
【都道府県・指定都市（管下の市区町村含む） 関連行事：計1,274件】

NO.
都道府県・
指定都市名

主催 行事・取組 名称 内　　　　　　　容
開催期間

（開催時刻）
開催場所

一般参加
の可否 WEB情報 問　合　先

1
主催：北海道
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。

平成30年11月下旬～
12月上旬

×

北海道
保健福祉部福祉局障がい者保健福祉
課計画推進グル-プ
TEL：011-204-5277
FAX：011-232-4068

2 北海道檜山振興局 ひやまshowがいウィーク2018

　障がい者の働く場所の確保の推進や一般の方々への障がいに対する理解促進を図る
ため、就労支援事業所等による販売の場を設け、障がい者の社会参加と自立促進を支
援し、一般の方々への障がいに対する理解促進、障がい者福祉制度の周知、啓発を図
る。

平成30年11月５日（月）～
11月９日（金）
10:00～14:00

11月５日
江差町　江差町役場
11月６日
せたな町　せたな町役場
11月７日
今金町　今金町民センター
11月８日～11月９日
江差町　檜山振興局

○
http://www.hiyama.pref.ho
kkaido.lg.jp/hk/syf/shogai
week.htm

北海道檜山振興局
保健環境部社会福祉課主査（地域福
祉）
TEL：0139-52-6651
FAX：0139-52-3010

3
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
＜ブルガリア独立140周年記念＞
（日本・ブルガリア文化交流演奏
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
発展を目標に開催する。
　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25回目。

①函館公演
平成30年６月４日（月） 18:30～
②札幌公演
平成30年 ６月６日（水） 18:30～
③旭川公演
平成30年 ６月８日（金） 18:30～
④帯広公演
平成30年６月12日（火） 18:30～

①函館市芸術ホール
②札幌市教育文化会館大ホール
③旭川市大雪クリスタルホール
④とかちプラザレインボーホール

○
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
TEL・FAX：03-3442-2325

4 旭川市 障害者週間記念事業
　講演や障がい者による寸劇等を行い、障がいの有無を問わず交流し、より障がいへの
理解を深める。

平成30年12月２日（日）
10:00～16:00

旭川市障害者福祉センター ○

旭川市
福祉保険部障害福祉課障害事業係
TEL：0166-25-6476
FAX：0166-24-7007

5 旭川市 障害者週間記念事業 　障がい者団体の活動を紹介するパネル展を行うことで、より障がいへの理解を深める。
平成30年11月30日（金）
12月７日（金）
8:45～17:15

旭川市総合庁舎 ○

旭川市
福祉保険部障害福祉課障害事業係
TEL：0166-25-6476
FAX：0166-24-7007

6
小樽市「障がい者週
間」・ほほえみフェス
タ実行委員会

小樽ほほえみフェスタ２０１８
　障がい者福祉について関心や理解を広く市民に周知するため、授産製品の即売会や障
がい者の作品展示、啓発パネル展を開催する。

平成30年12月６日（木）～
12月７日（金）
①12/６（木）10：00～18：00
②12/７（金）10：00～17：00

長崎屋小樽店 ○

小樽市
福祉部障害福祉課
TEL：0134-32-4111内線444
FAX：0134-22-6915

7 帯広市
障害者週間記念事業「おもてなし
清掃」

　社会貢献活動する機会の少ない障害者（児）が清掃活動等を行い、広く市民に障害者
への関心を高めてもらい障害のある人への理解促進を図る。

平成30年10月27日（土）
10：20～13：30

帯広市広小路商店街１街区 ○
http://www.city.obihiro.ho
kkaido.jp/

帯広市
保健福祉部障害福祉課計画推進係
TEL：0155-65-4147
FAX：0155-23-0163

8 帯広市 パネル＆展示作品展
　施設・団体の活動内容を紹介するパネルの展示及び施設・団体等で作成した製品を紹
介し、即売も実施することにより、市民の理解と周知を図ることを目的とする。

①平成30年11月15日（木）12:00～
11月20日（火）12:00
（パネル展示）
②平成30年11月20日（火）12:00～
11月22日（木）12:00
（パネル展示＆作品展示即売会）

①帯広市役所１階市民ホール
②とかちプラザアトリウム

○
http://www.city.obihiro.ho
kkaido.jp/

帯広市
保健福祉部障害福祉課計画推進係
TEL：0155-65-4147
FAX：0155-23-0163

9 帯広市 冬休みポスターコンクール表彰式
　ポスターを募集・展示することにより、障害のある人もない人も相互に理解し、ノーマライ
ゼーションの広がりと理解を図ることを目的とする。

開催期間
平成31年２月20日（水）～
２月26日（火）
表彰式
平成31年２月24日（日）11:00～

とかちプラザアトリウム ○
http://www.city.obihiro.ho
kkaido.jp/

帯広市
保健福祉部障害福祉課計画推進係
TEL：0155-65-4147
FAX：0155-23-0163

10

留萌市
「障害者の日」記念
事業留萌市実行委
員会

「障害者の日」記念事業スマイル
ハート劇場

　「障がいがある方々にとって暮らしやすいまちは、みんなにとっても暮らしやすいまちで
ある」を基本理念に、来場者と共に創りあげる“ココロ暖まる小さな芸術祭”として、ステー
ジ部門では演劇、楽器演奏、踊りなどの舞台発表を行い、また、障がい福祉に携わる事
業所による生産品の販売コーナーや、出来たてのお菓子やコーヒーが楽しめる喫茶コー
ナーを開設する。

平成30年10月21日（日）
①販売・喫茶部門　12:00～16:30
②ステージ部門　13:00～16:00

留萌市文化センター
留萌市中央公民館

○

【事務局】
留萌市
市民健康部社会福祉課
TEL：0164-42-1807
FAX：0164-43-8778

11 稚内市 障害者スポーツ大会
　障害者と健常者がともに楽しめるニュースポーツの体験を通して交流を行い、互いの親
睦を深める。

平成30年12月15日（土）
10:00～

稚内市体育館 ○
www.city.wakkanai.hokkaid
o.jp

稚内市
生活福祉部社会福祉課障がい福祉グ
ル-プ
TEL：0162-23-6453
FAX：0162-23-4038

12 名寄市 アールブリュット展
　地域住民の方の障がい者に対する理解の促進をはかり、共生社会の実現を図ることを
目的とし、障害者週間に合わせ、アール・ブリュット展(障がい者のアート展)を毎年開催し
ていており、今年で３回目となる。

平成30年12月１日（土）～
12月５日（水）

名寄市民文化センター展示ホー
ル

○

名寄市
健康福祉部社会福祉課障がい相談支
援係
TEL：01654-3-2111
FAX：01654-9-2089
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13 砂川市 広報活動
　障害者週間や障害者差別解消法、障害者虐待防止法等について、市民の障がいへの
理解を深めるための広報活動を実施する。

平成30年12月１日（土）号広報

砂川市
保健福祉部社会福祉課社会福祉係
TEL：0125-54-2121
FAX：0125-55-2301

14 登別市 あいサポート運動（サッカー教室）
　デフサッカー日本代表ＧＫの松元卓巳選手を招き、市内少年サッカーチームに所属する
小学３・４年生を対象にサッカー教室を開催する。

平成30年12月２日（日）
9:00～11:00

登別市立鷲別小学校体育館 ×

登別市
保健福祉部障がい福祉グル-プ
TEL：0143-85-3732
FAX：050-3730-8230

15 石狩市 障がい啓発図書館ミニコーナー 　障がい関連図書、パネルを展示する。
平成30年11月30日（金）～
12月11日（火）

石狩市民図書館 ○

石狩市
保健福祉部障がい福祉課障がい福祉
担当
TEL：0133-72-3194
FAX：0133-75-2270

16 石狩市
手話基本条例施行５周年記念事
業

　聴覚障がい当事者による講演やパネルディスカッション等を行う。
平成30年12月16日（日）
13:00～15:00

石狩市総合保健福祉センター ○

石狩市
保健福祉部障がい福祉課障がい福祉
担当
TEL：0133-72-3194
FAX：0133-75-2270

17 奈井江町 奈井江町ふれあいフェスティバル 　障がいのある方と障がいのない方がゲームや軽食を食べながら交流を行う。
平成30年11月17日（土）
13:30～

奈井江町公民館 ○

奈井江町
おもいやり課福祉係
TEL：0125-65-2119
FAX：0125-65-2809

18 上富良野町 障がい福祉事業所作品展 　町内障がい福祉事業所に通所されている方等の作品を展示する。
平成30年11月10日（土）～
12月９日（日）

上富良野町社会福祉総合セン
ター「かみん」

○

上富良野町
保健福祉課福祉対策班
TEL：0167-45-6987
FAX：0167-45-5788

19 幕別町
平成30年度障害者週間パネル展
（発達障害理解促進パネル展示）

　見た目にわかりにくい「発達障がい」について、その特性や支援方法、コミュニケーション
のとり方など発達障がいへの理解促進を図るため、障害者週間に合わせ、道障がい者福
祉課のパネルを借用し、｢発達障がい理解促進パネル展｣を開催する。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
8：45～17：30

幕別町役場１階ロビー ○

幕別町
住民福祉部福祉課障がい福祉係
TEL：0155-54-6612
FAX：0155-54-3839

20
本別町

障がい者週間記念事業

　障がい者週間にあわせ、町内の障がい者福祉関係団体で組織されている「チャレンジ
ド・ネットワークほんべつ」が中心となり、町民に広く障がい者福祉について理解を深める
とともに、障がいのある方が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動を積極的に参
加する意欲を高めることを目的に記念事業を開催する。

平成30年12月８日（土） 本別町公民館 ○

本別町
総合ケアセンタ-　障がい福祉担当
TEL：0156-22-8520
FAX：0156-22-6811

21 別海町 上杉貞賞表彰式

　町内に居住する知的障がい者で、自立更生、善行、社会に貢献するなど、他の模範や
励みとなった方の推薦を募集し、上杉貞賞の表彰式を行う。
※上杉貞賞は、名誉町民である上杉貞氏の遺徳を偲び、ご家族から福祉の向上に寄与
することを目的に寄せられた資金「上杉貞賞基金」により実施するもの。(推薦が無い場合
は実施しない。)

推薦募集：
平成30年10月３日（水）～
10月31日（水）
審査会：
平成30年11月中
表彰式：
障がい者週間中
（平成30年12月３日（月）～
12月９日（日））

別海町役場 ×

別海町
福祉部福祉課社会・障がい福祉担当
TEL：0153-75-2111
FAX：0153-75-2773

22 別海町
電光掲示板による「障害者週間」
の啓発

　役場庁舎外壁の電光掲示板に、期間中メッセージを表示し、地域住民への周知啓発を
図る。
〈メッセージ内容〉
　「１２月３日から９日までの期間は、障害者基本法に定める『障害者週間』です。「障が
い」についての関心や理解を深める機会とし、地域全体で、共に暮らしやすいまちづくりを
目指しましょう。」

平成30年11月26日（月）～
12月９日（日）

別海町役場

別海町
福祉部福祉課社会・障がい福祉担当
TEL：0153-75-2111
FAX：0153-75-2773

23 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。

平成30年12月（障害者週間の
前後）

被表彰者が属する学校等 ×

青森県
健康福祉部障害福祉課
TEL：017-734-9307
FAX：017-734-8092

24

ねむのきアートフェ
スタ2018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2018
　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。

平成30年12月１日（土）
県民福祉プラザ４階（青森市中央
三丁目20－30）

○

青森県身体障害者福祉センターねむ
のき会館
TEL：017-738-5033
FAX：017-738-0745
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25
障害者週間記念イ
ベント実行委員会

障害者週間記念イベント
hug　はぐ　hoick！
（はぐ　はぐ　ほいっ！）

　①キッズ・アートViewing
　　 特別支援学校や特別支援学級に在籍する生徒が制作した作品の展示
　②当事者団体等のライブ・ダンス
　③就労支援事業所等による出店・ワークショップ（お菓子、木工、干支、人形作り等）
　④障がい者スポーツ体験
　　 ボッチャ、ユニカール、フライングディスク等の実施
　⑤障がいに関する啓発展示
　⑥抽選会
　　 すべてのブースに人を集める工夫としてスタンプラリーを実施し、すべてのスタンプを
押した方を対象に抽選会を実施する。

平成30年12月８日（土）～
12月９日（日）

①12/８（土）10：30～18：00
①～⑥12/９（日）10：30～14：30

ヒロロ
（青森県弘前市駅前町９−20）

①：4階市民文化交流館）
②～⑥：3階（イベントスペース）
多世代交流室

○

弘前市
健康福祉部福祉政策課障がい福祉係
TEL：0172-40-7036
FAX：0172-32-1166

26 大鰐町
庁内展示スペース及び庁内各所
における普及啓発

　庁内玄関前にある展示スペースにおいてポスターやチラシ、障害者施設で作成した物
品の展示等を行う。また、庁内及び公民館、福祉センター、町立病院等におけるポスター
等を掲示する。

平成30年12月１日（土）～
12月28日（金）

大鰐町役場、大鰐町中央公民
館、町立大鰐病院、大鰐町総合
福祉センター等

○ www.town.owani.lg.jp
大鰐町
保健福祉課
TEL：0172-48-2111

27 岩手県
第26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・障害者週間ポス
ターの入賞作品の表彰等を行う。
　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を展示する。
　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
トライブを行う。

①平成30年11月24日（土）
②平成30年11月15日（木）～
12月２日（日）
③平成30年12月１日（土）

ふれあいランド岩手 ○

http://iwate-
fukushi.or.jp/cgi-
bin/news.cgi?f1=1537926
524&f2=fadmin

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

28

盛岡市障がい者ス
ポーツ大会・盛岡市
障がい者芸術文化
祭実行委員会

第4回盛岡市障がい者芸術文化
祭

　障がい者の日々の文化芸術活動の成果を広く市民に向けて発信することにより、障が
い者の文化芸術活動及び社会参加の意欲の増進を図るとともに、市民や障がい者間の
交流を深め、相互理解の促進を図ることを目的として、事業所、支援学校、病院等で作成
された絵画、写真、書道、工芸などを展示する。

平成30年12月８日（土）～
12月10日（月）
（10：00～16：00
最終日のみ15：00まで）

プラザおでって２階
ギャラリーおでって

○
http://www.city.morioka.i
wate.jp/kenkou/shogai/sh
akaisanka/1017467.html

盛岡市保健福祉部障がい福祉課
TEL：019-613-8346
FAX：019-625-2589

29 花巻市 きらめく銀河アート展

　市民等に障がいへの理解を深めてもらうため、市内スーパー内の借用スペース、花巻
市情報発信センター「ぷらっと花巻」において、市内小・中学校特別支援学級に通う児童
生徒が制作した作品を展示するほか、障がい福祉サービス事業所の商品・活動を紹介す
るコーナーを設置する。

平成30年12月７日（金）～
12月９日（日）
9：00～20：00

イトーヨーカドー花巻店２階
花巻市情報発信センターぷらっと
花巻
（花巻市下小舟渡118-1）

○
花巻市ホームページ
http://www.city.hanamaki.
iwate.jp/

花巻市
健康福祉部障がい福祉課
TEL：0198-24-2111　内線517
FAX：0198-24-7729

30 北上市
障がい者理解促進研修・啓発事
業

　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。
平成30年10月13日（土）
14：00～15：30

北上市　日本現代詩歌文学館 ○

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

31 北上市
障がい者理解促進研修・啓発事
業

　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を開催する。
平成30年11月13日（火）
13：00～15：00

北上市総合福祉センター ○

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

32 北上市 障がい者福祉展
　障がい当事者によるステージ発表、障がい福祉サービス事業所等による販売、事業所
や障がい者団体の活動内容についてのパネル展示等を実施する。

平成30年9月30日（日）
10：00～15：00

北上市総合福祉センター・サン
レック北上

○

北上市
障がい者福祉展実行委員会
（北上市保健福祉部福祉課）
TEL：0197-72-8214
FAX：0197-64-2202

33 雫石町 障害者週間の周知 　庁舎等におけるポスター掲示により障害者週間の周知を図る。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

○

雫石町
総合福祉課障がい福祉グループ
TEL：019-692-6473
FAX：019-692-1311

34 雫石町 障害者週間の周知
　町民カレンダーにおける障害者週間の周知：年度初めに全世帯に配布される町民カレ
ンダーの12月のページに障害者週間について記載している。

平成30年12月１日（土）～
12月31日（火）

○

雫石町
総合福祉課障がい福祉グループ
TEL：019-692-6473
FAX：019-692-1311

35 平泉町 ひらいずみココロフェスタ

　①発達障がい当事者と支援者のトークショー。会場から質問を受けて回答する。（対象：
一般）
　②当事者の作品展示を行う。
　③発達障がいについての展示、パンフレットの配布を行う。自殺対策事業とあわせて実
施する。

平成30年12月２日（日） 平泉文化遺産センター ○
平泉町保健センター
TEL：0191-46-5571
FAX：0191-46-2204

36
宮古圏域自立支援
協議会権利擁護部
会

平成30年度「権利擁護セミナー」

　障害者週間に合わせ、圏域４市町村で共同設置している宮古圏域自立支援協議会の
権利擁護部会が主催となり、「権利擁護セミナー」を実施する。寸劇による問題事例の紹
介（クーリングオフ制度、日常生活自立支援事業、成年後見制度）と弁護士並びに相談員
による解説を行うもの。隣市の宮古市民文化会館が会場となるが、当町でも多くの町民に
周知できるよう町広報にイベント情報を掲載するもの。

平成30年12月６日（木） 宮古市民文化会館 ○

山田町
長寿福祉課地域福祉係
TEL：0193-82-3111（内線149）
FAX：0193-82-4989

青森県

岩手県
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37 宮城県 ヘルプマークの配布
　内部障害や難病など、外見からはわかりにくい困難を抱える人への配慮や支援を促す
「ヘルプマーク」の配布を開始する。

平成30年12月３日（月）～
県障害福祉課
各保健福祉事務所
各市町村福祉担当課　等

宮城県
保健福祉部障害福祉課企画推進班
TEL：022-211-2538
FAX：022-211-2597

38 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」及び「障害者週間のポスター」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。

表彰式：
平成30年12月下旬
作品展示：
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

宮城県庁舎

表彰式

×
作品展示

○

宮城県
保健福祉部障害福祉課企画推進班
TEL：022-211-2538
FAX：022-211-2597

39 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・製作された商品を障害者自らも参加し、県庁
ロビーで紹介・販売する。

第１回目：
平成30年９月12日（水）・
９月13日（木）
第２回目：
平成30年12月５日（水）・
12月６日（木）

宮城県庁１階ロビー ○

宮城県
保健福祉部障害福祉課社会参加促進
班
TEL：022-211-2541
FAX：022-211-2597

40 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。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

宮城県庁２階回廊 ○

宮城県
保健福祉部障害福祉課社会参加促進
班
TEL：022-211-2541
FAX：022-211-2597

41 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。

平成30年９月３日(月)～
９月28日(金)

宮城県庁１８階県政広報展示室 ○

宮城県
保健福祉部障害福祉課社会参加促進
班
TEL：022-211-2541
FAX：022-211-2597

42 石巻市 障害者理解促進講演会
　障害者差別解消に関する講演を行う。
　（講師：宮城県社会参加促進センター所長　森　正義氏）

平成30年12月21日（金） 河北総合センター ○

石巻市
福祉部障害福祉課
TEL：0225-95-1111（内線2483）
FAX：0225-22-6610

43 名取市 障害者週間を利用した啓発活動 　広報誌及び当市ホームページを活用した啓発活動を行う。 平成30年12月１日発行

名取市
健康福祉部社会福祉課福祉係
TEL：022-724-7107（直通）
FAX：022-384-2101

44 大崎市 バリアフリー映画会

　障がい者の社会参加や障害福祉の理解・啓発を目的に、障がいや年齢に関わらず誰も
が共に楽しめるバリアフリー映画（字幕・音声ガイド）を上映する。
　内容
　東野圭吾ドラマシリーズ “笑”  （約30分×3作品）

平成30年12月６日（木）
13:30～15:00

大崎市図書館 ○
大崎市図書館
TEL：0229-22-0002

45
公益社団法人大崎
法人会

大崎福祉夢まつり

　法人企業で構成する団体が市民企業の一員として、バリアフリーの実現化を目指し、地
域住民との輪を広げ交流を図ることを目的に開催する。
　（障がいのある方もない方も一緒に楽しめるイベントとして、社会福祉関係者・地域住
民・企業との交流の輪を広げバリアフリーの実現を目指す。）
　内容
　①障がい者就労施設等で作られた小物類・野菜・菓子・パン・餃子・焼きそば等の販売
　②障がい者団体・事業所等による、歌・ダンス・太鼓の発表
　③よさこい総踊り（参加者全員）
　④みんなのキラキラ笑顔フォトコンテスト　・大抽選会

平成30年10月27日（土）
9:30～15:30

大崎市あさひ中央公園 ○
公益社団法人大崎法人会
TEL：0229-23-5859

46 加美町 障がい理解促進セミナー
　「親亡き後今からできること」をテーマに、社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー
によるセミナー(講演会）を行う。

平成30年11月14日（水）
13：30～15：30

加美町中新田図書館 ○

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

47
涌谷町障害者自立
支援協議会

わくや　ふれあいフェスタ２０１８

　障害者及び障害者の社会参加、障害福祉の理解・啓発を目的としている。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。
　イベントでは、ゲストに手話シンガーを招いたミニコンサート、障害者のステージ発表を
はじめ、障害者が作成した小物や野菜の物販を行う。また、町内外の事業所紹介掲示、
福祉用具の展示する。

平成30年12月１日（土） 涌谷町公民館 ○
http://www.town.wakuya.
miyagi.jp

涌谷町
福祉課
TEL：0229-43-5111
FAX：0229-43-5717

48
涌谷町障害者自立
支援協議会

障害者理解・啓発講座

　障害について理解を深めるため、一般町民、サービス事業者等が対象の勉強会を開催
する(今年度は５回の開催を予定。講師は、精神科医師、社会福祉法人や県発達障害支
援センター等に依頼)。
　「自閉症と強度行動障害とは」「自立生活とは」「成年後見制度について」「発達障害の
理解と支援」「精神科医に気になることを聞いてみよう」など。

①平成30年９月12日（水）
②平成30年10月17日（水）
③平成30年10月30日（火）
④平成30年11月13日（火）
⑤平成30年12月13日（木）
いずれも18:00～19:30

①③⑤
涌谷町医療福祉センター研修
ホール
②
涌谷町高齢者福祉複合施設（ゆう
らいふ多目的ホール）
④
涌谷公民館

○
http://www.town.wakuya.
miyagi.jp

涌谷町
福祉課
TEL：0229-43-5111
FAX：0229-43-5717

宮城県
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49 秋田県 第18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を実施する。

平成30年11月29日（木）～
11月30日（金）
①11月29日（木）
10:00～16:00
②11月30日（金）
10:00～15:00

秋田拠点センターアルヴェ ○
http://www.normanet.ne.j
p/~ww100132/center/02
-01-01-013.htm

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

50 秋田県 障害者芸術作品の展示 　第18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・紹介する。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

秋田拠点センターアルヴェ ○

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

51 大館市
障がい者理解啓発セミナー
～障がいのある人を地域全体で
サポートするために～

　将来的に、障がい者サポーターの養成を目的とし、障がいに優しいまちづくりを目指し、
市民の方へ、”障がいについて知る”をテーマに講演会や当事者、家族による体験発表を
行うセミナーを開催する。

平成30年11月27日（火）
13:30～15:00

大館市立中央公民館 ○

大館市
障害者自立・差別解消支援協議会
TEL：0186-57-8212
FAX：0186-57-8266

52 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を実施する。

平成30年10月27日（土）～
10月28日（日）
①10月27日（土）9:00～16:00
②10月28日（日）9:00～15:00

美郷町総合体育館
リリオス

○

美郷町
福祉保健課福祉班
TEL：0187-84-4907
FAX：0187-85-2107

53 美郷町
障がいのある方の働き方相談会・
障がい者雇用相談会

　障害のある方の就職機会の拡大を目的として、求職者及び雇用者双方を対象とした相
談会を開催する。

①平成30年11月15日（木）
10:00～15:00
②平成31年２月６日（水）
10:00～15:00

美郷町保健センター ×

美郷町
福祉保健課福祉班
TEL：0187-84-4907
FAX：0187-85-2107

54 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する。

平成30年12月11日（火）
13:30～15:00

美郷町公民館 ×

美郷町
福祉保健課福祉班
TEL：0187-84-4907
FAX：0187-85-2107

55 山形県
ジョンダナホール（県庁ロビー）に
おける障がい者芸術作品展示及
び障がい者授産製品の紹介

　一般県民の利用も多い県庁ロビーの展示スペースに障がい者の作品と障がい者授産
施設製品を展示し、障がいや障がいのある方についての周知啓発を実施する。

平成30年12月３日(月)～
12月14日(金)

山形県庁ロビー ○

山形県
健康福祉部障がい福祉課
障がい者活躍推進担当
TEL：023-630-2293
FAX：023-630-2111

56 山形県
「障がい者就労施設で作成した製
品等のカタログ」作成

　障がいのある方が作成した製品・提供可能な役務等についてカタログを作成し、紹介す
ることで、その後の製品の購入・利用促進につなげるとともに、障がい者に対する理解を
深めることを目的とする。
　作成後、県のホームページに掲載する。

平成30年12月～

山形県
健康福祉部障がい福祉課
障がい者活躍推進担当
TEL：023-630-2293
FAX：023-630-2111

57 山形県
ふれあいショップ「愛べ」12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する。

平成30年12月６日(木)
置賜総合支庁本庁舎
置賜総合支庁西置賜地域振興局

○

山形県
置賜総合支庁
地域保健福祉課
TEL：0238-26-6028

58 山形県 こしゃたな屋ロビーバザー
　障がい者の就労活動活性化を目的に障がい福祉サービス事業所等の利用者が製作し
た小物やお菓子などを展示販売する。

平成30年12月５日(水)
11:30～13:30

庄内総合支庁ロビー ○

山形県
庄内総合支庁
保健福祉環境部地域保健福祉課
障がい者支援担当
TEL：0235-66-5656
FAX：0235-66-4053

59 山形県 農福連携セミナー
　農業の労働力不足などの課題に対し、障がいのある方が農業にかかわる事で補い、障
がいのある方の就業機会の確保につながる「農福連携」の普及啓発を図る。

平成30年11月28日(水)
13:30～15:00

山形市 霞城セントラル３Ｆ
山形市保健センター視聴覚室

○

山形県
健康福祉部障がい福祉課
障がい者活躍推進担当
TEL：023-630-2293
FAX：023-630-2111

60 山形県 一歩２（いっぽいっぽ）フェスタ2018
　障がい者週間に合わせ、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24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等の販売を行う。

平成30年12月１日(土)
新庄市　ゆめりあ「花と緑の交流
広場」

○

山形県
最上総合支庁
保健福祉環境部地域保健福祉課
地域包括ケア・障がい者支援担当
TEL：0233-29-1277
FAX：0233-23-7635

61 山形市 障がい者アート展
　障がいを理由とする差別の解消に向け、障がいのある方が制作する絵画等の展示を通
じて、障がい及び障がいのある方に関する理解を深める。併せて、障がいのある方の意
欲の向上を図る。

平成30年12月３日(月)12:00～
12月７日(金)15:00

市役所１階　市民サロン（市民相
談課前） ○

http://www.city.yamagata
-yamagata.lg.jp

山形市
福祉推進部障がい福祉課
TEL：023-641-1212内線580
FAX：023-632-7091

秋田県

山形県
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62 山形市 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する。
平成30年11月26日(月)～
11月30日(金)
10:00～16:00

市役所1階エントランスホール ○
http://www.city.yamagata
-yamagata.lg.jp

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

63 山形市 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。

平成30年12月１日(土)
9:30～14:30

霞城セントラル１Ｆアトリウム ○
www.city.yamagata-
yamagata.lg.jp

山形市
福祉推進部障がい福祉課
TEL：023-641-1212内線548
FAX：023-632-7091

64 山形市 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
会を実施する。

平成30年11月18日(日)
山形市総合スポーツセンター屋内
プール

○
（受付終了）

http://www.city.yamagata
-yamagata.lg.jp

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

65 鶴岡市
障害福祉サービス事業所合同バ
ザー
「きてみて市」

　一般市民の利用も多い市役所ロビーにおいて、障害福祉サービス事業所の製品を販売
することで、工賃向上を目指すもの。また、同時に、障がいや障がいのある方についての
周知啓発を実施する。

平成30年12月17日(月)～
12月21日(金)

鶴岡市役所本所ロビー ○

鶴岡市
福祉課障害福祉係
TEL：0235-25-2111
FAX：0235-25-9500

66 鶴岡市
障害福祉サービス事業所合同バ
ザー
「きてみて市」

　観光客や一般市民でにぎわう観光物産館において、障害福祉サービス事業所の製品を
販売することで、工賃向上を目指すもの。また、同時に、障がいや障がいのある方につい
ての周知啓発を実施する。

平成30年11月３日(土) 庄内観光物産館 ○

鶴岡市
福祉課障害福祉係
TEL：0235-25-2111
FAX：0235-25-9500

67 酒田市 障がい者バザーの開催 　障がい福祉サービス事業所出店によるバザーを開催する。
平成30年12月３日(月）～
12月７日（金）

市庁舎１階
フリースペース

○

酒田市
福祉課障がい福祉係
TEL：0234-26-5733
FAX：0234-23-2258

68 上山市 上山市福祉活動功労者表彰

　共に生きる健やかな福祉社会を実現するため、奉仕活動を通して障がい者福祉事業等
を支え貢献されている方に平成30年度上山市福祉大会の席上において市長の表彰状を
贈り顕彰することにより、市民一人ひとりの社会奉仕活動への意識を高め、活動の拡大を
図る。

平成30年11月17日(土)
三友エンジニア体育文化センター
「エコーホール」

○

上山市
福祉事務所生活福祉係
TEL：023-672-1111
FAX：023-672-8522

69 上山市
障がい者アート（舞台芸術）の発
表

　上山市ボランティアフェスタ2018の10周年企画として、山形心体表現の会La.シヴァによ
るインクルーシブ・ダンス・パフォーマンスの発表を行う。

平成30年11月18日(日) 三友エンジニア体育文化センター ○

上山市
福祉事務所生活福祉係
TEL：023-672-1111
FAX：023-672-8522

70 上山市 福祉施設製品展示販売
　上山市ボランティアフェスタ2018において、福祉施設製品展示・販売コーナーを開設す
る。

平成30年11月18日(日) 三友エンジニア体育文化センター ○

上山市
福祉事務所生活福祉係
TEL：023-672-1111
FAX：023-672-8522

71 上山市
障がいについての講演と障がい福
祉サービス事業所の活動紹介

　平成30年度上山市福祉大会において、盲導犬と視覚障がいについての講演（盲導犬の
実演を含む）と市内就労継続支援Ｂ型事業所の活動紹介を行う。

平成30年11月17日(土)
三友エンジニア体育文化センター
「エコーホール」

○

上山市
福祉事務所生活福祉係
TEL：023-672-1111
FAX：023-672-8522

72 上山市 車椅子、白杖体験
　上山市ボランティアフェスタ2018において、福祉学習コーナーを開設。車椅子、白杖など
の体験を行う。

平成30年11月18日(日) 三友エンジニア体育文化センター ○

上山市
福祉事務所生活福祉係
TEL：023-672-1111
FAX：023-672-8522

73 上山市
上山市地域総合支援協議会研修
会

　医療ケアの必要な障がい児者の支援をテーマに、構成機関を対象として研修会を開催
する。

①平成30年10月30日(火)
15:00～17:00
②平成30年11月20日(火)
15:00～17:00

①上山市保健センター
②上山市南部地区公民館

×

上山市
福祉事務所生活福祉係
TEL：023-672-1111
FAX：023-672-8522

74 上山市
市内障がい児・者福祉施設等紹
介

　上山市ボランティアフェスタ2018において、市内障がい児・者福祉施設等紹介コーナー
を開設する。パネル展示のほか、上山市地域総合支援協議会のＰＲも兼ねて、構成機関
を網羅したパンフレットを来場者に配布する。

平成30年11月18日(日) 三友エンジニア体育文化センター ○

上山市
福祉事務所生活福祉係
TEL：023-672-1111
FAX：023-672-8522

75 遊佐町
障がい者を支援する事業所による
製品販売会

　町内在住の障がい者が利用している就労継続支援B型事業所等による製品販売会を開
催する。
　販売会場においては、障害者差別解消法パンフレット等を配布し、障害者に関する町民
の関心と理解を促進する。

平成30年11月28日(水)
11:30～13:00

遊佐町役場
正面ホール

○

遊佐町
健康福祉課福祉介護保険係
TEL：0234-72-5884（直通）
FAX：0234-72-3317

山形県
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76
山形県知的障害者
福祉協会

第三回やまがた障がい児者アート
公募展　『ＡＲＴ ＤＩＧる～べ（アート
ディグる～べ）』

　山形県在住の知的障害児者、自閉症児者の作品を募集、展示することにより、芸術活
動・社会参加の啓発と推進を図る。
※ＤＩＧ（でぃぐ）とは、英語で「掘り起こす、発見する、探求する」という意味。ここ山形の地
で埋もれた、まだ知られていない、自由で個性豊かな魅力ある創造力を「発掘すっべ!!」と
いう意味で「ＡＲＴ ＤＩＧる～べ!!（あ～と でぃぐる～べ)」と名付けたもの。

平成30年11月12日(月) ～
12月14日(金)

やまがた障がい者芸術活動推進
センター
 『ぎゃらりーら・ら・ら』
  山形市諏訪町1-2-7

○
山形県知的障害者福祉協会
TEL：０２３-６６４-０２５６
FAX：０２３-６２３-９１２３

77
山形県社会福祉事
業団

第15回泉荘セミナー
　誰もが安心して豊かにその人らしく暮らせる社会を目指すことを目的として、　「ひとりの
ハート世界を変えられる」山形バリアフリー観光ツアーセンター代表理事加藤健一氏の講
演を行う。

平成30年11月20日(火) 南陽市赤湯公民館えくぼプラザ ○

社会福祉法人山形県社会福祉事業団
泉荘
TEL　0238-88-9211
FAX　0238-83-3068

78
サポートセンターお
きたま

置賜障害者就業・生活支援セン
ター　在職者交流会

　置賜障害者就業・生活支援センターに登録している方対象の交流会を行う。 平成30年11月17日(土)
置賜障害者就業・生活支援セン
ター

×
サポ-トセンタ-おきたま
TEL　0238-88-5357
FAX　0238-88-5368

79
サポートセンターお
きたま

置賜障害者就業・生活支援セン
ター　在職者交流会

　登録している方対象の交流会を行う。 平成30年12月２日(日)
置賜障害者就業・生活支援セン
ター

×
サポ-トセンタ-おきたま
TEL：0238-88-5357
FAX：0238-88-5368

80
長井・飯豊手をつな
ぐ育成会

長井・飯豊手をつなぐ育成会 支部
レクリエーション（芋煮会）

   知的障がい者とその家族・賛同者の交流会を行う。 平成30年11月11日(日) 長井市老人福祉センター ×
長井市社会福祉協議会
TEL：0238-88-3711
FAX：0238-88-3712

81
長井・飯豊手をつな
ぐ育成会

長井・飯豊手をつなぐ育成会　定
例懇談会　「利用できる福祉サー
ビスを知ろう」

   知的障がい者とその家族・賛同者の定例交流会を行う。 平成30年11月11日(日) 長井市老人福祉センター ×
長井市社会福祉協議会
TEL：0238-88-3711
FAX：0238-88-3712

82
長井市身体障害者
福祉協会

長井市身体障害者福祉協会　ま
どまるどいいごとあるカフェ

　身体障がい者とその家族・賛同者の定例交流会を行う。 平成30年11月22日(木) 老人福祉センター ×
長井市社会福祉協議会
TEL：0238-88-3711
FAX：0238-88-3712

83
長井市身体障害者
福祉協会

長井・飯豊手をつなぐ育成会　定
例懇談会「みんなで学ぼう」

   知的障がい者とその家族・賛同者の定例交流会を行う。 平成30年12月20日(木) 長井市老人福祉センター ×
長井市社会福祉協議会
TEL：0238-88-3711
FAX：0238-88-3712

84
長井市身体障害者
福祉協会

ぴあカフェ 　障がい者が集い、懇談や体験をする。 平成30年12月18日(火) 長井市老人福祉センター ○
長井市社会福祉協議会
TEL：0238-88-3711
FAX：0238-88-3712

85 福島市
障がい者週間記念事業　ふれあ
いのつどい

　障がい者施設や団体などの授産品展示販売、施設紹介パネル展示、手話や点字など
の福祉ボランティアの体験、相談コーナー、障がい者団体やボランティア団体などの活動
発表を行う。

平成30年12月１日（土）
10:00～15:30

アオウゼ ○
福島市
障がい福祉課
TEL：024-525-3748

86 福島市 福島市福祉作品展
　障がいのある方や児童生徒、高齢者の方々の絵画・書（習字）・手工芸などの作品を展
示する。

平成30年12月１日（土）～
12月３日（月）
10:00～18:00
（３日は12:00まで）

アオウゼ ○
福島市
障がい福祉課
TEL：024-525-3748

87 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る。

平成30年12月８日（土）～
12月９日（日）
10：00～17：00

郡山市ビックアイ
６階展示室

○

郡山市
保健福祉部障がい福祉課支援給付係
TEL：024-924-2381
FAX：024-933-2290

88 いわき市 第33回障がい者作品展
　障がい者・障がい児が描く絵画等の作品の展示、障がい者団体・事業所・支援学校等
の紹介、障がい者就労施設等の授産製品の展示・物販を行う。

平成30年11月30日(金)～
12月７日(金)

イオンモールいわき
小名浜 ４階イオンホール

○
http://www.city.iwaki.lg.jp
/www/contents/1539221
656381/index.html

いわき市
保健福祉部障がい福祉課
TEL：0246(22)7486
FAX：0246(22)3183

89 須賀川市 障がい者啓発事業
　成年後見人制度を利用する中で、直面する問題（金銭トラブルや、家族間の問題など）
について、市内の弁護士を講師に事例を踏まえながら理解を深める講習会を開催する。

平成30年12月１日（土）
10:00～12:00

須賀川市役所
４階大会議室

○

須賀川市
健康福祉部社会福祉課
TEL：0248-88-8112
FAX：0248-88-8119

福島県

山形県
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90 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。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

市内各中学校・高等学校

喜多方市
社会福祉課障がい福祉係
TEL：0241-24-5276
FAX：0241-24-5286

91 喜多方市 障がい者シンポジウムの開催
　障がい者を雇用する側及び障がい者当事者、保護者をパネラーに迎え現状や今後障
がい者雇用を進めるために必要なことについて話し合い、障がいへの理解を深めるととも
に雇用・就労の充実を図る。

平成30年10月20日（土） 喜多方市立第一中学校体育館 ○

喜多方市
社会福祉課障がい福祉係
TEL：0241-24-5276
FAX：0241-24-5286

92 喜多方市
障がい者余暇活動及び市内障が
い福祉サービス事業所活動内容
の周知

　市役所市民ホールに、地域生活支援部会主催の余暇活動において製作した作品及び
市内の障がい福祉サービス事業所、障がい者団体の活動内容を紹介するポスターを掲
示し、一般市民に周知を図る。

平成30年11月20日（火）～
12月９日（日）

喜多方市役所市民ホール ○

喜多方市
社会福祉課障がい福祉係
TEL：0241-24-5276
FAX：0241-24-5286

93 二本松市
障がいに対する理解促進・啓発事
業

　広報紙（１２月１日配布）による啓発を行う。 平成30年12月１日（土）発行
二本松市
福祉部福祉課障がい福祉係
TEL：0243-23-1111（代表）

94
田村市・田村市障害
者自立支援協議会
（生活・就労部会）

研修会
　田村市障害者自立支援協議会専門部会（生活・就労部会）を構成する事業所と、その
事業所のスタッフを対象に講演会を開催する。

平成30年11月29日（木）
田村市役所
２０１会議室

×

田村市
保健福祉部社会福祉課
TEL：0247-81-2273
FAX：0247-82-6003

95 南相馬市 障害者スポーツ大会
　障がい者に、スポーツを通じた交流と体験を通じ、参加者同士のふれあいを高め、親睦
を図ることを目的とし実施する。

平成30年12月１日（土） 南相馬市スポーツセンター ×

南相馬市
社会福祉協議会
TEL：0244-24-3415
FAX：0244-24-1271

96 伊達市
障がいに対する理解促進・啓発事
業

　障害者週間に合わせ、市広報誌に障がい理解に関する記事を掲載して、住民理解を図
る。

市政だより12月号
（平成30年11月29日（木）発行）

市ホームページにも広報
誌を掲載する。
Http://www.city.fukushim
a-date.lg.jp/

伊達市
健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
TEL：024-575-1274
FAX：024-576-7199

97 川俣町 障害に対する理解促進・啓発事業 　障害者週間に合わせ、ポスター掲示や町ホームページを利用して理解促進を図る。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

川俣町役場庁舎
http://www.town.kawamat
a.lg.jp/

川俣町
保健福祉課地域福祉係
TEL：024-566-2111
FAX：024-566-2438

98 檜枝岐村
障がいに対する理解促進・啓発事
業

　障害者週間に合わせ、障がい理解に関するリーフレットを全戸に回覧して、住民理解を
図る。

平成30年12月 檜枝岐村村内

檜枝岐村
住民課
TEL：0241-75-2502
FAX：0241-75-2511

99 南会津町 障がい者作品展
　障がい者の趣味の充実や潜在能力の開発を目的に障がい者作品展を開催し、障がい
者の生きがい対策や社会参加の機会を確立する。対象者は手帳所持者としている。

平成30年11月２日（金）～
11月４日（日）

各文化祭会場 ○
南会津町
健康福祉課
TEL：0241-62-6170

100 西会津町 高齢者・障がい者作品展
　障害者（児童・生徒、施設入所者・通所者等）による制作作品（絵画、工作・工芸等）の
展示と活動紹介を行う。

平成30年10月31日（水）～
11月２日（金）
9：00～19：00
平成30年11月３日（土）～
11月４日（日）
9：00～15：00

西会津町さゆり体育館 ○
西会津町
福祉介護課福祉係
TEL：0241-45-2214

101
三春町地域自立支
援協議会　事業所
部会

障害に対する理解促進・啓発事業
　11月10日に開催される「三春秋まつり」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や障がい者スポーツ体験などを実施する。

平成30年11月10日（土）
9:00～15:00

三春町運動公園 ○
http://www.town.miharu.f
ukushima.jp

三春町保健福祉課　社会福祉グル-プ
TEL：0247-62-3166
FAX：0247-62-0202

102 三春町 障害に対する理解促進・啓発事業
　障がい者週間に合わせ、12月１日発行の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。

平成30年12月１日（土）発行
http://www.town.miharu.f
ukushima.jp

三春町保健福祉課　社会福祉グル-プ
TEL：0247-62-3166
FAX：0247-62-0202

福島県
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103 小野町 2018小町ふれあいフェスタ
　会場内に障がい者団体や障がい児団体が作成した作品の展示を行う。また、就労継続
支援（Ａ・Ｂ）事業所や障がい者団体で出店し、利用者が作成した商品等の販売やバザー
を行う。

平成30年10月27日（土）～
10月28日（日）

小野運動公園 ○

小町ふれあいフェスタ実行委員会事務
局
（小野町産業振興課内）
TEL：0247-72-6938
FAX：0247-71-1037
小野町健康福祉課
TEL：0247-72-6934
FAX：0247-72-3121

104 小野町
「あなたとわたし」わくわく体験交
流事業

　障がいのある子どもたちの相互理解と社会参加を促進するとともに、保護者同士の交
流や情報交換の機会をつくることを目的にさまざまな体験交流活動をする事業で、今回は
「アイシングクッキー作り」を行う。

平成30年11月25日（日）
10：00～

小野町多目的研修集会施設 ×

小野町
健康福祉課
TEL：0247-72-6934
FAX：0247-72-3121

105

双葉地方広域市町
村圏組合
自立支援協議会
ほんにん部会
（事務局　富岡町）

「私たちの声を届けたくて」～帰還
者編～

　障害者本人による講演会。講演会には障害者・福祉事業所・社会福祉協議会・役場職
員等の参加を呼びかけ、障害者本人から東日本大震災による避難生活の体験談や福祉
関係者に対する要望を話してもらい、障害について関係者に考えてもらう場を設ける。

平成30年12月４日（火）
10：00～12：00

富岡町文化交流センター ×

富岡町
健康福祉課福祉係
TEL：0240-22-2111
FAX：0240-22-0899

106

茨城県、茨城県教
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

　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
等を行うとともに、「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
表彰を行う。

・美術展
平成30年12月６日（木）～
12月10日（月）
9:30～16:30
ただし、12月10日は12:00まで
・発表会
平成30年12月８日（土）
11:15～15:00

茨城県立県民文化センター ○
http://www.pref.ibaraki.jp/
hokenfukushi/shofuku/kik
aku/shofuku/7.html

茨城県
保健福祉部障害福祉課
TEL：029-301-3375
FAX：029-301-3378

107 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。
平成30年12月３日（月）～
12月８日（土）

阿見町総合保健福祉会館（さわ
やかセンター）

○

阿見町
保健福祉部社会福祉課障害福祉係
TEL：029-888-1111　内線751
FAX：029-887-9560

108 阿見町 広報活動
　広報誌11月号に障害者週間に関する記事（相談窓口、障害者による作品展、町の障害
者の活躍等の紹介）を掲載する。

平成30年10月26日（金）発行

阿見町
保健福祉部社会福祉課障害福祉係
TEL：029-888-1111　内線751
FAX：029-887-9560

109 笠間市 ふれあい作品展
　障害を克服し創作活動を通して自立に励んでいる方の作品を展示することで、能力の
向上と生きがいを高めるとともに、障害者福祉について市民の理解を深める。

平成30年11月30日（金）～
12月10日（月）

市民センターいわま
２階会議室前

○

笠間市
岩間支所福祉課障害係
TEL：0299-37-6611
FAX：0299-45-7541

110 笠間市 広報活動 　市の広報誌お知らせ版に障害者週間を掲載する。 平成30年11月22日（木）

笠間市
岩間支所福祉課障害係
TEL：0299-37-6611
FAX：0299-45-7541

111

古河市・古河市社会
福祉協議会、Koga
障がい者フォーラム
2018実行委員会

koga障がい者フォーラム2018

　市民が障がいに対する理解を深めるとともに、障がいのある人があらゆる分野で積極的
に参加する意欲を高め、“障がいのある人もない人もともに心豊かに安心して暮らせるま
ち”を目指して実施するもの。内容は、作文・作品の表彰、記念講演（松本ハウス氏）、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、車椅子・点字・手話
体験、障がい者スポーツ体験。

平成30年11月11日（日） 古河中等教育学校 ○

古河市
障がい福祉課
TEL：0280-92-4919
FAX：0280-92-5544

112
那珂市地域自立支
援協議会

障害者週間記念講演会
　視覚に障がいを持つ津軽三味線演奏家で、いばらき大使の踊正太郎氏を講師に迎え、
講演会並びに演奏を実施し、障がいや障がい者への関心と理解を深め、障がい者の社
会参加を高める。

平成30年12月６日（木）
茨城県那珂市
総合センターらぽーる

○

那珂市社会福祉協議会
障がい・介護支援グループ
TEL029-229-0309
FAX029-296-1002

113
那珂市地域自立支
援協議会

障がい者就労支援事業所「作品
展示・物品販売会」

　障がい者の制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、市民の障がいに関する理解を深める。

平成30年12月６日（木）
茨城県那珂市
総合センターらぽーる

○

那珂市社会福祉協議会
障がい・介護支援グループ
TEL029-229-0309
FAX029-296-1002

114 結城市
障害者週間のつどい
（障害者週間における学習会及び
相談会）

　①成年後見制度を知る学習会
　②障害者の食生活（生活習慣病予防等）についての学習会
　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、自立支援
協議会専門部会(就労部会)員である公共職業安定所職員、障害者就業・生活支援セン
ター職員、市社会福祉協議会職員）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

平成30年12月６日（木）
１　10：30～12：00
２　13：00～14：00
３　14：00～16：00
４　会場へ常設

結城市民情報センター
３階　多目的ホール

○

結城市
保健福祉部社会福祉課障害者支援係
TEL：0296-34-0438
FAX：0296-33-6628

福島県

茨城県
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115 茨城県 北茨城市
市広報誌に障害福祉サービス等
について掲載

　市の広報誌に障害福祉サービスや障害年金、手当てに関することを掲載する。 平成30年12月５日（水）発行 北茨城市内
北茨城市
社会福祉課
TEL：0293-43-1111（内線137・138）

116 栃木県
第23回栃木県障害者文化祭
～カルフルとちぎ2018～

　障害者の社会参加促進と各種文化活動の発表及び交流を通じた理解促進を図る。
　共生社会とちぎづくり表彰の実施する。

平成30年11月２日（金）
とちぎ福祉プラザ
わかくさアリーナ
（栃木県宇都宮市）

○

http://www.pref.tochigi.lg.j
p/e05/welfare/shougaish
a/shakaisanka_shuroushie
n/carrefour/carrefour201
8_kaisai.html

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

117 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。

平成30年12月８日（土）
10：00～15：00

栃木県庁
１階ロビー

○

栃木県
保健福祉部障害福祉課社会参加促進
担当
TEL：028-623-3020
FAX：028-623-3052

118 栃木県
とちぎナイスハート農福“美味しい
もの”マルシェ

　栃木県庁県民広場において、保健福祉部と農政部の連携した取組である農福連携マル
シェを開催する。農産品や加工品などの販売、農福連携への理解促進のための普及啓
発活動を実施する。

平成30年12月８日（土）
10：00～15：00

栃木県庁
県民広場

○

栃木県
保健福祉部障害福祉課社会参加促進
担当
TEL：028-623-3053
FAX：028-623-3052

119 栃木県 栃木県障害者芸術展の開催
　障害者の芸術活動を後押しし社会参加を促進するとともに、作品が多くの県民の目に
触れることで、障害に対する県民の理解と認識を深める。

平成31年１月７日（月）～
１月11日（金）

栃木県庁
15階展望ロビー

○

栃木県
保健福祉部障害福祉課社会参加促進
担当
TEL：028-623-3053
FAX：028-623-3052

120 栃木県
心の輪を広げる障害者理解促進
事業

　①「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間ポスター」入選者の表彰式
　②「障害者週間ポスター」入選作品の展示

①平成30年12月６日（木）
②平成30年11月30日（金）～
12月７日（金）

栃木県庁
①昭和館正庁
②15階展望ロビー

○

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

121 栃木県 広報活動
　①広報誌（12月号）に、障害者虐待防止に関する記事掲載
　②ラジオで、障害者虐待防止に関するお知らせを１日３回放送
　③テレビで、障害者虐待防止に関するお知らせを１日１回放送

①平成30年12月２日（日）
②平成30年12月３日（月）～
12月16日（日）
③平成30年12月３日（月）～
12月16日（日）

栃木県
保健福祉部障害福祉課福祉サービス
事業担当
TEL：028-623-3059
FAX：028-623-3052

122
足利市地域自立支
援協議会ハート
ショップ部会

ハートショップ　ｉｎ　市役所
　市内の障がい福祉関係団体による障がい児者への理解を深めるための展示やＰＲなど
を行う。

平成30年12月４日（火） 足利市役所 ○

足利市
健康福祉部障がい福祉課障がい福祉
担当
TEL：0284-20-2169
FAX：0284-21-5404

123 栃木市
栃木市ふくしみらいフェスタ
（障がい者週間記念イベント）

　平成24年から毎年講演会を実施してきており、今年は知的障がいの体験会と合わせた
講演会と、障がい者の支援団体や事業所が参加して障がい者の作品の発表や、障がい
者スポーツの体験を実施する。

平成30年12月９日(日）
10：00～15：00

栃木市国府地区公民館 〇

栃木市
保健福祉部障がい福祉課障がい支援
係
TEL：0282-21-2205
FAX：0282-21-2682

124 佐野市
障がい等理解啓発のための展示
イベント

　障害福祉サービス事業所や特別支援学校の紹介や作品の展示を行い、障がい者理解
を深める。

平成30年12月８日（土）～
12月14日（金）
①12/８（土）12:00～17:00
②12/９（日）～12/13（木）9:30～
17:00
③12/14（金）9:30～15:00

佐野市役所庁舎１階
市民活動スペースＡ・Ｂ

○

佐野市
こども福祉部障がい福祉課障がい福
祉係
TEL：0283-20-3025
FAX：0283-24-2708

125 日光市 日光市障がい者文化芸術展
　市内で創作活動をしている障がいのある方々の作品を募集し、市本庁舎２階市民課前
スペースにおいて展示する。

平成30年12月３日(月）～
12月７日（金）

日光市本庁舎２階
市民課前スペース

〇

日光市
健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
TEL：0288-21-5174
FAX：0288-21-5105

126 日光市 日光市人権ミニフェスタ
　手話言語条例制定記念行事として「民話の手話語り」を行う他、福祉サービス事業所に
よる自主製品の販売、手話体験や盲導犬体験を行う。

平成30年11月10日（土） 日光市中央公民館 〇

日光市
健康福祉部人権・男女共同参画課人
権推進係
TEL：0288-21-5184
FAX：0288-21-5105

127 小山市
小山市障がい者団体合同スポー
ツ大会

　市内在住の障がい者および市内障がい者施設利用者によるスポーツ大会を実施する。 平成30年12月１日（土） 栃木県立県南体育館

小山市
保健福祉部福祉課障がい支援係
TEL：0285-22-9629
FAX：0285-24-2370

栃木県
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128
小山市障がい者
生産活動協議会

小山市福祉まつりｉｎイオン
　障がい者の自立支援や社会参加の促進として各作業所が作ったパンや小物をイオン小
山ショッピングモールで販売する。

平成30年12月１日（土）・12月２日
（日）

イオン小山ショッピングモール ○

小山市
保健福祉部福祉課障がい支援係
TEL：0285-22-9619
FAX：0285-24-2370

129 野木町 広報掲載 　12月号広報に障害者週間・障害者差別解消法に関する記事を掲載する。 平成30年12月１日（土）

野木町
町民生活部健康福祉課社会福祉係
TEL：0280-57-4172
FAX：0280-57-4193

130 矢板市
平成30年度障がい者週間のつど
い

　未来を担う子ども達や地域住民における「障がい」への理解、啓発を図ることを目的に
開催する。
　第１部：講話・パネルディスカッションを実施。演題：「精神障がいがある方の地域での暮
らし～当事者からのメッセージ：私たちにとっての「生きがい」「働く」～」
　第２部：体験講座を実施。視覚障がい、知的障がいの疑似体験、車いすに乗る・介助す
る体験。当事者等の団体による「よさこい」演舞披露

平成30年12月９日（日）
13：30～16：00

矢板市文化会館小ホール 〇
http://www.city.yaita.toch
igi.jp/soshiki/shakaifukush
i

矢板市社会福祉課障がい福祉担当
TEL：0287-43-1116
FAX：0287-43-5404

131 大田原市 思いやり駐車スペースの周知
　思いやり駐車スペースのポスターを掲示する。また市が保有する「与一メール」での周知
を行う。

平成30年12月上旬 大田原市内

大田原市
保健福祉部福祉課障害支援係
TEL：0287-23-8954
FAX：0287-23-7632

132 下野市
市内障がい者施設等による庁舎
内販売会及び作品展示会

　市庁舎内において、市内障がい者就労支援施設等が製作する商品の販売会の開催お
よび、市内特別支援学校等の生徒の手工芸品の展示会を開催する。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

