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1 内閣府
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。また、今年度は自立して社会生活に参加し広く他に範を示している障害者又は障
害者の福祉の向上に関し顕著な功績のあった個人若しくは団体に内閣総理大臣表彰を行
う。

令和4年12月5日(月) 東京都内 ×

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
（内線38309）
FAX:03-3581-0902

2 内閣府
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4年12月3日(土)～
12月9日(金)

東京都
JR東京駅構内「スクエア ゼロ」

○

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
（内線38309）
FAX:03-3581-0902

3 内閣府
政策統括官（政策調整担当）付障
害者施策担当

「障害者週間」ワークショップ

　体験をテーマに、障害の特性を知っていただくための疑似体験、障害者のための器具や
バリアフリーに配慮された商品の実演や使用体験などのワークショップ各団体と連携し開
催する。

【ブース開設団体】
3日（土）
①特定非営利活動法人　ホープ 　10:00-15:30
②公益財団法人　日本盲導犬協会　12:00-16:00
4日
③市川手をつなぐ親の会　キャラバン隊『空』　11:00-16:00
④東京大学先端科学技術研究センター　当事者研究分野熊谷研究所　14:00-17:00

令和4年12月3日(土)及び
12月4日(日)

3日(土)
①10:00-15:30
②12:00-16:00
4日
③11:00-16:00
④14:00-17:00

東京都
JR東京駅構内「スクエア ゼロ」

○

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
（内線38309）
FAX:03-3581-0902

4 内閣府
政策統括官（政策調整担当）付障
害者施策担当

「障害者週間」オンラインセミナー

　障害及び障害のある人に関する理解を促進するため、オンライン配信により、障害者週
間の趣旨にふさわしいセミナーを各団体と連携し開催する。

【講演主催団体】
①公益財団法人　日本障害者リハビリテーション協会
②公益社団法人　日本発達障害連盟
③特定非営利活動法人　全国言友会連絡協議会
④特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会
⑤特定非営利活動法人　日本トゥレット協会

令和4年12月3日(土)～
12月28日(水)

オンライン配信
（内閣府HP）

○ 準備中

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
（内線38309）
FAX:03-3581-0902

○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
○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全国言友
会連絡協議会
TEL：03-6908-6333
FAX：03-6908-6345
〇特定非営利活動法人全国視覚
障害者情報提供施設協会
TEL：06-6441-1068
FAX：06-6441-1066
○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

5 内閣府
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4年12月中
未定（首相官邸or中央合同庁舎第
８号館）

×
https://www8.cao.go.jp/souki/barri
er-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：38306）
FAX:03-3581-0699

内　　 容

令和４年度　「障害者週間」関連行事（予定） 【国 主催行事】
【国 主催行事】
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7 法務省 甲府地方法務局 ブラインドサッカー体験 　障害者スポーツ（ブラインドサッカー）を体験する。 令和4年11月20日(日) JITリサイクルインクスタジアム ○

法務省
甲府地方法務局人権擁護課
TEL:055-252-7239
FAX:055-252-7147

8 法務省 大阪法務局 ボッチャ体験・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4年11月9日(水) 枚方市立小倉小学校 ×

法務省
大阪法務局人権擁護部第三課
TEL:06-6942-9492
FAX:

9 法務省 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。 令和4年11月10日(木) 枚方市立西牧野小学校 ×

法務省
大阪法務局人権擁護部第三課
TEL:06-6942-9492
FAX:

10 法務省 神戸地方法務局 ボッチャ体験教室 　障害者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。
令和4年11月10日(木)～11月20日
(日)

社会福祉法人「あいむ」 ×

法務省
神戸地方法務局姫路支局
TEL:079-225-1915
FAX:079-225-1917

11 法務省 神戸地方法務局 ボッチャ体験教室 　障害者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。 令和4年12月上旬 夢前町地域包括支援センター ×

法務省
神戸地方法務局姫路支局
TEL:079-225-1915
FAX:079-225-1917

12 法務省 大津地方法務局 ボッチャ体験教室 　障害者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。 令和4年10月19日(水) 草津市立志津南小学校 ×

法務省
大津地方法務局人権擁護課
TEL:077-522-4673
FAX:077-522-5317
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13 法務省 大津地方法務局 ボッチャ体験教室 　障害者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。 令和4年11月26日(土) 大津市膳所市民センター ×

