
都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問い合わせ先

「心の輪を広げる体験作文」及び「障害
者週間ポスター」の表彰

　「心の輪を広げる体験作文」及び「障害
者週間ポスター」の各部門の優秀作品に
ついて知事表彰を行う。

11月下旬～12月上
旬

保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課
電話：011-204-5278
FAX：011-232-4068

障害者週間
国際親善交流特別演奏会
日本・ブルガリア文化交流演奏会
東日本大震災チャリティーコンサート

　毎年世界各国の著名な演奏家を日本に
招聘し、国際親善交流を目指し、互いの
文化の発展を目標に開催されている。
　日頃、演奏会を楽しむ機会の少ない障
がい者等がこの演奏会に招待され、世界
の一流の音楽を鑑賞する。（後援事業）
　例年、札幌、旭川、函館、帯広で開催し
ており、今年で22回目。

函館公演 9月2日
札幌公演 9月4日
旭川公演 9月7日
帯広公演 9月11日

○
日本音楽文化交流協会・国際親善交流特別演奏
会実行委員会
電話・FAX：03-3442-2325

心の輪を広げる体験作文知事表彰
　心の輪を広げる体験作文の県内優秀作
品について知事表彰を行い、障害者理解
を深める。

障害者週間の
前後（12月）

青森県健康福祉部障害福祉課
電話：017-734-9703
FAX：017-734-8092

ねむのきアートフェスタ2015
　障害者の優れた技能や芸術を展示発表
し、障害者の芸術文化活動の推進と障害
者理解を深める。

11月15日 ○
青森県身体障害者福祉センターねむのき会館
電話：017-738-5033
FAX：017-738-0745

岩手県 第23回岩手県障がい者文化芸術祭

　
①記念式典
②作品展示（芸術作品〔絵画・書道・工
芸・写真・文芸の5部門〕、心の輪を広げる
体験作文・障害者週間のポスター）
③ふれあい音楽祭2015

①11月28日
②11月28日
～12月6日
③12月5日

○
保健福祉部障がい保健福祉課
電話：019-629-5448
FAX：019-629-5454

心の輪を広げる体験作文等の展示
　「心の輪を広げる体験作文」等の作品展
示

12月3日～12月9日 ○
保健福祉部障害福祉課
電話：022-211-2538
FAX：022-211-2597

働く障害者ふれあいフェスティバル
　県内の障害者就労支援事業所等で生
産・製作された商品を県庁ロビーで紹介・
販売

9月1日、2日
12月2日、3日（予

定）
○

保健福祉部障害福祉課
電話：022-211-2542
FAX：022-211-2597

障害者による書道・写真コンテスト作品
の展示

　「障害者による書道・写真全国コンテス
ト」宮城県大会作品の展示

12月3日～12月9日 〇
保健福祉部障害福祉課
電話：022-211-2541
FAX：022-211-2597

秋田県 第15回心いきいき芸術・文化祭
　障害者福祉展、パフォーマンスステー
ジ、障害者団体等の製品販売等

12月15日～
12月16日

○
秋田県健康福祉部障害福祉課
電話：018-860-1331
FAX：018-860-3866

地方公共団体における「障害者週間」に関連する取組について（平成２７年度）

北海道

青森県

宮城県



都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問い合わせ先

地方公共団体における「障害者週間」に関連する取組について（平成２７年度）

山形県 障がい福祉関係表彰・展示
　「心の輪を広げる体験作文」及び「障害
者週間のポスター」優秀作品表彰・展示

12月3日～12月9日 ○
健康福祉部障がい福祉課
電話：023-630-3303
FAX：023-630-2111

福島県 「障害者週間」作品展
　「心の輪を広げる障害者理解促進事業」
で県内から応募のあったポスターと作文
の展示会を開催する。

平成27年11月25日
～ 12月9日

○
保健福祉部障がい福祉課電話：
024-521-7170 FAX：024-521-7929

茨城県
ナイスハートふれあいフェスティバル
2015

　障害児者による音楽・ダンス等の文化
活動の発表及び障害児者の制作した作
品の展示等

12月10日～14日 ○
保健福祉部障害福祉課
電話：029-301-3375
FAX：029-301-3378

障害者文化祭
　障害者の社会参加の促進と各種文化活
動の発表及び交流を通じた理解促進

11月6日～11月7日 ○
保健福祉部障害福祉課企画推進担当
電話：028-623-3490
FAX：028-623-3052

障害を理由とする差別の解消に向けた
地域フォーラム

　障害を理由とする差別解消を目的とした
啓発のため、基調講演やパネルディス
カッションを実施する。

12月9日 ○
保健福祉部障害福祉課企画推進担当
電話：028-623-3490
FAX：028-623-3052

心の輪を広げる障害者理解促進事業

　心の輪を広げる体験作文、障害者週間
のポスター入選作品集の配布、及び表彰
式の開催
　障害者週間のポスター展示

12月9日
12月4日～12月11

日
○

保健福祉部障害福祉課企画推進担当
電話：028-623-3490
FAX：028-623-3052

とちぎナイスハートバザールinけんちょう

　栃木県庁舎本館１階県民ロビーにおい
て、県ととちぎセルプセンターとの共催に
より、障害者就労支援事業所の販路拡大
を図るとともに、障害者就労への理解促
進のための展示即売会を開催する。

12月4日、12月9日 ○
保健福祉部障害福祉課社会参加促進担当
電話：028-623-3020
FAX：028-623-3052

群馬県 障害者週間記念行事

　①障害者等による絵画等の作品展示
　②「心の輪を広げる体験作文」、「障害
者週間のポスター」（内閣府、県募集）の
入賞者を表彰するとともに、優秀作品を
展示する。
　③「人にやさしい福祉のまちづくり条例」
の基準を全て満たして建築物等を整備
し 適合証を取得した者を表彰する

12月4日～12月8日 ○
健康福祉部障害政策課
電話：027-226-2634
FAX：027-224-4776

みんな幸せ・共生社会　県民のつどい

　狭山市との共催により、東京家政大学
狭山キャンパスにて開催。
・「心の輪を広げる障害者理解促進事業」
で募集した作文とポスターの優秀作品の
表彰
・記念講演
・障害者や児童生徒によるステージ発表
・障害者絵画展
・特別支援学校・特別支援学級作品展
・障害者施設等による製品販売

11月22日 ○
福祉部障害者福祉推進課
電話：048-830-3294
FAX：048-830-4789

栃木県



都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問い合わせ先

地方公共団体における「障害者週間」に関連する取組について（平成２７年度）

第９回塙保己一賞表式・記念コンサート

郷土の偉人「塙保己一」にちなみ、障害
がありながらも不屈の努力を続け顕著な
活躍をしている方やその支援者等を表彰
します。表彰式の後は記念コンサートを開
催します。出演は片岡 亮太氏（和太鼓・
パーカッショニスト）山村優子氏（ジャズフ
レンチホルン・作曲家）のユニット

12月19日 ○
福祉部障害者福祉推進課
電話：048-830-3309
FAX：048-830-4789

第６回埼玉県障害者アートフェスティバ
ル

・近藤良平と障害者によるダンス公演（12
月5日　彩の国さいたま芸術劇場）
・バリアフリーピアノコンサート（12月20日
埼玉県立近代美術館）
・障害者アート企画展（12月16日～12月
20日　埼玉県立近代美術館）
・障害者アートマネージメントワークショッ
プ（年間１０回程度　障害者交流センター
他）

12月5日～12月20
日

○

福祉部障害者福祉推進課
障害者芸術・文化担当
電話：048-830-3312
FAX：048-830-4789

第44回千葉県身体障害者作品展 　県内身体障害者の作品展示 11月10日～13日 ○
健康福祉部障害福祉課
電話：043-223-2340
FAX：043-222-4133

第47回千葉県身体障害者福祉大会 　障害福祉功労者等に対する表彰 11月18日 ○
健康福祉部障害福祉課
電話：043-223-2340
FAX：043-222-4133

