
都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

1
「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

2

障害者週間
国際親善交流特別演奏会
日本・ルーマニア文化交流
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23回目。

函館公演 9月13日
札幌公演 9月15日
旭川公演 9月17日
帯広公演 9月20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

3 障がい者週間パネル展
12/3～12/9の障がい者週間に合わせ、障がい者の就労支援の取
組や条例、差別解消法パンフレット等の設置により、障がいに関す
る道民の関心と理解促進を図る。

12月5日～7日 ○
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

4
「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」の各部門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：017-734-9307
ＦＡＸ：017-734-8092

5 ねむのきアートフェスタ2016
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12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

6 岩手県
第24回岩手県障がい者文
化芸術祭

①記念式典
　応募作品及び心の輪を広げる体験作文、障害者週間ポスター入
賞者の表彰
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2016
　応募団体（障がいの有無は問わない）による歌、ダンス、パフォー
マンス等のステージ発表とゲストライブ

①11月26日

②11月17日
　　　～12月4日

③12月3日

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

平成28年度　「障害者週間」関連行事
③【都道府県・指定都市主催行事：２５２件】

北海道

青森県
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

7
心の輪を広げる体験作文等
の展示・表彰

(1)　「心の輪を広げる体験作文」等の各部門優秀作品の展示を行
う。
(2)　「心の輪を広げる体験作文」等の各部門最優秀及び優秀賞受
賞者に対して知事表彰を行う。

(1)12月5日～9日
(2)12月下旬

○
保健福祉部障害福祉課
電話：022-211-2538
ＦＡＸ：022-211-2597

8
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・販売する。

9月29日、30日
12月6日、7日（予定）

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

9
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を
行う。

12月5日～9日 〇
保健福祉部障害福祉課
電話：022-211-2542
ＦＡＸ：022-211-2597

10
第16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

11月10日～11日 ○
秋田県健康福祉部障害福祉課
電話：018-860-1331
ＦＡＸ：018-860-3866

11 障害者芸術作品の展示
第16回心いきいき芸術・文化祭の障害者福祉展入賞作品を県庁内
へ展示・紹介

12月5日～9日 ○
秋田県健康福祉部障害福祉課
電話：018-860-1331
ＦＡＸ：018-860-3866

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

13 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。

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

14 茨城県
ナイスハートふれあいフェス
ティバル2016

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8日～12日 ○
保健福祉部障害福祉課
電話：029-301-3375
ＦＡＸ：029-301-3378

15 栃木県障害者文化祭
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

10月28日、29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

16 障害者差別解消フォーラム
障害者差別の解消を推進するため、基調講演、パネルディスカッ
ションを実施する。

12月5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

17
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

12月5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

18
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5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

19
Viewing展(栃木県障害者芸
術展)

県内で創作活動をしている障害のある方々の作品を展示する。 1月10日～13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

栃木県

秋田県

宮城県
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

20 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。

④障害者就労施設応援企業を表彰する。

12月2日～6日 ○
健康福祉部障害政策課
電話：027-226-2634
ＦＡＸ：027-224-4776

21
みんな幸せ・共生社会　県
民のつどい

　久喜市との共催により、久喜市栗橋文化会館にて開催。
・「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
・手話パフォーマンス
・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
・障害者体験　など

11月27日 ○

福祉部障害者福祉課
障害者計画・団体担当
電話：048-830-3294
ＦＡＸ：048-830-4789

22
第10回塙保己一賞表彰式・
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。出演は踊正太郎氏（津軽三
味線）です。

12月17日 ○

福祉部障害者福祉推進課
社会参加推進・芸術文化担当
電話：048-830-3309
ＦＡＸ：048-830-4789

23
第7回埼玉県障害者アート
フェスティバル

・ミニ美術展（11月8日～12月4日　彩の国さいたま芸術劇場　ガレリ
ア）
・バリアフリーピアノコンサート（1月7日　彩の国さいたま芸術劇場
小ホール）

11月8日～1月7日 ○

福祉部障害者福祉推進課
社会参加推進・芸術文化担当
電話：048-830-3312
ＦＡＸ：048-830-4789

24

東京2020公認文化オリンピ
アード第5回近藤良平と障
害者によるダンス公演「どう
しても　やりたいことが　あり
まして」

東京2020公認プログラムとして、近藤良平プロデュース障害者ダン
スチーム「ハンドルズ」と埼玉県立芸術総合高等学校ダンス部とのコ
ラボレーション公演を行う。

11月12日、13日 ○

福祉部障害者福祉推進課
社会参加推進・芸術文化担当
電話：048-830-3312
ＦＡＸ：048-830-4789

25
第7回埼玉県障害者アート
企画展

障害者アーティスト、作品の魅力を伝える美術展。選ばれた約80名
の障害者アーティストの約150作品を展示する。

12月7日～11日 ○

福祉部障害者福祉推進課
社会参加推進・芸術文化担当
電話：048-830-3312
ＦＡＸ：048-830-4789

26 千葉県
第48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22日 ○
健康福祉部障害福祉課障害保健福祉推進班
電話：043-223-2340
ＦＡＸ：043-222-4133

埼玉県
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

27
障害者週間記念事業　オス
トメイト社会適応訓練講習
会

補装具の相談、オストメイトに関する講演 12月9日
健康福祉部障害福祉課障害保健福祉推進班
電話：043-223-2340
ＦＡＸ：043-222-4133

28
第45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1日～6日 ○
健康福祉部障害福祉課障害保健福祉推進班
電話：043-223-2340
ＦＡＸ：043-222-4133

29 手をつなぐ作品展

小学校、中学校及び特別支援学校の児童等県内に居住する者から
心身障害児・者に対する理解を深める内容等の作文と絵画を募集。
その中から優秀作品を表彰し、入賞絵画を県庁に展示するととも
に、優秀作品をまとめた冊子を作成し、県内各関係機関に配布す
る。

作品募集：9月1日～
10月15日

絵画展示：12月14日
～21日

○
健康福祉部障害福祉課障害保健福祉推進班
電話：043-223-2340
ＦＡＸ：043-222-4133

30 さわやか芸能発表会
知的障害児・者と家族、福祉関係者が一同に会し、文化活動の発表
を通じて互いの交流と県民の理解を深める。

12月6日 ○
健康福祉部障害福祉課施設整備班
電話：043-223-2646
ＦＡＸ：043-222-4133

31
千葉県障害者グループホー
ム大会

講演、シンポジウム等により、障害者グループホームの現状と今後
の役割について参加者と共に考えます。

12月10日 ○
健康福祉部障害福祉課施設指導班
電話：043-223-2308
ＦＡＸ：043-222-4133

32 広報活動計画

（１）ポスターの掲示・カレンダーの配布
　障害者週間普及啓発ポスター・カレンダー3,450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
テーマ番組を放映