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

14 法務省 名古屋法務局 ボッチャ体験教室 　障害者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。
令和4年11月15日(火)
13:35～15:35

南知多町立豊浜小学校 ×

法務省
名古屋法務局人権擁護部第一課
TEL:052-952-8111
FAX:052-952-8156

15 法務省 富山地方法務局 ボッチャ体験教室 　障害者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。
令和4年10月7日(金)
8:40～10:15

射水市立作道小学校 ×

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

16 法務省 広島法務局 障害者スポーツ人権教室

　広島市立井口小学校児童を対象に、車いすバスケットボールチーム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とのコミュニケーションを通じ、障害のある人への配慮や理解を深
める。

令和5年1月18日(水)
13:45頃(予定)

広島市立井口小学校体育館 ×

法務省
広島法務局人権擁護部第一課
TEL:082-228-5790
FAX:082-228-8087

17 法務省 広島法務局 障害者スポーツ人権教室

　広島大学附属小学校児童を対象に、ボッチャチームと連携したボッチャ体験教室を実施
する。
　ボッチャ体験を通して選手とのコミュニケーションを図りながら、障害のある人への配慮
や理解を深める。

令和4年11月17日(木)
13:30頃(予定)

広島大学附属小学校体育館 ×

法務省
広島法務局人権擁護部第一課
TEL:082-228-5790
FAX:082-228-8087

18 法務省 広島法務局 障害者スポーツ人権教室

　庄原市立西城小学校児童を対象に、車いすバスケットボールチーム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とのコミュニケーションを通じ、障害のある人への配慮や理解を深
める。

令和4年11月22日(火)
13:30頃(予定)

庄原市立西城小学校体育館 ×

法務省
広島法務局三次支局
TEL:0824-62-2504
FAX:0824-62-5070
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19 法務省 松江地方法務局 ボッチャ体験教室 　障害者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。 令和4年11月17日(木) 吉賀町体育館 ×

法務省
松江地方法務局益田支局
TEL:0856-22-0429
FAX:0856-22-0429

20 法務省 佐賀地方法務局 ボッチャ体験教室 　障害者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。
令和4年10月20日(木)
10:00～12:00

伊万里市弁天地区集会所 ×

法務省
佐賀地方法務局伊万里支局
TEL:0955-23-2492
FAX:0955-23-7367

21 法務省 仙台法務局 車椅子バスケ体験教室 　障害者スポーツ体験（車椅子バスケ）を行う。 令和4年12月頃 仙台市内小学校 ×

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

22 法務省 高松法務局 ボッチャ体験教室 　障害者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。
令和4年10月19日(水)
10:35～12:20

直島小学校 ×

法務省
高松法務局人権擁護部第一課
TEL:087-821-7850
FAX:087-821-7852

23 法務省 高松法務局 ボッチャ体験教室 　障害者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。
令和4年10月21日(金)
8:30～9:25

長尾小学校 ×

法務省
高松法務局人権擁護部第一課
TEL:087-821-7850
FAX:087-821-7852

24 法務省 高松法務局 ボッチャ体験教室 　障害者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。
令和4年11月9日(水)
10:30～11:15

屋島東小学校 ×

法務省
高松法務局人権擁護部第一課
TEL:087-821-7850
FAX:087-821-7852
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25 法務省 高松法務局 ボッチャ体験教室 　障害者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。
令和4年11月18日(金)
10:30～11:15

浅野小学校 ×

法務省
高松法務局人権擁護部第一課
TEL:087-821-7850
FAX:087-821-7852

26 法務省 徳島地方法務局 ボッチャ体験教室 　障害者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。 令和4年11月18日(金) 西祖谷中学校 ×

法務省
徳島地方法務局美馬支局
TEL:0883-52-1164
FAX:0883-52-1384

27 法務省 徳島地方法務局 ボッチャ体験教室 　障害者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。 令和4年12月15日(木) 櫟生小学校 ×

法務省
徳島地方法務局美馬支局
TEL:0883-52-1164
FAX:0883-52-1384

28 法務省 高知地方法務局 ボッチャ体験教室 　障害者スポーツ体験（ボッチャ）を行う。
令和4年11月30日(水)
11:40～12:30

室戸市立吉良川小学校体育館 ×

法務省
高知地方法務局安芸支局
TEL:0887-35-2272
FAX:0887-35-7761

29 外務省
令和4年度障害者雇用に関する一
般省員向け研修

障害者雇用に対する外務省員の理解促進を目的として、有識者による講演等をオンデマ
ンド配信によって行う。

令和4年12月～令和5年2月 オンデマンド配信 ×

外務省
人事課障害者雇用班
TEL:03-5501-8087
FAX:03-5501-8082

30 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

「障害者の生涯学習支援活動」に係
る文部科学大臣表彰

　障害者が障害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4年12月6日(火)
オンライン開催
（文部科学省３階第一講堂から配
信）