第24回さわやか芸能発表会
　県内施設の知的障害者（児）による楽器
演奏・踊り・合唱・演劇等

12月1日 ○
健康福祉部障害福祉課
電話：043-223-2308
FAX：043-222-4133

千葉県障害者週間の集い
　精神障害等に関する講演、精神障害者
の絵画展、作業所の作品展示・販売

12月8日 ○
健康福祉部障害福祉課
TEL：043-223-2334
FAX：043-222-4133

「障害のある人もない人も共に暮らしや
すい千葉県づくり条例」障害者週間にお
ける啓発活動

　チラシ入りポケットティッシュの配布
※障害のある人もない人も共に暮らしや
すい千葉県づくり条例チラシ4000セットを
配布する。

12月9日
健康福祉部障害福祉課
電話：043‐223-2935
FAX：043‐222-4133

共同募金助成特別医療講習会
　補装具の相談、オストメイトに関する講
演

12月12日
健康福祉部障害福祉課
電話：043-223-2340
FAX：043-222-4133

生活環境改善普及事業

　標語を一般公募し、障害者週間啓発ポ
スターを8,100部作成する。作成したポス
ターで、障害者週間期間前・中に車内広
告等を実施する。

8月26日～12月9日
福祉保健局障害者施策推進部計画課
電話：０３－５３２０－４１４３
FAX：０３－５３８８－１４０７

埼玉県

千葉県



都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問い合わせ先

地方公共団体における「障害者週間」に関連する取組について（平成２７年度）

広報活動計画

　（１）ポスターの掲示・チラシの配付
　心の輪を広げる障害者週間ポスター
3,700部・作品集3,000部

　（２）障害者週間特集番組の提供
　テレビ朝日「東京サイト」（東京都提供番
組）で、障害者に関するテーマ番組を放

(1)12月3日～9日

(2)11月30日～12月
4日

福祉保健局障害者施策推進部計画課
電話：０３－５３２０－４１４３
FAX：０３－５３８８－１４０７

ふれあいフェスティバル

　障害をもつ人ともたない人が同じ体験を
通じてふれあう場を設け、障害及び障害
のある人について都民の理解と認識をさ
らに深めることを目的として実施する。

12月9日 ○
福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課
電話：０３－５３２０－４１４７
FAX：０３－５３８８－１４０８

障害者相談事業
　都内在住の障害をもつ方からの相談
に、弁護士等が電話・ファックスにて無料
で応じる。

障害者週間のうち4
日ほど

福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課
電話：０３－５３２０－４１４７
FAX：０３－５３８８－１４０８

障害者週間イベント

　障害者理解促進講座、障害者ＩＴ利活用
好事例発表会、工賃向上に貢献した企業
表彰、工賃向上セミナー、障害者週間ポ
スター展示など

12月8日（火） ○

保健福祉局福祉部障害福祉課社会参加推進グ
ループ
電話：045-210-1111内線4710
FAX：045-201-2051

第７回神奈川県障害者文化・芸術祭
　県内の障害者団体やサークル等の発表
や写真・書道・手芸・工作・絵画などの展
示

12月12日（土）～13
日（日）

○

保健福祉局福祉部障害福祉課社会参加推進グ
ループ
電話：045-210-1111内線4710
FAX：045-201-2051

障害者芸術文化祭

　美術展：障害者が作成した美術・文芸作
品の展示
　表彰式：優秀作品の表彰
　ステージ発表：障害者による器楽演奏、
歌唱、踊りの発表

11月8日～11月14
日

11月15日
11月15日

○
福祉保健部障害福祉課
電話：025-280-5212
FAX：025-283-2062

「心の輪を広げる体験作文」及び「障害
者週間ポスター」コンクール

　内閣府主催の同事業に沿って行うも
の。
　小学生、中学生、高校生・一般の部門
毎に募集し 県の最優秀賞を内閣府に推

募集期間：7月1日
～9月4日

表彰式：12月下旬
○

福祉保健部障害福祉課
電話：025-280-5212
FAX：025-283-2062

心の輪を広げる体験作文及び障害者週
間のポスター入選者表彰式及び入賞作
品展示

　障害者に対する県民の理解を促進する
ことを目的として実施した作品募集に係る
入選者の表彰式及び入賞作品の展示を

12月3日～12月9日 ○
厚生部障害福祉課
電話：076-444-3211
FAX：076-444-3494

障害者週間キャンペーン
　啓発パンフレット等を配布して街頭宣伝
を行う。

11月29日、12月3日 ○
厚生部障害福祉課
電話：076-444-3211
FAX：076-444-3494

とやまふれあい共生フォーラム
　障害者に対する理解を深めるとともに、
障害者の自立と社会参加を推進するため
開催

11月22日 ○
厚生部障害福祉課
電話：076-444-3211
FAX：076-444-3494

東京都

神奈川県

新潟県

富山県



都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問い合わせ先

地方公共団体における「障害者週間」に関連する取組について（平成２７年度）

障害者職業能力開発促進旬間

　障害者の方に対する職業訓練のPR等
を行い、社会一般や事業主に対して、障
害を持つ訓練生及び修了生への理解を
高め、その就職や職場定着を支援

11月1日～11月10
日

○
商工労働部職業能力開発課
電話：076-444-3260
FAX：076-444-4406

石川県 第61回石川県身体障害者福祉大会

　県内の身体障害者がそれぞれ連携し、
自立意識を高め、福祉施策の充実・向上
を目指し、また身体障害者に対する理解
と認識を高めることを目的に開催する。
・会場　金沢市（地場産業振興センター）
・参加者　約600名
・内容
①県知事表彰
②県身体障害者団体連合会長表彰
③記念講演

11月22日 ○
健康福祉部障害保健福祉課
電話：076-225-1426
FAX：076-225-1429

第16回福井県障害者ハートフル文化祭 　障害者の作品展、ステージ発表等 12月5日～12月6日 ○
健康福祉部障害福祉課
電話：0776－20－0338
FAX：0776－20－0639

障害者ハートフル文化祭作品展
　県庁ホールにて、障害者の方の作品を
展示

12月21日～12月25
日

○
健康福祉部障害福祉課
電話：0776－20－0338
FAX：0776－20－0639

「こころのバリアフリー」スポット広告放
送

　障害者週間に合わせて、バリアフリー表
示証制度及びハートフル専用パーキング
利用証制度に関するスポットＣＭを放送

12月上旬（予定） ○
健康福祉部障害福祉課
電話：0776－20－0338
FAX：0776－20－0639

障害者週間普及・啓発事業
　「障害者週間」普及・啓発用リーフレット
の配布等

12月3日 ○
山梨県障害者福祉協会
電話：055-252-0100
FAX：055-251-3344

障害者の主張大会
　障害のある者の福祉の在り方等の主張
を審査及び表彰

12月6日 ○
山梨県福祉保健部障害福祉課
電話：055-223ｰ1461
FAX：055-223-1464

街頭啓発キャンペーン
　障害者週間の初日に、JR長野駅及び松
本駅前において、街頭啓発活動を行う。

12月3日 ○
健康福祉部障がい者支援課
電話：026-235-7105
FAX：026-234-2369

長野県障がい者文化芸術祭
～優秀作品展～

　第18回長野県障がい者文化芸術祭「作
品展」において入賞した絵画・手芸・書
道・写真の展示

11月7日～3月20日 ○
健康福祉部障がい者支援課
電話：026-235-7103
FAX：026-234-2370

地域で暮らそうフォーラム2015
　障がいのある人もない人も、ともに地域
で暮らすための取組等について、一緒に
学び、考える機会とするためフォーラムを

12月18日～19日 ○
健康福祉部障がい者支援課
電話：026-235-7105
FAX：026-234-2369

福井県

山梨県

長野県



都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問い合わせ先

地方公共団体における「障害者週間」に関連する取組について（平成２７年度）

信州あいサポートフォーラム2015

　障がい特性を理解し、地域で支援する
人や企業を県内各地に増やすため行って
いる、「信州あいサポート運動」を推進す
るためのフォーラムを開催する。

12月19日 ○
健康福祉部障がい者支援課
電話：026-235-7108
FAX：026-234-2369

岐阜県 街頭啓発（予定）
　県内各圏域において、「障害者差別解
消法」に係る街頭啓発を実施。

未定
健康福祉部障害福祉課
電話：058-272-8309
FAX：058-278-2643

静岡県障害者芸術祭

　障害のある人の芸術活動の発表の場を
儲け広く県民に紹介し、障害のある人の
社会参加と障害福祉への理解を促進する
ため、障害者芸術祭を開催する。
内容：ステージ発表、芸術作品の展示等

