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【都道府県・指定都市等主催行事：８０８件】

NO.
都道府県・
指定都市名

主催機関・団体名 行　事　の　名　称 内　　　　　　　容 実 施 期 間
一般参加

可能 問　合　先

1
主催：北海道、内閣府

共催：札幌市
　「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 日本音楽文化交流協会

「障害者週間」
東欧音楽家支援
国際親善交流特別演奏会
＜日本・ポーランド国交回復60周年
記念＞
日本・ポーランド文化交流演奏会
東日本大震災支援コンサート

・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２４回目。

函館公演 ９月１日
札幌公演 ９月４日
旭川公演 ９月５日
帯広公演 ９月７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 青森県
「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

4

ねむのきアートフェスタ
2017実行委員会（青森県
身体障害者福祉センター

ねむのき会館）

ねむのきアートフェスタ2017 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。 12月2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

5 青森市
障がい者等の理解を深めるための
パネル展示

市庁舎にて、障がいに対する理解を深めるパネルの展示、差別解消法や平成29年4月に施行した条例の周知を
行う。合わせて障害年金相談コーナーを設置。

12月4日～12月8日 ○
福祉部障がい者支援課
TEL：017-734-5319
FAX：017-734-5329

6 岩手県 第25回岩手県障がい者文化芸術祭

①記念式典：文化芸術祭の応募作品及び心の輪を広げる体験作文・障害者週間のポスター入賞作品の表彰等
②作品展示：芸術作品（絵画・書道・写真・工芸・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：応募団体による歌、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25日
②11月16日～12月3日

③12月2日
○

文化スポーツ部文化振興課
TEL：019-629-6485
ＦＡＸ：019-629-6484

7 岩手県
障害を理由とする差別の解消に向け
た地域フォーラム岩手

学識経験者、障がい当事者、事業者等によるシンポジウム等を通じて、地域の障がいのある人や関係者の意見
を広く聴取し、障害者差別解消法の更なる円滑な施行を図り、各地域における取組の促進と気運の醸成を図る。
（申込締切：11月9日）

11月16日 〇
保健福祉部障がい保健福祉課
TEL：019-629-5447
FAX：019-629-5454

8 花巻市 きらめく銀河アート展
市内デパートの借用スペースにおいて、市内の小中学校特別支援学級や養護学校に通学する生徒・児童や障害
福祉サービス事業所に通所する障がい者が制作した作品の展示や、障害福祉サービス事業所の商品・活動を紹
介するコーナーを設置し、市民の障がいへの理解を深めてもらうため開催している。

12月8日～12月10日 ○
健康福祉部障がい福祉課
TEL：0198-24-2111内線517
FAX：0198-24-7729

9 北上市 障がい者理解促進研修・啓発事業
①障がい者が親亡き後に自立した生活を送るための学習会、②発達障がい児（者）に対する理解を深め、支援の
あり方を学ぶ講演会を開催する。

①11月２日
②11月18日

○
保健福祉部福祉課
ＴＥＬ：0197-72-8214
ＦＡＸ：0197-64-2202

10
陸前高田市・大船渡市・

住田町
気仙地区障がい者作品展

障がい者が創作した絵画、写真、工芸等の作品を一堂に展示することにより、創作に勤しむ障がい者の活動発表
と交流の場とするとともに、自立に向け就労訓練をしている障がい者が販売活動を行うことにより、健常者とともに
地域で暮らすことに対する住民の理解を深める。

12月2日～12月3日 ○
陸前高田市民生部地域福祉課
0192-54-2111
0192-55-6118

11 宮城県
心の輪を広げる体験作文等の展示・
表彰

「心の輪を広げる体験作文」等の最優秀賞及び優秀賞受賞者に対して知事表彰を行うとともに，各部門受賞作品
の展示を行う。

授賞式：12月中旬予定
作品展示期間：12月4日

～12月8日
○

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

12 宮城県 障害者震災記憶風化防止展
障害者が震災で直面した困難や，生活の再建過程等を記録化してまとめたパネルや，障害者による手作りグッズ
等を展示する。

12月4日～1月12日 ○
保健福祉部障害福祉課
電話：022-211-2541
ＦＡＸ：022-211-2597

13 宮城県 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13日、14日
12月7日～8日

○
保健福祉部障害福祉課
電話：022-211-2541
ＦＡＸ：022-211-2597

宮城県

平成29年度　「障害者週間」行事

北海道

青森県

岩手県
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NO.
都道府県・
指定都市名

主催機関・団体名 行　事　の　名　称 内　　　　　　　容 実 施 期 間
一般参加

可能 問　合　先

14 宮城県
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4日～8日 ○
保健福祉部障害福祉課
電話：022-211-2541
ＦＡＸ：022-211-2597

15 石巻市 障害者理解促進講演会 障害者理解促進を目的とした講演会を開催する。講演テーマ「盲ろう者を知っていますか？」 11月10日 ○
石巻市福祉部障害福祉課
TEL：0225-95-1111
FAX：0225-22-6610

16 加美町 障害理解促進事業　講演会
障害者差別解消法の概要等について、地域の事業所や一般の方々を対象に講演会を開催する。
テーマ：みんなで学ぼう「障害者差別解消法」
講師：東北福祉大学教授　阿部　一彦　氏

12月5日
午後1時30分～

午後3時
○

保健福祉課障害福祉係
ＴＥＬ：0229-63-7871
FAX:：0229-63-7873

17
涌谷町障害者自立支援

協議会
わくや　ふれあいフェスタ２０１７

障害者及び障害者の社会参加、障害福祉の理解・啓発を目的として、障害のある人もない人も、みんなで楽しみ
ながら障害や障害のある方に対する理解と関心を深めることができる。イベントの中で、福祉用具等の展示を行
い、福祉用具について情報を広く発信し、周知や理解につながるブース設置を予定。

12月9日 ○
涌谷町福祉課
ＴＥＬ：0229-43-5111
ＦＡＸ：0229-43-5717

18 秋田県 第17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21日～22日 ○
秋田県健康福祉部障害福祉課
電話：018-860-1331
ＦＡＸ：018-860-3866

19 秋田県 障害者芸術作品の展示 第17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4日～8日 ○
秋田県健康福祉部障害福祉課
電話：018-860-1331
ＦＡＸ：018-860-3866

20 美郷町 美郷フェスタ「福祉展」 障害福祉関係事業所の紹介、障害者団体等の製品販売 11月3日 ○
美郷町役場　福祉保健課福祉班
電話：0187-84-4907
ＦＡＸ：0187-85-2107

21 美郷町 美郷町障がい者自立支援セミナー
障害福祉サービス事業所職員、民生児童委員等の支援者を対象として、障害者の地域生活を支援するためのセ
ミナーを開催

12月8日
美郷町役場　福祉保健課福祉班
電話：0187-84-4907
ＦＡＸ：0187-85-2107

22 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「障害者週間ポスター」優秀作品表彰・展示 12月3日～9日 ○
山形県健康福祉部障がい福祉課
電話：023-630-2293
ＦＡＸ：023-630-2111

23 山形県 障がい者アート展 県内の障がい者アートを県庁ロビーに展示 12月1日～12月15日 ○

山形県健康福祉部障がい福祉課
　電話：023-630-2293
　ＦＡＸ：023-630-2111
やまがた障がい者芸術活動推進センター

  電話：023-674-8628
  ＦＡＸ：023-674-8629

24
置賜地域障がい者就労

活動活性化協議会
ふれあいショップ「愛べ」１１周年記
念バザー

障がい者の就労活動活性化を目的に、置賜総合支庁本庁舎及び西庁舎において、置賜管内の障がい者就労継
続支援事業所等の利用者が製作した小物やお菓子、パンなどを展示販売します。

置賜総合支庁本庁舎
12月12日

置賜総合支庁西庁舎
12月上旬（予定）

○
山形県置賜総合支庁地域保健福祉課
ＴＥＬ：0238-26-6028
ＦＡＸ：0238-24-8155

25
一歩２（いっぽいっぽ）
フェスタ実行委員会

一歩２フェスタ2017

障がい者週間（毎年１２月３日～９日）にあわせ、障がいのある方と地域の方との交流イベントとして開催。今年で
２３回目の開催となる。
例年、最上地域の事業所・施設の利用者の方々によるステージ発表や作品展示、手作りのお菓子や小物の販売
を行っている。

12月2日 ○
山形県最上総合支庁地域保健福祉課
電話：0233-29-1276
ＦＡＸ：0233-23-7635

26
山形市福祉作業所連絡

協議会
ほんわかバザー 障がいのある方たちが訓練を通して制作した手芸小物やクッキーなどの販売 11月13日～11月17日 ○

山形市福祉推進部障がい福祉課
ＴＥＬ：023-641-1212内線621
ＦＡＸ：023―632-7091

27
山形市福祉のまちづくり

活動委員会
まちかどコンサート

障がい者週間を記念し、障がい福祉事業所による手作り自主製品の販売や障がい者の団体によるダンスや楽器
演奏などのコンサートを行い、障がい者週間を啓発するとともに当委員会の活動を市民に周知する。

12月2日 〇
山形市福祉推進部障がい福祉課
ＴＥＬ：023-641-1212内線549
ＦＡＸ：023―632-7091

28
山形市身体障害者福祉

協会
山形市障がい者水泳競技大会 障がい者の機能回復、体力の維持増強及び社会参加意欲を高めることを目的とした大会 11月19日 〇（受付

は終了）

山形市福祉推進部障がい福祉課
ＴＥＬ：023-641-1212内線589
ＦＡＸ：023―632-7091

29 村山市 障害者週間に関する広報活動 障がい者に対する正しい理解を深めてもらうため、市の広報紙で障害者週間の取り組み等について周知を行う。 １２月
村山市福祉課
TEL：0237-55-2111
FAX：0237-55-7577

宮城県

秋田県

山形県
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NO.
都道府県・
指定都市名

主催機関・団体名 行　事　の　名　称 内　　　　　　　容 実 施 期 間
一般参加

可能 問　合　先

30 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を行う。 12月1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

31
障がい者週間記念事業

実行委員会
ふれあいのつどい

日頃の活動の発表をとおし、障がい者と市民との交流を深める場として、障がい者体験発表や障がい者団体ス
テージ発表、学生・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体発表、授産品展示販売などを行う。

12月9日 ○
健康福祉部障がい福祉課
TEL：024-525-3748
FAX：024-533-5263

32 福島市 福祉作品展
障がいのある方や児童、高齢者の方々の作品展示・発表の場。
「ふれあいのつどい」と同じ場所での同時開催。

12月9日～11日 ○
健康福祉部障がい福祉課
TEL：024-525-3748
FAX：024-533-5263

33 郡山市 障がい者作品展
障がい者の文化・芸術活動の振興及び共生社会を推進するため、障がい者自身が創作した作品を発表する場を
設けることにより、作品への創作意欲を助長するとともに、市民に対し、障がい者への理解の促進を図ります。

12月9日～10日 ○
保健福祉部障がい福祉課
ＴＥＬ：024-924-2381
ＦＡＸ：024-933-2290

34 いわき市 障がい者作品展
・ 障がい者（児）の作品展示
・ 障がい者団体、事業所、養護学校の紹介
・上記の開催に係る周知及び準備等

12月1日～12月8日 ○
保健福祉部障がい福祉課
TEL：0246-22-7486
FAX：0246-22-3183

35 須賀川市 障がい者啓発事業
発達障がいのある子どもに対し、日頃どんなことで困っているのか、体験を通して理解するプログラムと特性や対
応のコツについてミニ講義を開催します。

12月2日 〇
健康福祉部社会福祉課
TEL：0248-88-8112
FAX：0248-88-8119

36 喜多方市 啓発ポスターの掲示
障がいや障がい者に対する正しい理解を深めるとともにボランティア活動の必要性等について啓発を行うために
ポスターを作成し、市内７中学校、４高等学校及び職業訓練校に掲示する。

12月２日～12月９日
保健福祉部社会福祉課
TEL：0241-24-5276
FAX：0241-24-5286

37
三春町地域自立支援協

議会・三春町
障害に対する理解促進・啓発事業

１１月４日に開催される「三春秋祭り」会場において、障害に対する理解促進のためのパネル展示、町内の障害関
連施設等の案内パンフレットの配布、無料相談コーナーの設置、当事者によるバザーを開催。

11月4日 ○
保健福祉課　社会福祉グループ
TEL：0247-62-3166
FAX：0247-62-0202

38 三春町 障害に対する理解促進・啓発事業 障害者週間に併せ、町広報誌に障害理解に関する記事を掲載して、住民理解を図る。 12月一日～12月9日
保健福祉課　社会福祉グループ
TEL：0247-62-3166
FAX：0247-62-0202

39

県，県教育委員会，茨城
県障害スポーツ・文化協
会，茨城県特別支援教

育推進連盟

ナイスハートふれあいフェスティバル
２０１７

・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
・「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間ポスター」の優秀作品の知事表彰

12月7日～11日 〇
保健福祉部障害福祉課
TEL：029-301-3375
FAX：029-301-3378

40 日立市 横断幕設置 横断幕をJR日立駅自由通路に、また、懸垂幕を多賀市民プラザに掲示し広報する。
平成29年12月1日～
平成29年12月11日

保健福祉部障害福祉課
℡0294-22-3111内線492
ＦＡＸ0294-22-3011

41 日立市 バス広告実施 市内巡回バス10台の後方に広告を掲示し、広報する。
H29年11月20日～
平成29年12月20日

保健福祉部障害福祉課
℡0294-22-3111内線492
ＦＡＸ0294-22-3011

42 日立市 街頭キャンペーン実施
午前7時～午前9時にJR日立駅前等で啓発リーフレット及び市内就労支援施設で制作した自主製品を啓発グッズ
として市民に配布し、広報する。

平成29年12月4日
保健福祉部障害福祉課
℡0294-22-3111内線492
ＦＡＸ0294-22-3011

43 日立市 チラシやポスター等の掲示
イトーヨーカドー内の情報発信コーナー（市シティプロモーション推進室管轄）において、のぼり旗やリーフレット、
ポスター等を掲示し、広報する。

平成29年12月1日～
平成29年12月11日

保健福祉部障害福祉課
℡0294-22-3111内線492
ＦＡＸ0294-22-3011

44 日立市
障害者権利擁護・虐待防止研修会
の実施

障害者支援に従事する事業者等の管理者やサービス管理責任者を対象に、権利擁護に関する意識啓発や虐待
防止に関する理解、未然防止、早期発見、迅速な対応を行うために必要な人材の育成や資質の向上を図ることを
目的とした研修会を実施する。

平成29年12月5日
保健福祉部障害福祉課
℡0294-22-3111内線492
ＦＡＸ0294-22-3011

45 日立市
スポーツ・レクリエーションふれあい
教室の開催

共生社会の実現に向けて、障害者が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、市
民の障害者に対する理解と認識を深めることを目的とした事業として、気軽に取り組めるスポーツなどを紹介、体
験することで、休日等における余暇活動の機会を提供するとともに、健康保持増進、市民間交流による障害者理
解・認識を深める。

平成30年1月13日
保健福祉部障害福祉課
℡0294-22-3111内線492
ＦＡＸ0294-22-3011

46 阿見町 障害者による作品展 町障害者団体及び障害者事業所等の事業内容の紹介，作品の展示を行う。 12月4日～12月8日

作品は障
害者によ
るもの。見
学は可
能。

保健福祉部社会福祉課障害福祉
係
TEL:029-888-1111　内線164
FAX:029-887-9560

福島県

茨城県
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47 境町 町民際 理解啓発活動としてチラシ、ティッシュの配布 平成29年11月5日
福祉部社会福祉課障がい福祉係
ＴＥＬ0280-81-1305
ＦＡＸ0280-86-6020

48

古河市・
古河市社会福祉協議会・
Koga障がい者フォーラム

2017実行委員会

Koga障がい者フォーラム2017・第4回
古河市社会福祉大会

障害者地域生活支援事業の理解啓発事業として、市民が障害に関しての理解を深めるとともに、障がいのある方
があらゆる分野で、積極的に参加する意欲を高め、”障がいのある方が心豊かに安心して暮らせるまち”を目指す
ことを目的としており、表彰・記念講演（松野明美氏）・障害福祉サービス事業所による模擬店、自主製品販売、ス
テージ発表・車イス、手話、点字体験等を実施する。また、第4回古河市社会福祉大会の合同開催を行う。

11月3日 ○
健康福祉部障がい福祉課
TEL：0280-92-4919
FAX：0280-92-5544

49 東海村 垂れ幕の掲示 障害者週間の期間中、役場に垂れ幕を掲示する 12月3日から12月9日
なごみ東海村総合支援センター
TEL:029-287-2525
FAX:029-282-3538

50

主催：那珂市
共催：那珂市社会福祉協
議会、水戸市社会福祉

協議会

成年後見制度市民学習会ｉｎ那珂

茨城県央地域定住自立圏が行う「成年後見支援事業」に基づき、成年後見制度に関する市民向け学習会を開催
し、広く普及や啓発、相談等を行うことで、認知症高齢者や知的障がい者・精神障がい者等、判断能力が低下し意
思決定が困難な方及びその家族等・一般市民の制度への理解を深めるとともに、制度の活用の推進を図る。
　①講演会（落語）：講師（落語家）による「成年後見制度」を題材とした落語の上演
　②座談会：支援をする側・受ける側（講師の他、大学教員、司法書士、社会福祉士、障がい者の親）それぞれの
立場からの意見交換・質疑応答
　③成年後見人制度に関する普及・啓発
　④地域包括支援センターに関する普及・啓発
　⑤関連事業（日常生活自立支援事業ほか）に関する普及・啓発
※③④⑤各々、臨時相談窓口の開設、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布、ﾊﾟﾈﾙ展示、ｸﾘｱﾌｧｲﾙ・ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾉｰﾄ配布　等

12月7日 ○

那珂市保健福祉部社会福祉課
障がい者支援グループ
TEL：029-298-1111（内線127）
FAX：029-295-4244

51

主催：那珂市地域自立支
援協議会

共催：那珂市障がい者差
別解消支援地域協議会

障がい者就労支援事業所展示・物
品販売会

障がい者の製作した物品の販売及び展示、障がい者就労支援事業所の作業及び製品の展示、「障がい者暮らし
の相談」臨時窓口の開設、障がい者虐待防止及び障がい者差別解消に関する出張相談窓口の開設、各種制度
の周知・啓発等を行うことで、障がい者（児）の福祉の向上と社会参加の促進、市民の障がい理解を深める。
　①障がい者の製作した物品の販売・展示
　②障がい者就労支援事業所の作業及び製品の展示
　③「障がい者暮らしの相談」臨時相談窓口
　④障がい者虐待防止・障がい者差別解消に関する出張相談窓口
　⑤各種制度の周知・啓発　等

12月7日

※上記と同時開催
○

那珂市社会福祉協議会
障がい・介護支援グループ
TEL：029-229-0309
FAX：029-296-1002

52 牛久市 広報活動
（１）広報紙１２月１日号に、障害者週間に関する記事掲載
（２）コミュニティＦＭで、１２月１日（金）から８日（金）まで障害者週間に関するお知らせを１日２回放送

１２月１日～１２月８日
牛久市保健福祉部社会福祉課
ＴＥＬ：029-873-2111
ＦＡＸ：029-874-0421

53 結城市役所社会福祉課
障害者週間における講演会及び相

談会

１　成年後見制度を知る講演会
２　知的障害や発達障害を理解するための講演会+B50:B52
３　障害福祉に関する相談会（市社会福祉課職員及び　市内相談支援専門員が対応）
４　障害福祉に関するパンフレット（障害福祉サービス，障害者虐待，成年後見制度，事業所パンフレット等）の配
布

12月6日 〇
社会福祉課　障害者支援係
電話：0296-34-0438
FAX：0296-33-6628

54 栃木県 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 11月2日、3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

55 栃木県 障害者差別解消推進フォーラム
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。
障害者差別解消の推進について特に顕著な功績のあると認められる者を表彰する。

12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

56 栃木市
栃木市障がい者週間記念シンポジ
ウム

市民に向けて、障がいのある人もない人も、すべてが地域で安心して暮らせる町づくりを進めていくうえで、条例を
制定して様々な取組みを進めている自治体の先行例を学び、本市の「共生社会の実現」に向けての施策の推進
の一助となるようシンポジウムを開催する。

12月16日 〇
障がい福祉課
電話：0282-21-2203
FAX：0282-23-2673

57 栃木県
心の輪を広げる障害者理解促進事
業

心の輪のポスター展示、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

58 栃木県
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8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

59 栃木県 栃木県障害者芸術支援員養成研修
県内の障害福祉サービス事業所等や特別支援学校・学級において障害者の創作・表現活動にかかわる（または
これからかかわろうとしている）職員・教員等を対象に、作品の魅力や支援手法について学ぶ研修を実施する。

1月10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

60 栃木県
栃木県障害者芸術展「Viewing
ビューイング 2018」

県内で創作活動をしている障害のある方々の作品を公募し、県庁15階展望ロビーにおいて展示する。 1月9日～12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

茨城県

栃木県
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61

群馬県
群馬県障害者社会参加

推進協議会
群馬県肢体不自由児協

会

障害者週間記念行事

①障害者による絵画・書道・写真・手工芸等の制作作品を展示する。
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6日～12月11日 ○
健康福祉部障害政策課
電話：027-226-2634
ＦＡＸ：027-224-4776

62
前橋市

一般社団法人みんなの
店運営委員会

障害者週間記念「みんなの店」商品
展示

前橋市役所１階ロビーを使用し、共同受注窓口「みんなの店」と参加している障害者就労施設等の紹介、および商
品展示を行う。

12月4日～12月8日 ○
前橋市福祉部障害福祉課
027-220-5713

63 前橋市 障害者週間市民啓発活動
障害者週間記念「みんなの店」商品展示に併せて、前橋市役所１階ロビーを使用して実施する。
・障害者虐待防止条例・障害者差別解消法に関するポスターやのぼり、グッズの掲示。パンフレットの配布。
・前橋市保健センターに懸垂幕・のぼりを設置（１２月１日～３１日まで）

12月4日～12月8日 ○
前橋市福祉部障害福祉課
027-220-5714

64
前橋市

前橋市自立支援協議会
みんなのフェスタのプレイベント

障害者週間記念「みんなの店」商品展示に併せて、前橋市役所１階ロビーを使用して実施する。
障害者週間の最終日である１２月９日に前橋市総合福祉会館で開催される「みんなのフェスタ」のプレイベントとし
て、「みんなのフェスタ」の周知と一部作品の展示を行う。

12月4日～12月8日 ○
前橋市福祉部障害福祉課
027-220-5711

65
前橋市

前橋市自立支援協議会
みんなのフェスタの開催

障害のある人もない人も共に出会い、交流できる場として活気あるステージ発表や作品展示を行うことにより、す
べての市民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生できる
社会の実現を目指し、前橋市総合福祉会館で開催する。
・市内を拠点として活動している団体・サークル等によるステージ発表
・市内を拠点として活動している団体・個人等の作品展示

12月9日 ○
前橋市福祉部障害福祉課
027-220-5711

66
三菱電機ビルテクノサー

ビス株式会社
絵画展「口と足で表現する世界の芸
術家たち」

「口と足で描く芸術家協会」に所属する、手の機能を失った障がい者画家による作品の展示と、作家による実演
12月8日（金）

～
12月10日（日）

○

三菱ビルテクノサービス株式会社群馬
支店
電話：027-325-7171
（後援：高崎市　担当：福祉部障害福祉
課　 電話：027-321-1245）

67 伊勢崎市
イエローリボンキャンペーン
（パネル展）

障害者の社会参加推進並びに障害者虐待の防止啓発を目的とする。
オレンジリボン（児童虐待防止）、パープルリボン（ＤＶ防止）キャンペーンと同時開催。
障害者虐待防止等関連記事のパネル展示、イエローリボン等の配布を行う。

１１月１日（水）
～

11月10日（金）
（10日間）

○
伊勢崎市障害者センター
0270-75-5530

68
シンポジウム実行委員会

太田市

「第２回　障がい者が安心して暮らせ
る街づくりを市民とともに考える」シン
ポジウム

①障がいを抱えながら共に生活している方に実際の生活上で感じる「壁」などを話してもらい、市民で地域の生活
について考える。
②感謝をつぶやく・ささやく・叫ぶ(日頃の感謝の気持ちを伝える）
③福祉施設物品販売

11月26日 〇

・シンポジウム実行委員会事務局
電話　0276-20-2509（地域活動支
援センターふらっと）
・太田市役所　障がい福祉課
電話　0276-47-1929

69
太田市こども早期療育委

員会
福祉講演会 ①「発達障がいと共生社会」と題し、毎日新聞論説委員　野澤　和弘氏を講師に招き講演会を行う。 12月9日 〇

・太田市役所　障がい福祉課
電話　0276-47-1929

70
みなかみ町

みなかみ町社会福祉協
議会

ふれあい交流会
障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に交流会を
開催
本年は講演会を開催予定

12月上旬

みなかみ町 町民福祉課
0278-62-2111
みなかみ町社会福祉協議会
0278-62-0081

71 邑楽町 邑多福まつり
「世代を超えて支え合うまちづくり」をテーマにし、邑楽町に暮らす人々に多くの幸福が来るように健康・福祉が一
体となったおまつり

11月5日 ○
邑楽町役場　健康福祉課
介護保険係

72
埼玉県障害者福祉部
障害者福祉推進課

みんな幸せ・共生社会　県民のつど
い

　川口市との共催により、川口市立幸町小学校にて開催。
・「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
・手話講座
・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19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

群馬県
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73
埼玉県障害者福祉部
障害者福祉推進課

第11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
等の表彰。表彰式後、記念コンサートを開催。出演：大嶋潤子氏（シンガーソングライター）

12月16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

74
埼玉県障害者福祉部
障害者福祉推進課

第8回埼玉県障害者アートフェスティ
バル

打楽器ワークショップ（11月4日、1月28日　埼玉県障害者交流センター　ホール）
バリアフリーコンサート（1月6日　彩の国さいたま芸術劇場　小ホール）

11月4日、1月6日、1月
28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

75
埼玉県障害者福祉部
障害者福祉推進課

東京2020公認文化オリンピアード
鉄道画家　福島尚の世界

・鉄道をテーマに創作活動を行う、福島　尚氏（日高市在住）の個展を開催。
・福島氏の鉄道画は、精密な描写と色彩が特徴で、様々な展覧会に絵を出品したり、テレビ・新聞・各メディアで話
題になる等、県内外から高い評価を得ている。
・会場は多くの来館者を集める人気施設、「鉄道博物館」内のスペシャルギャラリー２。

11月3日～19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

76
埼玉県障害者福祉部
障害者福祉推進課

東京2020公認文化オリンピアード
障害者アート展「いきるつくる」

・二科展入選、海外の展覧会等に招聘、アパレル企業等の商品にデザインが採用される等の実績を持つ、才能あ
ふれる県内の障害者アーティストによるグループ展を開催。
・会場は入間市文化創造アトリエ・アミーゴ。

11月25日～12月3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

77
埼玉県障害者福祉部
障害者福祉推進課

第8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97名の障害者アーティストによる約300作品を展示。 12月6日～10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

78
川越市福祉部障害者福

祉課

笑顔でふれあいフェスティバル
～平成２９年度「障害者週間の集い」
～

・啓発事業
　　テーマ「相模原障害者施設殺傷事件を忘れない～身近な障害者の権利の問題を考える～」
　　メッセージ＆ライブ、講演会
・市内福祉施設等による舞台発表
・障害者の創作品の展示、授産品の販売
・障害者歯科相談、福祉機器の展示　　など

12月2日～12月3日 ○
福祉部障害者福祉課
TEL：049-224-5785
FAX：049-225-3033

79
熊谷市福祉部障害福祉

課
障害者作品展

市内にある障害者の関係施設に入所または通所されている方など障害のある方の創作活動を支援するため発表
の場を提供するとともに、応募があった作品を一般公開することで障害のある方への市民の理解を深める。

12月5日（火）
12月7日（木）
12月8日（金）

○
福祉部障害福祉課
TEL：048-524-1111
FAX：048-524-8790

80
川口市障害者週間

推進委員会
第19回川口市障害者週間記念事業
ハートフェスタ

川口駅東口公共広場イベントスペース（キュポ・ラ広場）にて開催
・障害者作品展示/即売　・パネル展示コーナー　　・ボッチャ体験コーナー
・バザー　・ふれあいイベント広場（障害者団体、事業所の歌や演奏のステージ）

11月19日 ○
福祉部障害福祉課
TEL：048-259-7926
FAX：048-256-5650

81
秩父市福祉部障がい者

福祉課
障がいのある方の作品展示

秩父市役所庁舎内において、障害のある方の作品展示、障害者マークやパンフレットの掲示を行います。市内の
通所事業所に作品出品を依頼。

12月4日～12月15日 ○
福祉部障がい者福祉課
TEL：0494-27-7331
FAX:0494-27-733６

82
所沢市福祉部障害福祉

課
障害者作品展

・市内在住、在学、在勤の障害児者の作品を展示する。
・国立リハビリテーションセンターの協力により、障害者スポーツの紹介映像、パネルの展示、競技用車いすの展
示等を行う。
・障害者相談員と相談支援事業所職員による相談コーナーの設置

12月1日～12月8日
国リハの展示は

12月4日、5日のみ
○

福祉部障害福祉課
TEL：04-2998-9116
FAX：04-2998-1147

83
所沢市福祉部障害福祉

課
障害者週間記念イベント

・障害者団体や施設の活動発表（合唱やダンス等）
・障害者施設で作成した手芸品や菓子類の販売
・障害者スポーツ（ボッチャ、シャッフルボード、風船バレー）の体験会

12月2日 ○
福祉部障害福祉課
TEL：04-2998-9116
FAX：04-2998-1147

84
所沢市福祉部障害福祉

課
ディスコン体験会

障害のある人もない人も、高齢者もこどもも、誰もができるユニバーサルスポーツ「ディスコン」の体験会を実施す
る。

12月4日 ○
福祉部障害福祉課
TEL：04-2998-9116
FAX：04-2998-1147

85
加須市福祉部障がい者

福祉課
障害者相談会

身体障害者の方、知的障害者の方またはそのご家族を対象に、心配事などの相談に相談員が対応する。市内4
地域で開催。

12月1日、12月5日、
12月16日、12月18日

福祉部障がい者福祉課
ＴＥＬ：0480-62-1111（内線197）
ＦＡＸ：0480-61-4281

86
入間市福祉部障害者支

援課
障害者週間記念事業 障害者福祉施設・団体等の広報用展示パネル、授産品などの展示 12月4日～12月8日 ○

福祉部障害者支援課
ＴＥＬ：04-2964-1111
ＦＡＸ：04-2964-3665

埼玉県
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NO.
都道府県・
指定都市名

主催機関・団体名 行　事　の　名　称 内　　　　　　　容 実 施 期 間
一般参加

可能 問　合　先

87
朝霞市福祉部障害福祉

課
市制施行５０周年事業　障害者週間

・朝霞市役所市民ホールにて、障害福祉施設の紹介として、施設が作成したポスター等をパネル展示し、施設紹
介を行う。
・朝霞市役所市民ホールにて、１２月４日（月）～８日（金）の期間、障害福祉施設（計５施設）による自主製作品の
展示販売会を実施する。その際、啓発物品を配布し、啓発を行う。

12月4～8日 ○
福祉部障害福祉課
ＴＥＬ：048-463-1599
ＦＡＸ：048-463-1025

88
志木市健康福祉部福祉

課
平成２９年度障がい者理解促進事業

下肢に障害を抱えた身体障害者による講演（車いすダンスと出会い経験したこと、障がい者差別禁止や合理的配
慮に関する内容）。車いすダンスの実演。来場者によるボッチャ体験。

12月9日 ○
志木市健康福祉部福祉課
TEL：048-473-1111
FAX：048-471-7092

89
坂戸市福祉部障害者福

祉課
障害者通所施設の紹介等 坂戸市役所内の市民ホールで、パネルによる障害者通所施設の紹介や、出店をする。

平成29年12月3日～
平成29年12月9日

○
福祉部障害者福祉課
TEL:049-283-1331
FAX:049-283-1830

90
坂戸市福祉部障害者福

祉課
マナーアップキャンペーン

市内の商業施設で、坂戸市障害者団体連絡会と一緒に障害者用駐車場のマナー向上のための啓発物を配布す
る。

平成29年12月6日 ○
福祉部障害者福祉課
TEL:049-283-1331
FAX:049-283-1830

91
坂戸市福祉部障害者福

祉課
障害者週間の啓発広報

市広報で障害者週間に関する周知を行う。また、市内の障害者通所施設がどのような活動を行っているのかを紹
介する特集を組む。

平成29年12月1日発行
福祉部障害者福祉課
TEL:049-283-1331
FAX:049-283-1830

92
鶴ヶ島市健康福祉部

障害者福祉課
障害者団体の紹介(パネル展示）

鶴ヶ島市役所１階ロビーにて、市内障害者団体や障害者を支援する団体、障害者福祉サービス事業所の活動の
様子をパネル展示で紹介します。また、障害者就労施設などの物品販売も行います。