（1）12月3日～9日
（2）11月28日～12月2
日

福祉保健局計画課社会参加推進担当
電話：03-5320-4147
ＦＡＸ：03-5388-1413

33 ふれあいフェスティバル
障害のある人もない人参加できるイベントを開催し、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

12月5日 ○
福祉保健局計画課社会参加推進担当
電話：03-5320-4147
ＦＡＸ：03-5388-1413

34 障害者相談事業
都内在住の障害のある方からの相談に、弁護士等が電話・ＦＡＸ・
メールにて無料で応じる。

障害者週間
（12月5日を除く）

福祉保健局計画課社会参加推進担当
電話：03-5320-4147
ＦＡＸ：03-5388-1413

35 障害者差別解消フォーラム 障害者差別解消法に関する講演、障害者週間ポスター展示など 12月2日（金） ○
保健福祉局福祉部障害福祉課調整グループ
電話：045-210-4703
ＦＡＸ：045-201-2051

36
第8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10日（土）～11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：045-210-4709
ＦＡＸ：045-201-2051

東京都

千葉県

神奈川県
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

37 障害者芸術文化祭
美術展：障害者が制作した美術・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13日～19日
11月20日
11月20日

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

38
「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薦する。

募集期間：7月1日～
9月5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

39

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行う。

12月3日～9日 ○
厚生部障害福祉課
電話：076-444-3213
ＦＡＸ：076-444-3494

40 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。 12月2日、4日 ○
厚生部障害福祉課
電話：076-444-3213
ＦＡＸ：076-444-3494

41
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6日 ○
厚生部障害福祉課
電話：076-444-3211
ＦＡＸ：076-444-3494

42
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～10日 ○
商工労働部職業能力開発課
電話：076-444-3260
ＦＡＸ：076-444-4406

43 石川県
第62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　能登町（内浦体育館）
・参加者　約500名
・内容
①県知事表彰
②県身体障害者団体連合会長表彰

11月6日 ○
健康福祉部障害保健福祉課
電話：076-225-1426
ＦＡＸ：076-225-1429

44
第17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3日～4日 ○
健康福祉部障害福祉課
電話：0776－20－0338
ＦＡＸ：0776－20－0639

45
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5日～9日 ○
健康福祉部障害福祉課
電話：0776－20－0338
ＦＡＸ：0776－20－0639

46
「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、障害者や高齢者を含むすべての人が、お
互いを思いやる「こころのバリアフリー」を醸成するＣＭを作成し、放
送する。

12月3日～9日 ○
健康福祉部障害福祉課
電話：0776－20－0338
ＦＡＸ：0776－20－0639

福井県

新潟県

富山県
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

47 山梨県 障害者の主張大会

障害のある人が日常生活の中で考えていることを広く県民に伝える
ことにより、「障害」と「障害のある人」に対する正しい理解を深め、
障害のある人とない人がこれからの障害者福祉の在り方について
共に考えることを目的として開催する。

12月8日 ○
山梨県福祉保健部障害福祉課
電話：055-223-1460
ＦＡＸ：055-223-1464

48 街頭啓発 JR長野駅及び松本駅前における街頭啓発活動 12月2日 ○
健康福祉部障がい者支援課
電話：026-235-7108
ＦＡＸ：026-234-2369

49 手話による交流イベント
手話の体験、県内の手話歴史展、コミュニケーション支援サービス
の体験

12月3日 ○
健康福祉部障がい者支援課
電話：026-235-7103
ＦＡＸ：026-234-2369

50
ザワメキアート～信州の障
がいのある人の表現とアー
ル・ブリュット～

障がいのある人の創作作品の公募展、ギャラリートーク等（県内2会
場）

12月8日～1月23日 ○
健康福祉部障がい者支援課
電話：026-235-7103
ＦＡＸ：026-234-2369

51
障がいを理由とした差別の
解消に向けた地域セミナー

「ともに生きる福祉の地域づくりを目指して」と題して講演会・シンポ
ジウムの開催

12月15日
2月22日

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

52
地域で暮らそうフォーラム
2016！

　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を
学び、考える基調講演会、分科会の開催

12月17日 ○
健康福祉部障がい者支援課
電話：026-235-7105
FAX：026-234-2369

53
長野県障がい者文化芸術
祭優秀作品巡回展

第19回長野県障がい者文化芸術祭入賞作品（絵画・手工芸・書・写
真・文芸）の展示（県内5会場）

11月2日～3月19日 ○
健康福祉部障がい者支援課
電話：026-235-7103
ＦＡＸ：026-234-2369

54 長良川ふれあいマラソン
障がいのある人もない人も同じコースを走りふれあいを深めること
により、障がいに関する理解や障がい者の社会参加を促進するた
めのマラソン大会の開催。

10月2日 ○
健康福祉部障害福祉課
電話：058-272-8309
ＦＡＸ：058-278-2642

55
岐阜県障害者スポーツ大会
秋大会

陸上競技等に加え、大玉ころがしや綱引きなど重度の障がい者も参
加できる軽スポーツなども取り入れたレクリエーション性の高いス
ポーツ大会の開催。

10月16日
健康福祉部障害福祉課
電話：058-272-8309
ＦＡＸ：058-278-2642

56
岐阜県農業参入チャレンジ
セミナー

農福連携の推進に向けたシンポジウムの開催や、農福連携に取り
組む福祉サービス事業所による農産物販売会の開催。

11月19日
健康福祉部障害福祉課
電話：058-272-8309
ＦＡＸ：058-278-2643

57 福祉友愛プール竣工式
障がい者が１年を通じて利用できる屋内温水プール「岐阜県福祉友
愛プール」が12月1日にオープンすることから、その竣工式を開催。

11月27日
健康福祉部障害福祉課
電話：058-272-8309
ＦＡＸ：058-278-2643

58 新聞啓発広告掲載
障害者週間の告知とともに、障害者差別解消法・県共生社会条例
の紹介、岐阜県障害がい者差別解消支援センターの利用案内等を
内容とする新聞啓発広告を実施。

12月上旬
健康福祉部障害福祉課
電話：058-272-8309
ＦＡＸ：058-278-2643

長野県

岐阜県
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

59 街頭啓発事業

県内５圏域において、県、市町村、障害者関係団体等による街頭啓
発を実施、チラシ等により「障害者差別解消法」「岐阜県障害のある
人もない人も共に生きる清流の国づくり条例」「岐阜県障がい者差
別解消支援センター」を周知。

12月上中旬
健康福祉部障害福祉課
電話：058-272-8309
ＦＡＸ：058-278-2643

60

障害のある人もない人も共
に生きる清流の国づくり県
民大会「ふれあいハートフ
ルステージ」の開催

共生社会づくりの推進と障がい者芸術の振興に向け、障がいのある
人もない人もともに参加できるクリスマスイベントを開催。
　・共生社会に向け、模範となる「団体・事業所」、「個人」の表彰
　・障がい者芸術（ダンス、ピアノ演奏、合唱）の鑑賞
　・障がい者アート展等の入賞作品の展示