×
https://www.mext.go.jp/a_menu/iku
sei/gakusyushien/1398880.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:03-6734-3613
FAX:03-6734-3719
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31 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

共に学び、生きる共生社会コンファ
レンス

　障害者の生涯学習支援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４年度は、全国12か所で開催し、障害者本人による学びの成果発表や学びの場づ
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
育成、障害者の学びの場の充実を目指す。

①令和4年8月24日(水)
②令和4年11月4日(金)
③令和4年11月25日(金)
④令和4年12月7日(水)
⑤令和4年12月17日(土)
⑥令和4年12月頃
⑦令和5年1月14日(土)
⑧令和5年1月21日(土)
⑨令和5年1月21日(土)
⑩令和5年2月4日(土)
⑪令和5年2月12日(日)
⑫令和5年2月頃

①秋田県：オンライン
②関東甲信越ブロック：渋谷ヒカリ
エ（オンライン併用）
③近畿ブロックA：神戸大学（オンラ
イン併用）
④近畿ブロックB：オンライン
⑤東海北陸ブロックA：文化フォーラ
ム春日井（オンライン併用）
⑥中国四国ブロック：オンライン
⑦東海北陸ブロックB：瀬戸蔵（オン
ライン併用）
⑧宮崎県：宮崎県教育研修セン
ター（オンライン併用）

○
https://www.mext.go.jp/a_menu/iku
sei/gakusyushien/1421841.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:03-6734-3460
FAX:03-6734-3719

32 文化庁 地域文化創生本部
CONNECT⇄＿　～アートで　こころ
を　こねこねしよう～

　アートを通して、多様性や共生社会のあり方について、障害のある方もない方も共に考
え、語り合い、実践するプロジェクト。
　障害者週間を含む１８日間、京都市岡崎公園の文化施設が連携し、展示やワークショッ
プ、上映、連続トークなどの様々なプログラムを実施する。
　京都国立近代美術館とロームシアター京都には、CONNECT⇄＿周遊の起点や交流拠点
となる「こねこねの中庭」が期間限定で登場する。

令和4年12月1日(木)～18日(日)

京都市左京区岡崎公園内文化施
設
（京都国立近代美術館、京都市京
セラ美術館、京都府立図書館、京
都市動物園、ロームシアター京都、
日図デザイン博物館（京都市勧業
館みやこめっせ地下１階）、京都市
美術館別館）

○ https://connect-art.jp/

①文化庁

②CONNECT⇄＿事務局
①地域文化創生本部　総括・政策
研究グループ

②京都新聞COM
TEL:①075-330-6725

②075-255-9757
FAX:①075-561-3512

②075-255-9763

33 厚生労働省
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2022 ～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）に合わせて、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、精神障害に対する理解を深めるため、ス
ポーツ選手など著名人による対談イベントを収録した動画をYouTube上で配信する。さらに
著名人などから国民に向けたメッセージを配信する。

令和4年10月10日(月) オンラインによる配信 ○
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/me
ntal_health_day/

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ｰ5253－1111（内線3055）
FAX:03ｰ3595ｰ2008

34 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

第72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。

令和4年12月5日(月)

ベルサール八重洲
（東京都中央区八重洲1-3-7八重
洲ファーストフィナンシャルビル2・
3F）

× ＿

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

35 農林水産省
農村振興局農村政策部都市農村
交流課

「消費者の部屋」展示

　農業と福祉が手を取り、互いの課題を解決しながら取り組む「農福連携」の認知度向上
を目指し、昨年実施した「ノウフク・アワード2021」の優秀賞受賞地域のパネル展示、全国
の取組の紹介、ノウフクJAS取得や農福連携の取組によって生産された商品の展示及び
農福連携に関する動画の放映を行う。

令和4年10月17日(月)～10月21日
(金)