11月24日～12月8日 ○
健康福祉部障害者福祉課
TEL：049-271-1111
FAX：049-271-1190

93
鶴ヶ島市健康福祉部

障害者福祉課
障がい者交流フェスティバルwith雅
市

鶴ヶ島市女性センターにて年に一度の障がい者交流フェスティバルを開催します。
・講演会『子育てにレッテルを貼らないで！～障害ママとママの障害～』
　講師　佐々木貞子　氏(DPI女性障害者ネットワーク副代表）
・フラダンスなどのステージ発表　　・障害者施設等の商品販売など

１２月３日 ○
健康福祉部障害者福祉課
TEL：049-271-1111
FAX：049-271-1190

94
吉川市こども福祉部障が

い福祉課
第１回　屋内スポーツ大会

障がいがある人もない人も、ルールや道具を工夫して、一緒にスポーツを楽しむことを目的とした大会。午前の部
はボッチャ、卓球バレー、フライングディスク等を体験。午後の部は、卓球バレー大会を開催する。参加費無料。

12月2日 ○
こども福祉部障がい福祉課
TEL：048-982-5238
FAX：048-981-5392

95 滑川町役場健康福祉課 障害者作品展 町内障害者施設の作品や活動紹介を、滑川町役場ロビーにて展示する。 12月3日～12月8日まで ○
健康福祉課
ＴＥＬ：0493-56-2056
ＦＡＸ：0493-56-2448

96 松伏町いきいき福祉課 障がい者による作品展
役場内に障がいのある方の作品を展示することにより、障がい者自身の積極的な活動と社会参加の促進を図ると
共に、障がいや障がい者に対する理解を深めることを目的とする。

12月4日～12月8日まで ○
いきいき福祉課障がい福祉担当
ＴＥＬ：048-991-1877
ＦＡＸ：048-991-3600

97 千葉県 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9日 ○

健康福祉部障害福祉事業課事業
支援班
電話：043-223-2308
ＦＡＸ：043-222-4133

98
千葉県知的障害者福祉

協会
さわやか芸能発表会

知的障害児・者と家族、福祉関係者が一堂に会し、文化活動の発表等を通じて、互いの交流と県民の理解を深め
る。

12月7日 ○

健康福祉部障害福祉事業課法人
指導班
電話：043-223-2646
ＦＡＸ：043-222-4133

99 船橋市 障害者週間記念事業

障害者週間（12月3日～9日）を記念して、広く市民に障害者福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者
が社会参加する意欲を高めるために啓発事業を実施する。
・障害のある方が創作した絵画等の展示。
・障害者就労施設等で作られた菓子・野菜・小物等の販売
・障害者の就労を応援するイベント
・スヌーズレン体験
・障害者スポーツ・レクリエーション体験
・障害当事者による合唱・ダンス等の発表会
・補助犬によるデモンストレーション
・映画上映（聲の形）

12月5～7日（作品展）
12月9・10日記念事業

○
福祉サービス部障害福祉課
TEL：047-436-2307
FAX：047-433-5566

埼玉県

千葉県
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都道府県・
指定都市名

主催機関・団体名 行　事　の　名　称 内　　　　　　　容 実 施 期 間
一般参加

可能 問　合　先

100 柏市 障害理解啓発イベント
自閉症を抱える音楽家による演奏会，市内障害福祉サービス事業所利用者による作品の展示，障害当事者と彼
らを応援する方々の手形を集め東京パラリンピックでひとつの大きな絵として掲示することを目的としたプロジェク
トへの参加(当日来場者の手形の収集)

12月9日 ○
保健福祉部障害福祉課
TEL:04-7167-1136
FAX:04-7167-0294

101 市川市
Ｉ♥あいフェスタ
（あいあいフェスタ）

市川市では、障害者週間にともない、「I♥あいフェスタ」を開催し、商業施設内で様々なイベントや販売会を開催し
ています。今年度は以下を予定しております。
【内容】
①手工芸品や食品の販売
②車いす体験等の障害体験コーナーの設置・ワークショップ等
③障害者施設利用者及び職員による楽器演奏
④障害がある方の作った作品の展示・優秀作品の表彰
⑤ボッチャ競技の体験

12月3日～12月10日 ○
福祉部障害者支援課
TEL：047-712-8517
FAX：047-712-8727

102

特定非営利活動法人い
ちかわ市民文化ネット

ワーク
（いちぶんネット）

チャレンジドミュージカル　「歌舞伎迷
作面白双六」

障害のある人もない人も一緒になって楽しむミュージカルの上映　　（チャレンジドミュージカル） 12月10日 ○

特定非営利活動法人いちかわ市
民文化ネットワーク　　（いちぶん
ネット）
TEL・FAX：047-369-7522

103 社会法人いちばん星 いちばん星まつり2017
①映画上映会
②ワークショップ・物品販売
③障害をお持ちの方がサービスを提供する喫茶店での特別限定メニューの提供

12月9日 ○
社会福祉法人いちばん星　きらら
TEL・FAX：047-339-7000

104 市川オストメイトの会
平成29年度障害者週間記念コン
サート

①クリスマスコンサート
②講演

12月4日 ○
公益社団法人日本オストミー協会
千葉県支部
TEL：043-309-7571

105 浦安市 障がい事業課
第３回障がいのある人もない人も！
かがやくまちうらやす

平成28年に施行された『浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例』の目的や趣旨、また障が
いのある人に対する理解を広げるため、新浦安駅前広場でステージプログラムや出店、障がいに関するクイズラ
リー等を行うイベント。

11月11日 ○
健康福祉部障がい事業課
TEL：047-712-6398
FAX：047-355-1294

106 流山市 障害者週間展示事業 流山市内の障害者団体で行われた行事や障害者施設等で作成された作品をパネル展示及び創作品等を展示。
12月4日～
12月8日

○
健康福祉部障害者支援課
ＴＥＬ：04-7150-6081
ＦＡＸ：04-7158-2727

107 我孫子市 障害者週間作品展
我孫子市障害者福祉センターに通所している利用者の絵画作品および書道作品を我孫子地区公民館へ展示す
る。

12月1日～12月14日 ○

健康福祉部障害福祉支援課　障害
者福祉センター
TEL：04-7185-1124
FAX：04-7188-0242

108 印西市
障害者作品展「いんざいアートフェス
2018」

市内に在住の障がいのある人や福祉事業所の皆さんの絵画や陶器、手芸品などの作品展示、クッキー・パン、ア
クセサリーなどの販売を行う毎年恒例のイベントです。

1月27日～1月28日 ○
健康福祉部障がい福祉課
TEL：0476-33-4639
FAX：0476-42-0381

109 印西市
広報１２月号特集「障害者差別解消
法」

障害者週間にあわせ、広報に特集記事を掲載します。内容は、障害者差別解消法、合理的配慮、オストメイト対
応トイレマップ、障がいのある人に関するマーク等を掲載し、障がいのある人への理解と配慮を促します。

12月1日発行
健康福祉部障がい福祉課
TEL：0476-33-4639
FAX：0476-42-0381

110
富里障がい者フェスティ

バル実行委員会
第18回富里障がい者フェスティバル 障がい者による歌や演劇などの披露 12月2日 ○

健康福祉部社会福祉課
TEL：0476-93-4192
FAX：0476-93-2215

111
東金チャレンジドフェスタ
東金市社会福祉協議会

東金チャレンジドフェスタ 障がい者や団体等の活動をＰＲし周知を行い、地域住民の方々と交流をはかる。 12月3日 ○
社会福祉協議会
TEL：0475-52-5198
FAX：0475-52-8227

112 いすみ市 ポスター掲示 市内の小学生が作成した「障害者週間」の啓発ポスターを市内３庁舎に掲示 12月4日～12月22日
福祉課
TEL：0470-62-1117
FAX：0470-63-1252

113 いすみ市
職員スキルアップ講座　　「手話講習
会」

市内聴覚障害者団体の方を講師に招き、職員の聴覚障害への理解を深め、スキルアップを図る。 12月5日
福祉課
TEL：0470-62-1117
FAX：0470-63-1252

千葉県
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指定都市名
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可能 問　合　先

114
木更津市地域自立支援

協議会
障害者施設による物品販売 木更津イオンにて障害者施設で作られたものを販売する。 12月2日 ○

福祉部障害福祉課
TEL：0438-23-8498
FAX：0438-25-1213

115 君津市障害福祉課 障害者週間イベント
各施設・団体による展示や活動紹介、パン、雑貨などの物品販売
障害者アート作品の展示
（君津市役所１階ロビーにて開催）

12月5日 ○

保健福祉部障害福祉課
TEL：0439-56-1148
FAX：0439-56-1220

116 ウィズハーモニー 障害者週間イベント
障害者アート作品の展示と障害に関するトークショー
（君津市生涯学習交流センターにて開催）

展示：
12月4日～12月9日

トークショー：
12月5日

○

保健福祉部障害福祉課
TEL：0439-56-1148
FAX：0439-56-1220

117 富津市障害者総合支援
協議会及び富津市役所

ポスター展示会
市内小中学生の夏休みの任意の宿題として「障がいのある人もない人もともにくらすまち」をテーマにポスターコン
クールを開催した。応募のあった作品を「イオンモール富津」の一画を間借りし、展示会を行う。

12月3日～12月10日 ○
健康福祉部社会福祉課
ＴＥＬ：0439-80-1260
ＦＡＸ：0439-80-1355

118 市原市 障がい者週間啓発事業
障がい者理解促進に係る内容の基調講演及びシンポジウムを開催する。また、併設行事として市内障がい者の
作品展及び東京パラリンピック強化指定選手の写真等を行う。

12月9日 ○
保健福祉部障がい者支援課
TEL：0436-23-9815
FAX：0436-22-3325

119 市原市
障がい者週間に係る垂れ幕等の設
置

期間中、市内各所で障がい者週間に係る垂幕及びノボリ旗を設置することで、障がい者週間の広報、啓発を図
る。

12月3日～12月9日 ○
保健福祉部障がい者支援課
TEL：0436-23-9815
FAX：0436-22-3325

120 東京都 広報活動計画
・ポスターの掲示・チラシの送付
・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

12月3日～9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

121 東京都 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

122 東京都 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。
12月3日～8日

（12月4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

123 千代田区 障害者週間（理解促進事業）
（１）区内障害者関連施設・団体の紹介・作品展示等
（２）パラリンピック競技種目紹介パネル展示
（３）障害者サッカー（アンプティサッカー）講演会・体験会

（1）・（2）：12月2日～10
日

（3）12月9日
○

保健福祉部障害者福祉課障害者福祉係

電話：03-5211-4214
FAX：03-3239-8606

124 中央区 障害者週間公開講座
①精神科医による「こころの健康」についての講演
②地域の身近な相談機関の紹介

12月3日 ○
中央区障害者地域活動支援セン
ター「ポケット中央」
電話：03-3541-1021

125 港区
第36回障害者週間記念事業
ともに生きるみんなの集い

障害者週間（12月3日～9日）を記念し、企業等への感謝状贈呈、啓発プログラム及び区民団体によるパフォーマ
ンス等を行うことで、障害者に対する区民の理解を深め「ノーマライゼーション」の理念を定着させます。

12月9日 ○
港区障害者福祉課障害者福祉係
電話3578-2458
FAX3578-2678

126 新宿区 パネル展 区役所内ロビーで、障害者差別解消法、ヘルプカードの周知、施設利用者の作品展示を行う。
11月28日～12月7日（最

終日は午前で終了）
○

障害者福祉課福祉推進係
電話03-5273-4516

127 新宿区
障害者福祉施設共同バザール・障害
者作品展

・障害のある方が製作した絵画・書・陶芸等の展示
・ビーズ・七宝焼等のアクセサリーやパン・焼き菓子等手づくり品の販売
・知的障害者疑似体験
・音楽等のステージ

12月5日(火)午前10時30
分～午後8時（販売は午
後7時まで）、6日(水)午
前10時30分～午後5時

○
障害者福祉課事業指導係
電話03-5273-4520

128 新宿区 作品展 障害者作品展示 11月24日～12月21日 ○
障害者福祉課事業指導係
電話03-5273-4520

129 文京区 一歩いっぽ祭り 区立福祉作業所利用者の活動成果や施設の紹介、利用者と地域住民との交流を図る。 平成29年11月4日 ○
福祉部障害福祉課知的障害者支援係

電話：03-5803-1214
ＦＡＸ：03-5803-1352

千葉県

東京都
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130 文京区 文京総合福祉センター祭り 地域住民に向けて啓発活動として開催。障害理解を深めるため、障害者体験や高齢者体験を実施する。
平成29年11月11日～
平成29年11月12日

○
福祉部障害福祉課知的障害者支援係

電話：03-5803-1214
ＦＡＸ：03-5803-1352

131 文京区 ほんわか祭り 本郷福祉センター利用者の活動成果や施設の紹介、利用者と地域住民との交流を図る。 平成29年11月25日 ○
福祉部障害福祉課知的障害者支援係

電話：03-5803-1214
ＦＡＸ：03-5803-1352

132 文京区 ふれあいの集い
「障害者週間」を記念し、区民が障害者に対する理解と認識を深め、また障害のある人もない人もともにふれあう
交流の場として、障害者（児）の作品などの展示を中心とした行事。

平成29年12月2日～
平成29年12月4日

○

福祉部障害福祉課障害者在宅
サービス係
電話：03-5803-1212
ＦＡＸ：03-5803-1352

133 文京区 障害者週間特集番組の提供
障害者週間に合わせ、都市型CATVにおいて障害者に関するテーマ番組を作成し放映する。また、同番組をイン
ターネット動画共有サービスを活用して放映することにより一層の周知を図る。

平成29年12月11日
（予定）

福祉部障害福祉課障害福祉係
電話：03-5803-1211
ＦＡＸ：03-5803-1352

134 文京区
文の京ハートフル工房（文京区障害
者施設商品販売会）

シビックセンター地下2階区民ひろばにおいて、障害者施設商品を施設通所者自らが販売員となって販売する機
会として、「文の京ハートフル工房（文京区障害者施設商品販売会）」を月１回程度開催している。12月19日につい
ては、民間地域団体等の協力によるハンドベル演奏会を開催する。

平成29年12月19日 ○
福祉部障害福祉課障害福祉係
電話：03-5803-1211
ＦＡＸ：03-5803-1352

135 文京区
第13回共生のための文京地域支援
フォーラム

障害者への理解を深め、共生社会の実現を図るため、地域住民への働きかけを強化することを目的として、「第
13回共生のための文京地域支援フォーラム」を実施する。13回目を迎える今回は、光が遮断された空間で視覚障
害者のアテンドスタッフによる案内を受けて、様々なことを体験するプログラム「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」を開
催する。

平成29年11月17日、
平成29年11月18日

○
福祉部障害福祉課障害福祉係
電話：03-5803-1211
ＦＡＸ：03-5803-1352

136 台東区 障害者週間講演会
障害のある方の社会参加や権利擁護を推進するため、講演会などの障害者週間記念イベントを実施する。
・講演内容　「障害者虐待防止＆差別解消について～１人ひとりを大切に～」
・講師　佐久間　水月　氏

12月7日（木）
午後6時30分から

○
障害福祉課　庶務担当
電話03（5246）1058
ＦＡＸ03（5246）1179

137 台東区 みんなで歌おう！ピアノでコンサート
・障害の有無に関わらず誰もが一緒に集い、歌手・ピアニストと共に歌を唄う事を楽しむコンサート。
・機能訓練や歌教室の発表の場にもなっている。

12月6日 ○
障害福祉課(松が谷福祉会館)
電話　03-3842-2672
FAX　03-3842-2674

138 台東区 障害者作品展
機能訓練作業療法での作品や、社会参加援助事業(絵画・さをり織・折り紙教室)での作品を、生涯学習センター
の入り口フロアをお借りし、展示している。

12月1日～12月8日 ○
障害福祉課(松が谷福祉会館)
電話　03-3842-2672
FAX　03-3842-2674

139 墨田区
障害者週間記念行事「すみだスマイ
ル・フェスティバル」

・１日目…区民をはじめとする一般来場者へ向けた障害者福祉に関する理解啓発を目的とし、ワークショップや体
験コーナーを行う。
・２日目…障害者団体や施設間の交流を目的とし、参加団体による劇やダンス等の舞台発表及び福祉功労者へ
の表彰を行う。

12月2日（土）
正午～午後3時
12月3日（日）

午前10時～午後3時30
分

○

墨田区福祉保健部障害者福祉課庶務
係
TEL：03-5608-6217
FAX：03-5608-6423

140 江東区 第３７回江東区障害者福祉大会
障害者本人とその家族を対象に地域住民も含め、障害者による歌と踊りの発表や芸能アトラクションを催すほか、
長期にわたり企業で就労に励む方に対して勤労障害者表彰が行われる。

12月2日 ○
福祉部障害者支援課
電話：03-3647-4749
ＦＡＸ：03-3699-0329

141 品川区 障害者作品展
障害者週間(１２月３日～９日)に先駆けて、区民の障害福祉への関心と理解を深めるとともに、障害のある人が自
立と社会参加への意欲を高めるため、障害のある人たちの趣味や技術を生かした作品、リハビリテーション活動
の中で作成した作品を展示する。

平成29年11月2日（木）
～16日（木）

（土曜日・祝日はのぞく）
○

福祉部障害者福祉課
電話：03-5742-6762
ＦＡＸ：03-3775-2000

142 品川区 障害者週間・記念のつどい
障害者週間（１２／３～１２／９）を記念して、区民の理解と関心を深めるため、また障害者の社会参加を促進する
ことを目的として講演会、障害者団体発表、ファッションショー、映画祭を実施する。

平成29年12月8日（金）
～

9日（土）
○

福祉部障害者福祉課
電話：03-5742-6707
ＦＡＸ：03-3775-2000

143 目黒区
障害者週間記念事業
めぐろふれあいフェスティバル

障害のある方とない方の相互理解を深めるための交流の場として、自立生活生活者への表彰や、アトラクション
の実施、そして障害者福祉施設等の作品の販売などを行う。

平成29年12月9日（土） ○

目黒区障害福祉課障害福祉管理係

出野（での）
電話　03（5722）9846
ＦＡＸ　03（3715）4424

144 目黒区 障害者週間パネル展 障害者福祉施設等の日々の活動の紹介の場として、絵画などの作品の展示を行う。
平成29年12月2日（土）

～8日（金）
○

目黒区障害福祉課障害福祉管理係

出野（での）
電話　03（5722）9846
ＦＡＸ　03（3715）4424

東京都
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145 世田谷区
第３７回区民ふれあいフェスタ
（障害者週間記念作品展、障害者雇
用促進フォーラム2017を同時開催）

障害者基本法第９条に基づき、区民の障害者への理解と関心を深めるとともに、障害者の自立と社会参加の促
進を図るため、『障害者週間』（１２月３日～１２月９日）の記念事業として実施する。
＜内容＞
区長表彰式（個人・団体表彰）、障害者雇用促進企業への感謝状贈呈式（企業表彰）、一社Get in touchメンバー
（代表 東ちづる氏、ほか）による『誰も排除しない「まぜこぜの社会」をめざして』のステージ、障害者団体・施設に
よるPR、障害者週間記念作品展、障害者雇用促進フォーラム2017（企業の発表、行政情報コーナー等）模擬店・
バザー、福祉施設の自主生産品販売、ボッチャ体験、手話・点字・音訳教室、電動車椅子の試乗、補助犬ふれあ
いコーナー、ウルトラマンタロウ・ウルトラマンメビウスの握手会・撮影会、ラジオの無料修理・電池交換（TBSラジ
オ）、消防士なりきり体験・消火体験（世田谷消防署）、エフエム世田谷ブース、ネイル体験、マスキングテープアー
ト、スタンプラリー等

平成29年12月3日
（作品展は、

平成29年11月28日～
平成29年12月3日）

○

世田谷区 障害福祉担当部 障害施
策推進課 管理係　田中
電話：03-5432-2385
FAX：03-5432-3021
E-mail：
sea02083@mb.city.setagaya.tokyo.j
p

146 渋谷区 「障害者週間」記念式典・記念行事

自立生活に励み他の模範となる障害のある人を「自立生活者」、自立生活を支え功績のある人を「自立支援功労
者」、障害のある人を支える家族を「介護・援護者」として、それぞれ区長表彰する。
・第1部：表彰式
・第2部：障害者団体他による演奏などの記念行事

12月2日 ○

障害者福祉課福祉計画推進係
℡03-3463-1922
または　渋谷区障害者団体連合会
℡03-3401-7653

147 渋谷区 作品展「どきどきときめき展」
障害者の芸術活動の発表の場として作品を展示する。投票で選ばれた作品は、渋谷区障害者団体連合会より表
彰される。

12月8日から12日 ○

障害者福祉課福祉計画推進係
℡03-3463-1922
または　渋谷区障害者団体連合会
℡03-3401-7653

148 中野区
障害者関係団体等パネル展示と販
売会

障害に対する区民の理解や関心を深めるため、障害者関係団体や障害者就労施設等の活動の様子をパネルで
紹介。同施設利用者が制作した自主生産品も販売。

平成29年12月4日～
平成29年12月9日

○

中野区健康福祉部障害福祉分野
障害者社会参画担当
ＴＥＬ：03-3228-8832
ＦＡＸ：03-3228-5660

149 中野区 ヘルプカード周知用横断幕の掲示 ヘルプカードを周知するため、区役所壁面に横断幕を設置する。
11月27日～12月22日

（予定）

中野区健康福祉部障害福祉分野
障害者社会参画担当
ＴＥＬ：03-3228-8832
ＦＡＸ：03-3228-5660

150 中野区 ヘルプカード周知用ポスターの掲示 ヘルプカードを周知するため、区内の掲示板にポスターを掲示する。 12月1日～15日（予定）

中野区健康福祉部障害福祉分野
障害者社会参画担当
ＴＥＬ：03-3228-8832
ＦＡＸ：03-3228-5660

151 杉並区 ふれあい美術展
区内の特別支援学級・特別支援学校や障害者団体、障害者施設のみなさんが制作した作品 や「ふれあいフェス
タ」等のポスター原画応募作品の展示会を開催する。

12月1日（金）～
12月3日（日）

○
障害者施策課管理係
電話　03-3312-2111
FAX　03-3312-8808

152 杉並区 パネル展 区内の障害者団体や施設の活動を紹介するパネル展を開催する。
11月27日（月）～

12月1日（金）
○

障害者施策課管理係
電話　03-3312-2111
FAX　03-3312-8808

153 杉並区 ふれあいフェスタ
障害のある方もない方も、様々な催しを一緒に楽しみながら、互いに知り合い、つながり合うことで、共に生きる心
豊かなまちをつくることを目指して、音楽会などのイベントや模擬店などを開催する。

12月3日（日） ○
障害者施策課管理係
電話　03-3312-2111
FAX　03-3312-8808

154 杉並区
障害者自立生活者・自立支援功労
者表彰式

区内で努力して自立した生活を営んでいる障害者と、障害者を長年にわたり支援し続けてきた協力者の方々の功
労を称えて、区が表彰を行う。

12月3日（日） ○
障害者施策課管理係
電話　03-3312-2111
FAX　03-3312-8808

155 豊島区 人権週間パネル展
人権問題や性の多様性に関するパネル展と合同で、障害者差別解消法、障害者権利条約に関するパネル等を
展示し、広く人権について周知啓発を図る

平成29年
12月4日～10日

○
豊島区障害福祉課政策推進グループ

電話　03-3981-1766
FAX　03-3981-4303

156 北区
障害者就労施設自主製品合同販売
会

障害者就労支援施設の活動やそこで作られた魅力ある自主製品を広く発信するため、区役所正面玄関にて合同
販売会を行う。

平成29年12月4日～12
月8日

○
北区障害福祉課障害福祉係
ＴＥＬ：03-3908-9085
ＦＡＸ：03-3908-5344

157 北区 障害者作品展
障害者だけでなく、広く区民に対し障害者福祉を啓発するために、区内の障害者が制作した作品の展示や日頃の
活動を発表する場を設けている。

平成29年12月2日～12
月3日

○
北区障害者福祉センター事業係
ＴＥＬ：03-3905-7121
ＦＡＸ：03-3905-7116

東京都



12

NO.
都道府県・
指定都市名

主催機関・団体名 行　事　の　名　称 内　　　　　　　容 実 施 期 間
一般参加

可能 問　合　先

158 練馬区
ユニバーサルスポーツ
フェスティバル

だれでも気軽に楽しめるスポーツ　（ボッチャなど）による交流事業。 12月1日～2日 ○

練馬区役所　福祉部
障害者施策推進課 管理係
直通：5984-4598
FAX：5984-1215

159 練馬区 障害者福祉大会 福祉功労者の表彰。 12月2日 ○

練馬区役所　福祉部
障害者施策推進課 管理係
直通：5984-459８
FAX：5984-1215

160 練馬区 障害者フェスティバル 福祉団体や障害者施設による製品の販売やコンサートを行う。 12月2日 ○

練馬区役所　福祉部
障害者施策推進課 管理係
直通：5984-4598
FAX：5984-1215

161 練馬区 障害者ふれあい作品展 区内の障害者施設の利用者などが制作した絵画や陶芸などの作品を練馬区立美術館に展示。 12月6日～12月10日 ○

練馬区役所　福祉部
障害者施策推進課 管理係
直通：5984-459８
FAX：5984-1215

162 練馬区 ねりあるきラリー
区内の障害のある方が通う施設や高齢の方がいる施設などで、施設の利用者の方やスタッフの方々と交流し、地
域での相互理解を推進するイベントとして、スタンプラリーを実施。

7月2日～12月9日 ○

練馬区役所　福祉部
障害者施策推進課 管理係
直通：5984-4598
FAX：5984-1215

163 練馬区 みんなのUDパーク UDグッズの使用体験や販売、地域福祉団体の活動紹介などを行う。 12月9日 ○

練馬区役所　福祉部
障害者施策推進課 管理係
直通：5984-4598
FAX：5984-1215

164 練馬区 障害者差別解消啓発事業 障害者差別解消についてパネル展示や講演会を開催。 12月13日～17日 ○

練馬区役所　福祉部
障害者施策推進課 管理係
直通：5984-4598
FAX：5984-1215

165 練馬区
Ｎｅｒｉｍａユニバーサルオーケストラ
コンサート

障害や国籍、年齢などを超えたさまざまな方で特別編成する100人規模のオーケストラによるコンサート。 12月17日 ○

練馬区役所　福祉部
障害者施策推進課 管理係
直通：5984-4598
FAX：5984-1215

166 足立区 第37回障がい者アート展

足立区在住、在勤の障がい者（児）の自立と社会参加の意欲を高めるとともに、一般区民への障がい者（児）の理
解と啓発を目的とする。
①アート作品展：障がい者団体、特別支援学校、自主サークルなどが作成した自主製品、手工芸品などの美術作
品の展示
②オープニングセレモニー：足立区立十四中学校吹奏楽部による演奏
③お楽しみコーナー：自主製品販売、有資格者による無料マッサージ、体験コーナー、など

①29.12.2(土)～12.7（木）
②③29.12.2（土）

○

足立区障がい福祉センターあしす
と　自立生活支援室
電話：03-5681-0132
ＦＡＸ：03-5681-0138

167 葛飾区
ウェルピアまつり（ボランティアまつり
と共催）

地域住民と障害者のふれあいを通して、障害者への理解を深めるため、ウェルピアかつしかを会場におまつりを
開催する。
福祉表彰・ボランティア表彰、舞台発表、福祉相談コーナー、各種体験コーナー、模擬店、バザー等

11月19日 ○

葛飾区役所福祉部障害者施設課
管理係
電話：03-5698-1301
FAX：03-5698-1337

168 葛飾区 障害者作品展
障害者の作品や障害者施設の活動を展示、発表する場を設けることにより、来場者に障害者の活動やその成果
等について、知ってもらう.

11月16日～11月22日 ○

葛飾区役所福祉部障害者施設課
管理係
電話：03-5698-1301
FAX：03-5698-1337

169 江戸川区
第10回
障害者就労支援・雇用促進フェア

障害者の地域移行と就労に向けた支援体制の充実が一層重要になっている。こうした状況を踏まえ、「障害者週
間」（毎年12月3日から12月9日までの1週間）に合わせて、普及啓発のための講演会や就職面接会、福祉説明
会・施設紹介相談コーナー・就労者パネル展を実施し、一人でも多くの障害者の一般就労及び福祉就労を実現し
ていく。
(1) 講演会：テーマ　「知っていてほしい障害年金のこと」
(2) 福祉説明会：内　容　江戸川区の福祉政策について、手帳制度や福祉制度など
(3) 施設紹介・相談コーナー：施　設　江戸川区内関係施設
　　　　　　　　　　　　　　　　　生活介護・就労B・就労移行・就労A・
　　　　　　　　　　　　　　　　　地活Ⅰ～Ⅲ型・就労支援センター等
(4) 就労者パネル展：内　容　働く障害者の様子をパネル展示、パネル説明文（企業担当者とご本人からの一言）
(5) 障害者就職面接会

平成29年12月4日（月）
午前12時00分 ～

　　　　　 午後5時00分
○

江戸川区　福祉部　障害者福祉課
事業者調整係
℡：03-5662-0712
Fax：03-5662-0760

東京都
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170 江戸川区 精神保健福祉講演会 精神障害の理解促進のため、精神科医に一般的な精神障害のお話を伺います 12月4日 ○
江戸川区保健所精神保健係
03-5661-2465

171 江戸川区 高次脳機能障害普及啓発講演会 高次脳機能障害とスポーツをテーマにパラリンピックを目指す 12月4日 ○
地域活動支援センターはるえ野
03-5664-6070

172 八王子市 ふれあいコンサート
心身障害者福祉センター主催のコーラス会「ハーモニーの夕べ」と、市内の障害者施設やボランティアの皆さんに
よる演奏と合唱

平成29年12月3日（日）
午後1時30分～3時30分

○

八王子市心身障害者福祉センター
（八王子市指定管理者）
〒193-0931東京都八王子市台町2-7-

22　　電話：042-624-5850
 FAX：042-624-5954

173 立川市 立川市障害者週間

市民の障害及び障害者への理解を一層深めるための展示・イベント実施
・市内関連団体、作業所によるパネル展示
・市内小学生によるポスター展示
・障害体験、相談ブース
・当事者をパネラーに招いたパネルディスカッション　等

平成29年12月4日
～

平成29年12月10日
○

立川市障害者週間実行委員会
事務局：立川市役所　障害福祉課
TEL：042-523-2111(内線1516)
FAX：042-529-8676

174 三鷹市 心のバリアフリー推進事業 発達障がいをテーマとした講演。 11月25日 ○
健康福祉部障がい者支援課
電話：0422－45－1151（内2652）
FAX：0422－47－9577

175 三鷹市 障がい者作品展 障がい者施設、作業所、特別支援学校等の在籍者の作品を展示する。 12月4日～8日 ○
健康福祉部障がい者支援課
電話：0422－45－1151（内2653）
FAX：0422－47－9577

176 三鷹市 障がい者自主製品展示即売会 障がい当事者等による自主製品の展示・販売。 12月5日～7日 ○
健康福祉部障がい者支援課
電話：0422－45－1151（内2652）
FAX：0422－47－9577

177 府中市
府中市障害者（児）福祉啓発事業
「第１０回WaiWaiフェスティバル」

障害のある方に対する市民の方々の理解を深めるため、作品展、コンサートや映画上映、作業所等販売会を行
う。

12月9日～12月10日 ○
福祉保健部障害者福祉課生活係
ＴＥＬ：042-335-4545
ＦＡＸ：042-368-6126

178 小金井市 小金井市障害者週間行事
リオデジャネイロパラリンピック出場選手による、「パラリンピック選手との卓球体験、特別講演会」など体験型のイ
ベントを行うことにより、障がいのある人もない人も互いに尊重し、支え合う共生社会の実現を推進する。 12月9日 ○

小金井市福祉保健部自立生活支援課
Tell　042-387-9848
FAX 042-384-2524

179 小金井市 障がい者絵画展 住民の障がい及び障がい者への理解を深めるため障がいのある方の描いた絵画を駅やデパート等で展示する。 11/23～12/11 ○
小金井市福祉保健部自立生活支援課
Tell　042-387-9848
FAX 042-384-2524

180 小金井市
障がい福祉施設で製作された商品
の販売

市内の障がい福祉施設で製作された焼き菓子・パン・趣向品などを市役所第二庁舎で販売。なお、販売で得られ
た収益は、施設で働く障がいのある方の工賃や、自立支援に役立てられます。

12/4～12/8 ○
小金井市福祉保健部自立生活支援課
Tell　042-387-9848
FAX 042-384-2524

181 日野市
日野市障害者週間イベント「いっしょ
に」

・映画上映
・市内障害福祉サービス事業所による体験コーナー（紙すき等）
・事業所紹介パネル展示、生産品販売他

12月3日 ○

日野市障害福祉課
TEL：042-514-8485
　　　042-514-8489
FAX：042-514-0294

182 日野市 パネル展 障害福祉理解のパネル 12/1～12/11 ○

日野市障害福祉課
TEL：042-514-8485
　　　042-514-8489
FAX：042-514-0294

183 東村山市
２０１７障害者週間・第３４回福祉の
つどい

障害のある方ない方が集まり、障害者の福祉についての理解を深めるとともに、社会参加の意欲を高めるための
総合的な福祉イベント。

平成29年12月
2日（土）、3日（日）

○

障害者週間・福祉のつどい実行委
員会
TEL：042-394-6333
FAX：042-393-0411

東京都
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184 国分寺市
平成29年度国分寺市障害者週間行
事