下野市庁舎1階市民ロビー ○
http://www.city.shimotsuk
e.lg.jp/

下野市
健康福祉部社会福祉課障がい福祉グ
ループ
TEL：0285-32-8900
FAX：0285-32-8601

133

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。
　④「手足の不自由な子どもたちを守り育む運動」に協力頂いている団体等に感謝状を贈
呈する。
　⑤「障害者自身による社会参加推進を目指す標語」入賞者を表彰する。

平成30年12月６日(木)～
12月10日(月）

群馬県庁1階県民ホール ○

群馬県
健康福祉部障害政策課社会参加推進
係
TEL：027-226-2634
FAX：027-224-4776

134
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。

平成30年12月３日(月）～
12月７日（金）

市役所１階ロビー ○

http://www.facebook.com
/maebashicity.
(前橋市公式フェイスブッ
ク)

前橋市
福祉部障害福祉課障害政策係
TEL：027-220-5713
FAX：027-223-8856

135 前橋市 障害者週間市民啓発活動

　①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。（障害者虐待防止法・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）
　②前橋市保健センターに懸垂幕・前橋市保健所、前橋市保健センター、市役所、前橋市
総合福祉会館にのぼりを設置する。

平成30年12月３日(月）～
12月７日（金）

市役所1階ロビー
前橋市保健センター
前橋市保健所
前橋市総合福祉会館

前橋市
福祉部障害福祉課
基幹相談支援センター
TEL：027-220-5714
FAX：027-223-8856

136
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８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。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

市役所1階ロビー ○

前橋市
福祉部障害福祉課福祉サービス係
TEL：027-220-5711
FAX：027-223-8856

137
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。
　①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
　②市内を拠点として活動している団体・個人等の作品展示
　③手話、点字、要約筆記、触手話、盲導犬の体験

平成30年12月８日（土） 前橋市総合福祉会館 ○

前橋市
福祉部障害福祉課福祉サービス係
TEL：027-220-5711
FAX：027-223-8856

138
太田市
シンポジウム実行委
員会

第３回「シンポジウム」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～こころの豊かさって
何？～

　【シンポジウム】　シンポジスト（身体・知的・精神障がいを抱えている当事者等）から、障
がいと付き合いながらの生活について話してもらう。
　【座談会】　障がいの有無ではなく、生活していく上での「こころの豊かさ」について考え、
話し合う。
　【気持ちをささやく・つぶやく・さけぶ】　参加者から日頃感じている様々な「気持ち」を発
表してもらう。

平成30年11月18日（日）
13：00～16：00

太田市宝泉行政センター ○
https://www.city.ota.gunm
a.jp/

シンポジウム実行委員会事務局
（太田市地域活動支援センターふらっ
と）
TEL：0276-20-2509
FAX：0276-20-2510

栃木県

群馬県
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139 伊勢崎市 イエローリボンキャンペーン

　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したパネル展を市役所
市民ホールにて開催する。
　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で
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。

平成30年11月６日（火）～
11月15日（木）
市役所閉庁日を除く
8：30～17：15
最終日は12:00まで

伊勢崎市役所
東館１階市民ホール

○

伊勢崎市
福祉こども部障害福祉課障害者セン
ター
TEL：0270-75-5530
FAX：0270-75-5531

140 渋川市教育委員会 渋川市民総合文化祭 　障害者の作品の展示や制作物の販売等をブースの一角で実施する。
平成30年11月10日(土)～
11月11日（日）

北橘公民館、金島公民館、赤城
公民館、子持公民館、子持社会
体育館

○

www.city.shibukawa.lg.jp/k
osodate/shougaigakushuu
/syakaikyouiku/p003211.h
tml

渋川市教育委員会
教育部生涯学習課生涯学習係
TEL：0279-22-2500
FAX：0279-22-2132

141
明和町
明和町社会福祉協
議会

総合福祉スポーツ大会
　高齢者、身体障がい者、母子・寡婦家族、知的障がい者家庭等の人たちが一堂に会し
スポーツやレクリエーションを通じて楽しい一日を過ごし、健康、体力づくりと相互の親睦
を深める大会を行う。

平成30年11月17日（土） 明和町社会体育館 ○

明和町
介護福祉課福祉係
TEL：0276-84-3111(152)
FAX：0276-84-3114

142 大泉町 広報紙による啓発
　障害者週間に先んじて、町広報紙11月10日号により、障害者相談支援センターや障害
者虐待防止センターの周知、啓発を行う。

平成30年11月９日(金）
以降

大泉町内 ○

https://www.town.oizumi.
gunma.jp/01soshiki/02kik
aku/02kouhou/13105546
07-77.html

大泉町
健康福祉部福祉課障害福祉係
TEL：0276-62-2121
FAX：0276-62-2108

143 嬬恋村
社会福祉法人嬬恋村社会福祉協
議会

　福祉フェスティバルを行い障害者に関わらず幅広い層へ周知し福祉理解の促進を目的
に実施。障害者なども、作業所で作った作品やサロンでの活動を披露するなど行ってい
る。（ダンス等）

平成30年８月26日（日）実施 嬬恋村社会福祉協議会 ○
嬬恋町社会福祉協議会
TEL：0279-96-1611

144 みなかみ町 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する。

平成30年12月上旬 みなかみ町保健福祉センター ×

みなかみ町
町民福祉課
TEL：0278-25-5011

145
埼玉県
（行田市と共催）

みんな幸せ・共生社会　県民のつ
どい

　①「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
　②手話講座
　③障害者や児童生徒によるステージ発表
　④障害者絵画展
　⑤特別支援学校・特別支援学級作品展
　⑥障害者施設等による製品販売
　⑦特別支援教育支援機器展など

平成30年11月18日（日）
10:15～15:40

行田市教育文化センター「みら
い」

○
http://www.pref.saitama.lg
.jp/a0604/library-
info/30tudoi.html

埼玉県
福祉部障害者福祉課
障害福祉・団体担当
TEL：048-830-3294
FAX：048-830-4789

146 埼玉県
第１２回塙保己一賞表彰式・記念
コンサート

　郷土の偉人「塙保己一」にちなみ、障害がありながらも不屈の努力を続け顕著な活躍を
している方やその支援者等を表彰する。表彰式後は、記念コンサートを開催する。（出演：
澤村祐司氏（筝・三絃演奏家））

平成30年12月15日（土）
13:00～15:30

本庄市児玉文化会館
（セルディ）

○
http://www.pref.saitama.lg
.jp/a0604/hanawa/index.h
tml

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

147 埼玉県
第７回近藤良平と障害者ダンス
チーム「ハンドルズ」による公演

　人気コンテンポラリーダンスカンパニーコンドルズを主宰する近藤良平氏と埼玉県内の
障害のある方が長期間の練習を重ねて結成したダンスチーム「ハンドルズ」によるダンス
公演を行う。
 出演
　①ハンドルズ
　②近藤良平氏、山本光二郎氏、黒須育海氏（以上、コンドルズ）
　③埼玉栄高等学校ダンス部
　④武井誠氏（手話通訳士/手話バンドこころおと代表）

平成30年11月10日（土）
15:00開演

彩の国さいたま芸術劇場　小ホー
ル

○
http://www.saf.or.jp/stag
es/detail/5763

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

148 埼玉県
障害者アートフェスティバル
inSONIC

　大宮ソニックシティが開業30周年を記念し行う事業と連携し、展示室・イベント広場を会
場に、音楽、美術、ダンスなどの総合的な障害者アートイベントを開催する。
　①ミニコンサート（弦楽四重奏）　　出演：日本フィルハーモニー交響楽団
　②手話ライブ　出演：きいろぐみ
　③ダンスワークショップ　講師：CAT-A-TAC主宰藤田善宏氏
　④打楽器ワークショップ（２４日）　講師：シエナ・ウインドオーケストラ打楽器奏者　荻原
松美氏
　⑤パラリンピック競技体験・パネル展示
　⑥障害者アートグッズ展示販売
　⑦埼玉県障害者アート企画展
　　 ※県内障害者による障害者アート作品の展示。今回で第９回目。
　⑧ライブパフォーマンス　出演：スティールパンバンド　ペレ、障害者バンド、ティーンエイ
ジバンド等
　⑨障害者就労施設による模擬店・商品販売

平成30年11月23日（金）～
11月25日（日）
10:00～18:00
※11月25日は15:00まで

大宮ソニックシティ展示場・イベン
ト広場

○

https://www.pref.saitama.l
g.jp/a0604/syougaisyaartf
eativalinsonic/syougaisya
a-tofestival.html

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

149 埼玉県 彩の国バリアフリーコンサート

 障害のある方もない方も楽しめるコンサートを開催する。
 本コンサートに向けスティールパンの練習を重ねた障害のある方５名も出演する。
 出演
　①賛美音
　②SteelｐａｎBand-Pele- ＆ Colors

平成31年１月26日（土）
14:30開演

彩の国さいたま芸術劇場　小ホー
ル

○

埼玉県
福祉部障害者福祉推進課
社会参加推進・芸術文化担当
TEL：048-830-3312
FAX：048-830-4790

群馬県

埼玉県
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150 埼玉県
県民講座「障害と女性」
障害のある女性たちと考える過
去・現在・未来

　県民講座「障害と女性」
　①トークセッション「地域で暮らして、働いて」
　②講演会「多様性を認め合い、誰のことも排除しない社会へ」
　③県民講座関連図書展示
　④県民講座関連パネル展示
　　　「障害と女性」、「ともに」働く仲間たち

①平成30年11月20日（火）
13：30～15：30
②平成30年12月１日（土）
13：30～15：30
③平成30年11月10日(土）～
12月10日(月)
④平成30年11月17日(土)～
12月10日（月）

埼玉県男女共同参画
推進センター
（With You さいたま）

○
http://www.pref.saitama.lg
.jp/withyou/event/list/11
20.html

埼玉県男女共同参画推進センタ-
(With You さいたま）
TEL：048-601-3111
FAX：048-600-3802

151 川越市
笑顔でふれあいフェスティバル
～平成30年度「障害者週間の集
い」～

　①パラスポーツアスリートによる講演会
　②障害者スポーツ体験、福祉機器体験
　③市内福祉施設等による舞台発表
　④障害者の創作品の展示、市内福祉施設等による授産品の販売
　⑤障害者歯科相談、福祉機器の展示　　など

平成30年12月８日（土）～
12月９日（日）
①12/８（土）13:00～
②12/９（日）10:00～

川越市総合福祉センター ○

http://www.city.kawagoe.s
aitama.jp/kenkofukushi/fu
kushikaigo/shogaifukushi/
2018tsudoifestival.html

川越市
福祉部障害者福祉課計画担当
TEL：049-224-5758
FAX：049-225-3033

152 熊谷市 障害者作品展
　障害者週間の記念事業として、障害者の創作品（絵画・書道・硬筆・工作・写真・手工
芸・陶芸等）を展示する。

平成30年12月４日（火）～
12月７日（金）
①12/４（火）9：00～17：00
②12/６（木）9：00～17：00
③12/７（金）9：00～12：00

熊谷市　緑化センター
「センターホール」

○

熊谷市
福祉部障害福祉課
TEL：048-524-1451
FAX：048-524-8790

153
川口市障害者週間
推進委員会

第20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）で開催する。
　①障害者作品展示/即売
　②パネル展示コーナー・ボッチャ体験コーナー
　③バザー
　④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）

平成30年10月27日（土）
13：00～16：30

川口駅東口駅前公共広場 ○

川口市
福祉部障害福祉課
TEL：048-259-7926
FAX：048-256-5650

154 秩父市 障がいのある方の作品展示
　市役所庁舎内において、障がいのある方の創作活動による作品を展示する。（市内通
所作業所に作品出品を依頼）
　障害者マークやパンフレットの掲示を行う。

平成30年12月４日（火）～
12月14日（金)

秩父市役所エントランスホール ○

秩父市
福祉部障がい者福祉課
TEL：0494-27-7331
FAX：0494-27-7336

155 所沢市 障害者作品展
　①市内在住、在学、在勤の障害児者の作品を展示する。
　②国立障害者リハビリテーションセンターの協力によるパネルの展示等を行う。

平成30年11月29日（木）～
12月５日（水）

所沢市役所
１階ホール

○

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

156 所沢市 障害者週間記念イベント
　①障害者施設の活動発表（楽器演奏等）
　②障害者施設で作成した手芸品や菓子類の販売
　③障害者スポーツ（ボッチャ）の体験会

平成30年12月１日（土）
11:00～16:00

所沢市
こどもと福祉の未来館

○

所沢市
福祉部障害福祉課
TEL：04-2998-9116
FAX：04-2998-1148

157 所沢市 風船バレー体験会
　障害のある人もない人も、高齢者も子どもも、誰もが楽しめるユニバーサルスポーツ「風
船バレー」の体験会を実施する。

平成30年12月３日（月）
午前

所沢市
こどもと福祉の未来館

×

所沢市
福祉部障害福祉課
TEL：04-2998-9116
FAX：04-2998-1149

158 飯能市 ふれあいアート展 　市内の障害者(児)や障害者福祉施設・団体のアート作品・活動を紹介する。
平成30年12月１日（土）～
12月５日（水）
10::00～19：00

飯能市市民活動センター ○
http://www.city.hanno.lg.j
p

飯能市
健康福祉部障害者福祉課
TEL：042-986-5072
FAX：042-986-5074

159 加須市 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地域で開催する。

①平成30年12月４日（火）
②平成30年12月７日（金）
③平成30年12月８日（土）
④平成30年12月17日（月）

①加須市大利根総合支所
②加須市騎西総合支所
③加須市北川辺生涯学習セン
ターみのり
④加須市役所

×

加須市
福祉部障がい者福祉課
TEL：0480-62-1111
FAX：0480-61-4281

160 本庄市 障害者作品展 　障がいのある方々が製作した絵画や陶芸品などの展示、即売を行う。
平成30年12月６日（木）～
12月８日（土）
10:00～16:00

本庄市役所 ○

本庄市
障害福祉課
TEL：0495-25-1125
FAX：0495-23-1963

161 春日部市 第４回障がい者作品展 　障がい者・障がい児による絵画、書道、手芸作品等の展示を行う。

平成30年12月４日（火）～
12月９日（日）
9：00～17：00
（初日は13：00～、最終日は
16：00まで）

春日部市中央公民館ギャラリー ○

春日部市中央公民館
TEL：048-752-3080
春日部市
障がい者支援課
TEL：048-736-1111

162 狭山市 Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ2018
　障害者週間の時期に合わせ、障害者の福祉について理解と関心を深めることを目的に
作品展示、物販、発表などを行う。

平成30年12月５日（水）～
12月８日（土）

狭山市市民交流センター ○
http://www.city.sayama.sa
itama.jp/

狭山市
福祉こども部障害者福祉課
TEL：04-2953-1111
FAX：04-2952-0615

埼玉県
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163 越谷市 こころのアート展
　市内在住の障がい者、障がい福祉サービス事業所等や特別支援学校・特別支援学級
でアートに取り組む方々の作品の展示、販売を行う。

平成30年11月30日（金）～
12月10日（月）
9:00～17:00

イオンレイクタウン ○

https://www.city.koshigay
a.saitama.jp/kurashi_shisei
/fukushi/syogaisien/oshir
ase/koshigaya_contents_2
0151109.html

越谷市障害者福祉センタ-こばと館
TEL：048-966-6633

164 入間市 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、授産品などの展示を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
①12/３（月）
13:00～16:00
②12/４（火）～12/６（木）
9:00～16:00
③12/７（金）
9:00～13:00

入間市役所庁舎１階
市民ギャラリー

○

入間市
福祉部障害者支援課障害福祉担当
TEL：04-2964-1111
FAX：04-2964-3665

165 朝霞市 障害者週間事業
　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。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

朝霞市役所
市民ホール

○

朝霞市
福祉部障害福祉課
TEL：048-463-1599
FAX：048-463-1025

166 志木市
平成30年度障がい者理解促進事
業

　市内通所事業所や障がい者団体に加入する障がい児・者と、一般市民によるカーレット
交流試合や市内通所事業所と障がい者団体をパネルにより紹介、障がい者通所事業所
による物品販売等を行う。

平成30年12月８日（土）
11:30～16:00

志木市総合福祉センター ○ https://www.city.shiki.lg.jp

志木市
健康福祉部福祉課
障がい者福祉グル-プ
TEL：048-473-1111
FAX：048-471-7092

167 和光市 チャレンジド合同展示会 　障害者団体や事業所、学校、一般から作品を持ち寄り展示会を行う。
平成30年12月４日（火）～
12月10日（月）

和光市中央公民館 ○

和光市
社会援護課障害福祉担当
TEL：048-44-9123
FAX：048-466-1473

168 久喜市 障害に対する理解促進・啓発事業
　障害者週間に併せ、広報誌に久喜市自立支援協議会・障害者虐待防止・障害者週間に
ついて特集記事を掲載した。

平成30年12月１日（土）～
12月９日（日）

http://www.city.kuki.lg.jp/
shisei/koho/kuki/kohokuk
i_h30/index.html

久喜市
財政部障がい者福祉課
自立支援係
TEL：0480-22-1111
FAX：0480-23-0699

169 富士見市
障害者週間啓発イベント
知ろう、学ぼう、当事者から

　①パネル展示：障害者支援施設の紹介。
　②販売：クッキーや、花苗、手作り品等の授産品の販売。
　③視覚障がい者による歌と演奏。
　④聴覚障がい者による講演会。

平成30年12月８日（土）
14:00～16:30

富士見市立鶴瀬西交流センター ○
http://www.city.fujimi.sait
ama.jp

富士見市
健康福祉部障がい福祉課庶務係
TEL：049-251-2711
FAX：049-251-1025

170 富士見市 パネル展示
　障害者週間啓発イベントで展示したパネル等を中央図書館において展示し、市内障害
者支援施設での活動を来館者に知ってもらう。

平成30年12月12日（水）～
12月20日（木） 富士見市立中央図書館 ○

http://www.city.fujimi.sait
ama.jp

富士見市
健康福祉部障がい福祉課庶務係
TEL：049-251-2711
FAX：049-251-1025

171

蓮田市身体障害者
福祉会
蓮田市社会福祉協
議会
蓮田市健康福祉部
福祉課

駅頭キャンペーン 　障害者週間啓発チラシ及び啓発品の配布を行う。
平成30年12月３日（月）
17:00～

ＪＲ蓮田駅東口、西口

蓮田市
健康福祉部福祉課
TEL048-768-3111
FAX048-769-0684

172 坂戸市 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30年12月３日（月）～
12月９日（日）

坂戸市役所市民ホール ○

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

173 坂戸市 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30年12月５日（水）
11:00～12:00

マミーマート坂戸
八幡店店頭

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

174 坂戸市 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。 平成30年12月１日発行

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

175 幸手市 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、虐待防止や権利擁護の啓発及び障害
者関係団体の紹介等を行う。

平成30年12月１日発行 　

幸手市
健康福祉部社会福祉課障がい福祉担
当
TEL：0480-42-8435
FAX：0480-43-5600

埼玉県
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176 鶴ヶ島市 障害者理解啓発推進事業講演会
　演題　「障害のある人が地域で暮らす　～障害者福祉の現状と働く場」
　講師　朝日雅也さん（埼玉県立大学教授）
　※併せて、就労移行支援・就労継続支援Ｂ型事業所の施設見学も行う。

平成30年11月２日（金）
18:00～20:30

office HIRUGAO
(鶴ヶ島市大字脚折1497-23）

○
http://www.city.tsurugash
ima.lg.jp/page/page00506
5.html

主催：
鶴ヶ島市
健康福祉部障害者福祉課
TEL：049-271-1111
FAX：049-271-1190
企画運営：
鶴ヶ島市障害者支援ネットワ-ク協議
会（就労継続支援Ｂ型事業所すまいる
はうす）
TEL：049-287-3455
FAX：049-287-3455

177 鶴ヶ島市
障害者団体の紹介と障害者就労
施設の物品販売

　市内の障害当事者団体や障害者を支援する団体、障害福祉サービス事業所等の活動
の様子をパネル展示で紹介する。また、障害者就労施設などの物品販売も行う。

平成30年11月26日（月）～
12月７日（金）
※障害者就労施設の物品販売は、
土・日曜日を除く11:00～13:00

鶴ヶ島市役所１階ロビー
（鶴ヶ島市大字三ツ木16－１）

○

鶴ヶ島市
健康福祉部障害者福祉課
TEL：049-271-1111
FAX：049-271-1190

178 鶴ヶ島市
市内小中学校特別支援学級の児
童・生徒による作品展

　市内小中学校特別支援学級の児童・生徒による絵画、工作などの作品展を開催する。
平成30年11月30日（金）～
１2月７日（金）

鶴ヶ島市役所１階ロビー
（鶴ヶ島市大字三ツ木16－１）

○

鶴ヶ島市
教育部学校教育課
TEL：049-271-1111
FAX：049-271-1190

179 鶴ヶ島市
第６回障がい者交流フェスティバ
ルwith雅市

　障害のある人も、ない人も一緒に楽しめる交流イベントを開催する。
　①ハンドメイド雑貨の販売、市内障害者就労施設の物品販売
　②ブラインドサッカーの体験教室
　③ダンスなどのステージ　など

平成30年12月９日（日）
10:00～16:00

鶴ヶ島市女性センター
（鶴ヶ島市大字脚折1922－７）

○

鶴ヶ島市
健康福祉部障害者福祉課
TEL：049-271-1111
FAX：049-271-1190

180 鶴ヶ島市 第３回障がい者アート　絵画展
　障がい者アーティストが持つ素晴らしい感性で描かれたオリジナリティ溢れる絵画展。関
連開催として、バリアフリー映画会「博士の愛した数式」を上映する。

平成30年12月11日（火）～
12月24日（月）
※バリアフリー映画会は、
平成30年12月15日（土）
14:30～

鶴ヶ島市立中央図書館
（鶴ヶ島市大字高倉1247－１）

○
http://www.tsurugashima
-lib.jp/

鶴ヶ島市立中央図書館
TEL：049-271-3001
FAX：049-271-0121

181 日高市 障害者週間の啓発広報

　障害者週間についての趣旨説明を行うとともに、点字ブロックについての説明と配慮の
呼びかけ、障がい者用駐車場の適正な利用のお願い、障がい者の生活を支える主な
マークの紹介を市広報に掲載する。
　また、上記内容について市のホームページにも掲載する。

市広報平成30年12月１日発行

日高市
福祉子ども部社会福祉課障がい福祉
担当
TEL：042-989-2111
FAX：042-985-4444

182 吉川市
平成30年度「第2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。
 　①午前の部　体験種目：卓球バレー・ボッチャ・フライングディスク・スポーツ吹き矢・風
船バレー等
 　②午後の部：卓球バレー大会

平成30年12月９日（日）
10:00～15:00

吉川市総合体育館 ○

吉川市
こども福祉部障がい福祉課障がい支
援係
TEL：048-982-5238
FAX：048-981-5392

183 越生町 町広報誌掲載 　「障害者週間」、「障害者差別解消法」について掲載する。 平成30年12月号

越生町
健康福祉課福祉担当
TEL：049-292-3121（内線113/114）
FAX：049-292-6405

184 越生町 障害者差別解消法講演会
　障害者差別解消法と合理的配慮についての講演。幼稚園、保育園、学校現場などを中
心に具体的事例から生活の中で身近にできる配慮などの紹介を行う。

平成30年12月８日（土）
13:30～15:00

越生町中央公民館 ○

越生町
健康福祉課福祉担当
TEL：049-292-3121（内線113/114）
FAX：049-292-6405

185 滑川町 ふくしのかたち展 　町内の障害者施設の活動の紹介や授産品の紹介、福祉制度の周知を図る。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

役場ロビー ○

滑川町
健康福祉課福祉担当
TEL：0493-56-2056
FAX：0493-56-2448

186 松伏町 障がい者による作品展 　町内在住・在勤の障がいのある方の作品を展示する。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

松伏町役場 ○

松伏町
いきいき福祉課
TEL： 048-991-1877
FAX： 048-991-3600

187

杉戸町
（社会福祉協議会、
障がい者協議会と
共催）

障がい者週間記念事業
　障害のある方の作品展「アールブリュト展」を行う。
　また、12月9日（日）には、青空市や障害者団体の発表、合唱、吹奏楽の演奏も行う。

平成30年12月９日(日)
10:00～14:00

杉戸町　カルスタすぎと ○

杉戸町
福祉課障がい福祉担当
TEL：0480-33-1111
FAX：0480-33-4561

188 千葉県 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
加者と共に考える。

平成30年12月１日（土）
10:00～15:30

千葉県教育会館 ○
https://www.pref.chiba.lg.j
p/shoji/service/grouphom
e/index.html

千葉県
健康福祉部障害福祉事業課事業支援
班
TEL：043‐223‐2308
FAX：043‐222‐4133

埼玉県
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189
千葉県
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、文化活動の発表を通じて互いの交
流と県民の理解を深める。

平成30年12月４日（火） 千葉県文化会館大ホール ○

千葉県
健康福祉部障害福祉事業課法人指導
班
TEL：043-223-2646
FAX：043-222-4133

190
ボランティア連絡
協議会（銚子市）

第34回　銚子市福祉まつり
　市内の小中学生等から応募のあった福祉標語入選作品の表彰、各ボランティア団体の
活動発表や制作した作品の販売、頒布等を行う。

平成30年12月２日（日）9：30～ 銚子市市民センター ○

社会福祉法人銚子市社会福祉協議会
（銚子市若宮町4番地の8）
銚子市保健福祉センター内
TEL：0479-24-8189
FAX：0479-24-8139

191 市川市 I♡１（アイワン）グランプリ

　障がい者等を被写体にした写真や、障がい者による作品（写真、絵画、造形物等）の展
示と、コンテスト。中央図書館に併設の喫茶店（就労継続支援B型事業所）を展示会場と
し、来場者に、気に入った作品に「いいね」シールを貼ってもらう。最終日に「いいね」シー
ルの集計を行い、「写真部門」「物部門」それぞれ上位3者に、「I♡あいフェスタ」にて表彰を
行う。

平成30年11月17日（土）～
11月25日（日）
10：00～17：00

市川市生涯学習センター
１階カフェテラスぴっころ

○
http://www.city.ichikawa.l
g.jp/wel05/1111000142.ht
ml

市川市
福祉部障害者支援課相談班
TEL：047-712-8517
FAX：047-712-8727

192 市川市 I♡あい（あいあい）フェスタ

　障がいのある人もない人も共に楽しめるイベントを、ショッピングモール内のスペースに
て開催する。
　①12月８日（土）
　　 福祉の店（福祉施設等による生産品の展示販売）
　　 障がいに関連した体験コーナー（点字名刺作成、ストーマ、障がい疑似体験等）
　　 ワークショップ（簡単な工作）
　②12月９日（日）
　　 おもちゃ図書館
　　 ミュージカルやバンド演奏など、音楽やパフォーマンス

平成30年12月８日（土）～
12月９日（日）
①12月８日（土）11：00～16：00
②12月９日（日）11：00～15：30

ニッケコルトンプラザ２階
コルトンホール

○
http://www.city.ichikawa.l
g.jp/wel05/1111000142.ht
ml

市川市
福祉部障害者支援課相談班
TEL：047-712-8517
FAX：047-712-8727

193 船橋市 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。
　①障害のある方が創作した絵画等の展示。
　②障害者就労施設等で作られた菓子・野菜・小物等の販売
　③障害者スポーツ・レクリエーション体験
  ④障害当事者による合唱・ダンス等の発表会
  ⑤補助犬によるデモンストレーション

平成30年11月22日（木）～
11月23日（金）

ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ
中央広場

○
http://www.city.funabashi.
lg.jp/kenkou/shougaisha/
011/p065310.html

船橋市健康福祉局福祉サービス部
障害福祉課計画係
TEL：047-436-2307
FAX：047-433-5566

194
木更津市地域自立
支援協議会
（木更津市）

障がい者施設製品販売会
　市内大型店舗において市内の障がい者施設で制作した物品の販売会を実施する。当
事者も販売に立会い、利用者の工賃向上と市民の障がい者理解を啓発する。

平成30年12月８日（土）
9:00～15:00

イオンモール木更津 ○

木更津市
福祉部障がい福祉課障がい福祉担当
TEL：0438-23-8497
FAX：0438-25-1213

195 松戸市 第25回ふれあいフェスティバル

　障害者の福祉について市民の皆様の理解を深め、障害者の社会参加への意欲を高め
ることを目的として、市内の障害福祉施設で作製した商品の販売や各種イベントを行う。
　①販売コーナー
　   （食品コーナー、雑貨コーナー、その他団体コーナー）
　②聖徳大学学園祭への出張販売
　③音楽・上演イベント
　④来場者プレゼントコーナー

平成30年11月16日（金）・
11月17日（土）
①11/16（金）　10:00～15:30
②11/17（土）　10:00～15:30

松戸市松戸中央公園
（市民プール跡地）

○

http://www.city.matsudo.
chiba.jp/kenko_fukushi/sh
ougaifukushi/oshirase/hur
eai_festival.html

松戸市
福祉長寿部障害福祉課
TEL：047-366-7348
FAX：047-366-7613

196 松戸市
みんなスマイル！ふれあい22フェ
スタ
第25回障害者週間記念事業

　市民の皆さまの理解を深め、障害者の社会参加への意欲を高めることを目的として、松
戸市健康福祉会館にて、施設紹介や作品展示、体験等のイベントを行う。
　①障害を持つ人のため、創作活動やスポーツ等を指導する「ふれあい教室」での展示・
発表・体験
　②福祉施設による物販コーナー、施設紹介、作品展示
　③特別支援学校等紹介、作品展示
　④相談コーナー
　⑤パラスポーツ体験

平成30年12月８日（土）
10:00～15:00
（作品展示については、
12月4日～12月9日）

松戸市健康福祉会館 ○

松戸市
福祉長寿部健康福祉会館
TEL：047-383-0022
FAX：047-383-5522

197 野田市 障がい者就労施設の作品展示会
　市内障がい者就労施設で作成された物品の展示を行うもの。一般企業や市民に対して
情報提供を行い、販売促進を目指す。

平成30年12月５日（水）～
12月11日（火）

野田市役所
1階ふれあいギャラリー

○
http://www.city.noda.chib
a.jp/shisei/keikaku/houko
ku/1000867.html

野田市
保健福祉部障がい者支援課計画係
TEL：04-7125-1111　内線2150
FAX：04-7123-1095

198 野田市 市民への広報
　市報掲載及び懸垂幕により、市民に12月３日から９日は「障害者週間」であることを広報
するもの。障がいのある人への配慮を啓発し、障がいのある人もない人も誰もが「元気で
明るい家庭を築ける野田市」を目指す。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

野田市役所

野田市
保健福祉部障がい者支援課計画係
TEL：04-7125-1111　内線2150
FAX：04-7123-1095
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199 佐倉市 障害について学ぶ市民講座
　テ－マ「自分のことは自分で決めたい」～誰もが自分らしく地域で生きるために～
　当事者の立場での講演と市内在住の当事者との鼎談
　一部　講演　　二部　鼎談(知的・視覚・精神の方たちの意見交換)

平成30年12月９日（日）
10:00～12:00

佐倉市志津コミュニティー
センター

○

佐倉市
福祉部障害福祉課
TEL：043-484-4164
FAX：043-484-1742

200 東金市 障がい者作品展
　障がいのある方（市内に居住または施設へ入所中で市の福祉サービスを受けている
方）の作成した作品を市役所で展示する。

平成30年12月４日（火）～
12月７日（金）

東金市役所 ○
http://www.city.togane.ch
iba.jp/0000006516.html

東金市
市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
TEL：0475-50-1167
FAX：0475-50-1232

201

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の周知を行い、地域住民の方々と交流をはかる。 平成30年12月２日（日） 東金市保健福祉センター ○
http://www.togane-
shakyo.jp/wahtsnew₋n₋
page.php?no=349

東金市社会福祉協議会
TEL：0475-52-5198
FAX：0475-52-8227

202 習志野市 習志野市障がい者スポーツ大会
　＜競技＞ボッチャ、ラダーゲッター、ディスゲッターナイン、スポーツ吹き矢
　＜展示コーナー＞パラリンピック推進のため、千葉県で行われるパラスポーツ（ゴール
ボール、パラテコンドー、シッティングバレーボール、車いすフェンシング)等のパネル展示

平成30年11月９日（金） 習志野市東部体育館 ○

http://www.city.narashino.
lg.jp/kenkofukushi/shogai
shafukushi/H30syogaisya
-sports-taikai.html

習志野市
健康福祉部障がい福祉課
TEL：047-453-9206
FAX：047-453-9309

203 習志野市
市広報誌「広報習志野」12月1日
号への記事掲載(見開き2ページ)

　①習志野市で暮らす障がいのある方々の紹介
　②障がいのある方へできる支援の案内
　③障がい者差別の解消

平成30年12月１日（土）
http://www.city.narashino.
lg.jp/joho/koho/koho/H30
.html

習志野市
健康福祉部障がい福祉課
TEL：047-453-9206
FAX：047-453-9309

204

習志野市
習志野市福祉
ふれあいまつり
実行委員会

習志野市福祉ふれあいまつり
　①保育所、小中学校、障がい者団体等による演舞、合唱
　②福祉団体等による手作り品等の販売、展示、相談、活動紹介
　③特別支援学級による作品展示・販売

平成30年10月27日（土）
10:00～16:00

習志野市役所 ○
http://www.city.narashino.
lg.jp/event/event/H30huk
ushihureaimatsuri.html

習志野市
健康福祉部健康福祉政策課
TEL：047-453-9243
FAX：047-453-9309

205 柏市 ＭＯＮＯづくりマルシェinアリオ柏

　柏市内の障害福祉サービス事業所等による製品等販売会を開催する。
　開催会場では、製品等販売の他、市内事業所等のPRコーナーや市内ボランティア団体
の協力によるバル－ンアート、千葉県のマスコットキャラクターであるチーバくんが出演す
るとともに、先着100名様に事業所等の製品をプレゼント予定。

平成30年12月７日（金）
9:00～16:00

セブンパークアリオ柏 ○

広報かしわ12月1日号掲
載
http://www.city.kashiwa.lg
.jp/policy_pr/pr/

柏市
保健福祉部障害福祉課施設指導担当
TEL：04-7167-1136
FAX：04-7167-0294

206 柏市 障害理解イベント

　午前中はパラリンピックの正式種目でもあり、テレビでもたびたび取り上げられ話題に
なっている「ボッチャ」を行う。
　午後は、自閉症のピアニストの方と盲目のヴァイオリニストの方の音楽コンサートを開催
する。

平成30年12月８日（土）
9:00～16:00

柏市パレット柏 ○

広報かしわ12月1日号掲
載
http://www.city.kashiwa.lg
.jp/policy_pr/pr/

柏市
保健福祉部障害福祉課事業調整担当
TEL：04-7167-1136
FAX：04-7167-0294

207 柏市
車椅子バスケットボール体験会、
試合観戦
ニュースポーツ体験会

　車椅子バスケットボール強豪チーム「NO EXCUSE」の方と一緒に車椅子バスケットボー
ルの体験会を行うもの。体験会終了後は、NO　EXCUSEの方による、車椅子バスケット
ボールの試合観戦も可能。
　また、車椅子バスケットボール体験会の横でニュースポーツ体験会も行う。

平成30年12月９日（日）
車椅子バスケットボール体験会、
ニュースポーツ体験会
13:00～15:00
試合観戦
15:30～18:00

柏市沼南体育館 ○

広報かしわ12月1日号掲
載
http://www.city.kashiwa.lg
.jp/policy_pr/pr/

柏市
保健福祉部障害福祉課事業調整担当
TEL：04-7167-1136
FAX：04-7167-0294

208 市原市 障がい者週間啓発事業
　市内の障がい者支援施設や障がい者支援団体がステージ上で日頃の活動について発
表を行うことで、障がい者理解促進を図る。また、併設行事としてかかる施設や団体の作
品展示及び物販を実施する。

平成30年12月９日（日）
13:00～15:30

市原市勤労会館ＹＯＵ
ホール3階多目的ホール

○
http://www.city.ichihara.c
hiba.jp/kenko/syougaisya
hukusi/event/index.html

市原市
保健福祉部障がい者支援課管理係
TEL：0436-23-9815
FAX：0436-22-3325

209 市原市
障がい者週間に係るノボリ旗の設
置

　期間中、市内各所で障がい者週間に係る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。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

市原市役所第１庁舎１階
各支所

市原市
保健福祉部障がい者支援課管理係
TEL：0436-23-9815
FAX：0436-22-3325

210 流山市 障害者週間展示事業 　市内の障害者団体及び障害福祉施設・事業所等によるパネル展示を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

イトーヨーカドー流山店内 ○

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

211 鎌ケ谷市 広報かまがやへの掲載
　12月に市で発行している広報紙へ、障害者差別解消法や障がいのある人に関するマー
ク等についての記事を掲載する。

平成30年12月１日（土）

鎌ケ谷市
健康福祉部障がい福祉課庶務係
TEL：047-445-1305
FAX：047-443-2233
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212 鎌ケ谷市
市主催の行事における啓発用リー
フレットの配布

　１月の成人式で、新成人対象に障害者差別解消法の啓発用リーフレットを配布する。 平成31年１月13日（日）

鎌ケ谷市
健康福祉部障がい福祉課庶務係
TEL：047-445-1305
FAX：047-443-2233

213 君津市 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
展示を行う。

平成30年12月５日（水）
10:00～15:00

君津市役所１階ロビー ○

君津市
保健福祉部障害福祉課給付係
TEL：0439-56-1148
FAX：0439-56-1220

214
ウィズハーモニー
（君津市）

アール・ブリュット・アート展　他
　①障害者アート作品の展示
　②ハンセン病に関する講演会

 ①平成30年12月４日（火）～
12月９日（日）
 ②平成30年12月５日（水）
10:30～11:45

君津市生涯学習交流
センター

○

君津市
保健福祉部障害福祉課給付係
TEL：0439-56-1148
FAX：0439-56-1220

215
富津市障害者
総合支援協議会

～障がいのあるひともないひともと
もにくらすまち～
ポスターコンクール展示会

　小中学生を対象として「障がいのあるひともないひともともにくらすまち」をテーマにポス
ターを募集し、応募のあった作品の展示会を行う。

平成30年12月４日（火）～
12月９日（日）

イオンモール富津 ○

富津市
健康福祉部社会福祉課障害者福祉係
TEL：0439-80-1260
FAX：0439-80-1355

216 浦安市
第4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。

平成30年11月４日（日） 浦安市新浦安駅前広場 ○

浦安市
福祉部障がい事業課
TEL：047-712-6398
FAX：047-355-1294

217 袖ケ浦市 「広報そでがうら」特集ページ掲載 　毎年12月１日号の市広報誌「広報そでがうら」に障害者週間特集ページを掲載する。
平成30年12月１日（土）
（毎年12月１日）

https://www.city.sodegau
ra.lg.jp/soshiki/hisho/kou
houpdf.html

袖ケ浦市
福祉部障がい者支援課給付班
TEL：0438-62-3199
FAX：0438-63-1310

218 八街市 ふれあいスポーツ大会
　障害の種別・程度などを問わず、スポーツを通して楽しみながら体力向上、健康増進、
生きがいの助長を図るとともに、市民に障害への関心と理解を深めてもらうことを目的と
するもの。

平成30年７月21日(土)
9:00～12:00

八街市中央公民館 ○

八街市
市民部障がい福祉課
TEL：043-443-1649
FAX：043-443-1742

219
印西市地域自立支
援協議会就労部会
（印西市）

おしごと発見フェア
　就職を希望する障がいのある人と障害者枠求人を募集している市内企業１０社程度の
出会いの場として企業説明会を実施する。

平成30年11月16日（金）
14:00～16:00

印西市中央駅前交流館 ○ http://www.city.inzai.lg.jp

就職するなら明朗塾
企業合同説明会係
TEL：043-235-7350
FAX：043-235-7351

220
印西市地域自立支
援協議会就労部会
（印西市）

おしごと応援フェア
　就労を希望する障がいのある人が知りたい情報を得られ、支援機関と出会う機会とな
り、さまざまな形での「はたらく」につながることのきっかけとなるものとして、関連する講演
会やシンポジウム、相談会など実施する。

平成31年１月25日（金）
13:30～15:30

印西市イオンホール ○ http://www.city.inzai.lg.jp

印西市
健康福祉部障がい福祉課支援係
TEL：0476-33-4136
FAX：0476-42-0381

221 印西市 アートフェス(障害者作品展) 　学校、障害者団体に所属する障害者(児)が作成した作品を展示する。
平成31年１月26日（土）、27日（日）
10:00～16:00

印西市イオンホール ○ http://www.city.inzai.lg.jp

印西市
健康福祉部障がい福祉課支援係
TEL：0476-33-4136
FAX：0476-42-0381

222 白井市
白井市地域活動支援センター作
品展

　講座利用者による作品の展示公開を行う。
平成30年11月12日（月）～
11月16日（金）

白井市保健福祉センターウェルプ
ラット１階ロビー

○

白井市
福祉部障害福祉課
障害者地域活動支援センター
TEL：047-497-3485
FAX：047-492-3033

223 白井市 精神障がい者家族のための講座
　精神障がい者家族を対象とした、親なき後や精神科薬の知識等についての講座を開催
する。

①平成30年11月20日（火）
13：30～15：40
②平成30年11月30日（金）
13：30～15：40
③平成30年12月11日（火）
13：30～15：40
④平成30年12月21日（金）
13：30～15：40

白井市保健福祉センターウェルプ
ラット研修室

○

白井市
福祉部障害福祉課
TEL：047-497-3483
FAX：047-492-3033

224
富里障がい者フェス
ティバル実行委員会
（富里市）

第１９回富里障がい者フェスティバ
ル

　障がい者、当事者団体、市内事業所が参加し、歌やダンスなどを披露する交流イベント
を開催する。

平成30年12月１日（土） 富里市福祉センター ○

富里市
健康福祉部社会福祉課障害福祉班
TEL：0476-93-4192
FAX：0476-93-2215

千葉県
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225
聖マーガレット
ホーム（匝瑳市委
託）

こころのしゃべり場
　ピアサポーターと精神科に通院している方、引きこもりの方などのおしゃべりの会（スタッ
フ：ピアサポーター　障害者相談支援専門員）を開催する。

①平成30年11月13日（火）
②平成30年12月11日（火）
③平成31年１月８日（火）
毎月第２火曜日
13:30～15:30

匝瑳市八日市場公民館 ×

聖マーガレットホーム
TEL：0479-74-3457
FAX：0479-74-3272
匝瑳市
福祉課障害福祉班
TEL：0479-73-0096
FAX：0479-72-1116

226 匝瑳市 こころの健康のつどい

　精神科に通院している方とその家族、支援者のつどい。各回テーマについて、DVDを見
ながら情報交換し、希望者には個別相談をする。
　スタッフ：精神保健福祉士　　障害者相談支援専門員　　ピアサポーター　　福祉課職員
　①統合失調症を知ろう　　②うつ病を知ろう　　③認知行動療法

①平成30年11月13日（火）
②平成30年12月11日（火）
③平成31年１月８日（火）
10:00～11:50

匝瑳市八日市場公民館 ○

匝瑳市
福祉課障害福祉班
TEL：0479-73-0096
FAX：0479-72-1116

227 匝瑳市
こころの健康セミナー「家庭内傾
聴ってなあに」

　精神障害者や引きこもりの家族、支援者、テーマに関心のある市民を対象に、講演会を
開催する。

平成30年11月27日（火）
13:30～15:30

匝瑳市八日市場公民館 ○

匝瑳市
福祉課障害福祉班
TEL：0479-73-0096
FAX：0479-72-1116

228 匝瑳市
障害者週間について市広報に掲
載

　市広報12月号に障害者週間について掲載し周知を図る。 平成30年12月１日(土）発行

匝瑳市
福祉課障害福祉班
TEL：0479-73-0096
FAX：0479-72-1116

229
身体障害者福祉会
（いすみ市）

身体障害者福祉会グラウンドゴル
フ大会

　１チーム３人とし、チーム対抗でのグランドゴルフ大会を実施。会員相互の交流を図る。 平成30年10月20日（土）
いすみ市文化とスポーツの森ス
ポーツ広場

×

いすみ市
福祉課社会・障害福祉班
TEL：0470-62-1117
FAX：0470-63-1252

230
身体障害者福祉会
（いすみ市）

夷隅地区身体障害者福祉会ス
ポーツ大会

　いすみ市、大多喜町、御宿町の障害者福祉会会員が参加し、１チーム３人でのグランド
ゴルフ大会を実施する。
　１コース16ホールで打数を競い、成績により表彰を行う。

平成30年11月１日（木）
いすみ市文化とスポーツの森ス
ポーツ広場

×

いすみ市
福祉課社会・障害福祉班
TEL：0470-62-1117
FAX：0470-63-1252

231 東京都 広報活動計画
　ポスターの掲示・チラシの送付を行う。
　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

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

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

232 東京都 ふれあいフェスティバル
 ①障害者自立生活者・自立支援功労者への知事賞及び記念品贈呈を行う。
 ②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する。

平成30年12月３日（月）
東京都庁第一本庁舎
５階大会議場

○
http://www.fukushihoken.
metro.tokyo.jp/shougai/ko
za/hurefesu.html

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

233 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。

平成30年12月３日（月）～
12月８日（土）
（12月４日（火）を除く）

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

234 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パラリンピック競技用車いす試乗体験
　④障害者サポーター「ハートクルー」養成講座
　⑤手話体験講座

①・②：平成30年12月３日（月）～
12月10日（月）
③：平成30年12月８日（土）
④：平成30年12月４日（火）・
12月６日（木）
⑤：平成30年12月７日（金）

千代田区役所１階区民ホール
○

http://www.city.chiyoda.lg
.jp/koho/kenko/shogaisha
.index.html

千代田区
保健福祉部障害者福祉課障害者福祉
係
TEL：03-5211-4214
FAX：03-3556-1223

235 千代田区
Let's play！パラスポーツちよだ
2018
 パラスポーツをやってみよう！

　障害者及び障害者スポーツへの理解を深めるとともに東京2020パラリンピック競技の関
心向上を図るため、パラリンピアン（障害者アスリート等）との交流や、車いすバスケット
ボール、ブラインドサッカー等の障害者スポーツの体験及び障害者アートの展示を行う。

平成30年12月７日（金）
【１部】 9:00～11:50
【２部】13:00～15:50

平成30年12月８日（土）
【１部】 9:00～11:50
【２部】13:00～15:50
※一般区民の参加は、12月８日
（土）２部のみ可能

千代田区立スポーツセンター（東
京都千代田区内神田2-1-8）

○

http://www.city.chiyoda.lg
.jp/koho/bunka/tokyo-
olympic/para-
sports.html/

千代田区
地域振興部生涯学習・スポーツ課
オリンピック・パラリンピック係
TEL：03-5211-4188
FAX：03-3264-1466

236 中央区
障害者雇用を推進する企業向け
セミナー「そうだったのか！！精神
障害者の雇用と定着のポイント」

　(講演会)
　①精神障害者雇用の現状と対応のポイント
　②精神障害者への業務の切り出しと職場定着にむけて

平成30年11月20日（火）
14:00～16:00

銀座ブロッサム（中央会館）
７階「マーガレット」

×
http://www.shakyo-chuo-
city.jp/

中央区障害者就労支援センター
TEL：03-3865-3889
FAX：03-3865-3662

千葉県
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237 中央区 障害者週間公開講座
　地域活動支援センターポケット中央主催公開講座「心病む人が自立するために必要な
こと」を開催する。

平成30年12月２日（日）
13:30～16:00

中央区立教育センター
５階視聴覚ホール

○
中央区ホームページ
https://cms.city.chuo.lg.jp
/

中央区障害者地域活動支援センター
「ポケット中央」
TEL：03-3541-1021

238 港区 障害者週間ポスター原画展
　障害者週間を広く普及・啓発するため、港区在住・在勤・在学の皆さんが描いた作品を
展示する。

①平成30年11月13日（火）～
12月１日（土）
②平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

①みなとパーク芝浦
②港区役所

○
http://www.city.minato.to
kyo.jp/

港区
障害者福祉課障害者福祉係
TEL：03-3578-2458
FAX：03-3578-2678

239 港区
第37回障害者週間記念事業
ともに生きるみんなの集い

　障害者週間を記念し、企業等への感謝状贈呈、講演及び記念コンサート等を行うこと
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」の理念を定着させるもの。

平成30年12月１日（土）
男女平等参画センター　リーブラ
ホール（みなとパーク芝浦） ○

http://www.city.minato.to
kyo.jp/

港区
障害者福祉課障害者福祉係
TEL：03-3578-2458
FAX：03-3578-2678

240 新宿区 人権啓発パネル展
　①障害者差別解消法、ヘルプカードの周知
　②障害のある方が製作した作品の展示

平成30年12月３日(月)～
12月10日(月)
9:00～17:00

新宿区役所
本庁舎1階ロビー

○

新宿区
障害者福祉課福祉推進係
TEL：03-5273-4516
FAX：03-3209-3441

241 新宿区
新宿区内障害者福祉施設共同バ
ザール・障害者作品展

　①障害のある方が製作した作品の展示
　②障害のある方が製作した雑貨や食品の販売
　③知的障害疑似体験　・パラスポーツ体験
　④音楽等のステージ

平成30年12月４日(火) ・
12月５日(水)
10:30～20:00
（販売は～19:00、２日目は17:00終
了）

新宿駅西口広場
イベントコーナー

○
http://www.city.shinjuku.l
g.jp/fukushi/shogai01_001
026.html

新宿区
障害者福祉課事業指導係
TEL：03-5273-4253
FAX：03-3209-3441

242 新宿区 障害者作品展 　障害のある方が製作した作品の展示を行う。
平成30年11月22日(木)～
12月20日(木)

ギャラリーオーガード
’みるっく’

○
http://www.city.shinjuku.l
g.jp/fukushi/shogai01_001
026.html

新宿区
障害者福祉課事業指導係
TEL：03-5273-4253
FAX：03-3209-3441

243 文京区 文京総合福祉センター祭り
　地域住民に向けた啓発活動や、障害理解を深めるため、障害者体験や福祉機器・用具
体験等を実施する。

平成30年11月10日（土）～
11月11日（日）

文京総合福祉センター
文京区小日向2-16-15

○

https://www.city.bunkyo.l
g.jp/hoken/koresha/moyo
oshi/fukushicentermatsuri
.html

文京区
福祉部障害福祉課知的障害者支援係
TEL：03-5803-1214
FAX：03-5803-1352

244 文京区 ほんわかまつり
　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30年11月24日（土）
文京区立本郷福祉センター
文京区本駒込4-35-15勤労福祉
会館

○

文京区
福祉部障害福祉課知的障害者支援係
TEL：03-5803-1214
FAX：03-5803-1352

245 文京区 ふれあいの集い
　「障害者週間」に合わせて、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
行事を開催する。

平成30年12月８日（土）～
12月10日（月）

文京シビックセンター
１階及び地下1階
文京区春日1-16-21

○
https://www.city.bunkyo.l
g.jp/hoken/shogai/rikai/f
ureai.html

文京区
福祉部障害福祉課障害者在宅サービ
ス係
TEL：03-5803-1212
FAX：03-5803-1352

246 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18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30年12月18日（火）
文京シビックセンター
地下２階（区民ひろば）
文京区春日1-16-21

○
https://www.city.bunkyo.l
g.jp/hoken/shogai/shigot
o/heartfulkoubou.html

文京区
福祉部障害福祉課障害福祉係
TEL：03-5803-1211
FAX：03-5803-1352

247 文京区
第14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、地域住民へ積極的に周知・啓発
することを目的として、「第14回共生のための文京地域支援フォーラム」を実施する。今回
は、大学生が区内にあるグループホームを訪問し、そこに暮らす方たちの想いを伺ってき
た。その内容について報告会を行う。

平成30年12月８日（土）
東洋大学白山キャンパス
文京区白山5-28-20

○
https://bunkyo-
chiikishien.jimdo.com/

文京区
福祉部障害福祉課障害福祉係
TEL：03-5803-1211
FAX：03-5803-1352

248 文京区
ホストタウンから広める心のバリア
フリーシンポジウム

　心のバリアフリーの推進や共生社会の実現のため、様々な主体との協働により、セミ
ナー、基調講演、パネルディスカッション等を開催する。

平成30年11月６日（火）

文京シビックセンター
２階（小ホール）
１階アートサロン他
文京区春日1-16-21

○
http://www.city.bunkyo.lg.
jp/hoken/shogai/rikai/sy
mposium.html

文京区
福祉部障害福祉課障害福祉係
TEL：03-5803-1211
FAX：03-5803-1352

249 台東区 障害者週間講演会
　住民の障害者への理解を深めるため、障害者虐待防止法及び障害者差別解消法につ
いて事例を踏まえて講演会を実施する。

平成30年12月６日（木） 台東区役所10階会議室 ○

台東区
障害福祉課
TEL：03-5246-1058
FAX：03-5246-1179

250 台東区
みんなで歌おう！ピアノＤＥコン
サート

　障害の有無にかかわらず誰もが一緒に集い、歌手やピアニストと共に歌う事を楽しむ参
加型コンサートを開催する。機能訓練や歌教室利用者の発表の場にもなっている。

平成30年12月５日（水）
生涯学習センター
２Fミレニアムホール

○

http://cms:10080/53ccd0
c5-405a-49c3-9a3d-
769403e0a02c/minnnadeu
taoupianode.html

台東区
障害福祉課(松が谷福祉会館)
TEL：03-3842-2672
FAX：03-3842-2674

東京都
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251 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・折り紙教室)での作品
を、生涯学習センターアトリウム(入り口フロア)をお借りし、展示する。

平成30年11月30日（金）～
12月７日（金）

生涯学習センター
１Fアトリウム

○

http://cms:10080/1a1eb1
12-2076-4e79-8647-
511e9f801202/syougaisya
sakuhinnte.html

台東区
障害福祉課(松が谷福祉会館)
TEL：03-3842-2672
FAX：03-3842-2674

252 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」

　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。

平成30年12月８日（土）
12:00～15:00

すみだリバーサイドホール
２階イベントホール

○

墨田区
障害者福祉課
TEL：03-5608-6217
FAX：03-5608-6423

253 江東区 第３８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。

平成30年12月１日（土） ティアラこうとう ○
https://www.city.koto.lg.jp
/212507/fukushi/shogais
ha/taikai/291202.html

江東区
福祉部障害者支援課
TEL：03-3647-4749
FAX：03-3699-0329

254 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30年11月22日（木）～
11月28日（水）
（土曜日・祝日はのぞく）

品川区役所第２庁舎
３階展示スペース

○

http://www.city.shinagawa
.tokyo.jp/PC/eventcalend
ar/eventcalendar201811.h
tml

品川区
福祉部障害者福祉課
TEL：03-5742-6762
FAX：03-3775-2000

255 品川区 障害者週間・記念のつどい
　障害者週間（12月３日～９日）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、映画祭を実施する。

平成30年12月７日（金）～
12月８日（土）

きゅりあん小ホール ○

http://www.city.shinagawa
.tokyo.jp/PC/eventcalend
ar/eventcalendar201812.h
tml

品川区
福祉部障害者福祉課
TEL：03-5742-6707
FAX：03-3775-2000

256 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30年12月８日（土） めぐろパーシモンホール ○

目黒区
障害福祉課障害福祉管理係
TEL：03（5722）9846
FAX：03（3715）4424

257 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30年12月１日（土）～
12月７日（金）

（変更可能性あり）

目黒区役所総合庁舎
本館１階西口ロビー

○

目黒区
障害福祉課障害福祉管理係
TEL：03（5722）9846
FAX：03（3715）4424

258 大田区 障害者福祉強調月間
　①障がいのある方が制作した絵画・書・手芸・工作などの展示。
　②障がい者施設の活動を紹介するパネルの展示。
　③障がいのある方もない方も共に集い交流を図るため、イベントの実施。