12月下旬 ○
健康福祉部障害福祉課
電話：058-272-8309
ＦＡＸ：058-278-2643

61 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設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：舞台公演発表、芸術作品の展示等

11月12日 ○
健康福祉部障害者政策課
電話：054-221-2328
ＦＡＸ：054-221-3267

62 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する。
内容：ポスター等の掲示、啓発品の配布

12月3日～9日 ○
健康福祉部障害者政策課
電話：054-221-2328
ＦＡＸ：054-221-3267

63
「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、ホームページ
へ掲載するほか、県内各地（県民生活プラザ等）で作品を展示す
る。

HP掲載：9月30日～
県内での展示：10月～
2月

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

64
第34回愛知県心身障害児
（者）福祉大会知事表彰

心身障害児（者）の福祉の増進に尽力し、その功績の顕著な者及び
自立更生した心身障害者で、他の心身障害児（者）の模範となる者
を表彰する。

12月3日
健康福祉部障害福祉課
電話：052-954-6294
FAX：052-954-6920

65

第56回愛知県身体障害者
福祉大会自立更生者、更生
援護功労者（団体）知事表
彰

障害を克服して自立更生した身体障害者で他の身体障害者の模範
となる者及び多年にわたり身体障害者の更生援護に特に功労の
あった者（団体）を表彰する。

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

66
第16回愛知県障害者芸術・
文化祭あいち大会

障害のある方の芸術・文化活動への参加を通じて、障害のある方の
社会参加と障害のある方に対する理解のさらなる促進を図るため、
全国公募の美術・文芸作品の展示、舞台芸術の発表、県内外で活
躍するアーティスト等の作品の展示・発表、交流イベント等を開催す
る。

12月9日～11日
（美術・文芸作品展は

12月3日～11日）
○

健康福祉部障害福祉課
電話：052-954-6697
FAX：052-954-6920

67
平成28年度こころの健康
フェスティバルあいち

県民の方々と関係団体が集まり、講演やふれあい企画等の催し物
を通して精神障害への正しい理解を深めることを目的に開催する。
また、式典において精神保健福祉事業に功労があった方々を表彰
する。

12月17日 ○
健康福祉部障害福祉課こころの健康推進室
電話：052-954-6622
FAX：052-954-6920

愛知県

静岡県

岐阜県
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

68 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17日～18日 ○
健康福祉部障がい福祉課
電話：059-224-2274
ＦＡＸ：059-228-2085

69
第6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2日～11日 ○
健康医療福祉部障害福祉課
電話：077-528-3540
ＦＡＸ：077-528-4853

70
「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25日～28日
12月3日、4日

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

71
京都府発達障害者支援セ
ンターはばたき　公開講演
会

発達障害の理解と支援に向けた講演会
講師：大阪府済生会野江病院小児科部長　荒木　敦　氏

11月19日
○

（事前申込要）

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

72 ヘルプマークの広報・周知
障害のある方の社会参加を推進するため、平成28年度から導入し
たヘルプマークの街頭啓発を実施。

12月2日
○

（街頭啓発）

京都府健康福祉部障害者支援課
電話：075-414-4611
ＦＡＸ：075-414-4597

73 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ている。

12月1日～4日 ○
京都府健康福祉部障害者支援課社会参加担当
電話：075-414-4601
ＦＡＸ：075-414-4597

74 共生の芸術祭
障害のある方の作品だけではなく、制作の背景なども併せて展示。
京都市内、北部、南部で巡回展を開催。

12月13日～18日
（2月　木津川市）
（3月　福知山市）

○
京都府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

75 art space co-jin 企画展
きょうと障害者文化芸術推進機構（事務局：京都府障害者支援課）
の事務局兼ギャラリーにおいて、障害のある方の芸術作品を企画
展示。

11月3日～12月25日
1月7、8日
1月13日～

○
京都府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

76 農福連携マルシェ（仮称）
農業分野と福祉分野が連携する農福連携の一環として、障害福祉
サービス事業所等によるマルシェ（農産品販売会）を開催。

11月下旬～1月上旬
の間で数日間実施予

定
○

京都府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

77

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、2481）
ＦＡＸ：06-6942-7215

78
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2481）
ＦＡＸ：06-6942-7215

79
「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ペーン実行委員会
（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2481）
ＦＡＸ：06-6942-7215

大阪府

滋賀県

京都府
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

80
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：障がい者アーチェリー）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ペーン実行委員会
（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2481）
ＦＡＸ：06-6942-7215

81 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2481）
ＦＡＸ：06-6942-7215

82 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）・知事表彰。

12月3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

83
障害者差別と人権問題を考
える政策プレゼンテーショ
ン・コンテスト

高校生以上の学生を対象とした「障害者差別と人権問題に関する
政策提案レポート」の事前提出者のうち、事前審査を経た最優秀作
品候補者が、研究成果の発表を行う。

12月4日 ○

健康福祉部障害福祉局障害福祉課
（障害者権利擁護担当）
電話：078-362-9104
ＦＡＸ：078-362-3911

84
平成28年度障害者自立更
生者及び更生援護功労者
知事表彰式

障害を克服し、又、障害者（精神障害者を除く。）の更生援護に尽力
のあった者のうち、その功績が特に顕著であると認められる者の表
彰を実施。

11月25日
健康福祉部障害福祉課
電話：0742-27-8517
ＦＡＸ：0742-22-1814

85
第44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、障害者作品展を開催。

12月3日～12月8日 ○
健康福祉部障害福祉課
電話：0742-27-8517
ＦＡＸ：0742-22-1814

86
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2日～12月9日
(上記の期間のうち、

1日）

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

87
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表彰

12月8日
福祉保健部障害福祉課
電話：073-441-2531
ＦＡＸ：073-432-5567

88 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

89
「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「2016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

90
わかやまこころのフェスタ
2016

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19日 ○
県精神保健福祉センター
電話：073-435-5194
ＦＡＸ：073-435-5193

大阪府

和歌山県

兵庫県

奈良県
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

91
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4日～15日
1月13日～19日

○
鳥取県福祉保健部障がい福祉課
電話：0857-26-7678
FAX：0857-26-8136

92 電光掲示板で啓発 県庁前の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
FAX：0857-26-8136

93
「心の輪を広げる体験作文」
及び「障害者週間のポス
ター」表彰式

「障害者週間」の啓発を図るため、毎年度内閣府と共催で募集して
いる「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」の県
内優秀作品について、表彰式を実施。

12月上旬
鳥取県福祉保健部障がい福祉課
電話：0857-26-7675
FAX：0857-26-8136

94 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：中部圏域障がい者自立支援協議会）

12月11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
FAX：0858-23-4803

95 心の健康啓発イベント
精神障がいのある方との交流を通じて、精神障がいと精神保健福
祉に対する正しい知識の普及を図る。

11月5日、6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
FAX：0859-34-1392

96
アルコール健康障害を考え
るフォーラム

アルコール健康障害について、県民に広く周知し、関心と理解を深
める。

11月12日 ○
鳥取県福祉保健部障がい福祉課
電話：0857-26-7862
FAX：0857-26-8136

97
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～9日 ○
健康福祉部障がい福祉課
電話：0852-22-6526
ＦＡＸ：0852-22-6687