地域共生社会の実現に向け、地域住民の方々に対して障害理解の促進を図ることを目的として実施する。
今年度は、公民館課事業「ロビーコンサート」と同一日に一体的に開催する。
【内容】
・小学生福祉作文コンクール優秀作品発表
・障害児の美術品の展示
・ロビーコンサート（障害者を含む団体も出演する予定）
・啓発カレンダーの無料配布／250部

平成29年12月9日（土）

但し、美術品の展示は、
12月3日（日）から
12月10日（日）まで

○

障害者週間行事：障害福祉課
☎042-325-0111（内線202）
FAX042-324-6831

ロビーコンサート：本多公民館
☎042-321-0.085
FAX042-322-2376

185 福生市 高次脳機能障害講演会 高次脳機能障害理解促進講演会 12月9日 ○
障害福祉課障害福祉係
　ＴＥＬ：042-551-1742
　ＦＡＸ：042-552-5150

186 福生市 障害者週間の理解促進

・ポスター掲示及びパネル展示
・市内障害者施設入所者及び通所者等の作品の展示
　(絵画・習字・工作品等）
・市内就労支援施設等の物品販売

平成29年12月4日から
平成29年12月9日まで

○
障害福祉課障害福祉係
　ＴＥＬ：042-551-1742
　ＦＡＸ：042-552-5150

187 狛江市 障がい者週間　展示会
12/3～12/9の障がい者週間に合わせ、障がい者施設や団体の活動報告及び作品展示、差別解消法パンフレット
等の設置により、障がいに関する市民の関心と理解促進を図る。

平成29年12月4日～
平成29年12月8日

○

狛江市福祉保健部高齢障がい課
障がい者支援係
電話：03-3430-1111　内線2209
FAX：03-3480-1133

188 狛江市

障がい者週間特別行事
『音・おと・オト・・・ＯＴＯ～音を楽しむ
ワークショップ～と『ＮＨＫテレビ「み
んなの手話」講師による講演会

音を楽しむワークショップや『ＮＨＫテレビ「みんなの手話」講師による講演会やパンフレットの配布を通して、障が
いに対する理解を深め、普及・啓発を図る。

平成29年12月9日 ○

狛江市福祉保健部高齢障がい課
障がい者支援係
電話：03-3430-1111　内線2209
FAX：03-3480-1133

189 東大和市 障害者理解促進事業
テーマ「高次脳機能障害者を支える～家族・支援者ができること～」
内容：高次脳機能障害の理解促進に係る講演

11月29日 ○
東大和市障害福祉課相談支援係
042-563-2111内線1128

190 清瀬市
障害者週間関連行事「市内事業所
紹介・障害のある方の作品展示会」

市内事業所の紹介パネル展示や、障害のある方が作成した作品の展示会を行う。
場所：クレアギャラリー（清瀬駅前クレアビル４階）

12月4日～12月11日 ○
清瀬市健康福祉部障害福祉課
（ＴＥＬ）042-497-2073
（ＦＡＸ）042-492-5139

191 清瀬市
障害者週間関連行事「市内事業所
紹介・障害のある方の作品展示会」

市内事業所の紹介パネル展示や、障害のある方が作成した作品の展示会を行う。
場所：市役所本庁舎１階ロビー

12月4日～12月8日 ○
清瀬市健康福祉部障害福祉課
（ＴＥＬ）042-497-2073
（ＦＡＸ）042-492-5139

192 清瀬市
障害者週間特別講演
「障害者差別解消法の生かし方～具
体的事例で考える」

障害者差別解消法の概要を解説し、障害のある当事者とのパネルディスカッションを行う。
講師：日本社会事業大学特任教授　佐藤久夫
場所：清瀬市ころぽっくるホール

12月2日 ○
清瀬市健康福祉部障害福祉課
（ＴＥＬ）042-497-2073
（ＦＡＸ）042-492-5139

193 稲城市 講演会
地域住民・障害福祉関係者等を対象に、小児の高次脳機能障害および発達障害について、専門の医師を講師と
して講演を行う。

平成29年12月5日 ○
稲城市役所　福祉部障害福祉課
電話：042-378-2111　内線229
ＦＡＸ：042-378-5677

194 羽村市

障害の理解を深める講演会
発達障害とともに暮らす
～家族・支援者が
　　　　　　　　大切にしたいこと～

市民等に発達障害について理解をしていただくための講演会を開催する。 29.11.29 ○
羽村市福祉健康部障害福祉課
042-555-1111(内線186)
定員先着80名

195 羽村市
東京都パラリンピック体験プログラム
「NO LIMITS CHALLENGE」

東京都主催のパラリンピック体験プログラムを羽村市内で実施していただき、市民等に障害者スポーツの理解促
進を図る。体験競技として、パラ陸上競技(レーサー)とボッチャ(カジュアル版)を実施予定

29.11.4 ○
羽村市企画総務部東京オリンピッ
ク・パラリンピック準備室
042-555-1111(内線344)

196 羽村市
東京2020パラリンピックを応援しよ
う！1000日前ウィークin羽村

①パラリンピアン根木慎志氏　車椅子バスケットボール体験会＆トークショー
②パラリンピック写真家　清水一二氏　報道写真展

①29.11.29
②29.11.24～29.11.30

羽村市企画総務部東京オリンピッ
ク・パラリンピック準備室042-555-
1111(内線344)
①の一般参加は観覧のみ
②はだれでも参加可

197 羽村市 障害者作品展 障害者が作成した作品を上記②の写真展会場に展示する。 29.11.24～29.11.30 ○
羽村市福祉健康部障害福祉課
042-555-1111(内線186)

東京都
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都道府県・
指定都市名

主催機関・団体名 行　事　の　名　称 内　　　　　　　容 実 施 期 間
一般参加

可能 問　合　先

198 あきる野市 障がい者週間啓発事業
①市内の日中活動系事業所、障害児通所支援事業所及び障がい者団体等のパネル展示、作品展示
②あきる野市障がい者団体連絡協議会によるヒューマンライブラリー
③行政からのＰＲ（障害者差別解消法、ヘルプマーク、難病、高次脳機能障害等のパネル展示）

平成29年12月4日（月）
～12月8日（土）

○

健康福祉部障がい者支援課
電話：042-558-1111(代表)内線
2618
ＦＡＸ：042-558-1170

199 西東京市 講演会
障害者だけではなく、障害者家族や一般の人たちに対して、理解促進と普及啓発を目的とし、有識者による講演
会を実施する。

平成29年12月6日 ○

西東京市健康福祉部障害福祉課
事業管理係
電話：042-438-4033
FAX：042-423-4321

200 西東京市 手作り品販売・展示イベント
障害や障害者への理解促進、障害のある方と障害のない方との交流の場を提供するため、市内障害者作業所・
福祉団体パネル展示等のイベントを実施する。

平成29年12月8日 ○

西東京市健康福祉部障害福祉課
事業管理係
電話：042-438-4033
FAX：042-423-4321

201 神奈川県 障がい者差別解消フォーラム
「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」の県優秀作品表彰、障害福祉サービス事業所等への
発注に貢献した企業表彰、障がい当事者のミュージシャンによる音楽演奏、障がい者差別解消に関する基調講
演、パネルディスカッション、障害福祉サービス事業所等の製品販売、普及啓発のためのパネル展示等

12月3日 ○

保健福祉局福祉部障害福祉課調
整グループ
TEL：045-210-4703
FAX：045-201-2051

202 神奈川県 第９回神奈川県障害者文化・芸術祭 県内の障がい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9日～12月10日 ○

保健福祉局福祉部障害福祉課社
会参加推進グループ
TEL：045-210-4709
FAX：045-201-2051

203 神奈川県 はーとふる・マルシェ 県庁ロビーにおいて障がい者手作り製品の販売、障がい者理解のための啓発ポスター等の展示 12月4日～12月5日 ○

保健福祉局福祉部障害福祉課社
会参加推進グループ
TEL：045-210-4709
FAX：045-201-2051

204 横須賀市
障害者週間キャンペーン
YOKOSUKA

①講演会　あったかハート交流会（体験発表）
②障害者団体の活動紹介パネル展、地域作業所など手づくり品のワゴンセール
③障害者団体によるダンスや演奏などのステージ発表会
④障害の理解を深める講演会「障害を持つ息子へ～息子よ。そのままで、いい。～」

①11月25日
②12月1日～12月7日

③12月3日
④12月5日

○
横須賀市ボランティア連絡協議会
TEL：046-822-9839
FAX：046-825-6040

205 鎌倉市 パネル展示
障害者施設の紹介や、障害者による作品展示等を行うことで、市民に広く障害者福祉について関心と理解を深め
てもらう。

11月28日～12月4日 ○
鎌倉市
TEL：0467-61-3975
FAX：0467-25-1443

206 鎌倉市 ふれあいショップ
障害者の社会参加と経済的自立の一助とするため、障害者の手作り品などを販売するふれあいショップを開催し
ます。

12月6日 ○
鎌倉ふれあいショップ運営委員会
TEL：0467-61-3975
FAX：0467-25-1443

207 藤沢市 第３６回藤沢市ふれあいステージ

障がい者の手作り作品展示販売。（手工芸品等の展示、手工芸品や焼き菓子等の販売をふれあいステージの会
場内で行います。）ふれあいステージの中で、来場者が参加できるダンスを行います。
障がいの有無に関わらず、誰もが楽しめる事業をとおして、障がいに対する理解を深めることを目的としていま
す。
【出演者】テツａｎｄトモ（コンサート）、Music of Mind&パフォーマーまめ（パフォーマンス）、藤沢市立大庭中学校吹
奏楽部（吹奏楽演奏）

12月9日 ○

藤沢市／藤沢市ふれあい実行委
員会
TEL：0466-26-9863
FAX：0466-26-6978

208 小田原市 障がい者の手作り品の販売 パン、焼き菓子等の食品や手芸品、陶芸作品等の手作り品を販売 12月5日、7日、8日 ○
小田原市
TEL：0465-33-1467
FAX：0465-33-1317

209 小田原市 県西地区障害者文化事業
・川東タウンセンターマロニエにて、絵画等の作品展示、コンサート等の催しを実施（県西地区各市町、障害福祉
サービス事業所、関係機関等からなる協議会が主催）
・パン、焼き菓子等の食品や手芸品、陶芸作品等の手作り品を販売

12月9日 ○

県西地区障害者文化事業開催協
議会
TEL：0465-81-0288
FAX：0465-81-3703

210 茅ヶ崎市 ふれあい作品展
・障害のある方が制作した作品の展示、販売
・陶器や手芸品をはじめ、クリスマスにちなんだ作品やカレンダーなど、力作が勢揃いです。毎年、市役所を訪れ
たみなさんに大変ご好評をいただき、障害者の励みになっている催しです。

11月27日～12月8日 ○
パイン・ナッツ
TEL：0467-50-0191

東京都

神奈川県
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都道府県・
指定都市名

主催機関・団体名 行　事　の　名　称 内　　　　　　　容 実 施 期 間
一般参加

可能 問　合　先

211 茅ヶ崎市 第２８回自閉症児・者作品展 自閉症児・者が製作した絵画や陶芸等の作品及び自閉症理解のためのパネルを展示します。 12月1日～12月8日 ○
茅ヶ崎地区自閉症児・者親の会
TEL：090-8478-1925

212 茅ヶ崎市
障害者差別解消法・虐待防止につい
て

「障害者虐待防止及び障害者差別解消法の周知ぬりえ」展示 12月3日～12月9日 ○
茅ヶ崎市障害福祉課
TEL：0467-82-1111
FAX：0467-82-5157

213 茅ヶ崎市 キャンドルナイト茅ヶ崎２０１７
茅ヶ崎市内の複数の障害者施設で製作されたキャンドルの点灯、キャンドル販売、キャンドル作成及び和紙に絵
を描きキャンドルホルダーにするワークショップ

12月9日 ○
社会福祉法人　翔の会
TEL：0467-52-1005

214 逗子市 障がい者ふれあい作品展 手芸、工作、書道、絵画等の展示 12月4日～12月8日 ○
逗子市
TEL：046-873-1111（内線222）
FAX：046-873-4520

215 秦野市 大道イルミネーションフェスティバル

市内の障害者施設や地元自治会、商店会が協力して制作したイルミネーションオブジェの展示
※１２月２日は、オープニングイベント（模擬店、演奏会、イルミネーション点灯式）
※イルミネーション点灯（期間中午後５時～午後８時まで）
１２月２日のみ正午～模擬店の出店有
１２月２日午後１時３０分からステージイベント（ダンス、バンド、吹奏楽部など）午後１６時４５分から秦野市長等に
よるイルミネーション点灯式

12月2日～24日 ○

イルミネーションフェスティバル実行
委員会
TEL：0463-71-5701（秦野市地域
生活支援センター）
FAX：0463-73-5039（秦野市地域
生活支援センター）

216 厚木市 障害者週間啓発事業 市内事業所製品展示即売会同時開催、講演会及びシンポジウム 12月2日 ○
厚木市
TEL：046-225-2225
FAX：046-224-0229

217 厚木市
障がい者の手づくり製品展示・即売
会

障がい者の手づくり製品展示・即売 12月4日～12月6日 ○
厚木市
TEL：046-225-2221
FAX：046-224-0229

218 大和市
～大和市障がい児者週間事業～
2017こころふれあいコンサート

音楽を通して、障がい児者の交流を目的にビックバンドによる本格的なジャズ演奏を行います。 12月2日 ○
大和市手をつなぐ育成会
TEL：046-275-0297

219 大和市
大和市障がい者週間事業　大和市
障害者自立支援協議会等の活動紹
介

自立支援協議会の活動紹介（パネル展示）、福祉施設の活動紹介（パネル展示）、障がいのある方の作品展示、
福祉施設で製造した商品の販売（コーヒー・パン・クッキー・各種手芸品・陶芸品等）

12月13日～14日 ○
大和市障害者自立支援協議会
TEL：046-265-5198

220 伊勢原市
「障害者週間」啓発に伴う街頭キャン
ペーン

障害児者相談支援事業所一覧・障害者虐待防止法関係等チラシを福祉関係者団体、障がい者とくらしを考える協
議会、障害当事者の方々と駅前にて配布

12月5日 ○

伊勢原市社会福祉協議会
伊勢原市障がい者とくらしを考える
協議会権利擁護部会
（事務局市障害福祉課）
TEL：0463-94-4711
FAX：0463-95-7612

221 伊勢原市 第35回ふれあい福祉まつり

・障害者の作品展示、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体の活動紹介、日産車展示
・もちつき、喫茶、作業所自主製品、駄菓子、やきそば等の販売、バザー
・ロボット体験、車いす乗車体験、ゲームコーナー、白バイ・パトカー・消防車乗車体験、コーラス、バンド演奏、マ
ジックショー、シャボン玉ショー、大山こま体験

12月9日 ○

社会福祉法人至泉会、社会福祉法
人伊勢原市手をつなぐ育成会、伊
勢原市
TEL：0463-94-4711
FAX：0463-95-7612

222 綾瀬市 あやともまつり

・市内障害福祉事業所の紹介パネル、絵画等の展示
・福祉事業所によるパン、自主製品等の販売
・体験コーナー（チェアアスキー・ロボット・色覚障害）
・“希望と勇気”あやとも・Liveコンサート（１３：３０～１６：００・定員１２０人・申込順）ヴァイオリンコンサート及びダン
スパフォーマンス

12月3日 ○

あやとも協議会あやともまつり実行
委員会、市障がい福祉課
TEL：0467-79-5112（相談センター
ゆいまーる）
FAX：0467-53-9899（相談センター
ゆいまーる）

223 寒川町 人権フェスタ２０１７ｉｎさむかわ 人権作文朗読、獅子舞、人権講演（※講演者が身体障害者） 12月2日 ○

横須賀・湘南人権啓発活動地域
ネットワーク協議会／寒川町
TEL：0467-74-1111　内線253
FAX：0467-74-2833

神奈川県

神奈川県
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指定都市名
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224 寒川町 にっこりマーケット 各事業所にて作製した物品の展示、各事業所にて調理した食品および作製した物品の販売 12月12日～12月15日 ○
寒川町障害者事業所連絡会
TEL：0467-74-1111　内線:144
FAX：0467-74-5613

225 新潟県 障害者差別解消普及啓発事業

【目的】障害の有無に関わらず共に生きる地域社会の実現に向け、お互いに理解を深める機会とする。
【内容】・講演（講師：ドリアン助川）
　　　　 ・障害者スポーツの紹介、体験
　　　　 ・身体障害者補助犬の紹介、歩行体験
　　　　 ・手話講座　・授産製品の販売

12月7日 ○
福祉保健部障害福祉課
TEL：025-280-5211
FAX：025-283-2062

226 新潟県 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12日～11月18日
11月19日
11月19日

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

227 新潟県
「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

・内閣府主催の事業に沿って行うもの
・小学生、中学生、高校生・一般の部門別に作品を募集し、県の最優秀賞作品を内閣府に推薦する。

募集期間：7月3日～9月
19日

表彰式：12月下旬
○

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

228 長岡市
ありのままの芸術「アール・ブリュット
作品展示」

障害者の独創的な作品の展示を通じ、独自の感性や作者の日常・暮らしぶりなどを知ってもらい、市民の障害や
障害者への理解を深める。

11月15日～12月14日 ○
福祉保健部福祉課
TEL:0258-39-2343
FAX:0258-39-2256

229 柏崎市
ニュースポーツ体験フェア＆こどもの
遊び広場

ニュースポーツや積み木、工作などを自由に体験してもらう。 12月2日（土） ○
福祉保健部福祉課
TEL：0257-21-2234
FAX：1257-21-1315

230 燕市 こころの健康講座
地域住民を対象に、精神疾患及び精神障がいの理解を深めるための啓発活動。うつ病を正しく理解し、自分自身
を振り返り、こころの健康を維持するための自分らしい方法が発見できること、また家族や身近な人のこころの健
康にも関心を持ち、早期対応を行うことができることを目的として実施。

11月30日、12月21日 ○
燕市保健センター
ＴＥＬ：0256-93-5461

231 五泉市 ウエルカム作品展２０１７
障がい者週間にちなんで、は～とふる五泉館と市役所1階ロビーで市内の福祉施設の作品を展示します。市民の
方に、障がいのある人に対する理解を深める場として、障がい者が製作した作品を展示します。

11月28日～12月12日 ○
五泉市健康福祉課
TEL：0250-43-3911
FAX：0250-43-0417

232 上越市 障害者週間記念事業
市の体育施設や温泉施設、文化施設などを、市内の障害のある方等（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者
保健福祉手帳をお持ちの方及びその介助者１名）に無料開放する。

11月4日、11月5日
健康福祉部福祉課
ＴＥＬ：025-526-5111
ＦＡＸ：025-525-5175

233 津南町 広報活動 町広報誌に障害者週間及び障害者施策について記事を掲載する。 12月5日
津南町福祉保健課
TEL：025-765-3114
FAX：025-765-4625

234 佐渡市
あったかフォーラム2017
～平成29年度佐渡地区障がい者週
間推進集会～

障がいのある方が自らの自立と社会参加への意欲を高めるとともに、地域住民が障がいへの理解と認識を深め、
障がいのある方の保健福祉の向上を目的として集会を開催する。
会場：アミューズメント佐渡（新潟県佐渡市中原234番地１）
講演：「発達障がい児の育ちの支援」
　　　 まめの木クリニック 臨床心理士 庄司 敦子氏
催し：授産品販売等

12月3日（日）
13：00～

〇

佐渡市役所 市民福祉部
社会福祉課 障がい福祉係
電話　0259-63-5113
ＦＡＸ　0259-63-5121

235 富山県
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賞作品の展示を行う。 12月2日～12月10日 ○
厚生部障害福祉課
電話：076-444-3286
ＦＡＸ：076-444-3494

236 富山県 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1日、12月3日 ○
厚生部障害福祉課
電話：076-444-3286
ＦＡＸ：076-444-3494

237 富山県 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 10月14日 ○
厚生部障害福祉課
電話：076-444-3286
ＦＡＸ：076-444-3494

238 富山県 障害者人材開発促進旬間
障害者の方に対する職業訓練のPR等を行い、社会一般や事業主等に対して、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

新潟県

富山県
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都道府県・
指定都市名

主催機関・団体名 行　事　の　名　称 内　　　　　　　容 実 施 期 間
一般参加

可能 問　合　先

239 石川県 石川県 第６３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　川北町総合体育館（川北町）
・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12日 ○
健康福祉部障害保健福祉課
電話：076-225-1426
ＦＡＸ：076-225-1429

240 福井県
「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～12月9日 ○
福井県健康福祉部障害福祉課
TEL：0776-20-0338
FAX：0776-20-0639

241 福井県 障害者ハートフル文化祭作品展 県庁ホールにて、障害者の作品を展示する。 12月25日～12月28日 ○
福井県健康福祉部障害福祉課
TEL：0776-20-0338
ＦＡＸ：0776-20-0639

242 福井市 障がい者ハートフル文化祭作品展 市民ホールにて、障がい者の作品を展示する。 12月11日～12月13日 ○
福井市福祉保健部障がい福祉課
TEL：0776-20-5435
ＦＡＸ：0776-20-5407

243
小浜市、小浜市身体障

害者福祉連合会
障害者問題を共に考えよう小浜
フォーラム＆クリスマスパーティ

１２月９日の「障害者の日」に伴い、障がい者も、子どもも、高齢者もすべての人がつながり、毎日を楽しく安心に
過ごせる幸せな社会を築くことを目的として実施する。本年度の実施で第３１回目を迎える。
　＜第１部　フォーラム、第２部　クリスマスパーティ＞

12月24日 ○

小浜市民生部高齢・障がい者元気
支援課
TEL：0770-64-6012
FAX：0770-53-1016

244 鯖江市 障がい者週間パネル展
障がい者週間に合わせ、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に、日頃の活
動や取り組みを紹介する。差別解消法パンフレット等の設置により、障がいに関する関心と理解促進を図る。

12月一日～12月15日 ○
鯖江市健康福祉部社会福祉課
TEL：0778-53-2217
FAX：0778-51-8157

245 越前市 広報活動 越前市広報紙で障がい者週間及び障がいへの理解に関する記事を掲載する。 １２月 ○
越前市社会福祉課
TEL：0778-22-3004
ＦＡＸ：0778-22-9185

246
（一社）福井県身体障害

者福祉連合会
第１８回福井県障害者ハートフル文
化祭

県下の障害者の作品展の開催、ステージ発表等を行う。 12月2日～12月3日 ○
福井県健康福祉部障害福祉課
TEL：0776-20-0338
ＦＡＸ：0776-20-0639

247

(福)山梨県障害者福祉
協会

山梨県障害者ふれあい
会議

「障害者週間」普及・啓発キャンペー
ン

ＪＲ甲府駅前において、障害者週間の普及・啓発と、障害や障害のある人に対する理解を深めるための街頭キャ
ンペーンを実施する。

12月４日
山梨県福祉保健部障害福祉課
ＴＥＬ：055-223-1460
ＦＡＸ：055-223-1464

248 山梨県 第28回「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７日 ○
山梨県福祉保健部障害福祉課
ＴＥＬ：055-223-1460
ＦＡＸ：055-223-1464

249 山梨県
平成29年度「やまなし心のバリアフ
リー推進事業ポスター・標語」表彰式

「共生社会」をテーマとしたポスターと標語を広く県民から募集し、「小中学生の部」と「一般の部」の部門別優秀作
品を「障害者の主張」大会の席上で表彰する。
また、優秀作品は、同大会のポスターとパンフレットに採用するとともに、会場での展示や県ホームページ等によ
り、広く県民に公表する。

12月７日 ○
山梨県福祉保健部障害福祉課
ＴＥＬ：055-223-1460
ＦＡＸ：055-223-1464

250
甲府市障害者団体連絡

協議会
甲府市

授産製品展示会
障害のある人が働いている事業所の紹介や一所懸命作った授産製品を展示し、障害者の社会参加と自立促進を
支援するとともに、障害者への理解促進を図ることを目的として、甲府市障害者団体連絡協議会と連携し開催す
る。

12月５日～12月６日 〇
甲府市福祉保健部障がい福祉課
ＴＥＬ：055-237-5642
ＦＡＸ：055-237-5299

251 山梨市 山梨市発達障害児支援者研修会
放課後等デイサービスと学童保育での具体的な事例について、臨床心理士で「こころのサポートセンターネストや
まなし」所長の中嶋彩氏を助言者に迎え、事例検討会を行う。

12月４日
山梨市福祉課障害福祉担当
ＴＥＬ：0553-22-1111
ＦＡＸ：0553-23-2800

252 笛吹市
市広報紙による「障害者週間」の周
知

広報「ふえふき」12月号に障害者週間の記事を掲載し、市民への障害者週間の周知と障害や障害者への理解促
進を図る。

12月１日発行

笛吹市保健福祉部福祉総務課障
害福祉担当
TEL：055-262-1273
FAX：055-262-1276

253
甲州市障害者自立支援

協議会
就労支援連絡会

「障害者週間」普及・啓発キャンペー
ン

市内と市近郊の就労支援事業所が中心となって、広く市民に対して、障害や障害のある人に対する理解を深める
ための街頭キャンペーンを市内ショッピングセンターで実施する。

12月6日
甲州市障害者地域生活支援センター
TEL：0553-32-0285
FAX：0553-33-2307

福井県

山梨県

山梨県
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指定都市名
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254 長野県 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4日 ○
健康福祉部障がい者支援課
ＴＥＬ：026-235-7108
ＦＡＸ：026-234-2369

255 長野県 県民向け手話講座 県民の皆さんが身近で手話や聴覚障がいについて触れ学ぶ県民向け手話講座（入門編）を開催 12月3日 ○
長野保健福祉事務所福祉課
ＴＥＬ:026-225-9057
ＦＡＸ:026-223-7669

256
地域で暮らそうフォーラ

ム2017!実行委員会
地域で暮らそうフォーラム2017!

障がいのある人もない人も共に地域で暮らし続けるための取り組みを学び、考えるシンポジウム、分科会等の開
催

11月10日～11月11日 ○
健康福祉部障がい者支援課
ＴＥＬ:026-235-7105
ＦＡＸ:026-234-2369

257
長野県・長野県身体障害

者福祉協会
信州あいサポートフォーラム2017

「信州あいサポート運動」を推進するとともに、平成28年4月に施行された障害者差別解消法に関する有識者によ
る講演会等を通じて、障がい者差別の解消に向けた取組の促進と機運を醸成するため、フォーラムを開催

12月14日 ○
健康福祉部障がい者支援課
ＴＥＬ：026-235-7108
ＦＡＸ:026-234-2369

258
信州ザワメキアート展

2017実行委員会

ザワメキアート2017～信州の障がい
のある人のヒョウゲントアール・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1日～2月4日 ○
健康福祉部障がい者支援課
ＴＥＬ:026-235-7103
ＦＡＸ:026-234-2369

259
長野県障がい者文化芸

術祭実行委員会
長野県障がい者文化芸術祭優秀作
品巡回展

第20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） 10月27日～1月31日 ○
健康福祉部障がい者支援課
ＴＥＬ:026-235-7103
ＦＡＸ:026-234-2369

260 伊那保健福祉事務所 手話動画放映 伊那合同庁舎・いなっせのギャラリーにて、手話動画を放映する。 12月4日～12月8日 ○
伊那保健福祉事務所福祉課
ＴＥＬ:0265-76-6811
ＦＡＸ:0265-76-6513

261 伊那保健福祉事務所 障がい福祉事業所の製品販売 伊那合同庁舎にて障がい福祉事業所が作成したお菓子や小物、パンなどを販売する。 12月4日～12月8日 ○
伊那保健福祉事務所福祉課
ＴＥＬ：0265-76-6811
ＦＡＸ:0265-76-6513

262 伊那保健福祉事務所 あいサポート研修 あいサポート研修、またそれに合わせ、障がいのある方との懇談、障がいの体験を行う。 12月4日または5日 ○
伊那保健福祉事務所福祉課
ＴＥＬ:0265-76-6811
ＦＡＸ:0265-76-6513

263 伊那保健福祉事務所
障がいのある方の作品展・事業所紹
介

いなっせのギャラリーにて、障がいのある方の作品の展示、事業所の紹介を行う。
12月4日～5日、6日～7

日
○

伊那保健福祉事務所福祉課
ＴＥＬ:0265-76-6811
ＦＡＸ:0265-76-6513

264 伊那保健福祉事務所 障がいを題材とした本・映画の紹介 伊那合同庁舎・いなっせのギャラリーにて、障がいを題材とした本・映画の紹介を行う。 12月4日～12月8日 ○
伊那保健福祉事務所福祉課
ＴＥＬ：0265-76-6811
ＦＡＸ:0265-76-6513

265 伊那保健福祉事務所
障がい者福祉施設自主製品カタログ
販売

管内市町村と管内県施設を対象に、上伊那管内障がい者福祉施設自主製品のカタログ販売を行う。 11月～12月 ○
伊那保健福祉事務所福祉課
ＴＥＬ：0265-76-6811
ＦＡＸ：0265-76-6513

長野県
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266 長野市 ふくしネットフェスタ
・広場ブースでは、障害者団体の販売とステージ発表を中心に屋外で実施。
・トィーゴＷＥＳＴブースでは、マッサージや障害者スポーツ、音楽療法、落語などのワークショップを中心に屋内で
実施。

10月21日 ○
長野市保健福祉部障害福祉課
TEL：026-224-5030
FAX：026-224-5093

267 長野市 障害者週間推進事業 講演会を開催予定 未定 ○
長野市保健福祉部障害福祉課
TEL：026-224-5030
FAX：026-224-5093

268 松本市 松本市障害者週間イベント 有識者による講演会を実施予定
日程未定

障害者の日（12/9）近辺
で開催予定

○
健康福祉部　障害福祉課
TEL：0263-34-3212
FAX：0263-36-9119

269 岡谷市 障害者週間
・障害者就労支援施設等の物品販売
・障害者週間に係るパネル展示

12月4日～12月8日 ○

岡谷市役所健康福祉部社会福祉
課
電話：0266-23-4811
ＦＡＸ：0266-22-8492

270
飯伊圏域障がい者総合

支援センター
手話落語講演会

上方手話落語会代表 デフー福師匠 による、手話落語講演会を開催する。
日程：12/9（土）　午後1時30分～3時30分
演目：芝浜、犬の目、創作落語等

12月9日 ○

飯伊圏域障がい者総合支援セン
ター
TEL:0265(24)3182
FAX:0265(24)3192

271 須坂市 啓発幕の掲示 「障害者週間　共に生きる社会をめざして」と記載された啓発幕を庁舎に掲示する 12月3日～12月9日
健康福祉部福祉課
電話026-248-9003
FAX026-248-7208

272 障害者社会就労センター 食と手仕事市
障害者社会就労センターによる販売会。上伊那地域の障害者福祉施設が集まり、手作り小物や上伊那の名物お
菓子などを販売する。毎月第１木曜日　正午～午後１時　伊那市役所

11月2科目
12月7科目

1月4日（木）（予定）
○

保健福祉部社会福祉課
TEL：0265-78-4111（内2314）
FAX：0265-78-5778

273 塩尻市 街頭啓発
ＪＲ塩尻駅及び広丘駅前で街頭啓発活動（障害者が通所する市内の事業所が製造したクッキーと障害者に対する
理解を啓発するチラシを配布）実施予定。

12月5日頃（未定） ○
健康福祉事業部福祉課
TEL：0263-52-0280　内線2116
FAX：0263-52-7732

274
第13回佐久市障がい者

福祉展運営委員会
第13回佐久市障がい者福祉展 障がいをお持ちの方の作品展示、施設団体等の関係資料展示、作品販売等を行います。 11月3日～11月5日 ○

佐久市役所
福祉部福祉課療育支援係
ＴＥＬ：0267-62-3147
FAX：0267-62-2172

275 東御市 障害者差別解消法の広報 当市、市報に障害者週間にあわせて、障害者差別解消法の啓発記事を掲載します。 12月1日
健康福祉部福祉課
TEL:0268-64-8888
FAX:0268-64-8880

276 安曇野市 障害者週間の啓発・周知
障害者週間の周知
・12月発行の広報誌、市ホームページへの掲載

12月1日～12月10日
福祉部福祉課
TEL：0263-71-2251
FAX：0263-71-2328

277 安曇野市 あいサポーター研修 障がい者福祉について、広く市民の関心と理解を深めるためあいサポーター研修を開催する。
未定

12月～1月
〇

福祉部福祉課
TEL：0263-71-2251
FAX：0263-71-2328

278 北相木村 北相木村総合文化祭 文化祭において長野県人権センターから借りたパネルを展示する。 １１月２日～１１月5日 〇
住民福祉課人権係
℡0267-77-2111
Fax0267-77-2879

