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チームラボ 徳島県⽂化の森 デジタルアート展
⽰「クリスタルユニバース」

徳島県 2017/3/20 2017/6/30 徳島県 徳島市

デジタルアート「クリスタルユニバース」は、光の彫刻の集合体
によって宇宙空間を表現しており、鑑賞者の⾏動により無限に変
化する作品。作品の展⽰に際してはパンフレットやホームページ
で英語による作品解説を⾏い、外国⼈の⽅にも⾔葉や⽂化の壁を
超えて、⽇本発の新たな「美」を感じていただける。また、会場
内にスロープを設けたり、⾞椅⼦の貸出を⾏うなど、⾝体に障が
いがある⽅にも楽しんでいただける催し。

チームラボ 徳島県⽂化の森 プロジェクション
マッピング「⽂化の森に憑依する滝」

徳島県 2017/3/20 2018/3/19 徳島県 徳島市

世界初となる常設型のプロジェクションマッピングであり、建物
の壁⾯に巨⼤な滝が出現。作品の展⽰に際してはパンフレットや
ホームページで英語による作品解説を⾏い、外国⼈の⽅にも⾔葉
や⽂化の壁を越えて、最先端のデジタル技術が⽣み出す普遍的な
美しい景観を楽しんでいただける。会場となる⽂化の森総合公園
内には障がい者⽤駐⾞場やスロープを設け、⾝体に障がいがある
⽅にも作品を鑑賞していただくことができる。

若き演奏家たちによるクラシックアンサンブルin
古⺠家⼭⼗邸

愛川町教育委
員会

2017/5/27 2017/5/27 神奈川県
愛甲郡愛

川町

国登録有形⽂化財である古⺠家⼭⼗邸を、⾼校⽣による演奏会の
場として提供し、若者の⽂化・芸術活動を⽀援するとともに、地
域資源としての古⺠家⼭⼗邸の新たな魅⼒を創造・発信してい
く。開演前には庭園内に愛川ブランド事業者によるカフェを出店
するなど、ホール等での演奏会さながらの雰囲気を醸し出す。地
域で暮らす外国⼈住⺠も、共に演奏会を楽しむことができるよ
う、スペイン語・ポルトガル語に翻訳したプログラム等を⽤意す
る。

市⺠ロビーコンサート 札幌市 2017/4/28 2018/3/23 北海道 札幌市

市⺠が気軽に⾳楽に親しみ、⽣活のうるおいを⾼めるとともに札
幌市ゆかりの⾳楽家と市⺠のふれあいの機会を提供し、⾳楽⽂化
を振興するため、市役所１階ロビーで毎⽉１回（原則第４⾦曜
⽇）コンサートを開催。札幌市にゆかりのある中堅⾳楽家が主に
出演するほか、毎年7⽉には、世界の若⼿⾳楽家を育成する国際
教育⾳楽祭パシフィック・ミュージック・フェスティバルの講師
陣が出演。会場は市役所１階のロビーで、障がいのある⽅も観覧
可能（⾞椅⼦を利⽤する⽅、⽬の不⾃由な⽅の観覧実績あり）。

ヨコハマ・パラトリエンナーレ2017

横浜ランデ
ヴープロジェ
クト実⾏委員
会

2017/5/27 2017/12/31 神奈川県 横浜市

障害のあるなしに関わらず多様な市⺠やアーティストらが対等な
⽴場で芸術活動に取り組むことで、障害のある⽅が社会活動に参
加する機会をつくり、あらゆる⽴場の⼈が関わりを持つ寛容性の
ある共⽣社会の実現を⽬指すアートプロジェクト。３年に⼀度開
催。国際芸術祭として、在⽇・訪⽇外国⼈や外国につながる⼈々
のコミュニティを対象にアーティストとの協働による作品制作を
実施。外国の⽅や障害のある⽅をはじめ、多様な⼈々に対する適
切な広報⼿段の選択や多⾔語による情報発信のほか、会場のバリ
アフリー対応などを実施。

漫画界のレジェンド 松本零⼠展 ⼭形県 2017/4/1 2017/5/14 ⼭形県 ⼭形市

宇宙を舞台としたＳＦ漫画の名作を⽣んだ松本零⼠作品の展覧
会。直筆の漫画原稿、セル画、⽴体模型などの資料も含めた約３
００点の作品で紹介する。作者本⼈によるトークショーや県内教
育機関と連携したワークショップなど関連イベントも開催し、⽇
本が誇るメディア芸術であるアニメーション⽂化に触れる機会を
提供する。実施にあたっては、ホームページや配布物に英語での
解説を併記し、外国⼈も楽しめるものとする。

第3回全国メロンサミットin鶴岡

第3回全国メロ
ンサミットin
鶴岡実⾏委員
会

2017/7/8 2017/7/9 ⼭形県 鶴岡市

国のメロン⽣産・流通関係者が⼀堂に会して情報交換を⾏い、メ
ロンの歴史や価値、全国のメロンの多様性を学ぶ機会とするとと
もに、GI保護制度などを活⽤した海外輸出の可能性など、⽇本の
メロンの新たな展開を模索する。⼀般向けイベントも開催。１⽇
⽬は全国産地⾸脳会談、メロンシンポジウム等を⾏う。２⽇⽬は
「全国メロンと庄内砂丘メロン魅⼒の共演」と題し、⼀般消費者
向けに全国のメロンやメロン加⼯品の販売、ワンコイン⾷べ⽐べ
等のイベントを開催。イベント会場は原則バリアフリーとし、専
⽤駐⾞場を設けるなど、障がい者にとって参加しやすいものとす
るほか、シャトルバスも運⾏。

beyond2020プログラム 平成28（2016）年度
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「広島神楽」定期公演

RCC⽂化セン
ター・イズミ
テクノホール
マネジメント
グループ共同
事業体

2017/4/5 2017/12/27 広島県 広島市

中国地⽅に伝わり現在でも150ちかい神楽団によって県内各地で
盛んに⾏われている「広島神楽」(芸北神楽）を、広島平和記念公
園にもほどちかい市内中⼼部のイベントホールで、4⽉から12⽉
までの間の毎週⽔曜⽇の夜、年40回近く上演。国内だけでなく、
海外からの観光客の皆様にもご覧いただくために、英語の掲⽰
物、案内を設置し、より深く神楽を楽しんでいただくために出演
神楽団の紹介や上演演⽬の内容について英語のチラシを配布。

サンシャワー：東南アジアの現代美術展 1980年
代から現在まで

独⽴⾏政法⼈ 
国際交流基⾦

2017/7/5 2017/10/23 東京都 港区

2017年のASEAN（東南アジア諸国連合）設⽴50周年を記念し、
東南アジア地域の現代美術を概観する展覧会を⽇本を代表する美
術館⼆館で同時に開催。ASEAN10か国の作家約85組、計180点
の作品を⼀挙展⽰する、同種の展覧会としては史上最⼤規模のも
のとなる。アート作品の展⽰を通じ外国⼈と⽇本⼈の⾔葉の壁を
取り除くとともに、同時代に東南アジアで⽣きる⼈々への共感と
理解を醸成。会場には⽇・英・中・韓の4⾔語の来場者配布⽤作
品リスト、及び⽇英2⾔語での⾳声ガイドを配置（予定）。