98
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2日～4日 ○
健康福祉部障がい福祉課
電話：0852-22-6009
ＦＡＸ：0852-22-6687

99
「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る。

12月3日 ○
健康福祉部障がい福祉課
電話：0852-22-6009
ＦＡＸ：0852-22-6687

100 あいサポートフェスタ❤2016

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る。

イオンモール岡山・
未来スクエア
12月5日～6日

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

101 「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。

10月29日～12月9日 ○
保健福祉部障害福祉課
電話：086-226-7343
ＦＡＸ：086-224-6520

岡山県

島根県

鳥取県
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

102
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

103 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5日～9日
○

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

104 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29日～12月４日
（広島県立美術館）
12月13日～18日
（ふくやま美術館）

○

広島県障害者支援課
電話：082-513-3155
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

105 障害者芸術文化祭
障害のある人が制作した芸術作品の展示及び音楽やダンス等の上
演

12月5日～8日、10日 ○
健康福祉部障害者支援課
電話：083-933-2763
ＦＡＸ：083-933-2779

106
県庁あいサポートアート
ギャラリー

障害のある人が制作した芸術作品を、県庁のエントランスホールに
展示

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

107
障がいのある人もない人も
みんなで集おうハートフル
フェスタ

「障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例」の制定を
記念し，障がい者福祉功労者等に対する表彰や心の輪を広げる体
験作文優秀作品朗読等を行う「障がい者の集い県民大会」に加え，
講演会や福祉機器展を開催し，条例や差別解消法への理解を深め
る。

11月27日 ○
保健福祉部障がい福祉課
電話：088-621-2248
ＦＡＸ：088-621-2241

108
YouMe（ゆめ）チャレンジフェ
ア2016

特別支援学校高等部の生徒が，様々な形で働きたい想いを表現で
きる場や事業所との懇談等をとおして，個々の就労意欲向上を図る
とともに，事業所における障がい理解や障がい者雇用の推進を図
る。

1月26日
教育委員会事務局特別支援教育課
電話：088-621-3141
ＦＡＸ：088-621-2882

109
ヒューマンフェスタとくしま
2016

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を実施する。

12月11日 ○
県民環境部男女参画・人権課
電話：088-621-2187
ＦＡＸ：088-621-2844

110 発達障がい者教育講演会
とくしま教育の日事業として、発達障がいについての理解促進を図
るため、講演会を実施する。

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

111
ペアレント・メンター養成研
修応用講座　公開講座

ペアレント・メンター養成研修受講者の他、支援者や発達障がい者
に関心のある方を対象に講座を実施し、発達障がいについての理
解促進を図る。

11月5日 ○
発達障がい者総合支援センター
電話：0885-34-9001
ＦＡＸ：0885-34-9002

徳島県

岡山県

山口県
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

112
思春期・自己理解教室報告
会（仮称）

大学及び発達障がい者総合支援センターで実施する思春期・自己
理解教室についての成果発表を実施する。

1月9日 ○
発達障がい者総合支援センター
電話：0885-34-9001
ＦＡＸ：0885-34-9002

113 目で見る精神保健展
精神保健に関する正しい知識と理解を得るために、精神障がい者
の作品と精神保健福祉関係資料の展示等を行う。

11月8日、9日 ○
保健福祉部健康増進課
電話：088-621-2225
ＦＡＸ：088-621-2841

114
心の輪を広げる体験作文等
表彰式・作品展示

心の輪を広げる体験作文、障害者週間のポスターの優秀作につい
て、12月3日の「じんけんフェスタ2016」で表彰・展示する。

12月3日 ○
健康福祉部障害福祉課
電話：087-832-3291
FAX：087-806-0240

115
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、障害者週間の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
健康福祉部障害福祉課
電話：087-832-3291
FAX：087-806-0240

116
さべかい・ともいきシンポジ
ウム

パラリンピック金メダリストの講演や障害のある若手アスリートとの
トークイベントの開催を通じて、障害者理解や障害者の社会参加の
促進を図る。

12月3日 ○
健康福祉部障害福祉課
電話：087-832-3291
FAX：087-806-0240

117
発達障害者地域支援に関
する一般公開講座

小児科医、保護者、療育センター所長である講師が、「発達障害者
の社会参加を見据えた子育てと支援」をテーマに講演し、一般の方
への普及・啓発を図る。

12月18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

118
発達障害者地域支援に関
する一般公開講座

広汎性発達障害、ＡＤＨＤ当事者とその母が講師を務め、当事者の
声を語ることで、一般の方への普及・啓発を図る。

12月25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

119 愛媛県
第36回障がい者福祉推進
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、宣言決議

12月9日 〇

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

120 高知県 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：高知県立高知
追手前高等学校芸術ホール】
・障害者理解に関する作文表彰
・障害者週間の集い知事表彰
・障害者スポーツに関する講演会

12月3日 ○
地域福祉部障害保健福祉課
電話：088-823-9663
FAX：088-823-9260

徳島県

香川県
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

121 高知県 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26、27日 ○
地域福祉部障害保健福祉課
電話：088-823-9560
FAX：088-823-9260

122
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、5日～9日 ○
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

123 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4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

124
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：やきつべの径診療所　児童精神科医　　夏苅
郁子　先生

11月8日 ○
佐賀県　健康福祉部　障害福祉課
電話：0952-25-7064
FAX：0952-25-7302

125 障害者月間
障害者週間を含む11月15日から12月14日の1か月間を「障害者月
間」と定め、チラシ、ポスター等の配布
知事による障害者スポーツの体験

11月15日～12月14日
佐賀県　健康福祉部　障害福祉課
電話：0952-25-7064
FAX：0952-25-7302

126 笑顔deさいこうマルシェ 障害サービス事業所による販売会の開催 11月19日、20日 ○
佐賀県　健康福祉部　障害福祉課　就労支援室
電話：0952-25-7143
FAX：0952-25-7302

127
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：国立障害者リハビリテーションセンター　学院長　　中島　八十
一　先生

11月26日 ○
佐賀県　健康福祉部　障害福祉課
電話：0952-25-7064
FAX：0952-25-7302

128
第7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。
「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間のポスター」コンクールの
表彰を行う。

12月4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

129
課外授業
～みんなちがってみんない
い～

障害当事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～12月まで随時
佐賀県　健康福祉部　障害福祉課
電話：0952-25-7064
FAX：0952-25-7302