東京都千代田区霞が関1－2－1
農林水産省北別館１階

○
https://www.maff.go.jp/j/syouan/h
eya/2210nofu.html

農林水産省
農村振興局農村政策部都市農村
交流課農福連携推進室
TEL:03-3502ｰ0033
FAX:‐

36 経済産業省 経済社会政策室
令和4年度ダイバーシティ経営推進
研修

　企業はSDGｓの経営戦略への取込みやESG投資といった世界的な潮流に加え、イノベー
ションの進展などによる事業環境の変化への対応が求められている。こうした対応として、
障害者を包摂したサステナブルビジネスの展開、多様な人材を活かした「ダイバーシティ
経営」の実践などがある。本研修では、改正障害者差別解消法や企業の取り組み事例の
共有を行い障害者政策について理解を深めることを目的として実施する。

令和4年12月2日(金)13時～16時 オンライン開催 × -

経済産業省
経済社会政策室
TEL:03-3501-0650
FAX:03-3501-0382
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37 国土交通省
東北運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課

バリアフリー教室 山形市立第四小学校の児童に対して、高齢者疑似体験及び介助体験を実施する。 令和4年10月13日(木) 9:15～ 山形市：山交バス(株)本社 ×
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/yg
/press/press20221007.pdf

国土交通省
東北運輸局山形運輸支局総務企
画部門
東北運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課
TEL:023-686-4711
022-791-7513
FAX:022-791-7539

38 国土交通省
東北運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課

バリアフリー教室
東日本国際大学附属昌平中学校の生徒に対して、高齢者疑似体験及び介助体験を実施
する。

令和4年10月27日(木) 13:30～
いわき市：東日本国際大学附属昌
平中学校

×

国土交通省
東北運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課
TEL:022-791-7513
FAX:022-791-7539

39 国土交通省
関東運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課

交通バリアフリー教室
　水戸市立飯富小学校の児童を対象に、車いすと高齢者疑似体験セットを用いて路線バ
ス車両（ノンステップバス）への乗降体験を実施する。

令和4年11月15日(火)
10:30～12:00

水戸市立飯富小学校 ×

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
番号「4」
FAX:029-248-4773

40 国土交通省
関東運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課

バリアフリー教室
一般の方を対象に車いすを使用した乗降体験を実施し、「心のバリアフリー」の意識向上
を図る。

令和4年11月20日(日)
9:30～15:00

埼玉スタジアム２００２ ○

国土交通省
関東運輸局
埼玉運輸支局総務企画担当
TEL:048-624-1835
FAX:048-624-1028

41 国土交通省
関東運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課

バスの乗り方・バリアフリー教室
一般の方を対象に、公共交通に親しんでもらうことで、将来における公共交通の利用促進
を図る。
車いすを使用した乗降体験を実施し、「心のバリアフリー」の意識向上を図る。

令和4年11月26日(土)
10:00～15:00

越谷市立総合体育館東側エリア ○

国土交通省
関東運輸局
埼玉運輸支局総務企画担当
TEL:048-624-1835
FAX:048-624-1028

42 国土交通省
関東運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課

バスの乗り方・交通バリアフリー教
室

公共交通を利用する小学生を対象に、公共交通に親しんでもらうことで、将来における公
共交通の利用促進を図ること、また、バリアフリーについての理解を深めてもらうことを目
的とする。

令和4年11月4日(金)
9:20～12:10

八街市立実住小学校 ×

国土交通省
関東運輸局
千葉運輸支局企画調整担当
TEL:043-242-7336
FAX:043-247-5229
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43 国土交通省
関東運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課

交通バリアフリー教室

　前橋市立若宮小学校児童に対して、ノンステップバスを使用した視覚障害者疑似体験及
び介助体験、車いす乗降体験及び介助体験、福祉車両の乗降体験、バスの乗り方やノン
ステップバスについて学習するバス出前講座を通じ、「心のバリアフリー」意識の向上を図
る。

令和4年11月18日(金)
※開催時刻不明なため､記載なし
(雨天の場合)
令和4年11月25日(金)

前橋市立若宮小学校 ×

国土交通省
関東運輸局
群馬運輸支局企画担当
TEL:027-263-4440(5)
FAX:027-261-0032

44 国土交通省
関東運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課

バス利用感謝デー２０２２
　一般社団法人神奈川県バス協会が主催する行事内で、来場者を対象に、車いすを使用
したバスへの乗降体験及び視覚障がい者疑似体験を実施し、「心のバリアフリー」意識の
向上を図る。