インターナショナル和⾷フォーラム（関⻄・⼤阪
⽂化⼒会議２０１７）

公益財団法⼈ 
関⻄・⼤阪２
１世紀協会

2017/4/17 2017/4/17 ⼤阪府 ⼤阪市

ユネスコ無形⽂化遺産に登録され、いまや世界的な広がりを⾒せ
る「和⾷」。⼈類の健康に貢献する「インターナショナル和⾷
フォーラム（I.W.F.）」を開催し、'17⾷博（2017年4⽉28⽇
（⾦）〜5⽉7⽇（⽇））とともに世界に発信する。会場がバリア
フリーとなっており、傍聴席には障がい者席を設ける。また、パ
ンフレットやチラシの⼀部に外国語を表記。

TOYBOX OF JAPAN
⼤⽇本印刷株
式会社

2017/4/5 2017/6/10 海外

マレーシ
ア・クア
ラルン
プール

⽇本企業の技術や製品と「知育」を掛け合わせた体験型展⽰イベ
ント「TOYBOXOFJAPAN」を、マレーシアの⾸都・クアラルン
プールのISETANTheJapanStore内において開催。同イベントに
おいては、イベント会場を“おもちゃ箱”に⾒⽴て、⽇本企業の技
術・製品などを「知育」に活かしたオリジナルの“おもちゃ”の
数々を”遊びながら学べる体験型の知育コンテンツ”にアレンジ。
来場者は全ての“おもちゃ”を実際に⼿にとって五感で体感し、
「不思議に思う」「驚く」「触れる」「遊びつくす」ことでさま
ざまな「学び」を得ることができる。遊び⽅や製品説明について
は⽇本語、英語を併記。

アート・ミックス・ジャパン2017
アートミック
スジャパン実
⾏委員会

2017/4/1 2017/4/23 新潟県 新潟市

“⽇本が誇る⼀流の伝統芸術を、気軽に、楽しみながら、学べ
る”。をテーマに、⽇本各地の伝統芸術の⼀流アーティストが新潟
に集結、3週間で27の公演を⾏う和の祭典。
歌舞伎や能、狂⾔、神楽、和楽器などのステージとともに、和
⾷・酒・着物・⼯芸品等のコンテンツも展開することで⽇本⽂化
の魅⼒を⼀挙に体感できる。⾞いす席を完備、当⽇の案内担当を
つけるなど、障がいをお持ちの⽅にも安⼼してご来場いただけ
る。HPは⽇本語サイト・英語サイトで対応し外国⼈へも対応。

ぎふ清流⽂化プラザ「tomoniプロジェクト
（2017年4⽉）」

岐⾩県 2017/4/16 2017/6/7 岐⾩県 岐⾩市

本事業は、東京2020⼤会に向け障がい者⽂化芸術活動を通した社
会参画への機運醸成を図るため、また2020年以降も障がい者芸術
が本県の誇るべきレガシーとなるよう、障がい者による舞台公演
「ハートアートライブtomoni2017」、舞台芸術鑑賞会「スプリ
ングハートフルフェスタ」、芸術企画展「○△□な⽇常」を開催
し、共⽣社会の実現を⽬指す。

港南ふれあい桜祭り ボートレース表彰式で勝利
のブーケを届けたい！

⼦供達が作る
【勝利のブー
ケ】をスポー
ツ選⼿に届け
る会

2017/4/2 2017/4/2 東京都 港区

【港南ふれあい桜祭り】のイベントの⼀つであるボートレースの
表彰式で、優勝チームに賞状と共に渡される【勝利のブーケ】を
⼦供達に作ってもらうワークショップを開催。ブーケは、造花を
使⽤。桜の造花を使うことによって、⽇本の桜の美しさを海外に
発信。ブーケ製作のワークショップは、バリアフリースペースで
⾏う。外国⼈でもワークショップに参加できるように、英語でも
募集表記・指導をする。

ＰＭＦ2017 第28回パシフィック・ミュージッ
ク・フェスティバル

公益財団法⼈
パシフィッ
ク・ミュー
ジック・フェ
スティバル組
織委員会

2017/7/8 2017/8/1 北海道 札幌市

世界中からオーディションで選ばれた若⼿⾳楽家が世界⼀流の教
授陣からクラシック⾳楽を学ぶ国際教育⾳楽祭。英語を公⽤⾔語
とし（外国⼈スタッフ等）、国や⾔葉、⽂化の壁を越えた⾳楽の
⼒で国際交流を深める。ウェブサイト、印刷物の英語対応等によ
り外国⼈来場客にも配慮。札幌市内・外にて約30公演の演奏会を
実施。オーケストラ演奏会のハイビジョン映像をインターネット
により無料配信し、会場に⾜を運ぶことが難しい⽅々へ鑑賞の機
会を提供。
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平成29年度学校団体鑑賞事業「和太⿎鑑賞公演
〜舞太⿎あすか組〜」

⼀般財団法⼈
和歌⼭県⽂化
振興財団

2017/6/13 2017/6/13 和歌⼭県 和歌⼭市

⻘少年の育成事業の⼀環として⽇本の伝統芸能を⾝近に楽しんで
いただく事を⽬的に、学⽣の皆様を対象とした鑑賞事業を実施。
幅広く県⺠の皆様にも伝統芸能に触れていただきたく、⼀般の⽅
も低価格で鑑賞していただける。特別⽀援学校の⽣徒さんたちに
も参加していただく。また、留学⽣の⽅もご招待。

⼼のバリアフリー研修 ⽥川市 2017/3/24 2017/3/24 福岡県 ⽥川市

福岡県⽥川市は「⽯炭」の産出地であり、筑豊の炭坑を基に描か
れた⼭本作兵衛⽒の炭坑記録画等が世界記憶遺産に登録されてい
る。また、「炭鉱」という産業遺産に関して共通点のあるドイツ
を相⼿国として、ホストタウンに登録されている。
今後、ホストタウン事業として、市⺠とドイツ⼈選⼿や関係者等
との交流を⾏い、本市の⽂化や観光等について情報発信していく
こととしている。本市を訪れるパラリンピック選⼿へも⽂化・観
光の魅⼒発信すべく、「⼼のバリアフリー研修」事業を通し、安
全・安⼼・快適なまちづくりを推進し、障がいに対する⼀層の理
解を深めていく。