279 軽井沢町 障害者作品展
町内在住・在勤者で障がいのある方の文化芸術活動の振興と社会参加の促進を図るため、文化芸術活動の成果
を発表しその鑑賞を通じて障がいのある人もない人も、ともにふれあいの輪を広げる場として開催する。

11月一日～　11月8日
保健福祉課
TEL：0267-44-3333
FAX：0267-44-1396

280 辰野町 たつの芸術文化祭
辰野町民会館を会場にして、作品の展示など「たつの芸術文化祭」が行われます。辰野町地域活動支援センター
の皆さんで作成した「長野県障がい者文化芸術祭」へ出展した作品の展示。

10月20日（金）から
11月下旬

保健福祉課
電話0266-41-1111
（内線）2130

281 飯島町 自主製品のカタログ販売
福祉事務所より案内のある、上伊那圏域の障がい者施設で製作されている自主製品の販売協力を役場内で行っ
ている。

11月下旬～12月上旬
健康福祉課　地域福祉係
ＴＥＬ：0265-86-3111
ＦＡＸ：0265-86-2225

長野県
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282 阿智村 阿智祭 芸能・文化・作品等の発表と展示を行う。約70団体が発表・出店する中で、心身に障害を持った方の作品を展示。 11月4日～11月５日 ○
阿智村中央公民館
TEL:0265-43-2061
FAX：0265-43-2350

283 阿智村 阿智村駅伝大会
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駅伝大会の開催。

11月26日 ○
阿智村中央公民館
TEL：0265-43-2061
FAX：0265-43-2350

284 南木曽町 広報誌に記事掲載 町の広報誌（12月号）に障害者週間及び虐待防止センターについての記事を掲載する。 11/20頃発行
住民課福祉係
TEL：0264-57-2001
FAX：0264-57-2270

285
木曽圏域自立支援協議

会
講演会 「心の健康を考える講演会」の開催 12月9日 ○

木曽障がい者総合支援センター「と
もに」
TEL：0264-52-2494
FAX：0264-52-2497

286
大桑村教育委員会
大桑村福祉健康課

大桑村人権ふれあい講演会
松本市にあるNPO　「楽団ケ・セラ」による演奏会とトークを小中学校児童、生徒及び職員、木曽郡人権ネットワー
ク研究会、一般住民を対象に開催。

11月17日 ○
教育委員会　生涯学習係
TEL：0264-55-1020
FAX:0264-55-2607

287 岐阜県 街頭啓発 県内８か所において、県民の障がいへの理解を深めるための街頭啓発を実施。 12月2日～12月9日
岐阜県健康福祉部障害福祉課
電話：058-272-8309
ＦＡＸ：058-278-2643

288 岐阜県
ふれあいハートフルコンサート～とも
に楽しむクリスマス～

「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」の普及啓発を図り共生社
会の実現に向けて、共生社会の実現のため、県民の模範となる行為をしたと認められる団体や個人を表彰する県
民大会を開催し、障がいの有無に関わらず共に楽しむクリスマスコンサートを実施。

12月24日 ○
岐阜県健康福祉部障害福祉課
電話：058-272-8309
ＦＡＸ：058-278-2643

289 岐阜県 クリアファイル、リーフレットの作成 障害者差別解消法、県条例を紹介する啓発物品としてクリアファイル（約5,000部）、リーフレット（6,000部）を作成 12月上旬
岐阜県健康福祉部障害福祉課
電話：058-272-8309
ＦＡＸ：058-278-2643

290 岐阜県 新聞啓発広告掲載 障害者週間の告知とともに、障がいを理由とする差別の解消に関する新聞啓発広告を実施。 12月上旬
岐阜県健康福祉部障害福祉課
電話：058-272-8309
ＦＡＸ：058-278-2643

291 岐阜県 ヘルプマークの普及啓発
地域フリー雑誌に記事掲載し、ヘルプマークを必要とする方への普及とともに、県民に対しヘルプマークに対する
正しい理解啓発を実施。

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

292 岐阜県 ヘルプマークの普及啓発
新聞に記事掲載し、ヘルプマークを必要とする方への普及とともに、県民に対しヘルプマークに対する正しい理解
啓発を実施。障がい者マークの啓発も併せて実施。

3月
岐阜県健康福祉部障害福祉課
電話：058-272-8309
ＦＡＸ：058-278-2643

293 岐阜市 広報紙を通じた啓発
市広報紙（広報ぎふ１２月１日号）にて、障害者週間の周知、障がい者への理解促進を目的として障がい者施策
に関する記事を掲載。併せて障害者週間の取り組み（下記イベント：芸術祭・障がい者理解啓発イベント）の開催
を周知し、より多くの参加を促す。

12月１日
岐阜市福祉部障がい福祉課
ＴＥＬ：058-214-2138
ＦＡＸ：058-265-7613

294
障害者芸術祭実行委員

会
第２４回「オンリーワンわたしたちの
芸術祭」

市内の障がい者施設の利用者及び在宅障がい者による書・絵画・手工芸などの展示、劇・踊り・歌・楽器演奏など
の舞台発表、その他チャリティーバザー、コンサート、茶席などを行う。

12月5日～12月10日 ○

障害者芸術祭実行委員会事務局
（岐阜市福祉部障がい福祉課内）
ＴＥＬ：058-214-2135
ＦＡＸ：058-265-7613

295 岐阜市 障がい者理解啓発イベント
障がいごとの特性や障がい者への理解や配慮を紹介するパネル展示、障がい者スポーツ体験、要約筆記ミニ体
験、聴覚障がい者団体と連携したミニ手話体験などを行う。また、市内の障がい者就労支援施設等で製作された
商品を販売する。

12月9日 ○
岐阜市福祉部障がい福祉課
ＴＥＬ：058-214-2138
ＦＡＸ：058-265-7613

296 岐阜市
公共交通機関での啓発ポスター掲
示

白杖ＳＯＳシグナルのシンボルマーク、ヘルプマークなどの障がい者マークを啓発するポスターを作成し、公共交
通機関（バス車内）に掲示する。

12月前半
岐阜市福祉部障がい福祉課
ＴＥＬ：058-214-2138
ＦＡＸ：058-265-7613

297 大垣市 障害者週間記念講演会
愛知障害フォーラム事務局長の辻直哉氏を講師に迎えて、「障がいがある人もない人も共に住みやすい社会を目
指して～障害者差別解消法施行から1年で見えてきたもの～」と題し、広く市民を対象に講演会を実施

12月9日（土） ○
大垣市福祉部障がい福祉課
直通電話：0584-47-7298

長野県

岐阜県
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298
岐阜県
大垣市

障害者週間街頭啓発 市内ショッピングモールにて、障害者週間の啓発として、チラシとグッズ（使い捨てマスク）の配布 12月2日（土）
大垣市福祉部障がい福祉課
直通電話：0584-47-7298

299 高山市 ＦＭ放送による啓発
地元ＦＭ局（ヒッツＦＭ）が放送している「市役所からこんにちは」（毎週木曜12：00～13：00公開生放送）に出演し、
「障害者週間」に向けて、障がいがある方への差別をなくすこと、特別な配慮についての内容を啓発

11月30日
高山市福祉部福祉課
ＴＥＬ：0577-35-3356
ＦＡＸ：0577-35-3165

300 多治見市 バリアフリー展 就労支援施設等の製品の紹介・展示及び市の福祉に関する取組についての展示
平成30年２月６日～13

日
○

多治見市福祉部福祉課
TEL:0572-23-5812
FAX:0572-24-1621

301 関市 関市障がい者ふれあい作品展 関市に居住する方や関市内で就学・就労している障がい者・児が製作した作品を展示する。 12月6日～12月12日 ○
関市福祉部福祉政策課
TEL　0575-23-9032
FAX　0575-23-7748

302 関市 身体障がい者ボーリング大会
市内在住の身体障がい者・児を対象にボーリング大会を開催し、軽スポーツの機会を提供することで参加者の健
康増進や他者との交流促進を図る。

12月17日
関市福祉部福祉政策課
TEL　0575-23-9032
FAX　0575-23-7749

303 関市 障害者週間啓発物品の配布 障害者週間の啓発のためのボールペンを製作し、福祉政策課窓口等で配布する。 12月1日～10日 ○
関市福祉部福祉政策課
TEL　0575-23-9032
FAX　0575-23-7750

304 恵那市
障がい福祉事業所の紹介及び製品
販売

恵那市役所本庁１階ロビーにて障がい福祉に係る事業所の掲示紹介や作業所の製品販売を行う。また同期間、
恵那市中央図書館において、障がい福祉に係る書籍（絵本含む）の特設掲示を行う。

11月27日～12月8日 ○
恵那市医療福祉部社会福祉課
TEL：0573-26-2111
ＦＡＸ：0573-25-7294

305
恵那市

（恵那市中央図書館）
障がい福祉に関する書籍等の紹介 恵那市中央図書館において、障がい福祉に係る書籍（絵本含む）の特設掲示を行う。 11月27日～12月8日 ○

恵那市医療福祉部社会福祉課
TEL：0573-26-2111
ＦＡＸ：0573-25-7294

306
恵那市

（恵那市中央図書館）
障がい福祉事業所の紹介及び製品
販売

恵那市中央図書館にて、圏域の障がい福祉事業所による製品の販売を行う。 12月3日 ○
恵那市医療福祉部社会福祉課
TEL：0573-26-2111
ＦＡＸ：0573-25-7294

307 瑞穂市
啓発活動
（みずほふれあいフェスタ２０１７）

毎年１１月に開催される瑞穂市のイベント“みずほふれあいフェスタ”において、啓発活動を実施、「障害者差別解
消法」のパンフレットのほか、「岐阜県障害者権利擁護センター」のチラシを配布し、豊かな共生社会の実現に向
けた周知を図る。

11月5日（日） ○
瑞穂市福祉部福祉生活課
TEL：058-327-4123
FAX：058-327-1566

308 下呂市 街頭啓発活動 市内において、市民の障がいへの理解を深めるための街頭啓発を実施。
12月3日～9日

の間のいずれか
○

下呂市健康福祉部社会福祉課
ＴＥＬ：0576-52-3936
ＦＡＸ：0576-52-3915

309 下呂市 広報活動 障害者差別解消法や、障害者週間について、市民の障がいへの理解を深めるための広報活動を実施 12月上旬
下呂市健康福祉部社会福祉課
ＴＥＬ：0576-52-3936
ＦＡＸ：0576-52-3915

310
坂祝町

身体障害者協会加茂支
部坂祝分会

福祉・健康フェスティバル
坂祝町社会福祉協議会において開催される福祉健康フェスティバルにて、ヘルプマークの啓発展示ブースを出展
する。

11月19日 ○
坂祝町役場福祉課
TEL：0574-26-7111
FAX：0574-27-1808

311 静岡県 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：障害のある個人・団体による舞台公演発表、関係団体作品展の優秀作品展示

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

312 静岡県 障害者週間「推進事業」
県健康福祉センター(県内７か所)単位で、啓発授産品配布等の街頭キャンペーンを実施するとともに、県庁に啓
発立看板を設置する。

12月３日～９日
(立看板設置期間：11月

13日～12月11日)
○

県健康福祉部障害者政策課
TEL：054-221-2328
FAX：054-221-3267

313 静岡県ほか
障害者週間関連事業
(啓発授産製品等の配布)

・就労継続Ｂ型事業所で障害のある人たちが作成した製品を、障害者週間中に市役所へ来朝した人たちへ配布
し、啓発を図る(伊東市)
・障害福祉サービス事業所で作られた授産製品等を配布する街頭キャンペーンを実施する予定(東伊豆町)
・県健康福祉センターとの共催等で授産製品配布等の街頭キャンペーンを実施する(沼津市、下田市、菊川市、河
津町)

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

岐阜県

静岡県
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314 熱海市ほか
障害者週間関連事業
(広報誌、ホームページへの掲載)

各市町発行の広報誌や各市町ホームページに障害者週間啓発記事を掲載し、障害福祉についての理解と関心
を深める。(熱海市、伊東市、御殿場市、湖西市、伊豆市、菊川市、川根本町)

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

315
沼津市

(障害者関連団体と行政
との実行委員会)

第30回沼津市「障害者週間」市民の
集い

障害者週間において、市民を対象とした“障害のある人に対する理解と認識を深める“ことを目的として、独自の
啓発・広報活動を実施するとともに、関係福祉団体相互の連携を行い、一般社会における障害者福祉の啓発を行
うため、市民の集いを開催する。
内容：パネル展示、体験発表、アトラクション、映画上映、記念講演など

12月10日 ○
沼津市障害福祉課
TEL：055-934-4830
FAX：055-934-2631

316 富士宮市 富士宮市福祉作品展
市民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会・経済・文化その他あらゆる
分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に、作品展を企画し、障害児者の作成した作品の展示
を富士宮市役所市民ホールで行う。

- ○
富士宮市介護障害支援課
TEL：0544-22-1145
FAX：0544-28-4345

317 富士市 富士市障害者週間記念事業

障害者週間の啓発事業として、参加型イベントや講演会等を実施
１　福祉事業所の作業を体験するイベントを実施する。
２　一般から福祉関係者までを対象にした講演とシンポジウムを実施する。
３　福祉事業所を紹介するパネル展を実施する。

- ○
富士市障害福祉課
TEL：0545-55-2761
FAX：0545-53-0151

318 磐田市 いわたふれあい作品展 磐田市在住の障害のある方の作品展 12月２日～12月10日 ○
磐田市福祉課
TEL：0538-37-4919
FAX：0538-36-1635

319 磐田市 街頭キャンペーン 磐田軽トラ市にて、障害者施設製品の配布を行う。 12月10日 ○
磐田市福祉課
TEL：0538-37-4919
FAX：0538-36-1635

320 磐田市 いわたぬくまるマーケット
全国軽トラ市および磐田軽トラ市にて、障害者福祉ブースをつくり、施設製品の販売やダンス披露、障害者スポー
ツ体験コーナーの設置、障害者施設の日々の活動周知などを行う。
備考：H29.12.10には障害者差別啓発パンフレットの配布も行う予定

10月29日(全国軽トラ市)
12月10日(磐田軽トラ市)

○
磐田市福祉課
TEL：0538-37-4919
FAX：0538-36-1635

321 掛川市 掛川特別支援学校在校生の作品展
掛川特別支援学校の児童生徒の作品を展示予定。作品展示にあわせ、障害者差別解消法や障害者虐待防止
法、障がい者新規就労500人サポート事業（市単事業）のリーフレット等を配架し、広く周知を図る。

- ○
掛川市福祉課
TEL：0537-21-1139
FAX：0537-21-2100

322 御殿場市 障害者週間講演会
・御殿場小山障害者自立支援協議会に事業を委託。御殿場・小山社会福祉協議会にもご協力をいただいて行う。
・障害者に関係する講師を招き講演会を行う。
会場：御殿場市民交流センターふじざくら　交流ホール

12月3日
午後2時～午後3時30分

○
御殿場市社会福祉課
TEL：0550-82-4238
FAX：0550-84-1046

323 裾野市
障がい者週間イベント・障がい者週
間啓発キャンペーン

・イベント
障がい福祉団体、障がい児者支援事業所等のパネル展示、市内資源マップ、事業所ＰＶの上映、同一会場で行
われる保育生活展とのコラボを予定
場所：市民文化センター
・キャンペーン
授産製品等の配布を通じた啓発活動
場所：裾野駅、市役所
主催：裾野市障がい者自立支援協議会

イベント：12月２日
キャンペーン：12月５日

○
裾野市障がい福祉課
TEL：055-995-1820
FAX：055-992-3681

324 伊豆市 障害者週間関連事業
・市内事業所と授産製品等を配布する街頭PR活動を実施
・事業所・特別支援学校等による活動風景及び授産製品の展示・販売
・FMいずによる放送

- ○
伊豆市社会福祉課
TEL：0558-72-9863
FAX：0558-72-8638

325 御前崎市 障がい者週間「啓発事業」
・市役所ロビーに啓発パネル、のぼり旗設置
・ノベルティー配布による啓発

- ○
御前崎市福祉課
TEL：0537-85-1121
FAX：0537-85-1144

326 菊川市 障害者週間等啓発事業

障害者週間のプレイベントの位置づけで、「菊川産業祭ＯＤＯＲＡ座2017」の行政ＰＲコーナーを出展する予定
場所：菊川文化会館アエル
内容：市内の障害者施設での手作り品の販売（パン・焼き菓子・小物）
　　　　手話言語に関する条例の理解を深めるためのチラシ配布
　　　　障害者週間・差別解消法ＰＲのため、啓発品マスクの配布

11月19日 ○
菊川市福祉課
TEL：0537-37-1252
FAX：0537-37-1255

静岡県
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NO.
都道府県・
指定都市名

主催機関・団体名 行　事　の　名　称 内　　　　　　　容 実 施 期 間
一般参加

可能 問　合　先

327 函南町
障害について理解を深めるための展
示会

障害者週間に合わせ、町内の福祉サービス事業所の利用者の活動内容、作品の展示、特別支援学校での活動
内容や活動風景の展示、作品、製品等の展示、障害者週間のポスターの掲示を行い、障害に関して理解促進を
図る。
場所：函南町役場　町民ホール

12月４日～15日 ○
函南町福祉課
TEL：055-979-8127
FAX：055-979-8143

328 清水町 障害者週間啓発イベント
町直営で運営している、清水町障害者自立支援協議会主催で、自閉症啓発DVD「ぼくはうみがみたくなりました」
の上映会を12月2日（土）に2部講演にて行う予定。同時に、町内の障害福祉事業所や当事者団体による展示即
売会も実施予定。会場は町福祉センター。

12月２日 ○
清水町健康福祉課
TEL：055-981-8204
FAX：055-973-1959

329 長泉町 障害者週間啓発事業

①当庁舎内で長泉身障福祉会提供の啓発品（絵手紙作品等）の展示、啓発映像の放映（予定）
②就労移行支援及び就労継続B型支援事業所の啓発品（焼き菓子等）を役場福祉保険課・町内の障がい者団
体・相談支援事業所・就労支援事業所が商業施設や街頭で配布（予定）
③就労移行支援及び就労継続B型支援事業所による啓発品の展示・販売（予定）
主催：長泉町障がい者自立支援協議会 事業所部会

①12月４日～８日
②12月４日～８日の中で

予定
③12月４日～８日の中で

予定

○
長泉町福祉保険課
TEL：055-989-5512
FAX：055-989-5515

330 小山町 障害者週間講演会

障害のある方が経済、文化、その他のあらゆる分野の活動に積極的に参加し、安心して生活できる社会の実現を
目指すための講演会
演題：「医療的ケアがあっても安心して暮らしたい～もみじの家の現場から～
講演者：内多　勝康さん（国立成育医療研究センターもみじの家ハウスマネージャー）
会場：御殿場市民交流センター　ふじざくら　交流ホール
主催：御殿場・小山障害者自立支援協議会、御殿場市・小山町社会福祉協議会

12月３日
午後2時～午後3時30分

○
小山町住民福祉課
TEL：0550-76-6661
FAX：0550-76-4770

331
愛知県

一般社団法人アティック
アート

あいちアール・ブリュット×アティック
アート 連携作品展

平成28年12月に行われた「第16回全国障害者芸術・文化祭あいち大会」の1周年記念事業として開催。雇用分野
への広がりや企業との連携など、全国大会を機とした取組の広がりを紹介する。

12月6日～17日 ○
健康福祉部障害福祉課
TEL：052-954-6697、6294
FAX：052-954-6920

332
愛知県心身障害児（者）
福祉団体連絡協議会

第35回愛知県心身障害児（者）福祉
大会

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2日
健康福祉部障害福祉課
電話：052-954-6294
FAX：052-954-6920

333
一般社団法人愛知県身
体障害者福祉団体連合

会
第57回愛知県身体障害者福祉大会

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。

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

334
愛知県

自立生活センター十彩

平成29年度「障害及び障害者に対
する県民理解促進事業」
笑劇派（しょうげきは）と学ぼうみんな
の権利＆クリスマスマルシェ

障害に対する差別事例及び合理的配慮事例を題材とした劇の公演及び福祉事業所で作られた製品の販売を行
う。

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

335 愛知県
平成29年度「心の輪を広げる体験作
文」「障害者週間のポスター」展示会

平成29年度「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間のポスター」の愛知県入賞作品の展示を行う。

11月2日～21日、12月4
日～8 日

12月20日～1月17日
1月25日～2月14日

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

336 豊橋市 障害者週間アート展示会
障害のある方の芸術活動を広く市民に紹介し、障害者の福祉について関心と理解を深めるため、障害のある方々
が制作した絵画や陶芸を展示する障害者週間アート展示会を開催する。12月9日には、障害福祉に関する(障害
者マークの紹介など）クイズ大会を行う。

12月2日～10日 ○
豊橋市福祉部障害福祉課
TEL：0532-51-2697
FAX：0532-56-5134

337
岡崎市

NPO法人　岡崎市障が
い者福祉団体連合会

第38回　障がい者作品展

心身に障がいのある人が、その障がいを乗り越えて創造する力、表現の喜びなどを描いた作品の数々を展示す
る。
【会場】岡崎市図書館交流プラザ（康生通）ギャラリー及びお堀通り
【参加団体】市内の団体、学校、福祉施設及び一般参加者

1月19日～23日 ○
岡崎市福祉部障がい福祉課
TEL：0564-23-6155
FAX：0564-25-7650

338
半田市、半田市身体障
害者福祉協会（きずな）

①障がい者作品展
②障がい者週間啓発ティッシュ配り

①障がい理解を目的とした写真・書道・手芸作品の展示を行う。
②「障がい者週間」啓発のためティッシュ配りを行う。

12月1日～14日 ○
半田市福祉部地域福祉課
TEL：0569-84-0643
FAX：0569-22-2904

339 春日井市

①障がい者団体等作品展
②障がいに関するマークのパネル展
示
③ハンドベル・コンサート

①障がい者団体等に所属する障がい者が制作した作品の展示を行う。
②マークに関するクイズ形式の体感型パネル展示を行う。
③春日井高等特別支援学校の生徒によるハンドベルの演奏を行う。

①12月4日～8日
②12月4日～8日

③12月4日

○
(①②の

み)

春日井市健康福祉部障がい福祉
課
TEL：0568-85-6186
FAX：0568-84-5764

340 豊川市 障害者週間啓発チラシの配布 障害者への理解を深めるため、市役所の出入口で啓発チラシを配布する。 12月5日
豊川市福祉部福祉課
0533-89-2131

静岡県

愛知県
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都道府県・
指定都市名

主催機関・団体名 行　事　の　名　称 内　　　　　　　容 実 施 期 間
一般参加

可能 問　合　先

341
津島市障がい者総合支

援協議会
チャレンジド・フェスティバル

授産品の販売、障がい児者による絵画等の作品展示、障がい児者及び一般市民によるダンス等のステージ発
表、福祉関連事業所の紹介等を行う。

1月14日 ○
津島市健康福祉部福祉課
TEL：0567-24-1111
FAX：0567-24-1138

342
豊田市障がい者作品展

実行委員会
障がい者作品展

障がい者の社会参加を促進するとともに、市民の障がい者に対する理解を深めてもらうため、障がい者自らが制
作した絵画や書同等の作品を公募し、美術館にて展示する。

12月1日～10日 ○
豊田市福祉部障がい福祉課
TEL：0565-34-6751
FAX：0565-33-2940

343 豊田市
うつとの円満なつきあい方を学ぶ講
演会

精神障がいへの知識と理解を深めてもらうため、うつ専門カウンセラーによる講演を行う。 12月2日 ○
豊田市福祉部障がい福祉課
TEL：0565-34-6751
FAX：0565-33-2940

344
あんぷくまつり実行委員

会
あんぷくまつり サービスの提供を行う事業所の活動紹介や、福祉製品の販売、講演会などの催しを開催する。 12月2日 ○

安城市福祉部障害福祉課
TEL：0566-71-2225
FAX：0566-74-6789

345
犬山市障害者自立支援

協議会
障害の特性などを理解するための公
演会

見た目では分かりにくい発達障害について、体験参加型の公演を行う。 12月9日 ○
犬山市健康福祉部福祉課
TEL：0568-44-0321
FAX：0568-44-0364

346
江南市心身障害者（児）

連絡協議会
作品展

広く社会の人々に障害者(児)への正しい認識と理解を深めるとともに、障害者(児)が創造活動を通じ新しい自己発
見と社会復帰への自信を深めることを目的として、市内の心身障害者(児)が自らの手で作成した作品を展示す
る。

11月3日～26日 ○
江南市健康福祉部福祉課
TEL：0587-54-1111
FAX：0587-56-5515

347
稲沢市障害者福祉団体

連合会
チャレンジドフェスタ 「障害者が避難所に来たら」というテーマのワークショップを行う。 12月10日 〇

稲沢市福祉保健部福祉課
TEL：0587-32-1281
FAX：0587-32-1219

348 大府市自立支援協議会 研修会 施設職員のための防災対策をテーマに、福祉施設職員向けの講演会とグループワークを開催する。 12月2日

大府市福祉子ども部高齢障がい支
援課
TEL：0562-45-6289
FAX：0562-47-3150

349
知立市

第２２回草の根フェスティ
バル実行委員会

第２２回草の根フェスティバル
障がい及び障がいのある人に対する市民の関心、理解を深めるとともに、障がいのある人の社会参加意識の高
揚を図るため第２２回草の根フェスティバルを開催。当日はスポーツ、手話コーラス、芸能大会などの体験型イベ
ントや、市内障がい者支援施設によるチャリティー販売等を行う。

12月9日 ○

知立市福祉子ども部福祉課
TEL：0566-95-0118
FAX：0566-83-1141
身体障害者福祉センター
TEL：0566-82-5151

350
障がい者基幹相談支援

センター「フィット」
講演会・パネルディスカッション

10万人に1人の難病と診断を受け、肢体不自由であるも、同じ病気の仲間と会社を立ち上げ活躍をしている佐藤
仙務氏による講演「寝たきりだけど社長をやっています」を開催する。第２部では、「働くこととは」をテーマとしたパ
ネルディスカッションを行う。

12月10日 ○

豊明市健康福祉部社会福祉課
ＴＥＬ：0562-92-1119
相談支援センターフィット
ＴＥＬ：0562-91-1760

351
障がい者基幹相談支援

センター「フィット」
ひまわり作品展

絵画、立体作品（陶芸や手芸、皮細工、さをり織りなど）、ペットボトルアートの展示を行う。また、作品総数800点を
つなげる「モザイクアート」の制作を行う（市制４５周年記念を意識した作品で、市の花の〈ひまわり〉と大金星の街
豊明のモチーフである〈星〉を描く）。

12月8日～10日 ○

豊明市健康福祉部社会福祉課
ＴＥＬ：0562-92-1119
相談支援センターフィット
ＴＥＬ：0562-91-1760

352
日進市

日進市障害者自立支援
協議会権利擁護部会

障害者差別解消法講演会
障害者差別解消法について具体例を交えて詳しく解説するとともに、障害当事者から日常生活の困りごと等を座
談会形式でお聞きし、必要な配慮とは何かを学ぶ講演会を行う。

12月6日 ○
日進市健康福祉部地域福祉課
TEL：0561-73-1484
FAX：0561-72-4554

353
海部東部障害者総合支

援協議会

講演会「発達が気になる子どもとの
関わり方～子どもが学校生活を笑顔
で過ごせるために～」

発達障害のお子さんを持つ保護者を対象とした、講演及びグループ交流を行う。
（講師・地域アドバイザー那須野康成氏）

11月30日 ○
あま市福祉部社会福祉課
ＴＥＬ：052-444-3135
ＦＡＸ：052-443-3555

354
知多半島地域こころの健

康づくり連絡協議会
スポーツ交流会

当事者の皆様中心のスポーツ交流会を行う。
（ソフトバレーボール、卓球、バドミントン交流会を開催予定）

11月28日 ○

知多半島地域こころの健康づくり
連絡協議会事務局
TEL：0562-85-1185
FAX：0562-85-1183

355 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。

平成30年1月12日
～13日

○
健康福祉部障がい福祉課
電話：059-224-2274
ＦＡＸ：059-228-2085

愛知県
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都道府県・
指定都市名
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一般参加
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356

四日市市障害者大会実
行委員会

※四日市市は障害者福
祉推進事業として補助金

を交付

第36回四日市市障害者大会

・式典（体験発表２人・顕彰・大会決議）
・作業所による演劇
・講師を招いての記念講演
・実行委員会選出の数団体によるアトラクション
・啓発ポスター展示
・市内作業所製品等のバザーの実施

12月10日 ○
健康福祉部障害福祉課
TEL：059-354-8527
FAX：059-354-3016

357 伊勢市 街頭啓発
市内ショッピングセンター（1店舗）において、障がい者団体とともにポケットティッシュ（障害者週間啓発ビラ封入）
を配布する。

12月3日
健康福祉部高齢・障がい福祉課
ＴＥＬ：0596-21-5558
ＦＡＸ：0596-20-8555

358 伊勢市 パネル展示

市庁舎及び図書館、障害者サポート企業等においてパネル展示を実施する。
・展示内容
　｢障害者週間｣｢障がい者サポーター制度｣｢12/10障がい者サポーター研修会｣
　｢手話言語条例｣｢市内事業所の製品、作品の紹介｣に関する掲示物

12月1日～12月11日
健康福祉部高齢・障がい福祉課
ＴＥＬ：0596-21-5558
ＦＡＸ：0596-20-8555

359 松阪市 障がい者週間街頭啓発運動
障がいを持つ方々との相互理解を促進するため、松阪駅前で啓発物品を市民へ配布しながら、障がい者週間へ
の意識啓発を行う。

12月4日 ○
福祉部障がい福祉課
TEL：0598-53-4056
FAX：0598-26-2806

360 松阪市 第26回松阪市障がい者作品展
障がいのある方が障害者福祉センターで取り組んでいる講座の発表会を行い、講座や各団体・施設で心を込めて
作った作品を展示する「第26回松阪市障がい者作品展」を開催します。うどん・ぜんざいの販売や、各団体・施設
のバザーも行う。

12月9日～12月10日 ○
福祉部障害者福祉センター
TEL：0598-53-4489
FAX：0598-26-2806

361 桑名市
障害者週間記念行事「みんなのつど
い」

桑名市総合福祉会館において映画「ちょき」の上映、市内障害者施設による製品販売などのイベントを開催する。
また桑名駅周辺にて市内障害者施設による物品と合わせて啓発用チラシを配布する。

11月26日 ○
保健福祉部障害福祉課
ＴＥＬ：0594-24-1171
ＦＡＸ：0594-24-5812

362 尾鷲市 尾鷲市広報掲載 障害福祉に関する情報を掲載する。 12月広報
福祉保健課
TEL：0597-23-8203
FAX：0597-23-8204

363

鳥羽市障害者互助会
※実質的にはほぼ市が主
体で動いているが、書類上
「後援」という立場である。

障害者記念の日事業 障害に関する映画上映会を行う。 12月10日 〇
健康福祉課高齢・障害係
TEL：0599-25-1183
FAX：0599-25-1154

364

鳥羽市障害者互助会
※実質的にはほぼ市が主
体で動いているが、書類上
「後援」という立場である。

障害者記念の日事業 障害者団体による作品展示をする。 12月2日～12月15日 〇
健康福祉課高齢・障害係
TEL：0599-25-1183
FAX：0599-25-1154

365

いなべ市社会福祉協議
会

※いなべ市後援及び社会
福祉課長出席

いなべ市障がい者スポーツ交流会
いなべ市に在住する心身障がい者やいなべ市内の通所施設に通所している方が、障がいやその程度に関係なく
一堂に会し、スポーツ等を通じて交流を図るとともに、市内の障がい者に対する理解と認識を深め、自立と社会参
加の促進に寄与することを目的としている。

11月3日
社会福祉協議会地域福祉課
TEL：0594-78-3522
FAX：0594-78-3514

366 伊賀市 街頭啓発 市内大型スーパー店舗前で障がい者団体と合同で啓発物品等を配布する。 12月2日
健康福祉部障がい福祉課
TEL：0595-22-9657
FAX：0595-22-9662

367 東員町 東員町ホームページ掲載 東員町のホームページに障害者週間の日程と趣旨を掲載し、町民に周知する。 11月20日～12月9日
福祉部地域福祉課
TEL：0594-86-2804
FAX：0594-86-2851

368 菰野町
菰野町障がい者スポーツフェスティ
バル

車いすバスケットボール、ボッチャ、ＳＳピンポン等のスポーツ体験を通して障がいをお持ちの方が競技スポーツに
参加するきっかけづくりや、健常者への障がい者スポーツに対する理解促進を目的としている。

11月23日 ○
健康福祉課
ＴＥＬ：059-391-1123
ＦＡＸ：059-394-3423

369 大台町 第18回大台町人権フェスティバル
中学生による人権作文の発表、障がい者をテーマにした劇などを行う。
（開催時間　午後1時30分～午後3時）

12月9日 ○
町民福祉課
TEL:0598-82-3783
FAX:0598-82-2202

370 度会町 障がい者作品展示 役場庁舎町民ホールにおいて、障がいの方が作成した作品を展示する。 12月4日～12月15日 ○
住民生活課生活係
ＴＥＬ：0596-62-2413
ＦＡＸ：0596-62-1138