11月28日 ○
健康福祉部障害者政策課
電話：054-221-3619
FAX：054-221-3267

障害者週間「推進事業」
　・ 各健康福祉センター単位で街頭キャ
ンペーンを実施
　・ ポスター、看板、懸垂幕などの掲示

12月3日～9日 ○
健康福祉部障害者政策課
電話：054-221-3619
FAX：054-221-3267

「心の輪を広げる体験作文」・「障害者週
間のポスター」作品展

　応募のあった作品のうち、愛知県入賞
作品を選定し、県障害福祉課のホーム
ページで掲載するほか、県内各地（県民
生活プラザ等）で作品を展示する。

ホームページ掲載：
10月2日

県内での展示：
11月～2月

○
健康福祉部障害福祉課
電話：052-954-6294
FAX：052-954-6920

第33回愛知県心身障害児（者）福祉大
会における知事表彰等

　心身の障害を克服して自立更生をされ
た方々や、更生援護などに功績があった
方々をたたえ、知事表彰状等の授与を行

12月5日（土）
健康福祉部障害福祉課
電話：052-954-6294
FAX：052-954-6920

第55回愛知県身体障害者福祉大会に
おける知事表彰等

　身体の障害を克服して自立更生をされ
た方々や、更生援護などに功績があった
方々をたたえ、知事表彰状等の授与を行
う

12月20日（日）
健康福祉部障害福祉課
電話：052-954-6294
FAX：052-954-6920

三重県 障がい者芸術文化祭

　障がい者の芸術・文化活動の活性化を
図るとともに、障がい者の自立と社会参
加を推進するため、障がい者芸術文化祭
を開催する

12月19～20日 ○
健康福祉部障がい福祉課
電話：059-224-2274
FAX：059-228-2085

第5回障害のある人による公募作品展
ぴかっtoアート展

　県内の障害者を対象とした公募作品展
12月4日～12月13

日
○

健康医療福祉部障害福祉課
電話：077-528-3540
FAX：077-528-4853

「障害者週間」キャンペーン事業
　県内主要駅・大型商業施設などで該当
啓発を行う（のぼり旗の掲示・ポケット
ティッシュの配布）

11月7日、
11月27日～11月29

日
○

健康医療福祉部障害福祉課
電話：077-528-3540
FAX：077-528-4853

京都とっておきの芸術祭
　障害者作品展。絵画、陶芸、俳句など、
毎年500点を超える作品を紹介。優秀作
品に対して知事、京都市長等から表彰し

12月3日～6日 ○
健康福祉部障害者支援課社会参加担当
電話：075-414-4603
FAX：075-414-4597

静岡県

愛知県

滋賀県



都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問い合わせ先

地方公共団体における「障害者週間」に関連する取組について（平成２７年度）

発達障害者支援センター「はばたき」公
開講演会

　一般府民や関係者等を対象に、広く発
達障害に係る普及啓発を図るため、講演
会を開催。講師：十一元三氏（京都大学
大学院教授）、義村さや香氏（京都大学大

12月5日 ○
京都府発達障害者支援センターはばたき
電話：075-644-6565
FAX：075-644-6567

京都府広報誌「府民だより」
　12月号において、人権特集の中で、障
害者週間の取組等紹介。

12月1日～31日
健康福祉部障害者支援課
電話：075-414-4611
FAX：075-414-4597

大阪府障がい者週間知事表彰及び心
の輪を広げる障がい者理解促進事業知
事表彰

　障がい者福祉の推進に貢献した者及び
自立した者、心の輪を広げる体験作文の
入選者及び障がい者週間のポスターの
入選者を知事が表彰する。

12月（障がい者週
間）

福祉部障がい福祉室 障がい福祉企画課
 電話：06-6941-0351(内線2459､2464)
 FAX：06-6942-7215

心の輪を広げる体験作文と障がい者週
間のポスターの入選作品集の作成

　府内市町村や小中学校等に配布 12月
福祉部障がい福祉室 障がい福祉企画課
 電話：06-6941-0351(内線2464)
 FAX：06-6942-7215

「大阪ふれあいおりがみ」、「大阪ふれあ
いすごろく」の作成・配布

　府内の小学校３年生を主たる対象に障
がい理解の基本的な事が学べる「大阪ふ
れあいおりがみ」や「大阪ふれあいすごろ
く」を作成し、教育委員会等を経由して配
布する。

12月の障がい者週
間を中心とした随時

大阪ふれあいｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実行委員会
(事務局)
福祉部障がい福祉室 障がい福祉企画課
 電話：06-6941-0351(内線6271)
 FAX：06-6942-7215

障がい者週間のポスター作成・掲出

　障がい者スポーツ（種目：障がい者ボー
ト）をテーマに、いきいきと活動する障が
い者に焦点をあてたポスターを作成し、府
内の公的機関や駅、スーパー等で掲示す
る。

11月～12月

大阪ふれあいｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実行委員会
(事務局)
福祉部障がい福祉室 障がい福祉企画課
 電話：06-6941-0351(内線6271)
 FAX：06-6942-7215

広報活動

　○大阪府政記者クラブ等への情報提供
（報道機関へのＰＲ依頼）
　○ 府広報紙「府政だより」で障がい者週
間及び障がい者施策に関する記事を掲
載

11月～12月
福祉部障がい福祉室 障がい福祉企画課
 電話：06-6941-0351(内線2464)
 FAX：06-6942-7215

兵庫県障害者芸術・文化祭
　ミュージカル、手話コーラス等。「心の輪
を広げる体験作文」、「障害者週間のポス
ター」の発表（作文集の配布等）・知事表

11月28日 ○
健康福祉部障害福祉局障害福祉課
電話：078-362-3192
FAX：078-362-3911

障害者差別解消・雇用支援セミナー
　企業、支援者、行政機関・学校関係者、
障害のある方等を対象とした差別解消・
雇用支援に関する講演

12月9日 ○
健康福祉部障害福祉局障害福祉課
電話：078-362-9104
FAX：078-362-3911

第43回奈良県障害者作品展

　県内の障害のある方の社会参加を促進
すると共に、広く県民の障害のある方に
対する理解の高揚を図ることを目的とし
て、毎年、障害者週間にあわせ、障害者

12月5日～12月10
日

○
健康福祉部障害福祉課
電話：0742-27-8517
FAX：0742-22-1814

障害者福祉啓発ティッシュ等配布
　障害者に対する理解促進と障害を理由
とする差別解消に向けた啓発活動を実施

12月3日～12月9日
（土、日除く）

奈良県障害者社会参加推進センター
電話：0744-29-0179
FAX：0744-29-0178

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県



都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問い合わせ先

地方公共団体における「障害者週間」に関連する取組について（平成２７年度）

紀の国チャレンジド賞及び
紀の国チャレンジド・サポート感謝状授
賞式

　障害者（チャレンジド）で自立して社会生
活をされている方、又その障害者の自立
と社会参加に向けて支えておられる方を

12月4日
福祉保健部障害福祉課
電話：073-441-2531
FAX：073-432-5567

障害者福祉地域啓発事業

　住民の障害者問題に関する理解と認識
を深めることや障害のある人とない人の
互いの理解と交流を深めることなどを目
的とした啓発事業

12月～1月 ○
福祉保健部障害福祉課
電話：073-441-2531
FAX：073-432-5567

「心の輪を広げる体験作文」及び「障害
者週間のポスター」

　県主催「2015人権フェスタ」会場内へ入
賞作品を展示　表彰式

11月、12月 ○
福祉保健部障害福祉課
電話：073-441-2531
FAX：073-432-5567

わかやまこころのフェスタ2015
　講演会、「ほっとする　笑顔につながる
こころの絵」表彰式

11月14日 ○
県精神保健福祉センター
電話：073-435-5194
FAX：073-435-5193

あいサポート・アートとっとり展
　県内の障がいのある人を対象に募集し
た芸術・文化作品を一堂に展示するアー
トの展覧会を、県内３会場で開催。

12月6日～12月17
日

1月15日～1月21日
○

鳥取県福祉保健部障がい福祉課
電話：0857-26-7678

障害者週間街頭啓発
　鳥取県、鳥取市、障がい福祉関係団体
が協働して、ショッピングセンター等で啓
発物品を配布。（主催：鳥取市）

未定 ○
鳥取県福祉保健部障がい福祉課
電話：0857-26-7675

中部障がいフォーラム

　障害福祉サービス事業所や地域で活動
している方がダンスや歌、演奏などを披
露するほか、出店販売、パネル・パンフ
レット展示等を実施。（主催：中部圏域障
がい者地域自立支援協議会）