130 みんなで楽しむ映画上映会
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

12月4日、1月8日 ○
佐賀県　文化・スポーツ交流局 文化課
電話：0952-25-7236
FAX:0952-25-7179

佐賀県

福岡県
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

131 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17日～25日 ○

佐賀県　文化・スポーツ交流局 文化課
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

132
Sブリュットワークショップin
鳥栖

ダンス、絵画、缶バッチワークショップの開催 1月8日 ○

佐賀県文化・スポーツ交流局 文化課
社会福祉法人はる
電話：0952-37-7078
FAX：0952-34-1024

133 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、障害のある人と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
の輪を広げることを目的とする。

・演舞、合唱、器楽演奏 等
・障害のある人とない人が一緒に集い歌う「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

          2月18日

※ 例年12月の障害者
週間に合わせて開催
していたが、今年度は
会場の都合により2月
に開催。

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

134
【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

11月22日～27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

135
【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。)

11月22日～27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

136
【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
表彰式及び障がい者への理解を深めるための講演

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

137 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10日～14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

138
｢障がい者週間｣福祉大会
大分大会

式典、障がい当事者の体験発表、講演、ときめき音楽祭 12月4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

139 宮崎県 こころのふれあうフェスタ

・各種作品展入賞者表彰
・ステージ発表（キーボード演奏、
　コーラス、和楽器演奏等）
・講演会（講師：障がい者の方）
・作品展示（絵画作品等）

12月3日 ○
福祉保健部障がい福祉課
電話：0985-32-4468
ＦＡＸ：0985-26-7340

佐賀県

熊本県

大分県
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

140
平成28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，講演　等）

11月16日 ○
保健福祉部障害福祉課
電話：099-286-2746
FAX：099-286-5558

141 あったか交流フェスタ2016

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，展示即売会，体験教室，文化作品展　等）

12月4日 ○
保健福祉部障害福祉課
電話：099-286-2746
FAX：099-286-5558

142 ハートフェア 精神障害者の作成した商品の販売、医師、精神保健福祉士の講話 11月10日（木） ○
沖縄県立宮古病院
電話：098-072-3151

143 うるま市福祉まつり
・障がいについての地域住民への広報啓発
・障がい者就労支援事業所の製品販売、舞台発表、活動紹介など

11月19日（土） ○
うるま市福祉部　福祉総務課
電話：098-989-0203
FAX：098-982-6041

144
宮古島市精神障害者文化
作品展

精神障害者の作品の展示及び投票
11月1日（火）～4日

（金）
○

宮古島市障がい福祉課
電話：098-073-1975

145
精神保健福祉普及月間講
演会

精神保健福祉に関する講演 11月下旬予定 ○
宮古保健所　地域保健班
電話：0980-72-8447

146
八重瀬町理解促進研修・啓
発事業講演会

発達障がい者の理解促進普及啓発講演会 12月3日（土） ○ 八重瀬町役場社会福祉課：098-998-9598

147 こころの健康フェスタ 精神障害を主とする事業所が出展し、商品を販売する。 11月27日（日） ○
ふれあいプラザ宮古
電話：098-072-6668

148 映画上映会 精神障害に関する映画上映会
11月13日（日）

13：30～
○

宮古島地域精神医療保健福祉研究会
メール：miyakojima.mentalhealth@gmail.com

149
第12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。

11月22日（火）～27日
（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

150 障害者週間
南城市障害者団体・施設の活動紹介（パネル展示）作品・製品の展
示・販売

12月第3週予定 ○
福祉部生きがい推進課
電話：098-946-8985
ＦＡＸ：098-882-8114

沖縄県

鹿児島県
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

151
「障害者週間」福祉展示フェ
ア

障害福祉への理解と障がい者の社会参加等を目的に作品展示、ラ
ンチタイムコンサート、体験活動などを行う。

12月6日（水）～8日
（金）

○
健康福祉部障がい福祉課
電話：098-939-1212 （内線3154）
ＦＡＸ：098-939-7739

152 与那原町福祉まつり
パネル展示、物品（自主製作）販売、相談ブース、体験コーナー（ア
イマスク、車椅子、高齢者疑似体験）、講演会

11月19日（土） ○
与那原町福祉課
電話：098-945-1525
FAX：098-946-4597

153
第56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
11月29日（火）～12月

3日（土）
○

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

154 障害者週間関連の取組
パネルの展示（町内にある障がい福祉事業所の事業所紹介を兼ね
たパネル展）

12月1日（木）～12日
（月）

○
八重瀬町役場社会福祉課
電話：098-998-9598

155 講演会 発達障がいに関する講演会 12月3日（土） ○
八重瀬町役場社会福祉課
電話：098-998-9598

156 パネル展等 障害福祉事業紹介、相談事業紹介、講演会等
12月3日（土）～9日

（金）
○

嘉手納町福祉課
電話：098-956-1111
ＦＡＸ：098-956-8094

157
第51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

12月3日（土） ○
沖縄県身体障害者福祉協会
電話：098-851-3455
ＦＡＸ：098-851-3855

158
パンフレットの配布による広
報活動

・市内事業所紹介パネル展での障がい者に関するパンフレットの配
布
・市役所内でのパンフレットの配布活動
・発達障害の理解促進に向けた取り組み

12月5日（月）～9日
（金）

○
福祉部障がい・長寿課
電話：098-850-5320
ＦＡＸ：098-856-7046

159
「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。 12月9日（金） ○
沖縄県障害福祉課
電話：098-866-2190
ＦＡＸ：098-866-6916

160 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：011-211-2936
ＦＡＸ：011-218-5181

161 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2日 ○
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課
電話：011-211-2936
ＦＡＸ：011-218-5181

沖縄県

札幌市
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

162
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5日～9日 ○
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課
電話：011-211-2936
ＦＡＸ：011-218-5181

163 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11日 ○
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課
電話：011-211-2936
ＦＡＸ：011-218-5181

164
市内郵便局への元気ショッ
プ出前出店

障がいのある方が通う施設の製品を販売する「元気ショップいこ～
る」「元気ショップ」と市内の障がい者福祉施設が市内の郵便局へ出
前出店します。

12月5日～9日 ○
障がい保健福祉部障がい福祉課
電話：011-211-2936
ＦＡＸ：011-218-5181

165 特例子会社フェア
元気ショップいこ～るにおいて、特例子会社で取り扱っている製品を
販売する。

12月3日～9日 ○
障がい保健福祉部障がい福祉課
電話：011-211-2936
ＦＡＸ：011-218-5181

166
障害者差別解消法周知啓
発ポスター及びパンフレット
配布

障害者差別解消法の周知啓発を目的にポスター及びパンフレットを
作成し、市有施設や賛同いただいたスーパー等で掲示等をする。

12月3日～9日
障がい保健福祉部障がい福祉課
電話：011-211-2936
ＦＡＸ：011-218-5181

167
障害者差別解消法　道民
フォーラム　in　札幌

北海道と共催により、札幌市民を含む道民一人ひとりが、それぞれ
の立場において、自発的に障害者差別解消法の推進に寄与するこ
とを目的にフォーラムを開催する。

12月17日 ○
障がい保健福祉部障がい福祉課
電話：011-211-2936
ＦＡＸ：011-218-5181

168
福祉まつり「ウエルフェア
2016（障害者週間記念式
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、障害のある方による歌やダンスなどのステージ発表、障害保健
福祉に関する講演会を実施する。