第１０回声楽アンサンブルコンテスト全国⼤会２
０１７

声楽アンサン
ブルコンテス
ト全国⼤会実
⾏委員会

2017/3/17 2017/3/20 福島県 福島市

２名から１６名までの少⼈数編成の合唱グループによるコンテス
ト。各都道府県で開催されるアンサンブルコンテストで優勝した
団体など、各都道府県合唱連盟から推薦された団体と全国、海外
からの公募団体の127団体が出場。外国語対応の⼤会ＨＰやチラ
シにより、海外団体からスムーズに応募できるよう取り組んでい
る。また、⼤会期間中は、通訳アテンドを海外団体に配置しサ
ポート。

百万⽯まちなかめぐり さくら2017
百万⽯まちな
かめぐり実⾏
委員会

2017/4/8 2017/4/9 ⽯川県 ⾦沢市

本事業は、観光客や外国⼈来場者に対し、多彩な伝統⼯芸・⽂化
体験のワークショップなどを提供し、いしかわの歴史・伝統・⽂
化を発信する。
会場のしいのき迎賓館では、外国語対応可能なコンシェルジュを
配置し、イベント案内などの問い合わせに対応するほか、ボラン
ティア通訳ガイドも配置。また、貸出⽤⾞いすを備える。

２０１７いしかわミュージックアカデミー

いしかわ
ミュージック
アカデミー実
⾏委員会

2017/8/16 2017/8/25 ⽯川県 ⾦沢市

本事業は、国内外の著名な講師によるレッスンを⾏い、世界へ⽻
ばたく若⼿⾳楽家の育成と⽯川の⾳楽⽂化の振興と国内外への発
信を⽬的に、平成10年度から実施。毎年、継続的に実施する。英
語表記のホームページやチラシを作成し、外国⼈の受講⽣を広く
募集するほか、コンサートに出向くことが困難な障害者等のため
に、県内各地の特別⽀援学校や福祉施設等等を訪問し、ミニコン
サートを実施。

清流の国ぎふ芸術祭 Art Award IN THE CUBE 
2017

岐⾩県 2017/4/15 2017/6/11 岐⾩県 岐⾩市

トリエンナーレ形式の全国規模の公募展。芸術祭の開催を通し、
東京2020⼤会に向け、岐⾩から新たな魅⼒を国内外に発信すると
ともに、2020年以降の地域が誇る⽂化芸術をレガシーとして守
り、発展させる。スロープの設置、展⽰空間へ⾞椅⼦が⼊れる設
計を⾏う。さらに、鑑賞ガイド・作品キャプションについては、
英⽂を併記する等、⽇本語話者でない鑑賞者にも配慮。

野外演劇「常陸坊海尊」
マグカル・
フェスティバ
ル実⾏委員会

2017/3/25 2017/3/26 神奈川県 藤沢市

神奈川県の推進しているマグカルの⼀環として、本県の舞台芸術
におけるユニークベニューともいえる場所を活⽤するとともに、
地域の伝承、歴史や所縁を素材とした野外演劇を上演。会場とな
る相州藤沢⽩旗神社は、屋外で段差がなく⾞椅⼦での鑑賞が可能
とし、障害者にとってのバリアを取り除く取組を⾏う。

興福寺中⾦堂再建記念特別展「運慶」
東京国⽴博物
館

2017/9/26 2017/11/26 東京都 台東区

本展は、運慶とゆかりの深い興福寺をはじめ各地から名品を集め
て、その⽣涯の事績を通覧し、さらに運慶の⽗・康慶、実⼦・湛
慶、康弁ら親⼦3代の作品を揃え、運慶の作⾵の樹⽴から次代の
継承までをたどる。本展覧会では、展⽰室内のバリアフリー化や
⾞椅⼦の貸出しを実施することで、より多様なお客様にお楽しみ
いただける展⽰環境を整備。また、展⽰解説やキャプションを外
国語併記としている。

⾼校⽣の神楽甲⼦園 ひろしま安芸⾼⽥ 安芸⾼⽥市 2017/4/1 2018/3/31 広島県
安芸⾼⽥

市

伝統芸能「神楽」を⾼等学校の神楽部等で保存、伝承に励む全国
の⾼校⽣が⼀堂に集い、成果を披露するハレの舞台として「神楽
ドーム」で開催。平成28年に放送された「舞え！KAGURA姫」の
モデルとなったイベント。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

多⾔語⾳声翻訳システムの社会実装

グローバルコ
ミュニケー
ション開発推
進協議会

2017/2/1 2018/1/31 東京都 ⼩⾦井市

⽇本発世界最先端の多⾔語⾳声翻訳技術およびその技術を活⽤し
たアプリ「VoiceTra（ボイストラ）」の研究開発を促進。
「VoiceTra」の普及啓発活動を⾏ない、⽇本⽂化の魅⼒発信、異
⽂化交流に貢献することで、世界の「⾔葉の壁」をなくし、グ
ローバルで⾃由な交流を実現。

川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）
２０１７

川崎・しんゆ
り芸術祭（ア
ルテリッカし
んゆり）２０
１７実⾏委員
会

2017/4/22 2017/5/14 神奈川県 川崎市

4⽉22⽇（⼟）から5⽉14⽇（⽇）まで23⽇間にわたり、オペ
ラ、クラシック、バレエ、ジャズ、演劇、古典芸能、落語、⼦ど
も向け公演等、珠⽟の30演⽬37公演を開催。当公演では、⾞椅⼦
に対応し、障害者のバリアを取り除く取組を推進。

写真⽂化⾸都推進事業
北海道「写真
の町」東川町

2017/4/1 2018/3/31 北海道
上川郡東

川町

毎年７⽉末に全国の写真部⾼校⽣が頂点を⽬指す「写真甲⼦
園」、国内外の写真家を町を挙げて表彰する写真の町東川賞を中
⼼とする「東川町フォトフェスタ」、世界13カ国の⾼校⽣を招聘
し、国際交流を⾏う「⾼校⽣国際交流写真フェスティバル」など
⼀連のイベントを開催。

⽇本⽂化・スポーツ振興会を紹介する為の冊⼦作
製及び配布

特定⾮営利活
動法⼈ ⽇本
⽂化・スポー
ツ振興会

2017/3/31 2018/3/31 東京都 東京都
地域や学校において、⽇本舞踊・筝・尺⼋・三味線・茶道・華
道・囲碁・将棋を体験することで、伝統⽂化・スポーツの次世代
への継承と国際交流に寄与する事業。

⽯⾒神楽出張上演
⽯⾒観光振興
協議会

2017/4/1 2018/3/31 島根県 浜⽥市

⽯⾒地域に宿泊される団体を対象に宿泊先の旅館やホテル等にお
いて低料⾦で⽯⾒神楽を上演。⽇本⼈だけでなく外国⼈にも、古
の神話の世界を体感してもらう。⾝体障がい者⽤のトイレ、駐⾞
場、スロープの問い合わせがあれば対応する体制をとる。