①平成30年10月２日（火）～
10月12日（金）
②平成30年９月29日（土）～
11月５日（月）
③平成30年10月21日（日）

①区役所展示コーナー
②区役所ロビー、商業施設など
③大田区総合体育館

○

大田区
福祉部障害福祉課障害者支援（障害
事業）
TEL：03-5744-1251
FAX：03-5744-1555

259 世田谷区

第３８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2018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）、
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）、模擬店、バザー等

平成30年12月９日（日）
（作品展は、平成30年12月４日（火）
～
12月９日（日））

世田谷区民会館
（模擬店、バザー等は世田谷区役
所中庭）

○

世田谷区
障害福祉担当部障害施策推進課管理
係
TEL：03-5432-2385
FAX：03-5432-3021
E-mail：
sea02083@mb.city.setagaya.tokyo.jp

260 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

平成30年12月８日（土） 美竹の丘・しぶや ○

渋谷区
福祉部障害者福祉課福祉計画推進係
TEL：03-3463-1922
FAX：03-5458-4935
渋谷区障害者団体連合会
TEL・FAX：03-3401-7653

261 渋谷区 作品展「どきどきときめき展」
　障害のある人が創意工夫し制作した作品を展示し、障害のある人の文化芸術活動の推
進と社会参加意欲の向上を図る。

平成30年12月７日（金）～
12月11日（火）

渋谷区
文化総合センター大和田

○

渋谷区
福祉部障害者福祉課福祉計画推進係
TEL：03-3463-1922
FAX：03-5458-4935
渋谷区障害者団体連合会
TEL・FAX：03-3401-7653

262 渋谷区
障害者差別解消法・心のバリアフ
リー講演会

　障害者差別解消法及び心のバリアフリーについて普及啓発と理解促進を図ることを目
的に講演会を実施する。

平成30年12月14日（金） 美竹の丘・しぶや ○

渋谷区
福祉部障害者福祉課福祉計画推進係
TEL：03-3463-1922
FAX：03-5458-4935

東京都
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263 中野区 障害者関係団体等パネル展示
　障害者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する。

平成30年12月１日（土）～
12月７日（金）

中野区役所本庁舎
１階ロビー

○

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
E-mail：ｓｈｏｇａｉｈｕｋｕｓｉ＠ｃｉｔｙ.ｔｏｋｙｏ－
ｎａｋａｎｏ.ｌｇ.ｊｐ

264 中野区
障害者就労支援事業所による販
売会

　障害者就労支援事業所の通所者が製作した自主生産品の販売会を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

中野区役所本庁舎
１階ロビー

○

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
E-mail：ｓｈｏｇａｉｈｕｋｕｓｉ＠ｃｉｔｙ.ｔｏｋｙｏ－
ｎａｋａｎｏ.ｌｇ.ｊｐ

265 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。
平成30年12月３日（月）～
12月21日（金）

中野区役所本庁舎
南側壁面

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
E-mail：ｓｈｏｇａｉｈｕｋｕｓｉ＠ｃｉｔｙ.ｔｏｋｙｏ－
ｎａｋａｎｏ.ｌｇ.ｊｐ

266 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、区内掲示板に周知用ポスターを掲示する。
平成30年12月３日（月）～
12月14日（金）

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
E-mail：ｓｈｏｇａｉｈｕｋｕｓｉ＠ｃｉｔｙ.ｔｏｋｙｏ－
ｎａｋａｎｏ.ｌｇ.ｊｐ

267 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。

平成30年11月30日（金）～
12月２日（日）

セシオン杉並
展示室

○
http://www.city.suginami.t
okyo.jp/cgi-evt/event.cgi

杉並区
障害者施策課管理係
TEL　03-3312-2111
FAX　03-3312-8808

268 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。
平成30年11月26日（月）～
11月30日（金）

杉並区役所
２階区民ギャラリー

○
http://www.city.suginami.t
okyo.jp/cgi-evt/event.cgi

杉並区
障害者施策課管理係
TEL　03-3312-2111
FAX　03-3312-8808

269 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、映画上映会などのイベントや
模擬店などを開催する。

平成30年12月２日（日） セシオン杉並 ○
http://www.city.suginami.t
okyo.jp/cgi-evt/event.cgi

杉並区
障害者施策課管理係
TEL　03-3312-2111
FAX　03-3312-8808

270 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。

平成30年12月２日（日）
セシオン杉並
ホール

○
http://www.city.suginami.t
okyo.jp/cgi-evt/event.cgi

杉並区
障害者施策課管理係
TEL　03-3312-2111
FAX　03-3312-8808

271 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等と合同で、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30年12月４日（火）～
12月７日（金）

豊島区役所
としまセンタースクエア

○

豊島区
障害福祉課管理・政策推進グループ
TEL：03-3981-1766
FAX：03-3981-4303

272 豊島区 ふくし健康まつり
　福祉関係団体と健康関係団体で２日間に分けて実施する。
　①障害福祉関係団体等による模擬店、バザー、体験、相談他
　②健康・保健関係団体等による講演会、展示、聴力測定、健康相談他

①平成30年12月１日（土）
②平成30年12月２日（日）

豊島区役所会議室、
としまセンタースクエア

○

豊島区
障害福祉課管理・政策推進グループ
TEL：03-3981-1766
FAX：03-3981-4303

273 豊島区
Echlkaj也袋ギャラリー池袋ギャラ
リー「障害者アート展」

　「第11回豊島区障害者美術展(ときめき想造展)」の受作品９点を展示する。
平成30年11月１日（木）～
11月29日（木）

Echlkaj也袋ギャラリー
（東京メトロ副都心線池袋駅構
内）

○

豊島区
障害福祉課管理・政策推進グループ
TEL：03-3981-1766
FAX：03-3981-4303

274 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30年12月３日（月）～
12月７日（金）

北区役所第一庁舎
一階正面玄関ロビー

○

http://www.city.kita.tokyo.
jp/s-
fukushi/jisyuseihinngoudo
uhannbai.html

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

東京都
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275 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30年12月８日（土）～
12月９日（日）

北区立障害者福祉センター ○

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

276 北区 障害者週間記念事業
　リオデジャネイロパラリンピックに出場した高田千明選手とガイドランナーを務めた大森
盛一氏を招き、障害者スポーツをテーマに講演会と養成講座を開催する。

平成30年12月２日（日）
赤羽体育館
エクササイズスタジオ
及びサブアリーナ

○
http://www.city.kita.tokyo.
jp/ori_para/30supovol2.ht
ml

北区
東京オリンピック・パラリンピック担当
課
TEL：03-5390-1136
FAX：03-5390-1137

277 荒川区
障がい者就労支援事業所製品展
示

　障がい者就労支援事業所の製品展示を行い、周知・啓発等を行うことで、事業者からの
発注促進及び区民の障がい者理解を深める。

平成30年11月26日（月）～
11月30日（金）

区役所本庁舎
正面ロビー

○

荒川区
障害者福祉課
TEL：03-3802-3111（内線2694）
FAX：03-3802-0819

278 荒川区 障がい者虐待防止講演会
　障がい福祉サービス事業所の職員を対象として、虐待発見時に関係者がどのように対
応するべきかを学ぶ。

平成30年12月17日（月）
サンパール荒川
第5会議室

荒川区
障害者福祉課
TEL：03-3802-3111（内線2694）
FAX：03-3802-0819

279 荒川区 アクロス連合会まつり
　障がい者福祉団体による模擬店や、障がい者当事者やボランティアによる障がい者体
験発表等を通じて、障がい者の理解促進と地域交流を図る。

平成30年12月１日（土）
荒川区立障害者福祉会館
（アクロスあらかわ）

○
アクロスあらかわ
TEL：03-3803-6221
FAX：03-3803-6222

280 板橋区 障がい者週間記念行事
　障がいのある方とない方との相互理解を図ることを目的として、各種作品展示・販売、コ
ンサート、セミナーなどを行う。

平成30年12月８日（土）～
12月９日（日）

板橋区立グリーンホール ○
http://www.city.itabashi.to
kyo.jp/c_kurashi/011/011
094.html

板橋区
福祉部障がい者福祉課福祉係
TEL：03-3579-2362
FAX：03-3579-2364

281 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）による交流事業を行う。
①平成30年11月16日（金）
②平成31年１月18日（金）

①光が丘体育館
②上石神井体育館

○

https://www.city.nerima.t
okyo.jp/kankomoyoshi/sp
orts/oshirase/yunisupo.ht
ml

練馬区
地域文化部スポーツ振興課振興係
TEL：03-5984-1948
FAX：03-5984-1228

282 練馬区
障害者
福祉大会

　福祉功労者の表彰を行う。 平成30年12月１日（土）
光が丘
区民センタ-３階

○

https://www.city.nerima.t
okyo.jp/kankomoyoshi/ev
ent/chiiki/yunifesu.html

練馬区
福祉部障害者施策推進課管理係
TEL：03-5984-4598
FAX：03-5984-1215

283 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。 平成30年12月１日（土）
光が丘公園
ふれあいの径

○

https://www.city.nerima.t
okyo.jp/kankomoyoshi/ev
ent/chiiki/yunifesu.html

練馬区
福祉部障害者施策推進課管理係
TEL：03-5984-4598
FAX：03-5984-1215

284 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
に展示する。

平成30年12月４日（火）～
12月11日（火）

練馬文化センター ○

https://www.city.nerima.t
okyo.jp/kankomoyoshi/ev
ent/chiiki/yunifesu.html

練馬区
福祉部障害者施策推進課管理係
TEL：03-5984-4598
FAX：03-5984-1215

285 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
施する。

平成30年７月４日（水）～
12月15日（土）

・練馬区内の福祉施設
・地域福祉団体が開催するイベン
ト

○

http://www.city.nerima.to
kyo.jp/hokenfukushi/chiiki
fukushi/oshirase/neriaruk
i.html

練馬区
福祉部管理課地域福祉係
TEL：03-5984-2716
FAX：03-5984-1214

286 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。 平成30年12月15日（土） ココネリ３階 ○

練馬区　福祉部
管理課 ひと・まちづくり推進係
TEL：03-5984-1503
FAX：03-5984-1214

287 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する。

①展示：
平成30年12月11日（火）～
12月15日（土）
②講演会：
平成30年12月14日（金）

①展示：区役所１階アトリウム
②講演会：区役所地下多目的室

○
https://www.city.nerima.t
okyo.jp/hokenfukushi/sho
gai/oshirase/301214.html

練馬区
福祉部障害者施策推進課事業計画担
当係
TEL：03-5984-4598
FAX：03-5984-1215

288 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
によるコンサートを開催する。

平成30年12月８日（土） 練馬文化センター ○
https://www.city.nerima.t
okyo.jp/kankomoyoshi/ev
ent/bunka/yuniokehp.html

練馬区
地域文化部文化・生涯学習課文化振
興係
TEL：03-5984-1284
FAX：03-5984-1228

東京都
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289 練馬区
ノーマライゼーション水泳
フェスティバル

　障害のある方もない方も楽しめる競技や演技発表をプールで行い、アリーナではユニ
バーサルスポーツの体験会を開催する。

平成30年10月28日（日） 光が丘体育館 ○
http://www.nerima-
suiren.org/

練馬区
スポーツ振興課振興係
TEL：03-5984-1948
FAX：03-5984-1228

290 足立区 第38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して開催する。
 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セレモニー：来賓・実行委員長挨拶・イベント紹介
 ③イベント：区立第十四中学校吹奏楽、パーツ・イシバの「くるみ割り人形」
 ④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
 ⑤ふれあい発表会：障がい者団体・個人のステージ発表

①平成30年11月30日(金)～
12月６日（木）
②～⑤平成30年12月１日（土）

足立区役所 ○

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

291 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

平成30年11月18日(日)
葛飾区堀切3-34-1
葛飾区地域福祉・障害者センター
ウェルピアかつしか

○

葛飾区ホームページに掲
載
http://www.city.katsushik
a.lg.jp/

葛飾区
福祉部障害者施設課管理係
ＴＥＬ：03-5698-1301
FAX：03-5698-1337

292 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。

平成30年11月15日(木)～
11月21日（水）

葛飾区堀切3-34-1
葛飾区地域福祉・障害者センター
ウェルピアかつしか内ひがほりめ
もりあるほーる

○

葛飾区ホームページに掲
載
http://www.city.katsushik
a.lg.jp/

葛飾区
福祉部障害者施設課管理係
ＴＥＬ：03-5698-1301
FAX：03-5698-1337

293 江戸川区
第11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　「人と企業の架け橋」
　(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30年12月３日（月）
12:00～17:00

タワーホール船堀 ○
http://www.city.edogawa.t
okyo.jp/

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

294 江戸川区 高次脳機能障害普及啓発講演会 　高次脳機能障害講演会として脳卒中当事者である理学療法士が講演を行う。 平成30年12月９日（日） タワーホール船堀 ○

地域活動支援センターはるえ野
TEL：03-5664-6070
江戸川区
保健予防課精神保健係
TEL：03-5661-2465

295 立川市
障害のある人と共に地域で暮らす
ためのコミュニケーションの第一歩

　（差別解消法条例啓発講演会）
　①白梅学園大学教授による講演
　②手話に親しむイベント

平成30年12月２日（日）
立川市
女性総合センターアイム

○

立川市
障害福祉課
TEL：042-523-2111
FAX：042-529-8676

296 立川市 立川市障害者週間

　①障害者に関するパネル展示、障害者スポーツに関する展示
　②障害者と市内小学校とのスポーツ(ペガーボール）を通した交流会
　③手をつなぐ親の会主催「立川キャラバン隊ひこうき雲」
　④映画上映会（障害者プロレス）及び出演者のトークショー
　⑤聴覚障害者写真家による撮影会
　⑥市内作業所による作品販売会

①平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）
②平成30年12月４日（火）
③平成30年12月５日（水）
④、⑤平成30年12月８日（土）
⑥平成30年12月７日（金）

①、③～⑥立川市役所
②立川市第七小学校

○

立川市
障害福祉課
TEL：042-523-2111
FAX：042-529-8676
自立生活センター立川(ホットライン）
TEL：042-526-1418
FAX：042-523-5545

297 武蔵野市
ルーマニアホストタウン交流フェス
タ

　ルーマニアのパラアスリートをゲストに招き、パラリンピック競技の体験会を行う。 平成31年１月20日（日） 武蔵野総合体育館 ○
http://www.city.musashin
o.lg.jp/kurashi_guide/sport
s/olympic_etc/index.html

武蔵野市
総合政策部企画調整課
オリンピック・パラリンピック担当
SEC-OLYPARA@city.musashino.lg.jp
TEL 0422-60-1970
FAX 0422-51-5638

東京都
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298 武蔵野市
第22回日本シッティングバレー
ボール選手権大会

　国内最大級のシッティングバレーボールの大会を開催する。観戦無料。
平成30年12月８日（土）、12月９日
（日）

武蔵野総合体育館 ○ http://www.jsvs.info/

武蔵野市
総合政策部企画調整課
オリンピック・パラリンピック担当
SEC-OLYPARA@city.musashino.lg.jp
TEL 0422-60-1970
FAX 0422-51-5638

299 三鷹市 心のバリアフリー推進事業 　障がい理解促進のため、啓発グッズを配布する。 平成30年12月５日（水） 三鷹駅南口ペデストリアンデッキ ○

三鷹市
健康福祉部障がい者支援課
TEL：0422-45-1151（内2652）
FAX：0422-47-9577

300 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。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

市役所本庁舎１階 ○

三鷹市
健康福祉部障がい者支援課
TEL：0422-45-1151（内2654）
FAX：0422-47-9577

301 三鷹市 障がい者自主製品販売会 　障がい当事者等による自主製品の展示・販売する。
平成30年12月５日（水）～
12月８日（土）

元気創造プラザ１階 ○

三鷹市
健康福祉部障がい者支援課
TEL：0422-45-1151（内2652）
FAX：0422-47-9577

302 青梅市 障害者施設等作品展示会
　各障害者施設の多くが生産活動・創作活動を積極的に行っている。それらの作品を展
示することを通して、市民の方々に障害者の可能性を知って頂く機会とする。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

青梅市役所
１階ロビー

○

青梅市
健康福祉部障がい者福祉課
TEL：0428-22-1111
FAX：0428-24-0358

303 青梅市
サポートセンター・サロンギャラ
リー

　①サポートセンターの活動紹介、利用者の活動作品展示
　②盲導犬と退役犬とのふれあい・視覚障害者の方の生活に関するDVD上映
　③明星大学名誉教授岡本富郎氏による障害者週間のための講話

平成30年12月５日（水）～
12月10日（月）

青梅市障がい者サポートセンター ○
青梅市障がい者サポートセンター
TEL：0428-30-0152
FAX：0428-30-0153

304 府中市
府中市障害者（児）福祉啓発事業
「第１１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。

平成31年１月19日（土）～
１月20日（日）

府中市市民活動センタープラッツ ○
https://www.city.fuchu.to
kyo.jp/bunka/ibento/kenk
o/waiwai9.html

府中市
福祉保健部障害者福祉課生活係
TEL：042-335-4545
FAX：042-368-6126

305 調布市 市報ちょうふでの啓発活動
　平成30年10月に施行された「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関す
る条例」について周知するため、12月５日号の市報に記事を掲載する。

平成30年12月５日（水） 市内

調布市
福祉健康部障害福祉課
TEL：042-481-7094
FAX：042-481-4288

306 町田市 図書館特集コーナー
　町田市立中央図書館の特集コーナーにおいて、障がいに関する図書等を集めた展示を
行う。

平成30年11月９日（金）～
12月12日（水）

町田市立中央図書館 ○

町田市
地域福祉部障がい福祉課
TEL：042-724-2147
FAX：050-3101-1653

307 町田市 広報まちだ特集
　市広報の巻頭において、障がいのある方をどのように支えていくか市民の皆さんが考え
る機会となるような記事を掲載する。

平成30年12月1日号

町田市
地域福祉部障がい福祉課
TEL：042-724-2147
FAX：050-3101-1653

308 町田市 町内会・自治会ポスター掲示 　市内の町内会・自治会の掲示板に障害者週間の啓発ポスターを掲示する。 平成30年11月～12月 市内の町内会・自治会掲示板

町田市
地域福祉部障がい福祉課
TEL：042-724-2147
FAX：050-3101-1653

309 小金井市 小金井市障害者週間行事
　小金井市観光大使で、女子車椅子バスケ日本代表強化指定選手による、「車いすバス
ケット選手とのバスケ体験、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。

平成30年12月８日（土） 小金井　宮地楽器ホール ○
http://koganeicity-
disabilityweek.com

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

310 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。

平成30年12月７日（金）～
12月８日（土）

小金井　宮地楽器ホール ○
http://koganeicity-
disabilityweek.com

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

311 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
販売する。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
に役立てられる。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

小金井市役所
第二庁舎１階

○

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

東京都
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312 小平市 障がい者作品展
　小平市中央公民館、市役所ロビーに、障がい者によって制作された布製品、革小物、絵
等を展示する。

①平成30年11月28日（水）～
12月２日（日）
②平成30年12月４日（火）～
12月７日（金）

①小平市中央公民館ギャラリー
②小平市役所１階北側ロビー

○
https://210.140.73.213/pr
eview/review.php?id=7142
1

小平市
障がい者支援課
TEL：042-346-9540
FAX：042-346-9541

313 小平市 障がい者施設製品販売
　市役所１階ロビーで、クッキーやパン、さき織製品、木工製品など、市内の障がい者施
設の製品を販売する。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

小平市役所１階ロビー ○

https://210.140.73.213/pr
eview/review.php?id=7101
2

小平市
障がい者支援課
TEL：042-346-9540
FAX：042-346-9541

314 日野市 障害者週間パネル展示 　啓発パネルを展示する。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

京王線高幡不動駅南北自由通路 ○
日野市
障害福祉課
TEL：042-514-8485

315 日野市 障害者週間イベント「いっしょに」 　聴覚障がいをテーマとした映画上映会を行う。 平成30年12月９日（日）
イオンモール多摩平の森内イオン
ホール

○
日野市
障害福祉課
TEL：042-514-8485

316 東村山市 2018障害者週間・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を開催する。

平成30年12月８日（土） ・
12月９日（日）

東村山市立中央公民館 ○

https://www.city.higashim
urayama.tokyo.jp/kenko/s
hogai/shikaranooshirase/
kakusyuoshirase/syogaisy
ukan.html

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

317 国分寺市 2018障害者週間・福祉のつどい

　①小学生作文発表及び表彰（市内の障害者支援施設が実施したイベントにおいて募集
した作文の優秀作品の発表）
　②障害のある児童が作成した絵画等の展示及び表彰（市内の団体が作品を募集し、ニ
コニコアート展として行うもの）
　③市内の団体による合唱
　④市外の障害者団体による演奏と歌
　⑤市内障害者支援施設による製品等の販売
　⑥スポーツ吹矢体験
　⑦障害のある方が作成した絵画を使用して作成した平成31年版カレンダーの無料配布

平成30年12月８日（土）
13：00～15：30
なお、ニコニコアート展は、
平成30年12月８日(土)
13：00～17：00
平成30年12月９日(日)
10：00～15：00

cocobunjiプラザ５階
リオンホール及びセミナールーム

○
国分寺市のホームページ
www.city.kokubunji.tokyo.j
p/smp/index.html

国分寺市
福祉部障害福祉課
TEL：042-325-0111（内202）

318 国立市
国立市人権週間事業『みんなの学
校』映画上映会＆トークディスカッ
ション、活動展

　障害者週間行事というよりは、人権週間行事として「子どもの人権」をテーマに、『みんな
の学校』映画上映会＆トークディスカッション、活動展を実施する。ロビーで行う活動展で
は、放課後等デイサービスと児童発達支援事業所を中心に展示を行う。

平成30年12月９日（日） くにたち市民芸術小ホール ○
www.city.kunitachi.tokyo.j
p

国立市
政策経営部市長室
平和・人権・ダイバーシティ推進係
TEL：042-576-2111（内線229・256）

319 福生市 障害者週間講演会

　市民、市内障害福祉サービス事業所職員に対して、障害者差別解消、障害者虐待につ
いての理解を深めるため講演会を実施する。
　第1部「障害者差別解消～知り合えば繋がる～」講師：伊藤薫氏
　第2部「障害者虐待防止法～権利擁護の実践～」講師：髙澤勝美氏

平成30年12月８日（土）
福生市役所１棟
２階第１、２会議室

○

福生市
福祉保健部障害福祉課
TEL：042-551-1742
FAX：042-552-5150

320 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・職場体験実習を行う。

平成30年12月３日（月）
～12月９日（日）

福生市役所１階ロビー ○

福生市
福祉保健部障害福祉課
TEL：042-551-1742
FAX：042-552-5150

321 狛江市 障がい者週間　展示・販売会
　障がい者施設や団体の活動報告及び作品展示・販売、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30年12月３日（月）～
12月７日（金）

狛江市役所２階ロビー ○
狛江市ホームページ
http://www.city.komae.tok
yo.jp/

狛江市
福祉保健部高齢障がい課障がい者支
援係
TEL：03-3430-1111　内線2221
FAX：03-3480-1133

322 狛江市

障がい者週間特別行事
・映画会「もうろうをいきる」
・「もうろうをいきる」トークセッショ
ン

　映画「もうろうをいきる」の上映、「もうろうをいきる」企画・製作者と出演者のトークセッ
ション、障がいに関するパンフレットの配布等を通して、障がいに対する理解を深め、普
及・啓発を図る。

平成30年12月８日（土）
狛江市防災センター
401・402会議室

○
狛江市ホームページ
http://www.city.komae.tok
yo.jp/

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

323 狛江市
障がい者就労支援事業所等の自
主製品販売

　障がい者就労支援事業所等の自主製品販売を通して、障がいに対する理解を深めると
ともに、障がいのある方の工賃に反映されることで、社会参加・自立した生活を送るため
の一助とする。

平成30年12月８日（土）
狛江市役所
市民ひろば

○
狛江市ホームページ
http://www.city.komae.tok
yo.jp/

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

324 東大和市 障害者週間 　障害者差別解消法事業者向け研修会、障害をテーマにしたパネル展を行う。 平成30年12月８日（土） 東大和市役所会議棟 ○
東大和市
障害福祉課障害福祉係
TEL：042-563-2111　内線1123

東京都
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325 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。
平成30年12月４日（火）～
12月10日（月）

クレアギャラリー
（清瀬駅前クレアビル４階）

○

清瀬市
健康福祉部障害福祉課
TEL：042-497-2073
FAX：042-492-5139

326 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。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

市役所本庁舎１階ロビー ○

清瀬市
健康福祉部障害福祉課
TEL：042-497-2073
FAX：042-492-5139

327 東久留米市 広報掲載 　「障害者週間」について、市民の方へ周知するため、市広報へ原稿掲載している。 平成30年12月１日号

東久留米市
障害福祉課
TEL：042-470-7747
FAX：042-475-8181

328 東久留米市 にぎやかカーニバル
　参加団体による歌、ダンス、演奏の発表を行い、障害のある人もない人も皆が主人公と
なって楽しむ集いを開催する。
　また、民間の演奏団体も招待し演奏を行う。

平成30年12月８日（土）
まろにえホール
（生涯学習センター）

○

障害児・者と共に楽しむつどい実行委
員会
ＮＰＯ法人　かるがも花々会
TEL：042-477-6492

329 多摩市
「フツウ」と「ショウガイ」の違いって
何？～あなたの心の中の「ショウ
ガイ」と向き合うための講演会～

　障がい者理解を促進するための講演会として、障がい者差別解消及び発達障害の理解
について、それぞれ専門の講師を招いて一般市民向けに講演会を開催する。

平成30年12月10日（月）
パルテノン多摩
小ホール

○

多摩市
健康福祉部障害福祉課
相談支援担当・発達支援担当
TEL：042-338-6903
FAX：042-371-1200

330 多摩市
第28回多摩市障がい者美術作品
展

　障がいのある方々が創作した絵画、書道、陶芸などの作品の展示会。市内小・中学校
特別支援学級の児童・生徒の作品も多数展示する。

平成30年12月９日（日）～
12月16日（日）

パルテノン多摩
市民ギャラリー

○

多摩市
健康福祉部障害福祉課
相談支援担当
TEL：042-338-6847
FAX：042-371-1200

331 稲城市 障害者週間講演会
　精神科医師による引きこもりへの理解と対応に関する講演会（8050問題も含む）を開催
する。

平成30年12月6日（木） 稲城市地域振興プラザ会議室 ○

稲城市
障害福祉課
TEL：042-378-2111
FAX：042-378-5677

332 羽村市
障害者等に対する理解を深めるた
めの講演会

　大人の発達障害を考える～学校卒業後の発達障害の人たちの現状から～
　講師：東京都発達障害者支援センター　坂田　由紀子氏

平成30年11月27日（火）
14:00～16:00

羽村市生涯学習センターゆとろぎ ○
http://www.city.hamura.to
kyo.jp/

羽村市
福祉健康部障害福祉課障害者支援係
TEL：042-555-1111（内線185）
FAX：042-555-7323

333 羽村市 障害者作品展 　市内の地域活動支援センターに通う障害のある方等の作品を展示する。
平成30年11月24日（土）～
11月30日（金）12:00

羽村市役所ロビー ○
http://www.city.hamura.to
kyo.jp/

羽村市
福祉健康部障害福祉課障害者支援係
TEL：042-555-1111（内線185）
FAX：042-555-7323

334 あきる野市 障がい者週間啓発事業
　市内日中活動系事業所及び障害児通所支援事業所、障がい者団体等による活動PRパ
ネル展示、作品・生産品展示等を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

あきる野市役所１階
コミュニティーホール

○
あきる野市
健康福祉部障がい者支援課
TEL：042-558-1111（内線2617）

335 西東京市 障がい者週間啓発事業
　住民の障害及び障害者への理解を一層深めるため、講演会、障害者によるピアノ演奏・
手作り作品の販売、障害者団体・事業所の活動紹介（パネル展示）等を行う。

平成30年12月８日（土） 西東京市市民会館 ○

http://www.city.nishitokyo
.lg.jp/daisuki/kyouseisyak
ai_realization/index.html

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

336 瑞穂町
講演会「発達特性を持っている子
どもへの関わり方」

　幼児期、学齢期を中心に、発達に特性のある子供へどう接したら良いか、保護者・支援
者としての関わり方を学ぶ。

平成30年11月16日（金） 瑞穂町ふれあいセンター ○

瑞穂町
福祉部福祉課障がい係
TEL：042-557-0574（直通）
FAX：042-556-3401

337 瑞穂町 障害者週刊啓発絵画展示 　町内の事業所の通所者が作成した絵の展示会を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月14日（金）

瑞穂町役場内 ○

瑞穂町
福祉部福祉課障がい係
TEL：042-557-0574（直通）
FAX：042-556-3401

338 神奈川県 神奈川県 はーとふる・マルシェ 　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を展示する。

平成30年12月３日（月）～
12月４日（火）
両日とも11:30～13:30
展示は平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

神奈川県庁新庁舎1階ロビー ○
http://www.pref.kanagawa
.jp/docs/yv4/cnt/f53742
9/index.html

神奈川県
福祉子どもみらい局福祉部障害福祉
課社会参加推進グループ
TEL：045-210-4709
FAX：045-201-2051

東京都
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339 神奈川県
第10回神奈川県障害者文化・芸
術祭

　写真・書道・手芸などの展示会、ダンス・合唱などの発表会を行う。
　（発表会は平成30年12月16日のみ）

平成30年12月15日（土）
10:00～16:00（展示会）
平成30年12月16日（日）
10:00～15:00（展示会）
13:00～16:00（発表会）

相模原市立あじさい会館 ○
http://kanagawa-
kenshinren.or.jp/

神奈川県
福祉子どもみらい局福祉部障害福祉
課社会参加推進グループ
TEL：045-210-4709
FAX：045-201-2051

340 神奈川県 心のバリアフリー推進員養成研修
　企業等において障がい者に対する取組みの中心的な役割を担う「心のバリアフリー推進
員」の養成研修を行う。

平成30年12月３日（月）
14：00～16：00

かながわ県民センター × www.kilc.org

神奈川県
福祉子どもみらい局福祉部障害福祉
課社会参加推進グループ
TEL：045-210-4709
FAX：045-201-2051

341 神奈川県 共生社会実現フォーラム
　共生社会の実現に向け、多様な実践者たちの事例を学びながら、誰もが行動する社会
を考える。

平成30年12月８日(土)
12:30～16:00

はまぎんホール　ヴィアマーレ ○
http://www.pref.kanagawa
.jp/docs/m8u/kyousei-
forum.html

神奈川県
福祉子どもみらい局福祉部共生社会
推進課共生グループ
TEL：045-210-4961
FAX：045-210-8854

342 神奈川県 人権メッセージ展

　著名人からのメッセージ展示、当事者・支援者からの人権メッセージの紹介、来場者か
らのメッセージ募集、人権クイズラリーの実施、人権関係団体の活動内容の紹介及び会
場内での啓発活動、ステージアトラクションの実施、ともに生きる社会かながわ憲章のパ
ネル展示、世界人権宣言のパネルの展示等を行う。

平成30年12月８日（土）～
12月９日（日）
両日とも11:00～18:00

クイーンズスクエア横浜
クイーンズサークル

○

神奈川県
福祉子どもみらい局福祉部人権男女
共同参画課人権・同和グループ
TEL：045-210-3637
FAX：045-210-8832

343 神奈川県
かながわハートフルフェスタ2018in
ひらつか

　人権啓発講演会（横浜高校野球部前監督渡辺元智氏）、「全国中学生人権作文コンテ
スト」神奈川県大会表彰式及び優秀作品の朗読、「とどけよう『絵とことば』のコンテスト」
表彰式及び優秀作品の紹介、「ともに生きる社会かながわ憲章」パネル展示、 障害者地
域作業所による販売等を行う。

平成30年12月１日（土）
13：00～16：00

平塚市中央公民館 ○
http://www.pref.kanagawa
.jp/docs/fz3/cnt/f360573
/index.html

神奈川県
福祉子どもみらい局福祉部人権男女
共同参画課人権・同和グループ
TEL：045-210-3637
FAX：045-210-8832

344 神奈川県 平成30年度K-STEP研修会
　主に精神障がい者の方を対象とした就労定着支援ツール（K-STEP）を導入している、就
労移行支援事業所等（支援機関）を対象として、導入後のフォローアップと精神障がい者
の職場定着に向けた支援力の向上を図る研修を開催する。

平成30年11月27日（火）
13：30～16：30（開場13：00）

神奈川県立かながわ労働プラザ
第３会議室
（横浜市中区寿町１－４）

×

神奈川県
産業労働局労働部雇用対策課障害者
雇用促進グループ
TEL：045-210-5871
FAX：045-201-6952

345 神奈川県
障がい者雇用のための企業交流
会「はじめの一歩」（湘南西部・県
西地域）

　障がい者雇用が進んでいない中小企業を対象に、障がい者雇用のための企業交流会
「はじめの一歩」を県内各地で６回実施し、中小企業等が障がい者雇用を進めるための
きっかけ作りを行う。その第５回として、湘南西部・県西地域において本交流会を開催す
る。

平成30年12月６日（木）
13:30～16:30

小田原お堀端コンベンションホー
ルD

×
http://www.pref.kanagawa
.jp/docs/hz2/hajimenoipp
o/h30-5.html

神奈川県
産業労働局労働部雇用対策課障害者
雇用促進グループ
TEL：045-210-5871
FAX：045-201-6952

346 神奈川県 養育支援講演会
　「自分らしく生きる～発達障害ってどんなこと～」をテーマに、川崎西部地域療育セン
ターソーシャルワーカー・大野伸之氏による講話と当事者の体験談等を行う。
　平成30年11月27(火)までに申込みが必要

平成30年12月７日(金)
14：00～16：00

三浦合同庁舎4階 ○
http://www.pref.kanagawa
.jp/docs/y5c/cnt/f53096
8/p381142.html

鎌倉保健福祉事務所三崎センター　保
健福祉課
TEL 046-882-6811
FAX  046-881-7199

347
横浜市社会福祉協
議会

都筑ふれあいの丘まつり２０１８ 　障害のある子とそのご家族の写真展、ロビーコンサート等を開催する。

平成30年11月11日（日）
10：30～14：30
※写真展は障害者週間終了まで継
続開催

横浜あゆみ荘 ○

横浜市社会福祉協議会
横浜あゆみ荘
TEL：045-941-8383
FAX：045-941-3045

348
横浜市鶴見区障害
児者団体連合会

障害者週間キャンペーン
　JR鶴見駅前にて啓発物の配付を行う。
　鶴見区役所１階区民ホールにて、パネル展示（障害児者団体の紹介）・作業所製品の実
演・販売会を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
10：00～15：00

鶴見区役所
1階区民ホール

◯
鶴見区障害児者団体連合会 事務局
TEL：080-6672-5206
FAX：045-582-8051

349
横浜市神奈川区障
害者
地域作業所連絡会

啓発を兼ねた販売活動 　各作業所の自主製品の販売とパネル展示を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
10:00～15:00

神奈川区役所
１階ロビー

○
神奈川区障害者地域作業所連絡会
代表　神奈川区福祉活動ホーム
TEL：045-434-3748

350
本牧まちづくり会
議・本牧サポートプ
ロジェクト

障害者週間　本牧クリスマスバ
ザール

　障害者団体の自主製品販売、障害者理解チラシ配布、イオン黄色レシート贈呈式等を
行う。

平成30年12月８日（土）
11:00～15:00

イオン本牧店前
イスパニア広場

○

社会福祉法人横浜市中区社会福祉協
議会
TEL：045-681-6664
FAX：045-641-6078

351
横浜市港南区社会
福祉協議会

障害者週間キャンペーン 　上永谷駅、港南台駅での普及啓発物品の配布を行う。
平成30年12月３日（月）
13：30～15:00
（配布終了し次第支終了）

港南台駅、上永谷駅 ○
横浜市港南区社会福祉協議会
TEL：045-841-0256
FAX：045-846-4117

352
横浜市保土ケ谷区
社会福祉協議会

障害者週間キャンペーン 　ポケットティッシュ・チラシの配布を行う。
平成30年12月４日（火）
10：45～11：30

JR保土ケ谷駅、天王町イオン、保
土ケ谷区役所・かるがも周辺

社会福祉法人横浜市保土ケ谷区社会
福祉協議会
TEL：045-341-9876

神奈川県

－28－
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353
横浜市旭区社会福
祉協議会

2019年「心のバリアフリーカレン
ダー」絵の作品展

　区内の小中学生にバリアフリーをテーマにイラストを作成してそれをカレンダーにしてい
る。その応募作品の展示を行う。
（今年度はテーマ関係なく、若葉台特別支援学校よりイラストを描いて頂きました。）

平成30年12月３日（月）～
12月14日（金）
平日・土曜　9：00～21：00
日曜・祝日　9：00～17：00

ぱれっと旭 ○
横浜市旭区社会福祉協議会
TEL：045-392-1123
FAX：045-392-0222

354

みどり障がい児者
支援ネットワーク・横
浜市緑区社会福祉
協議会

インクルーシブ社会をめざしてⅡ
「子どもたちや地域社会にある「目
に見えない境界線」

　子どもたちや地域社会にある「目に見えない境界線」についての勉強会を行う。
平成30年12月11日（火）
10:00～12:00

ハーモニーみどり２階 ×

社会福祉法人横浜市緑区社会福祉協
議会
TEL：045-931-2478
FAX：045-934-4355

355
横浜市都筑区社会
福祉協議会

障害者週間キャンペーン 　横断幕の掲示、啓発グッズの配布等を行う。
平成30年12月５日（水）～
12月７日（金）
10：30～14：30

センター南駅コンコース
横浜市都筑区社会福祉協議会
TEL：045-943-4058
FAX：045-943-1863

356
横浜市戸塚区社会
福祉協議会　障が
い福祉分科会

障害者週間キャンペーン
　災害に備え防災について、地域住民とともに考える機会とし、当事者の発信の場とす
る。

平成30年12月３日（月）
13：30～15：30

男女共同参画センター横浜　ホー
ル

○
横浜市戸塚区社会福祉協議会
TEL：045-866-8434
FAX：045-862-5890

357

横浜市栄区社会福
祉協議会
当事者団体分科会・
障害者支援分科会
会員

障害者週間キャンペーン 　ポスター掲示による啓発を行う。
平成30年10月下旬～
12月９日（日）

区内町内会自治会
区内小・中・高等学校
公共施設等

横浜市栄区社会福祉協議会
TEL：045-894-8521
FAX：045-892-8974

358

横浜市栄区社会福
祉協議会
当事者団体分科会・
障害者支援分科会
会員

障害者週間キャンペーン 　懸垂幕掲示による啓発を行う。 平成30年11月初旬～12月末 本郷台駅前コミュニティポール
横浜市栄区社会福祉協議会
TEL：045-894-8521
FAX：045-892-8974

359

横浜市栄区社会福
祉協議会
当事者団体分科会・
障害者支援分科会
会員

街頭キャンペーン 　本郷台駅前にて、啓発用のポケットティッシュとチラシの配布を行う。

平成30年12月４日（火）
10:00～12:00
＊雨天の場合は、平成30年12月７
日（金）に延期

本郷台駅前
横浜市栄区社会福祉協議会
TEL：045-894-8521
FAX：045-892-8974

360
横浜市瀬谷区社会
福祉協議会

せやまる・ふれあい祭り
　障害者団体の啓発パネル展示及び事業所等による製品の販売・出店等を行う。
　※障害者団体のみのイベントではなく、せやまる・ふれあい館内全施設が参加したイベ
ントとなる。

平成30年12月１日（土）
10:00～14:00

せやまる・ふれあい館２階　福祉
保健活動拠点パートナーせや

○
横浜市瀬谷区社会福祉協議会
TEL：045-361-2117
FAX：045-361-2328

361
社会福祉法人川崎
市社会福祉協議会
障害者団体部会

事前キャンペーン
　障害者団体部会員による一般市民への団体紹介リーフレット入りオリジナルデザインポ
ケットティッシュ　(4,000個)の配布を行う。

平成30年12月１日（土）
12:00～13:00

JR南武線「川崎駅」駅頭・JR南武
線「武蔵溝ノ口駅」駅頭

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会
福祉部　施設･団体事業推進課
TEL：044-739-8717
FAX：044-739-8737

362
社会福祉法人川崎
市社会福祉協議会
障害者団体部会

かわさきFM等でのメディア広報 　障害者団体部会員のラジオ番組出演等による障害者週間の広報を行う。 平成30年11月28日（水）11：00～

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会
福祉部　施設･団体事業推進課
TEL：044-739-8717
FAX：044-739-8737

363
社会福祉法人川崎
市社会福祉協議会
障害者団体部会

啓発ポスターの掲示 　啓発用ポスターを作成し、ＪＲ南武線主要駅へ掲示する。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）
※期間内で各駅１週間

JR南武線主要駅5駅（川崎・武蔵
小杉・武蔵中原・武蔵溝ノ口・登
戸）

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会
福祉部　施設･団体事業推進課
TEL：044-739-8717
FAX：044-739-8737

364
社会福祉法人川崎
市社会福祉協議会
障害者団体部会

啓発パネルの展示
　障害者週間キャンペーン（過去の神奈川新聞広告掲載記事、啓発ポスター等）のパネ
ルを展示する。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

川崎市総合福祉センター ○

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会
福祉部　施設･団体事業推進課
TEL：044-739-8717
FAX：044-739-8737

365
社会福祉法人川崎
市社会福祉協議会
障害者団体部会

河川情報表示板での広報 　啓発用データを作成し、JR川崎駅での河川情報表示板での広報を行う。
平成30年11月26日（月）～
12月２日（日）

JR川崎駅河川情報表示板

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会
福祉部　施設･団体事業推進課
TEL：044-739-8717
FAX：044-739-8737

366
横須賀市障害者団
体連絡協議会

障害者週間キャンペーン
ＹＯＫＯＳＵＫＡ

　障害者団体の活動紹介パネル展を行う。
平成30年11月29日（木）～
12月５日（水）
9：00～19：00（５日は17：00まで）

ショッパーズプラザ横須賀 ○
よこすかボランティアセンター
TEL：046-821-1303
FAX：046-824-8110

神奈川県
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367
横須賀・三浦作業所
連絡会

障害者週間キャンペーン
ＹＯＫＯＳＵＫＡ

　地域作業所手づくり品のワゴンセールを行う。
平成30年11月29日（木）～
12月５日（水）
9：00～19：00（５日は18：00まで）

ショッパーズプラザ横須賀 ○
よこすかボランティアセンター
TEL：046-821-1303
FAX：046-824-8110

368
一般社団法人
sukasuka-ippo

障害者週間キャンペーン
ＹＯＫＯＳＵＫＡ

　オリジナルグッズの販売を行う。
平成30年11月29日（木）～
12月５日（水）
9：00～19：00（５日は18：00まで）

ショッパーズプラザ横須賀 ○
よこすかボランティアセンター
TEL：046-821-1303
FAX：046-824-8110

369

横須賀市障害関係
施設協議会・横須賀
市ボランティア連絡
協議会

障害者週間キャンペーン
ＹＯＫＯＳＵＫＡ

　相談コーナーを設置する。

平成30年11月29日（木）～
12月５日（水）
10：30～12：30
13：30～15：00

ショッパーズプラザ横須賀 ○
よこすかボランティアセンター
TEL：046-821-1303
FAX：046-824-8110

370
横須賀市教育委員
会

障害者週間キャンペーン
ＹＯＫＯＳＵＫＡ

　横須賀市児童生徒ふれあいフェスタ
　＜ふれあい作品展の部＞
　特別支援学級や特別支援学校の幼児児童生徒が学習の中で制作した作品の展示を行
う。

平成30年11月30日（金）～
12月４日（火）
9：30～17：00（４日は14：00まで）

横須賀市文化会館 ○

横須賀市教育委員会
支援教育課
TEL：046-822-8513
FAX：046-822-6849

371
独立行政法人国立
特別支援教育総合
研究所

障害者週間キャンペーン
ＹＯＫＯＳＵＫＡ

　横須賀市児童生徒ふれあいフェスタ
　＜ワークショップの部＞
　発達障害教育について理解を深めるためのワークショップ（教材等の展示や心理的疑
似体験など）や横須賀市立横須賀総合高等学校の障害理解に関する取組の紹介を行
う。

平成30年12月２日（日）
10：30～15：30

横須賀市文化会館 ○

横須賀市教育委員会
支援教育課
TEL：046-822-8513
FAX：046-822-6849

372
横須賀市ボランティ
ア連絡協議会

障害者週間キャンペーン
ＹＯＫＯＳＵＫＡ

　あったかハート交流会
　～ともに手をとりあって～
　障害がある人もない人も「障害」について一緒に考えてみませんか？
　①「視覚障害を乗り越えて」弁護士大胡田誠氏/ソプラノ歌手大胡田亜矢子氏
　②「障害のある妹を支えて」岸本ひかり氏（横須賀ヘーメット）
　③「手話という言語」（神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課）
　④「元気いっぱいの太鼓の演舞」（学校法人和光学院あさひ幼稚園）

平成30年12月１日（土）
13：30～15：50

横須賀市総合福祉会館 ○
よこすかボランティアセンター
TEL：046-821-1303
FAX：046-824-8110

373
横須賀市ボランティ
ア連絡協議会

障害者週間キャンペーン
ＹＯＫＯＳＵＫＡ

　障害者団体・個人によるダンスや演奏などの活動発表会を行う。
平成30年12月２日（日）
11：00～15：30頃

ショッパーズプラザ横須賀 ○
よこすかボランティアセンター
TEL：046-821-1303
FAX：046-824-8110

374
横須賀市こども育成
部
こども青少年支援課

障害者週間キャンペーン
ＹＯＫＯＳＵＫＡ

　（障害の理解を深める講演会）
　「子どもも親も幸せになる発達障害の子の育て方」
　講師：立石美津子氏

平成30年12月６日（木）
10：00～11：50

まなびかん
生涯学習センター大学習室

○
事前申込

先着
150人

横須賀市こども育成部
こども青少年支援課
TEL：046-822-8937
FAX：046-828-4556

375

横須賀市ボランティ
ア
連絡協議会、
神奈川県福祉子ど
もみらい局福祉部地
域福祉課

あったかハート交流会
【体験発表】～ともに手をとりあっ
て～

　体験発表（障害のある立場から）、体験発表（障害のある人を支える立場から）、手話と
いう言語、元気なちびっ子の太鼓の演舞を行う。

平成30年12月１日（土）
13:30～15:50

横須賀市立総合福祉会館　5階
ホール

○
http://www.yokosuka-
shakyo.or.jp/vc/

よこすかボランティアセンター
TEL：046-821-1303
FAX：046-824-8110

376
横須賀市ボランティ
ア連絡協議会

障害者団体の活動発表会 　ジャンルを問わない障害者の方の活動紹介を行う。
平成30年12月２日（日）
11:00～15:30頃

ショッパーズプラザ横須賀　2階
特設ステージ

○
http://www.yokosuka-
shakyo.or.jp/vc/

よこすかボランティアセンター
TEL：046-821-1303
FAX：046-824-8110

377

横須賀市障害者団
体連絡協議会、神
奈川県立岩戸養護
学校、横須賀・三浦
地域作業所連絡
会、一般社団法人
sukasuka-ippo、横
須賀市障害関係施
設協議会、横須賀
市ボランティア連絡
協議会

展示、販売、相談コーナー
　障害者団体の活動紹介パネル展示、養護学校の生徒による美術作品と作業製品の展
示、地域作業所等による製作品の販売、相談コーナーの設置を行う。

平成30年11月29日（木）～
12月５日（水）
 9:00～19:00（最終日は18:00まで）

ショッパーズプラザ横須賀　2階
センターモール

○
http://www.yokosuka-
shakyo.or.jp/vc/

よこすかボランティアセンター
TEL：046-821-1303
FAX：046-824-8110

378
平塚市社会福祉協
議会

平塚市障がい福祉事業所による
展示即売会における啓発

　障がい福祉事業所等の皆さんが職員やボランティアの支援のもとに製作している自主
製品の展示即売会にて、障がい者理解のための啓発パネル展示を行う。

平成30年12月11日（火）～
12月14日（金）
9:00～17:00（最終日は16：00まで）

平塚市役所本館　1階　多目的ス
ペース

○

平塚市社会福祉協議会
地域福祉推進課
TEL0463‐33‐0007
FAX0463-30-3312

神奈川県
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379
平塚市障がい者団
体連合会

「障がい者の日」キャンペーン
　当事者団体の活動を一般市民に広く知っていただき、障がいへの理解を深めるため、
知的障がい者施設器楽同好会による歌と演奏及びフリースタイルフットボールパフォーマ
ンスが披露される。また、チラシや啓発品の配布を行う。

平成30年11月17日（土）
13:30～15：00

OSC湘南シティ　オープンモール
ステージ

○

平塚市社会福祉協議会
地域福祉推進課
TEL0463‐33‐0007
FAX0463-30-3312

380 鎌倉市 ふれあいフェスティバル 　障がい者手作り製品の販売、作品の展示等を行う。
平成30年12月７日（金）
13:00～15:30

鎌倉市生涯学習センター ○

鎌倉市
健康福祉部障害福祉課
TEL：0467-61-3975
FAX：0467-25-1443

381 藤沢市 精神保健福祉公開講座 　心の整え方をテーマに精神障がいについて理解を深めるための公開講座を開催する。
平成30年12月６日（木）
18：30～20：00

藤沢市役所
本庁舎３階会議室

○

http://www.city.fujisawa.k
anagawa.jp/hokenyobo/ke
nko/kenko/kansensho/se
shinhoken/kyoshitsu.html

藤沢市
保健予防課
TEL：0466-50-3593
FAX：0466-28-2121
障がい福祉課
TEL：0466-50-3528
FAX：0466-25-7822

382 藤沢市
平成30年度藤沢市要約筆記体験
会

　一般市民を対象とした要約筆記体験会を実施する。
平成30年12月11日（火）
10:00～12:30

藤沢市総合市民図書館ホール ○

藤沢市
障がい福祉課
TEL：0466-50-3528
FAX：0466-25-7822

383
藤沢市
藤沢市ふれあい実
行委員会

第37回藤沢市ふれあいステージ

　障がいの有無に関わらず、誰もが楽しめる事業を行う。
　①ステージ
　（出演者）
　心魂プロジェクト、光友会ライフ湘南フラダンスチーム「オルオル」、 藤沢市立村岡中学
校吹奏楽部
　②障がい者の手作り作品展示販売
　③パラスポーツ「ボッチャ」体験
　※のぼり旗の設置や、来場者への啓発物品（ティッシュ）の配布を行う。

平成30年12月８日（土）
①13：00～15：30
②10：00～15：30
③10：00～13：00

藤沢市民会館
大ホール他

○

藤沢市社会福祉協議会
（ふれあい実行委員会事務局）
TEL：0466-50-3670
FAX：0466-26-6978
藤沢市
障がい福祉課
TEL：0466-50-3528
FAX：0466-25-7822

384 藤沢市
藤沢市心のバリアフリー推進事業
講演会

　障がい者差別解消法に関する講演会を開催する。
平成31年１月17日（木）
10：00～12：00

藤沢商工会館ミナパーク6階
多目的ホール

○

藤沢市
障がい福祉課
TEL：0466-50-3528
FAX：0466-25-7822

385 藤沢市 第28回 手で触れて見る彫刻展

　「手で触れて見る彫刻展」では、藤沢市在住の彫刻家、桑山賀行（くわやまがこう）氏の
作品をはじめ、氏が主宰する教室（土曜会）の生徒の皆様の作品を約70点展示する。
　視覚に障がいのある方が制作した木彫も展示しており、すべての彫刻を触って鑑賞でき
る。

平成30年12月６日（木）～
12月９日（日）
10:00～17:00
（12月６日のみ13:00～17:00）

藤沢市民会館第１展示集会ホー
ル(２階)

○

藤沢市
総合市民図書館点字図書館担当
TEL：0466-44-2662
FAX：0466-44-2388

386
藤沢市社会福祉協
議会

啓発物品の配布
　障害者週間のぼり旗の設置（藤沢市社協のみ）と啓発物品（啓発ティッシュ）の配布を行
う。

平成30年11月26日（月）～
12月７日（金）

藤沢市役所窓口
藤沢市社協窓口

藤沢市社会福祉協議会
TEL：0466-50-3670
FAX：0466-26-6978

387
県西地区障害者文
化事業開催協議会

県西地区障害者文化事業
　障がい者の交流を図るとともに、障がいについて周知し広く地域住民の方々の理解を深
めていくために、障がい者の手作り製品の展示及び販売や音楽やダンスなどの発表活動
を行う。

平成30年12月８日（土）
9：30～15：00

川東タウンセンターマロニエ３F
ホール・３F301集会室

○
神奈川県立中井やまゆり園
TEL：0465-81-0288

388 地域作業所連絡会 ふれあい作品展 　障害のある方が制作した作品の展示を行う。
平成30年11月26日（月）～
12月７日（金）
10:00～17:00（最終日は16:00まで）

茅ヶ崎市役所本庁舎１階　市民ふ
れあいプラザ

○
光の風
TEL：0467-58-9134

389
茅ヶ崎市福祉部障
害福祉課

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」の展示を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

茅ヶ崎市役所分庁舎２階　障害福
祉課

○

茅ヶ崎市
福祉部障害福祉課
TEL：0467-82-1111
（内線3211～3216）

390
茅ヶ崎地区自閉症
児・者親の会

第29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
する。

平成30年12月７日（金）～
12月14日（金）

茅ヶ崎市役所本庁舎１階　市民ふ
れあいプラザ

○
茅ヶ崎地区自閉症児・者親の会
TEL：090-8478-1925

神奈川県
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391
茅ヶ崎市社会福祉
協議会

障害者週間街頭キャンペーン
　ポスター掲示、障害者によるハンドベル演奏（工房朱）、障害者施設の作品づくりワーク
ショップ（くるみボタン、マグネット、ヘアゴムづくり）を行う。

平成30年12月６日（木）
13：30～15：30

イオンスタイル湘南茅ヶ崎2階アト
リウム

○

茅ヶ崎市社会福祉協議会　障害者生
活支援センター
TEL：0467-85-5520
FAX：0467-85-9651

392
茅ヶ崎市社会福祉
協議会

障害者週間街頭キャンペーン 　啓発物品の配布を行う。
平成30年12月７日（金）
11：00～11：45

ＪＲ茅ヶ崎駅周辺

茅ヶ崎市社会福祉協議会　障害者生
活支援センター
TEL：0467-85-5520
FAX：0467-85-9651

393
交流・ふれあい事業
実行委員会/逗子市

ふれあいフェスinずし 　ふれあいフェスinずし参加団体の活動紹介を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
①12/３（月）10:00～17:00
②12/４（火）～12/６（木）8:30～
17:00
③12/７（金）8:30～15:00

