
５「障害のある方」が文化芸術にふれる機会を創出することを主な目的とした事業

（２）具体的な事業の事例

総計 内、市町村予算額 エリア 人口（人）

千葉市
チバリアフリーアート

プロジェクト

チバリアフリー

アートプロジェ

クト実行委員会

(※概要参照)

ー

東京2020大会を契機として、文化的なアプローチから共生

社会の実現を目指すことを目的として、ファッション・ダ

ンスパフォーマンス等を通じて、健常者と障害者が一緒に

なって楽しむことができるイベントを実施する。

（※構成団体：淑徳大学、千葉市文化振興財団、千葉市）

6,000 6,000 2016

文化的なアプローチから共生社会の実現を目指

すことを目的としており、今回は、音楽ライブ

の拡充や障害のある方によるワークショップを

新たに実施。令和2年度に頂点を迎えるべく、段

階的に表現の範囲を広げている。

－
東京2020大会に向けて機運醸成を図る必要

がある。
ベイ 982,149

船橋市

「まっきい♪」手話song

ミニLive！～音楽の世界観・歌詞

を手話で届けたい～

船橋市民文化

創造館
ー

音楽の世界観や菓子を手話で表現する「手話songアーティ

スト」の天野真紀（まっきぃ♪）が、歌手のかぜよし・小

松 優一・濱津 美穂の曲・歌声に合わせて手話をするコラボ

企画。

150 150 2019

手話と芸術をうまく融合させたコンサートであ

り、手話songというあらたなジャンル

に触れる機会となった。

ー ー ベイ 641,303

習志野市
障害福祉サービス事業所利用者が

作成した貼り絵の展示会

障害福祉サー

ビス事業所

障害福祉サー

ビス事業所

障害福祉サービス事業所(生活介護)の利用者が作成した貼

り絵は発表の機会が少ないため、市役所庁舎の一部を貸し

出して展示会を行う。これにより一般市民に対して障害福

祉分野の文化芸術の振興を図る。

ー ー 2018
市役所庁舎内で展示会を行うことで、幅広い

方々への啓発ができている。
ー 年１回(２週間程度)開催予定 ベイ 174,173

四街道市 児童生徒作品展（市民文化祭）

四街道市教育

研究会・四街

道市教育委員

会

千葉県立特別

支援学校・千

葉県立盲学校

市内に県立特別支援学校と県立盲学校があることから、市

立小中学校17校と連携した児童生徒作品展を市民文化祭の

中で開催している。小中学生等の日頃の研究・学習成果発

表の場として、市文化センターを会場に展示と特別賞表彰

を実施している。

576 576 1990

全小中学生を対象として、幅広く事業を展開し

ている。1,700点にも上る作品の展示と特別賞表

彰は、学習成果の発表の場として定着し、児童

生徒の学習意欲の向上に寄与している。

令和2年度は、新型コロナウィルス感染症の影響

により中止となった。

令和3年度は感染症対策に最善をつくしつつ、効

果的な舞台発表や展示を実施する方法を検討

し、取り組む予定である。

ベイ 92,747

野田市 サンスマイル
サンスマイル

実行委員会

障がい者団体連

絡会・野田市特

別支援学級 等

市内小・中学生と市内各障がい者施設入所者等が共に舞台

発表を行う。市の主催事業ではないが、施設入所者等の社

会参加行事の一つとして位置付けられており、舞台発表を

通じてふれあいと交流を深めている。

（非公開） （非公開） 1990

広く市民の参加が見込まれ、福祉の増進が図ら

れると認められることから、第1回公演から継続

して後援を行っている。

令和2年度は30回記念公演として開催予定だった

が、新型コロナウイルス感染症の影響により中

止となった。

令和3年7月頃に実施予定。 東葛飾 152,572

流山市 バリアフリー演劇鑑賞会
流山市教育委

員会

流山市社会福祉協

議会、市内障害者

関係団体、千葉県

高等学校文化連盟

演劇専門部会第一

地区

平成28年の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律」の施行に伴い、障害のある・なしにかかわらず演劇