藍⾊展 徳島県 2017/2/25 2017/3/5 徳島県 徳島市
⾐類をはじめ、インテリア、アクセサリー、⽂房具、アートな
ど、阿波藍にこだわりを持つ県内外作家の作品が揃い、藍⽂化の
奥⾏きと広がりを伝える⼤型展⽰会。

⼄⼥の⽂学展〜⽯川ゆかりの作家の少⼥向け読み
物〜

⽯川県 2017/4/22 2017/8/20 ⽯川県 ⾦沢市

明治から昭和に⾄るまで隆盛を誇った「少⼥雑誌」にスポットを
あて、当時の⼥学⽣の⽂化・⾵俗などのほか、⽯川ゆかりの作家
を中⼼に、⽂豪による少⼥向け読み物を紹介。企画展⽰室は、⾞
椅⼦での移動ができるように展⽰するほか、展⽰室のサインを英
語表記。

よみがえった⽂化財 -未来につなぐ⽂化財保存
と修復のわざ-

⽯川県 2017/4/22 2017/5/28 ⽯川県 ⾦沢市

これまで⼯房で修復した作品や、加賀藩の保存修復に関する作
品・資料を展⽰するほか、修復作業のワークショップも実施。英
語表記した施設案内リーフレットにより企画展⽰室が分かるよう
し、外国⼈にとって⾔語の壁を取り除く取り組みも⾏う。

春季特別展「北前船と⽇本海海運」 ⽯川県 2017/4/22 2017/5/28 ⽯川県 ⾦沢市
江⼾時代、海の物流の⼤動脈の主役であった「北前船」や「地回
り船」の活動のほか、当時の物流システムを構築し、地域経済に
貢献した「廻船問屋」の活躍を紹介する特別展。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

いしかわ⼦ども⽂化体験チャレンジスクール

⽯川県（兼六
園周辺⽂化の
森活性化推進
実⾏委員会）

2017/4/1 2018/3/31 ⽯川県 ⾦沢市
⼦どもを対象に、美術、⾳楽、伝統芸能、伝統⼯芸など幅広い分
野で、⽂化体験事業を通年実施。⾞椅⼦を使⽤する障害者も参加
できるよう、会場には⼗分なスペースを確保する。

兼六園周辺⽂化の森「四季の⽂化回廊」

⽯川県（兼六
園周辺⽂化の
森活性化推進
実⾏委員会）

2017/4/1 2018/3/31 ⽯川県 ⾦沢市

兼六園周辺の⽂化施設が連携して、⽯川県の歴史・伝統・⽂化を
体感できる魅⼒あるイベントを四季折々に実施。⾞椅⼦を使⽤す
る障害者も参加できるよう、会場には⼗分なスペースを確保す
る。

学展
⽇本学⽣油絵
会

2017/8/1 2017/8/4 東京都 ⾜⽴区

学⽣アート＆デザインコンクール。⼤賞作品はパリの⽂化展⽰施
設MaisonWaにて展⽰される。今年よりフランス美術学校からの
出展受け⼊れをスタートする予定。サイトは英語での対応予定。
現地アーティストとの交流も積極的に⾏う。

有賀宣美個展 歓び∞太陽のココロ 岐⾩県 2017/3/20 2017/4/16 岐⾩県 岐⾩市

障がいがありながらも絵画など様々な分野で創作活動を続け、全
⽇本アートサロン絵画⼤賞展優秀賞や、岐⾩県芸術⽂化奨励受賞
など受賞歴を持つ有賀宣美（ありがのぶみ）⽒の絵画を中⼼とし
た個展を開催。企画展初⽇にはトークショー、ミニコンサートを
開催。

⼭形ブランド発信イベント in「旅する新⻁マー
ケット」

⼭形市 2017/3/31 2017/3/31 東京都 港区

「TheJapanConnect旅する新⻁マーケット」において、３⽉31
⽇に、「やまがた舞⼦」の演舞とその舞⼦による⼭形地酒の振舞
いにより、⼭形市の伝統・⽂化・特産品をまるごとパッケージ化
しＰＲするイベントを実施。チラシは多⾔語化。

内⼦座⽂楽第21回公演 内⼦町 2017/8/19 2017/8/20 愛媛県
喜多郡内

⼦町

国の重要⽂化財「内⼦座」にて、⽇本が世界に誇る伝統芸能のひ
とつである⼈形浄瑠璃「⽂楽」の公演を実施。⾞イス使⽤の⽅も
公演に参加しやすいよう配慮。

汐留・新橋 企業合同物産展 NIPPON市 温
泉・⽇本酒編

オリンピッ
ク・パラリン
ピック等経済
界協議会

2017/3/28 2017/3/29 東京都 港区

⽇本全国の⾃治体の特産品、及び温泉を汐留・新橋に社屋を持つ
企業のオフィススペース等を活⽤し、⾜湯と物産展を開催。特産
品の販売や観光PRを実施。物産展に加え、「東京２０２０公式ラ
イセンス商品」を全会場で販売。都⼼での開催において、外国⼈
観光客もターゲットとして英語のチラシなども⽤意。

NIIGATA  CUT  IN  PARK  vol.2＝港×ストリー
トカルチャー第２弾＝

新潟⻄港エリ
ア魅⼒創造実
⾏委員会

2017/3/26 2017/3/26 新潟県 新潟市

スケートボード、ストリートダンス、けん⽟プレーヤーが集結
し、熱いバトルを展開する「NIIGATACUTINPARK」の第２弾。
前⽇には障がい者を対象にしたダンススクールやワークショップ
を予定。

神奈川フィルハーモニー管弦楽団2016年度特別
演奏会 第11回フレッシュ・コンサート

神奈川県 2017/3/4 2017/3/4 神奈川県 横浜市

神奈川県ゆかりの若き演奏家にスポットを当て、国内外に発信す
るコンサート。⻘島周平⽒と、髙⽊凛々⼦⽒を出演者として迎
え、公益財団法⼈神奈川フィルハーモニー管弦楽団との共演を実
施。神奈川ゆかりの外国⼈であれば無料で⼊会できる「かながわ
国際ファンクラブ」の会員を招待。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

まちごと美術館ことこと
株式会社バウ
ハウス

2017/2/1 2018/1/31 新潟県 新潟市

障がい者アートを⽉額3000円/枚でお店や企業にレンタルする。
①2016年9⽉〜2017年1⽉まで、新潟県内21店舗のモスバーガー
で「モスごと美術館」を実施。②2017年2⽉6⽇〜JR新潟駅で
「えきごと美術館」を開催。③現在、カフェ・レストラン・銀
⾏・観光案内所・スーパー銭湯などなどで、まちごと美術館展開
中。外国⼈対応として、英仏翻訳対応を実施。