12月4日 ○
健康福祉部障害企画課
電話：022-214-8163
ＦＡＸ：022-223-3573

169 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を実
施する。

12月3日 ○
健康福祉部障害企画課
電話：022-214-8163
ＦＡＸ：022-223-3573

170 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・絵画作品の展示を実施する。

12月3日～9日 ○
健康福祉部障害企画課
電話：022-214-8163
ＦＡＸ：022-223-3573

171
もりのみやこのふれあいコ
ンサート2016

障害のある方と同行者を対象とした仙台フィルハーモニー管弦楽団
による演奏会を実施する。

12月7日 ○
文化スポーツ部文化振興課
電話：022-214-6137
ＦＡＸ：022-213-3225

172 さいたま市
さいたま市「障害者週間」市
民のつどい

「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最優
秀賞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物品飲
食販売などの催しを実施する。

12月10日（土） ◯
保健福祉局　福祉部　障害政策課
電話：048-829-1306
FAX：048-829-1981

札幌市

仙台市
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
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173 千葉市
第18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3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

174 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。

11月30日～12月15日 ○
障害福祉部障害企画課
電話：045-671-3603
ＦＡＸ：045-671-3566

175 わたしは街のパン屋さん
障害のある方の社会参加や普及啓発を目的として、横浜市役所１
階で市内の障害者施設や地域作業所等で手作りしているパン・焼
菓子を展示販売します。

12月中旬（予定） ○
障害福祉部障害企画課
電話：045-671-3992
ＦＡＸ：045-671-3566

176
障害者週間啓発事業
小室等弾き語り『創ろうみん
なで共にいくる社会を』

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・啓発を図る講演会を実施します。

12月4日 ○
障害福祉部障害福祉課
電話：045-671-3602
ＦＡＸ：045-671-3566

177 障害者週間キャンペーン
・鶴見区役所区民ホールにて、区障害児者団体連合会主催のＰＲ
パネル展及び区内障害福祉サービス事業所等による自主製品販売
・鶴見区役所正面玄関における障害者週間ＰＲの横断幕掲示

12月5日～9日 ○
鶴見区高齢・障害支援課
電話：045-510-1847
FAX：045-510-1897

178
西区小学校・中学校ふれあ
い作品展

西区役所にて西区域の小中学校個別支援級に在籍する児童・生徒
の作品を展示

12月5日～7日 ○
西区高齢・障害支援課
電話：045-320-8418
ＦＡＸ：045-290-3422

179 障害者週間イベント（仮称）

①中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
②理解啓発ポスター「それをするにはわけがある」（コンビニ編）の配
布、掲示

①11月21日～25日
②12月3日～9日

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

180
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のた
め、映画「くちづけ」の上映および俳優（原作・脚本・出演）の講演会
を開催します。当日は、区内の障害福祉事業所等による自主制作
品の販売も行います。

11月25日 ○
南区高齢・障害支援課
電話：045-341-1141
ＦＡＸ：045-341-1144

181
旭区地域生活支援フォーラ
ム

旭区自立支援協議会主催による「障害がある人にとっての成年後
見制度について」講演会を実施します。公会堂ロビーで区内の障害
福祉事業所等による自主制作品の販売も行います。

12月10日 ○
旭区高齢・障害支援課
電話：045-954-6128
FAX：045-955-2675

横浜市
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加
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182 川崎市 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
ンの理念の普及・啓発を図る。

12月4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

183
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1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

184
相模原市身体障害者作品
展

障害者の製作した絵画、書道、生け花、写真、手芸、俳句、陶芸、川
柳等の展示

12月2日～4日 ○
健康福祉局福祉部障害政策課
電話：042-707-7055
FAX：042-759-4395

185
平成28年度　相模原市障害
者週間のつどい

「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
の表彰式、講演会の開催

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

186
詩と絵画のコラボレーション
展

精神に障害を抱える人が作った詩及びその詩を題材に市民画家等
が制作した絵の展示

12月1日～5日 ○

地域活動支援センターカミング
電話：042-759-5117
FAX：042-759-5118
南障害者地域活動支援センター（みなみ風）
電話：042‐701-3932
FAX：042-701-3918

187
障がいや障がいのある人に
対する市民の理解を深める
パネル等の展示

障がいの特性や障がいのある人が日常生活で抱える生きづらさな
どをまとめたパネルや、身体障害者補助犬法・障がい者雇用を支援
するネットワーク”みつばち”に係るパネルを、市役所本館で展示し
ます。

12月3日～9日 ○
福祉部障がい福祉課
電話：025-226-1248
ＦＡＸ：025-223-1500

188
まちなか障がい福祉フェス
2016

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などのイベントを実施。
新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例PRキャ
ンペーンを同時開催。

12月4日 ○
福祉部障がい福祉課
電話：025-226-1249
FAX：025-223-1500

189 「障害者週間」の啓発広報
障がいに関する理解を促進する目的で、市広報紙で障害者週間に
関する取組等について広報するとともに、街頭にて障がいに関する
啓発品を配布する。

12月1日
（市広報誌）

12月2日
（啓発品配布）

健康福祉部障害者福祉課
電話：054－221-1197
FAX：054－221-1494

190
障がい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。

11月28日～12月14日 ○
健康福祉部障害者福祉課
電話：054－221-1197
FAX：054－221-1494

静岡市

新潟市

相模原市
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

191 静岡市
授産製品の販売店舗「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開設する。

　主に毎週水（駿河区
役所）・金（静岡庁舎）
で開設
　12月は、静岡庁舎に
て、毎週金の他に、月
～木のいずれかの日
（5～8日間）で開設予
定

○
健康福祉部障害者福祉課
電話：054－221-1197
FAX：054－221-1494

192 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 10月29日 ○
健康福祉部障害保健福祉課
電話：053-457-2864
ＦＡＸ：053-457-2630

193
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9日 ○
浜北区役所社会福祉課
電話：053-585-1697
ＦＡＸ：053-586-5495

194
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28日～12月9日 ○
健康福祉部障害保健福祉課
電話：053-457-2864
ＦＡＸ：053-457-2630

195
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 12月2日～9日 ○
東区役所社会福祉課
電話：053-424-0176
ＦＡＸ：053-424-0194

196
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28日～12月2日 ○
西区役所社会福祉課
電話：053-597-1159
ＦＡＸ：053-597-1210

197
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～9日 ○
南区役所社会福祉課
電話：053-425-1485
ＦＡＸ：053-425-1647