三重県
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371

南伊勢町
※後援として関わり、ま

た、実行委員会には役場
職員も参加している。

ふくしふれあい広場

・誰もが安心して暮らすことの出来る「ふくしのまち」を目指して、毎年「福祉ふれあい広場」を社会福祉協議会が主
催している。
・社会福祉大会（福祉関係功労者表彰、福祉の作文発表）、福祉事業所の紹介、福祉用具の展示・販売などの福
祉のコーナー、健康チェックのコーナー。防災のコーナーなどを行う予定。
・役場職員は、障がい福祉や児童福祉、民生委員などのブース、健康チェックコーナーでスタッフとして参加予定。

12月3日 ○
社会福祉協議会
TEL：0599-66-1211
FAX：0599-66-1612

372 滋賀県
第7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1日～10日 ○
健康医療福祉部障害福祉課
電話：077-528-3540
ＦＡＸ：077-528-4853

373 滋賀県 「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5日、17日～19日、

26日
○

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

374 滋賀県 障害者理解を深めるための講演会
講師から障害者差別解消法等に関する講演いただくとともに、障害のある方から地域で暮らす中での生きづらさ
などをお話いただきます。

12月３日 〇
健康医療福祉部障害福祉課
電話：077-528-3540
ＦＡＸ：077-528-4853

375 草津市 広報誌での特集
広報くさつ特集号にて、障害者理解・啓発のために特集ページを掲載します。今年度は障害者スポーツに取り組
む人について特集の予定です。

広報くさつ１２月１日号
掲載予定

健康福祉部　障害福祉課
ＴＥＬ：077-561-2363
ＦＡＸ：077-561-2480

376 栗東市 障害者福祉の啓発パネル展 栗東市内障害者支援事業所や障害者団体の活動紹介ポスター展示 12月1日～12月11日 ○
栗東市福祉部障がい福祉課
電話：077-551-0113
FAX：077-553-3678

377

主催：ふれあいフェスタ
2017実行委員会

共催：甲賀市・甲賀市社
会福祉協議会

ふれ愛フェスタ２０１７
障がいのある人たちの自立や社会参加を推進するため、障がいのあるなしに関わらず、みんなが交流しあうイベ
ントを開催する。

１２月９日 ○

ふれ愛フェスタ２０１７実行委員会
事務局
甲賀市社会福祉協議会
TEL：0748-62-8085
FAX：0748-63-2021

378
湖北アール・ブリュット展

推進会議
湖北のアール・ブリュット展 湖北地域に点在するしょうがい者の芸術作品を広く集め展覧会を開催。 １１月２３日～２６日 ○

長浜市健康福祉部しょうがい福祉
課
TEL：0749-65-6518
FAX：0749-64-1767

379
おおつ障害者週間「ほか
ほかまつり」実行委員会

第１２回ほかほかまつり

誰もが住みやすいまちづくりを目指して、障害福祉の状況を多くの方に知ってもらおうと開催。
・車いすなどを使った福祉体験コーナー、手作り体験、ロビーコンサート、キッズコーナー、歌声広場、作品展、喫
茶コーナー、パソコンコーナーなど。
・ぬくもりスポーツ交流会、ステージ発表（和太鼓、ゆるキャラ紹介、キッズダンス、よさこい、意見発表）など。

12月10日 ○
大津市福祉子ども部障害福祉課
ＴＥＬ：077-528-2745
ＦＡＸ：077-524-0086

380
近江八幡市市民共生
センターはつらつ館

はつらつのつどい

・障がいを個性として捉え、障がい児･者や高齢者など地域に住む全ての市民が互いの人権を認め合い、共に生
き、共に支え合う市民社会に向けて、障害者週間にちなみ「はつらつのつどい」を開催。
・ 障がい者団体によるダンス・歌の発表、手話サークルによる手話歌・クイズ、盲導犬ユーザーの話＆盲導犬の
歩行実演、文化サークル作品展示、福祉団体による模擬店 等。

12月3日 ○

近江八幡市 福祉子ども部 障がい
福祉課
ＴＥＬ：0748-31-3711
ＦＡＸ：0748-31-3738

381 京都府
京都障害者芸術祭

実行委員会
（障害者支援課）

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、600点近い作品を紹介。優秀作品に対して知事、京都市長等から表彰し
ている。

11月30日～12月3日 ○

京都府健康福祉部障害者支援課
スポーツ・文化芸術等社会活動推
進担当
TEL:075-414-4601
FAX:075-414-4597

382
きょうと障害者文化芸術

推進機構
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３箇所で開催。

１月30日～３月25日
（文化芸術会館ほか）

○

京都府健康福祉部障害者支援課
スポーツ・文化芸術等社会活動推
進担当
TEL:075-414-4601
FAX:075-414-4597

滋賀県

三重県
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383
きょうと障害者文化芸術

推進機構
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。

10月3日～12月3日
12月13日～１月21日

○

京都府健康福祉部障害者支援課
スポーツ・文化芸術等社会活動推
進担当
TEL:075-414-4601
FAX:075-414-4597

384
綴喜二市二町「障害者週
間」啓発事業実行委員会

「障害者週間」啓発事業 市内の駅前（２か所）において、啓発グッズの配付により、「障害者週間」の啓発を実施予定。 12月上旬 ○
京田辺市社会福祉協議会
TEL:0774-62-2222
FAX:0774-65-4962

385
京丹後市車いす駅伝大

会実行委員会
第9回京丹後市車いす駅伝実行委
員会

・車いす駅伝競技を通して、障害の有無を超えた市民のふれあいの場にするとともに、車いすを体験することによ
り、福祉のまちづくりを考えていただく機会となるよう開催。
・京丹後市内外の障害者団体や福祉法人・近隣の学校・警察署・保健所・市内事業所・山陰海岸ジオパーク関係
市町などから３０チーム以上の参加。事前に各チームが予測ゴールタイムを申請し、市役所周辺約1.3ｋｍ（5区
間）を５人の走者で中継して、申告タイムと実際にかかったタイムの差を競うレース。

11月12日 ○

京丹後市健康長寿福祉部障害者
福祉課
TEL:0772-69-0320
FAX:0772-62-1156

386 京丹後市
ほっとはあと製品展＆障害者週間記
念作品展

市内障害者福祉事業所製品ならびに障害者団体の作品展示
12月4日～12月8日 ○

京丹後市健康長寿福祉部障害者
福祉課
TEL:0772-69-0320
FAX:0772-62-1156

387
京丹後市身体障害者団

体連合会
京丹後市障害者相談員

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3日 ○

京丹後市健康長寿福祉部障害者
福祉課
TEL:0772-69-0320
FAX:0772-62-1156

388
宮津市身体障害者団体

連合会
宮津市

第24回卓球バレー大会
障害者週間の啓発事業の一環として、障害者の積極的な社会参加意欲の向上と健常者とのコミュニケーションの
場として互いの交流を図りながら親睦を深めることを目的として卓球バレー大会を開催します。

12月2日 ○
宮津市健康福祉部社会福祉課
TEL:0772-45-1622
FAX:0772-22-4801

389
綾部市福祉保健部福祉

課
のぞみ作品展

障害者の自立と社会参加を促し、福祉の増進を図ることを目的とした綾部市地域活動支援センター事業（通称：の
ぞみ）の手芸・指編み・書道・陶芸・クラフト・俳句・絵手紙・折り紙など多数の作品を展示します。

12月一日～12月6日 ○
綾部市福祉保健部福祉課
TEL:0773-42-4254
FAX:0773-42-8953

390
冬の七夕＆冬ホタル

実行委員会
冬の七夕＆冬ホタル

広く市民に障害者週間の意義および障害者差別解消法、合理的配慮の周知と啓発を図る。
①イルミネーションの点灯で、「明るい福祉」をイメージする。
②障害児童、学生、保護者、障害者および家族の願いを短冊等にして啓発する。
③短冊の願いを冊子にして配布する。

12月3日～12月25日 ○

冬の七夕＆冬ホタル実行委員会
TEL:0773-44-0128
（申し訳ありませんが、FAXはござ
いません）

391
綴喜二市二町「障害者週

間」啓発実行委員会
街頭啓発活動の実施 障害者週間（12月3日～9日）内に二市二町の主要箇所（街頭）で啓発グッズを配布し、障害者週間の啓発を行う。 12月3日～9日 ○

八幡市社会福祉協議会
TEL:075-983-4450
FAX:075-983-5798

392
綴喜二市二町「障害者週

間」啓発実行委員会
平成29年度「障害者週間」啓発事業
記念式典・舞台発表及び記念講演

①記念式典　　開会挨拶、来賓祝辞,来賓紹介、障害者社会参加宣言等
②舞台発表　京都府立八幡支援学校による舞台発表
③記念講演　演題：「私が「障害について」を語るなら」～差別・偏見のない社会にむけて～　講師　佐野有美 氏

12月7日 ○
八幡市社会福祉協議会
TEL:075-983-4450
FAX:075-983-5798

393
亀岡市身体障害者福祉

協会
｢障害者週間｣街頭啓発活動 障害者福祉について市民に広く理解を深めることを目的として、街頭啓発および広報車による広報活動を行う。

平成29年12月3日（日）
午後1時30分～3時30分

○
亀岡市健康福祉部障害福祉課
TEL:0771-25-5031
FAX:0771-25-5511

394 亀岡市 広報懸垂幕掲示
障害者週間を市庁舎来庁者等にアピールすることを目的として、市庁舎本館懸垂塔に｢障害者週間｣広報懸垂幕
を掲示し、　啓発を図る。

平成29年11月10日（金）
～ 12月9日（土）

亀岡市健康福祉部障害福祉課
TEL:0771-25-5031
FAX:0771-25-5511

395 亀岡市 市広報紙への掲載 市広報紙に障害者週間についての記事を掲載し、障害者週間について広く市民に周知を図る。 平成29年11月15日（水）
亀岡市健康福祉部障害福祉課
TEL:0771-25-5031
FAX:0771-25-5511

396 亀岡市
ＪＲ亀岡駅設置モニターへの情報掲
出

ＪＲ亀岡駅に設置されているモニターに障害者週間の情報を掲出し、駅利用者に障害者週間について啓発を図
る。

平成29年12月1日（金）
～ 12月9日（土）

亀岡市健康福祉部障害福祉課
TEL:0771-25-5031
FAX:0771-25-5511

397 身体障害者協議会 障害者週間の啓発 町内の駅改札口周辺や商業施設等で、啓発用のティッシュを配布する。
障害者週間内の

いずれか１日
○

精華町健康福祉環境部福祉課内
地域福祉センターかしのき苑
TEL:0774-94-5200
FAX:0774-93-2278

京都府
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398 精華町 障害者週間の啓発 庁舎に障害者週間啓発用の懸垂幕を設置し、周知・啓発を行う。 12月3日～12月9日
精華町健康福祉環境部福祉課
TEL:0774-95-1904
FAX:0774-95-3974

399 宇治田原町 障害者週間の啓発 町内のスーバーで、啓発物品を配布する。
障害者週間内の

いずれか１日
○

宇治田原町健康福祉部福祉課
TEL:0774-88-6635
FAX:0774-88-3231

400

京都府（中丹西保健所）
福知山市

福知山市身体障害者団
体連合会

「障害者週間」街頭啓発 障害者週間の街頭啓発を実施し、啓発物品を配布している。
12月4日～12月8日

（この期間の内１日間）
○

福知山市福祉保健部社会福祉課
TEL:0773-24-7017
FAX:0773-22-9073

401 長岡京市
障がい者児の人権を考える市民の
ひろば

障がいのある人や、障がいのある人を支援している施設職員、ボランティアなどとのふれあいを通して、障がいの
あるなしに関わらず暮らしやすい、人権意識の豊かな地域づくりのために開催する。

12月9日 ○

長岡京市健康福祉部障がい福祉
課
TEL:075-955-9549
FAX:075-952-0001

402 大山崎町 障がい者週間　街頭啓発
住民を対象とした啓発事業。町内2箇所のスーパーマーケット付近で、障害者への地域の理解や差別解消法にか
かる差別的取り扱いの禁止や合理的配慮につながるパンフレット等を啓発物品とともに配布する。

12月1日(金) ○

大山崎町福祉課社会福祉係
（町身体障害者協会 協力）
TEL:075-956-2101
FAX:075-957-4161

403 大山崎町 障害者理解促進研修
住民を対象にした啓発事業。障害者の実生活を当事者から聞き、サポート方法やコミュニケーション方法を学ぶセ
ミナーを開催。障害者スポーツの切り口にも言及し、専門の講師を招き、グループワークも取り入れる。

12月6日(水) ○

大山崎町福祉課社会福祉係
（町身体障害者協会 協力）
TEL:075-956-2101
FAX:075-957-4161

404 大山崎町 聞こえの教室
聞こえに不自由を感じている方とその家族、聴覚障害者福祉に関心のある方を対象の事業。京都市聴覚言語障
害センターから言語聴覚士を招いて、「補聴器の上手な選び方」について講演会を開催。

12月7日(木) ○
大山崎町福祉課社会福祉係
TEL:075-956-2101
FAX:075-957-4161

405
障害者福祉大会実行委

員会
宇治市障害者福祉大会

・障害者団体・施設等における自立更生者及び援護功労者に対する市長表彰。
・障害者団体・施設による発表。

12月2日 ○
宇治市福祉こども部障害福祉課
TEL:0774-22-3141
FAX:0774-22-7117

406
障害者週間記念事業実

行委員会
障害者施設製品・作品展展示 障害者施設で制作した物品の展示や、作業を紹介するパネル等の展示。物品の一部は販売対応。 12月14日～1月12日 ○

宇治市福祉こども部障害福祉課
TEL:0774-22-3141
FAX:0774-22-7117

407
障害者ふれあい行動デ

イ実行委員会
障害者ふれあい行動デイ

障害者週間の啓発と障害者福祉への理解・関心を深めるため、当事者団体、ボランティア、関係機関・団体と連携
し、啓発活動として、集会、講演、パネル展示、街頭啓発を行う。

平成29年11月29日
～12月13日

○
舞鶴市社会福祉協議会
TEL:0773-62-7044
FAX:0773-62-7039

408

和束町・
部落解放人権政策確立
要求和束町実行委員会・
和束町身体障害者協議

会

街頭宣伝活動
・啓発物品の配布
・｢障害者週間｣のぼり設置

12月7日(金)
12月3日～12月9日

○
和束町福祉課
TEL:0774-78-3006
FAX:0774-78-2799

409

共催：木津川市、木津川
市身体障害者協議会、
木津川市身体障害者の

会

障害者週間啓発事業
講演会　　「知ってほしい、聴覚障害について」－簡単な手話から－ 12月5日

〇（職員と
市民のみ、
締切済）

木津川市社会福祉課
TEL:0774-75-1211
FAX:0774-75-2083

410
障がい者のつどい実行

委員会
　障がい者のつどい 講演会、アトラクション（手話歌） 12月3日 ○

城陽市福祉保健部福祉課
TEL:0774-56-4044
FAX:0774-56-3999

411 久御山町 障害者週間にかかる街頭啓発 障害者週間用啓発物品等の配布 12月4日 ○
久御山町民生部住民福祉課
TEL:075-631-9902
FAX:075-632-5933

412 与謝野町 卓球バレー大会
障害者週間キャンペーンとし、卓球バレー大会を実施。
障害者福祉への関心と理解を深め、障害のある方の積極的な社会参加と障害のある人とない人、子どもから高
齢者まで楽しめる卓球バレーで親睦・交流することを目的に開催。

12月9日 ○
与謝野町福祉課
TEL:0772-43-9021
FAX:0772-42-0528

京都府

京都府
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413 与謝野町 障害者差別解消法周知CMの放送
障害者週間に合わせ、町のケーブルテレビを活用し、差別解消法周知CMを制作。CM放送期間中は、番組の冒
頭にCMを流し、法の周知を行う。

11月上旬～12月9日
与謝野町福祉課
TEL:0772-43-9021
FAX:0772-42-0528

414 与謝野町 障害者芸術作品の展示 庁舎内に展示スペースを設け、町内の障害のある方が事業所等の創作活動で創られた芸術作品を展示。 11月20日～12月8日 ○
与謝野町福祉課
TEL:0772-43-9021
FAX:0772-42-0528

415 大阪府
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4日

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

416 大阪府
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

417
大阪ふれあいキャンペー

ン実行委員会
「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

418 大阪府 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

419

大阪府
大阪府教育委員会

社会福祉法人　大阪障
害者自立支援協会

第１５回共に生きる障がい者展
障がい者の自立と社会参加の促進をテーマとするとともに、府民に障がいや障がいのある人を正しく理解してもら
うことを目的に、障がいのある人もない人も共に楽しめるような体感型・参加型イベントを開催

11月18～19日 ○

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

420 東大阪市 駅頭キャンペーン 障害への正しい理解と支援や援助等についての啓発グッズを市内主要８駅で早朝に配布
平成29年12月5日

午前8時～午後8時30分

障害者支援室障害施策推進課
TEL:06-4309-3183
FAX:06-4309-3813

421 豊中市
車いすバスケットボールを体験して
みよう！！

車いすバスケットボール体験会と講演会
12月2日（土）

午前9時30分～
　　午前11時30分

○
健康福祉部障害福祉課
TEL:06-6858-2765
FAX：06-6858-1122

422 豊中市 障害者啓発パネル展 障害理解についてのパネル展示、障害者通所施設の紹介パネル展示、障害者通所施設の作品展示

12月5日（火）
　　　～12月8日（金）
午前9時～午後5時

（最終日は午後4時まで）

○
健康福祉部障害福祉課
TEL:06-6858-2765
FAX：06-6858-1122

423 豊中市
耳の不自由な人と聴導犬の暮らし～
聴導犬の役割について～

聴導犬に関する講演会
12月7日（木）

午後6時30分～午後8時
○

健康福祉部障害福祉課
TEL:06-6858-2765
FAX：06-6858-1122

424 枚方市 ほっこりひらかた
障害のある人が地域で生き生きと活動できる社会の実現を目指すイベント
第1部：シンポジウム「障害者差別解消法、施行から1年。何が変わった？」
第2部：「わたしの主張」～共に語ろう自分の思い～＆交流会

12月10日(日)
第1部午後1時

　　　　　～午後3時
第2部午後3時30分
　　　　　～午後5時

○
枚方市福祉部障害福祉室
TEL:072-841-1457
FAX:072-841-5123

425 枚方市
ふれあい交流事業
（しあわせＨＯＴフェスティバル）

精神障害のある人との交流会
今年度は、オープニングに、関西外国語大学JAZZsサークルによるジャズ演奏および当事者との交流会

12月９日（土）
13：00～16：20

○
枚方市社会福祉協議会内
TEL:072-807-3017
FAX:072-845-1897

京都府

大阪府
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426 枚方市 障害者週間キャンペーン 街頭啓発（啓発物品の配布）、啓発イベント（式典、講演会、アトラクション）
12月６日（水）
11：00～12:00
13：00～15:30

○

福祉団体連絡会事務局（枚方市社
会福祉協議会内ボランティアセン
ター）
TEL:072-841-0181
FAX:072-841-0182

427 岸和田市 ふれあい作品展
障害児（者）の作品を展示する作品展を開催し、障害児（者）への理解を市民に広めるとともに、障害児（者）の社
会参加の機会を広げることを目的としている。

12月6日～12月8日
午前9時30分～午後5時
（8日は午後2時まで）

○
福祉部障害者支援課
ＴＥＬ：072-423-9446
ＦＡＸ：072-431-0580

428 岸和田市 街頭キャンペーン
市内の大型スーパー2か所で、各障害者団体の協力を得て、障害者理解の普及啓発のポケットティッシュを配布
する

12月4日（月）
午後4時から5時

○
福祉部障害者支援課
ＴＥＬ：072-423-9549
ＦＡＸ：072-431-0580

429 池田市
第36回「障がい者週間」第69回「人
権週間」記念池田市民のつどい（さ
ざなみ）

全盲の落語家　桂福点さんによる講演「みんなで泣いて笑って、一緒に生きてるよ～障がい者理解を広げていくた
めに～」や「歌とハンドベル」他　展示販売等

12月2日（土）
午前11時～午後3時30

分
○

池田市福祉部障がい福祉課
ＴＥＬ：072-754-6255

430 池田市 特別支援教育展 市立学校園・支援学校などの児童・生徒たちの作品や活動記録を展示

12月6日（水）～12日（火）
午前９時～午後５時
（但し、土・日は除く。

１２日は午後３時まで）

○
教育センター
ＴＥＬ:072-751-4971

431 池田市 障がい者作品展 障がい者団体及び障がい者支援施設で作成された作品の展示

①11月30日（木）・12月1日
（金）午前10時～午後3時

②12月7日（木）～
　　　　　　　　　　　12日（火）

（日曜日は除く）
午前10時～午後6時

○
池田市福祉部障がい福祉課
ＴＥＬ:072-754-6255

432 吹田市 障がい者週間の集い 市民を対象に、障がい者のパフォーマンス（ダンス、楽器演奏、コーラス、朗読、スピーチ等）を披露する。
12月2日

午後1時～午後3時30分
○

福祉部障がい福祉室
ＴＥＬ：06-6384-1349
ＦＡＸ：06-6385-1031

433 吹田市 作品展 市民を対象に、日中活動系事業所に通所している障がい者が作った作品を展示する。
12月5日～12月8日
午前9時～午後5時

○
福祉部障がい福祉室
ＴＥＬ：06-6384-1349
ＦＡＸ：06-6385-1031

434 吹田市 シンポジウム
市民を対象に、「みんなで考えよう　地域で生きる障がい者」と題して、差別解消法について基調講演の後、地域
の実践報告とパネルディスカッションを行う。

12月4日
午後１時～午後4時

○
福祉部障がい福祉室
ＴＥＬ：06-6384-1349
ＦＡＸ：06-6385-1031

435
泉大津市ふれあいキャン

ペーン
実行委員会

2017泉大津ふれあい大会 障がい者問題について理解と認識を深める式典とふれあいフェスティバルの開催
12月16日（土）

午後1時半～午後3時
○

健康福祉部障がい福祉課
（泉大津市ふれあいｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実行
委員会事務局）
TEL：0725-33-1131 （内線）2125
FAX：0725-33-7780

436 貝塚市 2017貝塚ふれあい街頭キャンペーン ポケットティッシュ等の手渡しによる通行者への呼びかけ。
12月7日

午前10時30分～午前11
時30分

○
福祉部障害福祉課
TEL：072-433-7012
FAX：072-433-1082

437 貝塚市 貝塚市障害者作品展
広く市民のかたに障害や障害者への理解を深めていただき、障害者の社会参加を促進することを目的に、障害者
作品展を開催します。

12月6日～12月11日
※作品展示場所は、24
時間一般に開放されて

いる場所です。

○
福祉部障害福祉課
TEL：072-433-7012
FAX：072-433-1082

438 守口市 障害者理解促進　出前講座
守口市内の教育機関、企業、団体等からの依頼に基づき、障害当事者（視覚、聴覚、肢体など）の体験談や、点
字体験、手話体験、車イス体験、アイマスク体験、専門職の講演などを実施し、地域で暮らす障害者の理解につ
なげる。

通年
（50回程度）

守口障害者生活支援事業所「みみ」
TEL:06-6993-6940
FAX:06-6993-9647

439 守口市
チャレンジアート2017　お茶生け花
展覧会・障がい者作品展

障害当事者の作品（生け花、手芸、工作、絵手紙、写真など）の展覧会。障害当事者によるお茶の体験会（障害者
がお茶をたてて、来場者に振る舞う）。

11月12日（日）
10時～16時

○
守口障害者生活支援事業所「みみ」
TEL:06-6993-6940
FAX:06-6993-9656

大阪府
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440 守口市
講演会「知ろう！障害者差別解消
法」

障害者差別解消法についての理解啓発と、施行１年半での相談事例などを交えた講演会。講師：久保博康氏（大
阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課権利擁護グループ広域支援相談員）

11月17日（金）
10時30分～12時

○
守口障害者生活支援事業所「みみ」
TEL:06-6993-6940
FAX：06-6993-9657

441 守口市
守口市精神障害者理解促進講座
「知ってみよう、聞いてみよう、精神
障害！」

精神障害者による落語、マジック（オープニング）、体験談。精神障害に関するミニ講座。精神障害当事者を交えて
のグループワーク。

11月24日（金）
15時～17時

○
守口障害者生活支援事業所「みみ」
TEL:06-6993-6940
FAX:06-6993-9658

442 守口市 障害者週間　街頭キャンペーン 障害者週間啓発のポケットティッシュの配布等。 12月6日（水）
守口障害者生活支援事業所「みみ」
TEL:06-6993-6940
FAX:06-6993-9659

443 守口市 第１１回エル・フェスタin北河内西 障害者雇用啓発イベントを実施。 12月8日（金） ○

北河内西障害者就業・生活支援セ
ンター　わーくぷらす
TEL:06-6994-3988
FAX：06-6994-3988

444 守口市 ふれあいフェスタ 就労支援事業所製品（お菓子・雑貨）の販売。 12月8日（水） ○
守口市健康福祉部障害福祉課
TEL:06-6992-1630
FAX:06-6991-2494

445 茨木市
見て、読んで、やってみよう！
～障害者の手づくり作品展スペシャ
ル～

①障害福祉サービス事業所等での手づくり作品の展示、障害関連図書の特集コーナー、音訳図書の試聴体験、
点訳体験、講座「精神障害者の理解について」、障害者アート(絵画等)の展示
②障害福祉サービス事業所等での手づくり作品の展示、販売

①11月28日～12月3日
午前9時30分～午後5時
②12月5日～12月8日
午前9時～午後5時

（8日は午後4時まで)

○
健康福祉部障害福祉課
TEL：072-620-1636
FAX：072-627-1692

446 八尾市 街頭キャンペーン 近鉄八尾駅前にて啓発活動
平成29年12月4日

午前10時～
○

地域福祉部障がい福祉課
TEL：072－924－3838
FAX：072－922－4900

447 泉佐野市 街頭啓発 南海泉佐野駅およびJR日根野駅にて啓発物品を配布します。
12月8日
時間未定

健康福祉部障害福祉総務課
TEL：072-463-1212
FAX：072-463-8600

448 富田林市 障がい者週間啓発活動 市民会館にて啓発用タオル・折り紙を配布。市内一円を宣伝カー２台にて街頭キャラバン。
12月9日

午前10時～午後1時30
分

子育て福祉部障がい福祉課
TEL：0721-25-1000
FAX：0721-25-3123

449 富田林市 第６０回市民劇場 市民発表会、演芸披露にて障がい者の日をアピール。
12月9日

午後1時～午後3時30分

レインボーホール（富田林市民会
館）
TEL：0721-25-1117

450 富田林市
市への障がい者福祉に関する要望
書の提出

市長に障がい者福祉に関する要望書を富田林市身体障がい者福祉協会より提出する。 12月未定
子育て福祉部障がい福祉課
TEL：0721-25-1000
FAX：0721-25-3123

451 寝屋川市 「障害者週間」街頭キャンペーン 障害者施設等の啓発物を市民や通行人に手渡しで配布することにより、障害者への理解を深めてもらう。
12月5日（火）

13時30分～14時30分
○ 寝屋川市福祉部障害福祉課

452 河内長野市 障がい者作品展 絵画・書・写真・工芸品などの展示
12月5日（火）～7日（木）

9：00～17：30
（12/7は15：00まで）

河内長野市障がい福祉課
TEL：0721-53-1111
FAX：0721-52-4920

453 河内長野市 街頭キャンペーン・キャラバン隊巡回 駅前での街頭キャンペーンを実施し啓発物品を配布。キャラバン隊が市内を巡回し啓発を行う。
12月4日（月）

8：00～

河内長野市障がい福祉課
TEL：0721-53-1111
FAX：0721-52-4920

454 河内長野市
精神障がい者理解促進事業
みんなの輪フェスタ

①みんなの輪　作品展
②精神科医による講演会「児童精神科ってなに？」

①11月18日（土）
　　　　　～20日（月）

10：00～17：00
（11/20は15：00まで）

②11月19日（日）
14：00～

○
地域活動支援センターこころッと
TEL：0721-53-4086
FAX：0721-53-4086

大阪府
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455 松原市 笑顔　やさしさ　ふれあい週間 ・障害児（者）作品展・ランチタイムコンサート・作業所のワークショップ 12月5日～7日 ○
福祉部障害福祉課
ＴＥＬ：072-337-3115
ＦＡＸ：072-337-3007

456 大東市 共に生きるということを考える集い 映画「くちづけ」上映会
12月6日

午後7時～９時
○

福祉子ども部障害福祉課
TEL：072-870-9652
FAX：072-873-3838

457 和泉市 映画上映と講演会 障がい者啓発事業として、「1/4の奇跡」（字幕付き）の上映、山元加津子さんの講演会

平成30年1月21（日）
映画上映：午後2時30分

～午後5時30分
講演会：午後4時30分

～午後5時30分

○
生きがい健康部障がい福祉課
TEL：0725-99-8133

458 箕面市
みのお市民人権フォーラム３２th　障
害者分科会

障害者のコミュニケーション手段を支援する条例によせ、誰もがいきいきと参加できる地域と暮らしについて考える
講演を実施する。

12月3日13:30～15:30 ○
みのお市民人権フォーラム実行委
員会事務局
072-722-2470

459 箕面市 障害者問題連続講座 障害者中心の就労・生活・教育・財産管理などの支援について考える講演を実施する。
1月30日18:30～20:30
2月15日15:00～17:00
3月15日15:00～17:00

○
一般財団法人箕面市障害者事業
団
072－723－1210

460 箕面市
平成２９年度「地域で生きる」障害者
問題市民講座

未定 未定 ○
箕面市立障害者福祉センターささ
ゆり園

461 箕面市 要約筆記公開講座 未定 未定 ○
箕面市健康福祉部障害福祉課
072-727-9506

462 柏原市 障害者週間「ふれあいキャンペーン」 駅前において、啓発物品「ふれあい折り紙」の配布を実施。
12月1日

午後6時～午後6時30分

柏原市健康福祉部障害福祉課
ＴＥＬ：072-972-1508
ＦＡＸ：072-972-2200

463 羽曳野市 大阪ふれあいキャンペーン
　羽曳野市身体障害者福祉協議会及び参加できる就労支援事業所利用者が、道の駅しらとりの郷・羽曳野にて、
当該キャンペーンにかかる折り紙に、羽曳野市身体障害者福祉協議会による啓発チラシ及び羽曳野市内の生活
介護事業所の作業物品（タオル）を付して、啓発活動として当該物品の配布活動を行う。

　12月3日～9日までの
　何れかの一日（午前

中）

保健福祉部福祉支援課
TEL：072-958-1111(内線1152)
FAX：072-957-1238

464 門真市
平成29年度大阪ふれあいキャン
ペーンに伴う街頭キャンペーン

街頭キャンペーンを行い、啓発物品（折り紙、ウェットティシュ）を配布することにより、障がい者週間啓発を行う。 12月4日（月）午後3時
保健福祉部障がい福祉課
TEL　06-6902-6154
FAX06-6905-9510

465 門真市 障がい者週間ロビーコンサート 市役所のロビーでコンサートを行い、障がい者週間の啓発を行う。 12月4日（月）午後0時 ○
保健福祉部障がい福祉課
TEL　06-6902-6154
FAX06-6905-9510

466 摂津市 障害者週間街頭啓発 啓発物を配布し、障害者週間の周知をはかる。
平成29年12月1日（金）

17時から18時まで
○

摂津市保健福祉部障害福祉課
06-6383-1374（直通）
06-6383-9031（FAX）

467 高石市 障がい者作品展 庁内で障がい者の作品を展示する「障がい者作品展」を実施する。 12月初旬（予定） ○
保険福祉部　高齢・障がい福祉課
ＴＥＬ：072-275-6294
ＦＡＸ：072-265-3100

468 高石市 障がい者ふれあいキャンペーン 啓発物品を配布し、障がい者週間の周知を行う。 11月下旬（予定） ○
保険福祉部　高齢・障がい福祉課
ＴＥＬ：072-275-6294
ＦＡＸ：072-265-3100

469 藤井寺市 藤井寺ふれあいキャンペーン 街頭キャンペーン(作業所で作成した啓発物品及び、ヘルプマーク啓発グッズ)を配布 平成29年12月6日（水）
福祉部福祉総務課
TEL：072-939-1106
FAX：072-939-0399

470 泉南市 みんなのカフェ 講演会「成人期の発達障害」・障害者施設の物品販売・相談コーナーなど
11月25日

13時～16時30分
○

健康福祉部障害福祉課
ＴＥＬ：072-483-8252
ＦＡＸ：072-480-2134

大阪府
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471 四條畷市 ふれあいキャンペーン 障がい福祉事業所授産製品の販売・おりがみ配布・ヘルプマークの啓発
平成２９年１２月５日