を鑑賞できる機会を提供するため開始した。字幕表示・手

話通訳・音声ガイド等の鑑賞サポートを提供している。演

劇の脚本・出演・音響・照明・当日案内サポートは高校生

が行っている。

0 0 2016

高校生に対して事前にバリアフリー研修を実施

することで、障害のある方へのサポートの方法

等を学ぶ機会を提供している。また、市内の障

害者団体等に広報しているが、参加者の伸び悩

みが課題である。

ー

令和2年度は8月に実施を予定していたが、新型

コロナウイルス感染症の影響により12月に延期

して実施予定。

東葛飾 197,554

我孫子市
我孫子市民文化祭

（絵画展・書道展）

我孫子市民文化

祭実行委員会

身障者福祉セ

ンター、一般

市民 等

作品展示 490 170 ー

障害の有無に関わらず、市民の作品展示を同一

会場で行うことで、多様な作品鑑賞を楽しむこ

とのできる機会としている。

ー
引き続き、市民文化祭にて誰もが参加できる機

会の確保に努めていく。
東葛飾 130,640

成田市 自閉症の方が描いた絵画展 成田市

福祉団体（印旛

地区自閉症協会

成田部会）

「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓発週間」に合わ

せて、自閉症などの発達障がいのある人たちが描いた絵画

の展示を行う。

（非公開） （非公開） 2016
地域全体において、障がいのある人への理解が

進むよう、啓発する場となっている。
ー

令和2年は「世界自閉症啓発デー(4月2日)」及び

「発達障害啓発週間(4月2日～8月)」に合わせ

て、3月30日(月)～4月3日(金)の期間で実施し

た。

北総 132,323

佐倉市 　障害者作品展 佐倉市

佐倉市社会福祉

協議会、障害者

福祉施設、障害

者関係団体

市内在住または市内で活動している障害のある方（在勤・

在学・各種団体等）が創作した文化芸術作品を発表する機

会として、障害者作品展「ふれあいギャラリー」を市立美

術館を会場に開催（当初3回までは市内別会場）。委託事業

により実行委員会を発足し運営・開催。

1,147 1,147 2009

工夫された展示内容により、障害に対する理解

も深まる機会となっている。

作者からは作品と共にコメントを紹介し、来場

者からはメッセージを残すことができるため、

人と人とが繋がり今後の活動や生活の支えに

なっている。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止。

市立美術館を会場として毎年1回（3～4日）開

催。開催時期（10月末開催）と日程の固定化を

目指している。

北総 170,125

八街市 第16回八街吹奏楽フェスタ

社会福祉法人

光明会、社会

福祉法人八街

市社会福祉協

議会

市内小中学校、千葉

黎明高等学校、八街

高等学校、八街市

ウィンド・シンフォ

ニア、土気シビック

ウィンドオーケスト

ラによるコンサー

ト、おきなや、あめ

細工こみちゃん、

レイバーズカフェ、

千葉日産自動車

（株）八街店、アト

リエフルートナツキ

八街市中央公民館を会場として毎年開催しているイベント。

八街市民の音楽器プレーヤーが多く参加する大型イベント

に成長させようとしている。「障害者のためのコンサート

ではなく、障害者が地域の皆様のために提供するイベン

ト」とすること、八街市文化会館建設促進の足がかりとす

るべく市民の多くが楽しむ機会とすること、作業製品の展

示即売会の併催により障害者の自立に資することが目的で

ある。

（非公開） （非公開） 2004

芸術・文化の振興という一面だけでなく、豊か

な人間性を育むことにも意義がある事業であ

る。サービスを受ける立場にあることが多い障

害者が、サービスの送り手となり地域に貢献す

ることにも意義がある。

令和元年度、令和２年度は新型コロナウイルス

感染症の影響により中止。

感染予防対策により関係者の安心・安全が確保

することができれば実施予定。
北総 66,737

印西市 障害者作品展(アートフェス) 印西市

特別支援学

校、市内事業

所

毎年1月に2日間開催。障がいのある人の芸術・文化活動を

振興するため、作品など芸術・文化活動の発表の場を設け

るとともに、障がいのある人の創作意欲を助長するための

環境の整備や必要な支援を行うことを目的としている。

（非公開） （非公開） ー 令和元年度来場者：2日間合計 約500人

令和2年度も1月開催予定。しかし、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により中止になる可能性

がある。

新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、関

係機関と協議のうえ開催可否を検討。
北総 102,191
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東京2020大会延期による影響等）
今後の実施予定事業名

総事業費（千円）
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白井市 障害者作品展 白井市 ー

「障害者の日・障害者週間」に合わせ、障害者地域活動支

援センターで作品展（陶芸・絵画・書道・工作・写真）を

開催。

（非公開） （非公開） 2002

講座等で工夫して制作した作品を家族や市民に

見てもらうことで、障害者自身の新たな活力を

生んでいる。なお、高齢者クラブと作品展を合

同で行うことにより、より多くの来場者とのふ

れあいや理解が期待されている。

ー
令和2年度は、会場の関係により12月2日(水)～9

日(水)開催予定。
北総 61,858

東金市 障がい者作品展 東金市

浅井病院デイケア、

地域生活支援セン

ターゆりの木、東金

市福祉作業所、東金

特別支援学校、東金

市手をつなぐ親の

会、ちば地域生活支

援舎 等

市在住または施設入所中で市のサービスを受けている障が

い者の方の作品を公開展示。地域住民の障がいに対する理

解の促進を図るとともに、併せて障がい者の社会活動への

参加を促進することを目的とする。

（非公開） （非公開） 2002

来場者アンケートの結果では「作品に感動し

た」「素晴らしい」という意見が多く、作品展

開催の目的は果たされている。

現在中止の予定はないが、今後の社会情勢に応

じて検討。
特殊な事情がない限り、毎年実施していく。 九十九里 58,179

匝瑳市 ボランティアフェスタ

匝瑳市ボラン

ティア連絡協

議会

教育委員会、

匝瑳市福祉課

手芸・点字・朗読・人形劇・車イスダンス・コーラス・お

もちゃ図書館等の障害者(児)グループが展示発表を行う。
不明 0 ー

障害者ある方々の交流、レクリエーションの場

として機能している。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止となった。

新型コロナウイルス感染症が収束すれば、例年

どおり実施。
九十九里 34,740