12月6日 ○
中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課
電話：0858-23-3187

心の健康まつり
　精神障がいのある皆さんによる合唱、
演奏、寸劇などの舞台発表と手作りパン
などの販売を実施。

12月5日 ○
西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課
電話：0859-31-9309

ラジオ広報

　障がいの理解、障がいのある人への配
慮に係る取組である「あいサポート運動」
について、障害者支援施設に勤務するあ
いサポートメッセンジャーが説明し、参加

11月25日
鳥取県福祉保健部障がい福祉課
電話：0857-26-7675

電光掲示板で啓発
　県庁前電光掲示板を利用して障害者週
間の啓発を実施予定。

12月上旬
鳥取県福祉保健部障がい福祉課
電話：0857-26-7675

障害者週間中の県立施設等の無料開
放または入場料の減免

　障害者週間中に、県立施設等を無料開
放または入場料の減免を行う。

12月3日～12月9日 ○
健康福祉部障がい福祉課
電話：0852-22-6526
FAX：0852-22-6687

島根県障がい者アート作品展

　県立美術館ギャラリーで、県内の障が
い者から応募のあった絵画や陶芸等の作
品を展示・紹介する。また、審査を行い入
賞作品の表彰式を開催する。入場無料

12月4日～12月6日 ○
健康福祉部障がい福祉課
電話：0852-22-6526
FAX：0852-22-6687

和歌山県

鳥取県

島根県



都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問い合わせ先

地方公共団体における「障害者週間」に関連する取組について（平成２７年度）

「あいサポート運動」街頭啓発キャン
ペーン

　障がいを知りちょっとした手助けを実践
する「あいサポート運動」への参加を呼び
かけるチラシ・啓発グッズを街頭で配布す

12月3日 ○
健康福祉部障がい福祉課
電話：0852-22-6526
FAX：0852-22-6687

障がい者の権利を考えるつどい

　障がいを理由とする差別の解消等につ
いて県民の理解を深めることを目的に、
講演会「障がい者の権利を考えるつどい」
を開催する。

11月15日 ○
健康福祉部障がい福祉課
電話：0852-22-6526
FAX：0852-22-6687

ゆうあい福祉展・ナイスハートバザール

　岡山県と岡山市、障害者福祉団体、障
害者支援事業所と協働で、障害のある人
が作成したアート作品展示や障害者支援
事業所の製品の展示販売、また、障害者
差別解消法の啓発等を通じて、県民に障
害のある人に対する関心と理解を深め

イオンモール岡山・
未来スクエア
12月8日～9日

○
保健福祉部障害福祉課
電話：086-226-7343
FAX：086-224-6520

「障害者週間」啓発事業

　街頭キャンペーンや広報、講演会等の
各種啓発活動を行い、障害のある人の自
立と社会参加に関する県民の関心と理解
を深めるとともに、障害のある人への社
会参加を促進する。

11月15日～12月9
日

○
保健福祉部障害福祉課
電話：086-226-7343
FAX：086-224-6520

障害のある人の県庁アートギャラリー
　障害のある方々が作成された絵画・貼り
絵・写真などの作品を展示することで、障
害のある方々への理解を求める。

開庁日 ○
保健福祉部障害福祉課
電話：086-226-7343
FAX：086-224-6520

岡山県障害者権利擁護セミナー

　平成28年4月から施行される「障害者差
別解消法」や障害者虐待防止について、
県民の方に理解を広げることを目的に講
演等を行います。

岡山県総合福祉会
館

11月23日
○

保健福祉部障害福祉課
電話：086-226-7343
FAX：086-224-6520

津山市ふれあい作品展

　身体・知的及び精神障害のある人が作
品創作の喜びを持つとともに、社会の障
害のある人に対する正しい理解と認識を
深める

津山市役所市民
ホール

12月3日～9日
○

保健福祉部障害福祉課
電話：086-226-7343
FAX：086-224-6520

広島県 あいサポートアート展
障害のある方が創作された芸術作品の
展示会

11月3日～8日（広
島県立美術館）

12月8日～13日（ふ
くやま美術館

○

広島県障害者支援課
電話：082-513-3157
FAX：082-223-3611
㈱広島朝日広告社　あいサポートアート展係
〒730-0013　広島市中区八丁堀11-28
電話：082-228-0131

山口県 障害者芸術文化祭
　障害のある人が製作した絵画等の展示
及び歌やダンス等の上演

12月1日～12月4
日、12月6日

○
健康福祉部障害者支援課
電話：083-933-2763
FAX：083-933-2779

ヒューマンフェスタとくしま2015

　人権に関する様々な啓発事業を総合
的、一体的に実施し、基本的人権の尊重
とその擁護について正しい理解を深める
機会を提供するため、人権フェスティバル

11月15日 ○
県民環境部男女参画･人権課
電話：088-664-3701(人権担当)
FAX：088-664-3712

島根県

岡山県



都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問い合わせ先

地方公共団体における「障害者週間」に関連する取組について（平成２７年度）

第34回障がい者の集い県民大会

　障がい者福祉功労者等に対する表彰状
の授与及び感謝状の贈呈等を行い、また
「心の輪を広げる体験作文」優秀作品朗
読及び障害者週間のポスター掲示を行

12月13日 ○
保健福祉部障がい福祉課
電話：088-621-2248
FAX：088-621-2241

「障害者週間」パネル展

　県民を対象に、障がい及び障がい者へ
の理解を深めるため、「身体障がい者補
助犬」、「障がい者マイスター」のパネル展
を実施する。

12月1日～12月9日 ○
保健福祉部障がい福祉課
電話：088-621-2248
FAX：088-621-2241

発達障がい教育講演会
　発達障がいのある人を支援する教育と
福祉の機関が合同で事業を実施。

11月3日 ○
徳島県立総合教育ｾﾝﾀｰ
電話：088-672-5200
FAX：088-672-5229

発達障がい講演会
　発達障がい支援従事者（医療・保健・福
祉・教育等）に対し、事例を通じてスキル
アップを図る。

1月16日

発達障がい者総合支援ｾﾝﾀｰ
電話：0885-34-9001
FAX：0885-34-9002

特別支援教育
県民フォーラム

　特別支援教育の理念や基本的な考え
方について理解啓発を推進するため、体
験発表、講演等を実施する。

11月28日 ○
香川県教育委員会事務局特別支援教育課
電話：087-832-3757
FAX：087-806-0232

心の輪を広げる体験作文等知事表彰

　心の輪を広げる体験作文、障害者週間
ポスターについて作品を募集し、優秀なも
のに対して12月5日の「じんけんフェスタ
2015」で表彰・展示する。

12月5日 ○
香川県健康福祉部障害福祉課
電話：087-832-3291
FAX：087-806-0240

心の輪を広げる体験作文等優秀作品集
の配布

　心の輪を広げる体験作文、障害者週間
ポスターの優秀作品集を作成し、小・中学
校等へ配布する。

11月中旬
香川県健康福祉部障害福祉課
電話：087-832-3291
FAX：087-806-0240

高次脳障害支援普及事業
高次脳機能障害講演会

　高次脳機能障害の当事者とその家族か
ら、生活や仕事などについて話してもら
い、高次脳機能に関する一般の方への普
及・啓発を図る。

12月5日 ○
かがわ総合リハビリテーション福祉センター
電話：087－867-7686
FAX：087－867-0420

発達障害者地域支援に関する一般公開
講座

　学生から社会人という過渡期の発達障
害者支援について、発達障害者当事者会
からの講師による講演で、一般の方への
普及・啓発を図る。

11月15日 ○
香川県発達障害者支援センター『アルプスかがわ』
電話：087－866-6001
FAX：087－867-0420

発達障害者地域支援に関する一般公開
講座

　発達障害による生きずらさを持つ子ども
の育て方、育ち方について、35年の経験
を持つ臨床心理士による講演で、一般の
方への普及・啓発を図る。

12月19日 ○
香川県発達障害者支援センター『アルプスかがわ』
電話：087－866-6001
FAX：087－867-0420

徳島県

香川県



都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問い合わせ先

地方公共団体における「障害者週間」に関連する取組について（平成２７年度）

第35回障害者福祉推進愛媛県大会

　自立更生者、更生援護功労者、 「心の
輪を広げる体験作文」及び「障害者週間
のポスター」入賞者知事表彰
　「心の輪を広げる体験作文」発表
　講演、シンポジウム、宣言決議