午前１１時～午後３時

健康福祉部障がい福祉課
TEL:072-877-2121
FAX:072-879-2596

472 交野市 人権週間　街頭啓発 イズミヤ交野店前での啓発物品等の配布
平成29年12月1日（金）

午後4時～午後5時
○

総務部人権と暮らしの相談課
TEL:072-817-0997
FAX:072-817-0998

473 交野市
人権週間記念行事「「愛と平和で喜
びを！～できることから、エルドラド
～」

映画鑑賞会
映画上映時に来場者へ啓発物品等を配布

平成29年12月2日（土）
午後1時30分～

　　　　午後15時50分
（会場：12時30分）

○
総務部人権と暮らしの相談課
TEL:072-817-0997
FAX:072-817-0998

474 交野市
市広報及びホームページへの啓発
記事掲載

「障がい者週間」関係の記事掲載
平成29年12月1日（金）～
平成29年12月31日（日）

福祉部障がい福祉課
TEL:072-893-6400
FAX:072-895-6065

475 大阪狭山市 障がい者週間街頭啓発キャンペーン 啓発文書入り啓発物品の市民への配布 未定（12月上旬予定）
大阪狭山市健康福祉部福祉グ
ループ
TEL072-366-0011（内線311）

476 阪南市 阪南市ふれあいキャンペーン 人通りの多い駅前や市内スーパーで啓発物品を配布します。
12月6日（水）

午前9時30分～午後2時
○

福祉部市民福祉課
ＴＥＬ：072-471-5678
ＦＡＸ：072-473-3504

477 阪南市 障がい者文化祭 障がい者団体の文化活動の発表、展示等を行います、
12月10日（日）

午後0時30分～午後3時
30分

○
福祉部市民福祉課
ＴＥＬ：072-471-5678
ＦＡＸ：072-473-3504

478 島本町 障害者週間パネル・作品展 障害福祉に関する啓発パネル及び障害者が制作した作品の展示
12月1日（金）

　　　～10日(日）
島本町健康福祉部福祉推進課
075-962-7460（直通）

479 島本町 障害者週間街頭キャンペーン 障害者週間啓発グッズの手渡しと呼びかけ 12月1日（金）18時～
島本町健康福祉部福祉推進課
075-962-7460（直通）

480 島本町
障害者週間ふれあいバザールinみ
なせ

町内事業所による、自主製品やリサイクル品などの販売
12月2日(土）

午前10時～午後3時
○

島本町健康福祉部福祉推進課
075-962-7460（直通）

481 豊能町 啓発活動 のぼり旗の掲示、窓口にキャンペーン物品等を設置して啓発を行う。 12月3日（日）～9日（木）
生活福祉部福祉課
TEL:072-739-3420
FAX:072-739-1980

482 能勢町 のぼり旗の掲示 能勢町保健福祉センターにのぼり旗を掲示し、街頭啓発を図る。 12月3日～12月9日
健康福祉部福祉課
TEL：072-731-2150
FAX：072-731-2151

483 能勢町 広報掲載 町広報１２月号に記事を掲載し、啓発を図る。 12月1日～12月31日
健康福祉部福祉課
TEL：072-731-2150
FAX：072-731-2151

484 忠岡町 障がい者週間街頭啓発 「おおさかふれあいおりがみ」を街頭啓発で配布し、障がい者週間を周知する。
平成29年12月7日（木）

午後５時から
○

健康福祉部いきがい支援課
TEL：0725-22-1122
FAX：0725-22-1129

485 忠岡町 障がい者週間のポスターの掲出 障がい者週間のポスターを庁舎等町内各施設に掲出し、周知する。 平成29年12月1日（金）から ○
健康福祉部いきがい支援課
TEL：0725-22-1122
FAX：0725-22-1129

486 熊取町
熊取ふれあい農業祭での障がい者
週間啓発活動

熊取ふれあい農業祭会場での出店スペースを一部提供していただき、障がい者週間啓発ブースを設置し、町内
障がい者支援施設による授産製品の販売及び作品の展示を行う。また、特設ステージにおいても障がい者週間
等の啓発を行う。

12月3日
午前10時～午後2時

○

健康福祉部　介護保険・障がい福
祉課
TEL：072-452-6289
FAX：072-453-7196

487 熊取町 障がい者週間啓発のぼり 障がい者週間啓発のぼりを立て、町民への啓発を行う。 12月3日～12月9日

健康福祉部　介護保険・障がい福
祉課
TEL：072-452-6289
FAX：072-453-7196

大阪府
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488 田尻町 障害者週間駅前啓発 通勤・通学者等、駅前を通行される方に対し、啓発グッズを手渡すことにより啓発を行う。

12月4日（月）
午前7時30分～

　　　　午前8時30分
【日付は変更の

　　　　可能性あり】

民生部福祉課
TEL:072-466-8813
FAX:072-466-8841

489 岬町 啓発事業 啓発物品の配布
12月3日（日）～

　　　　12月9日（木）
しあわせ創造部福祉課福祉係
TEL：072-492-2700

490 太子町 ふれあい街頭キャンペーン 啓発用グッズの手渡しによる呼びかけ
12月4日

午後4時半～午後5時半
○

健康福祉部福祉課
TEL：0721-98-5519
FAX：0721-98-2773

491 太子町 啓発物品配布事業 啓発用グッズの配布 未定
健康福祉部福祉課
TEL：0721-98-5519
FAX：0721-98-2773

492 河南町 「障がい者週間」街頭啓発 啓発用品の配布による啓発活動
12月3日（日）
午後1時～

午後4時頃（予定）

河南町社会福祉協議会
TEL:0721-93-6299
FAX:0721-93-5299

493 河南町 障がい者ふれあいスポーツ大会
スポーツやレクリエーションを通じて、障がいのある人達の社会参加と自立促進を図り、障がいのない人達と交流
を深めるスポーツ・レクリエーション大会。

11月25日（土）
午前9時30分～午後1時

○
河南町高齢障がい福祉課
TEL:0721-93-2500
FAX:0721-93-4691

494 河南町
「障がい者週間」ポスター掲示及び
啓発物の設置

「障がい者週間」ポスターを掲示し、啓発物品を設置する。
12月3日（日）

　　　～12月9日（土）

河南町高齢障がい福祉課
TEL:0721-93-2500
FAX:0721-93-4691

495 兵庫県 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16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

496 兵庫県 障害者差別解消法啓発活動 障害者差別解消法を啓発するポケットティッシュを作成、配布する。 12月3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

497
姫路市

ひめじ福祉まつり実行委
員会

ひめじ福祉まつり 障害者団体等による模擬店販売や、当事者参加の舞台発表、盲導犬の実演など障害に関する啓発活動を行う。 11月3日 ○
保健福祉部障害福祉課
TEL：079-221-2454
FAX：079-221-2374

498
姫路市

姫路市社会福祉協議会
障害者週間事業 講演会 障害理解を深めることを目的に、講演会を実施する。 11月27日 ○

保健福祉部障害福祉課
TEL：079-221-2454
FAX：079-221-2374

499 明石市 こどもユニバーサル交流会 障害のある人とない人が、ものづくりやいろんな体験を通して交流し、お互いを理解しあえる場をつくります。 11月11日 ○
明石市福祉局福祉総務課
TEL:078-918-5142
FAX:078-918-5048

500 芦屋市
広報臨時号として障がい福祉特集の
発行

１２月３日～９日の障害者週間に合わせて，全戸配布の広報紙を発行し，障がい理解の促進を図る。 12月1日発行
福祉部障害福祉課
ＴＥＬ：0797―38―2043
ＦＡＸ：0797―38―2160

501 芦屋市 障がい児・者作品展の開催
障がいのある人の活動の発表及び障がい理解の推進の場として，障がい者団体，障がい福祉サービス事業所，
特別支援学校の団体及び障がいのある児童や障がいのある人個人からの出展による作品展を，広く市民が活用
する施設で開催。

12月5日～12月11日
（作品募集11月29日～

12月4日）

福祉部障害福祉課
ＴＥＬ：0797-38-2043
ＦＡＸ：0797-38-2160

502 芦屋市
芦屋市障がい児・者とのふれあい市
民運動会

障がい者スポーツをはじめとした，障がいのある人もない人も参加できる競技に共に参加し交流する。また運営は
地域ボランティア，学生ボランティアの協力も得て実施。

11月18日 ○
福祉部障害福祉課
ＴＥＬ：0797-38-2043
ＦＡＸ：0797-38-2160

兵庫県
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503 相生市 あいあいのつどい
福祉サービス事業所や障害者団体、障害者施設、養護学校、市内特別支援学級から出品された各種作品の展
示。ボランティア活動展、バザー等、障害者と健常者の交流事業。

12月3日
健康福祉部社会福祉課
TEL：0791-22-7167
FAX：0791-23-4596

504 加古川市 「障害者週間」啓発ポスター展

市内の小・中学校に対して、障がい者全体についての一般部門、聴覚・視覚障がい者などのコミュニケーションに
ハンディキャップのある方についてのコミュニケーション部門、両部門のポスター作成依頼を行い、提出された作
品の審査会を行なう。審査会で最優秀となった作品をポスターとして市内全域に掲示し、その他入賞作品も含め
て展示会を行なう。

11月27日～12月7日
○（閲覧
のみ）

福祉部障がい者支援課
TEL：079-427-9210
FAX：079-422-8360

505 加古川市 障がい者施設製品フェア 市内障がい者施設が市役所ロビーにおいて、それぞれが用意したお弁当、パン、物品等を販売する。 12月8日
○（購入
のみ）

福祉部障がい者支援課
TEL：079-427-9210
FAX：079-422-8360

506 加古川市 ふれあい作品展 市内の学校や施設に在籍する障害児（者）が製作した作品の展示会を行なう。 １月23日～28日
○（閲覧
のみ）

福祉部障がい者支援課
TEL：079-427-9210
FAX：079-422-8360

507 赤穂市
障がい者週間ともに考える市民のつ
どい

・「障がい者週間」の記念行事として、市民がみなさんが障がい者問題を身近なものとして考え、家庭や地域の中
で「ともに生きる」社会の実現を目的として開催。
・福祉作文入賞者表彰、大賞者作文発表、記念講演等。

12月9日 ○
赤穂市社会福祉協議会
TEL:0791-42-1397
FAX：0791-45-2444

508
宝塚市障害者週間記念
事業実行委員会、宝塚

市、毎日新聞社

障害者週間記念事業、身体障害者
補助犬シンポジウム

標語・作文表彰式、桂福点さんトークショー、補助犬トーク、特別支援教育推進派遣事業大山派遣団研修発表、
ハンドベル演奏、補助犬デモンストレーション、障害者施設や団体のパネル展示、自主生産品販売等

11月26日、12月3日 ○
健康福祉部障害福祉課
TEL：0797-77-2077
FAX：0797-72-8086

509 川西市 第１６回障がい者一日サロン
障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに障がい者が社会、経済、文化等へ参加する意欲の向上
を図る。　本年度は障がい者である講師による講演会、障がい者団体による朗読劇・太鼓演奏・ダンス・製品販売
等を行う。　本年度は会場予約の関係上、１２月２日に実施する。

12月2日 ○

健康福祉部福祉推進室障害福祉
課
ＴＥＬ：072-740-1178
ＦＡＸ：072-740-1214

510 川西市 障がい者児文化作品展
・障がい者の芸術・文化活動の活性化を図るとともに、障がい者の社会参加を促進する。
・障がい者の方を対象に作品募集を行い市役所にて展示を行う。

12月4日～12月8日 ○
川西市障害者団体連合会
ＴＥＬ：072-759-5200

511 三田市 障害者週間啓発活動 市役所庁舎内において障害者施設・団体等の活動パネル展示・物品販売を実施。 12月1日～12月8日 〇

健康福祉部福祉推進室障害福祉
課
ＴＥＬ：079-559-5075
ＦＡＸ：079-562-1294

512 三田市 障害者週間啓発活動関連イベント 三田市総合福祉保健センターにおいて障害者施設等の利用者によるステージ発表・物品販売を実施。 12月9日 〇

健康福祉部福祉推進室障害福祉
課
ＴＥＬ：079-559-5075
ＦＡＸ：079-562-1295

513 丹波市 普及啓発活動
障害福祉サービス事業所の利用者及び支援員、委託相談支援事業所の相談員、市職員が、障害福祉サービス
事業所等の授産製品や障がい者理解に関するパンフレット等を、市内の商業施設等において配布する。また、障
害者週間の横断幕を掲げる。

12月3日～12月9日
丹波市役所福祉部障がい福祉課
　TEL：0795-74-0222
　FAX：0795-74-3005

514 宍粟市 にじいろの会（当事者交流会） 障がいのある方やその家族を対象に、クッキングやレクリエーション等による当事者同士の交流会を実施 12月2日
当事者

とその家
族

宍粟市健康福祉部障害福祉課
TEL：0790-63-3101
FAX：0790-63-3062

515 宍粟市 障がい者就労支援事業製品販売会
市内の障がい者就労支援施設等で生産された製品の販売開を開催
併せて事業所の取り組みについてパネル展示で紹介

11/24、12/15
1/26、2/23、3/23

10：30～13：00
○

宍粟市健康福祉部障害福祉課
TEL：0790-63-3101
FAX：0790-63-3062

516 宍粟市 障がい者雇用促進セミナー 障がいのある方の特性を理解し、雇用の促進を深めるセミナーを開催
H30.2月2日

14：00～15：30
企業

事業所

宍粟市自立支援協議会
担当：健康福祉部障害福祉課
TEL：0790-63-3101
FAX：0790-63-3062

517 宍粟市 はじめての手話教室 手話に興味のある市民、興味はあるが手話を習ったことのない市民を対象に手話教室を開催 H30.3月実施予定 ○
宍粟市健康福祉部障害福祉課
TEL：0790-63-3101
FAX：0790-63-3062

兵庫県



37

NO.
都道府県・
指定都市名

主催機関・団体名 行　事　の　名　称 内　　　　　　　容 実 施 期 間
一般参加

可能 問　合　先

518 宍粟市 聞こえの講演会（仮称） 難聴者や中途失聴者への理解を深めるための講演会を開催 H30.3月実施予定 ○
宍粟市健康福祉部障害福祉課
TEL：0790-63-3101
FAX：0790-63-3062

519 たつの市 ハートフルアートギャラリー 12/3～12/9の障害者週間に合わせ、障害者が作成した作品を展示し、障害への理解を深める 12月4日～12月8日 ○
地域福祉課
電話　0791-64-3204
ｆａｘ　　0791-63-0863

520 稲美町 いなみ人権・福祉フェスティバル

　「障害者週間」に因んだ福祉大会と、人権フェスティバルを合同開催し、町民の理解と認識を深める。
①障害者週間ポスター入賞者の表彰
②人権作文朗読
③講演

12月9日 ○
健康福祉部健康福祉課
TEL：079-492-9137
FAX：079-492-8030

521 稲美町 「障害者週間」啓発ポスターの展示 町内の小中学校から応募のあった「障害者週間」啓発ポスターの展示 12月2日～12月9日 ○
健康福祉部健康福祉課
TEL：079-492-9137
FAX：079-492-8030

522 奈良県
平成29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。

12月5日
健康福祉部障害福祉課
電話：0742-27-8922
ＦＡＸ：0742-22-1814

523 奈良県 第45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。

11月23日～11月28日 ○
健康福祉部障害福祉課
電話：0742-27-8517
ＦＡＸ：0742-22-1814

524 奈良県 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4日～12月10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

525 桜井市 障害者虐待防止啓発物品等配布
障害者虐待の防止に関する啓発物品を作成し、様々な機会（桜井市企業内人権教育推進協議会研修会(11/28)
等）に配布し、市民や事業者に周知啓発を行う。また、啓発物品は、障害福祉サービス事業所へ発注を行い、障
害者の経済的な自立に寄与し、障害者優先調達推進法の目的にあった事業とする。

10月～3月

桜井市福祉保険部社会福祉課障
害福祉係
電話：0744-42-9111
FAX：0744-44-2172

526 天理市 「障害者週間」のぼり掲示 庁舎内及び庁舎駐車場に於いて、のぼりの掲示を行う 12/3～12/9
天理市役所　社会福祉課
TEL:0743-63-1001
FAX:0743-63-5378

527 天理市 「障害者週間」啓発活動 庁舎入口及び市内ショッピングセンターに於いて、啓発物品の配布等を実施 12/3～12/9
天理市役所　社会福祉課
TEL:0743-63-1001
FAX:0743-63-5378

528 天理市 「障害の日」記念事業
障害についての理解を深め、障害福祉の向上を目的として市民啓発事業として行う。Ｈ29年度はコミュニケーショ
ンについての講演を予定している。

12月3日 ○
天理市社会福祉協議会
TEL:0743-61-2200
FAX:0743-62-5901

529 奈良市 障害者週間パネル展示
市庁舎正面玄関ホールにおいて、「障害者週間ポスター」及びその他障害者に関する啓発ポスターの掲示等を行
う。

12月4日～12月8日 ○
奈良市福祉部障がい福祉課
TEL：0742-34-4593
FAX：0742-34-5080

530 奈良市 授産品の展示・販売イベント
市庁舎正面玄関ホールにおいて、市内の事業所（就労移行支援、就労継続支援（Ａ・Ｂ型）、生活介護事業所のう
ち出店希望があったところ）による授産品の展示・販売を行う。

12月4日～12月8日 ○
奈良市福祉部障がい福祉課
TEL：0742-34-4593
FAX：0742-34-5080

531 生駒市社会福祉協議会 街頭啓発 市内各所でキズバンドを配布。 12月5日
生駒市社会福祉協議会
TEL: 0743-75-0234

532 生駒市社会福祉協議会 障害者週間キャンペーン ゲストを招き、講演会を開催。また、福祉団体及び福祉施設による模擬店や、民生委員のバザーも開催。 12月9日 ○
生駒市社会福祉協議会
TEL: 0743-75-0234

533 生駒市社会福祉協議会 ポスター展
「障がいの有無にかかわらず、誰もが能力を発揮して安全に安心して生活できる社会の実現」をテーマとしたポス
ターを募集し、最優秀・入賞作品３点をキズバンドに掲載。また、応募作品はすべて生駒市役所ロビー・福祉セン
ター内で展示。

市役所展示：11月24日
～11月30日

福祉センター展示：
12月2日～12月9日

生駒市社会福祉協議会
TEL: 0743-75-0234

兵庫県

奈良県

奈良県



38

NO.
都道府県・
指定都市名

主催機関・団体名 行　事　の　名　称 内　　　　　　　容 実 施 期 間
一般参加

可能 問　合　先

534 平群町 広報啓発 町の広報誌（12月号）に、「障害者週間」を周知する内容の記事を掲載。 12月1日～12月31日
平群町役場　福祉課
ＴＥＬ：0745-45-5872

535 奈良県斑鳩町 広報紙への特集記事の掲載
１２月号の広報紙に障害者の特集記事（障害への理解啓発）を見開き２ページで掲載し、その中に障害者週間を
記載する。

12月上旬
健康福祉部福祉子ども課
℡：0745-74-1001
FAX：0745-74-1011

536 奈良県斑鳩町 手話等の普及啓発 公共施設（生き生きプラザ斑鳩）内において、手話の普及啓発のため、指文字のポスターを掲示 通年
健康福祉部福祉子ども課
℡：0745-74-1001
FAX：0745-74-1011

537 和歌山県
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6日
和歌山県福祉保健部障害福祉課
電話：073-441-2532
ＦＡＸ：073-432-5567

538 和歌山県 こころのバリアフリー推進事業
平成２８年度から実施している障害に対する理解を深め、共生社会の実現をめざすあいサポート運動について啓
発し、さらに運動を浸透させていくことを目的として各地方で福祉事業所や団体と共に実施する啓発事業

12月～3月 ○
和歌山県福祉保健部障害福祉課
電話：073-441-2531
ＦＡＸ：073-432-5567

539 和歌山県
「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「2017人権フェスタ」会場内へ入賞作品を展示　表彰式 11月、12月 ○
和歌山県福祉保健部障害福祉課
電話：073-441-2531
ＦＡＸ：073-432-5567

540 和歌山県 わかやまこころのフェスタ2017 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11日 ○
県精神保健福祉センター
電話：073-435-5194
ＦＡＸ：073-435-5193

541 和歌山市 和歌山市障害者福祉表彰 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の福祉の増進に功績のある個人又は団体に対し、表彰を行う。 12月3日 〇

和歌山市福祉局社会福祉部
障害者支援課
TEL：073-435-1060
FAX：073-431-2840

542 和歌山市 障害者週間街頭キャンペーン 和歌山駅及び和歌山市駅前において啓発物品を配布し、障害者週間の周知啓発を図る。 12月4日 〇

和歌山市福祉局社会福祉部
障害者支援課
TEL：073-435-1060
FAX：073-431-2840

543 和歌山市 市役所庁舎内授産品販売 市役所１階ロビーにおいて、就労事業所等が製作した食料品等の販売会を開催する。 12月4日～12月8日 〇

和歌山市福祉局社会福祉部
障害者支援課
TEL：073-435-1060
FAX：073-431-2840

544 和歌山市 広報活動 市の広報紙「市報わかやま」で障害に関するマークを掲載し、障害の理解促進及びマークの周知を図る。 11月～12月 〇

福祉局社会福祉部
障害者支援課
TEL：073-435-1060
FAX：073-431-2840

545
橋本市障害者父母の会

（市委託事業）
障害児者療育講座（ホースセラピー）

障がい児者がリハビリ乗馬の体験により、心身両面へのセラピー効果を得るため、ホースセラピーを実施してい
る。

10月28日 ○
橋本市社会福祉協議会
ＴＥＬ：0736-33-0294
ＦＡＸ：0736-33-4377

546
ＮＰＯ法人

地域サポートセンター
ふれあい工房

ふれあい工房　文化祭 施設利用者や各種障がい者団体の作品展示等（書道・絵画・生花・手芸品・工芸品・音楽等）を行う。 10月28日 ○
橋本市　健康福祉部　福祉課
TEL：0736-33-3708
FAX：0736-32-2515

547 橋本市 橋本市総合文化祭
市総合文化祭事業に福祉施設等作品展示コーナーを設け、障がい福祉事業所等の利用者からの作品を展示す
る。

11月3日～11月5日 ○
橋本市　健康福祉部　福祉課
TEL：0736-33-3708
FAX：0736-32-2515

548
御坊・日高障害者総合相

談センター
御坊市障害者作品展

御坊市及び日高郡在住の障害のある方の作品展を開催します。開催場所は、御坊市役所1階ロビーで行います
ので、一般の方も見学可能です。作品内容は、絵画・工作・写真・俳句・書道・手芸など芸術文化に関する作品と
なっております。

12月4日～12月8日 ○

御坊・日高障害者総合相談セン
ター
TEL：0738-32-7051
FAX：0738-23-2201

和歌山県
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549
日高地方障害者ふれあ

い交流会
街頭啓発

市内作業所の物品を無料配布することで、障害者の理解を深めれるよう、啓発する。開催場所は、市内のスー
パー店を予定している。

12月上旬を予定 ○
御坊市役所健康福祉課
TEL：0738-23-5645
FAX：0738-24-2390

550
紀の川市身体障害者連

盟
街頭啓発

啓発用ティッシュを作成して、市内5地区のスーパーマーケット、公立病院の店先や玄関で、ティッシュを配付し、障
害者用駐車位置の確保のための啓発を行う。

12月3日（日）市内4地区
のスーパーマーケット等

の店舗で実施
12月5日（火）公立那賀

病院の玄関先

紀の川市保健福祉部障害福祉課
TEL：0736-77-0821
FAX：0736-79-3926

551
障害者週間広がれネット

ワーク実行委員会
障害者週間広がれネットワーク作品
展示

那賀圏域の障害者施設・事業所利用者の絵画作品等の展示を紀の川市役所庁舎１階ロビーで行い、来庁される
方に観賞していただく。

12月7日～8日 ○
事務局　社会福祉法人桃郷　ひま
わり園
TEL：0736-66-0995

552 九度山町
没後五十年　大石順教尼の特別企
画展～きのかわ支援学校　児童・生
徒作品展～同時開催　柳原白蓮展

大石順教尼が口筆で描いた書画などの常設展（３０点）に加え、今回は順教尼の没後５０年を記念して、きのかわ
支援学校の児童生徒の作品展（２０点）と、日本を代表する著名な歌人柳原白蓮の作品展（１２点）を同時開催し
ます。

10月18日（水）～
　　　　11月5日（日）

午前10時～午後4時30
分

休館日：月曜日・火曜日

○
旧萱野家（大石順教尼の記念館）
ＴＥＬ：0736-54-2411

553
有田川町やすらぎ福祉

課
やすらぎふれあいフェスタ

障害への理解、地域住民の共生意識の高揚、障害者の生きがいづくりの増進を図り、住民の地域社会における
共生を目指すことを目的とし、昨年より「やすらぎふれあいフェスタ」を実施している。昨年は、障害者週間の12月
に実施しているが、都合により今年は、10月9日に実施。今年度は、圏域作業所による物品販売・文化作品の展
示、福祉車両の展示、手話体験教室、ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ体験コーナーを設置し、書家の金澤泰子先生より「ダウン症
の娘と生きて」というテーマで講演を実施した。、来年度以降も「やすらぎふれあいフェスタ」を実施していく予定。

10月9日（月・祝）（実施
済み）

○

有田川町福祉保健部やすらぎ福祉
課
TEL：0737－52－2111
FAX：0737－32－3575

554 美浜町 障害者理解への啓発 障害者週間期間中は、幟を立て周知を図っている。 12月3日～12月9日
美浜町健康推進課
TEL:0738-23-4905
FAX:0738-23-3523

555 美浜町 障害者理解への啓発
障害者週間中の日を１日選んで、優先調達法を適用して障害福祉サービス事業所から仕入れたふきんを、美浜
町内のスーパーマーケットの店頭で障害者の方と一緒に配布している。

障害者週間の週から１
日

美浜町健康推進課
TEL:0738-23-4905
FAX:0738-23-3523

556
御坊・日高圏域各市町、
御坊保健所、御坊・日高
障害者総合相談センター

障害者避難訓練
日高町保健福祉総合センターを福祉避難所とし、近くの福祉事業所等の障害者及び地域住民が避難する。
訓練内容は、福祉避難スペース及び一般避難所の開設、避難所運営本部の設置運営、被災者の管理、情報の
整理・発信、食料物資の調達・管理・配給、避難所の施設管理、要援護者の支援等を行う。

平成29年11月3日 ○
日高町住民福祉課
TEL0738-63-3800
FAX0738-63-3846

557
御坊・日高圏域各市町、

御坊保健所
日高地方障害児者ふれあい交流会

・日高地方に暮らす三障害者（身体、知的、精神）同士の交流の場を持つために市町のホールや体育館で講演会
等のイベントを開催する。
・障害者自身を含む地域住民の障害問題についての理解と認識を深め、地域社会として取り組むべき問題を明ら
かにしていくことで、障害者の社会参加促進を図り、障害福祉の増進を目的とする。

平成29年12月開催予定
（内容未定）

○
日高町住民福祉課
TEL0738-63-3800
FAX0738-63-3846

558 日高町
日高地方障害児者ふれあい交流会
街頭啓発

日高郡内各市町別に職員及び通所作業所の障害者並びにその職員等が市町内のスーパー等の駐車場にて１時
間程度、買い物客等にチラシと啓発物品を配布し、啓発活動を行う。啓発物品は、町内にある作業所の物品を優
先調達する。

平成29年12月上旬予定
（月～金の内１日）

日高町住民福祉課
TEL0738-63-3800
FAX0738-63-3846

559 鳥取県
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3日 ○

福祉保健部ささえあい福祉局障が
い福祉課
TEL：0857-26-7862
FAX：0857-26-8136

560 鳥取県 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。

11月26日～12月10日
1月12日～18日

1月26日～2月1日
○

福祉保健部ささえあい福祉局障が
い福祉課
TEL：0857-26-7678
FAX：0857-26-8136

561 鳥取県
「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

福祉保健部ささえあい福祉局障が
い福祉課
TEL：0857-26-7679
FAX：0857-26-8136

和歌山県
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562
鳥取県精神障害者家族

会連合会

精神障がいへの理解と対応～早期
発見・早期治療の重要性　統合失調
症を中心に～

精神障がいについて、正しく理解し、その特性や対応方法の周知を図る。 11月5日 ○
鳥取県精神障害者家族会連合会
TEL：0857-21-3031
FAX：0857-21-3034

563
鳥取アディクション連絡

会
弟8回アディクション・フォーラム
inTOTTORI

依存症について、正しい知識・理解の普及啓発を行う。 11月25日 ○
鳥取アディクション連絡会
TEL：090-9737-6833（事務局）

564 鳥取市 街頭啓発活動
イオンモール鳥取北店の出入り口５か所にて、ポケットティッシュ、福祉作業所のお菓子、チラシ等を配布し、市民
の方に向けて、障がいへの理解を深めてもらう活動を行う。

12月4日 ○
福祉部障がい福祉課
TEL：0857-20-3474
FAX：0857-20-3406

565 鳥取市 障がい者週間啓発大会
さわやか会館多目的室にて、ペアレントメンターによる発達障害についての講演を行い、市民の方に障がいへの
理解を深めてもらう。

12月6日 ○
福祉部障がい福祉課
TEL：0857-20-3474
FAX：0857-20-3406

566 倉吉市 障害者週間啓発
倉吉市立図書館内に障害者週間や障がい理解についてを啓発する展示コーナーを設置する。鳥取県で実施する
あいサポートの関連チラシ、DVDや障がい者に対する様々な相談機関の紹介などを行う。また図書館内にある障
がいに関する書籍の紹介もあわせて行う。

11月28日～12月6日 ○
福祉保健部福祉課
TEL：0858-22-8118
FAX：0858-22-7020

567
中部圏域障がい者地域

自立支援協議会
中部あいサポートフェスタ２０１７

障がいについての理解啓発を目的に開催。障がいのある人、支援団体等によるステージパフォーマンス(ダンス、
歌、演奏）、障がい福祉サービス事業所出店販売、健康チェックコーナー、盲導犬とのふれあいコーナー、UDタク
シー展示など多種多様な企画により障がいのある人もない人もふれあうことのできる内容である。

12月10日 ○

中部圏域障がい者地域自立支援
協議会
TEL：0858-26-2346
FAX：0858-26-2300

568 島根県ほか
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

569
島根県

島根県社会福祉協議会
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8日～10日 ○
健康福祉部障がい福祉課
電話：0852-22-6009
ＦＡＸ：0852-22-6687

570
島根県

島根県社会福祉協議会
県内市町村

「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：0852-22-6685
ＦＡＸ：0852-22-6687

571 松江市
松江市障がいのある人もない人も共
に住みよいまちづくり条例に基づく市
長表彰

市の制定した「障がい者差別解消条例」に基づき、「合理的配慮の積極的実施、普及に貢献した」「障がいのある
人に対する理解を広げ、差別を解消するための市民の模範となる行為をした」もの（個人・団体）に対し、市長表彰
を行う。併せて、週間中表彰者・表彰内容について市役所ロビーに展示し、市民の模範となるよう周知を行う。（な
お、表彰者については、後日市報、市ホームページにも掲載する。）

12月3日～9日 ○
松江市福祉部障がい者福祉課
電話：0852-55-5304
ＦＡＸ：0852-55-5309

572 大田市 ふれあいフェスティバルおおだ
サンレディー大田にて、人権週間・障害者週間の合同啓発活動として実施。
人権作文発表、障がい者団体活動発表、講演会等を予定。

12月10日 ○
大田市健康福祉部地域福祉課
電話：0854-83-8142
ＦＡＸ：0854-82-9730

573
岡山県、岡山県知的障

害者福祉協会ほか
あいサポートフェスタ♥２０１７

岡山県、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。

11月30日、12月1日 ○
保健福祉部障害福祉課
TEL：086-226-7343
FAX：086-224-6520

574 岡山県
あいサポートフェスタ２０１７☆障害
者アート展

障害のある人の創作活動を支援し、その素晴らしさ、魅力を発信するとともに、広く県民の理解を増進し、障害の
有無に関わらず、誰もが笑顔で生き生きと暮らせる共生社会の実現を推進することを目的に、障害のある方々が
作成した絵画、造形作品を募集し、入選作品60点を展示するアート展を開催する。

①11月30日、12月1日
②12月6日～10日

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

575 岡山県
障害のある人の県庁アートギャラ
リー

障害のある人が作成された絵画・貼り絵・写真などの作品を展示することで、障害のある人への理解を求める。 開庁日 ○
保健福祉部障害福祉課
TEL：086-226-7343
FAX：086-224-6520

576
岡山県・岡山県障害者権

利擁護センター
障害者権利擁護セミナー 障害者差別解消法や、合理的配慮・不当な差別的取扱いについて県民に理解を広げるため、講演等を行う。 12月2日 ○

保健福祉部障害福祉課
TEL：086-226-7343
FAX：086-224-6521

577
備前市市民ふれあい福
祉まつり実行委員会・備

前市
「障害者週間」啓発事業

備前市が実施する「市民ふれあい福祉まつり」において、講演やシンポジウムを行うとともに、地元の障害者事業
所が作製した啓発資材を配布する。

11月11日 ○
備前市社会福祉課
TEL：0869-64-1827
FAX：0869-64-1847

鳥取県

島根県
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578

吉備中央町・吉備中央町
社会福祉協議会・吉備中
央町障害者等地域自立

支援協議会

「障害者週間」啓発事業
吉備中央町、社協、障害者自立支援協議会が実施する「みんなおいでぇ福祉まつりｉｎ吉備中央町～地域で暮らす
ということ～」において、講演やシンポジウムを行うとともに、地元の障害者事業所が作製した啓発資材を配布す
る。

