別紙

題 材
1 記念事項に関する題材
（1）新たに発行するもの
題材名称

概 要
概要

第 14 回国連犯罪防止刑事司法会議
（京都コングレス）の開催

2020 年 4 月、京都において、第 14 回国連犯罪防止刑事司
法会議（京都コングレス）が開催されます。京都コングレス
では、世界各国の法務大臣や刑事実務家が集い、ＳＤＧｓ
達成に向けた取り組みについて議論します。

ウポポイ（民族共生象徴空間）

アイヌ文化の復興等に関するナショナルセンターとし
て、アイヌの歴史、文化等に関する国民各層の幅広い理解の
促進と、将来へ向けてアイヌ文化の継承および新たなアイ
ヌ文化の創造発展につなげるための拠点となるよう、ウポ
ポイ（民族共生象徴空間）が 2020（令和 2）年 4 月 24 日に
北海道白老町にオープンします。

東京 2020 オリンピック・パラリン
ピック競技大会

東京 2020 オリンピックは 2020 年 7 月 24 日～8 月 9 日の
日程で、東京 2020 パラリンピックは 2020 年 8 月 25 日～
9 月 6 日の日程で開催されます。
なお、
「パラリンピック」という語は 1964（昭和 39）年
東京大会で初めて使用されたものであり、夏季パラリン
ピックが同一都市で 2 回開催されるのは史上初となります。

史跡名勝天然記念物保護 100 年

1919（大正 8）年に史跡名勝天然記念物保護の制度が創設
され、1920 年 7 月 17 日には制度に基づき保護されるべき
天然記念物の第一号が指定されました。そのため、2020 年
は指定第一号が生まれてちょうど 100 年目に当たります。
以降、1921 年 3 月 3 日に史跡第一号が、1922 年 3 月 8 日に
名勝第一号が指定されました。

国勢調査 100 年

2020 年（令和 2 年）は、大正 9 年の第 1 回国勢調査から
100 年の節目の年です。総務省は、令和に入って初めての国
勢調査を 2020（令和 2）年 10 月 1 日現在で実施します。
日本の「いま」を知り、
「未来」をつくる上で、とても大切
な統計調査です。

日本のロータリー100 周年

国際ロータリーは世界初の奉仕クラブ団体です。1905 年、
アメリカ・シカゴでクラブが誕生し、1920 年に日本初の
東京ロータリークラブが創立されました。
現在では、国内に 2270 のクラブを擁し約 9 万人の会員
が、また世界 200 カ国以上、約 120 万人の会員が、世界に地
域社会に奉仕活動を行っています。特にポリオ（小児麻痺）
の撲滅活動では 99．9％を減らす貢献をし、根絶に向けて
活動しています。
このたび、2020（令和 2）年 10 月 21 日に東京ロータリー
クラブ 100 周年記念例会が開催予定であり、その 11 月に
日本のロータリー100 周年記念式典を開催予定です。

国際植物防疫年 2020

2020 年は、国際連合が定める国際植物防疫年 2020 です。
植物病害虫のまん延防止の重要性に対する認識を高めるた
め、世界各国や日本で各種の記念イベントが開催される予
定です。

海図 150 年

1871（明治 4）年、我が国が単独で近代的技術をもって、
海洋調査から海図作製までを一貫して行う本格的な水路業
務が開始され、2021（令和 3）年に 150 年の節目の年を迎え
ます。
これを契機に、水路業務に対する国民の皆様のご理解の
増進と水路業務の更なる発展を目指し、「海図 150 年」と
称した各種記念事業が行われる予定です。
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概要

国土緑化（島根県）

国土の緑化を広く国民運動として、森林造成を始め国土
の全般にわたって推し進め、それによって国民生活に潤い
を持たせ、日本の文化的発展に寄与するために発行します。
2020 年度における国土緑化の中心的行事の「第 71 回全国
植樹祭」は島根県で開催されます。