ビッグ・アイ アートプロジェクト⼤阪府現代
アートの世界に輝く新星発掘プロジェクト（第7
回公募展⼊選作品展） 作品募集2017

ビッグ・アイ
共働機構

2017/4/1 2018/3/31 ⼤阪府 堺市

世界の障がいのある⼈を対象にしたアート作品を公募し、美術専
⾨家による現物審査で優秀な作品を選出。障がい者によるアート
作品を世界へ発信する機会となる。また、海外作者の招聘や海外
での作品展覧会の開催など、国内外の作者やアート団体の交流を
⽣み出す。

ビッグ・アイ アートプロジェクト⼊選作品展 
東京・横浜・⼤阪会場

ビッグ・アイ
共働機構

2017/4/29 2017/8/17 東京都 渋⾕区

2016年度の作品応募：約1400作品の中から選出された50作品に
よる展覧会を、東京・横浜・⼤阪の3会場で実施。海外旅⾏者も
含め様々な⼈々が多く⾏き交う商業施設も会場とする。さらに
「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」も会期中に実
施。

ココから照ラス！ ひむか芸術舞台
（株）宮崎放
送

2017/3/18 2017/3/18 宮崎県 ⾼千穂町

天岩⼾神社で、⽇向神話を今に伝える⾼千穂の夜神楽と、その神
楽に魅せられた歌⼿でバイオリニストのサラ・オレインの共演。
３か国語を話すサラ・オレインが宮崎県内の神楽を紹介するＴＶ
番組を今年１⽉から放送。当⽇は⾞いすでの観客にも対応。後
⽇、この模様はＴＶ特別番組として放送。

新たな「美濃和紙」ブランド お披露⽬会（仮
称）

岐⾩県 2017/3/21 2017/3/23 東京都 港区

受け継いできた精神・技術・機能を伝え、新たな可能性を表現す
る展⽰を⾏い、「美濃和紙（ＭＩＮＯＷＡＳＨＩ）」を強⼒に発
信。また、英語併記の「ブランドブック」を制作し、お披露⽬会
場他で配布し、継続的な発信につなげていく。

京都⽂化⼒プロジェクト2016 -2020
おもてなしワークショップ

京都市 2017/3/9 2017/3/9 京都府 京都市

⽇本⼈が⼤切してきたおもてなしや相⼿を思いやる⼼を表現する
作法、マナー等について、より考えを深め、今後京都を訪れる世
界の⼈々に⽇本⼈のこころを伝えていくことを⽬的したワーク
ショップを開催。会場には⾞イスを準備するとともに、観覧⽤ス
ペースを設け、⾝体障害者の⽅の参加にも配慮。

川崎⼤師薪能
川崎⼤師薪能
実⾏委員会

2017/5/23 2017/5/23 神奈川県 川崎市

「川崎⼤師薪能」を開催することを通して、⼀流の能楽師による
演能を格式⾼い会場にて鑑賞する機会を提供するとともに、⽇本
の伝統⽂化の普及と継承につとめ、地域⽂化の振興を図る。⾞椅
⼦に対応し、障害者のバリアを取り除く取組を推進。

ヨコハマトリエンナーレ2017
横浜トリエン
ナーレ組織委
員会

2017/8/4 2017/11/5 神奈川県 横浜市

横浜トリエンナーレは、3年に1度⾏なわれる⽇本を代表する現代
アートの国際展。公式ウェブサイトやチケットブースの多⾔語対
応や無料配布のガイドブック及び⾳声ガイドアプリの⽇英対応な
ど、海外からの来場者に配慮した取組を進める。

東北⾵⼟マラソン＆フェスティバル2017

東北⾵⼟マラ
ソン＆フェス
ティバル2017
実⾏委員会

2017/3/18 2017/3/20 宮城県 登⽶市

春の東北の⽥園⾵景の中を、東北各地の名物グルメを⾷べ、⽇本
酒の仕込み⽔を飲みながら、⾛る楽しみを存分に味わう。⼀般社
団法⼈世界ゆるスポーツ協会と連携し、年齢・性別・運動神経に
関わらずだれもが楽しめる新スポーツ「ゆるスポーツ」の開催を
⾏うなど、⼤会のバリアフリー化を推進。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

間々⽥のジャガマイタ
間々⽥のじゃ
がまいた保存
会

2017/5/5 2017/5/5 栃⽊県 ⼩⼭市

間々⽥地区の惣鎮守である間々⽥⼋幡宮の境内に、各町内の蛇体
が集合する「蛇よせ」で祭が始まる。神主による禱を受けた蛇
は、⼝に御神酒がそそがれ、境内社である⼋⿓神社に参ってから
本殿を⼀周し、境内にある池に⼝を⼊れて⽔を飲ませる。その
後、「蛇がまいた、蛇がまいた」の掛け声とともに町内を練り歩
く。英語対応のチラシを⽤意。

國酒PR推進事業（国際空港キャンペーン）
⽇本酒造組合
中央会

2017/4/1 2018/3/31 東京都 ⼤⽥区

東京国際空港において、國酒（⽇本酒、本格焼酎・泡盛）の認識
度向上のため、「⽇本を飲もう！⽇本の酒キャンペーン」と銘
打って、國酒の⽂化を含めたPR、試飲会を酒蔵と協⼒して実施。
通訳・補助スタッフにより多⾔語化し外国の⽅々に対応するとと
もにQ&Aでも対応。

國酒PR推進事業（国際空港キャンペーン）
⽇本酒造組合
中央会

2017/7/1 2018/3/31 千葉県 成⽥市

成⽥国際空港において國酒（⽇本酒、本格焼酎・泡盛）の認識度
向上のため、「⽇本を飲もう！⽇本の酒キャンペーン」と銘打っ
て、國酒の⽂化を含めたPR、試飲会を酒蔵と協⼒して実施。通
訳・補助スタッフにより多⾔語化し外国の⽅々に対応するととも
にQ&Aでも対応。

國酒PR推進事業（国際空港キャンペーン）
⽇本酒造組合
中央会

2017/7/1 2017/11/30 ⼤阪府 泉佐野市

関⻄国際空港において、國酒（⽇本酒、本格焼酎・泡盛）の認識
度向上のため、「⽇本を飲もう！⽇本の酒キャンペーン」と銘
打って、國酒の⽂化を含めたPR、試飲会を酒蔵と協⼒して実施。
通訳・補助スタッフにより多⾔語化し外国の⽅々に対応するとと
もにQ&Aでも対応。

國酒PR推進事業（国際空港キャンペーン）
⽇本酒造組合
中央会

2017/7/1 2018/3/31 愛知県 常滑市

中部国際空港において、國酒（⽇本酒、本格焼酎・泡盛）の認識
度向上のため、「⽇本を飲もう！⽇本の酒キャンペーン」と銘
打って、國酒の⽂化を含めたPR、試飲会を酒蔵と協⼒して実施。
通訳・補助スタッフにより多⾔語化し外国の⽅々に対応するとと
もにQ&Aでも対応。