令和4年11月5日(土)
10:00～15:00

ららぽーと海老名前
（海老名駅西口プロムナード）

○

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

45 国土交通省
関東運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課

交通バリアフリー教室
　小学生を対象に、車いすを使用したノンステップバスやUDタクシーへの乗降体験、視覚
障がい者疑似体験等を実施し、「心のバリアフリー」意識の向上を図る。

令和4年11月14日(月)
9:00～12:10

横浜市立日吉南小学校 ×

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

46 国土交通省
関東運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課

交通バリアフリー教室
　小学生を対象に、車いすを使用したUDタクシーへの乗降体験、視覚障がい者疑似体験
等を実施し、「心のバリアフリー」意識の向上を図る。

令和4年11月21日(月)
8:45～10:20

横浜市立今宿南小学校 ×

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

47 国土交通省
関東運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課

交通バリアフリー教室
　小学生を対象に、車いすを使用したノンステップバスやUDタクシーへの乗降体験、視覚
障がい者疑似体験等を実施し、「心のバリアフリー」意識の向上を図る。

令和4年12月6日(火)
9:30～12:20

横浜市立川和小学校 ×

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

48 国土交通省
関東運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課

交通バリアフリー教室
　小学生を対象に、車いすを使用したUDタクシーへの乗降体験、横浜市都市整備局によ
る公共交通のバリアフリーに関する講習会等を実施し、「心のバリアフリー」意識の向上を
図る。

令和4年12月15日(木)
午前中

横浜市立篠原小学校 ×

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
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49 国土交通省
関東運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課

交通バリアフリー教室
　小学生を対象に、車いすを使用したUDタクシーへの乗降体験、視覚障がい者疑似体
験、トイレマナーに関する講習会等を実施し、「心のバリアフリー」意識の向上を図る。

令和4年12月16日(金)
9:00～11:45

横浜市立東希望が丘小学校 ×

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

50 国土交通省
関東運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課

交通バリアフリー教室
　小学生を対象に、車いすを使用したUDタクシーへの乗降体験、視覚障がい者疑似体験
等を実施し、「心のバリアフリー」意識の向上を図る。

令和5年1月17日(火)
9:30～11:20

横須賀市立高坂小学校 ×

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

51 国土交通省
関東運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課

交通バリアフリー教室
　小学生を対象に、車いすを使用したUDタクシーへの乗降体験、横浜市都市整備局によ
る公共交通のバリアフリーに関する講習会等を実施し、「心のバリアフリー」意識の向上を
図る。

令和5年1月20日(金)
9:35～11:25

横浜市立師岡小学校 ×

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

52 国土交通省
関東運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課

交通バリアフリー教室

　山梨市立後屋敷小学校児童に対して、UDタクシーを使用した車いす乗降体験、視覚障
害者疑似体験及び介助体験、車いす体験及び介助体験を通じ、バリアフリーについての
理解を深めると共に、多様な人々に対し支えあう「心のバリアフリー」社会の実現を推進す
る。

令和4年11月11日(金)
10:30～12:20

山梨市立後屋敷小学校 ×

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

53 国土交通省
関東運輸局交通政策部バリアフ
リー推進課

交通バリアフリー教室

　笛吹市立一宮南小学校児童に対して、UDタクシーを使用した車いす乗降体験、視覚障
害者疑似体験及び介助体験、車いす体験及び介助体験を通じ、バリアフリーについての
理解を深めると共に、多様な人々に対し支えあう「心のバリアフリー」社会の実現を推進す
る。

令和4年11月29日(火)
14:00～15:40

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

54 国土交通省
中部運輸局
バリアフリー推進課

中部運輸局運輸関係優良事業者
等表彰

福祉活動等に積極的に参画し、地域振興に著しく貢献した団体を表彰
令和4年度受章者：高山病弱児を守る会『あかりんぐ』

表彰式
令和4年10月27日(木)
午後2時30分から

中部運輸局 ×

中部運輸局
交通政策部バリアフリー推進課
TEL:０５２－９５２－８０４７
FAX:０５２－９５２－８０８５
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55 国土交通省
中部運輸局
バリアフリー推進課