12月6日 〇

保健福祉部生きがい推進局障害福祉課
在宅福祉係
電話：089-912-2423
FAX：089-931-8187

平成27年度障害者芸術活動支援事業
（演奏会）

　鍵盤楽器奏者武久源造氏による楽器演
奏及び講演

12月3日 〇

保健福祉部生きがい推進局障害福祉課
障害支援係
電話：089-912-2424
FAX：089-931-8187

平成27年度障害者芸術活動支援事業
（作品展）

　絵画・デザイン、書（毛筆）、立体作品
（陶芸）を愛媛県美術館特別展示室にて
展示

12月3日～12月9日 〇

保健福祉部生きがい推進局障害福祉課
障害支援係
電話：089-912-2424
FAX：089-931-8187

障害者週間の集い

　ノーマライゼーションの理念のもと、誰も
が安心して暮らせる共生社会の実現を目
指し、県民の理解を促進する。【会場：高
知会館、高知市帯屋町１丁目商店街ほ
か】
・障害者週間の集い知事表彰
・障害者理解に関する作文表彰

12月6日 ○
地域福祉部障害保健福祉課
電話：088-823-9663
FAX：088-823-9260

高知県障害者作品展

　障害者施設等による物品や物産等を展
示・販売し、障害者とのふれあいを通じ
て、県民の理解を深めるとともに、障害者
の社会参加の促進を図る。【会場：高知市
帯屋町２丁目商店街アーケード】

11月28、29日 ○
地域福祉部障害保健福祉課
電話：088-823-9560
FAX：088-823-9260

障害者がつくる「まごころ製品」の販売
会

　障害者がつくる「まごころ製品」を販売
【会場：県庁舎（本庁舎（行政棟、警察
棟）、総合庁舎、県議会棟】

12月1日､3日､4日及
び12月7日から9日
まで

○
福祉労働部障害者福祉課（自立支援係）
電話：092-643-3263
FAX：092-643-3304

福岡県障害者文化祭

　障害者による演奏、障害者の絵の展
示、「障害者週間」啓発活動【会場：イオン
モール福岡（糟屋郡粕屋町大字酒殿字老
ノ木１９２－１）】

12月6日 ○
福祉労働部障害者福祉課（社会参加係）
電話：092-643-3264
FAX：092-643-3304

第12回チャレンジドフォーラムinSAGA

　パネルディスカッションを行い共生社会
を実現するための方策を探る。
　・「自分らしく生きるために“今、グループ
ホームが足りない”」
　・「『人を大切に』佐賀県の障害福祉につ
いて」　等

11月7日、8日 ○
チャレンジドフォーラムinSAGA実行委員会
電話：0952-98-3839
FAX：0952-97-7228

愛媛県

高知県

福岡県



都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問い合わせ先

地方公共団体における「障害者週間」に関連する取組について（平成２７年度）

スマイルフェスタ（精神保健福祉大会）

　・精神障害者の作品展示、物品販売
　・特別講演
　　講師：全国亭主関白協会会長、フリー
マガジン「Rino」編集主幹、作家　　天野
周一　氏

11月11日 ○
佐賀県　健康福祉本部　障害福祉課
電話：0952-25-7064
FAX：0952-25-7302

バリアフリーさが映画祭
 障害や年齢に関わらず、誰もがともに楽
しめるバリアフリー映画を上映

11月20日、21日 ○

バリアフリーさが映画祭実行委員会事務局（佐賀
県文化課内）
電話：0952-25-7236
FAX：0952-25-7179

バラエティ・アート・フェスタさが2015
　障害のある人もない人も楽しめる文化・
芸術が一堂に集結したバラエティに富ん
だアートの祭典

11月22日 ○
佐賀県　文化・スポーツ部　文化課
電話：0952-25-7236
FAX：0952-25-7179

高次脳機能障害リハビリテーション講習
会

　高次脳機能障害に関する講習会
　講師：横浜市立脳卒中・神経脊椎セン
ター

11月23日 ○
佐賀県　健康福祉本部　障害福祉課
電話：0952-25-7064
FAX：0952-25-7302

佐賀県障害者作品展 　障害者が創作した作品の公募展
12月19日～1月17

日
○

佐賀県障害者社会参加推進センター
電話：0952-29-1226
FAX：0952-29-3918

アール・ブリュット展
　正規の美術教育を受けていない人が自
発的に生み出す芸術展

12月19日～1月17
日

○
佐賀県　文化・スポーツ部　文化課
電話：0952-25-7236
FAX：0952-25-7179

第6回佐賀県障害者の主張大会
　障害者及びその家族が日常生活の中
で考えていることや感じていることを発表

12月6日 ○
佐賀県障害者社会参加推進協議会
電話：0952-29-1226
FAX：0952-29-3918

課外授業
～みんなちがってみんないい～

　障害者や障害福祉サービス事業所の施
設長などを講師として、中学校、高校にお
いて、障害者との関わり方などについて
課外授業を実施

5月～11月まで随時
佐賀県　健康福祉本部　障害福祉課
電話：0952-25-7064
FAX：0952-25-7302

長崎県 長崎県障害者芸術祭

　障害者の芸術・文化活動の振興を図り、
社会への積極的な参加を促進するととも
に、障害のある人・ない人が交流を通じ
て、「ひとつのもの」を作り上げていくこと
により、障害者福祉に対する県民の理解
を広げることを目的とする。

・演舞、合唱、器楽演奏　等
・障害のある人、ない人が一緒に集い「第
九」の合唱
・障害者芸術作品展
・障害者グループの即売コーナー

12月6日 ○
長崎県障害者社会参加推進センター
TEL：095-842-8178
FAX：095-849-4703

佐賀県



都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問い合わせ先

地方公共団体における「障害者週間」に関連する取組について（平成２７年度）

【くまもとハートウィーク】
くまもと障がい者芸術展

　県内の障がい者が日頃の活動の中で
製作した、絵画、書道、陶芸、工芸等の作
品の展示会
　アール・ブリュット作品の展示会

11月17日～11月23
日

○
健康福祉部子ども・障がい福祉局障がい者支援課
電話：096-333-2237
FAX：096-383-1739

【くまもとハートウィーク】
NHKハート展

　詩とアートを組み合わせた展覧会（障害
のある人がつづった詩に込められた思い
を、ボランティアで参加くださる著名人や
アーティストが「ハート」をモチーフにアー
ト作品で表現したもの。作品を描いた著名
人の１人が「ギャラリートーク」を行う。

11月17日～11月23
日

○
健康福祉部子ども・障がい福祉局障がい者支援課
電話：096-333-2237
FAX：096-383-1739

【くまもとハートウィーク】
ふれあい路上パフォーマンス

　障がい者を含むグループによる合唱、
楽器演奏、ダンス等の発表
　障がい者福祉施設製品等展示販売会
を同時実施

12月19日 ○
健康福祉部子ども・障がい福祉局障がい者支援課
電話：096-333-2237
FAX：096-383-1739

【くまもとハートウィーク】
くまもとハートウィークフォーラム

　「心の輪を広げる体験作文」及び「障害
者週間のポスター」入賞者の表彰式
　玉木幸則（障害者相談支援センターにし
のみやセンター長）による講演

12月23日 ○
健康福祉部子ども・障がい福祉局障がい者支援課
電話：096-333-2237
FAX：096-383-1739

ときめき作品展
　県下の障がい者が制作した絵画、陶
芸、書道、写真などの作品展(例年３００
点を超える出展）

11月26日～11月30
日

○
大分県障害者社会参加推進センター
電話：097-558-8797
FAX：097-558-8797

｢障がい者週間｣福祉大会西部大会
　式典、障がい当事者の体験発表、講
演、ときめき音楽祭

12月6日 ○
大分県障害者社会参加推進センター
電話：097-558-8797
FAX：097-558-8797

宮崎県 “こころ”のふれあうフェスタ2015
　障害者週間の啓発活動と障害者芸術文
化祭を併せたイベントを開催する。

12月6日（日） ○
福祉保健部障がい福祉課
電話：0985-32-4468
FAX：0985-26-7340

平成27年度鹿児島県障害者保健福祉
大会

　障害者の社会参加への意欲を喚起する
とともに，「すべての人が相互に人格と個
性を尊重し支え合う共生社会」を目指し，
障害や障害者に対する県民の理解と認
識をより一層深めることを目的として，鹿
児島県障害者保健福祉大会を開催する。
（内容：県知事表彰，体験発表等）

