
【関係機関・団体 主催行事：12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

01 金融庁 （株）ゆうちょ銀行 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3年12月27日（月）～
令和4年1月26日（水）（予定）

KITTE丸の内B1階
ショーケース

○
https://www.jp-
bank.japanpost.jp/sustainability/social
/community/connection/

株式会社ゆうちょ銀行
広報部
TEL:03-3477-0111
（日本郵政グループ代表）

02 金融庁 （株）ゆうちょ銀行
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、障がい者アーティストの
作品をデザインしたポリ袋(環境に優しいバイオマス素材使用)を作成し、全国のゆうちょ銀行
直営店で配布する。

令和3年12月22日（水）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）

○
https://www.jp-
bank.japanpost.jp/sustainability/social
/community/connection/

株式会社ゆうちょ銀行
広報部
TEL:03-3477-0111
（日本郵政グループ代表）

03 法務省
日本司法支援セン
ター

当センターのサービス（特定援助
対象者法律援助）の周知

　下記の「特定援助対象者法律相談援助」についてメールマガジン、twitterにより期間中数
回周知する。

　高齢や障がいのため認知機能が十分でないために、法的問題を抱えていても、御自分で
法律相談を受けるために行動することが難しい方（特定援助対象者）を対象として、福祉機
関などの支援者の方から、法テラスに御連絡いただくことによって、弁護士や司法書士が、
支援者の皆様と連携して出張法律相談等を実施する。資力の有無にかかわらず御利用い
ただけるが、一定の資力をお持ちの方には、相談料5,500円の負担がある。

令和3年11月～令和4年1月の
間の月１～２回

https://www.houterasu.or.jp/

日本司法支援センター（法テラス）
本部　総務部　広報・調査室
TEL:0503383-5348
FAX:03-5358-1058

04 外務省
独立行政法人国際
協力機構（JICA）

ユニバーサルスポーツフェスティバ
ル2021

・JICAはラオスで現在、草の根技術協力事業「障害者スポーツ普及促進プロジェクト」を実施
中。
・このプロジェクトでは、障害者のエンパワメントと地域へのインクルージョンを目的として、障
害があってもなくても共に楽しめる「ユニバーサルスポーツ」の普及を行っている。
・この行事は、上記プロジェクトの共同実施者である「アジアの障害者活動を支援する会」の
協力を得て、「ユニバーサルスポーツ」の中から、「風船バレー、卓球バレー、ボッチャ」の３
種類を体験できるものである。地域住民に参加を呼びかけ、皆で実際にスポーツを楽しみな
がら、JICA事業の意義を認識してもらい、国や障がいの有無という違いを超えた共生のあり
方を考える。

令和３年12月12日（日）
9:00～16:10（予定）

独立行政法人国際協
力機構東京センター講

堂
○ https://www.jica.go.jp/tokyo/

独立行政法人国際協力機構
東京センター　市民参加協力第二課
TEL:03-3485-7044
FAX:03-3485-7025

05 文化庁

独立行政法人国立
美術館
東京国立近代美術
館

手話とバリアフリー字幕映像トーク
イベントの撮影と配信

　所蔵作品である田中功起《ひとつの陶器を五人の陶芸家が作る（沈黙による試み）》（2013
年）の「手話とバリアフリー字幕版」（2021年、HDヴィデオ、カラー、サウンド、80分）を所蔵作
品展で展示するとともに、手話付きのトークイベントを行い手話と字幕を加えて編集の上でオ
ンライン配信する。

展示：令和３年10月5日（火）～
令和４年2月13日（日）
オンライン配信：遅くとも障害者
週間の期間までには公開、公
開終了時期未定

東京国立近代美術館
YouTube 公式チャンネ
ル

○
https://www.youtube.com/user/MOM
AT60th/

独立行政法人国立美術館
東京国立近代美術館
渉外広報課
TEL:03-3214-2561
FAX:03-3214-2577

令和３年度　「障害者週間」関連行事（予定）【関係機関・団体 主催行事】

省　庁　名
（所管省庁／主催機関・団体）
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06 文化庁

独立行政法人国立
美術館
京都国立近代美術
館（文化庁との共
催）

「CONNECT⇄＿」つながる、つづ
く、ひろがる

　「CONNECT⇄＿」（主催：文化庁、京都国立近代美術館）は、共生社会やさまざまな多様性
について関心を深めることを目的とした「ここから展」（主催：文化庁）を引き継ぎ、令和2年度
より新たに立ち上げた事業である。2021年度は京都市内の府立・市立のミュージアムや劇
場、図書館、動物園等が連携し、障害者週間にあわせて障害のある方が制作した作品の展
示、障害の有無にかかわらず共に参加できる鑑賞イベント、ワークショップ、字幕付き上映会
など多彩なプログラムを実施する。

令和３年12月2日（木）～
12月19日（日）

京都国立近代美術館、
京都市京セラ美術館、
京都市動物園、京都府
立図書館、ロームシア
ター京都、京都市勧業
館みやこめっせ、
kokoka京都市国際交
流会館、京都文化博物
館、京都芸術センター
ほか

○ https://connect-art.jp

①文化庁地域文化創生本部

②「CONNECT⇄__」事務局（京都新聞
COM事業推進局開発推進部内）
①文化庁地域文化創生本部　総括・
政策研究グループ
〒605-8505 京都市東山区東大路通
松原上る三丁目毘沙門町43-3

②「CONNECT⇄__」事務局
〒604-8567 京都市中京区烏丸通夷
川上ル 京都新聞COM事業推進局開
発推進部内
TEL:①TEL：075-330-6725