逗子市役所１F市民ホール ○
http://www.city.zushi.kan
agawa.jp/

逗子市
障がい福祉課
TEL：046-871-5196
FAX：046-873-4520
Email：syohuku@zusi.city.lg.jp

394
交流・ふれあい事業
実行委員会/逗子市

ふれあいフェスinずし 　障がい者週間の図書展示を行う。
平成30年11月26日（月）～
12月10日（月）

逗子市立図書館 ○
http://www.city.zushi.kan
agawa.jp/

逗子市
障がい福祉課
TEL：046-871-5196
FAX：046-873-4520
Email：syohuku@zusi.city.lg.jp

395
交流・ふれあい事業
実行委員会/逗子市

ふれあいフェスinずし 　障がいの体験、障がいのある方のサポートの仕方の学習、介助犬の紹介等を行う。
平成30年12月８日(土）
10:00～16:00

市民交流センター
逗子小学校体育館

○
http://www.city.zushi.kan
agawa.jp/

逗子市
障がい福祉課
TEL：046-871-5196
FAX：046-873-4520
Email：syohuku@zusi.city.lg.jp

396
一般社団法人
秦野市障害者地域
生活支援推進機構

平成30年度大道イルミネーション
フェスティバル

　障害者施設等で制作したイルミネーションオブジェの展示、障害者手作り製品の販売等
を行う。

平成30年12月８日（土）～
12月24日（月）
イルミネーションの点灯時間は20:00
まで

秦野市立さかえちょう公園
(秦野市栄町9-14)

○
http://hcp-support-
hadano.or.jp/

ともしびショップゆめ散歩
TEL：0463-73-6031
FAX：0463-73-6031

397
厚木市障がい者基
幹相談支援センター

第４回厚木市障がい者基幹相談
支援センターふれあいシンポジウ
ム

　①厚木市障害者協議会防災プロジェクト避難訓練実施報告
　②学識経験者による講演

平成30年12月８日（土）
14：00～16：30

アミューあつぎ９階ホール112 ○
厚木市障がい者基幹相談支援セン
ター
TEL：046-225-2904

398 厚木市
障がい者の手づくり製品展示・即
売会

　厚木市障害者福祉事業所連絡会に加盟する事業所が担当し、事業所で働く障がい者
の手づくり製品の展示・即売会を実施する。

障がい者週間の内３日間
各日10：30～14：00

厚木市役所本庁舎 ○
厚木市
障がい福祉課
TEL：046-225-2221

399
社会福祉法人
厚木市社会福祉協
議会

「障害者週間」啓発キャンペーン 　窓口や街頭で啓発用のポケットティッシュを配布する。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）
9:00～17:00

①保健福祉センター４階ボラン
ティアセンター
②保健福祉センター５階社会福祉
協議会
③市役所第二庁舎１階障がい福
祉課
④本厚木駅北口広場
①～③窓口、④街頭

<HP>
http://www.shakyo-
atsugi-
kanagawa.jp/atsugishishak
yo.htm
<Facebook>
https://www.facebook.co
m/atsugisishakyo/

社会福祉法人厚木市社会福祉協議会
援護係
TEL：046-225-2947
FAX：046-225-3036

400
大和市
大和市障害者自立
支援協議会

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

　①自立支援協議会の活動紹介（パネル展示）
　②福祉施設の活動紹介（パネル展示）
　③障がいのある方の作品展示
　④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）

平成30年12月11日（火）～
12月12日（水）
両日とも10：00～16：00

イオンモール大和
ライトコート

○
http://www.normanet.ne.j
p/~yamato-n/

大和市障害者自立支援協議会
TEL：046-265-5198

401 伊勢原市 第３６回ふれあい福祉まつり
　障害者の作品展示、ボランティア団体の活動紹介、日産車の展示、餅つき、作業所自主
製品販売、焼きそば等の販売、バザー、白バイ・パトカーｰ、消防車乗車体験等を行う。

平成30年12月８日(土)
10:00～14:00

伊勢原市障がい福祉センターすこ
やか園・地域作業所ドリーム

○

伊勢原市
保健福祉部障がい福祉課障がい福祉
係
TEL：0463-94-4711(内1218）
FAX：0463-95-7612

402 伊勢原市
「障害者週間」啓発に伴う街頭
キャンペーン

　障がい児者相談支援事業所一覧・障がい者虐待防止関係等チラシを福祉関係者団体、
障がい者と暮らしを考える協議会、障がい当事者の方々と伊勢原駅前にて配布する。

平成30年12月４日(火）
13:00～14:00

伊勢原駅前

伊勢原市
保健福祉部障がい福祉課障がい者支
援係
TEL：0463-94-4711(内1241）
FAX：0463-95-7613

403 海老名市 障がい者週間キャンペーン
　障害者週間に係るキャンペーン資料の配布、障がい者施設や団体の活動紹介パネル
展示、障がい関係図書の特集コーナー、映画会等を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月15日（土）

海老名市役所エントランスホー
ル、海老名市立中央図書館・有馬
図書館

○

海老名市
保健福祉部
障がい福祉課
TEL：046-235-4813
FAX：046-233-5731

神奈川県
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404 海老名市
広報への障がい者特集記事の掲
載

　広報えびな12月１日号（障がい者特集記事掲載）を全戸配布する。 平成30年12月１日号

海老名市
保健福祉部障がい福祉課
TEL：046-235-4813
FAX：046-233-5731

405 海老名市
三井住友銀行障がい者週間パネ
ル展示

　障害者週間に係るパネルの展示を行う。
平成30年11月30日（金）～
12月14日（金）

三井住友銀行
海老名支店

海老名市
保健福祉部障がい福祉課
TEL：046-235-4813
FAX：046-233-5731

406 海老名市
海老名市こころのバリアフリー
2018
講演会

　講演のほか、海老名市立今泉中学校合唱部の合唱、障がい福祉事業所などの展示、
販売等を行う。
　『ともに生きる』等のリーフレットを配布する。

平成30年12月１日（土） 海老名市文化会館小ホール ○

海老名市
保健福祉部障がい福祉課
TEL：046-235-4813
FAX：046-233-5731

407 海老名市
海老名市こころのバリアフリー事
業における横断幕設置

　海老名駅東口自由通路に横断幕を設置し、「海老名市こころのバリアフリー2018」の開
催周知等を行う。

平成30年11月３日（土）～
12月１日（土）

海老名駅東口
自由通路

海老名市
保健福祉部障がい福祉課
TEL：046-235-4813
FAX：046-233-5731

408 座間市 障害者週間イベント 　市内障がい福祉施設等利用者による手作り作品展示や販売を行う。
平成30年12月10日（月）～
12月14日（金）
9:00～16:00

座間市役所１階アトリウム ○

座間市
障がい福祉課障がい者支援係
TEL：046-252-7132
FAX：046-252-7043

409

障害があっても障害
がなくても共に生き
る綾瀬を創る協議
会・綾瀬市福祉部障
がい福祉課・あやと
もまつり実行委員会

第４回　あやともまつり

　①市内障がい福祉事業所の紹介、啓発ポスター等の展示
　②パン・お菓子・自主製品等の販売
　③体験コーナー（チェアスキー体験、運転シミュレーター体験、ロボット体験キャラバン、
色覚障害体験、手話体験）
　④わくわくスタンプラリー（子ども１００名）
　⑤あやとも・Liveコンサート（視覚障害の声楽家・内村寛治氏と知的障害があるピアニス
ト高橋秀樹氏によるコンサート)
　⑥県のともに生きる巡回展を同時開催予定
　⑦事業所紹介と販売、福祉体験、コンサート等のイベントにて、色覚障害の体験のブー
スを出展し、カラーバリアフリーに関する普及啓発活動を行う。

平成30年12月９日（日）
11:00～14:30

綾瀬市オーエンス文化会館 ○
綾瀬市
障がい児者相談支援センター
TEL：0467-77-1118

410
社会福祉法人
綾瀬市社会福祉協
議会

障害者の日キャンペーン 　啓発物品（ポケットティッシュ）の配布による啓発活動を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
9:30～16:30
※期間内の土日は除く

綾瀬市役所１階
喫茶店ともしびショップ「む～」

○
綾瀬市社会福祉協議会
あやせ福祉サービスセンター
TEL：0467-77-8667

411
社会福祉法人
綾瀬市社会福祉協
議会

第９回綾瀬市福祉レクリエーション
大会参加者への啓発物品（ポケッ
トティッシュ）配布

　第９回綾瀬市福祉レクリエーション大会参加者へ啓発物品（ポケットティッシュ）の配布を
行う。

平成30年11月10日（土）
10:00～14:00

ＩＩＭＵＲＯＧＬＡＳＳ
綾瀬市民スポーツセンター

○
綾瀬市社会福祉協議会
あやせ福祉サービスセンター
TEL：0467-77-8667

412
寒川町障害者事業
所連絡会

にっこりマーケット
　障がい者手作り製品の販売、各事業所の障害、障がい者理解のためのポスター等の展
示を行う。

平成30年12月11日（火）～
12月14日（金）
11:00～14:00

寒川町民センター
1Ｆロビー

○

寒川町障害者事業所連絡会
つくしの家
TEL：0467-75-3004
FAX：0467-75-3197

413
寒川町障害者事業
所連絡会

図書館特別展示
障がい者とのくらし

　障がい者手作り製品の展示、各事業所の紹介、障がい者理解のためのポスター等の展
示を行う。

平成30年11月28日（水）～
11月30日（金）
9：00～19:00

寒川総合図書館 ○

寒川町
福祉課障がい福祉担当
TEL：0467-74-1111
FAX：0467-74-5613

414 愛川町 障害者週間 　障がい者手作り製品及び障がい者理解のための啓発ポスター等の展示を行う。
平成30年12月４日（火）
10:30～12:30

箱根町役場 ○

愛川町
民生部福祉支援課障害福祉班
TEL：046-285-6928
FAX：046-285-6010

415
ともしびショップFirst
(福)箱根町社会福
祉協議会

絵画ワークショップ&ミニコンサート 　障がい者の描いた絵画展示及びアートワークショップ等を行う。
平成30年12月４日（火）
10:30～12:30

箱根町役場 ○

社会福祉法人箱根町社会福祉協議会
事業係
TEL：0460-85-9000
FAX：0460-85-6888

416
神奈川盲ろう者ゆり
の会

クリスマス会 　盲ろう児・者とクリスマスを祝う会を開催する。
平成30年12月９日（日）
12:00～16:00

ひらつか市民
活動センター
会議室Ａ

○
http://kanagawa-db-
yurinokai.com/

神奈川盲ろう者ゆりの会
FAX：0466-77-5804
E-mail：
kanagawa_db_yurinokai@yahoo.co.jp

神奈川県
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417
神奈川県心身障害
児者父母の会連盟

第52回神奈川県心身障害児者福
祉促進大会

　障害児者の社会参加・自立を推進し、障害福祉について一般県民等への理解を深める
大会。例年テーマに沿っての式典、基調講演を開催する。第52回となる今年は、お笑い芸
人（身障者芸人）ホーキング青山氏を招いての基調講演を開催する。

平成30年12月１日（土）
横浜市健康福祉総合センター内4
階ホール

○

神奈川県心身障害児者父母の会連盟
事務局
TEL：045-311-8742
FAX：045-324-8985

418
NPO法人じんかれ
ん

じんかれん研修会
　「障害年金受給のポイント」についての研修会を開催する。
　講師：白石美佐子氏

平成30年12月４日（火）
10：00～12：00

かながわ県民センター　304
○

事前申込
不要

http://jinkaren.net/

NPO法人じんかれん
TEL045-821-8796
FAX045-821-8469
（火・水・木）

419
神奈川県精神障害
者地域生活支援団
体連合会

県精連　体験発表会
ハートメッセージ２０１８in秦野

　精神障がい当事者の方々の体験や、文化活動の発表会を開催する。当イベントは、同
じ障がいを持つ仲間への励まし、地域における偏見を無くしていくための啓発の場として、
また精神がい害者の地域生活を支援する私たち支援者にとっても、当事者の方々の声を
聞くことができる大切な場となっており、毎年、貴重な体験発表が、感動とともに語られ、
事業所等で行っている文化活動を楽しく発表している。

平成30年11月16日（金）
13:00～16:30

秦野市文化会館
小ホール

○
http://www.kenseiren.sak
ura.ne.jp/

県精連事務局
TEL：0463-79-9441
FAX：0463-79-9443

420 新潟県 新潟県障害者週間フェア
　障害をテーマとした映画や講演会をはじめ、障害者スポーツや補助犬の紹介、アート展
示など様々な催しを行う。

平成30年12月２日（日）
10:00～16:00

アオーレ長岡 ○

新潟県
福祉保健部障害福祉課
TEL：025-280-5211
FAX：025-283-2062

421 新潟県 障害者芸術文化祭
　①美術展:障害者が作成した芸術・文芸作品の展示
　②表彰式:優秀作品の表彰
　③ステージ発表:障害者による楽器演奏、歌唱、踊りの発表

①平成30年11月20日（火）～
11月25日（日）
②平成30年11月25日（日）
③平成30年11月25日（日）

新潟ユニゾンプラザ ○
新潟県障害者社会参加推進センター
（新潟ふれ愛プラザ内）
TEL：025-383-3654

422 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で、小学生、中学生、高校生・一般の部門別に作品
を募集し、県の最優秀作品を内閣府に推薦する。

募集期間：
平成30年７月２日（月）～
９月７日（金）
表彰式：
平成30年12月２日（日）

アオーレ長岡 ○

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

423 長岡市
アール・ブリュット　まちかどギャラ
リー

　障害のある人のありのままの感性で表現した作品の展示を行う。作品展示を通じ、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促進を図る。

平成30年11月21日（水）～
12月20日（木）

アオーレ長岡、ながおか市民セン
ター、社会福祉センター「トモシ
ア」、まちなかキャンパス長岡、イ
トーヨーカドー丸大長岡店、ＣｏＣｏ
Ｌｏ長岡

○

長岡市
福祉保健部福祉課
TEL：0258-39-2343
FAX：0258-39-2256

424 柏崎市・刈羽村 ニュースポーツ体験フェア
　ニュースポーツの体験を通して障害者の地域活動参加を促すとともに、一緒に参加する
地域住民の障害や共生社会に対する理解促進を図る。競技種目はフライングディスク、カ
ローリングなど多数。（合同開催：こどもの遊びの広場）

平成30年12月１日（土） 柏崎市総合体育館 ○
http://www.city.kashiwaza
ki.lg.jp/

柏崎市
福祉保健部福祉課障害福祉係
TEL：0257-21-2299
FAX：0257-21-1315

425 小千谷市 広報活動 　市広報紙11月25日号に障害者週間に関する記事掲載する。 平成30年11月25日（日）

http://www.city.ojiya.niiga
ta.jp/soshiki/kikakuseisak
u/kohoojiya-
hokan2018.html

小千谷市
社会福祉課障がい福祉係
TEL：0258-83-3517
FAX：0258-83-4160

426 見附市
第12回障がいのある人からのリ
レーメッセージ

　障がいのある人が思っていること、感じていることなど日頃の想いをメッセージとして、直
接市民に向けて伝える。メッセージを伝えることにより、障がいのある人や家族の生活へ
の理解を目指す。

平成30年12月16日（日）
13:30～

見附市市民交流センターネーブ
ルみつけ　研修室（１）

○

見附市
健康福祉課障害福祉係
TEL：0258-61-1350
FAX：0258-62-7052

427 村上市 広報活動 　市庁舎にいろいろな「障がい者マーク」を掲示する
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

市庁舎

村上市
福祉課福祉政策室
TEL：0254-75-8940
FAX：0254-53-3840

428 燕市 こころのバリアフリー啓発イベント
　当事者・その家族を講師に招き、障がいの理解や差別の解消を目的とした市民向けの
講演会を開催する。

平成30年12月1日（土）
13:30～15:00

燕市役所会議101・102・103 ○
http://www.city.tsubame.
niigata.jp/

燕市障がい者地域生活支援センター
はばたき
TEL：0256-66-5688

429 燕市 こころの健康講座
　「折れないこころを育てるコツ」～折れないこころを持つために必要なものを考えよう～
　講師：石橋クリニック　石橋　幸滋　先生

平成30年11月29日（木）
14:00～16:00

燕市中央公民館
３階中ホール

○
http://www.city.tsubame.
niigata.jp/

燕市保健センター
TEL：0256-93-5461

神奈川県

新潟県
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430 五泉市 ウェルカム作品展2018
　障がい者週間にちなんで、市役所と支所で市内の福祉施設の作品を展示する。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
する。

平成30年11月27日（火）～
12月10日（月）
平成31年１月４日（金）～
１月31日（木）

五泉市役所
村松支所

○

五泉市
健康福祉課
TEL：0250-43-3911
FAX：0250-43-0417

431 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。

平成30年11月３日（土）・
11月４日（日）

市内の公共施設
（38施設）

http://www.city.joetsu.niig
ata.jp/

上越市
健康福祉部福祉課
TEL：025-526-5111
FAX：025-525-5157

432 阿賀野市 広報活動
　阿賀野市ホームページの注目コーナーへ、障がい者週間の記事及び障がい福祉サー
ビスの紹介を掲載する。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

www.city.agano.niigata.jp

阿賀野市
社会福祉課障がい福祉係
TEL：0250-62-2510
FAX：0250-61-2036

433 佐渡市
あったかフォーラム2018～平成30
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。

平成30年12月16日（日）
13:00～

アミューズメント佐渡（新潟県佐渡
市中原２３４－１）

○

佐渡市
市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
TEL：0259-63-5113
FAX：0259-63-5121

434 魚沼市 ろう者理解のための研修会
　市職員の障害者への理解を深めるため、聴覚障害者の家族による『聴覚障害者の基礎
知識』と聴覚障害者による『ろう者の生活』についての講演会を開催する。

平成30年11月20日（火）
①10：00～11：45
②13：30～15：15

魚沼市広神コミュニティーセンター
３階　講堂

×

魚沼市
福祉課厚生室障害福祉係
TEL：025-792-9767
FAX：025-793-1016

435 南魚沼市
市広報紙による周知と障がい者相
談員の再周知

　市報に障がい者週間についての記事を掲載するとともに、障がい者相談員の名簿を再
掲載し、障がいのある方への理解促進を進める。

市報平成30年11月15日号
南魚沼市
福祉保健部福祉課
TEL：025-773-6667

436 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

　多くの県民が利用する大型ショッピングセンターにおいて、障害のある人に対する県民
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。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

総曲輪フェリオ6階スカイギャラ
リー

○

富山県
厚生部障害福祉課
TEL：076-444-3211
FAX：076-444-3494

437 富山県 障害者週間キャンペーン
　多くの県民が利用する大型ショッピングセンターや公共交通機関において、障害者団体
と協力して、ポスター入賞作品をデザインした啓発パンフレットやノベルティを配布して街
頭宣伝を行う。

平成30年12月２日（日）・
12月３日（月）

ファボーレとやま
ＪＲ富山駅

富山県
厚生部障害福祉課
TEL：076-444-3211
FAX：076-444-3494

438 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促進するためのイベ
ントを開催する。併せて障害者就労支援施設で生産された農産物・雑貨等を販売するマ
ルシェを開催する。
　①盲目のピアニストと知的障害のあるダンサーによるコラボレーションステージ
　②「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間ポスター」入賞作品表彰式
　③パラリンピック金メダリストと作家による障害者スポーツに関するトークショー
　④アールブリュットの作品展示と解説
　⑤ダウン症の天才書家による揮毫パフォーマンスとその母による特別講演
　⑥障害者スポーツ体験コーナー　　など

平成30年11月18日（日） イオンモール高岡 ○
http://www.pref.toyama.jp
/cms_sec/1209/kj000181
57.html

富山県
厚生部障害福祉課
TEL：076-444-3211
FAX：076-444-3494

439 富山県
第38回全国アビリンピック 富山県
選手団激励会

　平成30年11月２日(金)から５日(月)まで、那覇市で開催される第38回全国アビリンピック
に、本県代表として出場する選手の健闘を期して、激励する。

平成30年11月１日（木） 富山県民会館704号室 ×

富山県
商工労働部労働政策課
TEL：076-444-3259
FAX：076-444-4405

440 富山県 障害者職業能力開発促進旬間
　障害者の方に対する職業訓練のＰＲ等を行い、社会一般や事業主に対して、障害を持
つ訓練生及び修了生への理解を高め、その就職や職場定着を支援する。

平成30年11月１日（木）～
11月10日（土）

○

富山県
商工労働部労働政策課
TEL：076-444-3259
FAX：076-444-4405

441 富山県
「こんにちは富山県です」（県政番
組）

　県政番組「こんにちは富山県です」において、「障害のある人と暮らす地域づくり」と題
し、障害のある人の就労や雇用の素億進、地域生活、社会参加の促進等の状況を、広く
県民へ知ってもらう番組を制作する。

平成30年12月１日（土）

富山県
厚生部障害福祉課
TEL：076-444-3211
FAX：076-444-3494

442 富山市 心身障害者（児）作品展 　障害者の方が作成した作品を展示する。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

富山市役所 ○

富山市
障害福祉課
TEL：076-443-2056
FAX：076-449-2143

新潟県

富山県
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443 高岡市
高岡市身体障害者協会創立70周
年記念　ありがとうコンサート

　高岡市身体障害者協会創立70周年を記念し、コンサートを開催する。 平成30年11月24日（土） 高岡市ふれあい福祉センター ○
https://www.takaoka-
st.jp/events/4106

高岡市
身体障害者協会
TEL：0766-25-4947

444 射水市 「障がい者週間」作品展示会
　①障害のある方々の分化・創作活動を支援し、発表の場を確保するとともに、障害のあ
る方への市民の理解を促進するため、作品展示会等を開催（2箇所で実施）する。
　②上記期間のうち１日、事業所製品の販売会や手話動画の放映等を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月14日（金）

射水市役所本庁舎
アルビス大島店イートインスペー
ス
（アルビスは作品展示のみ）

○

射水市
社会福祉課
TEL：0766-51-6626
FAX：0766-51-6658

445
魚津市、黒部市、
入善町、朝日町

第6回にいかわ障がい福祉事業所
をみてみよう

　障害者福祉に対して理解を深めることを目的とし、地域の障害福祉事業所の見学ツ
アーを行う。

平成30年12月６日（木） 各施設 ○

魚津市
社会福祉課
TEL：0765-23-1005
FAX：0765-23-1055

446 滑川市
障害者就労支援事業所の販売
コーナーの設置

　市内ショッピングセンターにおいて、障害者就労支援事業所が作成した物品等の販売
コーナーを設置する。

平成30年12月１日（土）～
12月２日（日）

滑川市内のショッピングセンター ○

滑川市
福祉介護課
TEL：076-475-2111
FAX：076-476-5505

447 滑川市 絵画等作品展の開催
　市内ショッピングセンターにおいて、障害のある人が制作した作品（絵画・陶芸品等）を
展示するコーナーを設置する。

平成30年12月１日（土）～
12月９日（日）

滑川市内のショッピングセンター ○

滑川市
福祉介護課
TEL：076-475-2111
FAX：076-476-5505

448 滑川市 吹奏楽バンドによる演奏会
　市内ショッピングセンターにおいて、知的障害のある人で構成される吹奏楽バンド（ラブ
バンド）による演奏会を開催する。

平成30年12月９日（日） 滑川市内のショッピングセンター ○

滑川市
福祉介護課
TEL：076-475-2111
FAX：076-476-5505

449 滑川市
障害者スポーツ体験コーナーの設
置

　障害者スポーツに親しんでもらことを目的に、市内ショッピングセンターにおいて、障害
者スポーツ（フライングディスク）の体験コーナーを設置する。

平成30年12月９日（日） 滑川市内のショッピングセンター ○

滑川市
福祉介護課
TEL：076-475-2111
FAX：076-476-5505

450 黒部市
障害者就労支援事業所の販売品
展示

　障害者就労支援事業所が作成した物品等を市役所庁舎内（食堂）に展示するとともに、
作業風景の写真を展示する。

平成30年12月３日（月）～
12月9日（日）

黒部市役所 ○

黒部市
福祉課
TEL：0765-54-2502
FAX：0765-54-4115

451 黒部市 障害者週間街頭キャンペーン
　市内ショッピングセンターにおいて、障害者就労支援事業所と協力して、ノベルティを配
布して街頭宣伝を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

黒部市内のショッピングセンター

黒部市
福祉課
TEL：0765-54-2502
FAX：0765-54-4115

452 上市町 障害者週間普及啓発イベント
　町内障害者施設の紹介、障害者が製作した作品展示、障害者施設で生産した商品の
販売、上市町出身の全盲のピアニストによる演奏会等を行う。

平成30年12月１日（土）
つるぎふれあい館
１階ロビー

○

上市町
福祉課
TEL：076-472-1111（内線7122）
FAX：076-473-2388

453
富山県障害者芸術
活動支援センター
「ばーと◎とやま」

HEARTの中のART
ボーダーレス・アートセッション
inTOYAMA

　県内で活動するアールブリュット作家に加え、新潟、石川、福井など７県から21名の作家
の多彩な作品を展示。ジャンルを超えた生の芸術の魅力を多くの県民に体感してもらう。

平成30年11月10日（土）～
11月18日（日）

（第1会場）富山県民会館分館　薬
種商の館　金岡邸
（第2会場）新川神社参集殿

○
https://bearttoyam.jimdof
ree.com/

富山県障害者芸術活動支援センター
「ばーと◎とやま」（NPO法人障害者
アート支援工房ココペリ内）
TEL：070-2643-0796

454 石川県
第６４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。
　内容
　①県知事表彰
　②県身体障害者団体連合会長表彰

平成30年11月11日（日） 穴水町キャッスル真名井 ○

石川県
健康福祉部障害保健福祉課管理グ
ループ
TEL：076-225-1426
FAX：076-225-1429

455 七尾市 こころのバリアフリー作品展
　障害のある方の作品展示を通じ、障害のある方の社会参加の意欲を高めるとともに、障
害への市民の理解を深める機会とする。

平成30年12月１日（土）～
12月10日（月）

七尾市駅前ビル
ミナ.クル　３Ｆ通路

○

七尾市
健康福祉部福祉課
TEL：0767-53-8464
FAX：0767-53-5990

456 能美市 ぼくらの街フェスin能美
　講演会（企業の障害者雇用に関する内容）、ステージ（当事者のダンス発表、保育園の
手話ダンス、中学校吹奏楽部演奏など）、就労継続支援事業所の模擬店・ブース出店な
どを開催する。

平成30年12月1日（土）
11：00～15：30

能美市根上総合文化会館 ○

能美市
健康福祉部福祉課
TEL：0761-58-2230
FAX：0761-58-2294

富山県

石川県
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457 石川県 加賀市 障害者週間街頭キャンペーン
　「共生社会」に関するチラシを入れたポケットティッシュを街頭で手渡し、障がい福祉へ
の理解促進を図る。

平成30年12月２日（日）
11:30～12:00
13:30～14:00

アビオシティ加賀（商業施設） ○

加賀市
健康福祉部ふれあい福祉課
TEL：0761-72-7852
FAX：0761-72-7797

458 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。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

福井県
健康福祉部障害福祉課共生社会推進
グループ
TEL：0776-20-0338
FAX：0776-20-0639

459 福井市 障がい者ハートフル文化祭作品展 　障がい者による制作作品を展示する。
平成30年12月17日（月）～
12月19日（水）

福井市市民ホール ○

福井市
福祉保健部障がい福祉課
TEL：0776-20-5435
FAX：0776-20-5407

460
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32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＞

平成30年12月23日（日）
小浜市総合福祉センター
（サンサンホーム）

○

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

461 勝山市 市広報誌による広報・啓発 　市広報誌による広報・啓発を行う。 平成30年11月８日（木）発行

勝山市
健康福祉部福祉・児童課
TEL：0779-87-0777
FAX：0779-87-3522

462 鯖江市 障害者週間パネル展示
　障害者週間に合わせ、障害者や障害者施設等への理解を深めてもらうために、日ごろ
の活動や取組を紹介する。

平成30年12月３日（月）
～12月９日（日）

鯖江市役所　1階
エントランスホール

○

鯖江市
健康福祉部社会福祉課
TEL：0778-53-2217
FAX：0778-51-8157

463 鯖江市 広報活動 　鯖江市広報で障害者週間および障害への理解に関する記事を掲載する。 平成30年11月22日（木）発行
http
ｓ://www.city.sabae.fukui.j
p/

鯖江市
健康福祉部社会福祉課
TEL：0778-53-2217
FAX：0778-51-8157

464 越前市 広報 　越前市広報（11月号）に、障がい者福祉に関する記事を掲載する。 平成30年11月15日（木）発行

越前市ホームページ
http://www.city.echizen.lg
.jp/

越前市
市民福祉部社会福祉課
TEL：0778-22-3004
FAX：0778-22-9185

465 坂井市
障がい者地域理解推進　福祉講
演会

　難病や重度障害のために会話での意思疎通が困難な方を支援するためのコミュニケー
ション方法についての講演会を開催する。

平成30年12月２日（日）
13：10～15：40

坂井地域交流センターいねす ○

主管NPO法人坂井市住民会議きずな
TEL：0776-97-8375
FAX：0776-97-8376
E-mail：sakai-koyou@aria.ocn.ne.jp

466 坂井市 障害者週間の啓発・周知
　市広報を活用して、障害者週間の啓発とともに、障害者差別解消、虐待防止に関する
内容を掲載し普及に努める。

平成30年11月28日（水）発行

坂井市
市民福祉部社会福祉課
TEL：0776-50-3041
FAX：0776-68-0324

467 山梨県 第29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
福祉の在り方について共に考えることを目的とする。

平成30年12月５日（水）
13:00～16:00

山梨県防災新館
オープンスクエア
（甲府市丸の内1丁目）

○
http://www.pref.yamanash
i.jp/

山梨県
福祉保健部障害福祉課
TEL：055-223-1460
FAX：０５５-２２３-１４６４

468

(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、および昭和町内の大型商業施設において、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。メディア
等による報道により県民に広く周知する。

平成30年12月３日（月）
7:30～13:00

JR甲府駅前
（甲府市丸の内）
イオンモール昭和店頭
（昭和町）

http://www.pref.yamanash
i.jp/

山梨県
福祉保健部障害福祉課
TEL：055-223-1460
FAX：０５５-２２３-１４６４

469 山梨県
平成30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、会場での展示等
により広く県民に公表する。

平成30年12月５日（水）
15:30～16:00

山梨県防災新館
オープンスクエア
（甲府市丸の内1丁目）

http://www.pref.yamanash
i.jp/

山梨県
福祉保健部障害福祉課
TEL：055-223-1460
FAX：０５５-２２３-１４６４

470 山梨県
「やまなし心のバリアフリー推進事
業」の周知、平成30年度ポスター・
標語の受賞者紹介

　県のホームページを利用し「共生社会」をテーマとしたポスターと標語の応募状況、優秀
作品を広く県民に周知する。

平成30年11月12日（月）～
平成31年６月30日（日）

http://www.pref.yamanash
i.jp/

山梨県
福祉保健部障害福祉課
TEL：055-223-1460
FAX：０５５-２２３-１４６４

福井県

山梨県
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471
甲府市
甲府市障害者団体
連絡協議会

授産製品展示会
　障害のある人が働いて事業所の紹介や一生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。

平成30年12月４日（火）・
12月５日（水）
両日とも9:00～16:00

甲府市役所本庁舎１階
市民活動室

○
https://www.city.kofu.yam
anashi.jp/

甲府市
福祉保健部障がい福祉課
TEL：055-237-5642
FAX：055-237-5299

472 甲斐市 甲斐市広報紙掲載 　障害者の差別解消などの内容を中心とした記事を広報に掲載する。
甲斐市広報12月号
　(平成30年12月1日発行）

甲斐市内
https://www.city.kai.yama
nashi.jp/

甲斐市
福祉部福祉課障がい者自立支援係
TEL：055-278-1691
FAX：055-276-2111

473 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月号に障害者週間である旨を記載し、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。

笛吹市広報12月号
　(平成30年12月１日発行）

笛吹市内
https://www.city.fuehuki.y
amanashi.jp/

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

474
笛吹市発達障害支
援関係機関連絡会
笛吹市

発達障害に関する講演会
　健康科学大　瀧口綾准教授を講師に迎え、視覚的にわかりにくい発達障害についての
基礎的な正しい知識を啓発し、住民理解の浸透や支援につながりやすくすることを目的に
市民を対象とした講演会を実施する。

平成30年12月１日(土）
10:00～11:30

石和図書館
（スコレーセンター）
ホール

○
https://www.city.fuehuki.y
amanashi.jp/

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

475
中央市・昭和町障が
い者相談支援セン
ター

障がいのある方の権利擁護学習
会
「私たちのことは私たちで決め
る！」

　第１部　講演「権利とは？意思決定とは？」
　第２部　しゃべり場「私たちのことは私たちで決める」

平成30年12月８日（土）
13:00～15:30

昭和町総合会館２階　軽運動室 ○

https://www.city.chuo.ya
manashi.jp/
http://www.town.showa.y
amanashi.jp

中央市・昭和町障がい者相談支援セ
ンタ-「穂のか」
TEL：055-274-1100
FAX：055-274-1103

476 上野原市
落語から学ぼう！こんなとき成年
後見制度

　成年後見制度についての理解の促進に向けた講演会を実施。障害者やその家族と共
に、市民を対象に広く制度について学んでもらう機会とする。

平成30年12月22日（土）
18:00～20:00

上野原市もみじホール ○
http://www.city.uenohara.
yamanashi.jp

上野原市
福祉保健部福祉課障害福祉担当
TEL：0554-62-3115
FAX：0554-30-2041

477 都留市 障がい者文化展
　市内の障害者による絵画、工作等の作品の展示。都留市いきいきフェスティバル（生涯
学習月間行事）の一環として開催する。

平成30年10月１日（月）～
10月５日（金）

いきいきプラザ都留 ○
http://www.city.tsuru.yam
anashi.jp

都留市
福祉保健部福祉課障がい者支援担当
TEL：0554-46-5112
FAX：0554-46-5119

478 韮崎市 韮崎市「福祉の日」記念まつり

　①ラジオ体操・みんなの体操
　②運動会
　③園児とのフォークダンス・パラバルーン演技
　④アトラクション、歌の披露

平成30年10月20日（土） 韮崎中央公園 ○
http://www.city.nirasaki.y
amanashi.jp

韮崎市役所福祉課社会福祉担当
TEL：0551-22-1111
FAX：0551-22-8479

479 北杜市 ほかほかハートまつり２０１８
　参加施設通所者の歌や演奏の発表、コンサート、ゲーム大会、バザー、参加施設通所
者の手作り商品の販売を行う。

平成30年11月14日（水）
10:00～15:00

北杜市高根町農村環境改善セン
ター

○
http://www.city.hokuto.ya
manashi.jp

北杜市障害者総合支援センタ-（かざ
ぐるま）
TEL：0551-42-1411
FAX：0551-20-4422

480 市川三郷町 市川三郷町広報へ掲載 　町広報に「障害者週間」周知の記事を掲載する。 平成30年11月25日（日）発行
http://www.town.ichikawa
misato.yamanashi.jp

市川三郷町
福祉支援課福祉係
TEL：055-272-1106
FAX：055-272-1198

481
富士川町社会福祉
協議会

障害者・高齢者スポーツ大会
　健康と体力づくりと相互の親睦を図るとともに、自立と社会参加を促進することを目的と
する。

平成30年11月17日（土）
終日

富士川町町民会館 ×
http://www.towan.fujikaw
a.yamanashi.jp

藤川町
福祉保健課障害福祉担当
TEL：0556-22-7207

482 鳴沢村 鳴沢村広報掲載 　障害者週間、障害者差別解消法、ヘルプカードについて広報に掲載する。 鳴沢村広報紙平成30年12月号
http://www.vill.narusawa.y
amanashi.jp/forms/info/in
fo.aspx?intfo_id=43047

鳴沢村
福祉保健課
TEL：0555-85-3081
FAX：0555-85-2461

483
南部町
南部町文化協会

第１６回南部町文化祭展示発表会 　町内の地域活動支援センターの利用者が制作した、工芸品の展示を行う。
平成30年11月９日（金）～
11月11日（日）
9：00～18：00

南部町活性化センター ○
http://www.city.hokuto.ya
manashi.jp

南部町
福祉保健課
TEL：0556-64-4836

484 長野県 長野市 ふくしネットフェスタ

　①広場ブースでは、ステージ発表・障害福祉事業所等の自主製品の販売、障害の当事
者とスペシャルゲストの松山三四六さんとトークイベント等を実施する。
　②TOiGO WESTブースでは、幾つかのワークショップ、障害者の方の個性的な作品を展
示する絵画展、快楽亭狂志さんによる寄席等を実施する。

平成30年10月27日（土）
10：00～15：00

長野市生涯学習センター(ＴＯｉＧ
Ｏ)及びＴＯｉＧＯ広場

○

長野市
保健福祉部障害福祉課
TEL：026-224-5030
FAX：026-224-5093

山梨県
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485 長野市 障害者週間の啓発・周知
　12月１日号の市広報誌、市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。併せてヘルプマークの普及啓発記事を掲載し、理解と
周知を図る。

平成30年12月１日（土）
http://www.city.nagano.na
gano.jp/site/kouhounagan
o/

長野市
保健福祉部障害福祉課
TEL：026-224-5030
FAX：026-224-5093

486 松本市 障害者週間イベント 　有識者による講演会を実施する。
平成30年１２月３日（月）
9:30～12:00

松本市松南地区公民館
３階大会議室

○

松本市
健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
TEL：0263-34-3212
FAX：0263-36-9119

487 上田市 障害者週間の啓発・周知
　①広報紙への障害者週間及び理解啓発の記事の掲載
　②市ホームページへの障害者週間に関する内容の掲載

平成30年12月１日(土)

上田市
福祉部障がい者支援課
TEL：0268-23-5158
FAX：0268-24-9423

488 岡谷市 障害者週間の啓発・周知
　市報に、障害者週間にあわせて、「障害者差別解消法」と「ヘルプカード・ヘルプマーク」
の周知を行う。

平成30年12月号

岡谷市
健康福祉部社会福祉課
TEL：0266-23-4811
FAX：0266-22-8492

489 岡谷市 障害者週間の啓発・周知
　デイケアや施設通所者の制作作品や長野県障がい者文化芸術祭へ出展した作品の展
示を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

岡谷市役所ロビー ○

岡谷市
健康福祉部社会福祉課
TEL：0266-23-4811
FAX：0266-22-8492

490 岡谷市 障害者週間の啓発・周知 　障害者就労支援施設等の物品販売と、障害者週間に係るパネル展示を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

岡谷市役所ロビー ○

岡谷市
健康福祉部社会福祉課
TEL：0266-23-4811
FAX：0266-22-8492

491
飯伊圏域障がい者
総合支援センター

障がい者週間啓発事業・和太鼓
演奏と交流会

　地元で活動する和太鼓グループや障がい者支援施設の方々による和太鼓演奏会とイ
ベント参加者による和太鼓の演奏体験交流会の実施する。

平成30年12月８日（土）
13：30～15：30

飯田市松尾公民館ホール ○

ＮＰＯ法人　飯伊圏域障がい者総合支
援センターほっとすまいる
TEL：0265-24-3182
FAX：0265-24-3192

492 諏訪市 広報すわでの障害者特集
　障害者週間と時期を同じくする12月号に市の広報紙へ特集企画を掲載し、普及啓発を
行う。

平成30年12月号

諏訪市
健康福祉部社会福祉課福祉係
TEL：0266-52-4141
FAX：0266-53-6073

493 諏訪市
福祉事業所による販売会「おひさ
まマルシェ」

　諏訪地域内の福祉事業所が複数参加し、市役所１階ロビーにて販売会を行い、販売増
や市民への周知を行う。

平成30年12月25日（火）、
12月26日（水）
10:00～15:00

諏訪市役所１階ロビー ○

諏訪市
健康福祉部社会福祉課福祉係
℡：0266-52-4141
FAX：0266-53-6073

494 須坂市 啓発幕の掲示 　「障がい者週間　共に生きる社会を目指して」と記載された啓発幕を庁舎に掲示する。
平成30年12月３日（月）～
12月10日（月）

須坂市役所

須坂市
健康福祉部福祉課障がい福祉係
TEL：026-248-9003
FAX：026-248-7208

495 須坂市 須高地域通所事業所説明会
　特別支援学校の卒業生や地域での福祉就労を希望する方に事業所の合同説明会を開
催する。

平成30年11月11日（日）
13:45～16:00

須坂市シルキーホール ○

須高地域自立支援協議会事務局
須高地域総合支援センター
TEL：026-248-3751
FAX：026-214-0158

496 大町市
障がいある方の作品展、事業所紹
介

　市庁舎において障がいある方の作品の展示、事業所の紹介を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月10日（月）

大町市庁舎 ○

大町市
民生部福祉課福祉係
TEL：0261-22-0420　内線412
FAX：0261-22-4700

497 飯山市
長野県障がい者文化芸術祭応募
作品formいいやま展

　長野県障がい者文化芸術祭へ応募された方々の作品を展示する。
平成30年10月19日（金）～
10月21日(日)
10：00～16：30

飯山市本町ぶらり広場
「ぎゃらりぃ白銀」

○

飯山市
民生部保健福祉課障がい福祉係
TEL：0269-62-3111(内177）
FAX：0269-62-3127

498 塩尻市 街頭啓発
　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等の自主製品と障
害者に対する理解を啓発するチラシを配布）実施。

平成30年12月３日（月）
11:00～12:00

塩尻市役所庁舎
塩尻市市民交流センター
コミュニティマーケットプレイス・
ギャザ

○

塩尻市
健康福祉事業部福祉課障がい福祉係
ＴＥＬ0263-52-0280　内線2116
ＦＡＸ　0263-52-7732

長野県
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499 佐久市 第14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、障害福祉サービス事業所による販売会を行う。

平成30年11月２日（金）
9：00～17：00
平成30年11月３日（土）
9：00～17：00
平成30年11月４日（日）
9：00～15：00

佐久市野沢会館 ○

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

500 佐久市 第14回佐久市社会福祉大会
　多くの市民が地域福祉活動への理解を深め、参加する機会とする。（H30年度は講演
テーマが障害分野）

平成30年11月20日（火）
13：00～15：30

佐久市
佐久平交流センター

○

佐久市
福祉部福祉課地域福祉係
TEL：0267-62-2919
FAX：0267-62-2172

501 千曲市 市報への掲載
　市の広報誌（12月号）に障害者週間及び障害者施策・制度等についての記事を掲載す
る。

平成30年12月１日（土）
千曲市
福祉課障害支援係
TEL：026-273-1111

502 安曇野市 障害者週間の啓発・周知
　11月21日発行の市広報誌、市ホームページにおいて、障害者週間及び障害者虐待防
止法の周知記事を掲載する。

平成30年11月21日（水）～
市広報誌
市ホームページ

http://www.city.azumino.n
agano.jp/

安曇野市
福祉部福祉課障がい福祉担当
TEL：0263-71-2251
FAX：0263-71-2328

503 安曇野市 知ったつもりの発達障がい
　理解促進研修・啓発事業として、今年度においては発達障がいをテーマとした精神科医
による基礎講演と発達障がい当事者や家族による座談会を開催する。

平成30年12月16日（日）
10：00～12：00

安曇野市役所
４階大会議室

○

安曇野市
福祉部福祉課障がい福祉担当
TEL：0263-71-2251
FAX：0263-71-2328

504 御代田町 広報誌 　町の広報誌（12月号）に障害者週間に関する記事を掲載する。 平成30年11月25日（日）頃発行

御代田町
保健福祉課福祉係
TEL：0267-32-6522
FAX：0267-31-2511

505 青木村 広報啓発活動 　村広報誌に障害者週間について掲載し、啓発活動を行う。 平成30年12月１日（土）発行 全戸配布
http://www.vill.aoki.nagan
o.jp/

青木村
住民福祉課住民福祉係
TEL：0268-49-0111
FAX：0268-49-3670

506 下諏訪町 障害者週間の啓発・周知
　下諏訪町地域活動支援センターに通所している障がい者が、精密部品や食品関係の簡
単な作業のほか、アクセサリー、キーホルダー、コースター、ポーチ、さき織りなど作製し
ている。この障害者週間に作製したものを展示・販売する。

平成30年12月４日（火）
9:00～16:00

岡谷市1階ロビー ○
下諏訪町
健康福祉課福祉係
TEL：0266-27-1111（内線121）

507 富士見町 障害者週間テーマコーナー
　富士見町図書館のテーマコーナーに、障がいをテーマとした本、ポスター、ヘルプマーク
等を展示し、障がいへの理解を図るとともに、ヘルプマーク等の普及啓発を図る。

平成30年12月３日（月）～
12月９日(日）

富士見町コミュニティ・プラザ内富
士見町図書館

○
http://www.town.fujimi.lg.j
p

富士見町
住民福祉課社会福祉係
TEL：0266-62-9144
FAX：0266-62-5228

508

富士見町
原村
オアシスオアシス
（障がい者総合支援
センター）

クリスマス会
　障がいのある方、家族を対象にクリスマスケーキを作り、富士見、原の住民の参加によ
り交流を図る。

平成30年12月下旬
原村地域福祉センター
多目的ホール

○
原村
保健福祉課社会福祉係
TEL：0266-79-7092

509 辰野町 たつの芸術文化祭
　「たつの芸術文化祭」において、辰野町地域活動支援センター利用者の皆さんの作品を
展示する。（作品は、「長野県障がい者文化芸術祭」へ出展した共同作品や個人作品）

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

辰野町民会館 ○
辰野町
保健福祉課福祉係
TEL：0266-41-1111（内線）2130

510 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。

平成30年11月下旬～
12月上旬

飯島町役場

飯島町
健康福祉課地域福祉係
TEL：0265-86-3111
FAX：0265-86-2225

511 南箕輪村
障害者就労支援施設等の自主製
品販売

　上伊那圏域内にある障害者就労支援施設等で製作された自主製品の販売協力を行
う。

平成30年11月下旬～
12月上旬

南箕輪村
健康福祉課福祉係
TEL：0265-72-2105
FAX；0265-73-9799

512 南箕輪村 障害者週間の広報 　当村の広報誌へ掲載し、障害者週間について周知を図る。 平成30年12月１日（土）

南箕輪村
健康福祉課福祉係
TEL：0265-72-2105
FAX：0265-73-9799

長野県
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513 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する。

平成30年11月３日（土）～
11月４日（日）

阿智村中央公民館 ○

阿智村
中央公民館
TEL：0265-43-2061
FAX：0265-43-2350

514 阿智村 阿智村駅伝大会 　村内を障がいのある人もない人も同じコースを走る一般交流イベントを開催する。 平成30年11月25日（日） 阿智村内 ○

阿智村
中央公民館
TEL：0265-43-2061
FAX：0265-43-2350

515 南木曽町 広報誌に記事掲載 　町の広報誌（12月号）に障害者週間および差別解消法についての記事を掲載する。 平成30年11月20日（火）頃発行

南木曽町
住民課福祉係
TEL：0264-57-2001
FAX：0264-57-2270

516 大桑村 大桑村人権ふれあい講演会
　日本車いすバスケットボール連盟、公益財団法人、長野県障がい者による講演会を小
中学校児童、生徒及び職員、一般住民を対象に開催する。

平成30年11月５日(月)
13：30～15：00

大桑小学校　体育館 ○

大桑村教育委員会
生涯学習係
TEL：0264-55-1020
FAX：0264-55-2607

517 麻績村 山ぼうしコンサート
　障がいのある人に対する理解の促進のため、麻績村福祉企業センター分場「山ぼうし」
利用者・スタッフ・家族等支援者による啓発活動として音楽会を開催する。

平成30年12月８日（土） 麻績村地域交流センター ○

麻績村
住民課福祉係
TEL：0263-67-3001
FAX：0263-67-3094

518 白馬村 広報誌掲載 　障害者週間について広報誌に掲載する。 平成30年11月19日（月）発行 白馬村役場
http://www.vill.hakuba.lg.j
p/

白馬村
健康福祉課福祉係
TEL：0261-72-5000
FAX：0261-72-7001

519
長野県上田保健福
祉事務所

県民向け手話講座（入門編）
　県民の皆様が身近で手話や聴覚障がいについて触れ学ぶことのできる「県民向け手話
講座（入門編）」を開催する。

平成30年12月７日(金)
13：30～15：30

上田市
丸子ふれあいステーション

○
https://www.pref.nagano.l
g.jp/uedaho/fukushi/2018
syuwakouzakaisai.html

上田保健福祉事務所
福祉課福祉係
TEL：0268-25-7123
FAX：0268-23-1973

520
長野県伊那保健福
祉事務所

障がい福祉事業所の製品販売会 　伊那合同庁舎にて、障がい福祉事業所が製作した食料品や小物の販売を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
12：00～13：00

伊那合同庁舎２階ホール及び正
面玄関下広場

○

伊那保健福祉事務所
福祉課福祉第一係
TEL：0265-76-6811
FAX：0265-76-6513

521
長野県伊那保健福
祉事務所

障がい福祉事業所の製品カタログ
注文販売

　管内市町村と管内県機関を対象に、管内障がい者福祉施設自主製品のカタログ販売を
行う。

平成30年11月～12月 ○

伊那保健福祉事務所
福祉課福祉第一係
TEL：0265-76-6811
FAX：0265-76-6513

522

長野県、長野県教
育委員会、信州ザ
ワメキアート展2018
実行委員会

ザワメキアート展2018～信州の障
がいのある方の表現とアールブ
リュット～

　長野県内の障がいのある方の創作した芸術作品の公募展、ギャラリートークや講演会
等を行う。（県内２会場）

平成30年12月７日（金）～
平成31年２月23日（土）

ホクト文化ホール
伊那文化会館
銀座NAGANO

○ http://zawameki-art.com/

長野県
健康福祉部
障がい者支援課管理係
TEL：026-235-7103
FAX：026-234-2369

523
長野県、第21回長
野県障がい者文化
芸術祭実行委員会

第21回長野県障がい者文化芸術
祭優秀作品展

　第21回長野県障がい者文化芸術祭の入賞作品（絵画・手芸・工芸・書道・写真・文芸）の
展示を行う。（県内４会場）

平成30年10月26日（金）～
平成31年１月31日（木）

上松町ひのきの里総合文化セン
ター
高齢者総合福祉施設アザレアン
さなだ
伊那文化会館
障がい者福祉センター

○

http://www.avis.ne.jp/~su
napple/15kai_bunk_geijutu
sai/15kai_bunk_geijutusai.h
tml

長野県
健康福祉部
障がい者支援課管理係
TEL：026-235-7103
FAX：026-234-2369

524
地域で暮らそう
フォーラム2018!実
行委員会

地域で暮らそうフォーラム2018!～
ひとりひとりの力を信じる～

　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、講演会等を開催する。

平成30年12月７日（金） 長野市芸術館 ○

長野県
健康福祉部
障がい者支援課自立支援係
TEL：026-235-7105
FAX：026-234-2369

525
長野県、長野県障
がい者社会参加推
進センター

信州あいサポートフォーラム2018
～しあわせ信州が日本を変える

　多様な障がい特性を理解し、障がいのある方への配慮や手助けを実践することにより、
障がいのある方が暮らしやすい地域社会（共生社会）を目指す「信州あいサポート運動」
を推進するとともに、障がい者の社会参加や共生社会の実現に関する有識者による講演
会等を通じて、共生社会の実現に向けた取組の促進と機運を醸成するため、フォーラム
を開催する。

平成30年11月１日（木） キッセイ文化ホール ○
https://www.pref.nagano.l
g.jp/shogaishien/happyou
/300928press.html

長野県健康福祉部
障がい者支援課社会生活係
TEL：026-235-7108
FAX：026-234-2369

526 長野県 障害者週間街頭啓発 　JR長野駅及び松本駅前における街頭啓発活動を行う。 平成30年12月３日（月） JR長野駅、JR松本駅 ○

長野県
健康福祉部
障がい者支援課社会生活係
TEL：026-235-7108
FAX：026-234-2369

長野県
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527 岐阜県 街頭啓発 　県民の障がいへの理解を深めるための街頭啓発を実施する。
平成30年12月１日（土）～
12月８日（土）

県内８か所

岐阜県
健康福祉部障害福祉課
TEL：058-272-8309
FAX：058-278-2643

528 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、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する。

平成30年12月24日（月） ぎふ清流文化プラザ ○

岐阜県
健康福祉部障害福祉課
TEL：058-272-8309
FAX：058-278-2643

529 岐阜県 リーフレット、パンフレットの作成
　障害者差別解消法、県条例を紹介する啓発物品としてリーフレット（6000部）、パンフレッ
ト（4000部）を作成する。

平成30年12月上旬 ×

岐阜県
健康福祉部障害福祉課
TEL：058-272-8309
FAX：058-278-2643

530 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する。併せて障害者週間の取り組み（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。

平成30年12月１日（土）

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

531 岐阜市 障がい者理解啓発イベント2018
　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、ミニ要約筆記・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。

平成30年12月16日（日） ぎふメディアコスモス ○
http://www.city.gifu.lg.jp/
32245.htm

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

532
障害者芸術祭実行
委員会

第２５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。

平成30年12月４日（火）～
12月９日（日）

ハートフルスクエアーＧ（展示会
場）
じゅうろくプラザ（舞台発表会場）

○
http://www.city.gifu.lg.jp/
18043.htm

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

533 大垣市
元気ハツラツ市での障がい者理解
啓発活動

　大垣駅通りで毎月第一日曜日に開催される「元気ハツラツ市」にてブースを設け、障が
い者理解に関する啓発活動を行う。（ヘルプマークの周知、障がい者サポーター制度の周
知、体験コーナーの開設（点字、疑似体験、車いす操作））

平成30年11月４日（日）
10:00～15：00

大垣駅通り ○
大垣市
障がい福祉課
TEL：0584-47-7298

534 大垣市
障害者週間街頭啓発
（岐阜県、大垣市共催）

　市内の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（使い捨てカイ
ロ）を配布する。

平成30年12月１日（土）
10：00～11：00

イオンモール大垣
大垣市
障がい福祉課
TEL：0584-47-7298

535 大垣市 障がい者理解啓発講演会
　ダウン症の書家　金澤翔子さんの母親である金澤泰子さんを講師に迎え、「共に生き
る」をテーマに講演会を実施する。

平成30年12月８日（土）
13：30～15：30

大垣市情報工房
５階スインクホール

○
http://www.city.ogaki.lg.jp
/

大垣市
障がい福祉課
直通TEL0584-47-7298

536
障がい者就労支援
ネットワークＨＩＤＡ

第10回飛騨地域障がい者手作り
コンサート
「あんきなコンサート」

　障がい者の余暇活動支援として、日頃取り組んでいる演奏や作品等を発表する機会を
設け、障がい者自身の生活における充実感を向上させるとともに、障がい者の余暇活動
について広く市民に知ってもらうために開催する。
　演奏、バザー、作品展示等を行う。

平成30年12月９日（日）
こくふ交流センターさくらホール
(高山市国府町広瀬町880-1（ＪＲ
国府駅前）)

○

高山市
福祉部福祉課
TEL：0577-35-3356
FAX：0577-35-3165

537 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を行
う。

平成31年２月５日（火）～
２月14日（木）

多治見市役所駅北庁舎
(多治見市音羽町1-233)

○

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

538 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。

平成30年12月６日（木）～
12月11日（火）

関市　わかくさ・プラザ　学習情報
館（エントランスホール）

○

関市
健康福祉部福祉政策課
TEL：0575-23-9032
FAX：0575-23-7748

539 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。

平成30年12月15日（土） 関ボーリングセンター ○

関市
健康福祉部福祉政策課
TEL：0575-23-9032
FAX：0575-23-7749

540 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。
平成30年12月１日（土）～
12月10日（月）

関市　関市役所（福祉政策課窓
口）

○

関市
健康福祉部福祉政策課
TEL：0575-23-9032
FAX：0575-23-7750

岐阜県
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541 美濃市 障害者理解に関する広報活動 　障害に対する理解を深めるために、広報配布やポスター掲示を実施する。 平成30年11月上旬～12月下旬
美濃市内（ポスターは市役所内、
広報は美濃市在住者を対象）

