮や理解を深める。

令和２年12月２日（水）
13時30分頃（予定）

仙台市立田子中学校体育
館

×

仙台法務局
人権擁護部第一課
ＴＥＬ：０２２－２２５－５７３９
ＦＡＸ：０２２－２２５－６０７１

14 釧路地方法務局 くしろ人権フェスティバル 　障がい者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。
令和２年12月5日（土）
12:00～15:00

イオンモール釧路昭和 ○
釧路地方法務局
人権擁護課
TEL：0154-31-5014

法務省
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15 法務省 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。 令和２年10月８日（木） 三好市立檪生小学校 ×
徳島地方法務局
美馬支局
TEL：0883-52-1164

16
総合教育政策局
男女共同参画共生
社会学習・安全課

「障害者の生涯学習支援活動」に係る文
部科学大臣表彰

　障害者が生涯を通じて教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しみ、豊かな人生を送ることができるよ
う、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、その活動内容が他の模範
と認められるものに対し、その功労・功績をたたえ文部科学大臣が行う表彰である。

令和２年12月８（火）
文部科学省
第2講堂（旧庁舎6Ｆ）

×

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
ＴＥＬ：03-6734-3613
ＦＡＸ：03-6734-3719

17
総合教育政策局
男女共同参画共生
社会学習・安全課

共に学び、生きる共生社会コンファレンス

　障害者の生涯学習活動の関係者が集う「共に学び、生きる共生社会コンファレンス」を令和2年度は、全国７
つのブロックで開催し、障害者本人による学びの成果発表等や、学びの場づくりに関する好事例の共有、障害
者の生涯学習活動に関する研究協議等を行う。障害の社会モデルに基づく障害理解の促進や、支援者同士
の学び合いによる学びの場の担い手の育成、障害者の学びの場の充実を目指す。

北海道ブロック：令和３年２月６日（土）
東北ブロック：令和３年11月26日（木）
ほか
関東甲信越ブロック：令和３年1月17
日（日）
東海・北陸ブロック：令和３年1月9日
（土）
近畿ブロック：令和３年１月29日（金）
中国・四国ブロック：令和３年12月５日
（土）、６日（日）、12日（土）
九州・沖縄ブロック：令和３年１月23日
（土）

北海道ブロック：オンライン
開催
東北ブロック：オンライン開
催
関東甲信越ブロック：国分
寺市本多公民館（オンライ
ン併用）
東海・北陸ブロック：愛知み
ずほ短期大学
近畿ブロック：神戸大学ほ
か（オンライン併用）
中国・四国ブロック：オンライ
ン開催
九州・沖縄ブロック：オンライ
ン開催

○
https://www.kyoseishakai-
conference.com/2020

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
ＴＥＬ：03-6734-3460
ＦＡＸ：03-6734-3719

18
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2020 イベント　　
～つながる、どこでも、だれにでも～

　WHO等が定めている世界メンタルヘルスデー（10月10日）に、メンタルヘルスについて国民
に広く関心を持ってもらうとともに、精神障害者に対する理解を深めるため、東京タワーをシ
ルバーカラーにライトアップするなどのイベントを開催する。

令和２年10月10日（土）
18:00～24:00

東京タワー及び東京タ
ワー近辺

×
https://www.jmar-llg.jp/world-
mental-health-day-japan2020/

厚生労働省
障害保健福祉部精神・障害保健課
TEL:03-3595-2307

19
社会・援護局障害保
健福祉部企画課自
立支援振興室

第70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。
　※今年度は表彰式等は行わないこととしている。（受賞者への表彰状等の送付のみ）

令和２年12月頃 ×

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

文部科学省

厚生労働省
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20 ２０２０ノウフクマルシェ
　【みんなで耕そう！　人・地域・未来の豊かな循環】
　ノウフク（農林水産業×福祉）の取り組みで生産された農産物や加工食品の価値を多くの人に知ってもらうこ
とで生産者や地域社会を応援するマルシェである。

令和２年11月６日（金）
10:00～17:00

二子玉川ライズ　ガレリア
（東京都世田谷区玉川2-
21-1）

○

農林水産省
農村政策部都市農村交流課
TEL：03-3502-0033
FAX：03-6744-0571

21
農福連携と地域共生社会の実現に向けて
　～様々な取組事例と施策の紹介～

　関東農政局管内の農福連携取組事例や農福連携に関する施策等をA1サイズのパネル20枚程度を使って
「消費者の部屋」に特別展示し紹介するものである。

令和３年１月12日（火）～
２月１日(月）

さいたま新都心合同庁舎2
号館　1階エントランスホー
ル（埼玉県さいたま市中央
区新都心2-1）

○

https://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/
seikatsu/tenji/tokubetutennji2020.htm
l