11月27日 ○
保健福祉部障害福祉課
電話：099-286-2744
FAX：099-286-5558

あったか交流フェスタ2015

　障害者の自立と積極的な社会参加の促
進及び障害や障害者に対する理解と認
識を深めることを目的として，障害者と健
常者が一緒に楽しめる「あったか交流フェ
スタ」を開催する。（内容：ふれあいステー
ジ，文化教室体験，癒やし体験コーナー

11月29日 ○
保健福祉部障害福祉課
電話：099-286-2760
FAX：099-286-5558

熊本県

大分県

鹿児島県



都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問い合わせ先

地方公共団体における「障害者週間」に関連する取組について（平成２７年度）

第15回全国障害者芸術・文化祭かごし
ま大会

　障害のある人の芸術や文化活動への
参加を通じて，障害のある人の自立と社
会参加を促進するとともに，障害に対する
国民及び県民の理解と認識を深め，障害
のある人もない人も，誰もが安心して暮ら
すことのできる鹿児島づくりの実現に寄与
することを目的として，全国障害者芸術・
文化祭かごしま大会を開催する。（美術・
文芸作品展，舞台発表，講演会，ワーク
ショップ，バリアフリー映画祭，授産製品
の展示・販売等）

11月27日～29日 ○
保健福祉部障害福祉課
電話：099-286-2760
FAX：099-286-5558

「心の輪を広げる体験作文」「障害者週
間のポスター」表彰式

　「心の輪を広げる体験作文」「障害者週
間のポスター」表彰を行う。
●会場：沖縄県庁１階ロビー

12月3日～9日のい
ずれか1日

○
沖縄県障害福祉課
電話：098-866-2190
FAX：098-866-6916

第１１回こころの芸術・文化フェスティバ
ル

　県内の精神科デイケア及び地域活動支
援センター等の利用者により制作された
絵画、書道、陶芸、写真等の作品のうち、
優秀作品の展示とワークショップを行う。
●会場 ：沖縄県立博物館・美術館１階

12月1日～6日 ○
公益社団法人沖縄県精神保健福祉会連合会
電話：098-889-4011
FAX：098-888-5655

第55回沖縄県身体障害者福祉展
　障害者の芸術作品・授産製品、福祉関
連資料の展示
●会場：西原町町民交流センター１階ロ

12月8日～12日 ○
沖縄県身体障害者福祉協会
電話：098-851-3455
FAX：098-851-3855

第50回沖縄県身体障害者福祉大会

　身体障害者福祉に功績のあった個人、
団体及び他の模範となる身体障害者へ
の顕彰等
●会場：西原町町民交流センター（さわふ
じ未来ホール）

12月12日 ○
沖縄県身体障害者福祉協会
電話：098-851-3455
FAX：098-851-3855

啓発ポスター掲示
　障害者週間のポスター（札幌市入選作）
の啓発ポスターを作成し、公共機関等に
掲示する。

11月25日～12月9
日

○
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課
電話：011-211-2136
FAX：011-218-5181

街頭PR
　障害者小規模作業所等で作成した製作
品を市民へ配布する

12月3日 ○
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課
電話：011-211-2136
FAX：011-218-5181

あんま・マッサージ無料奉仕
　札幌市視覚障害者福祉協会の協力で、
市民にあんま・マッサージを無料奉仕す
る。

12月3日～12月9日 ○
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課
電話：011-211-2136
FAX：011-218-5181

楽芸会
　障がい者による文化・芸術活動の発表
会を開催する。

12月13日 ○
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課
電話：011-211-2136
FAX：011-218-5181

沖縄県

札幌市



都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問い合わせ先

地方公共団体における「障害者週間」に関連する取組について（平成２７年度）

福祉まつり「ウエルフェア2015（障害者
週間記念式典）」

・記念式典（心の輪を広げる体験作文や
障害者週間のポスター等の入賞者の表
彰等）
・障害のある方による歌やダンスなどのス
テージ発表

平成27年12月6日
（日）

13時～17時
○

健康福祉部障害企画課
電話：022-214-8164
FAX：022-223-3573

ウエルフェアスポーツ
・車いすバスケ、ボッチャ等のさまざまな
障害者スポーツの体験

平成27年12月5日
（土）

10時～14時30分
○

健康福祉部障害企画課
電話：022-214-8164
FAX：022-223-3573

ウエルフェアアート展
・障害者週間のポスター、心の輪を広げ
る体験作文、障害のある方の書道・写真・
絵画作品の展示

平成27年12月6日
（日）

13時～17時
○

健康福祉部障害企画課
電話：022-214-8164
FAX：022-223-3574

さいたま市 さいたま市「障害者週間」市民のつどい

　障害者週間を記念して、市民に障害者
への理解と関心を深めていただくことを目
的として、心の輪を広げる体験作文・障害
者週間ポスターのさいたま市優秀作品の
発表や表彰式、全国障害者スポーツ大会
さいたま市選手団の結果報告、基調講演
その他市内の障害者団体による授産製
品販売などの催しを実施する。

12月5日（土） ○
保健福祉局　福祉部　障害福祉課
電話：048-829-1308
FAX：048-829-1981

千葉市 第17回千葉市障害者福祉大会

　心の輪を広げる体験作文・障害者週間
のポスター受賞者表彰、全国障害者ス
ポーツ大会千葉市代表選手紹介、障害者
の体験・実践活動発表、障害者の演奏・
演技発表、講演会等を行う。

12月5日
○

※事前申
込要

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課
電話：043-245-5175
FAX：043-245-5549

障害者週間啓発事業
『幸せの太鼓を響かせて』上映・講演会

　横浜市障害者社会参加推進センターに
委託し、障害についての理解・啓発を図る
上映・講演会を実施します。

12月12日 ○
障害福祉部障害福祉課
電話：045-671-3602
FAX：045-671-3566

障害者週間イベント（仮称）
　横浜市役所１階の市民広場で、障害者
の作品展示や、障害者によるコンサート
を行います。

12月上旬予定 〇
障害福祉部障害企画課
電話：045-671-3603
FAX：045-671-3566

障害者週間イベント

　神奈川区役所1階区民ホールで、区障
害者地域作業所連絡会と区地域自立支
援協議会によるパネル展示と作業所自主
製品販売会を開催します。

11月30日～12月4
日

○
神奈川区高齢・障害支援課
電話：045-411-7114
FAX：045-324-3702

障害者地域作業所等活動紹介パネル
展示及びポレポレグッズ展示・販売会
（仮称）

　区役所で障害者地域作業所等の活動
紹介のパネル展示や障害者地域作業所
等の自主製品の展示・販売会を開催

11月24日～11月27
日

○
中区高齢・障害支援課
電話：045-224-8165
FAX：045-224-8159

仙台市
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一般参加

可能
問い合わせ先

地方公共団体における「障害者週間」に関連する取組について（平成２７年度）

南区地域自立支援協議会公開講座

　南区地域自立支援協議会の主催による
障害理解の普及啓発ための、映画「39窃
盗団」および当事者家族である監督講演
会の開催します。当日は、区内の障害福
祉事業所等による自主制作品の販売も

11月27日 ○
南区　高齢・障害支援課
電話：045-743-8295
FAX：045-714-7989

障害者週間キャンペーン

　作業所手作り製品の販売、障害者関係
団体・施設の活動紹介、養護学校生徒の
作品展示、障害のある子供が遊ぶことが
できるおもちゃの展示、障害者施設等利
用者によるミニコンサート

12月3日～9日 ○
青葉区社会福祉協議会
電話：045-972-8836
FAX：045-972-7519

ささえ愛福祉週間・障害者週間キャン
ペーン

①都筑区民ホールにてＰＲパネル展の開
催
②センター南駅におけるＰＲ横断幕の掲
示
③センター南駅における作業所自主製品

①12月2日～5日
②12月2日～9日
③12月2日～4日

○
都筑区社会福祉協議会
電話：045-943-4058
FAX：045-943-1863

障害者週間記念のつどい

　障害のある人もない人も共に生きるノー
マライゼーションの考え方に基づき、より
豊かな社会の実現をめざして、障害者週
間の記念行事として毎年開催。第1部で
各分野において功績のあった障害者や障
害者福祉の功労者等に対する表彰、及び
「心の輪を広げる体験作文」や「障害者週
間のポスター」の応募作品の中から優秀
作品の表彰や発表を行う。第2部では講
演会等を開催し、ノーマライゼーションの