美濃市
民生部健康福祉課
TEL：0575-33-1122
FAX：0575-35-1997

542 美濃市
身体障がい者レクリエーション大
会

　障がい理解や相互交流を深めることを目的として、市内在住の身体障がい者、介助者、
家族、知人を対象に、軽スポーツ大会（グラウンドゴルフ、フライングディスク）を実施す
る。

平成30年11月３日（土）
美濃市運動公園
陸上競技場

○

美濃市
民生部健康福祉課
TEL：0575-33-1122
FAX：0575-35-1997

543 瑞浪市 広報紙を通じた啓発 　市広報（12月1日号）に障がいに対する理解を深めるための啓発記事を掲載する。 平成30年12月１日号

瑞浪市
民生部社会福祉課
TEL：0572-68-2113
FAX：0572-68-0294

544 瑞浪市
障害者就労施設等の活動紹介パ
ネル展示と製品販売会

　市役所本庁舎１階ロビーにおいて、障害者就労施設等の活動紹介パネル展示と製品販
売会を行う。

平成30年12月11日（月）～
12月18日（火）

市役所本庁舎
１階ロビー

○

瑞浪市
民生部社会福祉課
TEL：0572-68-2113
FAX：0572-68-0294

545 恵那市
障がい福祉事業所の紹介及び製
品販売

　恵那市役所本庁休憩スペース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。

平成30年11月26日（月）～
12月７日（金）

恵那市役所本庁舎 ○ http://www.city.ena.lg.jp/

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

546
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。
平成30年11月26日（月）～
12月７日（金）

恵那市中央図書館 ○ http://www.city.ena.lg.jp/

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

547
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。 平成30年12月２日（日） 恵那市中央図書館 ○ http://www.city.ena.lg.jp/

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

548 可児市 街頭啓発 　市内３か所において、市民の障がいへの理解を深めるための街頭啓発を実施する。 平成30年12月８日（土） 市内スーパー3か所

可児市
福祉部福祉支援課
TEL：0574-62-1111（内線3174）
FAX：0574-63-1294

549 瑞穂市
ヘルプマーク等の普及啓発活動
（みずほふれあいフェスタ２０１８）

　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、「ヘルプマーク」「障害者差別解消法」のパンフレット等を配布し、豊かな共生社会
の実現に向けた周知を図る。

平成30年11月４日（日）
瑞穂市役所　巣南庁舎周辺会場
（瑞穂市宮田300番地2）

○

瑞穂市
健康福祉部福祉生活課
TEL：058-327-4123
FAX：058-327-1566

550 瑞穂市
市民公開講座
「聴覚障がいの基礎知識を学ぼ
う！」

　岐阜県聴覚障害者情報センターより講師を招き、聴覚障がいの基礎知識を学ぶ講座を
市民センターにて開催する（聴覚障がいの方がどのようなタイミングでどのような配慮を必
要としているのかの学び。筆談対応のポイントや筆談体験）。

平成31年１月17日（木）
13:30～15:10

瑞穂市民センター
（瑞穂市別府1300番地3）

○

瑞穂市
健康福祉部福祉生活課
TEL：058-327-4123
FAX：058-327-1566

551 飛騨市
市民向け研修会
「障害者差別解消法を知る」

　障がいをテーマにした市民対象研修会の第4回目。今回は「障害者差別解消法」につい
て学び、障がいのある人もない人も共により良い生活ができる社会を目指す。

平成30年11月10日（土）
飛騨市古川町総合保健福祉セン
ター

○
https://www.city.hida.gifu.
jp/soshiki/11/6554.html

飛騨市
市民福祉部障がい福祉課
TEL：0577-73-7483
FAX：0577-73-3604

552
郡上市社会福祉協
議会
（郡上市後援）

あんきに見とくれ展
　道の駅古今伝所の里やまとにて、障がい福祉施設へ通所している方の作品展示を行い
障がい者への理解を深める。

平成30年11月22日（木）～
11月25日（日）

道の駅古今伝授の里やまと
ギャラリー

○

郡上市
健康福祉部　社会福祉課
TEL：0575-67-1811
FAX：0575-67-0604

553
郡上市社会福祉協
議会
（郡上市後援）

郡上市社協福祉フェスティバル
　市民と福祉関係者が集い、地域福祉の推進と連携強化を図る。バザーコーナーにて障
がい者就労施設で作られた製品を販売するほか福祉用具の体験を行う。

平成30年11月３日（土） 高鷲福祉交流センター ○

郡上市
健康福祉部社会福祉課
TEL：0575-67-1811
FAX：0575-67-0604

554 下呂市 街頭啓発
　市内の人が多く集まる場所（大型ショッピングセンター）にて、障害者への理解を深める
ための街頭啓発を実施する。

平成30年12月５日（水） バロー萩原店

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

岐阜県
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555 下呂市
障害者に対する災害時の対応講
座

　近年は大雨や台風等が増加傾向にあるが、災害時に障害者、特にろう者は避難を拒む
ことが分かってきた。ろう者からも避難についての不安や質問があったため、災害時の心
構えや対応について一緒に学ぶ機会を設けることにした。

平成30年11月19日（月） 下呂交流会館 ○

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

556 下呂市 理解啓発　福祉講演会
　来年10月頃に障がい者も参加してのダンス公演を計画中である。本年度はその宣伝も
兼ねて、ドキュメンタリー映画の上映および関係者のトークショー的な講演会を実施する。

平成31年２月３日（日） 星雲会館 ○

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

557 下呂市 萩原町文化祭
　文化祭展示の部において、障がい者福祉事業所の作品を展示したり製品を販売したり
する。

平成30年11月３日（土）、
11月４日（日）

星雲会館 ○

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

558
垂井町社会福祉協
議会
（垂井町補助事業）

第４回たるい・ふれあいのつどい
　障がい児者に対する理解を深めるため、障がいを持った方を講師に招き、講演会を開
催する。また、同時に障がい児者の保護者が講演会を傍聴できるよう、障がい児者が楽
しく過ごせる場を設置する。当日は障がい者施設の授産製品についても販売を行う。

平成31年１月20日（日） 垂井町文化会館 ○
垂井町社会福祉協議会
TEL：0584-23-3335
FAX：0584-22-2714

559 神戸町 社会福祉大会 　展示コーナーにて、岐阜県障がい者ふれあい福祉フェアに出品された作品を展示する。 平成30年11月11日（日） 神戸町中央公民館 ○
神戸町社会福祉協議会Ｈ
Ｐ
www.godo-shakyo.jp

神戸町
民生部健康福祉課
TEL：0584-27-3111
FAX：0584-27-8443

560 安八町 社会福祉大会・青少年育成大会 　バザーコーナーにて障がい者就労施設で作られた製品を販売する。 平成30年11月18日（日） 安八町中央公民館 ○

安八町
福祉課
TEL：0584-64-7104
FAX：0584-64-5014

561 八百津町 障害者週間 　産業文化祭にて、障害者週間に係るパネル展示を行う。 平成30年11月10日（土） 八百津町ファミリーセンター周辺 ○
https://www.town.yaotsu.l
g.jp/4673.htm

八百津町
健康福祉課福祉係
TEL：0574-43-2111
FAX：0574-43-2117

562 八百津町 障害者週間
　平成30年度　八百津町　健康・生活カレンダーの帯部分に障害者週間の日にちを掲載
し、周知を促している。

平成30年３月１日（木）発行
https://www.town.yaotsu.l
g.jp/1339.htm

八百津町
健康福祉課福祉係
TEL：0574-43-2111
FAX：0574-43-2117

563 白川町 美濃白川　ふるさと祭 　美濃白川ふるさと祭にてヘルプマークの啓発配付ブースをもうけ、理解促進を図る。 平成30年11月4日（日） 白川町町民会館 ○

白川町
保健福祉課福祉係
TEL：0574-72-2317
FAX：0574-72-2503

564 御嵩町 広報紙掲載
　障害者週間の趣旨、御嵩町の手帳所持者の状況、御嵩町障害者支援多機能事業所
「あゆみ館」の活動などを掲載する。

広報紙平成30年12月号に掲載
http://www.town.mitake.gi
fu.jp/

御嵩町
福祉課社会福祉係
TEL：0574-67-2111
FAX：0574-67-1875

565 白川村 村広報誌への掲載
　障害者週間に併せ、村広報誌（11月号）に障害理解に関する記事を掲載し、住民理解を
図る。

平成30年11月12日（月）～

白川村
村民課
TEL：05769-6-1311
FAX：05769-6-1709

566 静岡県 静岡県 第20回静岡県障害者芸術祭

　障害者週間に向けた啓発事業として、障害のある人の文化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、静岡
県障害者芸術祭を開催する。
　（平成30年度は、第20回目の開催を記念し、内容を拡充して開催する。）

　①【シンボルイベント】
　　富岳太鼓竜神組によるライブや金澤翔子さんの席上揮毫、障害者団体等による舞台
発表などを行う。
　②、③【作品展＆イベント】
　　県内や近隣県の障害のある人のアート作品の展示、ワークショップの開催などを行う。
　④【県民ＰＲイベント】
　　静岡県授産製品コンクール表彰式、障害者団体等による音楽等のステージ発表など
を行う。

平成30年10月６日（土）～11月17日
（土）

①10/6（土）
②10/26（金）～10/28（日）
10：00～17：00
③11/2（金）～11/4（日）
10：00～17：00
④11/17（土）
10：30～16：00

①グランシップ中ホール
②浜松市　鴨江アートセンター会
場
③沼津市　プラザヴェルデ市民
ギャラリー会場
④静岡市　JR静岡駅北口地下広
場会場

○

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

岐阜県
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567 静岡県 障害者週間推進事業

　【障害者週間啓発立看板】
　
　【障害者週間街頭キャンペーン】
　　県健康福祉センター（県内７か所）単位で、啓発授産品及び啓発チラシを配布する。

①平成30年11月12日（月）～
12月10日（月）
②平成30年12月３日（月）
③平成30年12月３日（月）
④平成30年12月７日（金）
⑤平成30年12月５日（水）
⑥平成30年11月30日（金）
⑦平成30年12月４日（火）
⑧平成30年12月３日（月）

①県庁本館前
②賀茂健康福祉センター：東急ス
トア下田とうきゅう店／あおき西伊
豆店
③熱海健康福祉センター：マック
スバリュー熱海店
④東部健康福祉センター：イシバ
シプラザ／イトーヨーカドー沼津店
⑤御殿場健康福祉センター：マッ
クスバリュー御殿場萩原店
⑥富士健康福祉センター：イオン
タウン富士南
⑦中部健康福祉センター：ＪＲ島
田駅
⑧西部健康福祉センター：マック
スバリュー浜岡店

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

568 沼津市
第31回沼津市「障害者週間」市民
の集い

　障害のある人に対する理解と認識を深めるための啓発事業を実施する。
　内容：体験発表、アトラクション、映画上映、記念講演、作品展示等を行う。

平成30年12月９日（日） 沼津市民文化センター小ホール ○

沼津市
障害福祉課
TEL：055-934-4830
E-mail：sｙouhuku@city.numazu.lg.jp

569 熱海市
熱海市身体障害者福祉会
（熱海市後援）

　障害者週間に合わせて実施する①「ふれあい作品展」及び②「フライングディスク交流
会」を開催する。

①平成30年12月３日（月）
②平成30年12月８日（土）

①熱海市総合福祉センター
②熱海市立多賀中学校

①　○
②　×

熱海市
社会福祉課
TEL：0557-86-6335
E-mail： shogaifukushi@city.atami.lg.jp

570 三島市
障害者支援施設「みはらしの里」
利用者絵画作品展

　障害者支援施設「みはらしの里」利用者の絵画作品を展示し、障がい者福祉に対する
理解促進を図る。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

三島市役所　玄関ロビー ○

三島市
障がい福祉課
TEL：055-983-2612
E-mail：
syouhuku@city.mishima.shizuoka.jp

571 伊東市 障害者週間啓発事業
　①市発行の広報紙への啓発記事の掲載
　②市役所ロビーにてパネル展示

②平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

②伊東市役所　１階ロビー ○

伊東市
社会福祉課
TEL：0557-32-1533
E-mail： syakai@city.ito.shizuoka.jp

572 島田市 障害者虐待防止研修会
　障害者への虐待防止や権利擁護について、障害福祉サービス事業所職員や養護者を
はじめ、幅広く市民に周知するため、研修会を開催する。

平成30年12月18日（火）
13:30～15:30

島田市役所会議棟
大会議室

○

島田市
健康福祉部福祉課
TEL：0547-36-7154
E-mail： fukushi@city.shimada.lg.jp

573 島田市 にこにこしまだクリーン大作戦

　障害者のことを広く知ってもらうため、当事者及び市内障害福祉サービス事業所職員と
ともに、事業所や市役所周辺のごみ拾いを行っており、今年度は参加者の対象をさらに
広げる予定である。また、昨年度まで２月５日に行っていたが、今年度から障害者週間の
12月５日に行うことにした。

平成30年12月５日（水） 島田市役所周辺 ○

島田市
健康福祉部福祉課
TEL：0547-36-7154
E-mail： fukushi@city.shimada.lg.jp

574 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する。
　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。

平成30年12月８日（土） 富士市フィランセ ○

富士市
福祉こども部障害福祉課
TEL：0545-55-2761
E-mail：
takagi_yutaka@sz.city.fuji.shizuoka.jp

575 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を開催する。
平成30年12月５日（水）～
12月13日（木）

磐田市立中央図書館
展示室

○

磐田市
福祉課
TEL：0538-37-4919
E-mail： shogaifukushi@city.iwata.lg.jp

576 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。 平成30年12月９日（日） ＪＲ磐田駅前ジュビロード ○

磐田市
福祉課
TEL：0538-37-4919
E-mail： shogaifukushi@city.iwata.lg.jp

577 磐田市 いわたぬくまるマーケット
　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
施設の日々の活動周知などを行う。

平成30年12月９日（日） ＪＲ磐田駅前ジュビロード ○

磐田市
福祉課
TEL：0538-37-4919
E-mail： shogaifukushi@city.iwata.lg.jp

578 掛川市 掛川特別支援学校作品展
　障がいのある人の作品を展示することで、市民に障がいのある人の取り巻く環境や課
題の解決のためにできることを考えるきっかけにしてもらう。
　内容：障がい者の作品展示を行う。

平成30年11月26日（月）～
11月30日（金）

掛川市役所　２階テラス ○

掛川市
福祉課
TEL：0537-21-1215
E-mail： fukushi@city.kakegawa.lg.jp

静岡県
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579 藤枝市
障害福祉サービス事業所自主製
品の販売事業

　【自主製品の販売】
　藤枝市役所ロビーで障害者就労施設の自主製品の販売を行うとともに、各事業所の
PR、啓発品の配布などを実施する。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

藤枝市役所１階ロビー ○

藤枝市
健康福祉部自立支援課
TEL：054-643-3149
E-mail： jiritsu@city.fujieda.lg.jp

580 御殿場市 障害者週間講演会
　障害者に関係する講師を招き講演会を行う。
　（協力：御殿場・小山社会福祉協議会）

平成30年12月３日（月）
御殿場市　御殿場西高校　スカイ
ホール

○

御殿場市
社会福祉課
TEL：0550-82-4238
E-mail： fukushi@city.gotemba.lg.jp

581 御殿場市 障害者週間広報事業 　広報ごてんばの11月20日号に障害者理解啓発に関する記事を掲載する。 平成30年11月20日号

御殿場市
社会福祉課
TEL：0550-82-4238
E-mail： fukushi@city.gotemba.lg.jp

582 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

　①イベント
　12月１日（土）裾野市民文化センター
　障がい福祉団体・障がい者（児）支援事業所等のパネル展示を行う。
　事業所等のＰＶの上映を行う。
　同一会場で行われている保育生活展とのコラボを予定している。　等
　②キャンペーン
　期間中に裾野駅等で授産製品等の配布を通じた啓発活動を行う。

平成30年12月１日（土） 裾野市民文化センター ○

裾野市
障がい福祉課
TEL：055-995-1820
E-mail： syougai-
f@city.susono.shizuoka.jp

583 湖西市 地域活動支援センター作品展

　障害者週間に向けた啓発事業として、地域活動支援センターしおかぜ参加者の絵画等
の発表の場を設け、広く市民に紹介し、障害のある人の社会参加と障害福祉への理解促
進を図る。
　内容：地域活動支援センターしおかぜ参加者による作品展を開催する（絵画、造形など
予定）。
　日時：平成30年12月３日（月）～ 平成30年12月９日（日）
　会場：湖西市健康福祉センター１Fロビー

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

湖西市健康福祉センター
１Ｆロビー

○

湖西市
地域福祉課
TEL：053-576-4532
E-mail： chifuku@city.kosai.lg.jp

584 御前崎市 障害者週間広報事業
　①市役所ロビーにて、パネル展示（授産製品、市内事業所紹介等）
　②広報用グッズの配布

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

御前崎市役所ロビー ○

御前崎市
福祉課
TEL：0537-85-1121
E-mail：
fukushi@city.omaezaki.shizuoka.jp

585 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2018」の行政PRコーナーへ出展
予定である。
　内容：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、障害者週間及び差別
解消法PRのためなどの展示、啓発品配布を行う。

平成30年11月18日(日) 菊川市　菊川文化会館アエル ○

菊川市
健康福祉部福祉課
TEL：0537-37-1252
E-mail：
shougai@city.kikugawa.shizuoka.jp

586 牧之原市 障がいに対する正しい理解の推進
　障がいのある人との交流会：ピア（精神）による体験発表、交流会を行う（テーマ別意見
交換会）。

平成30年12月６日（木） 牧之原市役所榛原庁舎 ○

牧之原市
社会福祉課
TEL：0548-23-0072
E-mail：
fukushi@city.makinohara.shizuoka.jp

587 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
のポスター掲示を行い、障害に関して理解促進を図る。

平成30年12月３日（月）～
12月14日（金）

函南町役場　町民ホール ○

函南町
福祉課
TEL：055-979-8127
E-mail： fukushi@town.kannami.lg.jp

588 函南町
第１回函南町あいのわふれあいマ
ルシェ

　障害者週間に合わせた函南町障がい者自立支援協議会の活動として、障がい者自立
支援協議会の周知、ステージ発表や展示、体験を通じてふれあう場とし、障害についての
理解の輪を広げることを図る。
　内容：ステージ発表、関係団体の作品展示、協力企業・町内事業所による販売、障害者
スポーツ等の体験を行う。

平成30年12月８日（土）
函南町　函南町文化センター
多目的ホール・ギャラリー

○

函南町
福祉課
TEL：055-979-8127
E-mail： fukushi@town.kannami.lg.jp

589 清水町
平成30年度障害者週間啓発イベ
ント

　①町内障害福祉事業所のパネル展示と商品の販売会の実施
　②障がいのある方が制作した作品の展示
　③就労継続支援Ｂ型事業所が運営する喫茶店の営業
　④成年後見制度勉強会の開催
　⑤弁護士を講師に招き、住民に対して成年後見制度について学ぶ場の提供と制度利用
に関する説明用リーフレットの配布

平成30年12月１日（土） 清水町福祉センター ○

清水町
健康福祉課
TEL：055-981-8204
E-mail： shogaifukushi@town.shizuoka-
shimizu.lg.jp

590 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）、のぼり旗の掲示
　②就労移行支援、就労継続B型、放課後児童デイサービス事業所の啓発品（焼き菓子
等）を事業所部会委員が商業施設や街頭で配布
　③就労移行支援及び就労継続支援B型事業所による啓発品の展示・販売

①平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
②平成30年12月３日（月）～
12月８日（土）
③平成30年12月３日（月）～
12月８日（土）

①長泉町　長泉町町役場
②商業施設及び街頭

○

長泉町
福祉保険課
TEL：055-989-5512
E-mail： fukushi@nagaizumi.org

静岡県
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591 静岡県 小山町 障害者週間基調講演会

　障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる共生社会を
作ることの啓発を目的とする。そのためには、障害の有無に関わらず誰もが能力を発揮し
て生活できる社会の実現を目指し、互いの違いを認め合う社会を築いていくための講演
会を開催する。
　演題　「心のバリアフリー～手のひらに言葉をのせて」
　講師　中野佐世子氏

平成30年12月３日（月）
11：00～12：00

御殿場西高等学校 ○

小山町
住民福祉課
TEL：0550-76-6661
E-mail： fukushi@town.shizuoka-
oyama.lg.jp

592
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。

平成30年12月９日（日）
13：30～15：30

新城市新城文化会館 ×

愛知県
健康福祉部障害福祉課企画調整ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ
TEL：052-954-6294
FAX：052-954-6920

593
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。

平成30年12月１日（土）
10：00～12：00

名古屋市愛知県社会福祉会館 ×

愛知県
健康福祉部障害福祉課企画調整ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ
TEL：052-954-6294
FAX：052-954-6920

594 愛知県
平成30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30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。

平成30年12月３日(月)～
平成31年１月25日(金)

県庁地下通路
 12月３日(月)～12月7日(金)
県民相談センター
12月12日(水)～１月８日(火)
人権推進室
１月15日(火)～１月25日(金)

○
http://www.pref.aichi.jp/s
oshiki/shogai/kokoronowa
-sakuhinten.html

愛知県
健康福祉部障害福祉課企画調整ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ
TEL：052-954-6294
FAX：052-954-6920

595

岡崎市
NPO法人　岡崎市
障がい者福祉団体
連合会

第39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。
　（参加団体：市内の団体、学校、福祉施設及び一般参加者）

平成31年１月11日(金)～
１月15日(火)
①１/11（金）～１/14（月）
9：00～21：00
②１/15（火）9：00～16：00

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

○

岡崎市
福祉部障がい福祉課施策係
TEL：0564-23-6155
FAX：0564-25-7650

596 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、市役所の出入り口で啓発チラシを配布する。
平成30年12月３日（月）
10：00～11：00

豊川市役所

http://www.city.toyokawa.
lg.jp/kurashi/fukushikaigo
/shogaifukushi/shogaifuk
ushirase/fukushikoujyou.h
tml

豊川市
福祉部福祉課障害者支援係
TEL：0533-89-2131
FAX：0533-89-2137

597
瀬戸市障害者地域
自立支援協議会

まっとつながろ祭 　瀬戸市内の一部の福祉施設が同日祭を開催する。出店やワーク体験を行う。
平成30年11月10日（土）
10：30～15：00

市内事業所 ○
https://fb.me/mattotsuna
garosai

瀬戸市
社会福祉課福祉係
TEL：0561-88-2612
FAX：0561-88-2615
E-mail　shafuku@city.seto.lg.jp

598 瀬戸市
障害者差別解消法講演会
障害者が学び続けられる社会とは
～まわりの理解と支えで輝く～

　障害者が学び続けられる社会とは～まわりの理解と支えで輝く～をテーマに講演会を行
う。

平成30年11月28日（水）
10:00～12:00

やすらぎ会館　５階
大集会室

○

瀬戸市
社会福祉課福祉係
TEL：0561-88-2612
FAX：0561-88-2615
E-mail　shafuku@city.seto.lg.jp

599 日進市 障害者差別解消法研修会
　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。

平成30年12月13日（木）
13：30～15：30

日進市中央福祉センター
多機能室

○

日進市
健康福祉部地域福祉課
TEL：0561-73-1484
FAX：0561-72-4554

600

日進市
日進市障害者自立
支援協議会権利擁
護部会

障害者虐待防止法講演会
　障害福祉に関わる支援者一人ひとりの意識改革や支援の質の向上を目指し、障害者
虐待防止講演会を開催し、虐待防止の体制構築に向けた取組みの促進を図る。

平成30年12月22日（土）
14：00～16：30

日進市中央福祉センター
多機能室

×

日進市
健康福祉部地域福祉課
TEL：0561-73-1484
FAX：0561-72-4554

601 武豊町 障害者週間作品展
　広く障がい者福祉に関する関心と理解を深めていただくことを目的として、障がいのある
方が制作された作品を展示する。

平成30年12月３日(月)～
12月７日(金)
8:30～17:15
※12月７日(金)のみ15:00まで

武豊町役場
　第５・６会議室
　ロビー

〇

武豊町
健康福祉部福祉課社会福祉担当
TEL：0569-72-1111(内線322)
FAX：0569-72-1115

602 江南市
市広報への掲載
障害者週間啓発活動

　市広報へ「障害者週間」の啓発記事を掲載し、障害者に対する関心と理解を呼びかけ
る。

平成30年12月１日（土）発行

江南市
健康福祉部福祉課
TEL：0587-54-1111
FAX：0587-56-5515

603
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。

平成30年11月３日(土)～
11月25日(日)

すいとぴあ江南
2階市民ギャラリー

○

江南市
健康福祉部福祉課
TEL：0587-54-1111
FAX：0587-56-5515
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604 春日井市 障がい理解のための啓発講演会 　障がい理解のための啓発事業として講演会を開催する。
平成30年12月７日（金）
13:30～15:30

グリーンパレス春日井第１会議室 ○

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

605
犬山市スポーツ推
進委員連絡協議会

仲良しわんスポ交流会

　市内在住の小学生を対象に、健常者・障害者の区別なく、気軽に楽しむことができる軽
スポーツによる交流を行う。
　①グループ種目　カローリング、ラダーゲッター、ディスクゴルフ、ボッチャ、クロリティ、ス
トラックアウト、マグネットダーツ、ユニホッケーPK
　②全体種目　大玉転がし

平成30年12月８日（土）
10:00～12:00

犬山市体育館 ○
http://www.city.inuyama.a
ichi.jp/

犬山市スポーツ推進委員連絡協議会
（犬山市教育部文化スポーツ課内）
TEL：0568-44-0352

606 犬山市 障害をテーマとした広報への掲載   障害理解を深めるため、市民向けの広報紙に障害に関する記事を１ページ掲載する。 平成30年12月１日（土）号広報

http://www.city.inuyama.a
ichi.jp/
（市ホームページへ11月
30日掲載）

犬山市
健康福祉部福祉課障害者担当
TEL：0568-44-0321
FAX：0568-44-0364

607 稲沢市 障害者の書道作品の展示
　障害者週間の啓発の一環として市役所の市民ホール(南玄関)に書道の作品の展示を
行う。

平成30年11月30日(金)13:00～
12月10日(月)12:00

稲沢市役所市民ホール
(南玄関)

〇

稲沢市
市民福祉部福祉課障害福祉グループ
TEL：0587-32-1281(ダイヤルイン)
FAX：0587-32-1219

608
稲沢市障害者福祉
団体連合会

チャレンジドフェスタ2018   障害者の防災対策を考える場としてワークショップを実施する。
平成30年12月８日(土)
14:00～16:00

稲沢市勤労福祉会館
多目的ホール

〇
稲沢市障害者福祉団体連合会　事務
局
TEL：090-8130-1779

609
NPO法人メンタル
ネットワーク稲穂

いなほ祭り
　ボランティアグループのダンス、地域市民グループオカリーナによるオカリナ演奏、当事
者と家族によるギターとフルートのコラボレーション、支援者のピアノ、当事者によるオカリ
ナ演奏、当事者による詩の朗読を行う。

平成30年11月10日(土)
12:30～15:30

稲沢市勤労福祉会館
多目的ホール

〇
いなほの家
TEL/FAX　0587-24-3622

610
NPO法人メンタル
ネットワーク稲穂

平成３０年度地域公開研修会
　「話したくなる聴き方」研修会テーマで地域住民で関心のある方、当事者、家族、支援
者、関係者を対象に一宮保健所職員が講師を行う。

平成31年１月19日(土)
13:30～15:30

稲沢市勤労福祉会館
２階第２・第３研修室

〇
NPO法人メンタルネットワーク稲穂
TEL/FAX　0587-24-3622

611

たんぽぽコンサート
実行委員会
社会福祉法人たん
ぽぽハウス

たんぽぽコンサート2018 　二人の障害者ピアニストによる演奏を行う。
平成30年11月３日(土)
13:30～16：00

名古屋文理大学文化フォーラム
(中ホール)

〇
たんぽぽコンサート事務局
TEL/FAX　0587-23-0691

612

稲沢市自立支援協
議会
稲沢市社会福祉協
議会

稲沢市地域自立支援協議会講演
会

　障害のある方、その保護者、障害福祉サービス事業者、相談支援事業者、保健、医療、
保育、教育関係機関、その他関心のある一般市民を対象に講演会を行う（テーマ：「医療
的ケアが必要でも、安心して地域で暮らすために」）。

平成31年１月19日(土)
14:00～16:00

名古屋文理大学文化フォーラム
(小ホール)

〇

稲沢市
市民福祉部福祉課障害福祉グループ
TEL：0587-32-1281(ダイヤルイン)
FAX：0587-32-1219

613 弥富市 広報 　市の広報紙に障害者週間に関する記事を掲載する。 平成30年12月広報

弥富市
民生部福祉課障害福祉グループ
TEL：0567-65-1111（内線162）
FAX：0567-67-4011

614
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
　障害者就労施設等による物品の販売、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。

平成31年１月27日（日） 津島市文化会館 ○

津島市
健康福祉部福祉課
TEL：0567-24-1115
FAX：0567-24-1138

615 豊橋市 障害者週間イベント
　 障害者の福祉について関心と理解を深めるため、コミュニケーション条例・ヘルプマーク
のPRや障害のある方々の歌・踊りのほか、車いす・点字・手話体験を開催する。

平成30年12月２日(日)
9:30～15:00

豊橋市こども未来館ここにこ ○
http://www.city.toyohashi.
lg.jp/24005.htm

豊橋市
福祉部障害福祉課
TEL：0532-51-2697
FAX：0532-56-5134

616 豊田市 映画館で啓発ビデオを放映 　映画上映前の広告枠において障がいへの気づきをテーマとしたビデオを放映する。
平成30年11月30日(金)～
12月13日(木)
全作品

イオンシネマ豊田ＫｉＴＡＲＡ ○
市ホームページ
（http://www.city.toyota.ai
chi.jp/index.html）

豊田市
福祉部障がい福祉課総務計画担当
TEL：0565-34-6751
FAX：0565-33-2940

617 豊田市 豊田市障がい者作品展 　障がい者から募集した作品の展示、表彰を行う。

平成30年12月１日（土）～
12月９日（日）
9:00～17:00
（12月９日のみ12:00まで）

豊田市福祉センター ○

市ホームページ
（http://www.city.toyota.ai
chi.jp/index.html）
あいちアール・ブリュット
ホームページ
（http://www.aichi-
artbrut.jp/）

豊田市
福祉部障がい福祉課総務計画担当
TEL：0565-34-6751
FAX：0565-33-2940
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618 豊田市 避難所体験会 　要配慮者に対応した避難所開設訓練を実施する。
平成30年12月９日（日）
10:00～12:00

豊田市立美里中学校 ○
市ホームページ
（http://www.city.toyota.ai
chi.jp/index.html）

豊田市
福祉部障がい福祉課総務計画担当
TEL：0565-34-6751
FAX：0565-33-2941

619
刈谷市身体障害者
福祉協会

刈谷市障害者作品展
　障害者が自らの手で作成した作品（絵画、初動、手芸、写真、生花など）を展示し、広く
社会の人々の障害者への正しい認識の高揚を図る。

平成30年11月17日(土)～
11月19日(月)

刈谷市心身障害者福祉会館 ○

刈谷市
福祉総務課
TEL：0566-62-1208
FAX：0566-24-3481
刈谷市身体障害者福祉協会
TEL：0566-24-6066

620
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～お父さん、お母さ
ん。お子さんの様子はどうです
か？～」

　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　名古屋女子大学短期大学部教授・那須野康成氏

平成31年１月19日(土)
10:00～12:00

あま市甚目寺公民館 ○

海部東部障害者総合支援協議会事務
局
あま市
福祉部社会福祉課障害福祉係
TEL：052-444-3135
FAX：052-443-3555

621
一宮市障害者自立
支援協議会　就労
支援部会

福祉マルシェ　ｉ・愛・逢マーケット
　一宮市内にある障害福祉サービス事業所が共同で出店し、パンやプリン、クッキーなど
食品のほか、クッションや手づくり小物などの縫製品なども取り扱っている。

①平成30年11月20日(火)、
11月21日(水)
10：00～19：00
②平成30年12月18日(火)、
12月19日(水)
10：00～19：00
③平成31年１月15日(火)、
１月16日(水)
10：00～19：00

名鉄百貨店一宮店 正面玄関 ○
http://138-
jiritsu.com/bukai/shuro/

一宮市
福祉部福祉課障害福祉グループ
ＴＥＬ：0586-28-8619
ＦＡＸ：0586-73-9124

622 半田市 障がい理解啓発チラシの配布
　半田市の市報において、障がいの理解を促進するためのチラシを折り込み、全市民に
対して配布する。

平成30年12月１日（土）号

半田市
福祉部地域福祉課障がい者援護担当
TEL：0569-84-0643
FAX：0569-22-2904

623
半田市
半田身体障害者福
祉会

障がい者作品展 　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。
平成30年12月３日(月)11:00～
12月14日(金) 15:00

半田市役所 ○

半田市
福祉部地域福祉課障がい者援護担当
TEL：0569-84-0643
FAX：0569-22-2904

624
半田市
半田身体障害者福
祉会

障がい者週間啓発ティッシュ配り 　「障がい者週間」啓発のためティッシュ配りを行う。
平成30年12月３日(月)
11：00～12：00

半田市役所

半田市
福祉部地域福祉課障がい者援護担当
TEL：0569-84-0643
FAX：0569-22-2904

625
岩倉市社会福祉協
議会

2018夢コンサート
　音楽をとおして、障害児・者の自立と社会参加の促進を図り、また、地域住民との交流
の機会を確保し、障害児・者への理解を深めることを目的とする（出演者：岩倉太鼓友の
会、岩倉鳴子おどりの会五条川桜、岩倉市民吹奏楽団、岩倉市民ミュージカル）。

平成30年12月９日（日）
岩倉市総合体育文化センター　多
目的ホール

×

岩倉市
健康福祉部福祉課障がい福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ
TEL：0587-38-5809
FAX：0587-66-8715

626
西尾市
ハートネットフェスタ
実行委員会

第4回ハートネットフェスタ

　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４回ハートネットフェスタを開催する。当日は車い
すバスケットボール日本代表アシスタントコーチ京谷氏の講演会、障害者当事者によるパ
ネルディスカッション、障害者スポーツ体験、障害者当事者の絵画・陶芸などの作品展示
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。

平成30年12月１日(土)
10：00～16：00

西尾市総合体育館 ○

西尾市
健康福祉部福祉課
TEL：0563-65-2113
FAX：0563-56-0112
ハートネットフェスタ実行委員会事務局
TEL　0563-54-5237

627

知立市
第２４回草の根フェ
スティバル実行委員
会

第２４回草の根フェスティバル実行
委員会

　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２４回草の根フェスティバルを開催する。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。

平成30年12月８日(土)
9:30～15:00

身体障害者福祉センター（知立市
福祉体育館内）

○

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

628 大府市 パラアートおおぶ2018
　障がい者アートの日頃の活動の成果発表と広く障がい者を理解してもらうことを目的
に、障がい者の芸術作品の作品展を開催する。

平成30年12月５日（水）～
12月10日（月）
9:00～19:00
（初日のみ11:00～、最終日のみ
15:00まで）

おおぶ文化交流の杜
ギャラリーアローブ

○

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

629

大府市障がい者雇
用事業所連絡協議
会
大府市

障がい者雇用講演会 　寝たきり社長で有名な佐藤仙務氏による「働く」ことをテーマとした講演会を開催する。
平成30年12月８日(土)
10:00～11:30

おおぶ文化交流の杜
こもれびホール

○

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
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630
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。

平成30年12月12日(水)
16:00～

ふれ愛サポートセンター　スピカ ×

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

631 長久手市 広報ながくて12月号特集記事
　広報ながくて12月号にて障害者週間の啓発及び障がい者への対応の基本、障害者差
別解消法、障がい者を対象とした制度の案内、ヘルプマーク等の啓発を行う。

平成30年11月28日（水）発行
長久手市
福祉部福祉課福祉係
TEL：0561-56-0614

632 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11月30日（金）
10：00～16：00
平成30年12月１日（土）
10：00～14：00

ふるさと会館いが ○

三重県
子ども・福祉部障がい福祉課
TEL：059-224-2274
FAX：059-228-2085

633 三重県 こころのバリアフリー推進イベント
　講演会を開催する。
　演題：「誰もが共に暮らしやすい三重県へ～ユニバーサルマナーから考える～」
　講師：岸田　ひろ実さん（株式会社ミライロ　講師、日本ユニバーサルマナー協会　理事）

平成30年12月６日（木）
13：30～15：30

三重県人権センター ○

三重県
子ども・福祉部障がい福祉課
TEL：059-224-2274
FAX：059-228-2085

634

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３７回　四日市市障害者大会

　①式典の開催（体験発表・顕彰・大会決議）
　②講師を招いての記念講演
　③実行委員会選出の数団体によるアトラクションの実施
　④啓発ポスター展示
　⑤市内作業所製品等のバザーの実施

平成30年12月９日（日）
10：00～15：00

四日市市文化会館
第２ホール

○

四日市市
健康福祉部障害福祉課
TEL：059-354-8527
FAX：059-354-3016

635 四日市市 じんけんフェスタ人権ひろば展
　①障害のある人の人権に関する啓発パネルの展示
　②市内の障害福祉サービス事業所紹介、事業所の作品展示

平成30年12月８日（土）
9：30～17：00

四日市市文化会館 ○

四日市市
健康福祉部障害福祉課
TEL：059-354-8527
FAX：059-354-3016

636
共栄作業所
（四日市市指定管理
施設）

じんけんフェスタ展示即売 　施設利用者制作の自主製品の展示、販売を行う。
平成30年12月８日（土）
9：30～17：00

四日市市文化会館 ○

四日市市
健康福祉部障害福祉課
TEL：059-354-8527
FAX：059-354-3016

637
共栄作業所
（四日市市指定管理
施設）

さをり展示即売会 　施設利用者制作の自主製品の展示、販売を行う。
平成30年12月８日（土）
9：30～17：00

共栄作業所 ○

四日市市
健康福祉部障害福祉課
TEL：059-354-8527
FAX：059-354-3016

638

四日市市障害者福
祉センター
（四日市市指定管理
施設）

難聴者・中途失聴者教室
　（講演会の開催）
　①「中途失聴者・難聴者が被災するということ」
　②「自分たちにできる防災・減災」

①平成30年12月１日（土）
13：00～15：30
②平成30年12月22日（土）
13：30～15：30

四日市市総合会館

①○
②難聴・
中途失

調者とそ
の家族

四日市市
健康福祉部障害福祉課
TEL：059-354-8527
FAX：059-354-3016

639
あさけワークス
（四日市市指定管理
施設）

福祉の勉強会 　地区社会福祉協議会と共催で、地域住民向けの福祉の勉強会を開催する。
平成30年11月17日（土）
10：00～12：00

あさけワークス ○

四日市市
健康福祉部障害福祉課
TEL：059-354-8527
FAX：059-354-3016

640

四日市障害保健福
祉圏域自立支援協
議会委託相談支援
事業所連絡会
（市の委託事業）

高次脳機能障害研修会
　相談支援専門員、障害福祉サービス事業所職員、介護サービス事業所職員、保健医療
関係者等を対象に高次脳機能障害に関する研修会を開催する。

平成30年11月８日（木）
18：30～20：30

四日市市三浜文化会館 ○

四日市市
健康福祉部障害福祉課
TEL：059-354-8527
FAX：059-354-3016

641
たんぽぽ
（四日市市指定管理
施設）

お茶会 　施設利用者と地域住民の交流会を開催する。
平成30年11月５日（月）
10：10～11：30

たんぽぽ ○

四日市市
健康福祉部障害福祉課
TEL：059-354-8527
FAX：059-354-3016

642
四日市市身体障害
者団体連合会（補助
金交付）

第28回スポーツレクレーション大
会

　障害に対する理解と認識を深めるとともに、障害のある人の社会参加の促進に寄与す
るため、スポーツレクレーションを開催する。

平成30年11月11日（日）
10：00～15：30

四日市市障害者体育センター ○

四日市市
健康福祉部障害福祉課
TEL：059-354-8527
FAX：059-354-3016

643
たんぽぽ
（四日市市指定管理
施設）

餅つき大会 　施設利用者と地域住民の交流会を開催する。
平成30年12月７日（金）
10：10～12：00

たんぽぽ ○

四日市市
健康福祉部障害福祉課
TEL：059-354-8527
FAX：059-354-3016

愛知県

三重県
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644 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啓発物品（使い捨て
マスク）を配布する。

平成30年12月１日（土）
14:00～15:00頃

イオンタウン
伊勢ララパーク

伊勢市
健康福祉部障がい福祉課障がい福祉
係
TEL0596-21-5558
FAX0596-20-8555

645 伊勢市 パネル展示
　市庁舎等においてパネル展示を実施する。
　（障害者週間、伊勢市障がい者サポーター制度、伊勢市手話言語条例等に関する掲示
物）

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

市庁舎等

伊勢市
健康福祉部障がい福祉課障がい福祉
係
TEL0596-21-5558
FAX0596-20-8555

646 松阪市 障がい者週間街頭啓発
　駅前において、障がい者就労継続支援施設で調達した啓発物品を障がい者団体ととも
に配布する。

平成30年12月３日（月）
7：30～8：00

JR松阪駅前
近鉄松阪駅前

松阪市
健康福祉部障がい福祉課企画・管理
係
TEL：0598-53-4059
FAX：0598-26-9113

647 松阪市 障がい者作品展
　障害者福祉センターで取り組む講座の発表会や講座等で製作した作品を展示する障が
い者作品展を開催する。

平成30年12月８日（土）～
12月９日（日）
10：00～16：00

障害者福祉センター ○
https://www.city.matsusa
ka.mie.jp/site/syougai-
wel/sakuhinten.html

松阪市
健康福祉部障害者福祉センター
TEL：0598-53-4449
FAX：0598-26-2806
TEL：0598-53-4059
FAX：0598-26-9113

648 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「５パーセントの奇蹟」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。

平成30年11月17日（土）
10:00～14:00

桑名市総合福祉会館 ○

桑名市
保健福祉部障害福祉課
TEL：0594-24-1171
FAX：0594-24-5812

649 鈴鹿市 広報への啓発記事掲載 　 「広報すずか」に障害者週間の趣旨を掲載し、市民へ周知する。 「広報すずか」平成30年12月５日号

鈴鹿市
健康福祉部障がい福祉課
TEL：059-382-7626
FAX：059-382-7607

650 亀山市 広報かめやま掲載 　障害福祉に関する情報を掲載する。 平成30年12月１日号広報
http://www.city.kameyam
a.mie.jp/

亀山市
健康福祉部地域福祉課障がい者支援
グループ
TEL：0595-84-3313
FAX：0595-82-8180

651 亀山市 ヒューマンフェスタin亀山
　一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりを目指して、人権意識の高揚や人権啓発を図
るため、人権週間に合わせて開催されるヒューマンフェスタin亀山において、障害者差別
解消法や虐待防止の周知啓発を行う。

平成30年12月８日（土）
10:00～14:50

亀山市立亀山東小学校体育館 ○

亀山市
健康福祉部地域福祉課障がい者支援
グループ
TEL：0595-84-3313
FAX：0595-82-8180

652
鳥羽市
鳥羽市障害者互助
会

鳥羽市人権講演会（障害者の日
記念事業）

　聴覚障害者のプロマジシャンによるマジックショーを行う。
平成30年12月９日（日）
13:30～15:00

鳥羽市保健福祉センターひだまり
（鳥羽市大明東町2-5）

○

鳥羽市
市民課人権・生活係
ＴＥＬ：0599-25-1141
鳥羽市
健康福祉課高齢・障害係
ＴＥＬ：0599-25-1183
鳥羽市社会福祉協議会
ＴＥＬ：0599-25-1188

653
鳥羽市障害者互助
会

障害者の日記念事業 　障害者団体、事業所、特別支援学校等による作品を展示する。

平成30年12月１日（土）～
12月14日（金）
8:30～17:00
ただし、日曜日は閉館日（12月９日
を除く）

鳥羽市保健福祉センターひだまり
（鳥羽市大明東町2-5）

○

鳥羽市
健康福祉課高齢・障害係
TEL：0599-25-1183
鳥羽市社会福祉協議会
TEL：0599-25-1188

654
鳥羽市地域自立支
援協議会

障がい啓発事業 　障害者通所事業所者による作品を展示する。
平成30年11月～
平成31年２月頃

市内金融機関、ショッピングセン
ター等

○

鳥羽市
健康福祉課高齢・障害係
TEL：0599-25-1183
鳥羽市社会福祉協議会
TEL：0599-25-1188

655
いなべ市
いなべ市障害者自
立支援協議会

講演会「熊本地震における被災地
障がい者支援－災害弱者をつくら
ない　障がい者と共にある社会
へ」

　障害者等が災害発生時に、避難所で配慮を受け、安心して避難が出来るために、地域
住民に障害者等の理解を深めるための啓発を行うことにより、共生社会の実現を図るた
め、災害支援の経験があり、各地で障害者等の理解を深めるための活動実績のある事
業所に委託し、市のイベントである市民感謝祭の会場において、「熊本地震における被災
地障がい者支援」として、避難所運営等について講演会を開催する。

平成30年10月20日（土）
13：00～15：00

いなべ市障害者活動支援セン
ター食堂

○

いなべ市
社会福祉課
TEL：0594-78-3511
FAX：0594-78-1114

656 伊賀市 障害者週間街頭啓発
　市内ショッピングセンター出入口において、伊賀市障害者連盟とともに障がい理解に関
する啓発チラシ等を配布する。併せて市内就労継続支援施設で製造した啓発品を配布す
る。

平成30年12月１日（土）
16：00～17：00

伊賀市服部町
　アピタ伊賀上野店
伊賀市四十九町
　マックスバリュ上野店

伊賀市
健康福祉部障がい福祉課
TEL：0595-22-9657
FAX：0595-22-9662

三重県
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657 伊賀市 障がい理解啓発
　障害者週間にあわせ、伊賀上野ケーブルテレビ、広報「いが市」などで市民に対し障が
い理解に関する記事等を掲載する。

広報「いがし」平成30年12月１日号
伊賀上野ケーブルテレビ11月下旬
頃

伊賀市
健康福祉部障がい福祉課
TEL：0595-22-9657
FAX：0595-22-9662

658 伊賀市
ユニバーサルデザイン・障がい福
祉合同研修会

　外見からわからなくても援助や配慮を必要としている障がいのある人や病気の人などが
いることの理解を深めるための研修を行う。
　テーマ：　「ヘルプマークを知っていますか」
　講師：三重県ヘルプマークアンバサダー　小﨑　麻莉恵さん
　対象者：伊賀市（各課１～２人）・笠置町・南山城村職員、民生委員、児童委員、社会福
祉法人職員、障害者連盟、自治協など

平成30年11月20日（火）
14：00～16：00

ハイトピア伊賀５階
多目的大研修室

○

伊賀市
健康福祉部障がい福祉課
TEL：0595-22-9657
FAX：0595-22-9662

659 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趣旨を掲載し、町民に周知する。
平成30年11月19日（月）～
12月９日（日）

東員町ホームページ
http://www.town.toin.lg.jp
/

東員町
福祉部地域福祉課
TEL0594-86-2804
FAX0594-86-2851

660 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、障がい者
がスポーツに参加するきっかけをつくること、また、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たスポーツフェスティバルを開催する。

平成30年11月11日（日）
9:00～12:30

菰野町Ｂ＆Ｇ海洋センター ○

菰野町
健康福祉課社会福祉係
TEL：059-391-1123
FAX：059-394-3423

661 川越町 川越町広報紙掲載 　川越町の広報紙に障害者週間の記事を掲載する。 広報かわごえ平成30年11月号

川越町
福祉課
TEL：059-366-7116
FAX：059-365-5380

662 川越町 障害者週間街頭啓発
　人権週間の人権啓発に合わせ、国民が広く障害者の福祉についての関心と理解を深め
るため、障害者差別解消法のチラシとウェットティッシュを配布する。

平成30年12月５日（水）
7：30～8：30

近鉄川越富洲原駅自由通路

川越町
福祉課
TEL：059-366-7116
FAX：059-365-5380

663
ふれあい広場実行
委員会
（南伊勢町後援）

まなびフェスタ＆ふれあい広場
　①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「ふくしふれあい
広場」を社会福祉協議会が主催しており、今年は生涯教育関係のイベントと同日に開催
　②障がい福祉や児童福祉、民生委員などのブースで啓発を実施

平成31年１月27日（日） ふれあいセンターなんとう ○

南伊勢町
社会福祉協議会
TEL：0596－76－1500
FAX：0596－76－1163

664 滋賀県
第8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を行う。
平成30年11月30日（金）～
12月９日（日）

イオンモール草津２階「イオンホー
ル」

○
http://shiga-
ikuseikai.jp/art.html

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

665 滋賀県 「障害者週間」啓発イベント
　大型商業施設で啓発イベントを行う。（障害者団体のPR、点字、手話体験、競技用車い
すの試乗体験等）

平成30年12月８日（土） イオンモール草津セントラルコート ○
http://www.kenshinkyo-
higa.com/syakai/index.ph
p

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

666 滋賀県 「障害者週間」街頭啓発
　県内主要駅・大型商業施設などで街頭啓発を行う。（のぼり旗の掲示・ポケットティッシュ
の配布）

平成30年11月18日（日）、11月25日
（日）、11月30日（金）、12月１日
（土）、12月２日（日）

県内ＪＲ等主要駅および大型商業
施設等

http://www.kenshinkyo-
shiga.com/syakai/index.ph
p

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

667
おおつ障害者週間
「ほかほかまつり」
実行委員会

第１３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
開催する。
　①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
　②ぬくもりスポーツ交流会、ステージ発表（和太鼓、キッズダンス、よさこい、意見発表）
など

平成30年12月９日(日)
10:00～15:00

大津市立障害者福祉センター
におの浜ふれあいスポーツセン
ター

○

ほかほかまつり実行委員
会
http://hokahokamatsuri.c
o

大津市
福祉子ども部障害福祉課
TEL：077-528-2745
FAX：077-524-0086

668 彦根市 広報ひこね、ホームページ掲載
　広報ひこねにて障害者週間啓発を行う。12月1日号で障害者マークの特集記事を掲載
する。また、市ホームページで啓発を行う。

広報ひこね平成30年12月１日号掲
載
市ホームページ掲載

彦根市
福祉保健部障害福祉課
TEL：0749-27-9981
FAX：0749-26-1767

669
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する。
平成30年11月17日（土）、
11月18日（日）

曳山博物館 ○

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

三重県

滋賀県
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670
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」を開催する。
　 障がい者団体によるダンス・歌の発表、聴覚障がい者・手話サークル等による手話歌・
手話劇、視覚障がい者による点字体験コーナー、文化サークル作品展示、福祉団体によ
る模擬店等を行う。

平成30年12月２日（日）
10:00～13:00

近江八幡市市民共生センターは
つらつ館

○

近江八幡市
福祉保健部障がい福祉課
TEL：0748-31-3711
FAX：0748-31-3738

671 草津市 広報誌での特集
　広報くさつ特集号において、障害者理解・啓発を推進するために特集ページを掲載す
る。過去には、障害者スポーツや障害者優先調達法などに関する特集を組んでいる。

広報くさつ平成30年12月１日号掲
載

広報くさつの紙面上 ○

草津市
健康福祉部障害福祉課障害福祉係
TEL：077-561-2363
FAX：077-561-2480

672 守山市
平成30年度障害者週間啓発・推
進事業

　商業施設にて、障害者週間の啓発を行う。主に、ティッシュ配りを行う。
平成30年12月２日（日）
10:00～12:00

守山市モリーブ内

守山市
健康福祉部障害福祉課
TEL：077-582-1168
FAX：077-581-0203

673 守山市 広報・ホームページ掲載 　広報およびホームページにて障害者週間の啓発をする。 平成30年11月15日（木）～
http://www.city.moriyama.
lg.jp/

守山市
健康福祉部障害福祉課
TEL：077-582-1168
FAX：077-581-0203

674 栗東市 啓発パネル展時
　庁舎玄関ホールにて、障害者団体や障害者就労施設等の紹介や報告を、パネル展示
し、啓発を行う。

平成30年11月30日(金）～
12月10日（月）

栗東市役所　１階玄関ホール ○

栗東市
福祉部障がい福祉課　障がい福祉係
TEL：077-551-0113
FAX：077-553-3678

675

主催：ふれあいフェ
スタ2018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２０１８
　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。

平成30年12月8日(土）
10：00～15：00

甲賀市水口社会福祉センター ○

ふれ愛フェスタ２０１８実行委員
会事務局
甲賀市社会福祉協議会
TEL：0748-76-3287
FAX：0748-63-2021

676 野洲市
障がい者理解促進研修・啓発事
業（虐待防止支援)講演会

　「オフィスゆうき」代表、中川佑希氏による、「自分の人生だからこそ自分らしく生きたい
ねん！」との演題で講演を開催する。
　また、市内の障がい者作業所が、コーヒーやクッキー等の販売を行う。

平成30年12月18日（火）
13：30～15：30

野洲図書館ホール ○

野洲市
健康福祉部障がい者自立支援課地域
生活支援室
TEL： 077-587-6169
FAX：077-586-2177

677 野洲市
障がい者の人権擁護街頭啓発活
動

　市内の大型店舗において、障がい者の人権擁護についての理解・促進を図るため、市
障がい者自立支援協議会と市障がい者虐待防止連絡協議会の委員による街頭啓発を実
施する。

平成30年12月４日（火）
10：00～11：00

市内の大型スーパー２店舗

野洲市
健康福祉部障がい者自立支援課地域
生活支援室
TEL： 077-587-6169
FAX：077-586-2177

678 高島市 KOSEI輝く芸術祭
　市内の障がい者入所施設・通所施設等の参画のもと、文化的社会参加として、展示お
よび発表会を行う。

展示の部
平成30年12月３日（月）～
12月８日(土）（搬出）
発表の部
12月８日（土）午前中

安曇川公民館　ふじのきホール ○

事務局：
高島市障がい者支援センターコンパス
TEL：0740-22-5553
FAX：0740-22-6161

679 東近江市 広報番組での啓発
　「こんにちは市役所です」（広報番組）において、障害者理解・啓発のための番組を放送
する。主に障害者差別解消法とヘルプマークの周知について行う。

平成30年11月第４週
（11月26日（月）～12月２日（日））放
送

東近江市
健康福祉部障害福祉課
TEL：0748-24-5640
FAX：0748-24-5693

680 東近江市 広報誌での特集
　広報ひがしおうみにて障害者週間に合せ、障害者理解・啓発のための特集ページを掲
載する。主に障害のある人をサポートするボランティア団体の紹介とヘルプマークの周知
について行う。

広報ひがしおうみ平成30年12月１
日号掲載

東近江市
健康福祉部障害福祉課
TEL：0748-24-5640
FAX：0748-24-5693

681
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
　障害者作品展を開催する。絵画、陶芸、俳句など、約700点の作品を紹介し、優秀作品
に対して知事、京都市長から表彰する。