バリアフリー教室
児童に対して、路線バス車両（ノンステップバス）を使用した車いす乗降体験、視覚障害者
疑似体験及び介助体験を実施し、心のバリアフリー促進を図る。

令和4年11月18日(金) 福井県坂井市立加戸小学校 ×

中部運輸局
交通政策部バリアフリー推進課
TEL:０５２－９５２－８０４７
FAX:０５２－９５２－８０８５

56 国土交通省
中部運輸局
バリアフリー推進課

バリアフリー教室
一般来場者、周辺自治体職員、整備局職員、公園職員等に対し、障がい当事者からの講
話、車いす体験、視覚体験、疑似体験、介助体験を実施し、心のバリアフリー促進を図る。

令和4年11月25日(金) 木曽三川公園管理センター ○

中部運輸局
交通政策部バリアフリー推進課
TEL:０５２－９５２－８０４７
FAX:０５２－９５２－８０８５

57 国土交通省
北陸信越運輸局
バリアフリー推進課

バリアフリー教室
　富山短期大学の学生を対象に視覚障害の疑似体験や車いす体験を実施し、心のバリア
フリーの醸成を図る

令和4年12月中 富山短期大学 ×

国土交通省
交通政策部バリアフリー推進課
TEL:025-285-9152
FAX:025-285-9171

58 国土交通省 中国運輸局 旅客船乗り方教室 広島市立広島特別支援学校の生徒を対象に旅客船への乗船体験等を実施する。
令和4年11月22日(火)
10:00～13:45

広島港宇品旅客ターミナル及び旅
客フェリー

×

国土交通省
中国運輸局
交通政策部バリアフリー推進課
TEL:082-228-3499
FAX:082-228-3629

59 国土交通省 中国運輸局 バリアフリー教室
広島市立落合東小学校の児童を対象にウォーキングフットボール体験等を実施し、心の
バリアフリー啓発を行う。

令和4年12月2日(金)
13:45～15:20

広島市立落合東小学校 ×

国土交通省
中国運輸局
交通政策部バリアフリー推進課
TEL:082-228-3499
FAX:082-228-3629

60 国土交通省
四国運輸局
交通政策部
バリアフリー推進課

バリアフリー教室
小学生を対象に、車いす利用者疑似・介助体験及び視覚障害者疑似・介助体験を実施
し、バリアフリーについての理解を深め、意識の醸成を図る。

令和4年10月26日(水)
13:30～15:30

藍住町立藍住西小学校 ×

国土交通省
四国運輸局バリアフリー推進課
TEL:087-802-6727
FAX:087-802-6723
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61 国土交通省
四国運輸局
交通政策部
バリアフリー推進課

「障害の社会モデル」の理解促進セ
ミナー

四国４県の自治体職員を対象に、障がい当事者講師による「障害の社会モデル」の正しい
理解を目指すセミナーを開催。心のバリアフリーを広く普及させることを目的とする。

令和5年1月18日(水)
14:00～16:00

オンライン ×

国土交通省
四国運輸局バリアフリー推進課
TEL:087-802-6727
FAX:087-802-6723

62 国土交通省
近畿運輸局
交通政策部
バリアフリー推進課

バリアフリー啓発教室(第２弾)

　２０２５年大阪関西万博開催を見据え、玄関口の1つである関西国際空港にて、空港に拠
点等を置く各公共交通機関の事業者と近畿分科会の障害当事者委員等とで、万博を想定
した交通車両乗降体験や事業者-障害当事者によるロールプレイ及び交通事業者向けに
車いす体験、視覚障害疑似体験を行う。
　この教室は、事業者と障害者との相互理解を図る機会、更には各事業者の業界の枠を
超えて新たな気づきとする機会とし安心安全な共生社会実現に向けた取り組みの一環と
する。（尚、「学び」の機会第１弾は９月９日に実施済み）

令和4年11月25日(金)
11:30～16:00

関西国際空港 ×

国土交通省
交通政策部バリアフリー推進課
TEL:06-6949-6431
FAX:06-6949-6169

63 国土交通省
総合政策局
バリアフリー政策課

「高齢者障害者等用施設等の適正
利用推進キャンペーン」

「高齢者 、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」 において
、「高齢者障害者等用施設等の適正な利用の推進」が、国、地方公共団体、施設設置管理
者等 、国民の責務として規定されています。国土交通省では、高齢者障害者等用施設等
の適正な利用の推進のためキャンペーンを実施し、「障害の社会モデル」 の考え方を普及
させ、「心のバリアフリー」 を推進します。

令和４年１２月３日（土）～１月９日
（月）

- × （報道発表資料）https://www.mlit.go

国土交通省
総合政策局バリアフリー政策課
TEL:03-5253-8307
FAX:03-5253-1552
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