198
障害者週間啓発展示
　（北区役所・細江図書館）

授産製品、団体の活動紹介、作品展 12月1日～11日 ○
北区役所社会福祉課
電話：053-523-2898
ＦＡＸ：053-523-1119

199
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～8日 ○
浜北区役所社会福祉課
電話：053-585-1697
ＦＡＸ：053-586-5495

200
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～9日 ○
天竜区役所社会福祉課
電話：053-922-0024
ＦＡＸ：053-922-1804

201 名古屋市
「障害者週間」記念のつど
い

音楽ステージ、手話パフォーマンス等 12月4日（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

浜松市
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

202 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、京都市役所の玄関ホールで展示する。

12月5日～9日 ○
障害保健福祉推進室
電話：075-222-4161
ＦＡＸ：075-251-2940

203
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～9日 ○
障害保健福祉推進室
電話：075-222-4161
ＦＡＸ：075-251-2940

204 「障がい者週間」のぼり掲示 区庁舎横の駐車場へのぼりの掲示を行う。
12月3日(土）～9日

（金）
淀川区役所　保健福祉課
電話：06-6308-9857

205 「障がい者週間」のぼり掲示 『障がい者週間』の期間中区役所玄関にのぼりを立てる
12月3日(土）～9日

（金）

北区役所　福祉課（一般福祉）
電話：06－6313－9857
ＦＡＸ：06－6313－9905

206 「障がい者週間」のぼり掲示
中央区役所正面玄関前にて、のぼり「12月3日から9日は障がい者
週間　共に生きる社会をめざし」を6本立て、区民への啓発を行う。

12月3日(土）～9日
（金）

中央区役所保健福祉課
電話：06-6267-9857

207 「障がい者週間」のぼり掲示 「障がい者週間」のぼりを立て、区民への啓発を行う。
12月3日(土）～9日

（金）

阿倍野区役所保健福祉課
電話：06-6622-9847
FAX：06-6629-1349

208 「障がい者週間」のぼり掲示
のぼり「12月3日から9日は障がい者週間　共に生きる社会をめざし
て」を立て、区民への啓発を行う

12月3日(土）～9日
（金）

旭区役所保健福祉課　地域福祉担当
電話：06－6957－9857

209 「障がい者週間」のぼり掲示
障がい者週間ののぼりを区役所の玄関前に掲げ、啓発物品を2F22
番窓口に設置する。

12月3日(土）～9日
（金）

天王寺区役所保健福祉課福祉サービス担当
電話：06-6774-9857
FAX：06-6772-4906

210 「障がい者週間」のぼり掲示
西淀川区役所玄関前のぼり「12月3日から9日は障がい者週間　共
に生きる社会をめざし」を立て、区民への啓発を行う。

12月3日(土）～9日
（金）

西淀川区役所保健福祉課
電話：06-6478-9954

211 「障がい者週間」のぼり掲示
都島区役所敷地内にのぼり「12月3日～9日は障がい者週間　共に
生きる社会をめざし」を立てて区民へ啓発を行う。

12月3日(土）～9日
（金）

都島区役所保健福祉課（福祉）
電話：06-6882-9857
FAX：06-6352-4584

212 「障がい者週間」のぼり掲示
のぼり「12月3日から9日は障がい者週間　共に生きる社会をめざし」
を７本立て、区民への啓発を行う。

12月3日(土）～9日
（金）

生野区役所保健福祉課
電話：06-6715-9125

213 「障がい者週間」のぼり掲示
区役所敷地内に「障がい者週間」のぼりを立て、区民への啓発を行
う。

12月3日(土）～9日
（金）

浪速区保健福祉センター保健福祉課
電話：06-6647-9897
FAX ：06-6644-1937

214 「障がい者週間」啓発活動

より多くの方々に障がい者に対する理解を深めていただくため、区
役所に幟を設置し、啓発物品の配布等を実施する。
区役所1階ロビーにおいて、障がい者の作品を展示し、障がい者へ
の理解と協力に関する啓発物品の配布等を実施する。

12月3日（土）
～10日（土）

○
福島区役所保健福祉課　地域福祉担当
電話：06-6464-9857
FAX：06-6462-4854

京都市

大阪市
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都道府県市名 行事の名称 内容 実施期間
一般参加

可能
問合せ先

215
「人と仕事をつなぐ企業の
集い2016」職場見学会及び
職場実習見学会

障がいのある方々の定着支援や合理的配慮の具体的な事例に関
する職場見学会（11月30日）と支援学校の生徒の職場実習見学会
を行う。（12月7日）

11月30日（水）
12月 7日（水）

人と仕事をつなぐ企業の集い2016実行委員会
（構成：大阪府、大阪市、大阪府教育委員会、大阪
市教育委員会、一般社団法人おおさか人材雇用開
発人権センター）
電話：06-6940-6600（事務局：一般社団法人おおさ
か人材雇用開発人権センター）
ＦＡＸ：06-6910-6033（同上）

216
クリスマスイブ×8コンサー
ト

阿倍野区民ホールにて、区内日中系事業所に通所する障がい児、
者による合唱、合奏、ダンス発表などを行う。

12月17日（土） 〇
阿倍野区役所保健福祉課
電話：06-6622-9847
FAX：06-6629-1349

217 障がい者作品展
阿倍野区民ギャラリーにて、区内に在住する障がい者の作品の展
示を行う。

12月3日(土）～9日
（金）

〇
阿倍野区役所保健福祉課
電話：06-6622-9847
FAX：06-6629-1349

218 パネル展(予定)
阿倍野区民ギャラリーにて、障がいのある方の生活、活動のパネル
展や、障がいに関する制度等の説明、紹介をする。

12月5日（月)～8日
(木)(予定)

〇
阿倍野区役所保健福祉課
電話：06-6622-9847
FAX：06-6629-1349

219 障がい者週間啓発活動
障がい者週間中の半日程度、区内商店街2か所にて啓発物品を配
布する。

12月5日～9日の半日
程度

此花区役所保健福祉課福祉担当
電話：06‐6466‐9857
ＦＡＸ：06‐6462‐2942

220 街頭キャンペーン
地下鉄天下茶屋駅周辺にて啓発活動を実施する。（西成区身体障
害者団体協議会と区役所が協働して実施）

12月4日（日）
西成区役所保健福祉課（地域福祉）
電話：06-6659-9857
FAX：06-6659-9468

221
障がい児・者のためのくらし
やおしごと相談フェア

区役所5階にて、障がい児・者と日中活動や就労系の事業所が直接
出会う機会を創出する。

12月9日（金） ○
西淀川区役所保健福祉課
電話：06-6478-9954

222
障がい者週間　街頭キャン
ペーン

のぼりを持って、啓発グッズを配布する。
（平野区役所～市営地下鉄平野駅周辺）

障がい者週間のうち
1日（日時未定）

平野区役所保健福祉センター保健福祉課（地域福
祉）
電話：06-4302-9857
FAX：06-4302-9943

223
東住吉区障がい児・者自立
支援フェスティバル（とん
フェス）

目的：障がい者の生活や活動を広く区民の方に知ってもらう。
今回内容：講演、シンポジウム、舞台発表
開催場所：東住吉区民ホール

11月19日（土） ○

主催：東住吉区自立支援協議会
　東住吉区障がい者相談支援センター
  電話：06‐6760‐2671
　東住吉区役所保健福祉課(障がい担当)
　電話：06‐4399‐9850