國酒PR推進事業（⽇本酒フェアー、きき酒、セ
ミナー等）

⽇本酒造組合
中央会

2017/6/16 2017/6/17 東京都 豊島区

樽酒による鏡開き、「全国新酒鑑評会」の⼊賞酒の新酒の飲み⽐
べ、酒造りの⼯程等のパネル展⽰、全国の⽇本酒の試飲会、杜⽒
等の各種セミナーや試写会、飲み⽅のセミナー等を実施。さら
に、⽇本各地域の酒蔵ツアーや情報を紹介。会場には、多⾔語対
応コーナーを設けるとともにスタッフやパンフレットを⽤意。

國酒PR推進事業（⽇本酒で乾杯）
⽇本酒造組合
中央会

2017/10/1 2017/10/1 東京都 港区

10⽉1⽇が⽇本酒の⽇であることを広く浸透させるため、⽇本酒
で全国⼀⻫乾杯事業を推進。学会、芸術、伝統産業、⾷⽂化等の
賛同を得るとともに、地域の伝統⽂化、伝統産業との連携した形
で全国展開。シンガポール等海外との連携した乾杯も実施。

國酒PR推進事業（在⽇外国⼈⽇本酒セミナー）
⽇本酒造組合
中央会

2017/6/16 2017/6/16 東京都 豊島区

在⽇の世界各国の⼤使をはじめとする外交官、外国等の特派員、
各國の商⼯会議所や⽂化協会の⽅々に國酒である⽇本酒の⽂化、
⽇本酒⽂化と関わる⽇本の⾵習・⾏事等をセミナーを通じて紹介
するとともに、⽇本酒の造り⽅等正しい知識を提供。きき酒や飲
み⽐べを試飲していただき、⽇本酒⽂化を発信。

國酒PR推進事業（本格焼酎・泡盛）
⽇本酒造組合
中央会

2017/3/7 2017/3/10 千葉県 千葉市

幕張メッセで開催されるFOODEXの場を利⽤して、國酒である本
格焼酎・泡盛⽂化を世界の⽅々に発信。本格焼酎・泡盛の起源、
⽂化形成を展⽰するとともに、飲み⽅の提⾔をセミナー形式、聞
き酒形式、飲み⽐べ形式で発信。補助スタッフは、外国の多⾔語
に対応しており、パンフレットも多⾔語化を図る。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

The Japan Connect 旅する新⻁マーケット

2020年東京オ
リンピック・
パラリンピッ
クを活⽤した
地域活性化推
進⾸⻑連合

2017/2/24 2018/3/31 東京都 港区

「新⻁通り」を舞台に、⽇本各地の様々なコンテンツを発信。
「2020年東京オリンピック・パラリンピックを活⽤した地域活性
化推進⾸⻑連合」の会員から各地域のコンテンツを収集し、訪れ
た⼈々にヒト・モノ・コトを通じた発⾒や交流という体験を提供
すると同時に、WEBやSNSを通じて国内に発信するとともに、多
⾔語にも対応し⽇本の魅⼒を海外に伝達・拡散。

世界が驚くニッポン！ 経済産業省 2017/3/1 2018/3/31 東京都 千代⽥区

⽇本の「感性」を広く発信するため、クールジャパン商材やサー
ビスの根幹となる⽇本の伝統的な価値観とそれを⽰すコンセプト
を編集したブックを平成２９年３⽉に制作。ブック制作後は、経
済産業省ホームページで公開するとともに、電⼦書籍化（無料配
信）により広く国内外へ周知するほか、イベントでの発信も予
定。

⾒上げてごらん夜の星を☆ 九ちゃんと星空 
トーク＆ライブ

川崎市市⺠⽂
化局市⺠⽂化
振興室

2017/3/19 2017/3/19 神奈川県 川崎市

坂本九さんの活躍や魅⼒を広く発信することを⽬的とした事業。
今なお⾊あせない魅⼒を、川崎市が誇る世界最⾼⽔準のプラネタ
リウムメガスターⅢの星空とともに、坂本九さんの次⼥の舞坂ゆ
き⼦さんによるトークと歌で届ける。会場はバリアフリーとなっ
ており、⾞いすの⽅にもお楽しみいただける。

⾳楽のまち・かわさき アジア交流⾳楽祭２０１
７

⾳楽のまち・
かわさき ア
ジア交流⾳楽
祭２０１７実
⾏委員会

2017/4/22 2017/4/23 神奈川県 川崎市

４⽉２２⽇（⼟）〜２３⽇（⽇）に川崎駅周辺の８会場で、⽇本
を含むアジア各国の⺠俗⾳楽・舞踊や川崎を中⼼に活動するアー
ティスト・グループ等が観覧無料のステージを披露。英語でのイ
ベント情報発信を公益財団法⼈フォーリン・プレスセンターを通
じて⾏う。

⽯⾒神楽定期公演
⽯⾒観光振興
協議会

2017/4/1 2018/3/31 島根県 浜⽥市

定期的に、⽯⾒各地の神社、道の駅等を会場として⽯⾒神楽が短
時間で楽しめる定期公演を実施。演⽬の多くは神話を題材にして
おり、外国⼈にも、古の神話の世界を体感してもらう。パンフ
レットでは⾝体障がい者⽤のトイレ、駐⾞場、スロープがある施
設にマークを表記しバリアを取り除く配慮をしている。

「第２回神奈川かもめ短編演劇祭」
マグカル・
フェスティバ
ル実⾏委員会

2017/3/2 2017/3/5 神奈川県 横浜市

マグカルの⼀環として、神奈川独⾃の短編演劇コンテスト「神奈
川かもめ短編演劇祭」を開催。全国各地及び海外から選りすぐり
の演劇団体が横浜に集まる、地⽅⾊・国際⾊豊かな演劇祭で、⽇
本各地の演劇の魅⼒を発信。会場となるKAAT神奈川芸術劇場
は、⾞椅⼦対応エレベーターの設置や、盲導⽝・聴導⽝・介助⽝
の同伴の対応などを実施。

パブリックアート作品「還ってくる⽇」設置
公益財団法⼈ 
⽇本交通⽂化
協会

2017/3/4 2018/3/3 福岡県 飯塚市

飯塚市出⾝の⽂化勲章受賞画家・野⾒⼭暁治⽒が少年時代の「炭
都」の⾵景を思い浮かべながら描いた「還ってくる⽇」を原画
に、彩り豊かなステンドグラス作品に仕上げた作品を市役所に展
⽰。外国⼈にも楽しんでもらうため、英語での作品説明書を作成
し、庁舎内で希望者に配布する取組も実施。

パブリックアート作品「⻘柿」設置
公益財団法⼈ 
⽇本交通⽂化
協会

2017/3/5 2018/3/4 ⼤分県 国東市

⼤分空港を訪れる⼈たちを「視覚的に」お迎えするためのアート
作品とするため、⼤分県出⾝の⽇本画の巨匠・福⽥平⼋郎⽒が⼤
分で描いたスケッチをもとに作り上げた「⻘柿」を原画に、量感
あふれる陶板レリーフ作品に仕上げた作品を⼤分空港に展⽰。外
国⼈にも楽しんでもらうため、銘板には⽇・英2カ国語での作品
説明を記載。