11月18日 ○
吉備中央町福祉課
TEL：0866-54-1317
FAX：0866-54-1306

579
総社市地域自立支援協

議会
障がい福祉フォーラム
（ハートフルそうじゃ）

総社市内において、当事者・家族・住民・ボランティア・医療福祉関係者・行政等が連携して支援システムづくりを
推進するためのきっかけづくりを行う。

12月2日 ○
総社市社会福祉協議会
TEL：0866-92-8578
FAX：0866-92-8284

580
倉敷地域自立支援協議

会
第13回くらしきフォーラムwithＡＢ－１
コンテスト

地域の方へ障がいの理解を広めるために，障がい児者の方と地域の方が交流できる（関わる）機会をつくるため
のイベント

11月12日 ○
倉敷地域生活支援センター
TEL：086-464-4310
FAX：086-464-3980

581 倉敷市 「障がい者週間」ポスター展 障がい者週間をテーマに児童・生徒などが描いたポスターを展示する。 11月20日～1月26日 ○
倉敷市社会福祉部障がい福祉課
TEL：086-426-3305
FAX：086-421-4411

582 倉敷市 ふれあいステージ 障がいのある人やボランティア団体などが，歌や劇，演奏などを発表する。 11月29日 ○
倉敷市社会福祉部障がい福祉課
TEL：086-426-3305
FAX：086-421-4412

583 倉敷市 ニコニコ子どもひろば 障がい児とのふれあいや交流を図るため，熱気球の搭乗体験（係留フライト）を実施する。 11月26日 ○
倉敷市社会福祉部障がい福祉課
TEL：086-426-3305
FAX：086-421-4413

584 倉敷市 障がい者（児）作品展 市内の障がいのある人が創作した作品を募集し，展示する。 11月30日～12月2日 ○
倉敷市社会福祉部障がい福祉課
TEL：086-426-3305
FAX：086-421-4414

585 倉敷市 絆（きずな）のひろば 障がいのある人が製作した授産品の販売を行う。 1月30日 ○
倉敷市社会福祉部障がい福祉課
TEL：086-426-3305
FAX：086-421-4415

586
井原市ふれあいアート展

実行委員会
第１４回井原市ふれあいアート展

障害者が趣味や技術をいかして制作した作品を展示することにより、市民の障害者に対する正しい理解を深める
とともに、障害者の創作活動を促進し、自立と社会参加への意欲を高めることを目的とする。

12月4日～8日 ○
井原市健康福祉部福祉課
TEL：0866-62-9518
FAX：0866-62-9310

587 津山市 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。

12月4日～8日 ○
津山市環境福祉部障害福祉課
TEL:0868-32-2067
FAX:0868-32-2153

588 真庭市 真庭市障がい福祉作品展
作品鑑賞を通じ広く市民の障がいのある方に対する理解の促進を図るとともに障がいのある方の社会参加を促
進する。

①11月24日～27日
②11月28日～12月1日

③12月4日～8日
○

真庭市健康福祉部福祉課
TEL:0867-42-1581
FAX:0867-42-1369

岡山県
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589 広島県 平成29年度あいサポートアート展 障害のある方が制作した芸術作品の展覧会。広島県立美術館及びふくやま美術館に置いて開催。
10月31日～11月５日
12月19日～12月24日

○
健康福祉局障害者支援課
TEL：082-513-3155
FAX：082-223-3611

590
広島県・

ＮＰＯ法人広島自閉症協
会

広島県発達障害啓発セミナー

啓発映像と障害者就労支援でパイオニアとして活躍されている志賀利一先生により，社会参加に不可欠な就労と
成人期に向けた支援について理解を深める講演会を開催。
日時　平成２９年１２月３日（日）１３：００～１６：１０
場所　三原市　本郷生涯学習センター「にいたかホール」
　　　　 （三原市本郷南６-２５-１）
講師　志賀　利一　氏
　　　 　（国立重度知的障害者総合施設のぞみの園　事業企画研究部長）
詳しい募集要項・申込みについては広島県ホームページ
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/seminar2017.html

12月3日 ○
健康福祉局障害者支援課
TEL：082-513-3155
FAX：082-223-3611

591 呉市 第２３回ふれあいコンサート
障害者週間及び人権週間の合同記念行事である「輝いて☆くれ ヒューマンフェスタ２０１７」において，障害のある
人たち，支援者及び多くのボランティアが参加する「第２３回ふれあいコンサート」を開催

12月9日 ◯
福祉保健部 障害福祉課
TEL：0823-25-3523
FAX：0823-25-2522

592 尾道市
平成29年度あいサポートアート展市
町巡回展示

障害のある方が制作した芸術作品の展覧会。市役所（ロビー）において開催。
11月7日～11月16日

○
尾道市　社会福祉課
TEL：0848-38-9125
FAX：0848-37-7260

593 尾道市 第24回「障害者週間」尾道福祉大会
市民に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めることを目的として、市及び関係構成団体により福祉大会
を実施。行事内容は、障害者団体のアトラクション、意見発表、外部講師を招聘しての講演を予定。

12月4日
○

尾道市　社会福祉課
TEL：0848-38-9124
FAX：0848-37-7260

594 福山市 障がい者週間における作品展 市内の障がい者福祉施設利用者の作品を展示する。 12月2日～11日 ○

福山市保健福祉局福祉部障がい
福祉課
TEL：084-928-1062
FAX：084-928-1730

595 府中市社会福祉協議会
平成29年度障害者週間記念事業
「つなごうDay」

備中神楽の公演。 12月9日 ○
府中市社会福祉協議会
TEL：0847-47-1294
FAX：0847-47-1055

596 三次市 地域フォーラムin三次
障害に対する理解を深めることを目的に，基調講演「私たちの願いを実現するために～障害者差別解消法を踏ま
えて～」とシンポジウムを開催。

11月19日 ○
社会福祉課
TEL：0824-65-2051
FAX：0824-62-6285

597 東広島市 あいサポートフォーラム東広島

・障害のある子どももない子どもも一緒に踊るダンスチーム「パピコ」によるダンス、歌、ショートコント
・知的障害と自閉症をもった妹を1年にわたり撮りつづけたドキュメンタリー映画「ちづる」の上映及び監督の講演
・その他、分科会、パネル展示
東広島市市民文化センターで開催

12月16日 ○
健康福祉部障害福祉課
TEL：082-420-0180
FAX：082-420-0181

598
安芸高田市障害者自立

支援協議会
平成29年度市内障害者施設紹介パ
ネル展示

市内障害者施設の活動紹介のパネル展示を安芸高田市民文化センタークリスタルアージョにおいて実施。 11月29日～12月11日 ○

安芸高田市障害者基幹相談支援
センター
TEL：0826-47-1080
FAX：0826-47-1061
安芸高田市社会福祉課
TEL：0826-42-5615
FAX：0826-42-2130

599
府中町「障害者週間」推

進実行委員会
第21回スマイル21

障害者団体が中心となって、障害者週間の啓発及び地域住民との交流を目的として開催される祭り。府中公民館
で開催。

12月2日
11：30～15：30

○

事務局　（社福）福祉の郷　なない
ろ作業所
ＴＥＬ：082-236-3417
ＦＡＸ：082-285-4824

600 府中町
平成29年度あいサポートアート展市
町巡回展示

障害のある方が制作した芸術作品を展示。安芸府中生涯学習センターくすのきプラザで開催。 1月23日～1月25日 ○
府中町福祉保健部福祉課
ＴＥＬ：082-286-3161
ＦＡＸ：082-283-5775

601 海田町
平成29年度あいサポートアート展市
町巡回展示

障害のある方が製作した芸術作品の展覧会。
海田町役場１階ロビーにおいて開催。

1月5日～1月11日 ○
福祉保健部社会福祉課
ＴＥＬ：082-823-9207
ＦＡＸ：082-823-9627

広島県
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602 熊野町
特別展示「発達障害ってなんだろ
う?」

熊野町立図書館において、発達障害関係の本を集めた特別な展示や、町内の放課後デイサービス等事業所の
展示、職員による相談会の開催。

12月一日～12月21日 ○
熊野町民生課
TEL：082-820-5635
FAX：082-855-0155

603 熊野町
平成29年度あいサポートアート展市
町巡回展示

平成29年度あいサポートアート展選考委員会において選定された、障害のある方が制作した芸術作品の展覧会
の特別に厳選された作品を熊野町庁舎エントランスホールにて巡回展示。

11月27日～12月8日 ○
熊野町民生課
TEL：082-820-5635
FAX：082-855-0155

604 北広島町
平成29年度あいサポートアート展市
町巡回展示

障害のある方が制作した芸術作品の展示会を北広島町図書館にて開催。 11月18日～11月24日 ○
北広島町福祉課
TEL050-5812-1851

605 世羅町　福祉課
町広報誌への特集号掲載
無線放送、ケーブルテレビ放送によ
る啓発

「障害児・者つうしん」の特集号として、今年度は障害者の就労支援について取り上げた記事を広報12月号へ掲
載。
また、障害者週間周知の内容の無線放送及びケーブルテレビ放送を行う。

広報誌：12月15日発刊
無線・ケーブル放送：
12月3日～12月9日

世羅町　福祉課　障害者支援係
TEL：0847-25-0072
FAX：0847-25-0070

606
社会福祉法人みつば会

世羅町　福祉課

講演会「働くために今できること―働
くことを支えるための正しい理解と支
援―」

広島県発達障害者支援センターの地域支援マネジャーを講師に、発達障害のある方の就労にかかわる内容につ
いて講演会を実施する。その際参加者へ啓発に係るリーフレット、グッズ等を配布予定。

11月25日 ○

社会福祉法人みつば会　みつば会
相談支援事業所
ＴＥＬ：0847-22-2715
ＦＡＸ：0847-22-4131

607
社会福祉法人みつば会

世羅町　福祉課
町内事業所の製作品を町窓口にお
いて配布

町内障害福祉サービス事業所で制作されたグッズ等を、町窓口において来所者へ配布する。 12月～（予定）
世羅町　福祉課　障害者支援係
TEL：0847-25-0072
FAX：0847-25-0070

608 周南市 障害者の福祉を考える集い

障害者の方の講演や、地域で生活している障害者の方々の活動の紹介等を通じ、障害のある人を理解し、ノーマ
ライゼーションの理念の醸成を目的に開催。
・講演・活動報告
・障害者施設の授産品販売・総合支援学校の児童・生徒の作品展示

12月2日 ○
周南市福祉医療部障害者支援課
ＴＥＬ：0834-22-8463
ＦＡＸ：0834-22-8464

609 美祢市 広報活動 市広報誌・ホームページで障害者週間に関する記事を掲載 １１月～１２月
美祢市市民福祉部地域福祉課
TEL：0837-52-5227
FAX：0837-52-1490

610 宇部市 「障害者週間」作品展

障害のある人の絵画や工芸等の作品・障害者就労事業所等の製品・障害者関係団体等の活動パネル・障害者ス
ポーツ紹介パネル等の展示、また、平成29年4月1日に制定した「障害のある人へのコミュニケーション支援条例」
に関する取り組みやコミュニケーション手段等の事例を紹介し、障害のある人の社会参加の促進と市民の障害福
祉への関心と理解を深める。

11月27日～12月8日 ○
健康福祉部障害福祉課
TEL：0836-34-8342
FAX：0836-22-6052

611
山陽小野田市自立支援

協議会
障害福祉サービス事業所等による事
業所紹介及び作品展示

市内の障害福祉サービス事業所等に事業所紹介及び作品展示の依頼を行い、出展できると回答のあった事業所
が障がい者週間に合わせて市役所１階ロビーで展示を行う。

12月一日～12月22日

出展は
×

見学は
○

健康福祉部障害福祉課
ＴＥＬ：０８３６－８２－１１５９
ＦＡＸ：０８３６－８２－１２１０

612 山口県 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4日～7日、9日 ○
健康福祉部障害者支援課
電話：083-933-2763
ＦＡＸ：083-933-2779

613 山口県 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

614
徳島県、徳島地方法務

局ほか
ヒューマンフェスタとくしま2017

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17日 ○
徳島県県民環境部男女参画・人権課

電話：088-621-2187
ＦＡＸ：088-621-2844

615
徳島県精神保健福祉協

会
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7日～11月8日 ○
徳島県保健福祉部健康増進課
ＴＥＬ：088-621-2225
ＦＡＸ：088-621-2841

616 徳島県 第36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，「心の輪を広げる体験作文」優秀作品の朗読，障害者週間のポスター等
の掲示，徳島県障がい者マイスター認定者に対する認定証の授与及び記念講演を実施する。

12月10日 ○
徳島県保健福祉部障がい福祉課
電話：088-621-2237
ＦＡＸ：088-621-2241

広島県

山口県

徳島県
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617

徳島県立総合教育セン
ター

発達障がい者総合支援
センター

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

618
発達障がい者総合支援

センター
発達障がい児早期発見支援研修会

乳幼児期・児童期の子どもの支援者を対象に、発達障がいの早期発見・早期支援の視点から、療育に向けての
保護者支援について講演会を行う。

12月8日

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

619
発達障がい者総合支援

センター
ペアレント・メンター養成研修基礎講
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。

12月9日 ○

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

620 徳島県 特別支援教育講演会（仮称）
特別支援教育の視点を取り入れた早期からの積極的な関わりによる実践研究や講演会を実施し、早期支援の重
要性についての理解を深める。

1月27日 ○

徳島県教育委員会特別支援教育
課
ＴＥＬ：088-621-3141
ＦＡＸ：088-621-2882

621 徳島県
特別支援学校You Me（ゆめ）チャレ
ンジフェスティバル2017

特別支援学校高等部の生徒が、様々な形での働きたい想いの表現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。

2月19日

徳島県教育委員会特別支援教育
課
ＴＥＬ：088-621-3141
ＦＡＸ：088-621-2882

622 徳島市 障害福祉啓発イベント（講演会）
市民、職員等に障害者に対する正しい知識と理解を深めてもらうために「障害者週間」に合わせて障害者福祉啓
発イベントを開催しており、今年度は、障害者差別解消法の障害者への合理的配慮についての講演会を実施しま
す。

12月4日 ○
徳島市障害福祉課
TEL：088-621-5177
FAX：088-621-5300

623 小松島市 小松島市障がい者体育大会
身体・知的・精神の三障がい合同の体育大会を開催することにより、社会参加促進とコミュニケーション支援を図
る。

11月3日

小松島市保健福祉部介護福祉課
障がい福祉担当
電話：0885-32-2279
ＦＡＸ：0885-35-0272

624 小松島市 障がい者支援施設めぐりバスツアー 障がい者の利用している施設を見学し、障がいや障がい者への理解を図る。 12月20日 ○

小松島市保健福祉部介護福祉課
障がい福祉担当
電話：0885-32-2279
ＦＡＸ：0885-35-0273

625
阿南市人権フェスティバ

ル実行委員会
ふれあいのまちづくりフェア

阿南市人権フェスティバルと同時に、障がいのある方々と健常者とがふれあいを深め、障がい者の自立と社会参
加を支援するため、障がい者施設等による作品展示・バザー等を行う。

12月10日 ○
阿南市保健福祉部福祉課
TEL：0884-22-1592
FAX：0884-22-1813

626 阿波市　教育委員会 阿波市人権ふれあいフェスティバル 手話サークル阿波手話コーラス、障がい者相談コーナー 11月12日 ○
阿波市教育委員会社会教育課
電話　0883-36-8742
ＦＡＸ　0883-36-8762

627
美波町・とみた県南コミュ

ニティケアセンター
美波町社会参加促進交流事業

障がいのある方が文化活動等を通じ、生きがい豊かな日常生活が続けられることを目的とし普及啓発を行う。当
日は、マジックショーやフルート・オカリナ奏者によるトーク＆コンサートを行う予定。また、会場では、障がい者作
業所による販売活動も行う。

1月27日 〇
美波町福祉課
TEL：0884-77-3614
FAX：0884-77-1666

628
障がい者

地域共同作業所　虹
虹祭り

地域共同作業所虹において、通所者等の障がいと者と地域住民との交流を図ることを目的として、毎年１２月第
一日曜日に開催している。内容は、通所者によるステージ出演や地域ボランティアによる露天の出店がある。

12月3日 〇
地域共同作業所　虹
ＴＥＬ：0884-74-3476

629 さくら親の会 上板町文化祭 様々な障がいや発達の課題を持つ子どもたちの家族会として、展示等により活動紹介を行う。 11月18日～11月19日 ○
上板町福祉保健課
TEL：088-694-6810
FAX：088-694-5903

630
いちょう家族会、メンタル
ヘルスボランティアたん
ぽぽ、アトリエいちょう

上板町文化祭 上板町文化祭において、活動内容のパネル展示、パンフレットの配布や障害者が作った作品の展示を行う。 11月18日～11月19日 ○
上板町福祉保健課
TEL：088-694-6810
FAX：088-694-5903

徳島県
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631
いちょう家族会、メンタル
ヘルスボランティアたん
ぽぽ、アトリエいちょう

上板町文化祭
障害者への理解を深める事を目的に、いちょう家族会、メンタルヘルスボランティアたんぽぽ、民生委員児童委員
協議会と協力してバザーを実施。

11月18日 ○
上板町福祉保健課
TEL：088-694-6810
FAX：088-694-5903

632
美馬市・つるぎ町障がい

者自立支援協議会
美馬市・つるぎ町障がい者自立支援
協議会　講演会

障がい者への理解を深めるための研修・啓発事業として講演会を実施する。
・日時：平成２９年１１月１７日（金） 午後１時３０分～３時
・場所：うだつフォーラム（マルナカ脇町店２階）
・演題：困難と闘うすべての人へ ～「だから無理」より「じゃあどうする」のほうが面白い！～
・講師   弁護士　大胡田　誠　氏

11月17日 ○

美馬市長寿・障がい福祉課
ＴＥＬ：0883-52-5614
ＦＡＸ：0883-52-1197
つるぎ町役場　福祉課
ＴＥＬ：0883-62-3115
ＦＡＸ：0883-55-1051

633 香川県
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2日の「じんけんフェスタ2017」で表彰・
展示する。

12月2日 ○
健康福祉部障害福祉課
電話：087-832-3291
FAX：087-806-0240

634 香川県
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月下旬
健康福祉部障害福祉課
電話：087-832-3291
FAX：087-806-0240

635 香川県 さべかい・ともいきセミナー
パラスポーツをテーマとし障害への理解を促進するとともに、2020パラリンピックで訪日する多くの障害者に対して
適切な対応と「おもてなし」が提供できるよう、障害別のコミュニケーション方法について、体験を通して学んでもら
うセミナーを実施する。

12月2日 ○
健康福祉部障害福祉課
電話：087-832-3291
FAX：087-806-0240

636 観音寺市 広報啓発
障害者週間に合わせ、広報12月号に、障害に関する特集を掲載する。
（障害者週間について、障害者差別解消法について、障害者虐待防止について、障害者就労体験による物品販
売について、手話通訳者の設置について、ひきこもり相談について）

平成29年12月号

健康福祉部社会福祉課
電話：0875-23-3963
観音寺市政策部秘書課
電話：0875-23-3915

637 アルプスかがわ
発達障害者地域支援に関する一般
公開講座

医師・教員・相談員・就労などの支援等がパネリストを務め、『フツーにやれるように苦手なトコロを援助する』と考
えられがちな発達障害者の“支援”を、『一緒にやってみたらこんな凄い人だった！』の視点で捉えなおすことを
テーマに一般の方への普及・啓発を図る。

1月14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

638 ペアレントメンターかがわ
発達障害者地域支援に関する一般
公開講座

講演やパネルディスカッションを行い、「家族支援」をどのように捉え、理解し、取り組むかを考えるセミナーを実施
し、一般の方への普及・啓発を図る。

11月23日 ○
ＮＰＯ法人ペアレントメンターかがわ
電話：090-2978-8304
E-mail：info@pmentor-kagawa.org

639 愛媛県
愛媛県障害者連絡協議

会
第３７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5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

640 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：高知市中央公園（高知県高知市帯屋町１－１１）】
・障害者理解に関する作文・ポスター表彰
・障害者週間の集い知事表彰
・盲導犬との体験歩行、ふれあい体験

12月10日 ○
地域福祉部障害保健福祉課
電話：088-823-9663
FAX：088-823-9260

641 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25日・26日 ○
地域福祉部障害保健福祉課
電話：088-823-9560
FAX：088-823-9260

642 室戸市 ボッチャ交流会（仮） ボッチャ競技を通じた、安芸市と室戸市の障害者団体の交流会 11月30日
室戸市保健介護課
ＴＥＬ：0887-22-3105
ＦＡＸ：0887-24-2287

643 室戸市 講演会（仮）
第２３回夏季デフリンピック競技大会サムスン２０１７女子バレーボール競技金メダリストの山﨑望さんを迎えて、
講演会及びバレーボール教室の開催

未定 ○
室戸市保健介護課
ＴＥＬ：0887-22-3105
ＦＡＸ：0887-24-2287

644 室戸市 第９回むろとげんきフェスタ！
子どもからお年寄りまで、誰もが安心して暮らせる地域づくり・まちづくりについて室戸で今、何ができるかを考える
１日とするために開催される、「むろとげんきフェスタ！」の中で、地域住民に対し、障がい者等の理解を深めるた
めの啓発活動を障害者スポーツを通じて行う。

2月17日 ○
室戸市保健介護課
ＴＥＬ：0887-22-3105
ＦＡＸ：0887-24-2287

徳島県

香川県

高知県
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645 安芸市社会福祉協議会 障がい者アート作品作り

障害者週間にあわせ、脳内出血後左半身麻痺とともに創作活動を心のリハビリとして行っている西山均さんを迎
え、アート作品作りを実施。
場所：サンシャインランド安芸店
対象者：安芸市在住の障がい児・者　※年齢不問

12月３日
※作品は12月3日～9日
の間、サンシャインランド

内に展示

安芸市社会福祉協議会
電話　0887-35-2915
FAX　0887-35-8549.

646

香南ふれあい祭り実行
委員会･香南市人権啓発
フェスティバル実行委員

会

第12回香南ふれあい祭り･香南市人
権フェスティバル

第12回香南ふれあい祭り･香南市人権フェスティバルにおいて、障害福祉サービスや災害時避難行動要支援者に
関する展示･啓発ブースを設けるとともに、手話コーナー及び聴覚障害者向けの情報機器展示コーナーを設置す
る。

11月23日 ○

香南市地域支援課
TEL：0887-57-8503
香南市人権課
TEL：0887-57-8507
FAX：0887-56-0576

647
れいほく地区障害者自立

支援協議会
あったかハートふれあい大会

障害者への理解をより一層深め、相互の交流と地域への啓発を目的として開催しており、各種関係機関（事業所
や病院など）が販売・展示などをし、イベントとしては講演や研修などの催しを毎年違った形で開催しています。
※嶺北地区4町村（大豊町・本山町・土佐町・大川村）で障害者自立支援協議会を開いており、事務局を1年ごとの
持ち回りとしている。
場所・内容などは事務局の市町村により異なる。

11月8日 ○

(H29年度事務局)
・本山町　健康福祉課
TEL:0887-70-1060
FAX:0887-70-1038
・大豊町　住民課　福祉班
TEL:0887-72-0450
FAX:0887-72-0474
・土佐町　健康福祉課
TEL:0887-82-2333
FAX:0887-70-1312
・大川村　総務課
TEL:0887-84-2211
FAX:0887-84-2328

648
中土佐町社会福祉協議

会
権利擁護研修会

・権利擁護研修会として高齢者・聴覚障害者をテーマにした劇を行う。
町内3地域にて、それぞれの地域住民が出演者となり地域の繋がりの大切さを学ぶ。
・権利擁護研修会開催時に地域活動支援センターのＰＲ活動を行う。

上ノ加江地区：11月11日
大野見地区：11月23日
久礼地区：12月10日

〇

中土佐町社会福祉協議会
あったかふれあいセンター
寄り屋（上ノ加江）
ＴＥＬ：0889-54-0335
ほのぼの（大野見）
ＴＥＬ：0889-57-2217
まんまる（久礼）
ＴＥＬ：0889-52-2258

649
四万十町障害者自立支
援協議会ボランティア団

体　Doネットワーク
四万十ふくふくまつり

楽しく『ふくし』に触れ、障害理解を深めたり、福祉サービスや地域と繋がったり、何か気付いたりするきっかけにな
るイベント、また障碍者自らが楽しめるイベントを目指している。会場：四万十町農村環境改善センター多目的ホー
ル
・講演
・レクリエーション（体操）
・飲食店出店
・芸術作品展
・ステージ発表（生演奏、歌、踊り）など

12月3日 〇

四万十町障害者自立支援協議会
事務局
四万十町役場　健康福祉課
TEL　0880-22-3115
FAX　0880-22-3725

650
日高村

日高村社会福祉協議会
日高村障害者会

第28回日高村「障がい者の日」のつ
どい

第29回日高村ボランティアまつりと同日開催
ともに生きる福祉の村づくりをめざして開催する。
【会場：日高村社会福祉センター（高知県高岡郡日高村沖名5）】

12月3日 ○

日高村障害者会
（日高村社会福祉協議会）
TEL：0889-24-5310
FAX：0889-24-7626

651 福岡県
「まごころ製品」マーケットKOKURA
(北九州市との共催）

障がい者がつくる「まごころ製品」を販売【会場：ＪＲ小倉駅 ＪＡＭ広場】 11月18日 ○

福祉労働部障がい福祉課
（自立支援係）
電話：092-643-3263
ＦＡＸ：092-643-3304

652 福岡県
障がい者がつくる「まごころ製品」の
販売会

障がい者がつくる「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、4日～8日 ○

福祉労働部障がい福祉課
（自立支援係）
電話：092-643-3263
ＦＡＸ：092-643-3304

653 福岡県
第５回福岡県「まごころ製品」大規模
販売会

障がい者がつくる「まごころ製品」を販売【会場：福岡三越(福岡市中央区天神2-1-1)】 1月17日～21日 ○

福祉労働部障がい福祉課
（自立支援係）
電話：092-643-3263
ＦＡＸ：092-643-3304

高知県

福岡県
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654 福岡県 障害者週間啓発
12月3日～12月9日の障害者週間に合わせ、県庁１階ロビーに差別解消法パンフレット等及び障がいに関するポ
スター等を掲出し、障がいのある方や障がいの特性についての理解を進めていくための広報活動を実施。
12月1日から12月11日までは懸垂幕を掲示し、障がい者福祉に対する理解と認識を深める。

11月27日～12月1日 ○

福祉労働部障がい福祉課
（社会参加係）
電話：092-643-3264
ＦＡＸ：092-643-3304

655 福岡県 福岡県障害者週間啓発イベント 障害者週間啓発活動【会場：複合商業施設と調整中】 12月4日（調整中） ○

福祉労働部障がい福祉課
（社会参加係）
電話：092-643-3264
ＦＡＸ：092-643-3304

656 中間市 障害者週間キャンペーン 啓発ポスター等を掲示して街頭宣伝を行う 12月3日～12月9日 ○
保健福祉部福祉支援課
電話：０９３－２４６－６２８２
FAX:０９３－２４４－０５７９

657 うきは市
うきは市人権フェスティバルでのまご
ころ製品販売

うきは市人権フェスティバルにおいて、市内の障害者支援事業所による、障害者が作る「まごころ製品」の販売(バ
ザー)を行う。
その際に、来場者にリーフレットを配布し、啓発活動も併せて行う。

12月3日 ○
福祉事務所福祉係
TEL：0943-75-4961
FAX：0943-75-4963

658
行橋市身体障害者福祉

協会
「障害者週間」街頭キャンペーン 市内の行橋駅において、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 ○

地域福祉課　障がい者支援室
障がい者支援係
電話：0930-25-1111　内線1151
FAX：0930-22-7952

659 宗像市 障害者美術作品展示 市内に在住、通勤、通学、通所している障がいのある方の美術作品を募集し、展示を行う。 １２月６日～１２月１２日 ○
健康福祉部福祉課障害者福祉係
TEL：0940‐36-3135
FAX：0940-36-5856

660 宗像市 街頭啓発
市民に対し、障がいのある方への理解を深めてもらうため、市内の障害者施設で生産したヶ発物品の配布を行
う。

12月一日 ○
健康福祉部福祉課障害者福祉係
TEL：0940‐36-3135
FAX：0940-36-5856

661
春日市

春日市教育委員会
人権週間・障害者週間啓発イベント

ゴールボール女子日本代表であり、2012年のパラリンピック金メダリストでもある安達阿記子選手を迎え、講演会
とゴールボール体験会を行います。

12月2日

○
体験会
は小学
生以上

春日市男女共同参画センターじょ
なさん
ＴＥＬ：092-584-1201
ＦＡＸ：092-584-1181
春日市福祉支援部福祉支援課
ＴＥＬ：092-584-1111
ＦＡＸ：092-584-1154

662 春日市 街頭啓発 リーフレットと啓発物品の配布を行います。 12月1日
春日市福祉支援部福祉支援課
ＴＥＬ：092-584-1111
ＦＡＸ：092-584-1154

663
春日市身体障害者福祉

協会
障がい者スポーツ大会 スポーツ少年団の子どもたちと身体に障がいのある人が参加するグラウンドゴルフ大会を行います。 12月3日

春日市身体障害者福祉協会
ＴＥＬ：092-581-7225
ＦＡＸ：092-581-7258

664 太宰府市 障がい者週間啓発展示 市役所内の市民ギャラリーにおいて、障がい者週間のプレイベントとして、啓発展示を行います。 11月25日～11月30日 ○
健康福祉部福祉課
TEL：092-921-2121
FAX：092-925-0294

665 大川市
「人権週間」「障害者週間」に係る啓
発物品の配布

人権週間（12/4～12/10）・障害者週間（12/3～12/9）に合わせ、市内中学校3年生に標語入り啓発物品を配布す
ることにより、人権や障害者に対する関心・理解を深める啓発活動を行う。

12月上旬
大川市福祉事務所福祉係
TEL：0944-85-5532
FAX：0944-86-8483

福岡県
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666
保健福祉部 健康福祉推

進室
健康長寿支援課

「障害者週間」の啓発広報
障害に関する知識・理解を深めるため、市広報紙で広報するとともに、街頭にて啓発品（ポケットティッシュ）の配
布を行う。

市広報紙：12月1日
啓発品配布：障害者週

間(日時未定)

保健福祉部 健康福祉推進室
健康長寿支援課
ＴＥＬ：0944-41-2668
ＦＡＸ：0944-41-2675

667 飯塚市 「障がい者週間」の啓発広報
障がいに関する関心と理解を深めるため、市広報紙で障がい者週間に関する取組等について広報する。また、発
達障がいについての理解を促進するため、チラシを作成し全戸配布を行う。本庁及びサン・アビリティーズいいづ
かに横断幕を掲示して啓発に取り組む。

12月１日
（市広報紙・チラシ配布）

12月1日～12月9日予定
（横断幕掲示）

福祉部社会・障がい者福祉課
ＴＥＬ：0948-22-5500
ＦＡＸ：0948-21-6356

668
特定非営利活動法人い
いづか障害児者団体協

議会

サンアビふれあいあーとフェスタ
2017

市民のみなさんに広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるため、作品展示、バザー、交流会等を実施
する。

12月8日～12月9日 ○
サン・アビリティーズいいづか
ＴＥＬ/ＦＡＸ　0948-29-3087

669 柳川市 講演会 プロ車椅子ランナー廣道純氏より講演 12月10日 ○
保健福祉部福祉課
TEL：0944-77-8514
FAX：0944-73-9211

670 柳川市 街頭啓発 駅、スーパーなどで、障がいのある人やない人の共生社会を求めるチラシを配布する 12月4日
保健福祉部福祉課
TEL：0944-77-8514
FAX：0944-73-9211

671 大木町 人権週間講演会 人権週間講演会の中で講演会を開催。　講師　熊本学園大学　東　俊裕　氏　演題「災害と障がい」 12月6日 〇
大木町役場
税務町民課 TEL:0944－32-1067
福祉課　TEL:0944－32-1060

672 芦屋町 広報・啓発活動
(1)町の広報紙（12/1号）へ障がいや障がい者への理解について取り上げた障害者週間の特集記事を掲載する。
(2)人権まつりにおいて、まごころ製品と障がいに関する啓発チラシを配布する。

(1)１２月１日～
(2)１２月９日

福祉課 障がい者・生活支援係
TEL：093-223-3530
FAX：093-222-2010

673 宇美町役場　福祉課 広報誌による啓発 「障害者週間」について、町広報誌に掲載し町民への啓発を行います。 平成29年11月15日発行
宇美町役場　福祉課　福祉係
℡092-934-2278（直通）

674 遠賀町役場福祉課 啓発活動 のぼり旗・チラシ・横断幕等によって、周知・啓発を行う。 12月1日～12月11日
福祉課　障害者支援係
TEL：00-1234-5678
FAX：00-1234-5678