平成30年11月29日（木）～
12月2日（日）

日図デザイン博物館 ○

京都府
健康福祉部障害者支援課スポ-ツ・文
化芸術等社会活動推進担当
TEL：075-414-4603
FAX：075-414-4597

682
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する。京都府内３箇所
で開催する。

①平成30年９月５日（水）～
９月９日（日）
②平成30年12月12日（水）～
12月17日(月）
③平成31年１月23日（水）～
１月27日（日）

①文化博物館
②舞鶴赤れんがパーク
③文化パルク城陽

○
http://co-
jin.jp/exhibition/761/

京都府
健康福祉部障害者支援課スポ-ツ・文
化芸術等社会活動推進担当
TEL：075-414-4603
FAX：075-414-4597

滋賀県

京都府
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683
きょうと障害者文化
芸術推進機構

art space co-jin企画展
　瀧澤長幸展「この、黒き光明」

　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する。

平成30年11月６日（火）～
12月23日（日）

art space co-jin
（住所：京都市上京区河原町通荒
神口上ル宮垣町83レ･フレール 1
階）

○
http://co-
jin.jp/exhibition/781/

京都府
健康福祉部障害者支援課スポ-ツ・文
化芸術等社会活動推進担当
TEL：075-414-4603
FAX：075-414-4597

684
きょうと障害者文化
芸術推進機構

art space co-jin企画展
　TOURISM / ツーリズム　小寺由
理子 展

　アールブリュッ都ギャラリー（ぶらり嵐山　内）において、障害のある方の芸術作品を企
画展示する。

平成30年10月17日（水）～
11月19日（月）

アールブリュッ都ギャラリー（ぶら
り嵐山内）
（住所：京都市右京区嵯峨天龍寺
北造路町１８－１）

○
http://co-
jin.jp/exhibition/768/

京都府
健康福祉部障害者支援課スポ-ツ・文
化芸術等社会活動推進担当
TEL：075-414-4603
FAX：075-414-4597

685 福知山市 障害者週間　街頭啓発 　市内の商業施設及び駅周辺で啓発物品を配布する。 平成30年12月３日（月）
福知山駅周辺
イオン福知山店
PLANT-3福知山店

福知山市
福祉保健部障害者福祉課
TEL：0773-24-7017
FAX：0773-22-9073

686 福知山市
市立図書館での障害関連本の展
示

　福知山市立図書館　中央館に障害の関連本を展示するコーナーを設置する。
平成30年11月27日（火）～
12月28日（金）

福知山市立図書館　中央館 ○

福知山市
福祉保健部障害者福祉課
TEL：0773-24-7017
FAX：0773-22-9073

687 舞鶴市
「第36回障害者ふれあい行動デ
イ」

　当事者団体、ボランティア、関係機関と連携し、集会、パネル展示、街頭啓発を行う。
平成30年11月19日（月）～
12月10日（月）

集会：
舞鶴市総合文化会館
街頭啓発：市内民間店舗２か所
横断幕：
市内の公園（１か所）、
小学校（５か所）

○
http://www.kyoshakyo.or.j
p/maizuru/

障害者ふれあい行動デイ実行委員会
事務局（舞鶴市社会福祉協議会内）
TEL：0773-62-7044
FAX：0773-62-7039

688
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－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する。

平成30年１2月１日（土）～
12月６日（木）
8:30～17:00

綾部市保健福祉センター ○

綾部市
福祉保健部福祉課障害福祉担当
TEL：0773-42-4254
FAX：0773-42-8953

689
障害者週間事業実
行委員会（宇治市）

障害者施設製品・作品展示会
　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を行う。物品の
一部は販売対応する。

平成30年12月20日（木）～
平成31年１月18日（金）

宇治市役所 ○

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

690
宮津市身体障害者
団体連合会
宮津市

卓球バレー大会

　障害者週間の啓発イベントとして卓球バレー大会を実施する。市内の障害福祉事業所
の利用者、小学生、中学生、地域のスポーツ団体、ボランティア団体等が参加し、卓球バ
レーを通じて障害のある方との交流を図る。また、障害福祉事業所によるパンやクッキー
などの販売も実施する。

平成30年12月１日（土） 宮津市民体育館 ○

宮津市
健康福祉部社会福祉課障害福祉係
TEL：0772-45-1622
FAX：0772-22-0236

691 宮津市 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する。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

宮津市役所

宮津市
健康福祉部社会福祉課障害福祉係
TEL：0772-45-1622
FAX：0772-22-0236

692
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30年12月９日（日） 市内一円 ○

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

693 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30年12月１日（土）～
12月９日（日）

ＪＲ亀岡駅

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

694 亀岡市 市広報誌への掲載

　市広報誌等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。
　また、ＳＮＳ等、新たな情報媒体を活用した啓発広報を実施する。

平成30年11月15日（木）
市広報誌掲載
（市広報誌11月15日号の対象期
間：平成30年11月25日（日）～12月
10日（月））

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

695 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30年11月10日（土）～
12月９日（日）

亀岡市役所市庁舎

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

京都府

－54－



NO.
都道府県・
指定都市名

主催 行事・取組 名称 内　　　　　　　容
開催期間

（開催時刻）
開催場所

一般参加
の可否 WEB情報 問　合　先

696
城陽市障がい者の
つどい実行委員会

障がい者のつどい 　障がいをテーマとした講演会を開催する。
平成30年12月２（日）
10：15～11：30

城陽市立福祉センター ○

城陽市
福祉課福祉総務係
TEL：0774－56－4044
FAX：0774－56－4044

697
城陽市障がい者の
つどい実行委員会

障がい者のつどい 　チラシ、物品配布による啓発活動を実施する。
平成30年12月２日（日）
13：00～14：00

市内主要駅及びスーパー

城陽市
福祉課福祉総務係
TEL：0774－56－4044
FAX：0774－56－4044

698 向日市
向日市障がい者の日「スポーツの
つどい」

　障がいの有無に関わらずスポーツを通じて交流し合うことを目的に、パン食い競走、玉
入れなどの競技を実施する。

平成30年10月20日(土） 向日市民体育館 ○

向日市
市民サ-ビス部
障がい者支援課
TEL：075-931-1111
FAX：075-932-0800

699 向日市
向日市障がい者の日「あそびの広
場」

　“あそび”のブース設置及び子ども向けミニ手話教室を実施する。 平成30年12月１日(土） 向日市保健センター ×

向日市
市民サ-ビス部
障がい者支援課
TEL：075-931-1111
FAX：075-932-0800

700 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。

平成30年12月８日（土） 長岡京市中央公民館 ○
http://www.city.nagaokak
yo.lg.jp/0000002970.html

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

701
綴喜二市二町「障害
者週間」啓発事業実
行委員会（八幡市）

街頭啓発活動の実施
　障害者週間（12月３日～９日）内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。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

八幡市
スーパーイズミヤ
ムサシ

社会福祉法人宇治田原町社会福祉協
議会
TEL0774-88-3294
FAX0774-88-4094

702
綴喜二市二町「障害
者週間」啓発事業実
行委員会（八幡市）

平成30年度「障害者週間」啓発事
業　記念式典・舞台発表及び記念
公演

　①記念式典
　②舞台発表　障害者福祉サービスセンターうじたわらによる演舞
　③記念公演テーマ「不思議なありがとうのチカラ」　表現者　河村武明　氏

平成30年12月５日（水）
宇治田原町総合文化センター
さざんかホール

○

社会福祉法人宇治田原町社会福祉協
議会
TEL：0774-88-3294
FAX：0774-88-4094

703

綴喜二市二町「障害
者週間」啓発事業実
行委員会（京田辺
市）

「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
する。

平成30年12月上旬 京田辺市内の駅前２か所
京田辺市社会福祉協議会
TEL：0774-62-2222
FAX：0774-65-4962

704 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を展示する。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
9：00～17：00
※12月７日（金）13：00まで

　京丹後市役所
　（１Ｆエントランス）

○
http://www.city.kyotango.l
g.jp/

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

705 京丹後市
心のバリアフリー運動（認定団体
募集）

　市内の企業、事業所等を市担当職員が訪問し、心のバリアフリー運動※を周知する。
　（同時に、「障害者差別解消法」についても周知する。）
  ※京丹後市では、「ここ♯Smile(スマイル)」を合言葉に心のバリアフリー運動を展開して
いる。 障害のある人もない人も共に暮らす共生社会の実現に向けた意識拡大のため、障
害のある人たちが感じているさまざまな不便さや、社会的障壁であるバリアを解消する工
夫や、取り組みを行っている団体等に対し、心のバリアフリー団体認定証を交付してい
る。

平成30年12月３日（月）～
12月21日（金）

×

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

706
京丹後市・京丹後市
体育協会

スポーツのバリアフリー講演会
（ワールドマスターズゲームズ
2021関西の開催に向け）

　パラリンピックソウル大会金メダリスト・陸上競技　元日本代表「永尾由美氏」による講演
会を実施する。
　テーマ「パラスポーツと共生社会」

平成30年11月28日（水）
19：30～20：30

峰山総合福祉センター
（2Ｆコミュニティホール）

○
http://www.city.kyotango.l
g.jp/

京丹後市教育委員会事務局
生涯学習課
TEL：0772-69-0630
FAX：0772-68-9061

707

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。
平成30年12月２日（日）
11：00～12：00

ショッピングセンターマイン
（正面玄関前）

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

708
南丹市身体障害者
福祉会

「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、啓発物品を配布しなが
らの街頭啓発と広報車による広報活動を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

南丹市園部町・八木町・日吉町美
山町

南丹市
市民福祉部社会福祉課
TEL：0771-68-0007
FAX：0771-68-1166

709

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 　講演会を実施する。（視覚障害関連） 平成30年12月５日（水） 木津川市役所4階会議室 ○

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

京都府
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710 大山崎町 障害者週間　街頭啓発
　住民を対象とした啓発事業を行う。町内2箇所の町役場付近とスーパーマーケット付近
で、障がい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。

平成30年12月３日（月）
10:00～12:00

町内2か所

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

711 大山崎町 聴こえの教室

～聴こえで悩んでいませんか～
　きこえにくいために、日常生活の中で様々な困難や悩みをお持ちではないでしょうか。
『話しかけられても聞き取れない』『電話がかけられない』など、人と話すことがおっくうに
なっていませんか。また補聴器を使っても『雑音ばかりで、ことばが聞き取れない･･･』と、
どこかにしまい込んではいませんか。聴こえの教室に参加して、きこえについての理解を
深め、コミュニケーションの方法を学びあい、暮らしやすい条件づくりをしていきましょう。
ご家族の方もぜひご参加ください。

　対象＝聴こえに不自由を感じている方とその家族、聴覚障がい者福祉に関心のある方
　内容＝コミュニケーション学習および交流会
　申込締切＝11月28日（水）
　※情報保障（要約筆記・磁気誘導ループ）あります。補聴器をお持ちの方はご持参下さ
い。

平成30年12月６日（木）
13:30～15:30

大山崎ふるさとセンター ○

大山崎町
福祉課　社会福祉係
TEL：075-956-2101
FAX：075-957-4161

712 久御山町 障害者週間に係る街頭啓発 　障害者週間用啓発物品等の配布を行う。 平成30年12月４日(火) イオン久御山店

久御山町
民生部住民福祉課福祉介護係
TEL：075-631-9902
FAX：075-632-5933

713 井手町
綴喜二市二町「障害者週間」啓発
実行委員会共催で障害者週間の
啓発

　啓発物品の配布を行う。 平成30年12月３日（月） 井手町内各所
宇治田原町社会福祉協議会
TEL：0774-88-3294
FAX：0774-88-4094

714

綴喜二市（京田辺
市、八幡市）二町
（井手町、宇治田原
町）「障害者週間」啓
発実行委員会

障害者週間の啓発 　啓発物品の配布を行う。 平成30年12月３日（月） 町内のスーパー等
宇治田原町社会福祉協議会
TEL：0774-88-3294
FAX：0774-88-4094

715

綴喜二市（京田辺
市、八幡市）二町
（井手町、宇治田原
町）「障害者週間」啓
発実行委員会

平成３０年度「障害者週間」啓発事
業記念式典・舞台発表及び記念
公演

　①記念式典　②舞台発表　③記念公演 平成30年12月５日（水） 宇治田原町総合文化センター ○
宇治田原町社会福祉協議会
TEL：0774-88-3294
FAX：0774-88-4094

716

（３者共催）　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

街頭啓発活動 　障害者週間及び人権週間の啓発活動として、啓発物品の配布を行う。
平成30年12月７日（金）
7:30～

和束町白栖橋交差点付近

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

717

（３者共催）　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

街頭啓発活動 　「障害者週間」啓発のぼりを設置する。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

町内主要箇所

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

718
精華町身体障害者
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。 平成30年12月５日（水） 役場最寄駅周辺

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

719 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。
平成30年12月３日（月）～
12月10日（月）

庁舎
http://www.town.seika.ky
oto.jp
（精華町ホームページ）

精華町
健康福祉環境部福祉課
TEL：0774-95-1904
FAX：0774-95-3974

720 南山城村 啓発活動 　啓発物品の配布を行う。
平成30年11月23日（金）
10：00～11：00

南山城村　総合グラウンド

南山城村
保健福祉課
TEL：0743-93-0104
FAX：0743-93-0444

京都府

－56－



NO.
都道府県・
指定都市名

主催 行事・取組 名称 内　　　　　　　容
開催期間

（開催時刻）
開催場所

一般参加
の可否 WEB情報 問　合　先

721 京丹波町他 障害に対する理解促進・啓発事業
　12月１日に開催される「平成30年度京丹波町人権講演会」において、障害に対する理解
促進のための啓発物品の配付を行う。

平成30年12月１日（土）
13:30～

京丹波町山村開発センターみず
ほ

京丹波町
保健福祉課
TEL：0771-86-1800
FAX：0771-86-1233

722 京丹波町他 障害に対する理解促進・啓発事業
　障害者週間と障害者の日にあわせて京丹波町身体障害者福祉会が実施している、障
害についての町内巡回啓発において、啓発物品の配付を行う。

平成30年12月３日（月）から12月９
日（日）のうち半日。旧町ごとにわか
れて３か所で実施。

京丹波町内（旧丹波町、旧瑞穂
町、旧和知町）

京丹波町
保健福祉課
TEL：0771-86-1800
FAX：0771-86-1233

723
与謝郡身体障害者
団体連合会、
与謝野町

障害者週間街頭啓発
　障害者週間キャンペーンとして開催する。町長、丹後保健所長、郡身連会長の激励あい
さつをいただき、町内各所で啓発物品を配布しながら、障害者の福祉について関心と理
解を深めてもらえるよう周知・啓発を行う。

平成30年12月６日（木）
10：00～11：00

与謝野町加悦庁舎玄関

与謝野町
福祉課障害者福祉係
TEL：0772-43-9021
FAX：0772-42-0528

724 夢織りの郷 自主製品等の物品販売
　街頭啓発の日に合わせ、役場庁舎内玄関ロビーにおいて、町内の通所事業所で作られ
た自主製品（小物、食品等）を販売し、障害者週間キャンペーンの一環とし特設販売会を
実施する。

平成30年12月６日（木）
10：00～13：00

与謝野町加悦庁舎玄関ロビー ○

与謝野町
福祉課障害者福祉係
TEL：0772-43-9021
FAX：0772-42-0528

725 与謝野町、各団体 作品展示会
　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
芸術作品を展示する。

平成30年11月20日（火）～
12月９日（日）

与謝野町加悦庁舎玄関ロビー ○

与謝野町
福祉課障害者福祉係
TEL：0772-43-9021
FAX：0772-42-0528

726
与謝野町障害者福
祉会、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する。
　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
する。

平成30年12月８日（土）
12：30～16：00頃

加悦地域公民館 ○

与謝野町
福祉課障害者福祉係
TEL：0772-43-9021
FAX：0772-42-0528

727 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-の入選者を知事が表彰する。

平成30年12月３日（月） 大阪府庁本館5階「正庁の間」 ×

大阪府
福祉部障がい福祉室　障がい福祉企
画課
TEL：06-6941-0351（内線2481）
FAX：06-6942-7215

728 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-の入選作品集の
作成

　心の輪を広げる体験作文、障がい者週間のポスタ-の優秀作品集を作成し、府内市町
村や小中学校等へ配布する。

平成30年12月 ×

大阪府
福祉部障がい福祉室　障がい福祉企
画課
TEL：06-6941-0351（内線2481）
FAX：06-6942-7215

729 大阪府 広報活動
　①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）
　②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

平成30年11月～12月

大阪府
福祉部障がい福祉室　障がい福祉企
画課
TEL：06-6941-0351（内線2481）
FAX：06-6942-7215

730
大阪ふれあいキャン
ペ-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

×
http://www.pref.osaka.lg.j
p/keikakusuishin/syougai
-info/fureai.html

大阪ふれあいキャンペ-ン実行委員会
（事務局）
大阪府
福祉部障がい福祉室　障がい福祉企
画課
TEL：06-6941-0351（内線2481）
FAX：06-6942-7215

731

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16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-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イ
ベントを開催する。

平成30年11月17日（土）、18日（日）
国際障害者交流センタ-（ビッグ・
アイ）

○
http://www.pref.osaka.lg.j
p/keikakusuishin/syougai
-info/tomoiki16.html

大阪府
福祉部障がい福祉室　障がい福祉企
画課
TEL：06-6941-0351（内線2481）
FAX：06-6942-7215

732 岸和田市 ふれあい作品展
　障害者（児）の作品を展示する作品展を開催し、障害者（児）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。

平成30年12月12日（水）～
12月14日（金）
①12/12（水）　 9:30～17:00
②12/13（木）   9:30～17:00
③12/14（金）   9:30～14:00

岸和田市立文化会館
（マドカホ-ル）

○

岸和田市
福祉部障害者支援課障害福祉担当
TEL：072-423-9446
FAX：072-431-0580

733 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
設の作品展示を行う。

平成30年12月４日（火）～
12月７日（金）
9:00～17:00
（最終日は16:00まで）

豊中市役所第二庁舎1階ロビ- ○

https://www.city.toyonaka
.osaka.jp/kenko/shougai/
syogaifukushi_shimin/keih
atukouryu.html

豊中市
健康福祉部障害福祉課企画係
TEL：06-6858-2266
FAX：06-6858-1122

734 豊中市
講演会＆車いすダンスパフォ-マ
ンス　夢と元気を届けたい

　ジェネシスオブエンタ-テイメントによる車いすダンスについての講演会とパフォ-マンスを
行う。

平成30年12月８日（土）
13:25～15:00

豊中市立文化芸術センタ-
○

https://www.city.toyonaka
.osaka.jp/kenko/shougai/
syogaifukushi_shimin/keih
atukouryu.html

豊中市
健康福祉部障害福祉課企画係
TEL：06-6858-2266
FAX：06-6858-1122

京都府

大阪府
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735 池田市 福祉イベント　さざなみ
　映画鑑賞や講演会をメインとし、通所者等による演奏会やダンスの披露、また、各団体
の活動紹介パネルの展示や団体の作品販売等を行う。

平成30年12月１日（土）
10:30～15:30

池田市保健福祉総合センタ- ○

池田市
福祉部障がい福祉課
TEL：072-752-1111
FAX：072-752-5234

736 吹田市 障がい者週間の集い 　当事者がダンス、楽器演奏、スピ-チ等の発表を行う。 平成30年12月８日（土）
吹田市文化会館（メイシアタ-）
中ホ-ル

○

吹田市
福祉部障がい福祉室
TEL：06-6384-1346
FAX：06-6385-1031

737 吹田市 障がい者週間　活動の場紹介 　施設通所者による制作作品の展示や施設での活動の様子の紹介を行う。
平成30年12月４日（火）～
12月７日（金）

吹田市役所玄関ロビ- ○

吹田市
福祉部障がい福祉室
TEL：06-6384-1346
FAX：06-6385-1031

738 吹田市 シンポジウム
　「みんなで考えよう　地域で生きる障がい者」をテ-マに当事者も参加し、パネルディス
カッションを行う。

平成30年12月４日（火） 吹田市保健センタ-研修室 ○

吹田市
福祉部障がい福祉室
TEL：06-6384-1346
FAX：06-6385-1031

739
泉大津市ふれあい
キャンペ-ン
実行委員会

2018泉大津ふれあい大会
　障がいについての理解と認識を深める式典と障がい者施設利用者によるダンスや合唱
等を披露するふれあいフェスティバルを開催する。

平成30年12月８日（土）
13:30～15:30

テクスピア大阪・テクスピアホ-ル ○

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

740 高槻市 たかつき○まるしぇ

　市庁舎を訪れる一般市民や職員に対し、授産品の周知と、働く障がい者の工賃向上を
目的として、障がい者の働く福祉施設で作られた授産品（お菓子、加工食品、アクセサリ-
、紙製品、小物等）等を、市庁舎内で販売する。１日に３事業所が参加し、参加事業所は
日替わりで入れ替わる。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
10:00～15:00

高槻市総合センタ-1階 ○

高槻市
健康福祉部障がい福祉課生活支援チ
-ム
TEL：072-674-7164
FAX：072-674-7188

741 高槻市 障害者差別解消法フォ-ラム

　障害者虐待防止法、障害者差別解消法と障がい者の権利擁護を重視する社会変化の
中、障がいがある人もない人も住みやすい街で暮らすために法についての理解を深める
ことを目的とする。
　①基調講演「やさしさへの違和感～どんな生命をも切り捨てない社会づくり」
　　神戸女学院大学文学部総合文化学科教授　與那嶺　司氏
　②シンポジウム「障がいのある人・ない人との関わりの中で共に行ったことや感じたこと」

平成30年12月15日（土）
14:00～16:30

高槻市立生涯学習センタ-2階
多目的ホ-ル

○
http://www.city.takatsuki.
osaka.jp/kakuka/kenkouf/
hukusi/index.html

高槻市
健康福祉部障がい福祉課基幹相談支
援チ-ム
TEL：072-674-7164
FAX：072-674-7188

742 高槻市 高槻市福祉展

　障がい者が住み慣れた地域で生きるだけでなく、自分でその生き方を決定していけるこ
とを大切に考え、「国際障害者年」の基本理念である「完全参加と平等」の実現に向けて、
障がい者への理解と認識を深め、共に生きるまちづくりをめざし、市民啓発を行うことを目
的として開催する。
　主催は、高槻市福祉展実行委員会で、市、市教育委員会、社会福祉協議会をはじめ、
市内の障がい児・者団体、福祉、教育などの関係諸団体等、18の団体で組織されてい
る。
　当日は、式典、標語・絵画の表彰式、コンサ-ト、街かど安全点検・体験ウォ-クラリ-、事
業所等作品展示販売、模擬店などを実施する。

平成30年12月15日（土）
10:00～15:00
平成30年12月16日（日）
10:00～15:00

高槻市立生涯学習センタ-1階
展示ホ-ル・3階会議室など

○

高槻市
健康福祉部障がい福祉課障がい者福
祉センタ-
TEL：072-672-0267
FAX：072-661-3508

743 貝塚市
2018貝塚ふれあい街頭キャンペ-
ン

　障害者週間啓発用の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を行う。
平成30年12月６日（木）
17:00～18:00

貝塚市内ス-パ-4ヶ所
・イヅミイチシェルピア・ドゥ
・オ-クワ三ツ松店
・コ-プ貝塚店
・イオン貝塚店

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

744 貝塚市 貝塚市障害者作品展
　広く市民の方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する。

平成30年12月５日（水）～
12月10日（月）
※24時間見学可。
（但し、最終日の10日は17:00に終
了）

イヅミイチシェルピア・ドゥ1階アト
リウム

○

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

745 守口市

第12回エル・フェスタｉｎ北河内西
紅白いいね！合戦！～会社へ行
こう！当事者の主張～

　障がいのある方の「働きたい！」という気持ちの実現のために、障がい者雇用啓発イベ
ント実施する。

平成30年12月７日（金）
10:00～16:00

門真市民文化会館ルミエ-ルホ-
ル
小ホ-ル

○

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

746 守口市
バリアフリ-上映＆講演会
「強制不妊手術・出生前診断にみ
る優生思想」

　ドキュメンタリ-映画「忘れてほしゅうない～隠されてきた強制不妊手術」を上映する（字
幕・音声解説付き）。
　講演会「強制不妊手術・出生前診断にみる優生思想」
　講師:利光惠子氏（立命館大学生存学研究センタ-客員研究員）

平成30年12月14日（金）
13:30～16:00

守口市役所　市民会議室103・
104

○
http://daicyokyo.jp/mimi/
mimi-event/20181214-
info.html

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

747 枚方市 障害者週間啓発活動

　障害者週間と、１２月４日開催の「啓発イベント」について街頭啓発を実施する。ポケット
ティッシュなどを配布し、障害者への理解とイベント参加について呼びかける。
　（参加者：枚方市福祉団体連絡会、枚方市（行政）、枚方市社会福祉協議会、枚方市民
生委員児童委員協議会）

平成30年12月４日（火）
11:00～11:30

京阪枚方市駅周辺 ○

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

大阪府
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748 枚方市 障害者週間啓発イベント

　障害者週間にあたり、障がい者を取り巻く諸課題についての正しい理解と認識をより深
めるため、障害者の人権擁護と自立・社会参加の促進を図ること目的に、イベントを開催
する。

　①式典
　②講演「輝き続けたい」　［講師］福角幸子さん
　③語り部　　　　［出演］福角幸子さん・古谷妙子さん
　④銭太鼓演奏　［出演］ボランティアグループ ポラリスさん
　⑤落語　　　　　［出演］なぎさの会

平成30年12月４日（火）
13:00～15:30

枚方市立総合福祉会館
ラポールひらかた

○

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

749 枚方市 障害者週間啓発イベント

　心に病をもつ人ともたない人達の相互交流を図るとともに精神保健福祉に関する啓発を
行う。市内の精神障害者及び家族などの会、関係機関・団体によって構成されるワーキン
ググループにより企画・運営を行い、心の病の当事者の声や思いを織り込んだ体験談や
心の病の啓発を行うとともに、参加者相互の交流を図る。

平成30年12月８日（土）
13:30～16:20

枚方市立総合福祉会館
ラポールひらかた

○

枚方市精神保健福祉推進協議会事務
局
（枚方市社会福祉協議会内）
TEL：072-807-3017
FAX：072-845-1897

750 茨木市
「見て、読んで、やってみよう！～
障害者の手作り作品展スペシャル
～

　①障害者福祉サ-ビス事業所での手作り作品の展示、障害関連図書の特集コ-ナ-、点
字体験、講座「手話を学んでみよう」障害者ア-ト（絵画等）の展示
　②障害福祉サ-ビス事業所での手作り作品の展示、販売

①平成30年11月27日（火）～
12月２日（日）
9:30～17:00
②平成30年12月４日（火）～
12月７日（金）
9:00～17:00

①中央図書館1階ロビ-、２階会議
室、２階ギャラリ-（12月18日まで
展示）
②市役所南館1階交流コ-ナ-

○

http://www.city.ibaraki.os
aka.jp/kikou/kenkof/syog
aifukushika/syougaifukush
ievent/syougai2018.html

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

751 八尾市 街頭キャンペ-ン 　近鉄八尾駅前にて啓発活動を行う。
平成30年12月３日（月）
10:00～

近鉄八尾駅前

八尾市
地域福祉部障がい福祉課
TEL：072-924-3838
FAX：072-922-4900

752 八尾市 ひゅ-まんフェスタ2018
　「「駅で落ちない落語」～駅のホ-ム転落事故を無くすために私たちができること～」をテ-
マに、落語家による障がい者理解を深めるための講演などを実施する。

平成30年11月16日（金）・17日（土）
10:00～16:00

八尾市文化会館「プリズムホ-ル」 ○

八尾市
人権文化ふれあい部人権政策課
TEL：072-924-9863
FAX：072-924-0175

753 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する。
平成30年12月３日（月）
18:00～

南海泉佐野駅およびJR日根野駅

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

754 泉佐野市 精神保健福祉講座
　テ-マ：「精神障がいのある方と共に地域で暮す、とは」
　サブテ-マ：精神障がいのある方へのかかわりや取り組みを学ぼう

平成30年12月7日（金）
13:30～

泉佐野市社会福祉センタ- ○
地域活動支援センタ-ルリエ
TEL：050-1559-0531

755 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・折り紙を配布する。市内一円を宣伝カ-２台にて街頭キャラ
バンを行う。

平成30年12月９日（日）
10:00～13:30

レインボ-ホ-ル
（富田林市民会館）

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

756 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-ルする。
平成30年12月９日（日）
13:00～15:30

レインボ-ホ-ル
（富田林市民会館）

○
富田林市
レインボ-ホ-ル（富田林市民会館）
TEL：0721-25-1117

757 寝屋川市
精神障害者理解促進・啓発講演
会

　精神障害についての理解促進をすすめ、支援の方法を知ってもらい、地域で安心して生
活できるよう啓発活動をすすめる。

①平成30年９月５日(水)
18:00～20:00
②平成30年12月19日(水)
18:00～20:00

寝屋川市保健福祉センタ-会議室 ○

寝屋川市
障害福祉課
TEL：072-838-0382
FAX：072-826-1860

758 寝屋川市
精神障害者理解促進・啓発講演
会
ねやがわ新春ハ-トフェスタ

　アルコ-ル依存、自殺企図の体験者であり、うつ病と診断されたこともある当事者の方に
講演をしてもらう。
　また、運営に大学生等の協力を依頼し、理解促進を図る。民生委員や地域の支援者の
方にも参加を呼びかけ、啓発活動をすすめる。

平成31年１月13日（日）
13:00～16:00

寝屋川市立エスポア-ル
多目的ホ-ル

○

寝屋川市
障害福祉課
TEL：072-838-0382
FAX：072-826-1860

759 河内長野市 障がい者作品展 　絵画・書・写真・工芸品などの展示を行う。

平成30年12月４日（火）
～12月６日（木）
9:00～17:30
（12月６日は15:00まで）

河内長野市役所　1階　市民サロ
ン

○

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

760 河内長野市
街頭キャンペ-ン・キャラバン隊巡
回

　駅前での街頭キャンペ-ンを実施し啓発物品を配布する。キャラバン隊が市内を巡回し
啓発を行う。

平成30年12月３日（月）
8:00～

河内長野駅前（街頭キャンペ-ン）
市内（キャラバン隊）

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

大阪府
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761 松原市
松原市障がい者スポ-ツボッチャ
大会

　市民の障害者への理解・啓発、障害スポ-ツへの志向意欲を高めるとともに、障害者ス
ポ-ツであるボッチャの普及、振興を目的としている。

平成30年11月17日（土）
13:00～16:30

松原市民体育館 ○

松原市
福祉部障害福祉課障害係
TEL：072-337-3115
FAX：072-337-3007

762 松原市 笑顔やさしさふれあい週間
　市民に対し、障害児者の文化・芸術活動等を振興し、障害児者の創作意欲を高めるた
めに、障害児者の作品展や音楽会等芸術及び文化活動等を発表する機会と場を提供す
る。

平成30年12月４日（火）～
12月７日（金）
10:00～15:30

松原市役所1階ロビ- ○

松原市
福祉部障害福祉課障害係
TEL：072-337-3115
FAX：072-337-3007

763 大東市
共に生きるということを考えるつど
い

　映画『架け橋　きこえなかった3．11』上映および今村彩子監督ミニ講演会を実施する。
平成30年12月３日(月)
13:00～16:00

大東市立市民会館キラリエホ-ル ○

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

764 大東市 ふれあいキャンペ-ン 　啓発物品を配布して街頭啓発を行う。
平成30年12月３日(月)
10:30～11:30

JR住道駅前周辺

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

765 和泉市
「まず、知ることからはじめましょう
障がいのこと」ＤＶＤ上映と講演会

　障がいについて理解していただくために、各障がいの特性と誰にでもできるサポ-トにつ
いてのＤＶＤ上映と講演会を開催する。

平成30年12月９日（日） 和泉市コミュニティセンタ- ○

http://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/kenfukukyou/h
ukushi/syofuku/sonota/1
541383248596.html

和泉市
生きがい健康部障がい福祉課
障がい者医療係
TEL：0725-99-8133
FAX：0725-44-0111

766 箕面市
第33回みのお市民人権フォ-ラム
第5分科会

　テーマ「障害者の運動から考える人を大切にするあり方と私たち」
平成30年12月９日(日)
13:30～15:30

みのお市民活動センタ-多目的室 ○
みのお市民人権フォ-ラム実行委員会
事務局
TEL：072-722-2470

767 柏原市 障害者週間街頭キャンペ-ン 　啓発物品の手渡しによる通行人への呼びかけを行う。
平成30年11月30日（金）
18:00～19:00

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

768 柏原市 障害者週間街頭キャンペ-ン 　啓発物品の手渡しによる通行人への呼びかけを行う。
平成30年11月30日（金）
18:00～19:00

近鉄河内国分駅前

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

769 羽曳野市 大阪ふれあいキャンペ-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-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。

平成30年12月７日(金)
午前中

道の駅しらとりの郷・羽曳野

羽曳野市
保健福祉部障害福祉課
TEL：072-958-1111（内線1214）
FAX：072-957-1238

770 門真市 街頭キャンペーン
　古川橋駅前、イオン古川橋店で、ふれあい折り紙の配布、折り紙コーナーを設置する。
障がい者週間、ヘルプマークポスターを掲示し、ヘルプマークの啓発を行う。障がい者施
設の啓発、自主製品の販売を行う。

平成30年12月３日（月）
13:30～15:30

門真市古川橋駅前及びイオン古
川橋店

○

門真市ホームページに掲
載
http://www.city.kadoma.o
saka.jp/

門真市
保健福祉部障がい福祉課給付・医療
グル-プ
TEL：06-6902-6154
FAX：06-6905-9510

771 門真市 ロビーコンサート
　市役所ロビーにて、障がいの方が活動されている団体に演奏していただき、コンサート
を通じて障がい者週間の啓発を行う。

平成30年12月４日（火）
12:15～12:45

門真市市役所別館１階ロビー ○

門真市ホームページに掲
載
http://www.city.kadoma.o
saka.jp/

門真市
保健福祉部障がい福祉課給付・医療
グル-プ
TEL：06-6902-6154
FAX：06-6905-9510

772 門真市 エルフェスタin北河内西
　守口市・門真市の北河内西圏域において、当時者をはじめ広く地域に向け、障がいのあ
る方の就労について啓発を行う。

平成30年12月７日(金）
10:00～

ルミエールホール ○

門真市ホームページに掲
載
http://www.city.kadoma.o
saka.jp/

門真市
保健福祉部障がい福祉課支援グル-
プ
TEL：06-6902-6054
FAX：06-6905-9510

773 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30年12月３日（月）
17:00～18:00

ホ-ムセンタ-コ-ナン摂津鳥飼西
店
JR千里丘駅

摂津市
保健福祉部障害福祉課
TEL：06-6383-1374（直通）
FAX：06-6383-9031

774 高石市 障がい者作品展
　市庁舎1階ロビ-にて高石市内に在住、在学、在勤又は高石市内社会福祉施設に在籍
している身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している者が製作
した陶芸、絵画、手芸、工作、書道、生花等を展示する。

平成30年12月３日（月）9:00～
12月７日（金）16:30

高石市役所1階ロビ- ○

高石市
保健福祉部高齢・障がい福祉課
TEL：072-265-1001
FAX：072-265-3100

大阪府
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775 高石市 ふれあい街頭キャンペ-ン 　駅前等市内3ヶ所にて就労継続支援事業所等が作製した啓発物品を配布する。
平成30年11月22日（木）
10:00～11:00

駅前等市内3か所

高石市
保健福祉部高齢・障がい福祉課
TEL：072-265-1001
FAX：072-265-3100

776 藤井寺市 藤井寺ふれあいキャンペ-ン
　街頭キャンペ-ン（作業所で作成した啓発物品及び、ヘルプマ-ク啓発グッズの配布）を
実施する。

平成30年11月29日（木）
10:00～11:00

藤井寺駅、土師ノ里駅周辺

藤井寺市
福祉部福祉総務課
TEL：072-939-1106
FAX：072-939-0399

777 東大阪市 駅頭キャンペ-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
布する。

平成30年12月４日（火）
8:00～8:30

市内主要8駅

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

778 泉南市
障害理解普及啓発イベント「みん
なのカフェ」

　障害当事者等の発表を中心に、市民に対し、障害理解を目的とした啓発事業を実施す
る。障害体験、ふれあい折り紙配布、ヘルプマ-クの啓発等を行う。

平成30年12月１日（土）
16:00～18:00

イオンモ-ルりんくう泉南内
イホンホ-ル

○

泉南市
健康福祉部障害福祉課障害福祉係
TEL：072-483-8252
FAX：072-480-2134

779 四條畷市 2018ふれあいキャンペ-ン四條畷
　障がい者福祉事務所授産製品の販売・ふれあいおりがみの配布・ヘルプマ-クの啓発を
行う。

平成30年12月４日（火） イオンモ-ル四條畷 ○

四條畷市
健康福祉部障がい福祉課
TEL：072-877-2121
FAX：072-879-2596

780 交野市 人権週間　街頭啓発 　ＪＲ河内磐船駅前での啓発物品等の配布を行う。
平成30年12月３日（月）
16:00～17:00

ＪＲ河内磐船駅前

交野市
総務部人権と暮らしの相談課
TEL：072-817-0997
FAX：072-817-0998

781 交野市 人権週間記念事業
　七市市民啓発事業　講演「ワタシは一体ナニジンなんだろう」
　講演の来場者へ啓発物品等の配布を行う。

平成30年12月８日（土）
13:30～15:00
（開場 12:30）

交野市立保健福祉総合センタ-
（ゆうゆうセンタ-）4階交流ホ-ル

○

交野市
総務部人権と暮らしの相談課
TEL：072-817-0997
FAX：072-817-0998

782 交野市 市広報紙での啓発記事掲載 　「障がい者週間」関係の記事を掲載する。
平成30年12月１日（土）～
12月31日（月）

交野市
福祉部障がい福祉課
TEL：072-893-6400
FAX：072-895-6065

783 大阪狭山市
障がい者週間街頭啓発キャンペ-
ン

　啓発文書入り啓発物品の市民への配布を行う。
平成30年12月５日（水）
10:30～11:30

南海高野線「金剛」駅前、イオン
金剛店、コノミヤ狭山店、松源大
阪狭山店

大阪狭山市
健康福祉部福祉グル-プ
TEL072-366-0011（内線311）

784 大阪狭山市 精神障がい者理解促進事業
　「ねむりとこころの話」/山田摩利子さん（阪南病院医師）、
　「当事者の体験談」/ピアサポ-トセンタ-堺のメンバ-
　※手話通訳・要約筆記あり　参加費　無料　定員　100人（当日先着順）

平成30年12月８日（土）
14:00～16:00

大阪狭山市立公民館・大集会室 ○
地域活動支援センタ-い-ず
TEL：072-367-3990

785 阪南市 ふれあいキャンペ-ン
　障がい者団体、市関係者で尾崎駅前、鳥取ノ荘駅前、箱作駅前、和泉鳥取駅前、万
代、オ-クワ、エバグリ-ン、畚虎（ス-パ-）において、ピンチ、ポケットティッシュなどを配り、
啓発を行う。

平成30年12月５日（水）

障がい者団体、市関係者で尾崎
駅前、鳥取ノ荘駅前、箱作駅前、
和泉鳥取駅前、万代、オ-クワ、エ
バグリ-ン、畚虎

阪南市
福祉部市民福祉課
TEL：072-471-5678
FAX：072-473-3504

786 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を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月10日（月）

島本町ふれあいセンタ- ○
http://www.shimamotoch
o.jp

島本町
健康福祉部福祉推進課
TEL：075-962-7460（直通）

787 島本町 障害者週間街頭キャンペ-ン 　障害者週間啓発グッズの手渡しと呼びかけを行う。
平成30年12月３日（月）
18:00～

阪急水無瀬駅前、JR島本駅前
http://www.shimamotoch
o.jp

島本町
健康福祉部福祉推進課
TEL：075-962-7460（直通）

788 島本町
障害者週間ふれあいバザ-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を行う。
平成30年12月１日（土）
10:00～15:00

水無瀬駅前山側広場 ○
http://www.shimamotoch
o.jp

島本町
健康福祉部福祉推進課
TEL：075-962-7460（直通）

大阪府
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789 豊能町 啓発活動 　のぼり旗の掲示、窓口にキャンペ-ン物品等を設置して啓発を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

町内公共施設

豊能町
生活福祉部福祉課
TEL：072-739-3420
FAX：072-739-1980

790 能勢町 のぼり旗の掲示 　能勢町保健福祉センタ-にのぼり旗を掲示し、街頭啓発を図る。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

能勢町保健福祉センタ-

能勢町
健康福祉部福祉課福祉係
TEL：072-731-2150
FAX：072-731-2151

791 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。
平成30年12月１日（土）～
12月31日（月）

能勢町
健康福祉部福祉課福祉係
TEL：072-731-2150
FAX：072-731-2151

792 能勢町 能勢ふれあいフェスタ
　音楽発表、人形劇、福祉標語・作品の展示等を行い、児童も高齢者も障がいのある方も
ない方も「一体」となるためのイベントを実施する。

平成30年11月11日（日）
10:00～16:00

浄るりシアタ- ○

能勢町
健康福祉部福祉課福祉係
TEL：072-731-2150
FAX：072-731-2151
能勢町社会福祉協議会
TEL：072-734-0770

793 忠岡町 障がい者週間のポスタ-の掲出 　障がい者週間のポスタ-を庁舎等町内各施設に掲出し、周知を行う。 平成30年12月３日（月）～ 忠岡町内各公共施設

忠岡町
健康福祉部いきがい支援課
TEL：0725-22-1122
FAX：0725-22-1129

794 忠岡町 障がい者週間街頭啓発 　「おおさかふれあい折り紙」を街頭啓発で配布し、障がい者週間の周知を行う。
平成30年12月６日（木）
17:00～

南海本線　忠岡駅

忠岡町
健康福祉部いきがい支援課
TEL：0725-22-1122
FAX：0725-22-1129

795 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-スを一部提供していただき、障がい者週間啓
発ブ-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-ジにおいても障がい者週間等の啓発を行う。

平成30年12月２日（日）
10:00～14:00

熊取町立中央小学校　グラウンド ○

熊取町
健康福祉部介護保険・障がい福祉課
TEL：072-452-6289
FAX：072-453-7196

796 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。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

熊取ふれあいセンタ-前

熊取町
健康福祉部介護保険・障がい福祉課
TEL：072-452-6289
FAX：072-453-7196

797 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。

平成30年12月３日（月）
7:30～8:30

南海本線吉見ノ里駅

田尻町
民生部福祉課
TEL：072-466-8813
FAX：072-466-8841

798 田尻町

精神保健福祉講座の開催
精神障がいのある方と共に地域で
暮らす、とは
～精神障がいのある方へのかか
わりや取り組みを学ぼう～

　精神障がいのある方を取り巻く現状や、和歌山市保健所の実践、和歌山市にある社会
福祉法人麦の郷などの地域のサポ-トの歴史を通して、精神障がいのある方が地域で安
心して暮らせるためには何が必要か、大切な視点は何かなどについて考えることによって
啓発を行う。

平成30年12月７日（金）
13:30～15:30

泉佐野市社会福祉センタ-
２階　大会議室

○
地域活動センタ-　ルリエ
TEL：050-1559-0531

799 岬町 障害者週間啓発事業 　障害者週間の啓発物品の配布・説明を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

町内保育所及び関係施設
岬町
しあわせ創造部福祉課福祉係
TEL：072-492-2700

800 太子町 ふれあい街頭キャンペ-ン 　啓発用グッズの手渡しによる呼びかけを行う。
平成30年12月３日（月）
16:00～17:30

サンプラザ太子店前

太子町
健康福祉部福祉課
TEL：0721-98-5519
FAX：0721-98-2773

801 太子町 啓発物品配布事業 　啓発用グッズの配布を行う。 平成30年12月４日（火）～

太子町
健康福祉部福祉課
TEL：0721-98-5519
FAX：0721-98-2773

802 河南町
障がい者週間ポスタ-掲示及び啓
発物の設置

　障がい者週間ポスタ-を掲示し啓発物品を設置する。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

町内公共施設
http://www.town.kanan.os
aka.jp

河南町
高齢障がい福祉課
TEL：0721-93-2500
FAX：0721-93-4691

大阪府
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803 大阪府
河南町
河南町社会福祉協
議会

障がい者週間該当啓発 　啓発用品の配布による啓発活動を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

かなんぴあ周辺、万代河南店、ス
-パ-センタ-オ-クワ

○
河南町社会福祉協議会
TEL：0721-93-6299
FAX：0721-93-5299

804 兵庫県 兵庫県障害者福祉大会
　「こころ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）・
知事表彰を行う。

平成31年２月24日（日） 兵庫県立芸術文化センター ○

兵庫県
健康福祉部障害福祉局障害福祉課
TEL：078-362-3194
FAX：078-362-3911

805 兵庫県 兵庫県障害者芸術・文化祭 　事業所利用者等によるミュージカル、手話コーラス等を行う。 平成31年２月24日（日） 兵庫県立芸術文化センター ○

兵庫県
健康福祉部障害福祉局障害福祉課
TEL：078-362-3194
FAX：078-362-3911

806 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（県関係機関・団体）する。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

兵庫県
健康福祉部障害福祉局障害福祉課
TEL：078-362-9104
FAX：078-362-3911

807
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、福祉機器
の紹介、社会福祉士による相談コーナーなど障害に関する啓発活動を行う。

平成30年11月３日（土） 大手前公園 ○

姫路市
保健福祉部障害福祉課
TEL：079-221-2454
FAX：079-221-2374

808
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、講演会を開催する。
平成30年11月26日（月）
14：00～15：30
（事前申し込み制）

姫路キャスパホール ○
http://www.city.himeji.lg.jp
/s50/2212305/_28187.ht
ml

姫路市
保健福祉部障害福祉課
TEL：079-221-2454
FAX：079-221-2374

809
姫路市
姫路市社会福祉協
議会

障害者ジョイフルスポーツフェア
　障害者とボランティアが参加するスポーツレクリエーションを行い、障害者の社会参加を
図る。

平成30年11月10日（土） しらさぎ姫路みなとドーム ×

姫路市
保健福祉部障害福祉課
TEL：079-221-2454
FAX：079-221-2374

810
西宮市ノーマライ
ゼーション推進協議
会

「輪イ和イひろば」 　障害当事者参加型の一般交流イベントを実施する（映画上映、トークショー）。 平成30年12月２日（日） 西宮市勤労会館 ○

西宮市
健康福祉局福祉部障害福祉課
TEL：0798-35-3767
FAX：0798-35-5300
西宮市ノーマライゼーション推進協議
会事務局
TEL：0798-37-0010
FAX：0798-22-2020

811 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。

平成30年12月１日（土）発行

芦屋市
福祉部障害福祉課
TEL：0797-38-2043
FAX：0797-38-2160

812 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する。

平成30年12月５日（水）～
12月11日（火）
（作品募集11月19日（月）～
11月26日（月））

芦屋市保健福祉センター１階 ○

芦屋市
福祉部障害福祉課
TEL：0797-38-2043
FAX：0797-38-2160

813 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する。

平成30年11月10日（土） 芦屋市総合公園陸上競技場 ○

芦屋市
福祉部障害福祉課
TEL：0797-38-2043
FAX：0797-38-2160

814
宝塚市障害者週間
記念事業実行委員
会、宝塚市

第27回障害者週間記念事業
　「愛と理解の市民賞」及び「障がい者(児)の幸せを考える兵庫・作文」の表彰式、対話
コーナー、バザー、体験（スポーツ、ゲーム）等を実施する。

平成30年12月９日（日）
10:00～16:00

宝塚福祉コミュニティプラザ
ぷらざこむ１

○

宝塚市
健康福祉部障害福祉課
TEL：0797-77-2077
FAX：0797-72-8086

815 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。

平成30年12月１日（土）～
12月９日（日）

ニッケパークタウン３階 ○ www.city.kakogawa.lg.jp

加古川市
福祉部障がい者支援課
TEL：079-427-9210
FAX：079-422-8360

兵庫県
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816 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。

平成30年12月７日（金）
11:00～13:00

加古川市役所
新館１階市民ロビー

○ www.city.kakogawa.lg.jp

加古川市
福祉部障がい者支援課
TEL：079-427-9210
FAX：079-422-8360

817 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。
平成31年２月５日（火）～
２月10日（日）

加古川市総合福祉会館 ○ www.city.kakogawa.lg.jp

加古川市
福祉部障がい者支援課
TEL：079-427-9210
FAX：079-422-8360

818 川西市 第１７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。本年度は団体や事業所等による説明会や朗読劇、ダ
ンス、スタンプラリー、自主生産品等の販売等を行う。

平成30年12月８日(土)
10:30～16:30

川西市アステ市民プラザ ○

川西市
福祉部障害福祉課
TEL：072-740-1178
FAX：072-740-1214

819 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。

展示：
平成30年12月３日(月)12:00～
12月７日(金)15:00
作品募集：
平成30年12月３日(月)10:00に
開催場所へ持参

川西市役所１階市民ギャラリー ○
川西市障害者団体連合会
TEL：072-759-5200

820 三田市 障害者週間啓発活動
　市役所庁舎内における障害者施設・団体による活動内容の発表パネルの展示、物品販
売を実施する。

平成30年12月３日（月）～
12月10日（月）

三田市役所 ○

三田市
健康福祉部福祉推進室障害福祉課
TEL：079-559-5075
FAX：079-562-1294

821 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、障害者スポーツ・ホースセラピー・クッキー作
り・箸袋作りの体験、物品および飲食物の販売を実施する。

平成30年12月８日（土） 三田市総合福祉保健センター ○

三田市
健康福祉部福祉推進室障害福祉課
TEL：079-559-5075
FAX：079-562-1294

822 三木市 障害者週間に伴う作品展示会
　障害者週間に合わせて市役所ロビーホールにおいて障がい者作品展示会を行う。市内
の福祉団体及び事業所、また団体等に所属していない障害者手帳をお持ちの方々（市内
在住）の作品を持ち寄り、各ブースごとに展示する。

平成30年12月１日（土）～
12月７日（金）
各日10:00～17:00
（最終日のみ～15:00）

三木市役所ロビーホール
「みっきいホール」にて開催

○

三木市
障害福祉課
TEL：0794-82-2000（内線2364）
FAX：0794-82-9943

823 たつの市 ハートフルアートギャラリー
　12月３日から12月９日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。

平成30年12月３日(月）～
12月７日（金）

市役所及び各総合支所玄関 ○

たつの市
地域福祉課
TEL：0791-64-3204
FAX：0791-63-0863

824 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自主製品や障がい理解に関するパンフレット等を、
市内の商業施設等で配布する。障害者週間の横断幕を掲げる。

平成30年12月３日（月）～
１２月９日（日）

市内商業施設

丹波市
福祉部障がい福祉課
TEL：0795-74-0222
FAX：0795-74-3005

825 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、レクリエーションやオカリナ演奏を楽しんだり、茶
話会で参加者同士の交流会を実施する。

平成30年１２月１日（土）
10:00～13：00

宍粟市役所　北庁舎 ○ http://www.city.shiso.lg.jp

宍粟市
健康福祉部障害福祉課
TEL：0790-63-3101
FAX：0790-63-3062

826 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会を開催する。
　併せて事業所の取り組みについてパネル展示で紹介する。

平成30年11月30日（金）、12月21日
（金）、
平成31年１月25日（金）、２月22日
（金）、３月22日（金）
10：30～13：00

宍粟市役所　ロビー ○ http://www.city.shiso.lg.jp

宍粟市
健康福祉部障害福祉課
TEL：0790-63-3101
FAX：0790-63-3062

827 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する。 平成31年２月１日（金）14:00～16:00 宍粟防災センター ○ http://www.city.shiso.lg.jp

宍粟市
健康福祉部障害福祉課
TEL：0790-63-3101
FAX：0790-63-3062

828 福崎町
人権・青少年健全育成フェスティ
バル

　障害者差別解消法及び障害者週間を啓発するポケットティッシュの配布を行う。 平成30年12月８日（土） 福崎町エルデホール

福崎町
健康福祉課
TEL0790-22-0560
FAX0790-22-5980

829 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

平成30年12月８日（土） 稲美町立文化会館 ○

稲美町
健康福祉部地域福祉課
TEL：079-492-9136
FAX：079-492-8030

兵庫県
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830 兵庫県 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を行う。
平成30年12月１日（土）～
12月９日（日）

稲美町立文化会館 ○

稲美町
健康福祉部地域福祉課
TEL：079-492-9136
FAX：079-492-8030

831 奈良県
平成30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する。

平成30年12月４日（火） 奈良県文化会館 ×

奈良県
福祉医療部障害福祉課
TEL：0742-27-8922
FAX：0742-22-1814

832 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す
る。

平成30年12月１日（土）～
12月６日（木）

奈良県文化会館 ○
http://www.pref.nara.jp/it
em/204282.htm#moduleid
36924

奈良県
福祉医療部障害福祉課
TEL：0742-27-8517
FAX：0742-22-1814

833 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する。
平成30年12月３日（月）～
12月８日（土）
（上記の期間のうち、１日）

近鉄奈良駅前他
奈良県障害者社会参加推進センタ-
TEL：0744-29-0179
FAX：0744-29-0178

834 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。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
8:30～17:15

市庁舎
正面玄関

○

奈良市
福祉部障がい福祉課
TEL：0742-34-4593
FAX：0742-34-5080

835 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。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
11:00～13:00

市庁舎
正面玄関

○

奈良市
福祉部障がい福祉課
TEL：0742-34-4593
FAX：0742-34-5080

836 大和郡山市 障害者週間及び手話動画の配信 　庁舎正面玄関にあるディスプレイにおいて、障害者週間及び手話動画の配信を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

大和郡山市庁舎内

大和郡山市
福祉健康づくり部厚生福祉課障害福
祉係
TEL：0743-53-1151
FAX：0743-53-1049

837 天理市 「障害者週間」幟掲示 　庁舎内及び庁舎駐車場に於いて、幟の掲示を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

庁舎内及び
庁舎駐車場

天理市
社会福祉課
TEL：0743-63-1001
FAX：0743-63-5378

838 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する。

ショッピングセンター
平成30年12月３日（月）
庁舎
平成30年12月４日（火）～
12月７日（金）

庁舎入り口及び
市内ショッピングセンター

天理市
社会福祉課
TEL：0743-63-1001
FAX：0743-63-5379

839 天理市 「障害者の日」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。Ｈ
30年度は障害当事者の講演を予定している。

平成30年12月９日（日） 天理市文化センター ○

天理市
社会福祉課
TEL：0743-63-1001
FAX：0743-63-5380

840 桜井市 「障害者週間」啓発活動 　市広報誌への特集記事（４P）の掲載を行う。 平成30年12月

桜井市
社会福祉課
TEL：0744-42-9111
FAX：0744-44-2172

841 桜井市 就労支援
　平成30年12月８日（土）開催の「差別をなくす市民文化を育てる集い」にて配布する啓蒙
啓発物品を製作する。

平成30年11月～12月

桜井市
社会福祉課
TEL：0744-42-9111
FAX：0744-44-2173

842
生駒市社会福祉協
議会

街頭啓発 　市内各所でポケットティッシュを配布する。 平成30年12月４日（火） 生駒市内各所

生駒市福祉センタ-
（生駒市社会福祉協議会）
TEL：0743-73-0700
FAX：0743-73-0294

843
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、講演会を開催する。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する。

平成30年12月８日（土） 生駒市福祉センター ○

生駒市福祉センタ-
（生駒市社会福祉協議会）
TEL：0743-73-0700
FAX：0743-73-0294

奈良県
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844
生駒市社会福祉協
議会

ポスター展

　「障がいがあっても無くてもみんなが笑顔で暮らせるまち（障がいをもつ人と触れ合った
時に感じたことは？）（生活の中にある「障がい」ってなんだろう？）（誰もが住みやすいま
ちはどんなまち？）」をテーマとしたポスターを市内小中学校から募集し、最優秀・入賞作
品３点をポケットティッシュに掲載する。また、応募作品はすべて生駒市役所ロビー及び福
祉センター内で展示する。