農林水産省関東農政局
農村振興部農村計画課
TEL：048-740-0481
FAX：048-740-0082

22
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。

令和２年11月10日（火）～
12月９日（水）

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

23
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、盲導犬にかかる体験・講話を実施する。 令和２年12月10日（木） 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
011-290-2725

24
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、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。
令和２年10月20日(火)
8:45～10:25

仙台市立七北田小学校 ×

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

農村振興局農村政
策部都市交流課

農林水産省

国土交通省
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25
東北運輸局
秋田運輸支局

バリアフリー教室 　小学生を対象に、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。
令和２年９月10日(木)
13:40～15:15

秋田市立築山小学校 ×

国土交通省
東北運輸局秋田運輸支局
総務企画部門
ＴＥＬ：018-863-5811
ＦＡＸ：018-862-9907

26
東北運輸局
秋田運輸支局

バリアフリー教室 　小学生を対象に、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。
令和２年10月６日(火)
9:00～10:30

秋田市立飯島南小学校 ×

国土交通省
東北運輸局秋田運輸支局
総務企画部門
ＴＥＬ：018-863-5811
ＦＡＸ：018-862-9907

27
関東運輸局
山梨運輸支局

交通バリアフリー教室
　障がい者の疑似体験及び介助体験を通じ、バリアフリーについての理解を深めることで多様な人々に対し支
えあう「心のバリアフリー」社会の実現を目指し、「バリアフリー教室」を開催し「心のバリアフリー」の啓蒙の促進
を図る。

①令和２年11月17日（火）
　11:00～12:30
②令和２年11月17日（木）
　10:45～12:30

①笛吹市立一宮北小学校
②笛吹市立一宮南小学校

○

国土交通省
関東運輸局山梨運輸支局
企画調整部門
TEL:055-261-0880
FAX:055-263-1418

28
関東運輸局
神奈川運輸支局

交通バリアフリー教室
　横浜市立柏尾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。

令和２年12月１日（火）
9:00～12:00

横浜市立柏尾小学校 ×

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

29
関東運輸局
神奈川運輸支局

交通バリアフリー教室
　横浜市立矢部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、多機能トイレのマナー講習を実施する。

令和２年12月８日（火）
9:00～11:50

横浜市立矢部小学校 ×

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

国土交通省
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30
関東運輸局
神奈川運輸支局

交通バリアフリー教室
　横浜市立伊勢山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
降体験を実施する。

令和３年１月12日（火）
10:20～11:40

横浜市立伊勢山小学校 ×

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

31
関東運輸局
神奈川運輸支局

交通バリアフリー教室
　横浜市立桂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。

令和３年１月20日（水）
9:00～11:50

横浜市立桂小学校 ×

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

32
北陸信越運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

バリアフリー体験コーナー
　カーフリーデー2020 in Kanazawaへの来訪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
験を実施する。

令和２年10月３日（土）
11:00～15:00

金沢庁舎前広場 ○

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

33
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
　富山短期大学の学生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と高齢者疑似体験を
実施する。

令和２年10月29日（木）
9:10～12:21

富山短期大学 ×

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：025-285-9153

34
中部運輸局
静岡運輸支局

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、バリアフリーに関するクイズ等を通して心のバリアフ
リー醸成を図る。

令和２年10月28日（水） 三島市立南小学校 ×

国土交通省中部運輸局
静岡運輸支局
ＴＥＬ：054－261－2939
ＦＡＸ：054－262－4179

国土交通省
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35
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、バスのバリアフリー体験を通し、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。

令和２年12月２日（水）　午前 姫路市立船場小学校 ×

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

36
神戸運輸監理部
総務企画部企画課

バリアフリー教室
　中学生を対象に視覚障害疑似体験や車いす体験、ノンステップバスのバリアフリー対応説明等を通し、障害
者や高齢者が出歩く際のバリアーを体験することで、ボランティア意識の向上と心のバリアフリー醸成を図る。

令和２年10月19日(月)
11:30～15:05

姫路市立神南中学校 ×

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

37
神戸運輸監理部
総務企画部企画課

バリアフリー教室
　自治体等が主催する市民向けイベント「こうべ福祉・健康フェア」においてブース出展を行い、イベント参加者
を対象に視覚障害疑似体験や車いす体験等を通し、障害者や高齢者が出歩く際のバリアーを体験することで、
ボランティア意識の向上と心のバリアフリー醸成を図る。

令和２年11月１日(日)
10:00～15：00

神戸市しあわせの村 ○

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

38
四国運輸局
交通政策部
消費者行政・情報課

バリアフリー教室 　公共交通事業者を対象に、障害者差別解消法のセミナー及び視覚障害者疑似・介助体験を実施する。 令和２年12月11日（金）
ことでんバス（株）
本社営業所
（香川県高松市）

×

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

39
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、障害者本人の講話、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。

令和２年11月４日（水）・５日（木）
13：30～15：30

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

国土交通省
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