平成27年12月5日 ○
健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
電話：044-200-2676
FAX：044-200-3932

手をつなぐフェスティバル

　市内の障害者、家族、ボランティア、地
域住民等がステージ発表やゲーム、作品
展などを共に楽しみながら交流するイベ
ントです

11月28日 ○
健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
電話：044-200-2928
FAX：044-200-3932

心の輪を広げる体験作文・障害者週間
のポスター展

　心の輪を広げる体験作文及び障害者週
間のポスターの優秀作品の展示

12月3日～9日 ○
健康福祉局福祉部障害政策課
電話：042-707-7055
FAX：042-759-4395

相模原市身体障害者作品展
　障害者の制作した絵画、書道、生け花、
写真、手芸、俳句、陶芸、川柳等の展示

12月4日～6日 ○
健康福祉局福祉部障害政策課
電話：042-707-7055
FAX：042-759-4395

相模原市身体障害者連合会・創立60周
年記念講演会
障害の理解の為に心のゆとりと思いや
り

　講演会の開催 12月5日 ○
相模原市身体障害者連合会
電話：042-854-3030
FAX：042-854-3030

障害者週間にちなんだ市の広報での告
知

　市の広報誌で，障害者週間の周知や障
がい者理解のための啓発

11月29日 ○
福祉部障がい福祉課
電話：025-226-1237
FAX：025-223-1500

横浜市

川崎市

相模原市
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まちなか障がい福祉フェス2015
障がいや障がい者について知ってもらう
ために，障がい者による音楽，障がい者
体験，授産製品の販売・PRなどのイベン

11月1日 ○
福祉部障がい福祉課
電話：025-226-1249
FAX：025-223-1500

障がい者ワクワクＷｏｒｋ展　　　～新潟
市は障がい者の「働きたい！」を応援し
ます。～

　障がい者雇用をしている企業や障がい
者の働く様子，農業・福祉の連携，新条例
等についてパネル展示し，新潟市におけ
る障がい者就労に関連した活動を紹介す
ることで，障がい者雇用の理解を促進す

12月3日～1月5日 ○
福祉部障がい福祉課
電話：025-226-1249
FAX：025-223-1500

アート化セミナー

　障がい児・者のアートを通して障がい者
への理解を深めるとともに，活動を通じた
地域交流・社会参加の促進を図る。
　また，作品の展示により障がい者アート
の認知度を高めて販売を増やし，工賃の
向上を図ることなどにより，障がい者の生
きがいづくりを進める。

1月15日～1月16日 ○
福祉部障がい福祉課
電話：025-226-1237
FAX：025-223-1500

「障害者週間」の啓発広報
　障がいの理解を促進する目的で、市広
報紙やラジオで障害者週間に関する取組
等について広報する。

平成27年11月19日
（ラジオ）

平成27年12月1日
（市広報誌）

障害者福祉課
電話：054－221-1197
FAX：054－221-1494

障がい者福祉に関するパネル等の展示

　障がいや障がいのある人、障がい者施
設等への理解を深めてもらうため、市庁
舎内、ショッピングセンターでパネル等の
展示を実施する。

平成27年12月3日
から12月9日まで

○
障害者福祉課
電話：054－221-1197
FAX：054－221-1494

授産製品の展示販売店舗「わ・ハハ」の
開設

　障がいのある人の社会参加及び障がい
のある人とない人との交流促進を目的と
して、授産製品の展示販売を実施する。

毎週水（駿河区役
所）・金（葵区庁舎）
に実施

○
障害者福祉課
電話：054－221-1197
FAX：054－221-1494

スマイルフェスタはままつ
　授産製品の販売や福祉団体による活動
発表、街頭キャンペーン

11月3日 ○
健康福祉部障害保健福祉課
電話：053-457-2864
FAX：053-457-2630

街頭キャンペーン
　（浜北区役所）

　障害者授産施設で作られた授産製品に
啓発メッセージを入れて配布し、広く市民
に対して周知を行う。　浜北区　プレ葉
ウォーク浜北

12月3日 ○
浜北区役所社会福祉課
電話：053-585-1697
FAX：053-586-5495

障害者週間啓発展示
　（本庁・中区役所）

　授産製品、団体の活動紹介、作品展
11月26日～12月8

日
○

健康福祉部障害保健福祉課
電話：053-457-2864
FAX：053-457-2630

障害者週間啓発展示
　（東区役所）

　授産製品、団体の活動紹介、作品展
11月19日～ 11月27

日
○

東区役所社会福祉課
電話：053-424-0176
FAX：053-424-0194

新潟市

静岡市
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障害者週間啓発展示
　（西区役所）

　授産製品、団体の活動紹介、作品展
11月30日～12月4

日
○

西区役所社会福祉課
電話：053-597-1159
FAX：053-597-1210

障害者週間啓発展示
　（南区役所）

　授産製品、団体の活動紹介、作品展 12月3日～12月9日 ○
南区役所社会福祉課
電話：053-425-1485
FAX：053-425-1647

障害者週間啓発展示
　（北区役所）

　小中学生の障害者週間ポスター掲示 12月3日～12月9日 ○
北区役所社会福祉課
電話：053-523-2898
FAX：053-523-1119

障害者週間啓発展示
　（浜北区役所）

　授産製品、団体の活動紹介、作品展 12月3日～12月9日 ○
浜北区役所社会福祉課
電話：053-585-1697
FAX：053-586-5495

障害者週間啓発展示
　（天竜区役所）

　授産製品、団体の活動紹介、作品展 12月3日～12月9日 ○
天竜区役所社会福祉課
電話：053-922-0024
FAX：053-922-1804

名古屋市 「障害者週間」記念のつどい 　映画上映・講演会等 12月6日 ○
健康福祉局障害福祉部障害企画課
電話：052-972-2585
FAX：052-951-3999

障害者週間のポスター展
　心の輪を広げる障害者理解促進事業に
おいて市内小中学校から募集したポス
ターを，ゼスト御池寺町広場で展示する。

12月3日～12月9日 ○
傷害保健福祉推進室
電話：075-222-4161
FAX：075-251-2940

障害者週間街頭啓発キャンペーン
障害者週間に街頭啓発キャンペーンを実
施し，啓発物品を配布している。

12月3日～12月9日 ○
傷害保健福祉推進室
電話：075-222-4161
FAX：075-251-2940

「心の輪を広げる体験作文」「障がい者
週間のポスター」大阪市優秀作品展示

　大阪市役所東側玄関ホールにて大阪市
優秀作品を展示する。

12月3日～12月9日
（土日は実施なし）

○
福祉局障がい者施策部障がい福祉課
電話：06-6208-8071
FAX：06-6202-6962

障がい者スポーツの啓発展示
　パラリンピックや車椅子バスケットボール大
阪大会等、障がい者スポーツの啓発展示を大
阪市役所東側玄関ホールで行う

12月3日～12月9日
（土日は実施なし）

○
福祉局障がい者施策部障がい福祉課
電話：06-6208-8071
FAX：06-6202-6962

障がい者週間啓発展示
　障がい者週間の啓発活動として、「大阪
ふれあいおりがみ」や補助犬の啓発パン
フレットを配布します。

12月3日～12月9日
（土日は実施なし）

○
福祉局障がい者施策部障がい福祉課
電話：06-6208-8071
FAX：06-6202-6962

公開講座「変化する素晴らしさ～可能性
を信じて－パラリンピックを通じて－

西成区民センターホールにて「変化する素晴ら
しさ～可能性を信じて－パラリンピックを通じて
－」と題して講演を行う。

平成27年12月5日
13時から15時

　　　　○
事前申込み必
要(申込期限11
月25日まで)

大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター管理
課
電話番号：06-6797-6501
ファックス番号：06-6797-8222

