
beyond2020プログラム 認証事業⼀覧 （平成29年3⽉8⽇）
事業名 団体名 期間 場所 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

国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構（NICT）を中⼼に産学
官の⼒を結集した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
流を実現する「グローバルコミュニケーション計画」を産
学官連携によるオールジャパン体制で推進。

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

「アルテリッカしんゆり2017」は、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

東川町は毎年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。
写真甲⼦園では障がい者にも平等に参加機会を確保するた
め補助スタッフの配置や専⽤⾞、バリアフリーの宿泊所を
確保。外国⼈向けには国際交流員を配置し英語、中国語、
韓国語、ラトビア語、タイ語、ベトナム語、インドネシア
語、ウズベク語など各種⾔語での対応を可能とする。

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

当⽅⼈の事業を紹介する冊⼦を作成し、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。4⽉9⽇に、烏⼭区⺠ホール
に於いて「孔雀会踊り絵巻」。6⽉4⽇に、筝「桐の会」が
中⼼の演奏会。7⽉23⽇に烏⼭区⺠センター全館を使⽤し
て「世⽥⾕区⺠・囲碁将棋⼤会」。落語を中⼼とした「か
らすやま寄席」（⽇程未定）等を開催。本年は⽇本からの
留学⽣に対し華道・茶道・着付けをし、⽇本⽂化を知った
上で留学してもらう事業を⾏い交流を図る。

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

島根県⻄部⽯⾒地⽅に古くから伝わる伝統芸能「⽯⾒神
楽」。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。迫⼒ある勇壮
な舞を鑑賞してもうことで、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。



事業名 団体名 期間 場所 概要

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、毎年7⽉下旬に広島県安芸⾼⽥市美⼟⾥町の神楽
専⽤施設「神楽ドーム」で開催する催し。平成28年に全国
放送された広島発地域ドラマ「舞え！KAGURA姫」のモデ
ルとなったイベント。本市の神楽の紹介パンフレット
（⽇・英・仏）の配布とともに、英語対応可能な案内ス
タッフを配置するなど、外国⼈にも楽しんでいただけるよ
うな取組。

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
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「NIIGATA CUT IN
PARK」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。会場となる新潟⻄港の万
代島旧⽔揚場跡地（通称：⼤カマボコ）整備後の利活⽤に
ついて課題の検証や⽅向性を探るとともに、2019年の新潟
港開港150周年に向けた機運醸成や港エリアの賑わい創出
を図る。

藍⾊展 徳島県
2017/2/25〜

2017/3/5
徳島県
徳島市

「藍⾊展」では阿波藍による藍染作品を広く公募し、応募
１０２点の中から選定された５５作品を展⽰。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。出展はプロ作家のみ
ならず、学⽣や障がい者などが⼿がけた幅広い作品を対象
とし、会期中には⾼校⽣による藍染体験教室や、授産施設
による藍染めものづくりワークショップも実施。

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、室
⽣犀星・徳⽥秋聲・⽵久夢⼆・橘外男ら⽯川ゆかりの作家
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し、外国⼈にとって⾔語の壁を取り除
く取り組みも⾏う。

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

⽯川県⽂化財保存修復⼯房の設⽴２０周年を記念した企画
展で、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。展⽰棟⼊⼝の⾜下に点字表⽰し、障害者にとってバ
リアを取り除く取り組みを⾏うほか、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。



事業名 団体名 期間 場所 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
するなど、障害者にとってのバリアを取り除く取り組みも
⾏う。

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など、障害者にとってのバリアを取り
除く取り組みも⾏う。

学展
⽇本学⽣油絵
会

2017/8/1〜
2017/8/4

東京都
⾜⽴区

1950年創業より続いている学⽣アート＆デザインコンクー
ル。
⼤賞作品はパリの⽇本⽂化展⽰施設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

岐⾩県では、様々な⽂化芸術の分野において、障がいのあ
るなしに関わらず、ともに新たな創造活動を⾏う「tomoni
プロジェクト」を展開。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
東京都
港区

「The Japan Connect 旅する新⻁マーケット」におい
て、⼭形市は開幕を飾る第⼀タームに出展しているが、３
⽉31⽇には、江⼾時代からの最上川交易によりもたらされ
た⽂化をもとに独⾃に花開いた「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。チラシは多⾔語化し、外国⼈をもターゲットに⼊
れることにより、⽇本のみならず世界へも⽇本らしさあふ
れる⼭形ブランドを発信。

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
ス使⽤の⽅も⾞イスのままでご覧いただけるよう１階向正
⾯に席を設けたり、外国⼈にもわかりやすいようにパンフ
レットに英語の解説を記載するなど、公演に参加しやすい
よう配慮。
内⼦座⽂楽裏ツアー：平成29年8⽉18⽇（⾦）13:00〜
15:00
⽂楽公演：平成29年8⽉19⽇（⼟）・20⽇（⽇）午前の部
と午後の部の2回（計4回）公演
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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

９⽉、11⽉に開催した「くまもとマルシェ」⼤⼿町・丸の
内発 企業合同物産展「九州復興」編に続く第三弾。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。