224
障がい者週間・西区街頭啓
発活動

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、
地下鉄「九条駅」前にて行う。

12月3日（土）～9日
（金）の1日＜日時未

定＞
○

西区役所保健福祉課（地域福祉）
電話：06-6532-9857

225
障がい者週間街頭キャン
ペーン

障がい者の自立と社会参加意識を高め、区民理解・認識を深める
ため啓発を行う。

12月上旬（1日）
淀川区役所　保健福祉課
電話：06-6308-9857

大阪市
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226
大阪市立心身障がい者リハ
ビリテーションセンター市民
啓発事業「公開講座」

障がい者についての関心と理解を深め、障がい者福祉の向上を図
ることを目的とし、障がい者に対する正しい理解と認識を深めるため
の市民啓発事業として実施する公開講座。今年度は住まい情報セ
ンターの3階ホールにて、「障がい者雇用と差別解消法」をテーマと
した講演を予定している。

12月3日（土） ○

福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター管
理課
電話：06-6797-6501
FAX：06-6797-8222
住まい情報センター
住所： 大阪市北区天神橋６丁目４－２０
電話：06-6242-1160

227
障がい者週間　大阪市街頭
キャラバン出発式

街頭キャラバンが大阪市各区を巡回訪問し、広く市民に障がい者に
対する正しい理解と認識を深める啓発活動を行うための出発式を
市役所正面玄関にて行う。

12月5日（月）（予定） ○

福祉局障がい福祉課
電話：06-6208-8071
(一財)大阪市身体障害者団体協議会
電話：06-6765-5636

228 障がい者週間啓発展示
市役所1階にて、障がい者週間ポスター・心の輪を広げる体験作文
の入選作品、障がい者スポーツ等パネルの展示する。

12月5日（月）～9日
（金）

○
福祉局障がい者施策部障がい福祉課
電話：06-6208-8072

229
心の輪を広げる体験作文・
障がい者週間のポスター優
秀作品表彰式

市役所1階にて、「心の輪を広げる体験作文」及び「障がい者週間の
ポスター」の優秀賞受賞者を表彰する。

12月3日（土） ○
福祉局障がい者施策部障がい福祉課
電話：06-6208-8072

230
「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物品の配布を行う。

12月1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

231
「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3～4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

232
sakai ARTcation 2016受賞
作品展示会

障害のある方の芸術作品公募展「sakai ARTcation 2016」で受賞さ
れた作品を堺市役所本館1階ロビーにて展示する。

12月3日～9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

233 新聞啓発記事掲載事業
「障害者週間」の初日である12月3日に神戸新聞の朝刊に障害理解
を深めるための広告記事を掲載する。

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

234
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。

（予定）
温泉施設：12月3日～
9日の間の2日間
スポーツ施設：12月3
日～9日の間の営業
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

235

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」等表
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」等の入
選作品について表彰式を行う。

12月18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

堺市

神戸市

大阪市
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236 神戸市
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、市内作業
所にて作製する授産商品の紹介、障害理解を深めるための啓発を
行う。

12月2日～26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

237 障害者福祉大会

・岡山市障害者福祉功労者，作品入賞者（標語、写真、作文、ポス
ター）等の表彰
・優秀作文の朗読
・障害者福祉に関する講演等をおこなう。

12月4日 ○
保健福祉局障害福祉課
電話：086-803-1236
ＦＡＸ：086-803-1755

238 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
階ロビーなど３か所で展示する。

12月5日～7日
1月11日～15日
3月2日～8日

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

239 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～9日
保健福祉局障害福祉課
電話：086-803-1236
ＦＡＸ：086-803-1755

240
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 12月6日（火）
健康福祉局障害福祉部障害福祉課
電話：082-504-2147
FAX：082-504-2256

241
広島市心身障害者福祉セ
ンター2016文化祭

作品展示、体験コーナー、グループ発表等 12月4日（日） ○
広島市心身障害者福祉センター
電話：082-261-2333
FAX：082-261-7789

242 第21回NHKハート展 展覧会
12月1日（木）
～12日（月）

○
NHK広島放送局   (広島市共催)
電話：082-504-5218

243
第13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、オーストラリア、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18日(金)～20日
(日)

○
保健福祉局障害者支援課
電話：093-582-2424
FAX ：093-582-2425

244
第9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27日（日）

・作品展示　12月6日
　（火）～11日（日）

○
保健福祉局障害者支援課
電話：093-582-2424
FAX ：093-582-2425

245
障害者差別解消法啓発動
画放映

障害者差別解消法を広く知ってもらうため、屋外大型ビジョンにて15
秒の啓発動画を放映する。

12月（1ヶ月間） ○
保健福祉局障害福祉企画課
電話：093-582-5400
ＦＡＸ：093-582-5516

岡山市

広島市

北九州市
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246
障害者週間啓発街頭キャン
ペーン

市民に対し、障害のある人への理解を深めてもらうため、街頭キャ
ンペーンにてチラシや啓発物の配布等を行う。

12月3日 ○
保健福祉局障害福祉企画課
電話：093-582-5400
ＦＡＸ：093-582-5516

247
第27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。

12月11日(日) ○
保健福祉局障害者支援課
電話：093-582-2424
FAX ：093-582-2425

248 福岡市
福岡市障がい者週間記念
の集い

福岡市役所西側ふれあい広場にて，ステージイベントやバザーなど
を行い，市民の障がい者に対する啓発を図っている。

12月4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

249
つくる・つながる・ひろがる
おとなりマルシェ

障がい者施設で製作した商品の販売及び障害者差別解消法等の
啓発に関する展示やノベルティの配付、ミニコンサート等を行う。

12月8日 ○
健康福祉局障がい者支援部障がい保健福祉課
電話：096-328-2519
ＦＡＸ：096-325-2358

250
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、作品集の配布を行う。

12月10日 ○
健康福祉局障がい者支援部障がい保健福祉課
電話：096-328-2519
ＦＡＸ：096-325-2358

251
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研修会を開催する。

12月10日 ○
健康福祉局障がい者支援部障がい保健福祉課
電話：096-328-2519
ＦＡＸ：096-325-2358

252

平成28年度熊本市立小中
学校特別支援学級児童生
徒作品展(ハッピースマイ
ル･アートギャラリー)

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通して、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2日～5日 ○
教育委員会事務局学校教育部総合支援課
電話：096-328-2743
FAX：096-323-8355

熊本市

北九州市
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