障がい者週間・西区街頭啓発活動
大阪市営地下鉄「九条」駅前にて、障がい者に
対する正しい理解と認識を深めるための啓発
活動を行う。

平成27年12月4
日11時から12時

○
大阪市西区役所　保健福祉課（地域福祉）
電話：06-6532-9857
FAX：06-6538-7319

浜松市

京都市

大阪市
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障がい者週間住之江区街頭キャンペー
ン

大阪市営地下鉄「住之江公園」駅前にて、障が
い者週間を啓発するチラシや物品を配布する。

平成27年12月5日
13時から15時

○
大阪市住之江区役所　保健福祉課
電話：06-6682-9857
FAX：06-6686-2039

障がい者作品展
阿倍野区民ギャラリーにて、啓発パネル
展と障がい者の方創作された作品を展示
を行う。

12月3日～12月9日
【時間：区役所開設

時間内】
○

大阪市阿倍野区役所　保健福祉課
電話：06-6622-9857
FAX：06-6629-1349

みんなで和っしょい！！
東淀川区のつどいホールにて、各種体験
講習・授産製品の販売を行う。

平成27年11月21日
11時から15時

○
大阪市東淀川区役所　保健福祉課
電話：06-4803-9845
FAX：06-6327-2840

障害者週間街頭キャンペーン
　市内の堺東駅・堺駅・中百舌鳥駅・泉ヶ
丘駅の４駅において、障害者週間の呼び
かけと啓発グッズの配布を行う。

12月3日 ○
健康福祉局障害福祉部障害施策推進課
電話：072-228-7818
FAX：072-228-8918

障害者週間フェスティバル
　堺市立健康福祉プラザにおいて、障害
の有無に関わらず楽しく交流できるイベン
ト等を開催する。

12月5日～6日 ○
健康福祉局障害福祉部障害施策推進課
電話：072-228-7818
FAX：072-228-8918

新聞啓発記事掲載事業
　「障害者週間」の初日である12月3日に
地方新聞社の協力を得て、一般紙の朝刊
に啓発記事を掲載する。

12月3日
保健福祉局障害福祉部障害福祉課
電話：078-322-6579
FAX：078-322-6044

温泉・スポーツ施設の無料開放事業
　障害者手帳所持者に対して、市営の温
泉施設および障害者スポーツ施設を無料
開放する。

12月3日～9日の間
の数日間

保健福祉局障害福祉部障害福祉課
電話：078-322-6579
FAX：078-322-6044

市民フォーラムおよび「障害者週間のポ
スター」・「心の輪を広げる体験作文」表
彰式

　障害があることによる生きづらさについ
て理解を深め、障害者差別の解消を推進
するため、一般市民に向けたフォーラムを
開催すると共に「障害者週間のポス
ター」・「心の輪を広げる体験作文」の入
選作品について表彰式を行う。

12月13日 ○
保健福祉局障害福祉部障害福祉課
電話：078-322-6579
FAX：078-322-6044

広報KOBE「障害者週間」の啓発記事掲
載。

　神戸市が発行する広報誌「広報KOBE」
に障害者週間周知の記事を掲載すると共
に合理的配慮に関する理解を深めるため
の記事を掲載する。

12月1日
保健福祉局障害福祉部障害福祉課
電話：078-322-6579
FAX：078-322-6044

さんちかアドウィンドーでの障害者週間
啓発事業

　神戸市の中心地である三宮の地下道に
あるショーウィンドーにおいて、「障害者週
間のポスター」展示や障害者週間の周
知、差別解消に向けた啓発を行う。

12月3日～25日 ○
保健福祉局障害福祉部障害福祉課
電話：078-322-6579
FAX：078-322-6044

障害者福祉大会

　岡山市障害者福祉功労者等
作品入賞者（標語、写真、作文、ポス
ター）
岡山市障害者雇用優良事業所、
優良勤労障害者表彰等の表彰
優秀作文の朗読

12月6日 ○
保健福祉局障害福祉課
電話：086-803-1236
FAX：086-803-1755

堺市

神戸市
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地方公共団体における「障害者週間」に関連する取組について（平成２７年度）

文化・啓発作品展

　障害者週間を広く市民に知っていただく
と共に、障害のある人に対する正しい理
解と認識を深めることを目的として障害者
福祉を題材にした写真、標語、作文、ポス
ターを募集し、優秀な作品を市役所１階ロ
ビー等で展示する。

12月7日～12月9日
1月13日～1月17日

○
保健福祉局障害福祉課
電話：086-803-1236
FAX：086-803-1755

街頭啓発事業

　・懸垂幕、ポスター等による啓発
　市民の往来の多い場所に懸垂幕、ポス
ター等を掲出し、広く「障害者週間」をア
ピールする。

12月3日～12月9日
保健福祉局障害福祉課
電話：086-803-1236
FAX：086-803-1755

心身障害者関係更生援護
功労者等表彰

心身障害者関係更生援護功労者等の市
長表彰

2015年12月4日
健康福祉局障害福祉部障害福祉課
電話：082-504-2147
FAX：082-504-2256

広島市心身障害者福祉センター2015文
化祭

作品展示、体験コーナー、グループ発表
等

2015年12月6日 ○
広島市心身障害者福祉センター
電話：082-261-2333
FAX：082-261-7789

第20回NHKハート展 展覧会
2015年12月16日

～12月27日
○

NHK広島放送局   (広島市共催)
電話：082-504-5218

障害者週間啓発事業
　障害者週間及び障害福祉への理解を
深めることを目的とし、障害者週間啓発イ
ベントを開催する。

未定
（12月3日～9日の

期間内に実施予定）
○

保健福祉局障害福祉課
電話：093-582-2424
FAX ：093-582-2425

(仮)障害者差別解消法街頭啓発
　障害者差別解消法の理解促進のため
の街頭啓発を行う。

12月3日～9日
のうち1日

保健福祉局障害福祉課
電話：093-582-2424
FAX：093-582-2425

第12回北九州チャンピオンズカップ国際
車椅子バスケットボール大会

　日本、韓国、アメリカ、イギリスの４ヶ国
の代表選手が対戦。あわせて小学生車
椅子バスケットボール大会・全日本ブロッ
ク選抜車椅子バスケットボール選手権大
会を行う。また、バリアフリースポーツを体
験・プレーできる体験ひろばも開催する。

11月13日(金)～15
日(日)

○
保健福祉局障害福祉課
電話：093-582-2424
FAX ：093-582-2425

第26回全国ふうせんバレーボール大会

　障害の有無、種類、程度に関わらず誰
もが対等に参加でき、一緒に楽しめる北
九州発祥のスポーツ「ふうせんバレー
ボール」の全国大会を開催する。

11月23日(月) ○
保健福祉局障害福祉課
電話：093-582-2424
FAX ：093-582-2425

第8回北九州市障害者芸術祭

　北九州市内で活動している障害者当事
者を中心としたグループ、団体によるス
テージイベントや、障害者当事者の写真・
絵・書道などの作品の展示を行う。

・ステージイベント
　11月29日（日）
・作品展示　12月1
日
　（火）～6日（日）

○
保健福祉局障害福祉課
電話：093-582-2424
FAX ：093-582-2425

北九州市

岡山市

広島市
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福岡市 障がい者週間記念の集い

　障がい者週間（12月3日～12月9日）の
12月6日に，福岡市役所西側ふれあい広
場において，記念講演，音楽・ダンス等の
ステージイベント，障がい者施設商品の
販売等を行う。
　期間中は，本庁舎と各区役所に横断幕
を掲示する

12月3日～12月9日
記念の集いは12月6

日
○

保健福祉局障がい者部障がい者在宅支援課
電話：092-711-4248
FAX：092-711-4818

心の輪を広げる体験作文・障害者週間
ポスター表彰式

　「心の輪を広げる体験作文」及び「障害
者週間のポスター」コンクール受賞者表
彰式の開催、入賞作品の展示、作品集の

12月6日 ○
健康福祉子ども局障がい保健福祉課
電話：096-328-2519
FAX：096-325-2358

平成27年度第2回熊本市障がい者サ
ポーター研修会

　著名人による講演会及び障がいの特性
や障がい者への配慮の方法等を学ぶ熊
本市障がい者サポーター研修会の開催

12月6日 ○
健康福祉子ども局障がい保健福祉課
電話：096-328-2519
FAX：096-325-2358

平成27年度ハッピースマイル・アート
ギャラリー（熊本市立小中学校特別支援
学級児童生徒作品展）

　市内小中学校の特別支援学級に在籍し
ている児童生徒の作品展示等の学習成
果の発表をとおして、参加者相互の交流
を深めるとともに、市民への特別支援教
育の理解を広く図る。

12月4日～12月7日 ○
教育委員会事務局総合支援課
電話：096-328-2743
FAX：096-323-8355

性的マイノリティ～わたしたちにできるこ
と～

　性的マイノリティの理解及び家族、地域
でできること（講演会）

12月9日 ○
中央区役所中央まちづくり交流室
電話：096-353-0151
FAX：096-353-0152

熊本市
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