市役所展示
平成30年11月26日（月）～
11月29日（木）
福祉センター展示
平成30年12月１日（土）～
12月８日（土）

生駒市役所
・
生駒市福祉センター

○

生駒市福祉センタ-
（生駒市社会福祉協議会）
TEL：0743-73-0700
FAX：0743-73-0294

845 香芝市
香芝市障がい児・者ふれあいの集
い

　市内に居住する障がい児・障がい者・その家族にふれあいとレクリエーションを通じた交
流の場を提供し、障がい児・障がい者の社会参加と自立への意欲を高めるとともに、地域
社会の正しい理解と協力を求め、障がい福祉のより一層の推進を図るために開催する。

平成30年11月23日（金） 香芝市総合福祉センター ○

香芝市
福祉健康部社会福祉課
TEL：0745-79-7151
香芝市社会福祉協議会
TEL：0745-76-7107

846 香芝市 広報誌への特集記事の掲載
　市広報誌に、「障害者週間」も含め、障がい者の特集記事（障がい者への理解・啓発）
を、掲載する。

平成30年11月下旬
香芝市
福祉健康部社会福祉課
TEL：0745-79-7151

847 川西町
成年後見制度についての講演と
寸劇、個別相談会

　成年後見制度の周知を目的とする勉強会及び個別相談会（事前予約制）を高齢福祉関
係機関と共同で開催する。

平成30年11月18日（日）
10:00～12:00

川西文化会館サークル室 ○

川西町
健康福祉課・長寿介護課
TEL：0745-44-2211
FAX：0745-44-4780
川西町地域包括支援センタ-
TEL：0745-42-1180

848 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福祉の特集記事の見開き２ページで掲載する。 平成30年12月上旬

斑鳩町
住民生活部福祉子ども課社会福祉係
TEL：0745-74-1001
FAX：0745-74-1011

849 田原本町 広報啓発
　町の広報誌11・12月号にヘルプマークを、12月号に障害者週間を周知する内容の記事
を掲載する。

平成30年11月号、12月号

田原本町
住民福祉部健康福祉課障害福祉係
TEL：0744-34-2090
FAX：0744-32-2977

850 田原本町 第２７回ふれあいフェスタ
　福祉作業所やどんぐりの家の作業生による出し物、餅つき大会等の交流イベントを実施
する。

平成30年12月１日(土)
10:00～12:30

田原本町社会福祉協議会
大ホール

○
ボランティアグル-プ　ぶりっじ
山口　TEL：0744-32-7355
米田　TEL：0744-32-7314

851 田原本町 福祉作業所のガレージセール
　地域との交流を図るため、利用者が手作りこんにゃくや大和茶・リサイクル品等の販売
を行う。

平成30年11月30日(金)
10:00～13:00

田原本町福祉作業所 ○
田原本町福祉作業所
TEL：0744-33-5824

852 高取町 広報啓発 　12月号の広報誌に「障害者週間」を周知する内容の記事を記載する。 平成30年12月号
高取町
TEL：0744-52-3334
FAX：0744-52-4063

853 上牧町
障がい福祉に関する書籍等の紹
介

　上牧町立図書館において、障がい福祉に関わる書籍等の掲示を行う。
平成30年12月４日（火）～
12月９日（日）

上牧町立図書館 ○

上牧町
住民福祉部福祉課ふれあい福祉係
TEL：0745-43-5031
FAX：0745-76-1196

854 王寺町 障害者作品展
　町内の障害福祉事業所の利用者様の作品を展示することにより、障害や障害のある方
に対する関心と理解を深めるきっかけとするため、王寺町障害者作品展を行う。

平成30年12月３日（月）13:00～
12月７日（金）12:00

地域交流センター イベント広場
（りーべる王寺東館５階）

○

王寺町
住民福祉部福祉介護課福祉係
TEL：0745-73-2001
FAX：0745-73-6311

855 王寺町 障害者スポーツ展
　障害の有無に関わらず、すべての人がスポーツを楽しめる社会のあり方を考えるため
に、障害者スポーツの紹介や障害者アスリートの写真、特殊スポーツ用具の展示を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月21日（金）
8:30～17:15

王寺町役場１階
福祉介護課前フロア

○

王寺町
住民福祉部福祉介護課福祉係
TEL：0745-73-2001
FAX：0745-73-6311

856 和歌山県 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）で自立した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する。

平成30年12月６日（木）
11：00～12：00

和歌山県庁　正庁 ×

和歌山県
福祉保健部福祉保健政策局障害福祉
課
TEL：073-441-2532
FAX：073-432-5567

奈良県
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857 和歌山県
「こころ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「ふれあい人権フェスタ２０１８」会場内へ入賞作品を展示するとともに、表彰式を
実施する。

【ふれあい人権フェスタ２０１８】
平成30年11月24日（土）
10:00～16:00

【表彰式】
平成30年12月

【ふれあい人権フェスタ】
和歌山ビッグホエール

【表彰式】
和歌山県庁

○

和歌山県
福祉保健部福祉保健政策局
障害福祉課計画調整班
TEL：073-441-2532
FAX：073-432-5567

858 和歌山県 第１回和歌山県障害者作品展

　障害のある人の芸術作品の発表の機会を提供し、芸術を通じて障害のある人の社会参
加を図るとともに、障害に対する理解を深めるために、障害者作品展を実施する。
　今年度は、和歌山市、かつらぎ町、白浜町で地方展を実施し、平成30年12月５日（水）
から各地方展の優秀作品を集めた優秀作品展を実施する。

【地方展】
①平成30年10月17日（水）～
10月21日（日）
9：00～17：00（最終日は、15:00）
②平成30年11月８日（木）～
11月13日（火）
9：00～17：00（最終日は、13:00）
③平成30年11月23日（金）～
11月28日（水）
9：00～17：00（最終日は、13：00）

【優秀作品展】
・平成30年12月５日（水）～
12月10日（月）
9:00～17:00（最終日は、13：00）

【地方展】
①白浜町総合体育館
小アリーナ
②和歌山市北コミュニティセン
ター
多目的ホール
③かつらぎ総合文化会館
展示ホール

【優秀作品展】
・和歌山県民文化会館
特設展示室

○
https://www.pref.wakaya
ma.lg.jp/prefg/040400/sa
kuhinten.html

和歌山県
福祉保健部福祉保健政策局障害福祉
課
TEL：073-441-2532
FAX：073-432-5567

859 和歌山県 県民パラスクール
　2020年東京パラリンピック競技大会に向け、パラリンピックに対する県民の関心を高め
るとともに、パラリンピック教育やその普及・啓発を図る。（競技体験を含む。）

平成30年12月22日（土）
12:30～16：00

田辺スポーツパーク　体育館 ○

和歌山県教育庁
生涯学習局スポーツ課プロジェクト推
進班
TEL：073-441-3690
FAX：073-433-4408

860 和歌山県 わかやまこころのフェスタ２０１８
　①和歌山県精神保健福祉協会長表彰
　②「ほっとする　笑顔つながる　こころの絵」表彰及び展示
　③グループ活動紹介

平成30年11月24日（土） 和歌山ビッグホエール ○
和歌山県精神保健福祉センター
TEL：073-435-5194
FAX：073-435-5192

861
海草振興局
健康福祉部

こころのバリアフリー推進事業
　共生社会の実現を目指すあいサポート運動の啓発（ヘルプマーク）、障害者等用駐車区
画の適正利用の啓発を行うため、チラシ等を配布し街頭啓発を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）のうち１日

海草圏域内のスーパーマーケット

海草振興局
健康福祉部
TEL：073-482-0600
FAX：073-482-3786

862
那賀振興局
健康福祉部

企業における研修責任者に対す
る人権研修会

　（テーマ）
　障害者差別解消法について

平成30年10月31日（水）
13:30 ～ 16:00

那賀振興局3階大会議室 ×

和歌山県
福祉保健部福祉保健政策局
障害福祉課計画調整班
TEL：073-441-2531
FAX：073-432-5567

863
伊都地方障害者教
育講座

街頭啓発
　地域住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に、障害福祉
サービス事業所の協力を得て、障害者の方と啓発物品を配付する。

平成30年12月６日(木)
11:00～

伊都郡内のスーパーマーケット等 ○

事務局
（伊都振興局健康福祉部保健福祉課
内）
TEL：0736-42-5440
FAX：0736-42-0886

864
有田振興局
健康福祉部

障害者用駐車スペース適正利用
啓発

 　障害者用駐車スペースの適正利用啓発のため、管内大型小売店舗等の入口付近に
て、管内市町・障害者団体・障害児者父母の会等の協力を得て、啓発用チラシ・リーフ
レットを配布する。

平成30年11月27日（火）～
12月12日（水）
①11/27（火）10:00～11：00
②11/29（木）13：30～14：30
③12/5（水）10：00～11：00、
11：45～12：45
④12/6（木）10：00～11：00
⑤12/12（水）11：45～12：45

①有田市オークワ箕島店
有田市デリシャス広岡有田店
②湯浅町オークワ湯浅店
③有田川町エバグリーン吉備店
有田川町かなや明恵峡温泉
④湯浅町松源湯浅店
⑤有田川町道の駅あらぎの里

和歌山県
有田振興局健康福祉部保健福祉課
高齢・障害保健福祉係
TEL：0737-64-1294
FAX：0737-64-1290

865
有田振興局
健康福祉部

有田地方障害児者ファミリーデイ

　地域の障害のある人とない人がふれあうことのできる機会を設け、障害及び障害者に
対する正しい理解と認識を深めるため、体験学習（こけ玉・押し花教室・バルーンアート
等）、啓発物品の配布、自立支援協議会地域生活支援部会の活動紹介及び精神保健福
祉に関する啓発パネルの展示等を実施する。

平成31年２月11日（月）
10：00～16：00

有田川町地域交流センターＡＬＥ
Ｃ

○

和歌山県
有田振興局健康福祉部保健福祉課
高齢・障害保健福祉係
TEL：0737-64-1294
FAX：0737-64-1291

866
日高振興局
健康福祉部

あいサポーター研修
　障害を正しく知り、必要な配慮を実践できる人材を育成するため、必要な知識を提供す
る。

平成30年12月３日（月） 日高振興局健康福祉部 ○

和歌山県
日高振興局健康福祉部保健福祉課
高齢・障害保健福祉グループ
TEL：0738-24-0996
FAX：0738-22-8751

867
西牟婁振興局
健康福祉部

街頭啓発
　障害者（児）が作製した啓発物品に啓発チラシを同封し、障害者団体の協力を得て配布
する。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）のうち、
１日、１時間程度

田辺市内大型スーパー等

和歌山県
西牟婁振興局健康福祉部保健福祉課
TEL：0739-26-7932
FAX：0739-26-7916

和歌山県
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868
西牟婁振興局
健康福祉部

街頭啓発
　障害者（児）が作製した啓発物品に啓発チラシを同封し、障害者団体の協力を得て配布
する。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）のうち、
１日、１時間程度

白浜町内大型スーパー等

和歌山県
西牟婁振興局健康福祉部保健福祉課
TEL：0739-26-7932
FAX：0739-26-7916

869
西牟婁振興局
健康福祉部

街頭啓発
　障害者（児）が作製した啓発物品に啓発チラシを同封し、障害者団体の協力を得て配布
する。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）のうち、
１日、１時間程度

上富田町内大型スーパー等

和歌山県
西牟婁振興局健康福祉部保健福祉課
TEL：0739-26-7932
FAX：0739-26-7916

870
西牟婁振興局
健康福祉部

街頭啓発
　障害者（児）が作製した啓発物品に啓発チラシを同封し、障害者団体の協力を得て配布
する。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）のうち、
１日、１時間程度

すさみ町内大型スーパー等

和歌山県
西牟婁振興局健康福祉部保健福祉課
TEL：0739-26-7932
FAX：0739-26-7916

871
東牟婁振興局健康
福祉部串本支所

障害者駐車スペース適正利用啓
発

　店舗入口付近にて啓発リーフレットの配布を行う。
平成30年12月３日（月）
①9:30～10:30
②11:00～12:00

①エバーグリーン串本店
②オークワ古座川店

和歌山県
東牟婁振興局健康福祉部串本支所
地域福祉課 総務・福祉グループ
TEL：0735-72-0525
FAX：0735-72-2739

872 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。

平成30年12月８日（土） 和歌山市役所 ○

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

873 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。

平成30年12月３日（月） 和歌山駅及び和歌山市駅 ○

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

874 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。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

和歌山市役所 ○

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

875 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。

通年 市報わかやま（広報紙） ○

http://www.city.wakayama
.wakayama.jp/shisei/hass
hin/1000027/1021463.ht
ml

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

876 和歌山市
和歌山市障害の理解啓発ポス
ターコンクール

　障害の理解啓発のため、広く市民からポスターを募集し、表彰を行う。表彰された作品
を用いて、さらなる啓発事業に活用する。

平成30年９月10日（月）～
11月９日（金）

和歌山市役所 ○

http://www.city.wakayama
.wakayama.jp/kurashi/kou
rei_kaigo/1001098/10180
67.html

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

877 海南市 広報活動 　障害者週間の周知について、12月発行の広報誌への掲載を行う。
平成30年12月１日（土）～
12月31日（月）

海南市
くらし部社会福祉課障害福祉係
TEL：073-483-8602
FAX：073-483-8429

878
海南・海草障害者地
域自立支援協議会

障害福祉シンポジウム
　県内各圏域の和歌山県相談支援体制整備事業アドバイザーを招き、各圏域の事例や
取組みを研究するとともに、本圏域での今後の課題を考える。

平成30年11月28日（水）
13：00～16:00

紀美野町総合福祉センター
３階

○

海南市・紀美野町
障害者基幹相談支援センター
TEL：073-488-6305
FAX：073-488-6306

879
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する。開催場所は、御坊市役
所１階ロビーで行うため、一般の方も見学可能である。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いる。

平成30年12月10日（月）～
12月14日（金）

御坊市役所1階ロビー ○

御坊市
健康福祉課
TEL：0738-23-5645
FAX：0738-24-2390

880 新宮市 広報・啓発 　市の広報誌（12月号)に障害への理解・啓発についての記事を掲載する。
平成30年12月１日（土）～
12月31日（月）

新宮市
福祉課
TEL　0735-23-3333

881
紀の川市
障害福祉課

広報誌への啓発文掲載
　障害者週間の紹介と「他人事ではなく自らの問題として障害をとらえ、一人ひとりが互い
を認め合いながら理解と配慮」をお願いする啓発文章を広報11月号に掲載する。

平成30年11月広報
紀の川市
障害福祉課
TEL0736-77-2511

和歌山県
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882
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もらう。

平成30年12月６日（木）
8:45～17:30
平成30年12月７日（金）
8:45～15:00

紀の川市役所
１階情報コーナー

○

社会福祉法人　桃郷内
障害者週間広がれネットワーク2018事
務局
TEL：0736-66-8851

883
障害者週間広がれ
ネットワーク実行委
員会

講演会　「みんないっしょに　希望
のもてる地域づくり」

　講師：サインダンスグループ「オイカゼ」の皆さん
　目で聴く音楽をコンセプトに活動しているオイカゼの皆さんによる手話・表情・体全体で
奏でるパフォーマンスの披露と、グループ誕生秘話、みんないっしょに希望のもてる地域
づくり活動等についてお話いただく。
　講師：和歌山県聴覚者協会　事務局長　櫻井　貴浩　氏　「手話言語条例について」

平成30年12月16日（日）
13：30～15：30

貴志川生涯学習センター
かがやきホール

○

麦の郷紀の川生活支援センター内
障害者週間広がれネットワーク2018事
務局
TEL：0736-78-2808

884
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。

平成31年２月
市内4地区のスーパーマーケット
等の店舗及び公立那賀病院の玄
関先

紀の川市社会福祉協議会内
紀の川市身体障害者連盟事務局
TEL：0736-66-1211

885 岩出市 「障害者週間」懸垂幕の掲示 　庁舎において、懸垂幕の掲示を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

岩出市役所

岩出市
生活福祉部福祉課障害福祉係
TEL：0736-62-2141
FAX：0736-61-1632

886 岩出市 広報啓発 　市の広報誌（12月号）に「障害者週間」を周知する内容の記事を掲載する。 平成30年12月中 岩出市広報

岩出市
生活福祉部福祉課障害福祉係
TEL：0736-62-2141
FAX：0736-61-1632

887
岩出市及び岩出図
書館

ふらっとシアター 　映画「ディロン～運命の犬」の上映会を行う。
平成30年12月７日（金）
13：30～14：45

岩出図書館　大会議室 ○

岩出市
生活福祉部福祉課人権啓発係
TEL：0736-62-2141
FAX：0736-61-1632
岩出市立岩出図書館
TEL：0736-62-7222

888
広がれネットワーク
2018事務局

平成30年度　障害者週間広がれ
ネットワーク
「みんないっしょに　希望のもてる
地域づくり」

　①講演会「みんないっしょに　希望のもてる地域づくり」
　　講師：サインダンスグループ「オイカゼ」
　　サインダンスとグループ誕生秘話や活動についてのお話をする。
　②手話言語条例についての説明
　　和歌山県聴覚障害者協会　事務局長

平成30年12月16日（日）
13：30～15：00

貴志川生涯学習センター
かがやきホール

○

岩出市
生活福祉部福祉課障害福祉係
TEL：0736-62-2141
FAX：0736-61-1632
広がれネットワーク2018事務局
TEL：0736-78-2808

889 紀美野町 広報誌掲載 　障害者週間について、町広報誌に記事を掲載して、住民理解を深める。 平成30年12月１日（土）

紀美野町
保健福祉課
TEL：073-489-9960
FAX：073-489-6655

890 有田川町 やすらぎふれあいフェスタ

　「障害者の生きがいづくりの促進と地域との共生」をテーマに桂福点氏（盲目の落語家）
を招いて講演会を行う。その他圏域内の作業所による物品販売や文化作品の展示、フラ
イングディスクの体験等を行う。会場に普段から不特定多数の利用がある地域交流セン
ターアレックを選定している。

平成30年12月２日（日）
10:00～14:00

有田川町地域交流センターアレッ
ク

○
http://www.town.aridagaw
a.lg.jp/kanko_event/25721
.html

有田川町
やすらぎ福祉課福祉班
TEL：0737-52-2111
FAX：0737-32-3575

891 美浜町 障害者週間の啓発 　障害者の作業所で作った布巾を、スーパーマーケットの前で配る。 障害者週間のうちの１日 よってって「美浜店」

美浜町
健康推進課
TEL　0738‐23-4905
FAX　0738‐23‐3523

892
由良町身体障害者
福祉協会

障害者週間における街頭啓発
　由良町身体障害者福祉協会の役員と由良あかつき園の入所者の方と共同で、地域の
人々が集うスーパーマーケットの店先で障害者週間における啓発物品を配布する。

平成30年12月11日（火）
10:00～11:00

Ａコープゆら店前

由良町
住民福祉課障害福祉係
TEL：0738-65-0201
FAX：0738-65-3507

893 みなべ町 はあとはあとグラウンドゴルフ大会

　障がい児者のスポーツ振興を図るとともに、お互いの交流を図り心のつながりをつくる。
また障がいのある人に対する理解を深め障がい者の社会参加の推進に寄与することを
目的に、小学生以上の障がいのある方を対象に１チーム６人によるチーム戦でグラウンド
ゴルフ大会を実施する。地域の企業からの協賛も受け社協と父母の会との共催で行って
いる。また、運営について地域のボランティアの参加も頂いている。

平成30年11月３日（土）
9:00～15:00

みなべ町共和球場

みなべ町社会福祉協議会内
みなべはあとはあとグラウンドゴルフ
大会実行委員会
TEL：0739-72-5611

894 みなべ町 街頭啓発
　障害者週間期間に町内のスーパーにて、町内作業所の啓発物品を配布し、障害者へ
の理解促進の啓発を行う。

平成30年12月６日（木）
10:00～12:00

オークワみなべ店
Aコープみなべ店

みなべ町
住民福祉課
TEL：0739-72-2161
FAX：0739-72-2191

和歌山県
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895 鳥取県
アルコール健康障害を考える
フォーラムin鳥取

　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。 平成30年11月４日（日）
とりぎん文化会館
（鳥取市）

○
ｈｔｔｐ
ｓ://www.pref.tottori.lg.jp/
241121.htm

鳥取県
福祉保健部ささえあい福祉局
障がい福祉課精神保健担当
TEL：0857-26-7862
FAX：0857-26-8136

896 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会場で開催する。

平成30年12月２日（日）～
平成31年１月31日（木）
①本展
平成30年12月２日（日）～
12月16日（日）
②中部巡回展
平成31年１月11日（金）～
１月17日（木）
③東部巡回展
平成31年１月25日（金）～
１月31日（木）

①米子市美術館（米子市）
②倉吉未来中心（倉吉市）
③とりぎん文化会館（鳥取市）

○ http://aisupportten.jp/

鳥取県
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

897 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、表彰式を実施す
る。

平成30年12月上旬
鳥取県庁
（鳥取市）

×

鳥取県
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

898
鳥取県精神障害者
家族会連合会

平成30年度鳥取県家連　精神障
がい（者）福祉研修会

　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。
平成30年11月４日（日）
10:30～

とりぎん文化会館
（鳥取市）

○
鳥取県精神障害者家族会連合会
TEL：0857-21-3031
FAX：0857-21-3034

899
鳥取県
鳥取大学医学部附
属病院

てんかん公開講座　患者・家族の
ためのてんかん講座

　てんかんへの理解と上手な付き合い方について学ぶ。
平成30年11月３日（土）
13:00～16:00

鳥取大学医学部アレスコ棟
（米子市）

○

http://www2.hosp.med.tot
tori-
u.ac.jp/epilepsy/2925/24
930.html

てんかん診療拠点機関
（鳥取大学医学部附属病院）
TEL：0859-38-7504
（受付：月・火・木・金　13：00～16：00）

900 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。

平成30年12月３日（月）
11:00～12:00頃

イオンモール鳥取北店
（鳥取市）

鳥取市
福祉部障がい福祉課
TEL：0857-20-3474
FAX：0857-20-3406

901 鳥取市 障がい者週間啓発大会
　鳥取市役所地下第5会議室にて、ラフデッサン　キムラミキ様による、障がいのある方の
親亡き後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。

平成30年12月６日（木）
13:30～15:30頃

鳥取市役所題会議室
（鳥取市）

○

鳥取市
福祉部障がい福祉課
TEL：0857-20-3474
FAX：0857-20-3406

902 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。併せて、図書館内にある障がいに関する書籍の紹介も行う。

平成30年11月30日（金）～
12月７日（金）

倉吉市立図書館
（倉吉市）

○

倉吉市
健康福祉部福祉課福祉係
TEL：0858-22-8118
FAX：0858-22-7020

903
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2018

　障がいについての理解啓発を目的に開催し、今年で7回目となる。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）、各団体による出店販売、健
康チェックコーナー、盲導犬とのふれあいコーナー、防災に係る展示などの多様な企画に
より、障がいのある人との交流の場を創出する。

平成30年12月９日（日）
倉吉未来中心
（倉吉市）

○ https://chubukeniki.jp/

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

904 大山町 名和地区解放文化祭
　就労支援事業所の方を招き、障がいのある方がバザールを通じて物品を販売すること
等を通じて、障がいのある方との交流を促す場を作る。

平成30年11月10日(土)
人権交流センター
（大山町）

○
大山町
福祉介護課人権推進室
TEL：0859-54-2286

905 大山町 第11回大山町総合文化祭
　就労支援事業所の方を招き、障がいのある方がバザールを通じて物品を販売すること
等を通じて、障がいのある方との交流を促す場を作る。

平成30年10月27日(土)～
10月28日(日)
①10/27(土) 10:00～16:00
②10/28(日) 9:00～15:00

大山町名和農業者トレーニングセ
ンター
（大山町）

○ ｈｔｔｐs://www.daisen.jp
大山町教育委員会
事務局社会教育課生涯学習室
TEL：0859-54-5212

906
北栄町障がい者地
域自立支援協議会

権利擁護研修
　障がいのある当事者が自らの権利について振り返り、考え、認識することのできる機会
として開催する（毎年開催）。

平成30年12月４日（火）
13:30～15:00

北栄町北条農村環境改善セン
ター　大研修室
（北栄町）

○

北栄町
福祉課福祉支援室
TEL：0858-37-5852
FAX：0858-37-5339

907 ゆりはま大平園 障害者虐待防止研修 　救護施設「ゆりはま大平園」支援員を対象とした研修を行う。
平成30年11月21日（水）
16:30～17:30

ゆりはま大平園
（湯梨浜町）

×

北栄町
福祉課福祉支援室
TEL：0858-37-5852
FAX：0858-37-5339

鳥取県
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908
鳥取県西部障害者
自立支援協議会

地域支援セミナー

　毎月、鳥取県西部市町村の委託事業として実施している「地域支援セミナー」の11月開
催分を日野郡にて実施する。11月の地域支援セミナーでは、地域で障がい福祉サービス
を提供している事業所より事例発表をしてもらい、それをもとに地域で障がいのある方を
支えるためには何が必要かについて一般の方も含めて意見交換を行う。

平成30年11月20日（火）
16:00～17:30

日野町山村開発センター
（日野町）

○

日野町
健康福祉課
TEL：0859-72-0334
FAX：0859-72-1484

909 若桜町 障がいをテーマとした広報啓発 　広報誌に障がいをテーマとした記事を掲載し、啓発を図る。 平成30年12月１日（土）～

若桜町
町民福祉課
TEL：0858-82-2214
FAX：0858-82-0134

910
島根県、県内市町
村

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。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

県立施設等

https://www.pref.shimane.
lg.jp/medical/fukushi/syo
ugai/ippan/syougaishashu
ukan/

島根県
健康福祉部障がい福祉課
TEL：0852-22-6526
FAX：0852-22-6687

911
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。

平成30年12月７日（金）～
12月９日（日）

島根県立美術館 ○

島根県
健康福祉部障がい福祉課
TEL：0852-22-6009
FAX：0852-22-6687

912

島根県・島根県社会
福祉協議会
出雲市、隠岐の島
町

「あいサポート運動」「ヘルプマー
ク・ヘルプカード」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」への参加や、周囲への
配慮を求める「ヘルプマーク・ヘルプカード」への理解を呼びかけるチラシを街頭で配布す
る。

松江：
平成30年12月３日（月）
7:15～8:15
出雲：
平成30年12月４日（火）
14:00～16:00
隠岐の島：
平成30年12月４日（火）
16:00～17:00

松江：ＪＲ松江駅
出雲：ゆめタウン出雲
隠岐の島：サンテラス、ひまり、
ウェルネス隠岐の島店

島根県
健康福祉部障がい福祉課
TEL：0852-22-6526
FAX：0852-22-6687

913 大田市 ふれあいフェスティバルおおだ
　人権週間及び障害者週間にあわせ、講演会や障がい者の日頃の活動発表などを通じ
て、人権問題や障がい者に対する理解と認識を深めることを目的に開催する。

平成30年12月９日（日）
13:00～16:00

サンレディー大田 ○

http://www.city.ohda.lg.jp
/ohda_city/city_organizati
on/25b/4799/3187/3723
/1048

大田市障がい者関係団体連絡協議会
事務局（大田市社会福祉協議会内）
TEL：0854-82-0091
FAX：0854-82-9960

914
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２０１８
　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。

平成30年11月27日(火)～
11月28日(水)
10:00～21:00

イオンモール岡山・未来スクエア
（岡山市北区下石井1-2-1)

○

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

915
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 　障害者の虐待防止や権利擁護について県民に理解を広げるため、講演等を行う。
平成30年12月２日(日)
13:30～16:30

岡山県総合福祉・ボランティア・Ｎ
ＰＯ会館
（岡山市北区南方2-13-1）

○

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

916 岡山県備前県民局 「障害者週間啓発事業」
　瀬戸内市で開催される『備前福岡の市』において、瀬戸内市内の障害者就労施設等が
作成した啓発商品を配布することにより、障害福祉についての関心と理解を深めるため
の啓発を行う。

平成30年11月25日（日）
8：00～14：00

備前福岡の市
（瀬戸内市長船町福岡）

岡山県備前県民局
福祉振興課障害福祉・保護班
TEL：086-272-4029
FAX：086-272-2661

917 岡山県備前県民局 「障害者週間啓発事業」
　山陽マルナカ山陽店において、赤磐市内の障害者就労施設等が作成した啓発商品を
配布することにより、障害福祉についての関心と理解を深めるための啓発を行う。

平成30年12月３日（月）
10：00～12：00

山陽マルナカ山陽店
（赤磐市下市１３３）

岡山県備前県民局
福祉振興課障害福祉・保護班
TEL：086-272-4029
FAX：086-272-2661

918 岡山県備中県民局 電光掲示板による広報 　備中県民局前の電光掲示板で障害者週間の広報を実施する。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

岡山県備中県民局
福祉振興課障害福祉・保護班
TEL：086-434-7056
FAX：086-425-1941

919 岡山県備中県民局 ＦＭラジオ放送による広報 　ＦＭラジオ放送（ＦＭくらしき）で障害者週間の広報を実施する。
平成30年12月３日（月）～
12月５日（水）

岡山県備中県民局
福祉振興課障害福祉・保護班
TEL：086-434-7056
FAX：086-425-1941

920

備前市民ふれあい
福祉まつり実行委
員会
備前市

平成30年度備前市民ふれあい福
祉まつり

　備前市等が主催する「平成30年度備前市民ふれあい福祉まつり」において、東備地域
自立支援協議会の構成団体として、サウンドテーブルテニス及びフライングディスクの障
害体験を行い、スペシャルオリンピックスの概要展示を行う。
　そこで、備前市内の障害者就労施設等が作成した啓発商品を配布することにより、障害
福祉についての関心と理解を深めるための啓発を行う。

平成30年11月10日（土）
9:30～14：00

備前市総合運動公園
（備前市久々井７４７）

○

備前市
社会福祉課障がい者福祉係
TEL：0869-64-1824
FAX：0869-64-1847

鳥取県

島根県

岡山県
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921

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

みんなおいでぇ　福祉まつり　ｉｎ吉
備中央町

　吉備中央町等が主催する「みんなおいでぇ福祉まつりｉｎ吉備中央町」において、吉備中
央町内の障害者就労施設等が作成した啓発商品を配布することにより、障害福祉につい
ての関心と理解を深めるための啓発を行う。

平成30年11月17日（土）
9：00～12：30

ロマン高原かよう総合会館
（加賀郡吉備中央町豊野１－２）

吉備中央町
福祉課
TEL：0866-54-1317
FAX：0866-54-1306

922
元気が一番！まつ
り実行委員会

平成30年度『元気が一番！まつ
り』

　元気が一番！まつり実行委員会が主催する平成30年度『元気が一番！まつり』におい
て、玉野市内の障害者就労施設等が作成した啓発商品を配布することにより、障害福祉
についての関心と理解を深めるための啓発を行う。

平成30年11月25日（日）
9：45～15：30

玉野市すこやかセンター
（玉野市奥玉１－１８－５）

玉野市
福祉政策課障害者福祉係
TEL：0863-32-5556
FAX：0863-31-9179

923 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。
平成30年10月22日(月）～
平成31年２月５日（火）

ライフパーク倉敷
（倉敷市福田町古新田940）ほか
各市庁舎

○
倉敷市
社会福祉部障がい福祉課
TEL：086-426-3305

924 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。
平成30年11月29日（木）～
12月１日（土）

ライフパーク倉敷
（倉敷市福田町古新田940）

○
倉敷市
社会福祉部障がい福祉課
TEL：086-426-3305

925 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。
平成30年12月６日（木）
10:00～19:00

イオンモール倉敷
（倉敷市水江1）

○
倉敷市
社会福祉部障がい福祉課
TEL：086-426-3305

926 倉敷市
「ふれあいウォーク」inツーデー
マーチ

　ツーデーマーチへの障がい者の参加を促進するため、障がい者が参加しやすい環境作
りを行い、障がい者・家族・ボランティア等のふれあい、歩くよろこび、社会参加の促進を
図る。

平成31年３月10日（日）
倉敷市内
（ツーデーマーチ
５km・10kmコース）

○
倉敷市
社会福祉部障がい福祉課
TEL：086-426-3305

927 笠岡市 障がい者啓発週間事業
　広報かさおかを通して、広く市民に「障がい者週間」を周知するとともに、障がいのある
人に対する正しい理解を深めるきっかけとする。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

市内各世帯に配付
笠岡市
地域福祉課
TEL：0865-69-2133

928
井原市ふれあい
アート展実行委員会

第15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。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
8：30～17：00
（初日は9:00から、最終日は16:00ま
で）

井原市役所１階　市民サロン ○
http://www.city.ibara.okay
ama.jp/docs/2017010600
388/

井原市
福祉課障害者福祉係
TEL：0866-62-9518
FAX：0866-62-9310

929
総社市
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）

　障がいのある方が地域で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、当事者、家族、
住民、ボランティア医療・福祉関係者、行政が一体となって、障がい福祉事業所の活動内
容紹介、成果物の販売・体験、防災への取組み等を行う。

平成30年12月１日（土)
13：00～16：00

総社市総合福祉センター
（総社市中央1-1-3）

○
http://www/sojasyakyo.or
.jp

ハートフルそうじゃ実行委員会事務局
（総社市障がい者基幹相談支援セン
ター）
TEL：0866-92-8578
FAX：0866-92-8284

930
総社市
総社市地域自立支
援協議会

障がい福祉事業所紹介パネル展
示

　障がい福祉事業所及び障がい者への理解を深め共生社会の実現を図るため、障がい
福祉事業所の活動内容を紹介したパネル展示を行う。

平成30年12月３日（月)～
12月７日（金)
8：30～17：15

総社市役所ロビー
（総社市中央1-1-1）

○

ハートフルそうじゃ実行委員会事務局
（総社市障がい者基幹相談支援セン
ター）
TEL：0866-92-8578
FAX：0866-92-8285

931
高梁市
高梁市自立支援協
議会

たかはし福祉フォーラム 　障害者当事者の発表を行うほか、障害者施設で作成した物品や食事の販売を行う。
平成30年12月１日（土）
10：00～14：00

高梁市文化交流館 ○
高梁市自立支援協議会事務局
TEL：0866-22-7102

932
新見市
新見市自立支援協
議会

市報にいみへの掲載 　「市報にいみ」に障害者週間をお知らせし、広く周知する。 平成30年12月１日（土） 市内全域

新見市
福祉課障害者福祉係
TEL：0867-72-6126
FAX：0867-72-1407

933
新見市
新見市自立支援協
議会

平成30年度障害者週間啓発活動
　新見市のキャラクター「にーみん」や自立支援協議会のメンバー、施設利用者がパンフ
レットやティッシュを配り、障害や障害者に対する理解を深める。

平成30年12月６日（木）
13:30～
14:30～

サンパークにいみ
新見プラザ

新見市
福祉課障害者福祉係
TEL：0867-72-6126
FAX：0867-72-1407

934
新見市
新見市自立支援協
議会

新見駅前広場電光掲示板への掲
載

　駅前の電光掲示板を利用し、障害者週間の周知を図る。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

新見駅前

新見市
福祉課障害者福祉係
TEL：0867-72-6126
FAX：0867-72-1407

岡山県
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935 早島町 広報
　障害者週間啓発と併せて障害者相談について記事を掲載し、障害のある人への福祉に
ついて関心と理解を深めるとともに、障害のある人の社会参加を促進する。

広報平成30年12月号

早島町
健康福祉課
TEL：086-482-2483
FAX：086-483-0564

936 早島町 ティッシュ配布 　障害者週間を啓発するチラシの入ったポケットティッシュを窓口で配布する。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）
8：30～17：15

窓口

早島町
健康福祉課
TEL：086-482-2483
FAX：086-483-0564

937
ふれあいスポーツ大
会実行員会

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。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
9：00～16：00

津山市役所市民ホール ○

津山市社会福祉事務所
障害福祉課
TEL：0868-32-2067
FAX：0868-32-2153

938
津山自立支援協議
会

街頭啓発活動（大型小売店舗３
店）

　店舗前において、自立支援協議会や当事者が啓発資材を配布し、障害者福祉に対する
理解・協力を呼びかける。

平成30年12月４日（火）
10：30～11：30

マルイウエストランド店
マルイイーストランド店
マルイノースランド店

津山地域自立支援協議会事務局
（つやま地域生活支援センターつばさ）
TEL：0868-28-7335
FAX：0868-28-7330

939
真庭市自立支援協
議会

まにわ福祉フェスティバル

　「まんまる笑顔で来て　見て　知って」～みんなで支えあうまち　まにわ～をテーマ障害者
団体や施設の活動発表を行うほか、障害者施設で生産した加工食品や手工芸品等の販
売、車いすやアイマスクの体験会、育ちの相談会、コンサート等のステージイベントを行
う。

平成30年11月23日（金）
12：00～15：30

真庭市久世エスパス
真庭市鍋屋１７－１

〇

真庭地域自立支援協議会事務局
（真庭地域生活支援センター）
TEL：0867-42-7966
FAX：0867-42-7960

940 真庭市
真庭市障がい福祉作品展（真庭
市）

　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。

平成30年11月26日（月）
平成30年12月７日（金）

真庭市役所1階ロビー ○

真庭市
健康福祉部福祉課
TEL：0867-42-1581
FAX：0867-42-1369

941 真庭市 広報紙掲載 　広報紙12月号で、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。 平成30年12月１日（土）

真庭市
健康福祉部福祉課
TEL：0867-42-1581
FAX：0867-42-1369

942
真庭市社会福祉協
議会

真庭市社会福祉大会
　真庭市社会福祉大会に合わせ、会場において、自立支援協議会や当事者が啓発資材
を配布し、障害者福祉に対する理解・協力を呼びかける。

平成30年12月８日（土） 勝山文化センター

真庭地域自立支援協議会事務局
（真庭地域生活支援センター）
TEL：0867-42-7966
FAX：0867-42-7960

943 美作市 広報紙掲載 　美作市広報誌に掲載する。（12月号） 平成30年12月号

美作市
社会福祉課福祉係
TEL：0868-75-3913
FAX：：0868-72-7702

944 新庄村 広報紙掲載 　村の広報紙に掲載する。 平成30年11月20日（火）発行

新庄村
住民福祉課
TEL：0867-56-2646
FAX：0867-56-7044

945 鏡野町 広報紙掲載 　町で発行している広報紙に障害者週間に関する記事を掲載する。 平成30年12月号

鏡野町
保健福祉課福祉係
TEL：0868-54-2986
FAX：0868-54-2891

946 勝央町 広報紙掲載
　町広報誌「広報しょうおう12月号」において、障害者週間の趣旨に関する記事を掲載す
る。

平成30年12月１日（土）～
http://www.town.shoo.lg.j
p/

勝央町
健康福祉部
TEL：0868-38-7102
FAX：0868-38-7103

947 奈義町 広報紙掲載 　奈義町広報紙に障害者週間の啓発記事を掲載する。 平成30年12月広報紙

奈義町
こども・長寿課
TEL：0868-36-6700
FAX：0868-36-6772

948 西粟倉村 広報紙掲載 　村の広報紙に掲載する。
平成30年11月号
（平成30年11月７日（水）発行）

西粟倉村
保健福祉課
TEL：0868-79-7100
FAX：0868-79-7101

岡山県
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949 岡山県 美咲町 広報紙掲載 　美咲町広報誌に掲載する。 平成30年11月10日（土）発行
https://www.town.misaki.o
kayama.jp/site/kouhou/

美咲町福祉事務所
TEL：0868-66-1129
FAX：0868-66-1167

950 広島県 平成30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を行う。広島県立美術館及びふくやま美術
館において開催する。

①（広島会場）
平成30年10月30日（火）～
11月４日（日）
②（福山会場）
平成30年11月27日（火）～
12月２日（日）

①広島県立美術館
②ふくやま美術館

○
https://www.pref.hiroshim
a.lg.jp/soshiki/62/aiart30.
html

広島県
健康福祉局障害者支援課
TEL：082-513-3157
FAX：082-223-3611

951 広島県 ヒューマンフェスタ2018ひろしま
　人権に関する様々な啓発事業を実施し、人権の尊重とその擁護について理解と認識を
深める機会として実施する。

平成30年12月８日（土）～
12月９日（日）

広島駅南口地下広場 ○
https://www.pref.hiroshim
a.lg.jp/soshiki/42/festa20
18kokuchi.html

広島県
環境県民局人権男女参画課
TEL：082-513-2734
FAX：082-227-2549

952 呉市 第24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
2018」において、障害のある人たちや支援者、多くのボランティアが参加する「第24回ふれ
あいコンサート」を開催する。

平成30年12月８日（土）
10:30～12:30

呉市文化ホール ○
https://www.city.kure.lg.jp
/soshiki/9/festa2018.html

呉市
福祉保健部 障害福祉課
TEL：0823-25-3523
FAX：0823-25-2522

953 呉市 ふれあいバザール
　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
2018」において、障害者就労施設に通う人たちが作った製品の紹介や販売を行う。

平成30年12月８日（土）
10:00～14:00

呉市文化ホール ○
https://www.city.kure.lg.jp
/soshiki/9/festa2018.html

呉市
福祉保健部 障害福祉課
TEL：0823-25-3523
FAX：0823-25-2522

954 尾道市
平成30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を行う。市役所（ロビー）において開催す
る。

平成31年１月７日(月)～
１月18日(金)

尾道市役所 ○

尾道市
社会福祉課
TEL：0848-38-9125
FAX：0848-37-7260

955 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する。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行う。

平成30年12月８日(土)
13：00～15：00

尾道市障害福祉センター ○
https://www.city.onomichi
.hiroshima.jp/soshiki/21/

尾道市
社会福祉課
TEL：0848-38-9125
FAX：0848-37-7260

956 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。
平成30年12月２日（日）～
12月９日（日）

福山市まなびの館ローズコム　エ
ントランス

○

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

957 江田島市
平成30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を行う。市役所（ロビー）において開催す
る。

平成30年11月19日（月）～
11月23日（金）

江田島市役所本庁1階ロビー ○

江田島市
福祉保健部社会福祉課社会福祉係
TEL：0823-43-1638
FAX：0823-57-4432

958
江田島市社会福祉
協議会

講演会「成年後見制度～親亡き後
の生活を守る～」

　広島県社会福祉士会理事　松谷恵子氏を講師に迎え、障害者虐待防止と成年後見制
度の理解と促進を目的に講演会を開催する。

平成30年11月29日（木） 江田島市役所４階会議室 ○

江田島市社会福祉協議会
江田島市障害者生活支援センター
TEL：0823-27-8880
FAX：0823-27-8889

959 世羅町
町広報誌への特集号掲載
無線放送、ケーブルテレビによる
啓発

　「障害児者・つうしん」の特集号として、今年度は町内の3箇所の児童発達支援事業所に
ついて取り上げた記事を12月号へ掲載する。
　また、障害者週間周知のため、無線放送およびCATVで啓発を行う。

広報誌：平成30年12月15日（土）発
行
無線＆CATV放送：
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

世羅町
福祉課障害者支援係
TEL：0847-25-0072
FAX：0847-25-0070

960
社会福祉法人　み
つば会
世羅町

講演会「基礎から学ぶ難病と支援
について」

　社会福祉法人　みつば会において「基礎から学ぶ難病と支援について」をテーマとした
講演会を開催する。

平成30年12月８日（土） 社会福祉法人　みつば会 ○

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

961
社会福祉法人　み
つば会
世羅町

町内事業所の製作品を講演会等
のイベントに合わせて配布

　町内障害福祉サービス事業所で制作されたグッズ等を講演会等のイベントに合わせて
配布する。

平成30年12月８日（土） 社会福祉法人　みつば会

世羅町
福祉課障害者支援係
TEL：0847-25-0072
FAX：0847-25-0070

962 竹原市 発達障害啓発講演会

　発達障害について理解を深める講演会を開催する。
　内容　「LDの挑戦！　算数０点から新聞記者に～苦手は得意でカバー　個性を伸ばして
生きる～」
　講師　フリーライター・ディレクター　大橋　広宣　氏

平成31年１月20日（日）
13：30～15：00

竹原市市民館ホール ○
竹原市HP
http://www.city.takehara.l
g.jp/

竹原市
福祉部健康福祉課障害福祉係
TEL：0846-22-7743
FAX：0846-23-0140

広島県
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963 東広島市 あいサポートフォーラム東広島
　①障害のある人の演奏する太鼓チーム「天手鼓舞」による演奏
　②自閉症の成年と看護学生の映画「ぼくはうみがみたくなりました」の上映
　③その他、分科会の実施

平成31年１月19日（土） 東広島市市民文化センター ○

東広島市
健康福祉部障害福祉課
TEL：082-420-0180
FAX：082-420-0181

964 北広島町
平成30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本庁ロビーで展示する。
平成30年11月５日（月）～
11月９日（金）

北広島町本町 ○

北広島町
福祉課地域福祉係
TEL：050-5812-1851
FAX：0826-72-5242

965 北広島町
障害に対する理解を深めるための
講演会

　発達障害について、支援の方法等を疑似体験する講演会を開催する。 平成30年11月27日（火） 北広島町大朝保健センター ○

北広島町
福祉課地域福祉係
TEL：050-5812-1851
FAX：0826-72-5242

966
府中市社会福祉協
議会

平成30年度障害者週間記念事業
「つなごうDay」

　松尾貴臣さんのトーク＆ライブを行う。 平成30年12月８日（土） 府中市健康福祉総合センター ○
府中市社会福祉協議会
TEL：0847-47-1294
FAX：0847-47-1055

967 府中町 第22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
催される祭りを開催する。

平成30年12月１日（土）
11：30～15：30

府中公民館 ○

事務局　（社福）福祉の郷　なないろ作
業所
TEL：082-236-3417
FAX：082-285-4824

968 府中町
平成30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を行う。
平成31年１月22日（火）～
１月28日（月）

安芸府中生涯学習センター
くすのきプラザ１階ギャラリー

○

府中町
福祉保健部福祉課
TEL：082-286-3161
FAX：082-283-5775

969
安芸高田市障害者
自立支援協議会

平成30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
ジョにおいて実施する。

平成30年10月24日（水）～
11月５日（月）

安芸高田市民文化センター
クリスタルアージョ

○

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

970
安芸高田市障害者
自立支援協議会

平成30年度あいサポートアート展
市町巡回展示

　あいサポートアート展作品の巡回展示を行う。安芸高田市民文化センタークリスタル
アージョにおいて開催する。併せて、市内障害者による作品展も同時開始する。

平成31年１月30日（水）～
２月７日（木）

安芸高田市民文化センター
クリスタルアージョ

○

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

971
安芸高田市障害者
自立支援協議会

企業向け講演会
　企業担当者を対象にした講演会を行う。事例紹介、虐待防止の取組、人を活かせる障
害者雇用について講演会を開催する。

平成30年12月14日（金）
安芸高田市民文化センター
クリスタルアージョ

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

972 熊野町
平成30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を行う。
平成30年12月６日（木）～
12月13日（木）

熊野町庁舎エントランスホール ○

熊野町
民生課
TEL：082-820-5635
FAX：082-855-0155

973 三原市 街頭キャンペーン
　障害者週間啓発チラシ、障害者差別解消法リーフレット及び事業所の製品を店頭で配
布する。
　（コミュニティFMを活用した広報等）

平成30年12月３日（月）
16:00～17:00

イオン三原店、フジグラン三原、ニ
チエー中之町店、マックスバリュ
本郷店

三原市
保健福祉部社会福祉課障害者福祉係
TEL：0848-67-6060
FAX：0848-64-2130

974 三原市 講演会
　全盲の落語家「桂 福点」さんと聴覚障害者のマジシャン「ミスターかわづ」さんによる講
演、落語とマジックショーを行う。

平成30年12月15日（土）
10:00～12:00

三原リージョンプラザ
展示ホール

○

三原市
保健福祉部社会福祉課障害者福祉係
TEL：0848-67-6060
FAX：0848-64-2130

広島県
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975 三原市 アートイベント
　あいサポートアート展巡回展示、三原特別支援学校の児童・生徒の作品展示、障害の
ある人の作品展示を行う。

平成30年12月15日（土）～
12月27日（木）
10:00～17:00
（金・土曜日は10:00～19:00）

三原リージョンプラザ
展示ホール

○

三原市
保健福祉部社会福祉課障害者福祉係
TEL：0848-67-6060
FAX：0848-64-2130

976
障がい者フェスティ
バル実行委員会

第14回障害者フェスティバル

　障がい者の社会参加促進と文化的行事実施による障がい者同士の交流・発表の場とし
て開催する。
　ハンドベル演奏、手話と合唱、歌と演奏(マンドリンアンサンブル他）。障がいのある人の
作品展示・商品販売を行う。

平成30年11月３日（土）
12：30～15：35

はつかいち文化ホール
さくらぴあ大ホール

○
障がい者フェスティバル実行委員会
TEL：0829-32-2023
FAX：0829-32-2023

977
はつかいち福祉ねっ
と

障害者週間啓発イベント

　 障がいや障がいのある人に対する社会の理解を深めるとともに、障がいのある人の社
会参加を促進する啓発イベントを実施する。
　 ゆめタウン廿日市にて、障害者週間街頭啓発、パネル展示による障がい者施設紹介、
障がいのある人の作品展示・商品販売等を行う。

平成30年12月８日（土）
9：30～17：00

ゆめタウン廿日市
２階市民ホール
１階フロアスペース

○

廿日市市障がい福祉相談センターきら
りあ
TEL：0829-20-0224
FAX：0829-20-0225

978
人権フェスタ実行委
員会
廿日市市

人権フェスタ2018

　゛障がいのある人もない人も一緒にコミュニケーション゛をテーマとして、市制施行30周年
記念事業、廿日市市手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段の利用促進によ
るやさしいまちづくり条例施行記念事業として、開催する。
　「廿日市市手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段の利用促進によるやさし
いまちづくり条例施」施行記念リレートークや、『ろう者の女優と聴者の生活』と題しての記
念講演等を行う。

平成30年12月８日（土）
13：00～16：00

はつかいち文化ホール
さくらぴあ大ホール

○

廿日市市
自治振興部人権・男女共同推進課
TEL：0829-30-9136
FAX：0829-32-1059

979 安芸太田町 ポスター掲載 　役場本庁および支所にて、ポスター掲示を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月10日（月）

戸河内役場本庁、加計支所、筒
賀支所

○

安芸太田町
福祉課
TEL：0826-25-0250
FAX：0826-22-0686

980 山口県 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を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月６日（木）、12月８日（土）

山口県庁視聴覚室
山口県健康づくりセンター

○

山口県
健康福祉部障害者支援課社会参加推
進班
TEL：083-933-2763
FAX：083-933-2779

981 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する。 開庁日（通年開催） 山口県庁 ○

http://www.pref.yamaguc
hi.lg.jp/cms/a14100/bunn
ka-geizyutu/art-
gallery.html

山口県
健康福祉部障害者支援課社会参加推
進班
TEL：083-933-2763
FAX：083-933-2779

982 下関市 補助犬への特別住民票の交付式
　本市で活動する補助犬に対して、日頃の活動に感謝の意として、特別住民票を交付す
る。

平成30年12月３日（月） 下関市役所庁舎内

下関市
福祉部障害者支援課
TEL：083-231-1917
FAX：083-222-3180

983 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を行い、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。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

宇部市役所１階　ロビー ○
http://www.city.ube.yama
guchi.jp/shisei/kouhou/ko
uhouube/

宇部市
健康福祉部障害福祉課支援係
（社会参加推進担当）
TEL：0836-34-8342
FAX：0836-22-6052

984 山口市 広報活動 　市広報誌・ウェブサイトで障害者週間に関する記事を掲載する。 平成30年11月15日号
http://www.city.yamaguch
i.lg.jp/soshiki/57/48270.ht
ml

山口市
健康福祉部障がい福祉課
TEL：083-934-2794
FAX：083-934-4142

985 美祢市 広報活動
　市広報12月号とホームページで障害者週間についての記事を掲載する（今年は山口県
障害者芸術文化祭のお知らせと、あいサポート運動についての記事も掲載）。

平成30年12月１日号
http://www2.city.mine.lg.j
p/www/toppage/0000000
000000/APM03000.html

美祢市
市民福祉部地域福祉課
TEL：0837-52-5227
FAX：0837-52-1490

986 岩国市 岩国市心身障害者（児）作品展

　心身障害者（児）の作品を展示し、多くの人々の障害者に対する理解と協力を深める。
また、開催期間を12月３日～９日の障害者週間にあわせて設定することで、障害者の社
会参加への意欲の助長及び人々の障害者に対する認識向上の促進と啓発を図るものと
する。

平成30年12月８日（土）～
12月10日（月）

岩国市民文化会館　展示室 ○
http://www.city.iwakuni.lg.
jp/soshiki/116/31169.htm
l

岩国市
障害者支援課　障害者支援班
TEL：0827-29-2522
FAX：0827-22-2814

987 岩国市 第２回架け橋プロジェクト
　同じ地域に住む市民としてお互いの理解を深める。発達障害当事者で臨床発達心理士
による講演会を実施する。自閉症をテーマとした「ぼくはうみがみたくなりました」の上映な
どバリアフリー映画の上映を行う。福祉作業所による販売や体験等を行う。

平成30年11月24日（土） 岩国市民文化会館 ○

岩国市
障害者支援課　障害者福祉班
TEL：0827-29-2522
FAX：0827-22-2814

988
周南市
周南市地域自立支
援協議会

周南市障害者の福祉を考える集
い

　①講演会、ステージイベント（ダンス等）
　②総合支援学校児童・生徒の美術作品を展示
　③障害者施設の授産品販売

平成30年12月８日（土）
13:30～15:30

周南市新南陽ふれあいセンター ○

周南市
福祉医療部障害者支援課
TEL：0834-22-8463
FAX：0834-22-8464

広島県

山口県
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989 山口県
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
作品展示

　市内の障害福祉サービス事業所等に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。

平成30年12月３日（月）～
12月21日（金）
8：30～17：15

山陽小野田市役所
１階　ロビー

出展は
×

参加は
○

山陽小野田市
障害福祉課
TEL：0836-82-1170
FAX：0836-82-1210

990
徳島県
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。

平成30年11月６日（火）～
11月７日（水）
①11/６ 10:00～20:00
②11/７ 10:00～15:00

ふれあい健康館 ○
https://www.ne.server-
shared.com

徳島県
保健福祉部健康増進課
TEL：088-621-2225
FAX：088-621-2841

991 徳島県 第３７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提示及び徳島県障がい者マイスター認定者に対する認定証
の授与を実施する。

平成30年12月９日（日）
9:30～11:30

徳島県立障がい者交流プラザ ○

徳島県
保健福祉部障がい福祉課
TEL：088-621-2237
FAX：088-621-2241

992 徳島県 ヘルプマーク街頭普及啓発
　ヘルプマークの周知のため、鉄道駅にて、ヘルプマーク啓発グッズを一般県民に配布す
る。

平成30年12月３日（月）
16:00～18:00頃

ＪＲ徳島駅前 ○

徳島県
障がい福祉課
TEL：088-621-2238
FAX：088-621-2241

993

徳島県南部総合県
民局、
徳島県発達障がい
者総合支援センター

専門性向上ケースカンファ事業 　地域の支援者の対応力向上を目指して、講義や事例検討を行う。
平成30年11月６日（火）
13:30～15:30

阿南市領家町野神319
徳島県南部総合県民局（阿南保
健所）

×

徳島県南部総合県民局（阿南保健所）
TEL：0884-28-9876
FAX：0884-22-6404
徳島県発達障がい者総合支援セン
ター
TEL：0885-34-9001
FAX：0885-34-9002