第6回まんが王国とっとり国際マンガコンテスト
⿃取県観光交
流局まんが王
国官房

2017/4/1 2018/3/31 ⿃取県 ⿃取県

「まんが王国とっとり」としたマンガを活かした地域振興の⼀環
として開催。「旅」をテーマに作品募集。１コマ、４コマ、ス
トーリー部⾨及び15歳以下の部⾨で審査を⾏う。受賞者は表彰式
に招聘、県ホームページに⺟国語、⽇本語、英語で掲載。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

地歌舞伎推進プログラム「清流の国ぎふ 新春地
歌舞伎公演（平成29年）」

岐⾩県 2017/2/19 2017/2/19 岐⾩県 岐⾩市
本事業は、「地歌舞伎推進プログラム」の第2弾として開催。英
語対応のパンフレット等の設置、平⼟間席、⾞椅⼦スペースなど
を確保。

芸術系⼤学連携による⼈材育成型アートプロジェ
クト

⽂化庁 2017/1/31 2017/6/30 東京都
千代⽥区

ほか

宮城県気仙沼市及び熊本市の被災地において、⼩中学⽣の実技指
導、作品制作補助を⾏うほか、若⼿芸術家との合同演奏会や被災
地の⼦供による「復興の歌」の作曲・演奏等を実施。さらに、⽂
化庁のオープンスペース等を展⽰空間として使⽤し、芸術系⼤学
の⼤学院⽣等、若⼿芸術家の美術作品を展⽰するとともに、⽊管
五重奏、弦楽、邦楽等の演奏会を実施し、霞が関から国内外へ広
く若い芸術家による⽂化芸術を発信する。

地歌舞伎推進プログラム「清流の国ぎふ 春の地
歌舞伎公演2017」

岐⾩県 2018/4/8 2018/4/8 岐⾩県 岐⾩市
本事業は、「地歌舞伎推進プログラム」の第３弾として開催。英
語対応のパンフレット等の設置、平⼟間席、⾞椅⼦スペースなど
を確保。

港区ワールドカーニバル 港区 2017/3/26 2017/3/26 東京都 港区

3⽉26⽇に東京タワーで「港区ワールドカーニバル」、3⽉23⽇
に新橋SL広場で「港区ワールドカーニバルプレイベント」を開
催。「港区ワールドカーニバル」は、約30の⼤使館が出展し、各
国の⽂化や⺠族⾐装、料理などを紹介。

あたらしい⼯芸 KOGEI Future Forward
株式会社三越
伊勢丹ホール
ディングス

2017/2/15 2017/2/20 東京都 中央区

⼯芸を、⽇本独⾃のファインアートとして国内外に発信し、
「KOGEI」の世界語化を⽬指す。「あたらしい⼯芸」作品の展
⽰、秋元雄史先⽣やアーティストによる講演、ギャラリートーク
を実施。展⽰及びパンフレットの⽇英表記、ギャラリートークの
⼿話による同時通訳、YouTubeでの拡散による情報保障及び⾞い
す利⽤の⽅が観覧しやすい動線基準と展⽰什器⾼さの試⾏を実
施。

第２回 ⽇学・⿊板アート甲⼦園  ® ⽇学株式会社 2017/1/31 2017/12/31 WEB WEB
毎年継続開催している⿊板アートのコンテスト。今⼤会から多⾔
語（英語中国語等）で発信。

⽂化プログラムシンポジウム in ⼤阪 ⽂化庁 2017/3/2 2017/3/2 ⼤阪府 ⼤阪市

地域の⽂化資源の再確認と、そのストーリー発信に必要なコンセ
プトの普及を実施。留学⽣や障害者、⼦供たちがパフォーマンス
を⾏い、障害者や外国⼈を含む多様な⼈々の包摂に向けたメッ
セージを発信。

いしかわ・⾦沢 ⾵と緑の楽都⾳楽祭２０１７

いしかわ・⾦
沢 ⾵と緑の
楽都⾳楽祭実
⾏委員会

2017/4/28 2017/5/5 ⽯川県 ⾦沢市

素囃⼦のほか、雅楽や横笛・箏合奏団とクラシックのコラボレー
ション等、⽇本が世界に誇る伝統芸能の魅⼒を発信。多⾔語化し
たホームページ、チラシ、パンフレットを作成するとともに、障
害者に向けて、障害者施設等を訪問。

第６回「みなと国際交流・協⼒の⽇」

「みなと国際
交流・協⼒の
⽇」実⾏委員
会

2018/2/10 2018/2/10 東京都 港区
第５回と同様、デモンストレーション、ワークショップによる⽇
本⽂化紹介、多⾔語によるディスカッションを予定。



事業名 団体名 開始⽇ 終了⽇
場所

（県）
場所

（市区町村）
概要

フライデー・ナイト・ミュージアム＠上野 ⽂化庁 2017/2/24 2017/3/31 東京都 台東区

上野地区において、３つの国⽴美術館・博物館が連携し、夜間会
館を活⽤したナイトプロジェクトを実施。訪⽇外国⼈や障害者の
アクセス環境を改善するとともに、講演・⾳楽会・⾷イベント等
と連動させ、美術館・博物館を新たな⽂化発信拠点・環境拠点と
して活⽤。

パラリンピアン交流事業
宇部市スポー
ツコミッショ
ン

2017/3/13 2017/3/14 ⼭⼝県 宇部市

パラリンピアンを招致し、講演、スポーツを楽しむことで、障害
者スポーツの楽しさやパラリンピックへの理解を深める。⻄岐波
中学校では、⽴志式に合わせて本事業を開催。「誓いの⾔葉」な
どのセレモニーを⾏い、⽇本⽂化の元服にちなんだ⾏事を同時開
催。

ねぶた教育推進事業 Team/９１０ 2017/4/1 2018/3/31 ⻘森県 ⻘森市

⻘森市の郷⼟⽂化である⻘森ねぶたを継承し町内ねぶたを復興す
る取組。
⼦どもからお年寄りまで国籍を問わず、障害者も含めてみんなで
取り組む。

川崎郷⼟・市⺠劇第６弾 南武線誕⽣物語
川崎郷⼟・市
⺠劇上演実⾏
委員会

2017/5/13 2017/5/21 神奈川県 川崎市
川崎の歴史や歴史上の⼈物を採り上げた創作劇を上演。⾞椅⼦に
対応するとともに障害者への特別割引料⾦を設定して、障害者の
バリアを取り除く取組を推進していく。