第 75 回国民体育大会（鹿児島県）

スポーツの普及、国民の健康増進と体力の向上を図り、併
せて地方スポーツの推進と地方文化の発展に寄与する目的
で開催される国内最大の総合的なスポーツの祭典です。
2020 年の第 75 回国民体育大会は、鹿児島県で開催され
ます。

シリーズの形で発行する日本郵便独自の題材

（1）新たに発行するもの
題材名称

概要

国宝シリーズ

日本の国宝を題材として発行します。

江戸－東京シリーズ

東京の古今の風物を題材として発行します。

自然の記録シリーズ

（2）引き続き発行するもの
題材名称
日本の伝統・文化シリーズ

鉱石や標本など、自然由来のものを題材として発行しま
す。

概要
日本の伝統・文化を題材として発行します。

天然記念物シリーズ

天然記念物に指定されている動物、植物、地質・鉱物、
天然保護区域および天然保護区域内の動植物などを題材と
して発行します。

伝統色シリーズ

日本人が四季折々の日常生活の中で継承してきた日本の
伝統色を題材にした切手を発行します。

海のいきものシリーズ

世界遺産シリーズ

魅力ある海のいきものを題材として発行します。
人類共通の文化遺産および自然遺産の国際的保護を図る
目的で採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関
する条約」に基づき、2004（平成 16）年以降に新しく登録
された日本の世界遺産を題材として、発行します。

おもてなしの花シリーズ

魅力ある花を題材として発行します。

美術の世界シリーズ

魅力ある名作絵画などの美術品を題材として発行します。

おいしいにっぽんシリーズ

人気のある日本の食べ物を題材として発行します。

動物シリーズ

魅力ある動物を題材として発行します。

絵本の世界シリーズ

魅力ある絵本の世界を題材として発行します。

楽器シリーズ
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魅力ある楽器を題材として発行します。

天体シリーズ

魅力ある惑星などの天体にまつわる世界を題材として
発行します。

Ｍｙ旅切手シリーズ

旅をコンセプトにその地域の特徴的な景色や生活文化、
特産品などを題材として発行します。

郵趣と手紙文化の振興のために発行する日本郵便独自の題材
題材名称
グリーティング（ライフ・花）

概要
日常生活の中にあるさまざまな花を題材にした切手を
発行します。

グリーティング（シンプル）

シンプルでどのようなお手紙にも使いやすいデザインの
切手を発行します。

切手趣味週間

郵便切手の文化的価値を広く認識していただき、あわせ
て切手収集の趣味の普及を図るために制定した週間にちな
んだ切手を発行します。

ハッピーグリーティング

お誕生日やお礼状など、1 年を通してお手紙にご利用いた
だける切手を発行します。

グリーティング（キャラクター）

お祝いやあいさつなどのお手紙に利用していただける
キャラクターの切手を発行します。

夏のグリーティング

お祝いやあいさつなどのお手紙に利用していただける
切手を夏の時期に合わせて発行します。

グリーティング（ライフ・花）

日常生活の中にあるさまざまな花を題材にした切手を
発行します。

ふみの日

「手紙の良さ、楽しさ」を知っていただくことを目的とし
て毎月 23 日を「ふみの日」としています。文月(ふみづき)
の 7 月に「ふみの日」にちなむ切手を発行します。

日本国際切手展 2021

郵便創業から 150 年にあたる 2021 年に国際切手展が開催
される予定であるところ、機運醸成のため、開催の前年で
ある 2020 年に日本国際切手展 2021 にちなむ切手を発行
します。

秋のグリーティング

お祝いやあいさつなどのお手紙に利用していただける
切手を秋の時期に合わせて発行します。

国際文通週間

世界の人々が文通によって文化の交流に努め、世界平和
に貢献しようという趣旨で設定された週間にちなんだ切手
を発行します。

冬のグリーティング

お祝いやあいさつなどのお手紙に利用していただける
切手を冬の時期に合わせて発行します。

自然の風景

山や川といった、魅力的な自然の風景を題材にした切手
を発行します。

春のグリーティング

お祝いやあいさつなどのお手紙に利用していただける
切手を春の時期に合わせて発行します。