②TEL：075-255-9757
FAX:①FAX：075-561-3512

②FAX：075-255-9763

07 文化庁
独立行政法人国立
美術館
国立国際美術館

ちっちゃなこどもびじゅつあー

　0歳から参加できる親子向け鑑賞プログラム「ちっちゃなこどもびじゅつあー」に、子どもの
手話の力を育む「こめっこ」を迎えて、きこえない、きこえにくいお子さんも一緒に手話での絵
本読み、鑑賞を楽しめる回を設ける。
協力：大阪府「こめっこ」プロジェクト

令和３年12月15日（水）
15:30～16:45
令和４年3月9日（水）
15:30～16:45

国立国際美術館 ○
https://www.nmao.go.jp/event/eventli
st/

独立行政法人国立美術館
国立国際美術館
「ちっちゃなこどもびじゅつあー」担当
TEL:06-6447-4680
FAX:06-6447-4699

08 文化庁
独立行政法人国立
美術館
国立新美術館

「庵野秀明展」障がいのある方の
ための特別鑑賞会

　【庵野秀明展】の休館日を利用して障がいのある方のための特別鑑賞会を行う（自由鑑
賞・要事前申込）

令和３年12月7日（火）
10:00～18:00

国立新美術館 ○ https://www.nact.jp/

独立行政法人国立美術館
国立新美術館
学芸課教育普及室
TEL:03-6812-9901
FAX:03-3405-2532

09 文化庁
独立行政法人国立
美術館
国立新美術館

「庵野秀明展」分身ロボットOrihime
による障がいのある方のためのオ
ンライン鑑賞会

　【庵野秀明展】の休館日を利用して障がいがあるなど身体的制約があって美術館に来られ
ない人のために分身ロボットOriHimeを利用したオンライン鑑賞会を行う（自由鑑賞・要事前
申込）

令和３年12月7日（火）
10:00～18:00

国立新美術館 ○ https://www.nact.jp/

独立行政法人国立美術館
国立新美術館
学芸課教育普及室
TEL:03-6812-9901
FAX:03-3405-2532

10 文化庁

独立行政法人日本
芸術文化振興会
公益財団法人新国
立劇場運営財団

演劇「イロアセル」
　視覚・聴覚に障害をお持ちの方向けの観劇サポートを提供する。
　耳に障害のあるお客様へポータブル字幕機の貸出し、目に障害のあるお客様へ公演前の
舞台説明会実施、リアルタイム音声ガイド放送等。（無料。チケット料金のみで利用可能）

耳に障害のあるお客様：
令和3年11月23日(火・祝)
13:00公演
目に障害のあるお客様：
令和3年11月21日(日)13:00、
11月27(土)13:00公演

東京都渋谷区
新国立劇場小劇場

○

（定員あり）

https://www.nntt.jac.go.jp/play/iroase
ru/

公益財団法人新国立劇場運営財団

ボックスオフィス
耳に障害のあるお客様：インターネット
またはＦＡＸ
目に障害のあるお客様：ボックスオ
フィス電話
TEL:03-5352-9999
FAX:03-5352-5744
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11 厚生労働省
公益財団法人テクノ
エイド協会

障害者自立支援機器「シーズ・ニー
ズマッチング交流会2021」

　本交流会では、障害当事者（ユーザー）側が持つニーズと開発側が持つシーズのマッチン
グを目的とした支援機器に関する交流会を開催し、実用的な支援機器が開発されるよう、試
作機等を用いてユーザーと開発側が膝を交えて意見交換できる場を設けるとともに、効果的
なモニター評価等を行う機会を創出することを目的に平成26年度より毎年開催している。本
年度は遠隔地からでも交流会に参加できるよう、Ｗｅｂ開催と会場開催のハイブリット開催と
した。Ｗｅｂ開催では、令和3年10月から令和4年1月まで4ヶ月に渡り毎月新しいコンテンツを
定期配信する。また、会場開催は令和3年12月7日～8日に、東京都立産業貿易センター浜
松町館で開催する（新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、交流会の開催形態が
Ｗｅｂ開催へ変更する場合がある）。

【Web開催】
令和3年10月1日（金）～
令和4年1月31日（月）
9:00～17:00
【会場開催】
令和3年12月7日（火）～
12月8日（水）
各日9:00～17:00

【Web開催】
テクノエイド協会のホー
ムページ
【会場開催】
東京都立産業貿易セ
ンター浜松町館2階展
示室

○
http://www.techno-
aids.or.jp/needsmatch/index.shtml

公益財団法人テクノエイド協会
企画部
TEL:03-3266-6883
FAX:03-3266-6885

12 厚生労働省
国立障害者リハビリ
テーションセンター

令和3年度　障害者週間記念式典

　ボランティア等の活動を長年継続して活動している方に対する感謝状授与及び障害者週
間の促進のための垂れ幕の懸垂を行う。
　（コロナ感染拡大防止のため、施設長等の挨拶文及び感謝状授与対象者名を、特設ホー
ムページに掲載する。）

令和3年12月3日（金）～
12月16日（木）の間、特設ホー
ムページに掲載。
令和3年12月3日（木）～
12月16日（木）垂れ幕の懸垂

所沢市（国立障害者リ
ハビリテーションセン
ター）

http://www.rehab.go.jp/

国立障害者リハビリテーションセン
ター

企画・情報部企画課企画係

TEL:04-2995-3100
FAX:04-2995-3661
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