675 教育委員会 ”ひろか和”のつどい
人権問題について考える「人権週間」の一環として行われる”ひろか和”のつどいにおいて、広川町身体障害者福
祉協会の会員が啓発物資を配布する。

12月9日 ○
福祉課福祉係
TEL：0943-32-1113
FAX：0943-32-5164

676
小竹町障害者施策推進

協議会
障害者支援施設パネル展示・販売
会（案）

町主催で行う人権講演会の開催時間前に、同会場で、主に町内の障害者支援施設のパネル展示及び販売会を
行い、障がいに関する町民の理解促進を図る。（案）

12月7日 ○
福祉課一般福祉係
TEL：09496-2-1219
FAX：09496-2-1140

677 水巻町 障がい者週間啓発活動
12月3日～9日の障がい者週間にあわせ、障がい者が作成した物資を大型店舗前で配布し、障がいと障がい者へ
の理解を深めてもらうための街頭啓発活動を実施しています。また、物資は庁舎内にも配置し、来庁者に配布しま
す。

12月8日 〇
水巻町役場福祉課障がい支援係
ＴＥＬ：093-201-4321
ＦＡＸ：093-201-4423

福岡県
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678 福岡県 粕屋町
粕屋町人権を尊重する町民のつど
い

・人権週間と障害者週間　合同開催行事
・人権・あいさつ運動　優秀作品表彰
・講演「あずさからのメッセージ」～子どもに学ぶ、命の尊さ～
・障がい者団体によるバザー、ワークショップ等
・標語・ポスターの優秀作品と「人権の花パネル」の展示
【会場：サンレイクかすや】

12月3日 ○

粕屋町役場
住民福祉部　介護福祉課　障害者
福祉係
TEL：092-938-0229
FAX：092-938-9522

679 佐賀県 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、ポスター等の配布による啓
発

11月15日～12月14日
佐賀県健康福祉部　障害福祉課
ＴＥＬ：0952-25-7401
ＦＡＸ：0952-25-7302

680
佐賀県障害者社会参加

推進センター
第8回　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。
・同大会内で「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。

11月26日 ○
佐賀県健康福祉部　障害福祉課
ＴＥＬ：0952-25-7401
ＦＡＸ：0952-25-7302

681 佐賀県
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～11月随時実施
佐賀県健康福祉部　障害福祉課
ＴＥＬ：0952-25-7401
ＦＡＸ：0952-25-7302

682 佐賀県 障害者差別解消フォーラム 基調講演、特別講演、パネルディスカッション 2月5日（予定） ○
佐賀県健康福祉部　障害福祉課
ＴＥＬ：0952-25-7401
ＦＡＸ：0952-25-7302

683 佐賀県
第54回佐賀県精神保健福祉大会
スマイルフェスタ　in 鳥栖

・精神障害者の作品展示、物品販売
・映画上映「あい　～精神障害と向き合って」

11月20日 ○
佐賀県健康福祉部　障害福祉課
ＴＥＬ：0952-25-7401
ＦＡＸ：0952-25-7302

684 佐賀県 笑顔deマルシェ 障害サービス事業所による販売会の開催 12月15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

685 佐賀県
体験しよう！　障がい者スポーツフェ
スタ　２０１７　ｉｎ　からつ

・ゴールボール講習会
・全国障害者スポーツ大会の種目体験会
・パネル展示・競技用レーサー（車椅子）体験

12月2日 ○

佐賀県文化・スポーツ交流局　ス
ポーツ課
TEL：0952-25-7334
FAX：0952-25-7375

686 佐賀県 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3日、1月13日 ○

佐賀県文化・スポーツ交流局　文
化課
佐賀さいこうアートアートプロジェク
ト事務局　みんなで楽しむ映画上
映会係
TEL：0952-24-3222
FAX：0952-24-5792

687 佐賀県 佐賀県障害者文化芸術作品展 障害者が創作した作品の公募展 12月9日～17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
TEL：0952-29-1226
FAX：0952-29-3918

688 Ｓブリュット
オリジナルグッズをつくろう！ワーク
ショップ

オリジナルのステッカーや缶バッジを作ることができるワークショップの開催 12月16日、1月13日 ○

佐賀県文化・スポーツ交流局　文
化課
社会福祉法人はる
TEL：080-2794-6195
FAX：0952-34-1024

689 唐津市 唐津市障がい者作品展 障がい者作品募集・展示 11月27日～12月2日 ○

唐津市保健福祉部　障がい者支援
センター
TEL:0955-72-9169
FAX:0955-74-5628

佐賀県
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690 多久市
障害者に対する理解を深めるための
啓発事業

「多久市人権フェスタ」会場にて、障害に対する理解啓発チラシと市内就労継続支援事業所産品を配布し、障害者
に対する理解の促進を図る。

11月25日 ○
多久市福祉課高齢・障害者福祉係
TEL:0952-75-4823
FAX:0952-74-3398

691 基山町 ふれあいフェスタ
・障害福祉サービス事業所による販売
・障害福祉に関するミニ相談会
・マークパネルの展示

12月10日 ○
基山町健康福祉課　障がい福祉係
TEL：0942-92-7964
FAX：0942-92-7184

692
長崎県障害者社会参加

推進センター
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

 1月21日（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１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

693 長崎市 第７回障害者アート作品展
障害者が制作したアート作品を展示する作品展を開催することにより、市民が障害者のアート作品に触れる機会
をつくり、障害者への理解を促進するとともに、芸術文化活動を通じた障害者の社会参加の推進を図るため、長
崎市障害者アート作品展を開催する。

2月3日～2月8日
※昨年度は1月～2月開
催であったが、会場の都
合により今年度は2月に

なっている。

○
長崎市福祉部障害福祉課
TEL：095-829-1141
FAX：095-823-7571

694
いさはや障害者福祉大

会実行委員会
いさはや障害者福祉大会

・オープニング（ミュージックベル演奏）
・体験発表（身体・知的・精神の各団体の代表者）
・特別講演（映画監督　宮崎信恵氏）

１２月２日（土） 〇
諫早市健康福祉部障害福祉課
ＴＥＬ：0957-22-1500（内線3120）
ＦＡＸ：0957-24-0901

695 南島原市
加津佐小学校と障がい者との交流
会

小学生とその保護者、及び障害福祉施設を利用されている方々との交流を通じて、障がいについて正しい知識を
学び、理解を深める機会を持つ。

10/2、10/23、11/21の
３日間

南島原市福祉保健部福祉課障害
福祉班
TEL：0957-73-6651
FAX：0957-82-0217

696
和い輪いまつり実行委員

会
笑って交流障がい者和い輪いまつり 各施設の利用者による歌・ダンス・演奏披露や、手作り品やバザー品の販売。 12月9日（土） ○

笑って交流「障がい和い輪い」まつ
り実行委員会（五島市社会福祉協
議会内）
℡：0959-74-5511
Fax：0959-74-5666

697
時津町障害者福祉団体

連合会
障害者団体の展示会・販売会

役場正面玄関のロビーで障害の解説パネルの展示、町内障害者団体の紹介及び製作作品の展示、販売を実施
する。

12月４日(月)～８日(金) 〇
時津町福祉部福祉課
TEL：095-865-6940
FAX：095-881-2764

698 川棚町 エールまつり

・障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去し、障がいや障害を持つ方等に対
する地域住民への理解を深め、共生社会を実現することを目指し、エールまつりを開催します。
・もちつきや門松作りなど、障害者の方を含め子供から大人まで楽しんでいただけるようなイベントを計画していま
す。

12月17日（金） ○
川棚町住民福祉課社会福祉係
TEL：0956-82-5411
FAX：0956-82-3134

699 熊本県
【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9日 ○

健康福祉部子ども・障がい福祉局
障がい者支援課
TEL：096-333-2235
FAX：096-383-1739

700 芦北町 平成２９年度（第２６回）クリーン作戦
・障害者、その家族及び町民を対象とした清掃ボランティア活動。
・障がいのある人ない人が一緒に活動を行うことで、障がい理解の機運を醸成することを目的とする。

平成29年12月9日（土）
予定

○
芦北町福祉課障害者福祉係
　担当：永江
ＴＥＬ　0966-82-2511（内線153）

701 水俣市
水俣市しょうがい者スポーツレクリ
エーション大会

障がい者への理解促進と社会参加を推進するため、市内に住む障がいを持っている方を対象とするスポーツ大
会です。水俣市身体障害者福祉協会連合会をはじめとする様々な関係団体や施設関係者の方々によって開催さ
れています。

11月5日
△（要相

談）

福祉環境部福祉課
　障がい福祉支援係
TEL:0966-61-0650
FAX::0966-63-9044

熊本県

佐賀県

長崎県
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702
大分県障害者社会参加

推進協議会
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） 9月29日～10月3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

703
大分県障害者社会参加

推進協議会
｢障がい者週間｣福祉大会北部大会 式典、障がい当事者の体験発表、「ときめき作品展」表彰、講演、ときめき音楽祭 12月3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

704 宮崎県
宮崎県障害者社会参加

推進センター
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（朗読、社交ダンス、コーラス、和楽器演奏等）
・ダンスパフォーマンス＆トークショー
（リオパラ閉会式出演の義足のダンサー：大前光市氏）
・作品展示（絵画作品・粘土細工作品等）

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

705 鹿児島県
平成29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合うことを目的として，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28日 ○
保健福祉部障害福祉課
TEL：099-286-2746
FAX：099-286-5558

706
社会福祉法人鹿児島県
身体障害者福祉協会

あったか交流フェスタ2017
 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３日 ○
保健福祉部障害福祉課
TEL：099-286-2746
FAX：099-286-5558

707 沖縄県
「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

県内学校機関等から応募のあった作品（作文やポスター）の中から受賞対象に選定された作品の表彰式を行う。
当該表彰式を行うことで、県民への障害者に対する理解促進を行う。

12月４日～８日（１日開
催）

○

沖縄県子ども生活福祉部障害福祉
課
TEL：098-866-2190
FAX：098-866-6916

708 沖縄市 「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事業所紹介パネルや作品展示、ランチタイムコンサートな
どを行う。

平成29年12月5～7日 〇

沖縄市役所　健康福祉部　障がい
福祉課
TEL：098-939-1212
ＦＡＸ：098-939-7739

709 宜野湾市 第15回地域でがんばる仲間たち展 市内で活動している障がい者グループ、障がい者団体等の活動紹介、即売会等を行う。 平成29年12月4～8日 ○
宜野湾市福祉事務所障がい福祉
課
TEL：098-893-4411

710 糸満市
障害者週間・こころの芸術・文化フェ
スティバルinいとまん

障害者週間の関連行事として、障害者に対する理解と歓心を深め、障がい者(児）が芸術、文化、社会、経済、そ
の他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に、障害のある人たちが制作した作品や
関係機関の紹介パネルを展示する。

平成29年12月5日～8日 ×
糸満市障害者生活支援センター陽
だまり
TEL：840-8468

711 宮古島市
宮古島市障害者週間
文化作品展

市役所ロビーで作品展を開催し、一般来庁者に投票してもらう。 平成29年12月4日～8日 ○
宮古島市障がい福祉課
TEL:0980-73-1975

712 石垣市
第37回「障がい者週間・市民のつど
い」

障がいがある人の情報発信の場、障がいのある人ない人の交流の場として、ステージ・スポーツ・バザー等を開
催する

平成29年12月2日 ○
石垣市障がい福祉課
TEL：0980-82-9947

713 東村 東村健康と福祉まつり 健康増進イベントや障害福祉サービス事業所の展示販売などを行う。 平成29年11月5日 ○
東村役場福祉保健課
TEL：0980－43－2202

714 本部町
第29回本部町健康とふれあいの福
祉まつり

福祉施設等の展示、PR。 平成29年12月9日～10日 ○
本部町役場 福祉課 福祉班
TEL:0980-47-2165

715 八重瀬町 障がい者週間パネル展
町民へ障がい者についての関心と理解を深めるパネル展と、障がい者があらゆる分野の活動に積極的に参加す
る意欲を高めるために、物品販売等を行う。

平成29年12月4日～8日 ○
八重瀬町役場　社会福祉課
TEL：098-998-9598

大分県

鹿児島県

沖縄県
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都道府県・
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716
札幌市障害者週間記念

事業実行委員会
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27～12月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

717
札幌市障害者週間記念

事業実行委員会
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1日 ○

障がい保健福祉部障がい福祉課
電話：011-211-2936
ＦＡＸ：011-218-5181

718
札幌市障害者週間記念

事業実行委員会
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4日～8日 ○

障がい保健福祉部障がい福祉課
電話：011-211-2936
ＦＡＸ：011-218-5181

719
札幌市障害者週間記念

事業実行委員会
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10日 ○

障がい保健福祉部障がい福祉課
電話：011-211-2936
ＦＡＸ：011-218-5181

720 札幌市
障がい者コミュニケーション条例施
行記念イベント

条例のポイントを分りやすく解説するほか、女優で戸板女子短期大学客員教授の菊池桃子氏をゲストに迎えた講
演を行う。

12月8日 ○
障がい保健福祉部障がい福祉課
電話：011-211-2936
ＦＡＸ：011-218-5181

721
仙台市・社会福祉法人仙

台市障害者福祉協会
福祉まつり「ウエルフェア2017（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3日 ○
健康福祉部障害企画課
電話：022-214-8163
ＦＡＸ：022-223-3573

722
仙台市・仙台市障害者ス

ポーツ協会
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2日 ○

健康福祉部障害企画課
電話：022-214-8163
ＦＡＸ：022-223-3573

723
社会福祉法人仙台市障

害者福祉協会
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～12月10日 ○

健康福祉部障害企画課
電話：022-214-8163
ＦＡＸ：022-223-3573

724

仙台市・公益財団法人仙
台市市民文化事業団・公
益財団法人仙台フィル
ハーモニー管弦楽団

もりのみやこのふれあいコンサート
2017

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8日 ○
文化スポーツ部文化振興課
電話：022-214-6137
ＦＡＸ：022-213-3225

725 さいたま市

さいたま市
さいたま市障害者週間記

念事業実行委員会
さいたま市障害者協議会

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9日（土） ○
福祉部障害政策課
TEL：048-829-1306
FAX：048-829-1981

726 千葉市 千葉市 千葉市障害者福祉大会

障害者の自立の促進と市民意識の啓発及び障害者間の障害種別を超えた交流を深め、人と人との心のふれあ
いの輪を広げる目的で開催している。具体的には、市政功労者（障害福祉関係）表彰者の紹介、「心の輪を広げる
体験作文」及び「障害者週間ポスター」の市内最優秀賞の表彰、全国障害者スポーツ大会代表選手の紹介、障害
者団体による体験・実践・演技発表、講演等を行っている。

12月2日
○

※事前申
込

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

727
鶴見区障害児者団体連

合会
障害者週間キャンペーン 区障害児者団体連合会主催のＰＲパネル展及び区内福祉サービス事業所等による自主製品の販売 12月４日～12月８日 ○

鶴見区高齢・障害支援課
TEL：045-510-1847
FAX：045-510-1897

728
神奈川区障害者作業所
連絡会・神奈川区役所

神奈川区内障害者作業所連絡会販
売会

各事業所の紹介パネルの展示及び神奈川区内の各作業所による製品販売。 12月４日～12月８日 ○

神奈川区障害者作業所連絡会・神
奈川区役所
TEL：045－411－7114
FAX：045－324－3702

729
西区役所　高齢・障害支

援課
西区小学校中学校ふれあい作品展 西区域の小学校、中学校の個別支援級に在籍する児童・生徒の作品展示。 12月４日～12月６日 ○

西区高齢・障害支援課
TEL：045-320-8418
FAX：045-290-3422

730 中区役所
障害理解推進のためのポスター掲
示、チラシ配付

障害福祉関係者や保護者が共同して制作したポスターを、区内公共施設や地下鉄車内に掲示するとともに、チラ
シを文化祭などのイベントで配布。

11月～12月中旬（障害
者週間を挟んで実施）

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

仙台市

札幌市

横浜市
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731
旭区地域自立支援協議

会
第10回旭区地域生活支援フォーラム

講演会「障害のある人の防災を考える！」（講師：同志社大学社会学部教授　立木茂雄教授）の開催及び講演会
に合わせて、待合ロビーで旭区自立支援協議会に参加している作業所の製品販売を実施予定。

12月9日 ○
旭区高齢・障害支援課
TEL：045-954-6128
FAX：045-955-2675

732 磯子区役所
障害者週間パネル展・こすもすショッ
プ

障害児者施設や団体の活動や作品の紹介やポスターなどの展示及び区内障害者施設等による自主製品の販
売。

12月４日～12月８日 ○
磯子区役所高齢・障害支援課
TEL：045-750-2416
FAX：045-750-2540

733
横浜市緑区役所

（緑区地域自立支援協議
会日中活動連絡会）

緑区障がい者団体の自主製品販売
会・展示

障がい者団体の紹介パネルの展示・活動の映像放映、障がい理解につながるパンフレットの配布、ウィルチェ
アーラグビー用の車椅子の展示等及び障がい者団体の自主製品の弁当・パン・クッキー・革製品・装飾品などの
販売。

12月6日～12月8日 ○
緑区高齢・障害支援課
TEL：045-930-2433
FAX：045-930-2310

734
瀬谷区福祉作業所バ

ザー
瀬谷区障害者地域自立支援協議会

区内の福祉作業所製品のバザーを行い、合わせて福祉事業所の活動、障害者週間についてPRするちらしを配
布。

12月4日～12月8日 ○
瀬谷区高齢・障害支援課
TEL：045-367-5715
FAX：045-364-2346

735
横浜市リハビリテーショ

ン事業団
障害者週間イベント（仮称）「障害の
ある方の作品展」

横浜市リハビリテーション事業団を利用されている方たちの作品展示及びミニコンサートの開催
11月29日～12月14日

※ミニコンサートは12月
６日

○
横浜市健康福祉局障害企画課
TEL：045-671-3604
FAX：045-671-3566

736
横浜市健康福祉局障害

福祉課

障害者週間啓発事業
芸人　あそどっぐ　寝たきりお笑いラ
イブ

障害者理解啓発のための当事者によるお笑いライブ 12月３日 ○

横浜市障害者社会参加推進セン
ター
TEL：045-475-2060
FAX：045-475-2064

737 川崎市
川崎市

川崎市身体障害者協会
障害者週間記念の集い

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9日 ○

健康福祉局障害保健福祉部障害
福祉課
TEL:044-200-2928
FAX:044-200-3932

738 相模原市 横断幕の掲出 市役所本庁舎に横断幕を掲出し、広く障害者週間についてアピールする。 11月13日～12月11日
健康福祉局福祉部障害政策課
TEL：042-707-7055（直通）
FAX：042-759-4395

739
相模原市

「さがみハート展」実行委
員会

さがみハート展 精神障害のある人々の詩を題材に、市民画家等が絵を描き、詩と絵を一緒に展示するコラボレーション展 11月30日～12月4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

740
相模原市

市身体障害者連合会
平成29年度相模原市障害者作品展 市内在住の障害者が製作した絵画、書道、生け花、写真、手芸、俳句、陶芸、川柳等の展示 １2月1日～3日 ○

健康福祉局福祉部障害政策課
TEL：042-707-7055（直通）
FAX：042-759-4395

741 相模原市
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」入賞作品の展示 12月1日～8日 ○
健康福祉局福祉部障害政策課
TEL：042-707-7055（直通）
FAX：042-759-4395

742 相模原市
平成29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」入賞者の表彰式、テノール歌手・天野亨氏を中心に結
成されたチームアウローラによるコンサート、相模原市少年少女合唱団による合唱や相模原中央支援学校の生
徒によるパフォーマンス等

12月3日 ○
健康福祉局福祉部障害政策課
TEL：042-707-7055（直通）
FAX：042-759-4395

743 相模原市
清水一二氏写真展（リオパラリンピッ
ク写真）

写真家・清水一二氏によるリオパラリンピック写真の展示 12月4日～8日 ○
健康福祉局福祉部障害政策課
TEL：042-707-7055（直通）
FAX：042-759-4395

744 新潟市
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、庁舎内で展示します。

12月2日～8日 ○
福祉部障がい福祉課
電話：025-226-1247
ＦＡＸ：025-223-1500

745 新潟市 まちなか障がい福祉フェス2017
・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2日 ○
福祉部障がい福祉課
電話：025-226-1249
FAX：025-223-1500

相模原市

新潟市

横浜市
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746
静岡市・静岡市心のバリ
アフリーイベント実行委

員会
「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、街頭にて障がいに関する啓発品を配布する。 12月1日

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

747
静岡市・静岡市心のバリ
アフリーイベント実行委

員会

「心の輪を広げる体験作文」「障害者
週間のポスター」本市入賞作品及び
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、市庁舎内で、本市入賞作品の展示及
びパネル等の展示を実施する。

11月28日～平成30年1
月12日

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

748
静岡市・授産製品販売店

舗「わ・ハハ」
授産製品販売店舗「わ・ハハ」の開
設及び５周年記念展示

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、授産製品の販売及び設立
５周年記念展示を実施する。

　主に毎週水（駿河区役
所）・金（静岡庁舎）で開

設
　12月6日から28日は、
静岡庁舎にて、展示を

実施予定。

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

749 浜松市障害保健福祉課 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19日 ○
健康福祉部障害保健福祉課
電話：053-457-2864
ＦＡＸ：053-457-2630

750
浜松市浜北区社会福祉

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

751 浜松市障害保健福祉課
障害者週間啓発展示
　（本庁）

障害者週間ポスター及び心の輪体験作文応募作品展示 11月23日～12月26日 ○
健康福祉部障害保健福祉課
電話：053-457-2864
ＦＡＸ：053-457-2630

752 浜松市障害保健福祉課
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27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

753 浜松市東区社会福祉課
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4日～8日 ○
東区役所社会福祉課
電話：053-424-0176
ＦＡＸ：053-424-0194

754 浜松市西区社会福祉課
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20日～12月1日 ○
西区役所社会福祉課
電話：053-597-1159
ＦＡＸ：053-597-1210

755 浜松市南区社会福祉課
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1日～8日 ○
南区役所社会福祉課
電話：053-425-1485
ＦＡＸ：053-425-1647

756 浜松市北区社会福祉課
障害者週間啓発展示
　（北区役所）

授産製品、団体の活動紹介、作品展 12月3日～8日 ○
北区役所社会福祉課
電話：053-523-2898
ＦＡＸ：053-523-1119

757
浜松市浜北区社会福祉

課
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

758
浜松市天竜区社会福祉

課
障害者週間啓発展示
　（天竜区役所及び各協働センター）

授産製品、団体の活動紹介、作品展 11月8日～12月8日 ○
天竜区役所社会福祉課
電話：053-922-0024
ＦＡＸ：053-922-1804

759 名古屋市 「障害者週間」記念のつどい 人権に関する講演、映画上映等 12月3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

760 名古屋市
「心の輪を広げる体験作文・障害者
週間のポスター」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、小・中学校、関係団体等へ配布する。 12月

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

浜松市

名古屋市

静岡市
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761
京都市・（公社）京都市身

体障害者団体連合会
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等を、京都市役所の玄関
ホールで展示する。

12月4日～12月8日 ○
障害保健福祉推進室
電話：075-222-4161
ＦＡＸ：075-251-2940

762

京都市・（公社）京都市身
体障害者団体連合会・
（福）京都市社会福祉協

議会

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、啓発物品を配布する。
12月2日～12月9日

（予定）
○

障害保健福祉推進室
電話：075-222-4161
ＦＡＸ：075-251-2940

763 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 障がい者週間ののぼりを立てる。
12月１日（金）

～12月11日（月）

北区役所福祉課
TEL：06-6313－9857
FAX：06-6313－9905

764 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出
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（日）
～12月９日（土）

都島区保健福祉課（福祉）
TEL：06-6882-9857
FAX：06-6352-4584

765 大阪市
「障がい者週間」街頭キャンペーン活
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（のぼり）を設置する。
・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4日（月）～8日（金） ○

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

766 大阪市
「障がい者週間」街頭キャンペーン活
動

障がい者週間中の半日程度、区内商店街２ヶ所にて啓発物品を配布する。
12月４日（月）

～12月８日（金）
半日程度

○
此花区役所保健福祉課福祉担当
TEL06-6466－9857
FAX06-6462－2942

767 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出
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（日）
～12月９日（土）

中央区保健福祉課
TEL：06-6267－9857

768 大阪市
「障がい者週間」街頭キャンペーン活
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、区役所周辺にて行う。
12月３日（日）

～12月９日（土）に
おける１日＜日時未定＞

○
西区役所保健福祉課（地域福祉）
TEL：06-6532-9857

769 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 庁舎前に啓発ののぼりを立てる。
12月１日（金）

～12月11日（月）

浪速区役所保健福祉課
TEL06-6647-9897
FAX06-6644-1937

770 大阪市 精神保健福祉講演会 「心の病と睡眠について」をテーマとし、講演会を行う。 12月１日（金） ○
浪速区役所保健福祉課
TEL06-6647-9897
FAX06-6644-1937

771 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出
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（日）
～12月９日（土）

西淀川区保健福祉課
TEL：06-6478-9916

772 大阪市
「障がい者週間」街頭キャンペーン活
動

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月上旬における
１日＜日時未定＞

○
淀川区役所保健福祉課
TEL：06-6308-9857

773 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 区庁舎横の駐車場へのぼりを掲示する。
12月３日（日）

～12月９日（土）
淀川区役所保健福祉課
TEL：06-6308-9857

774 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 「障がい者週間」のぼりを立て、区民への啓発を行う。 12月4日（月）～9日（土）
阿倍野区役所保健福祉課
TEL：06-6622-9847
FAX：06-6629-1349

775 大阪市 パネル展示 障がいのある方の生活、活動についてのパネル展や、障がいにかかる制度等の説明、紹介をする。 12月4日～6日（予定） ○
阿倍野区役所保健福祉課
TEL：06-6622-9847
FAX：06-6629-1349

776 大阪市
「障がい者週間」街頭キャンペーン活
動

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）

12月３日（日）
～12月９日（土）に

おける１日＜日時未定＞
○

平野区役所保健福祉課（地域福
祉）
TEL：06-4302－9857
FAX：06-4302－9943

777 大阪市
「障がい者週間」街頭キャンペーン活
動

西成区身体障害者団体協議会と協働して、地下鉄天下茶屋駅周辺において、啓発物品の配布を行う。 12月３日（日） ○

西成区役所保健福祉課（地域福
祉）
TEL：06-6659-9857
FAX：06-6659-9468

京都市

大阪市
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778 大阪市
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理解と関心を深め、障がい者福祉の向上を図ることを目的とした公開講座を開催する。
今年度は、「発達障がいの理解と支援」をテーマとした講演を予定している。

12月２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
TEL：06-6797-6501
FAX：06-6797-8222

779 大阪市
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４日（月） ○

福祉局障がい者施策部障がい福
祉課
TEL：06-6208-8081
(一財)大阪市身体障害者団体協議
会
TEL：06-6765-5636

780 大阪市 障がい者週間啓発展示
市役所1階にて、「心の輪を広げる体験作文」及び「障がい者週間ポスター」の入選作品、障がい者スポーツのパ
ネル等の展示を行う。

12月４日（月）～８日
（金）

○

福祉局障がい者施策部障がい福
祉課
TEL：06-6208-8072
FAX：06-6202-6962

781 大阪市
障がい者福祉施設製品（授産製品）
販売会

市役所1階にて、障がい者福祉施設製品（授産製品）の販売会を行う。
12月６日（水）・７日（木）

＜予定＞
○

福祉局障がい者施策部障がい福
祉課
TEL：06-6208-8072
FAX：06-6202-6962

782 大阪市
「心の輪を広げる体験作文」及び「障
がい者週間のポスター」入賞作品表
彰式

「心の輪を広げる体験作文」及び「障がい者週間のポスター」の入賞作品について、受賞者を表彰する。 12月９日（土） ○

福祉局障がい者施策部障がい福
祉課
TEL：06-6208-8072
FAX：06-6202-6962

783 堺市 「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。 11月30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

784 堺市 「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9日

（プレイベント12月2日～
8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

785 堺市
sakai ARTcation 2017受賞作品展示
会

障害のある方の芸術作品公募展「sakai ARTcation 2017」で受賞された作品を美原区役所、東区役所にて巡回展
として展示する。

12月1日～15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

786 神戸市・神戸新聞 啓発記事新聞掲載 障害者週間の初日である12月3日の神戸新聞朝刊に、障害者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

787

神戸市
こうべ市民福祉振協会

株式会社オージースポー
ツ

温泉・スポーツ施設の無料開放 障害者手帳所持者等に対して、市営の温泉施設およびスポーツ施設を無料開放する。
温泉施設：12月4日・5日
スポーツ施設：12月3～9

日の営業日
○

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

788

神戸市
神戸市社会福祉協議会
ふれあいのまちＫＯＢＥ・
愛の輪運動推進委員会

福祉教育講演会及び「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

市民フォーラムとして、市民にむけた福祉教育講演会を実施すると共に、「障害者週間のポスター」「心の輪を広
げる体験作文」等に応募された作品の中から、優秀な作品を披露しこれを表彰する。

12月17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

789 神戸市 障害者差別解消法ポスターの掲示
障害者週間期間に、市区庁舎や市営地下鉄掲示板、市内の障害福祉事業所等において障害者差別解消法ポス
ターの掲示を行う。

12月3日～9日 ○

保健福祉局障害福祉部障害福祉
課
電話：078-322-6579
FAX：078-322-6045

790 神戸市
さんちかアドウィンドーでの障害者週
間啓発展示

神戸市の中心地である三宮の地下道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
周知パネルの展示、市内作業所にて作成する授産製品の紹介、障害理解を深めるための啓発を行う。

12月1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

堺市

神戸市

大阪市
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791 岡山市 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
・障害者福祉等に関する講演等おこなう。

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

792 岡山市 「障害者週間」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４か所で展
示する。

12月7日～8日
1月23日～28日 ○

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

793 岡山市 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

794 広島市
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5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

795
広島市心身障害者福祉

センター
広島市心身障害者福祉センター
2017文化祭

作品展示、体験コーナー、グループ発表等 12月3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

796
NHK広島放送局   (広島

市共催)
第22回NHKハート展 展覧会

12月1日（金）～12日
（火）

○
NHK広島放送局   (広島市共催)
電話：082-504-5218

797

北九州市
北九州チャンピオンズ
カップﾟ国際車椅子バス

ケットボール大会実行委
員会

第14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、カナダ、オランダ、韓国の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10日(金)～12日(日) ○

保健福祉局障害者支援課
電話：093-582-2424
FAX ：093-582-2425
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実行委
員会
電話：093-922-1432
ＦＡＸ：093-922-1434

798
福岡県福祉労働部

障がい福祉課
（北九州市共催）

「まごころ製品」マーケット KOKURA
市内都心部の駅構内広場（JR小倉駅JAM広場）にて、福岡県内の障害者就労施設で製作された「まごころ製品」
の販売会を開催

11月18日(土） ○
保健福祉局障害者就労支援室
ＴＥＬ：093-582-2986
ＦＡＸ：093-582-2425

799
日本ふうせんバレーボー

ル協会
第28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26日（日） ○
保健福祉局障害者支援課
電話：093-582-2424
FAX ：093-582-2425

800
北九州市

公益財団法人北九州市
身体障害者福祉協会

第10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26日（日）

・作品展示
11月28日（火）～12月3

日（日）

○

保健福祉局障害者支援課
電話：093-582-2424
FAX ：093-582-2425
公益財団法人北九州市身体障害
者福祉協会
電話：093-883-5558
ＦＡＸ：093-883-5551

801 北九州市 障害者差別解消法啓発動画放映 障害者差別解消法を市民に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か月間） ○
保健福祉局障害福祉企画課
TEL:093-582-5400
FAX:093-582-5516

802
北九州市・北九州市障害

福祉団体連絡協議会
障害者週間街頭啓発キャンペーン

市民に対し、障害や障害のある人への理解や関心を深めてもらうため、街頭キャンペーンにて啓発チラシの配布
等を行う。

12月2日（土） ○
保健福祉局障害福祉企画課
TEL:093-582-5400
FAX:093-582-5516

北九州市

岡山市

広島市
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803 福岡市

主催：福岡市
実施主体：NPO法人福岡
市障害者関係団体協議

会

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
る。

12月3日 ○
保健福祉局障がい者在宅支援課
TEL　092-711-4248
FAX　092-711-4818

804
熊本市

健康福祉局障がい者支
援部障がい保健福祉課

就労フェア2017
　“この街で　はたらく”をテーマに、障がい者就労に携わる企業、支援事業所及び当事者が集まり、セミナー、グ
ループワーク、障がい者施設商品展示会等を行なう。

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

805
熊本市

健康福祉局障がい者支
援部障がい保健福祉課

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9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

806
熊本市

健康福祉局障がい者支
援部障がい保健福祉課

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9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

807
熊本市

健康福祉局障がい者支
援部障がい保健福祉課

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、ヘルプカード等の啓発に関する展示やノベルティ
の配付等を行う。

43081 ○

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

808
熊本市

教育委員会事務局
学校教育部総合支援課

平成２９年度熊本市小中学校特別支
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1日～4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
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