シンポジウム「誰もが参加できるオリンピック・
パラリンピック⽂化プログラム〜地域・アート・
共⽣〜」

新潟市 2017/2/9 2017/2/9 新潟県 新潟市

オリンピック・パラリンピック⽂化プログラムへの参画に向けた
市⺠の機運醸成を図るシンポジウム。障がいのある⼈の⽂化芸術
活動に焦点を当て、誰もが参加できる⽂化プログラムについて考
える機会とする。

ラ・フォル・ジュルネ新潟「熱狂の⽇」⾳楽祭
2017

ラ・フォル・
ジュルネ新潟
「熱狂の⽇」
⾳楽祭実⾏委
員会

2017/4/15 2017/4/30 新潟県 新潟市

ナント市との交流を牽引する取り組みとして開催されるクラシッ
クコンサート。りゅーとぴあ新潟市⺠芸術⽂化会館の能楽堂や、
燕喜館を会場とし、和⾵建築とクラシックの融合で⽇本⽂化の魅
⼒を発信。障がい者のバリアを取り除く取組として、本公演の
アーティストを施設に派遣するアウトリーチ公演を実施。

第９回千の⾵⾳楽祭
千の⾵⾳楽祭
実⾏委員会

2017/2/11 2017/2/11 新潟県 新潟市

名曲「千の⾵になって」の歌の⼼である「命の尊さと愛の素晴ら
しさ」を将来にわたって⼤切に伝えていくことを⽬的として開催
される⾳楽祭。「千の⾵になって」への想いを様々なジャンルで
⾃由に表現する。⾃閉症と診断されたが、先⽣の進めで演奏を始
めたマリンバ奏者などが出演。

2017英語でニッポンを語ろう！
コンテストin川越

「英語の通じ
る街」実⾏委
員会

2017/6/10 2017/6/10 埼⽟県 川越市

「世界に伝えたい！⽇本の素晴らしさ・⽇本の魅⼒」をテーマに
英語スピーチコンテストを開催。⼩学⽣〜⾼校⽣、⼀般、商業に
携わる⽅、約20名が、⽇本の⽂化、歴史、⾃然、アニメ、⽇本⼈
の⼼、絆、ホスピタリティなどをテーマに英語で語る。

地域の伝統⽂化の継承を応援するシンポジウム
［お悩み解決のヒントと実践］

茨城県 2017/2/23 2017/2/23 茨城県 ⽔⼾市

お祭りや⺠俗芸能などについて、伝統⽂化団体の様々な活動を紹
介、⽀援団体を交えたパネルディスカッションの実施により、参
加者が伝統⽂化の魅⼒を再認識し、広く内外への発信の機運の醸
成を図る。シンポジウム会場に⾞イスや観覧観覧⽤スペースを設
け、⾝体障害者の⽅の参加にも配慮。
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場所

（県）
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（市区町村）
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「岡本太郎×建築」展
川崎市岡本太
郎美術館

2017/4/22 2017/7/2 神奈川県 川崎市

⽇本が⼤きく⾶躍した時代の「伝統」と「創造」について議論
し、都市と時代を⾒つめた岡本太郎と建築家たちの交流に焦点を
あてた展覧会を実施。館内のバリアフリーや、視覚障害をお持ち
の⽅でも作品に触れられるコーナーもあり。作品キャプションに
外国語(英語)の併記も⾏う。

国際⼯芸シンポジウム⾦沢ーKOGEIとまちづく
りー

⾦沢創造都市
推進委員会

2017/2/14 2017/2/14 ⽯川県 ⾦沢市
シンポジウムでは、⼯芸を中⼼とし持続発展可能なまちづくりを
実現する⽅策を探る。⼯芸を⽂化の共通⾔語として国際化推進す
る。

埼⽟まるごとアニ⽟祭〜アニメ・マンガまつりin
埼⽟〜

埼⽟県産業労
働部観光課

2017/4/1 2017/11/30 埼⽟県
さいたま

市

アニメの舞台地となっている地域などと連携し、埼⽟県内各地で
アニメイベントを展開。そのメイン事業としてアニ⽟祭を開催。
コスプレイベントを開催するなど外国⼈参加型の事業にも取り組
む。公式ＨＰ、チラシを英語・中国語対応とし、当⽇も英語・中
国語に対応できる通訳を配置。

⿅沼秋まつり
⿅沼秋まつり
実⾏委員会

2017/10/7 2017/10/8 栃⽊県 ⿅沼市

国指定の重要無形⽂化財である彫刻屋台を神社へ繰り込み、神社
例祭を盛り上げる。20台を超える屋台が囃⼦を奉納し神社から繰
り出した後、「ぶっつけ」と呼ばれる囃⼦の競演を⾏う。4ヶ国
語によるガイドブックを作成するなど、外国⼈観光客に向けた取
組みを実施。

陸前⾼⽥市認定通訳ガイド特区 陸前⾼⽥市 2017/1/31 2018/1/30 岩⼿県
陸前⾼⽥

市

地域住⺠が有償で通訳ガイドができる仕組みを構築。陸前⾼⽥の
歴史や⽂化をよく知る在住外国⼈を積極的に採⽤し、外国⼈旅⾏
者に震災の教訓や地域の魅⼒を⼗分に伝えることに加え、多様な
⼈材が活躍する共⽣社会づくりを推進。

⽇中共同製作映画「純愛/JUN AI」多⾔語字幕に
よる国際交流上映の実施

特定⾮営利活
動法⼈ 純愛
国際平和基⾦

2017/1/31 2017/12/31 東京都 渋⾕区
⽇中共同製作映画「純愛/JUNAI」の上映と交流。「ひとつのスク
リーンに複数の⾔語字幕（⽇中英・⽇中英韓）」により、異なる
⾔語を解する⼈たちが同じ会場で同じ体験を共有する。

⽂化芸術のちから集中プログラム（ミナコレ） 港区 2017/2/1 2017/2/28 東京都 港区

区と区内の⽂化施設等が連携し、毎年、夏と冬の年2回を事業期
間として、特別展やギャラリートーク、ワークショップなどのイ
ベントを集中して実施する。バスツアーであるため、交通⼿段が
不⼗分な障害者でも参加することが可能。

若⼿⾳楽家による国際⽂化交流コンサート新潟公
演

新潟市 2017/3/18 2017/3/26 新潟県 新潟市
スイスで学んだ若⼿演奏家による国際⽂化交流コンサートを開
催。⽇韓の若き⾳楽家たちの活動をそれぞれの⺟国で紹介し⾳楽
による⽇韓の⽂化交流を発信。

２０１７アクアリウムフェア 
in FUTAKO TAMAGAWA

⽇本観賞⿂振
興事業協同組
合

2017/10/14 2017/10/15 東京都 世⽥⾕区

素⼈⾦⿂名⼈戦等々を通じ⽇本⼈のみならずアジア、欧⽶各国に
観賞⿂飼育の素晴らしさを伝え、⽣き物を飼育する⼼を育ててい
くことを⽬的とする。３カ国語が話せるスタッフを配置し、『⾔
語におけるバリアフリー』に取り組む。