994
徳島県発達障がい
者総合支援センター

災害時発達障がいサポート体制
強化事業

　発達障がい者（児）及び家族に対して、防災意識を高め、平時からの準備による自助力
の向上を図るための講演会を行う。

平成30年11月７日（水）
14:00～15:30

徳島市
徳島県立二十一世紀館

○

徳島県発達障がい者総合支援セン
ター
TEL：0885-34-9001
FAX：0885-34-9002

995
徳島県発達障がい
者総合支援センター

かかりつけ医等対応力向上研修
事業

　かかりつけ医等の発達障がい対応力向上を図るため、研修会を行う。
平成30年11月15日（木）
19:00～21:00

三好市池田町シマ815-2
徳島県立三好病院

×

徳島県発達障がい者総合支援セン
ター
TEL：0885-34-9001
FAX：0885-34-9002

996
徳島県発達障がい
者総合支援センター

災害時発達障がいサポート体制
強化事業

　地域の支援者等に対して、災害時に必要な知識の習得を図るため、講演会を行う。
平成30年11月26日（月）
15:00～17:00

徳島市山城町東浜傍示1-1
ときわプラザ（ときわホール）

○

徳島県発達障がい者総合支援セン
ター
TEL：0885-34-9001
FAX：0885-34-9002

997
徳島県発達障がい
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研修会を行う。

平成30年12月19日（水）
14:00～16:00

徳島市山城町東浜傍示1-1
ときわプラザ（研修室１、２）

○

徳島県発達障がい者総合支援セン
ター
TEL：0885-34-9001
FAX：0885-34-9002

998 徳島県
発達障がい者等雇用企業応援研
修　企業見学会

　「はたらく力」として障がい者の方を継続的に雇用するなど、障がい者雇用モデルとなる
企業の見学会を開催する。

平成30年11月12日(月)
10:00～12:00

徳島市 ○

徳島県
商工労働観光部労働雇用戦略課
雇用促進戦略担当
TEL：088-621-2347
FAX：088-621-2852

999 徳島県
You Me（ゆめ）チャレンジフェス
ティバル

　企業の方に特別支援学校生徒の「働きたい想い」を知っていただき、生徒と直接話をす
ることで特別支援学校生徒の就労について理解を深める。

平成30年12月17日(月) 阿波市 ○

徳島県
商工労働観光部労働雇用戦略課
雇用促進戦略担当
TEL：088-621-2347
FAX：088-621-2852

1000
徳島県教育委員
会、徳島県、徳島労
働局

特別支援学校YouMe（ゆめ）チャレ
ンジフェスティバル2018 in West

　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。

平成30年12月17日（月）
阿波市交流防災拠点施設
アエルワ

×

https/www.pref.tokushima
.lg.jp/kenseijoho/soshiki/
kyouiku/tokubetsushienky
ouikuka/

徳島県教育委員会
特別支援教育課
TEL：088-621-3141
FAX：088-621-2882

1001
徳島県教育委員
会、徳島県、徳島労
働局

特別支援学校YouMe（ゆめ）チャレ
ンジフェスティバル2018 in South

　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。

平成31年２月26日（火）
阿南市文化会館
夢ホール

×

https/www.pref.tokushima
.lg.jp/kenseijoho/soshiki/
kyouiku/tokubetsushienky
ouikuka/

徳島県教育委員会
特別支援教育課
TEL：088-621-3141
FAX：088-621-2882

1002 徳島県教育委員会 「まなびあい」就業体験応援事業
　特別支援学校の高等部に在籍する生徒に対して、県知事部局各課及び県教育委員会
事務局等における就業体験を実施することにより、当該生徒の働く意欲や態度等を養う。

平成30年11月５日（月）～
11月16日（金）
（土、日除く）

徳島県庁 ×

徳島県教育委員会
特別支援教育課
TEL：088-621-3141
FAX：088-621-2882

徳島県
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1003 徳島市 障害者福祉啓発イベント（講演会）
　市民及び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（講演会）を開催する。

平成30年12月５日（水）
13:30～15:00

徳島市役所１３階大会議室 ○

徳島市
障害福祉課
TEL：088-621-5177
FAX：088-621-5300

1004 徳島市 障害者施設見学会
　障害者支援施設等を訪問し、施設見学及び就労の様子や障害者、施設職員との交流
を図り、障害や障害者に対する正しい知識と理解を図る。

平成30年11月27日（火）
9:00～12:00

徳島県障がい者交流プラザ
障害者支援施設眉山園

○

徳島市
障害福祉課
TEL：088-621-5177
FAX：088-621-5300

1005 徳島市 ふれあいフェスタ
　障害者に対する理解を深め、就労を支援するため、市役所庁舎内おいて障害者支援施
設利用者の作品の展示、出店販売を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
10:00～15:00

徳島市役所１階
国際親善コーナー

○

徳島市
障害福祉課
TEL：088-621-5513
FAX：088-621-5300

1006
鳴門市
鳴門市身体障害者
連合会

鳴門市障がい者スポーツ・レクリ
エーション大会

　障がい者の心身の機能向上及び日常的に運動に取り組む契機とするとともに、交流の
促進及び社会参加の機会の拡充を図るため、スポーツ・レクリエーション大会を開催す
る。

平成30年11月４日（日）
鳴門・大塚スポーツパーク内
アミノバリューホール

×

鳴門市
社会福祉課障がい福祉担当
TEL：088-684-1412
FAX：088-684-1337

1007 小松島市 障がい者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。 平成30年11月29日（木） 小松島市 ○

小松島市
保健福祉部介護福祉課
障がい福祉担当
TEL：0885-32-2279
FAX：0885-35-0273

1008 阿南市 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。

平成30年12月９日（金）
11:00～15:00

阿南市文化会館 ○
http://www.city.anan.toku
shima.jp/

阿南市保健福祉部福祉課
TEL：0884-22-1592
FAX：0884-22-1813

1009
阿波市　教育委員
会

阿波市人権2018ふれあいフェス
ティバル
～障がい者ふれあいフェスティバ
ル～

　手話コーラスや人権講演会、障がい者相談コーナー、障がい者就労支援事業所による
物販を行う。

平成30年11月11日（日） 阿波市 ○

阿波市教育委員会
社会教育課
TEL：0883-36-8742
FAX：0883-36-8762

1010
阿波市社会福祉協
議会事務局

スポーツレクリエーション教室
　障がい者の方にも気軽に楽しめるニュースポーツを体験してもらう。
　（囲碁ボール、スリーアイズ、ラダーゲッター）

平成30年11月９日（金） 阿波市 ×
阿波市社会福祉協議会事務局
TEL：0883-36-5511
FAX：0883-36-7040

1011
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。

平成30年12月３日（月）
徳島県海部郡海陽町
地域共同作業所　虹

○
地域共同作業所　虹
TEL：0884-74-3476

1012 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達の家族会として、展示等により活動紹介を
行う。

平成30年11月17日（土）～
11月18日（日）

上板町役場 ○

上板町
福祉保健課
TEL：088-694-6810
FAX：088-694-5903

1013

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がい者が
作った作品の展示を行う。

平成30年11月17日（土）～
11月18日（日）

上板町役場 ○

上板町
福祉保健課
TEL：088-694-6810
FAX：088-694-5903

1014
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

　当事者・保護者・支援者の視点から、発達障害者の特性や理解や対応をわかりやすく
解説してもらい、研修・啓発事業として講演会を実施する。
　○演題　発達障がいとともに～当事者として・母として～－オリジナル画像を使って－
　○講師　笹森　理絵

平成30年11月16日（金）
13:30～15:00

美馬市役所（穴吹庁舎）
北館１階101．102会議室

○

美馬市
長寿・障がい福祉課
TEL：0833-52-5614
つるぎ町
福祉課
TEL：0883-62-3116

1015 香川県
心の輪を広げる体験作文等表彰
式・作品展示等

　①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8日の「じ
んけんフェスタ2018」で表彰・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の優秀作品集を作成し、小・中学
校等へ配布する。

①平成30年12月８日（土）
②平成30年11月下旬

サンポートホール高松
（高松市サンポート）

○

香川県
健康福祉部障害福祉課
TEL：087-832-3291
FAX：087-806-0240

1016 香川県 さべかい・ともいきセミナー
　障害に対する理解促進のため、障害の疑似体験や援助方法等についての体験講座を
実施する。

平成30年12月８日（土）
サンポートホール高松
（高松市サンポート）

○

香川県
健康福祉部障害福祉課
TEL：087-832-3291
FAX：087-806-0240

徳島県

香川県
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1017 香川県 みんなの精神保健福祉を語ろう会

　精神保健福祉に関心のある方の幅広い参加を募り、それぞれの立場から今後の地域
保健福祉について自由に語り合い、共に考え、その活動の推進を図る。
　今年度のテーマは「地域で暮らすー自分らしく主体的にー」で、講演会と分科会を実施
する。

平成30年12月12日（水）
13:30～16:00

香川県青年センター
（高松市国分寺町）

○
http://www.pref.kagawa.lg.
jp/content/etc/subsite/s
eishinhoken/

香川県精神保健福祉センター
TEL：087-804-5566
FAX：087-835-5474

1018 丸亀市 障害者週間啓発
　①市広報誌、HPへの記事を掲載
　②障害者週間に係る看板を本庁に設置

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

丸亀市役所本庁
（丸亀市大手町）

丸亀市
健康福祉部福祉課
TEL：0877-24-8805
FAX：0877-24-8861

1019 坂出市 広報啓発
　障害者週間に合せ、広報12月号に、障害者週間の趣旨をはじめ、障害者差別解消に関
することなどを掲載し、障がいについて理解促進、啓発を行う。

平成30年12月号

http://www.city.sakaide.lg.
jp/soshiki/hisyokouhou/k
ouhousi.html

坂出市
健康福祉部ふくし課
TEL：0877-44-5007
FAX：0877-45-7270

1020
「坂出市友愛のつど
い」実行委員会

坂出市友愛のつどい
　障がい者が一堂に会し、レクリエーション、ｹﾞｰﾑ等を通じてボランティアや関係者と楽し
いひと時を過ごし、生きる喜び、他者とのふれあいの大切さを学ぶ。

平成30年11月３日（土）
10：00～13：00

こころの医療センター五色台プル
ミエ、中讃地域生活支援センター
（坂出市加茂町）

○

「坂出市友愛のつどい」実行委員会事
務局（坂出市社会福祉協議会）
TEL：0877-46-5078
FAX：0877-45-1150

1021 観音寺市 広報啓発

　障害者週間に合わせ、広報（広報かんおんじ）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30年12月号
http://www.city.kanonji.ka
gawa.jp/

観音寺市
健康福祉部社会福祉課
TEL：0875-23-3963
FAX：0875-23-3993

1022 綾川町 いきいきセンター冬のイベント2018
　イベントに障害者関連団体ブースを出展
　①花の苗、パンフレットを配布し、啓発活動を実施
　②身体障害者協会会員によるバザー出店

平成30年12月９日（日）
10：00～

いきいきセンター
（綾川町山田下）

○

綾川町
健康福祉課
TEL：087-876-1113
FAX：087-876-3120

1023 琴平町 広報啓発 　障害者週間に合わせ、町広報12月号に障害に関する記事を掲載する。 平成30年12月号

琴平町
福祉保険課
TEL：0877-75-6723
FAX：0877-75-6724

1024

仲多度地区身体障
害者連絡会（まんの
う町、多度津町、善
通寺市）

仲多度・善通寺地区身体障害者
連絡会ふれあいスポーツ祭り

　障害のある方たちがスポーツやレクリエーションに参加する機会を設けるとともに、当事
者相互の交流を深めることを目的とする。

平成30年10月27日（土）
10：00～12：00

まんのう町吉野体育館
（まんのう町吉野下）

×

まんのう町
福祉保険課
TEL：：0877-73-0124
FAX：0877-73-0111
多度津町
健康福祉課
TEL：0877-33-1134
FAX：0877-33-2550

1025
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公
開講座

　講演やパネルディスカッションを行い、「家庭支援」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。

平成30年11月23日（金）
13:30～16:30

香川県社会福祉総合センター
（高松市番町）

○
http://www.pmentor-
kagawa.org

ＮＰＯ法人ペアレントメンターかがわ
TEL：080-2978-8304
E-mail：info@pmentor-kagawa.org

1026
ペアレントメンターか
がわ

ペアメンＣａｆｅ　体験会

　ペアメンＣａｆｅとは、発達の気になる我が子を持つ家庭が、孤立せず抱え込まず前進し
ていくために、同じ境遇を持つペアレントメンターからの子育ての悩みや我が子の思いを
周囲の目を気にせずに語り合う場である。体験会は、地域で子どもの成長が気になるけ
ど参加することに迷いを感じていた方に、短時間から雰囲気だけでも体験する機会とす
る。

平成30年11月11日（日）
10:00～11:30

高松テルサ
（高松市屋島西町）

○
http://www.pmentor-
kagawa.org

ＮＰＯ法人ペアレントメンターかがわ
TEL：080-2978-8304
E-mail：info@pmentor-kagawa.org

1027
愛媛県障害者連絡
協議会

第38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」入賞者知事表彰を行う。
　「心の輪を広げる体験作文」発表
　講演、宣言決議

平成30年12月８日（土） 松前町総合文化センター ○

愛媛県
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

1028 愛媛県
愛顔
えがお

ひろがる　えひめの障がい者

アート展

　愛媛県内在住の障がい者が制作した絵画・デザイン、書、陶芸その他の作品を展示し、
特に優れた作品15点を表彰する。

平成30年12月６日（木）～
12月16日（日）
※ただし、12月10日（月）は休館日
9:40～18:00（入館は17:30まで）

愛媛県美術館　南館３階 ○
http://www.pref.ehime.jp/
h20700/geijutu/artten.ht
ml

愛媛県
保健福祉部生きがい推進局障がい福
祉課
障がい支援係
TEL：089-912-2424
FAX：089-931-8187

1029
八幡浜市心身障害
者（児）団体連合会

第38回障害者と健常者の浜っ子
ふれあい広場ミニ運動会

　八幡浜心身障害者(児)団体連合会主催の運動会。「完全参加と平等」をスローガンに掲
げ、心身障害者と健常者がふれあいの場を持つことにより、住民のボランティア活動の普
及啓発や、障害者の社会参加を促進することを目的としている。

平成30年11月11日（日）
9:30～

八幡浜市民スポーツセンター ×

八幡浜市
市民福祉部社会福祉課障害福祉係
TEL：0894-22-3111（内線1173）
FAX：0894-24-7700

愛媛県

香川県

－79－
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1030 新居浜市
障がい者・児よいよＨＡＰＰＹな作
品展

　市内在住・市内で活動されている障がいのある方の製作した作品発表の場をつくり、市
民へ広く障がいについての理解を深めてもらうとともに、障がいのある方の活動が広がる
ことを目的に開催する。

平成30年12月１日（土）～
12月３日（月）
①12/1（土）10：00～17：00
②12/2（日）10：00～17：00
③12/3（月）10：00～15：00

イオンモール新居浜 ○
http://www.city.niihama.lg.
jp/soshiki/fukushi/sakuhi
nten.html

新居浜市
福祉部地域福祉課
TEL：0897-65-1237
FAX：0897-37-3844

1031
西条市
西条市障害者団体
連合会

障害者週間記念標語優秀作品表
彰式

　障がい者福祉やボランティア活動に興味を持ってもらい、豊かな心を育むとともに、障が
い者の社会参加促進と福祉向上のため、市内の各小学校５・６年生を対象に標語の募集
を行う。

平成30年12月９日(日)
10：00～

西条市役所
５階 大会議室

×

西条市
保健福祉部社会福祉課障がい者福祉
係
TEL：0897-52-1214
FAX：0897-52-1294

1032 伊予市
心から夢を描く
～ぬくもり・輝きアート展～

　「愛顔ひろがるえひめの障がい者アート展」の入選作品をはじめ、伊予市在住の障がい
のある方々が、日ごろの活動の中で制作した絵画などの作品を展示する。

平成30年12月19日（水）～
12月26日（水）
8:30～17:15
※12月26日（水）は12:00まで

伊予市役所１階ロビー ○

伊予市
市民福祉部福祉課
TEL：089-982-1121（直通）
FAX：089-983-3354

1033 松前町 障がい者施設利用者作品展
　町内の障がい者施設の利用者の作品を庁舎のロビーで展示し、併せて施設や事業の
紹介を行う。

平成30年12月７日（金）～
12月21日（金）
8:30～17：15（土、日除く）

松前町役場庁舎１階ロビー ○

松前町
保健福祉部福祉課障がい福祉係
TEL：089-985-4155
FAX：089-984-8951

1034 伊方町 広報掲載 　町広報誌で障害者週間に関する記事を掲載する。 広報12月号掲載

伊方町
保健福祉課福祉対策室
TEL：0894-38-0217
FAX：0894-38-1120

1035 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。
　①障害者理解に関する作文・ポスター表彰
　②障害者週間の集い知事表彰
　③介助犬デモンストレーション
　④介助犬による介助体験、ふれあいコーナー

平成30年12月９日（日）
9:30～15:30

高知市中央公園
（第２２回じんけんふれあいフェス
タ内にて開催）

○
http://www.pref.kochi.lg.jp
/soshiki/060301

高知県
地域福祉部障害福祉課
TEL：088-823-9633
FAX：088-823-9260

1036
高知県、高知県障
害者作品展実行委
員会

第19回高知県障害者作品展
　障害者の日々の生活や、その中で育まれてきた作品や物産等を展示・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、障害者の社会参加促進を図る。

平成30年11月23日（金）～
11月24日（土）
①11/23（金）　11:00～16:00
②11/24（土）　11:00～15:00

高知市帯屋町２丁目商店街 ○

高知県
障害者作品展実行委員会
TEL：088-872-9497
FAX：088-872-7590
高知県
地域福祉部障害保健支援課
TEL：088-872-9560
FAX：088-872-9260

1037 室戸市 第10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、何ができるのかを考える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、障害や障害者への理解を深めるための講演会を開催するとともに、
障害者スポーツを通じた交流、啓発活動を行う。

平成30年11月10日（土）
10：15～11：30

室戸市保健福祉センターやすらぎ
夢ひろば

○
http://www.city.muroto.ko
chi.jp/

室戸市
保健介護課障害福祉班
TEL：0887-22-3105
FAX：0887-24-2287

1038
安芸市社会福祉協
議会

木工品の展示、販売、木工スト
ラップ作り体験

　安芸市ワークセンターと共同で、木工品の展示、販売、および木工ストラップ作り体験を
行う。材料費は300円。（作品展示は12/2～12/9まで）

平成30年12月２日（日）・
12月６日（木）
10:00～12:00
※ストラップ作り

サンシャインランド（フリースペー
ス）

○
安芸市社会福祉協議会
TEL　0887-35-2915
FAX　0887-35-8549

1039

れいほく地区障害者
自立支援協議会
（土佐町・本山町・大
豊町・大川村）

第16回れいほく地区あったかハー
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実施する。
  AMは障害者スポーツ交流会を開催し、身体・精神、さまざまな障害を持つ人たちが同じ
競技で対抗できるスポーツを実施する。昼休みには作業所の作品・活動の展示や販売を
行い、相互に交流する。
  PMは移住者である住民（音楽家で、米国・日本認定音楽療法士）を招き、音楽療法につ
いての講演を行う。（一般住民、保護者等も参加）

平成30年12月５日（水）
10：30～14：30

土佐町保健福祉センター他 ○
土佐町
健康福祉課
TEL：0887-82-2333

1040

日高村
日高村社会福祉協
議会
日高村障害者会

第30回日高村「障がい者の日」の
つどい

　第30回日高村ボランティアまつりと同日開催し、
　ともに生きる福祉の村づくりを目指して開催する。

平成30年12月２日（日） 日高村社会福祉センター ○

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

1041

四万十町障害者自
立支援協議会、Do
ネットワーク、くぼか
わスポーツクラブ

四万十ふくふくまつり

　多くの方に来場していただき、楽しく『ふくし』に触れ、障害への理解を深めたり、福祉
サービスや地域とつながったり、何か気付いたりするきっかけになるイベント、また障害者
自らが楽しめるイベントを目指し、今年は障害者スポーツに特化して、スポーツを通しての
障害理解の機会を提供する。
　また、障害者スポーツ体験、町内事業所による展示、販売、飲食販売などを行う。

平成30年12月８日（土） 四万十町農村環境改善センター ○

四万十町
健康福祉課
TEL：0880-22-3115
FAX：0880-22-3725

愛媛県

高知県
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1042 福岡県
農福連携マルシェ in KOKURA(北
九州市との共催）

　①障がいのある方が農業分野で就労する「農福連携」の情報発信
　②障がいのある方がつくる「まごころ製品」の内、主に農産物及び農産加工品の販売

平成30年11月18日（日）
11:00～17:00

JR小倉駅JAM広場（北九州市） ○
http://www.pref.fukuoka.l
g.jp/contents/h30noufuku
marche.html

福岡県
福祉労働部障がい福祉課自立支援係
TEL：092-643-3263
FAX：092-643-3304

1043 福岡県
障がい者がつくる「まごころ製品」
の販売会

　障がいのある方がつくる「まごころ製品」の販売を行う。

①平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
11:00～14:00
②平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
11:00～14:00
③平成30年12月３日（月）
9:45～14:00

①県庁舎行政棟（福岡市）
②県総合庁舎11箇所（県内各
地）、粕屋保健福祉事務所（糟屋
郡粕屋町）
③県議会棟（福岡市）

○

福岡県
福祉労働部障がい福祉課自立支援係
TEL：092-643-3263
FAX：092-643-3304

1044 福岡県
第６回福岡県「まごころ製品」大規
模販売会

　障がいのある方がつくる「まごころ製品」の販売を行う。

平成31年１月30日（水）～
２月４日（月）
10:00～20:00
（最終日２月４日（月）は
10:00～17:00）

福岡三越　９階　催場（福岡市） ○
http://magokoroseihin.ec
-net.jp/

福岡県
福祉労働部障がい福祉課自立支援係
TEL：092-643-3263
FAX：092-643-3304

1045 福岡県
2018福岡県障害者週間フェスティ
バル

　12月３日～９日の障害者週間の前後に、県内の障がいのある方による製品の展示・販
売、合唱・楽器演奏等を行うことで、障がいのある方の主体的な社会参加を促進するとと
もに、障がい福祉に関する県民の理解を深めることを目的として実施する。
　①補助犬の紹介　②障がい者スポーツの紹介　③まごころ製品の販売　④合唱、楽器
演奏

平成30年11月17日（土）
10:00～15:00

クローバープラザ西棟１階
クローバーホール

○

福岡県
福祉労働部障がい福祉課社会参加係
TEL：092-643-3264
FAX：092-643-3304

1046 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
や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
を促進するための広報活動を実施する。併せて、県庁舎壁面に懸垂幕を掲示し、障がい
者福祉に対する理解と認識を深める。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

福岡県庁１階ロビー

福岡県
福祉労働部障がい福祉課社会参加係
TEL：092-643-3264
FAX：092-643-3304

1047 直方市 ふれあいボウリング大会
　障がいの有り無しに関係なく、スポーツを通して交流を深め、お互いを理解しあうことを
目的としたボウリング大会を開催する。

平成30年11月24日（土）
10：00～12：00

飯塚市
麻生塾ボウル

○
http://www.city.nogata.fu
kuoka.jp

直方市
市民部健康福祉課障がいサービス係
TEL：0949-25-2139
FAX：0949-25-2135

1048 直方市 障害者週間啓発
　障害者週間に合わせ12/１号の市報で、障がいや障がいのある方への理解について取
り上げた特集記事を掲載し理解促進を図る。

平成30年12月１日号
http://www.city.nogata.fu
kuoka.jp

直方市
市民部健康福祉課障がいサービス係
TEL：0949-25-2139
FAX：0949-25-2135

1049 直方市 のおがた　つないｄｅ　マルシェ
　障がいのある方の活動を知ることで、障がいや障がいのある方への理解を深めてもらう
ため、市内の障がいサービス事業所がつくっている様々な商品の販売を行う。

平成31年２月23日（土）
10：00～19：00

直方市
イオンのおがた
チューリップコート

○
http://www.city.nogata.fu
kuoka.jp

直方市
市民部健康福祉課障がいサービス係
TEL：0949-25-2139
FAX：0949-25-2135

1050 直方市
平成３０年度直方市手話啓発公演
会

　ろう者や手話についての理解をふかめてもらうため手話劇を開催する。
平成31年２月２日（土）
14：00～15：30

直方市
ユメニティのおがた小ホール

○
http://www.city.nogata.fu
kuoka.jp

直方市
市民部健康福祉課障がいサービス係
TEL：0949-25-2139
FAX：0949-25-2135

1051 飯塚市 「障がい者週間」の啓発広報
　①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。
　②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。

①平成30年12月３日（月）
②本庁：平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）
サン・アビリティーズいいづか：
平成30年12月１日（土）～
12月11日（火）

②飯塚市役所本庁、
サン・アビリティーズいいづか

飯塚市
福祉部　社会・障がい者福祉課　障が
い者福祉係
TEL：0948-22-5500
FAX：0948-21-6356

1052
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
2018

　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。

平成30年12月７日（金）～
12月９日（日）

サン・アビリティーズいいづか ○
http://sunabi-
iizuka.sakura.ne.jp/

サン・アビリティーズいいづか
TEL：0948-29-3087
FAX：0948-29-3087

1053
飯塚市・嘉麻市・桂
川町障がい者基幹
相談支援センター

障がい者理解啓発講演会 　あそどっぐ氏による講演を行う。 平成30年11月10日（土） 桂川町住民センター ○ http://iikk-kikan.jp/

飯塚市・嘉麻市・桂川町障がい者基幹
相談支援センター
TEL：0948-43-4006
FAX：0948-43-4021

1054 田川市 「障害者週間」啓発活動
　当市主催の「コールマインフェスティバル」に合わせて、障がいに関する啓発物を作成す
る。開催当日、市内の障害者団体等と協力して、参加者へ配布する。

平成30年11月４日（日） 田川市石炭記念公園

福岡県
市民生活部高齢障害課障害者支援係
TEL：0947-85-7130
FAX：0947-42-2000

福岡県
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1055 田川市 「障害者週間」のぼり設置
　「障害者週間」の期間中、市役所周辺道路や当課窓口横にのぼり旗を設置し、市民へ
の啓発を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

田川市役所内及びその周辺道路

福岡県
市民生活部高齢障害課障害者支援係
TEL：0947-85-7130
FAX：0947-42-2000

1056 柳川市 街頭啓発 　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。
平成30年12月４日（火）
①11：00～12：00
②16：00～17：00

①ゆめマート柳川店
西鉄ストア柳川店
②スーパーまるまつ
スタラビスタ大和店
マミーズ柳川店

柳川市
保健福祉部福祉課障害者福祉係
TEL：0944-77-8514
FAX：0944-73-9211

1057 八女市 バリアフリー上映会
　障害者の社会参加を促すこと、共生社会の実現を目的に、バリアフリー（字幕や音声ガ
イドにより聴覚や視覚障害者も健常者と同様に視聴が可能）に配慮した映画の上映会を
開催する。

平成30年12月７日（金） おりなす八女 ×

八女市
健康福祉部福祉課しょうがい者福祉係
TEL：0943-23-1335
FAX：0943-22-7099

1058 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。

平成30年12月上旬

大川市
福祉事務所福祉係
TEL：0944-85-5532
FAX：0944-86-8483

1059 行橋市 「障がい者週間」の広報啓発 　障がい者週間について市報に掲載し、市民への啓発を行う。 市報：平成30年12月１日号

行橋市
地域福祉課障がい者支援室障がい者
支援係
TEL：0930-25-1111　内線1151
FAX：0930-22-7952

1060
行橋市身体障害者
福祉協会

「障がい者週間」街頭キャンペーン 　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。 平成30年12月３日（月） 行橋駅

行橋市
地域福祉課障がい者支援室障がい者
支援係
TEL：0930-25-1111　内線1151
FAX：0930-22-7952

1061
春日市・春日市社会
福祉協議会

障害者週間啓発イベント
　障がいの有無に関わらず運動会形式で楽しんで防災について学べるイベントを開催し、
障がい者への配慮を啓発する場、地域連携の場を提供する。

平成30年12月８日（土）
13：00～16：30

春日市総合スポーツセンター
サブアリーナ

○

春日市
福祉支援部福祉支援課
TEL：092-584-1111
FAX：092-584-1154

1062 春日市 障害者週間啓発展示 　障がいをテーマとした啓発作品を展示する。
平成30年12月３日（月）～
12月12日（水）
8：30～17：00

春日市役所
アトリウム

×

春日市
福祉支援部福祉支援課
TEL：092-584-1111
FAX：092-584-1154

1063 春日市 街頭啓発 　リーフレットと啓発物品の配布を行う。
平成30年12月３日（月）
7：30～8：00

JR春日駅
JR大野城駅
西鉄春日原駅

春日市
福祉支援部福祉支援課
TEL：092-584-1111
FAX：092-584-1154

1064
ふくしフェスティバル
実行委員会
（事務局：大野城市）

ふくしフェスティバル
　障がいの有無に関係なく、子どもから高齢者までの福祉に関する交流イベントを実施し
ている。

平成30年11月25日（日）
10：00～16：00

大野城市役所
大野城まどかぴあ

○
大野城市HP
http://www.onojo.fukuoka.
jp

大野城市
市民福祉部福祉課地域福祉担当
TEL：092-580-1851
FAX：092-573-8083

1065
みんなのチャレンジ
アート展実行委員会
（事務局：大野城市）

みんなのチャレンジアート展
　障がい者アーティストによる展示会、①障がい者によるアート作成（アートライブ）の実
施、②講演会の開催、③ワークショップの開催を実施している。

平成30年11月29日（木）～
12月４日（火）
10：00～9：00
①12/1（土）13：00～16：30
②12/2（日）13：00～15：00
③12/1（土）10：00～12：00

大野城まどかぴあ ○
大野城市HP
http://www.onojo.fukuoka.
jp

大野城市
市民福祉部福祉課障がい福祉担当
TEL：092-580-1852
FAX：092-573-8083

1066 宗像市 障害者美術作品展示 　市内に在住、通勤、通学している障がいのある方の美術作品を募集し、展示する。
平成30年12月６日（木）～
12月11日（火）

宗像ユリックス ○

宗像市
健康福祉部福祉課障害者福祉係
TEL：0940-36-3135
FAX：0940-36-5856

1067 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
た啓発物品の配布を行う。

平成30年12月６日（木）～
12月11日（火）

市内各地

宗像市
健康福祉部福祉課障害者福祉係
TEL：0940-36-3135
FAX：0940-36-5856

1068 太宰府市 障がい者週間啓発展示 　市役所内の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、啓発展示を行う。
平成30年11月23日（金）～
11月30日（金）

太宰府市役所市民ギャラリー ○

太宰府市
健康福祉部福祉課障がい福祉係
TEL：092-921-2121
FAX：092-925-0294

福岡県
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1069
太宰府市身体障害
者福祉協会

第2回太宰府障がい者ボッチャ交
流会

　市内に住む障がい者の更なるスポーツへの関心を高め、互いの交流を深めるため、当
事者・支援者でボッチャを行う。

平成30年12月２日（日）
10:00～15:00

太宰府市とびうめアリーナ
○

観覧
のみ

太宰府市身体障害者福祉協会
TEL：092-925-8899
FAX：092-925-8899

1070 うきは市 まごころ製品販売会
　市内の障害者支援施設で作られた「まごころ製品」の販売会を開催する（平成29年度よ
り開催）。また、近隣の特別支援学校も参加し、学校紹介や生徒が作った作品等の展示・
販売も行う。

①平成30年6月9日(土)
9:00～15:00
②平成30年10月13日(土)
9:00～15:00
※毎年２回の開催を予定している。

道の駅うきは(うきは市) ○

うきは市
福祉事務所福祉係
TEL：0943-75-4961
FAX：0943-75-4963

1071 うきは市 うきは市人権フェスティバル
　イベント開催時に、まごころ製品の販売や障害者関連の各種チラシ等を配布し、啓発を
行っている。

平成30年12月２日（日）
12:00～16:00

白壁ホール(うきは市) ○
http://www.city.ukiha.fuku
oka.jp/

うきは市
福祉事務所福祉係
TEL：0943-75-4961
FAX：0943-75-4963

1072 糸島市
障がい者支援施設の製品の展
示・販売

　市庁舎にて、障がい者施設の取扱い製品の展示・販売を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
10:00～14:00

糸島市役所本庁舎 ×

糸島市
人権福祉部福祉支援課障がい者支援
係
TEL：092-332-2073
FAX：092-321-1139

1073 糸島市 街頭啓発 　市内JR４駅にて、啓発活動を行う。
平成30年12月３日（月）
7:30～8:00

糸島市内JR４駅

糸島市
人権福祉部福祉支援課障がい者支援
係
TEL：092-332-2073
FAX：092-321-1139

1074 那珂川市 広報誌による啓発
　市役所庁舎内に障害者週間に関するポスターを掲示する。また、「障害者週間」につい
て市広報誌に掲載し市民への啓発を行う。

平成30年12月１日（土）～ 那珂川市役所本庁舎

那珂川市
福祉課障がい者支援担当
TEL：092-953-2211
FAX：092-953-2312

1075 粕屋町
粕屋町人権を尊重する町民のつ
どい

　①人権週間と障害者週間　合同開催行事
　②知的障がい者のプロ太鼓集団「瑞宝太鼓」による演奏
　③障がい福祉団体による物品販売、ワークショップの実施
　④障がい体験コーナーの開催
　⑤障がい関係事業所の啓発等

平成30年12月９日（日）
10:30～15：00

粕屋町サンレイクかすや 〇
http://www.town.kasuya.f
ukuoka.jp/

粕屋町
住民福祉部介護福祉課障害者福祉係
TEL：092-938-0229
FAX：092-938-9522

1076 芦屋町 広報・啓発の実施
　①町広報紙（12/１号）に障害者週間や障がいに関する啓発記事を掲載
　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

①平成30年12月１日（土）～
12月９日（日）
②平成30年12月８日（土）

①－
②芦屋町町民会館

芦屋町
福祉課障がい者・生活支援係
TEL：093-223-3530
FAX：093-222-2010

1077 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る。ま
た、物資は庁舎内にも配置し、来庁者に配布する。

平成30年12月７日（金）
14:00～15:00

ルミエール水巻店

水巻町
福祉課障がい支援係
TEL：093-201-4321
FAX：093-201-4423

1078 岡垣町 障害者団体活動紹介
　ＪＲの駅前の掲示板において、障害者団体の活動を紹介するポスター及び、障害や障
害のある人に対する理解促進を図るためのポスターの掲示をしている。

平成30年12月３日（月）～
12月14日（金）

ＪＲ海老津駅前

岡垣町
福祉課障害者支援係
TEL：093-282-1211
FAX：093-282-1299

1079 遠賀町 啓発活動
　のぼり旗・チラシ・横断幕等で周知・啓発を実施している。
　チラシについては、広報に折りこみほぼ全世帯に配布している。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

遠賀町
福祉課障害者支援係
TEL：093-293-1234
FAX：093-293-0806

1080 小竹町 街頭啓発事業
　町民等が多く集まる町内商業施設入口において、啓発ティッシュ等を配布し、「障害者週
間」のアピールを行う。

平成30年12月３日（月）又は
12月４日（火）
11:00から１時間程度

トライアル小竹店

小竹町
福祉課一般福祉係
TEL：09496-2-1219
FAX：09496-2-1140
E-mail：fukusi@town.kotake.lg.jp

1081 小竹町
障がい者通所事業所等による作
品展示・販売会

　小竹町人権講演会開催時に、町内の就業継続支援施事業所や入所施設の活動パネル
展示や制作作品の販売等を行い、町民に障がいや障がいのある人への理解や関心を深
めてもらう。

平成30年12月13日（木）
13:00～16:00

小竹町中央公民館ロビー及び大
研修室

○

小竹町
福祉課一般福祉係
TEL：09496-2-1219
FAX：09496-2-1140
E-mail：fukusi@town.kotake.lg.jp

1082 鞍手町 啓発物配布
　鞍手町役場庁舎にて啓発物の配布及び、広報紙にて啓発の記事を掲載しアピールを行
う。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
8:30～17:15

鞍手町役場

鞍手町
福祉人権課福祉係
TEL：0949-42-2111（内線244,245）
FAX：0949-42-5693

福岡県
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1083

直鞍地区障がい者
等地域自立支援協
議会（就労支援部
会）

直方五日市
「おいでな祭」

　多くの集客が見込まれる直方五日市に出店し、就労継続支援事業所で製造、作成した
商品の販売等を行うことにより、新たな販路開拓や利用者の自立に向けた工賃収入の向
上を図る。あわせて、地域の方々に障がい者の活動や取組を知ってもらう機会とする。

平成30年12月５日（水）
9:30～14:00

名もなき・ぎゃらりー
（直方市殿町２-13）

○

直鞍地区障がい者基幹相談支援セン
ター
TEL：0949-24-1551
FAX：0949-24-1552
E-mail：kanon-kikan@wind.ocn.ne.jp

1084
筑前町地域自立支
援協議会

まごころ商品物販会
　町内の障害者支援事業所で作られた作品の販売を行う。その時に施設の紹介等も行
う。

平成30年11月10日（土）
9：00～15：00

筑前町ファーマーズマーケットみ
なみの里

〇
筑前町
福祉課生活福祉係
TEL：0946-23-8490

1085 佐賀県 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を行う。

平成30年11月15日（木）～
12月14日（金）

http://www.pref.saga.lg.jp
/kiji0032683/index.html

佐賀県
健康福祉部障害福祉課
TEL：0952-25-7401
FAX：0952-25-7302

1086 佐賀県
みんなでゆるスポチャレンジ in
SAGA

　障害のあるなしにかかわらず、スポーツが苦手な人や老若男女みんなが楽しめるゆる
スポーツの体験会を行う。
　あわせて授産品の販売会等も実施する。

平成30年11月25日（日）
10：00～16：00

ふれあい交流センター　ネイブル ○
http://yurusuposaga.com
/indwx.html

佐賀県
健康福祉部障害福祉課
TEL：0952-25-7401
FAX：0952-25-7302

1087
佐賀県障害者社会
参加推進センター

第9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する。
　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。

平成30年12月２日（日）
10：00～12：00

神埼市中央公民館 ○

佐賀県
健康福祉部障害福祉課
TEL：0952-25-7401
FAX：0952-25-7302

1088 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する。

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

1089 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を開催する。

①平成30年11月27日（火）
11：30～13：00
②平成30年12月7日（金）
11：30～13：00

武雄総合庁舎
佐賀県庁県民ホール

○

佐賀県
健康福祉部障害福祉課就労支援室
TEL：0952-25-7143
FAX：0952-25-7302

1090 佐賀県 スター発掘プロジェクト
　障がいのある方もない方も、人前でパフォーマンスをして楽しませたい人が力を発揮で
きるように、パフォーマーと観客が一体となって表現を楽しめる自由なステージイベントを
開催する。

平成30年11月11日（日）
12:00～16:00

佐賀バルーンミュージアム ○ http://s-brut.net/
佐賀県芸術活動支援センタ-（サンク）
TEL：080-2794-6195

1091 佐賀県 佐賀県障がい者文化芸術作品展
　障がいのある方の創作意欲の向上と社会活動への参加を促進し、障害者福祉の増進
と普及啓発を図るため、県内の障がいの方が創作した作品の展覧会を開催する。

平成30年12月15日（土）～
12月24日（月）

佐賀県立博物館 ○
https://www.sagatv.co.jp/
nx/art-
project/exhibition.html

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

1092 佐賀県 アール・ブリュット展 　障害のある方が制作した創造性の高い作品の展覧会を開催する。
平成31年２月19日（火）～
２月24日（日）

ゆめタウン佐賀店 ○ http://s-brut.net/
佐賀県芸術活動支援センタ-（サンク）
TEL：080-2794-6195

1093 佐賀市 ハートアート展 　市内の障がい者が制作したアート作品（絵画等）を展示する。
平成31年１月21日（月）～
２月１日（金）
8:30～17:15

佐賀市役所　本庁
1階　市民ホール
（佐賀市栄町1番1号）

○

佐賀市
保健福祉部障がい福祉課
TEL：0952-40-7255
FAX：0952-40-7379

1094 唐津市 唐津市障がい者作品展 　障がい者の作品募集・展示を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

唐津市障がい者支援センター ○

http://www.city.karatsu.lg.
jp/shougai-
shien/event/shougaisyas
yuukan2.html

唐津市
保健福祉部障がい者支援センタ-
TEL：0955-72-9169
FAX：0955-74-5628

1095 多久市 多久市人権フェスタ
　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。

平成30年12月９日（日）
（配布時間　10:00～11:00）

多久市中央公民館 ○

多久市
福祉課高齢・障害者福祉係
TEL：75-4823
FAX：74-3398

1096
伊万里市ふれあい
障害者文化祭実行
委員会

伊万里市ふれあい障害者文化祭
　①記念式典：作品の表彰、体験発表
　②作品展示：絵画、手芸品、工芸品などの作品展示
　③ふれあいコンサート：歌、ダンス、パフォーマンス等のステージ発表

平成31年１月26（土）～
１月28日（月）

伊万里市民センター ○

伊万里市
福祉課社会福祉係
TEL：0955-23-2156
FAX：0955-22-7650

福岡県

佐賀県
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1097 佐賀県 神埼市 元気かんざき市民交流祭
　市主催のイベントにおいて、障害者に関するマークパネルの展示を行い、障害者に対す
る理解の普及・啓発を目的とした広報活動を実施する。

平成30年11月24日（土） 神埼市中央公民館 ○

神埼市
高齢障がい課障がい者福祉係
TEL：0952-37-0111
FAX：0952-52-1120

1098
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。

　①演舞、合唱、器楽演奏 等
　②障害のある人とない人が一緒に集い歌う「第九」の合唱
　③障害者芸術作品展
　④障害者グループの即売コーナー

平成30年12月９日（日）13:00～ とぎつカナリーホール ○
http://nagasakisports.c.oo
co.jp/syougai-2.html

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

1099 長崎市 第８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。

平成31年２月２日（土）～
２月８日（金）
※平成28年度までは、１月～２月開
催であったが、会場の都合により昨
年度から２月開催となっている。

長崎市立図書館 ○

長崎市
福祉部障害福祉課
TEL：095-829-1141
FAX：095-823-7571

1100 佐世保市
広報させぼ折込チラシ(2018年12
月特集号)

　佐世保市の障がい福祉施策や障がい者への理解・啓発に関する情報をわかりやすく公
表することで、市民が障がい福祉政策に興味を持ち、障がいについて理解を深めることが
できるようになることを目的に情報誌を発行する。

平成30年12月１日(土）発行
佐世保市内各世帯に2018年12月号
広報させぼと一緒に配布予定

佐世保市
保健福祉部障がい福祉課
TEL：0956-24-1111(内線5102)
FAX：0956‐25‐2281

1101
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

　障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人権と個性を尊重し、身近な地域での日常的
なふれあいを通じて互いの理解を深め、支え合う共生のまちづくりの実現のために開催す
る。
　①体験発表
　②特別講演

平成30年12月１日（土）13:00～
16:00

諫早市文化会館 ○

諫早市
障害福祉課
TEL：0957-22-1500（内線3120）
FAX：0957-24-0901

1102 大村市 障害者週間の啓発
　市役所外壁に障害者週間について懸垂幕を掲示し、また市の広報誌１２月号に記事を
掲載し、啓発を図る。

懸垂幕
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）
広報誌
平成30年12月１日（土）～
12月31日（月）

大村市役所

大村市
福祉保健部障がい福祉課
TEL：0957-20-7306
FAX：0957-47-5419

1103
笑って交流和い輪
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を行う。 平成30年12月９日（日） 五島市中央公園市民体育館 ○

笑って交流障がい者和い輪いまつり実
行委員会
(五島市社会福祉協議会内)
℡：0959-74-5511
FAX：0959-74-5666

1104 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。

平成30年10月12日（金）、10月22日
（月）、11月19日（月）の３日間

加津佐小学校及び関係障がい福
祉施設

×

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

1105
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
　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。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

時津町役場２階ロビー ○

時津町
福祉部福祉課
℡：095-865-6940
FAX：095-881-2764

1106 川棚町 エールまつり

　障害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、障害や
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する。
　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る。

平成30年12月16日（日）
東彼地区障がい者支援センター
エール

○

川棚町
住民福祉課社会福祉係
TEL：0956-82-5411
FAX：0956-82-3134

1107
くまもとハートウィー
ク実行委員会

くまもと障がい者芸術展
　障がいのある方々が制作した絵画、書、陶芸、工芸などの作品に、日々の活動や作品
に込めた思いを記したコメントを添えて展示する作品展を実施する。

平成30年11月20日（火）～
11月25日（日）

熊本県立美術館分館 ○

くまもとハｰトウィｰク実行委員会事務
局（熊本県健康福祉部子ども・障がい
福祉局障がい者支援課内）
TEL：096-333-2235
FAX：096-383-1739

1108
くまもとハートウィー
ク実行委員会

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を行う。

平成30年12月16日（日） 熊本県庁地下大会議室 ○

くまもとハｰトウィｰク実行委員会事務
局（熊本県健康福祉部子ども・障がい
福祉局障がい者支援課内）
TEL：096-333-2235
FAX：096-383-1739

1109 山鹿市 わーくわーく
　山鹿市内の就労継続支援A型事業所（10事業所）及び就労移行支援事業所（３事業所）
が、それぞれの事業所についての基本情報照会とPRを行う。その後、各ブースに分かれ
ての質疑応答を行う。

平成30年11月22日（木）
14:00～16:00

山鹿市ひだまり ○
http://www.city.yamaga.k
umamoto.jp/

山鹿市
福祉部福祉援護課障がい福祉係
TEL：0968-43-0052
FAX：0968-43-1170

長崎県

熊本県
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1110

水俣市しょうがい者
スポーツレクリェー
ション大会実行委員
会

水俣市しょうがい者スポーツレク
リェーション大会

　障がい者の福祉の充実と社会地位の向上を目的に大会を開催する。
　ゲーム感覚の種目を中心に、無理無く楽しめる内容で、実行委員を中心とした市民ボラ
ンティアスタッフや家族との交流を楽しむ。

平成30年11月４日（日）
10：00～14：00

水俣市立総合体育館 ○

水俣市
福祉課障がい福祉支援係
℡：　0966-61-1650
FAX：0966-63-9044

1111 大津町 広報おおづでの障害福祉の特集
　広報誌による障害福祉に関する情報の周知、障害福祉に対する理解促進を行ってい
る。

広報おおづ
10月号、11月号、12月号

https://www.town.ozu.ku
mamoto.jp

熊本県
大津町役場福祉課障害福祉係
TEL：096-293-3510
FAX：096-293-0474

1112 熊本県天草保健所
第９回天草こころの健康づくりの集
い

　災害時に起こるこころの問題や熊本地震の経験を踏まえたこころのケアの実際等につ
いて、関係者や地域住民が学ぶことで、平常時から災害時に備えた準備ができることを目
的とし、講演会を実施する。

平成30年12月12日（水）
14:00～16:00

天草市民センター ○
天草地域精神保健福祉連絡協議会
天草保健所保健予防課
TEL：0969-23-0172

1113 熊本県天草保健所
第９回天草こころの健康づくりの集
い

　講演会とあわせて療養者の作品展示を実施する。
平成30年12月12日（水）
14:00～16:00

天草市民センター
精神保健福祉会天草地域家族会
地域生活支援センタｰ「グリｰン」
TEL：0969-22-1770

1114 熊本県天草保健所
第９回天草こころの健康づくりの集
い

　講演会の休憩時間等を利用し、障がい者の作品等の展示販売も実施する。
平成30年12月12日（水）
14:00～16:00

天草市民センター ○
天草地域精神保健福祉連絡協議会
天草保健所　保健予防課
TEL：0969-23-0172

1115 苓北町 苓北町産業文化祭

　４年に一度開催される全町民対象の文化祭を開催する。
　様々なイベント、町内小中学校、支援学校児童生徒及び福祉施設等の入所者の作品展
示を行う。また、福祉施設の紹介をするコーナーなどを町民総合センター周辺施設で実施
する。

平成30年11月17日（土）～
11月18日（日）

苓北町
町民総合センター周辺

○

苓北町
企画政策課
TEL：0969-35-1111
FAX：0969-35-2454

1116 上天草市 広報「上天草市」への掲載 　精神保健に関する記事を掲載する。 広報「上天草市」11月号
上天草市
健康福祉部福祉課障がい福祉係
TEL：0969-28-3373

1117
大分県障害者社会
参加推進協議会

平成３０年度大分県[障がい者週
間]福祉大会豊肥大会

　障がい者福祉について広く県民の関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経
済、文化その他のあらゆる分野に積極的に参加する意欲を高めることを目的として市町
村の持ち回りで大会を開催する。
　大会では福祉事業所の出店、ときめき作品展の受賞者表彰、ときめき音楽祭を実施す
る。

平成30年12月９日（日）
竹田市総合文化センター
「グランツたけた」

○ http://oita-syo-sui.com/

大分県
障害者社会参加推進センター
TEL　097-558-8797
FAX　097-558-8797

1118
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、写真などの作品展を実施する。（例年３
００点を超える出展）

平成30年11月１日（木）～
11月５日（月）

大分市iichiko総合文化センター
iichikoアトリウムプラザ

○ http://oita-syo-sui.com/

大分県
障害者社会参加推進センター
TEL　097-558-8797
FAX　097-558-8797

1119

輪い笑いフェスタ！
大分市福祉のつど
い実行委員会
大分市

平成３０年度　輪い笑いフェスタ！
大分市福祉のつどい

　「広げよう！心のバリアフリー」をテーマに、障がいのある人とない人とのふれあいをとお
して、相互に理解を求めるとともに、障がいのある人の自立と社会参加を促進することを
目的に毎年開催している。
　今年度は、全国障害者芸術・文化祭事業として、内容を拡充し２部構成で開催する。
　第１部　「輪い笑いフェスタ！」では障害者施設や関係団体による音楽演奏やダンスを実
施し、長崎県雲仙市に拠点を置く知的障がい者のプロの太鼓集団「瑞宝太鼓」を招いての
演奏も実施する。また、会場には障がい者相談コーナーや絵画作品展示コーナーなどを
設置する。
　第２部　視覚に障がいがある和波たかよし氏によるヴァイオリン・リサイタルを実施する。

第１部　平成30年11月３日（土）
第２部　平成30年11月６日（火）

第１部
大分いこいの道広場

第２部
j:comホルトホール大分
大ホール

○

大分市
障害福祉課
TEL：097-537-5786

輪い笑いフェスタ！
大分市福祉のつどい実行委員会
TEL：097-546-4221

1120 別府市 広報活動
　①市報に障がい者施策等を掲載
　②地域のケーブルテレビにて障害者週間について周知

平成30年11月末（ケーブルテレビ）
平成30年12月（市報）

別府市
障害福祉課
TEL：0977-21-1413
FAX：0977-22-1480

1121
津久見市身体障害
者福祉協議会

全国障がい者週間行事
「つどい講演会」

　身体障害者福祉協議会が主催し、障がいのある方もない方も関係なく交流していくため
きっかけづくりとして落語の独演会を開催する。

平成30年12月２日（日） 津久見市ふれあい交流センター ○
http://www.city.tsukumi.oi
ta.jp/soshiki/20/11696.ht
ml

津久見市
身体障害者福祉協議会
TEL：0972-82-7481

1122 豊後高田市
市報１２月号での
「障害者週間」啓発

　市報を活用し、市民対象に障がいに対する理解を深める。 平成30年12月号市報
豊後高田市
社会福祉課障がい福祉係
TEL：0978-25-6178

熊本県

大分県
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1123
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2018
　障害者週間の啓発及び障がいのある方々とない方々とのふれあいの場の創出を目的
に、例年、ステージ発表及び絵画等の展示を行っている。

【作品展】
平成30年11月28日（水）～
12月２日（日）
10:00～18:00
【ステージ発表】
平成30年12月２日（日）
11:00～15:35

作品展示：宮崎県立美術館
ステージ発表：イオンモール宮崎
（イオンホール）

○ www.miyashinren.jp
宮崎県社会参加推進センター
TEL：0985-26-2950
FAX：0985-55-0258

1124

バリクラMIYAZAKI
実行委員会
宮崎市
宮崎市自立支援協
議

バリクラMIYAZAKI2018
　障がいについての理解促進を図り、障がいのある方とない方の交流の場を創出するた
め、障がいに関するステージイベントや様々な体験アトラクションを開催する。

平成30年11月25日（日）
13:00～16:00

宮崎市若草通商店街 ○

宮崎市
福祉部障がい福祉課生活支援係
TEL：0985-21-1772
FAX：0985-21-1776

1125

延岡市
延岡市教育委員会
延岡市人権啓発推
進協議会

障がい者週間記念講演
　国際障がい者年を記念して国が定めた「障がい者週間」の趣旨を、広く市民へ周知を図
り、障がい者に対する正しい理解とノーマライゼーションの理念の普及を図る。

平成30年12月６日（木）
14:00～15:30

カルチャープラザのべおか
多目的ホール

○

延岡市
障がい福祉課
TEL：0982-22-7059
FAX：0982-21-0203

1126 串間市 広報活動
　市報及び公式ＨＰ、福祉センター内にて障害者週間についてのパンフレット等の掲載、
周知を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

串間市保健福祉センター内・市
報・市公式ＨＰ

○
http://www.city.kushima.l
g.jp

串間市福祉事務所
TEL：0987-72-1123

1127
日之影町社会福祉
協議会

日之影町福祉祭り
　社会福祉協議会主催の中で、一般の出店のほか、社協に属する事業所やその他町外
の事業所、西臼杵自立支援協議会就労支援部会等の出店が行われている。

平成30年11月18日（日）
10:00～

日之影町病院・保健センター前駐
車場

○
社会福祉法人日之影町社会福祉協議
会
TEL：0982-87-2680

1128
日置市障がい者福
祉大会実行委員会

日置市障がい者福祉大会
  障害者就労支援事業所の紹介や就労相談会の開催、障がい者による和太鼓演奏や創
作作品の展示・販売をとおして、障がい者と市民の交流を深め、障がいへの理解の促進
を図る。

平成30年10月13日（土）
13:00～16:00

日置市中央公民館 ○

https://www.ci+J140:J14
5ty.hioki.kagoshima.jp/
https://www.kagobura.net
/event.shtml?id=47

日置市
市民福祉部福祉課障害福祉係
TEL：099-248-9416
FAX：099-273-3063

1129
大崎町身体障害者
連絡協議会

大崎町身体に障がいのある方々
のつどい

　町内に在住の身体に障がいのある方々の親睦をはかるため、グラウンドゴルフ若しくは
屋内ゲームを行なう。

平成30年10月17日（水）
9:00～12:00

大崎町持留地区農村広場 ○
大崎町
保健福祉課障害福祉係
TEL：099-476-1111

1130

肝属地区障害者自
立支援協議会（鹿屋
市・垂水市・東串良
町・錦江町・南大隅
町・肝付町）

第12回　ハートフルウィーク
　福祉事業所等の活動紹介及び障害者の作品展、並びに映画上映による啓発活動を実
施する。

平成30年10月31日（水）～
11月５日（月）
10:00～16:30
※11月５日（月）のみ10:00～12:00
映画上映は12月８日（土）13:30開演

鹿屋市プラッセだいわ鹿屋店
映画上映会場：鹿屋市社会福祉
会館大会議室

○
https://kimosou.jimdo.co
m/

ハートフルウィーク実行委員会事務局
（肝属地区障がい者基幹センター）
TEL：0994-35-4801
FAX：0994-43-2050
肝属地区の各市町　障がい福祉担当
窓口

1131
奄美地区身体障害
者福祉休会

大島地区身体障害者ゲートボー
ル大会及び芸能交流会

　①大島地区身体障害者福祉協会員が各市町村を代表し、ゲートボール競技を実施
　②終了後、各市町村の代表者による芸能交流会を実施

平成30年11月８日（木）
①10:00～16:00
②18:00～21:00

①龍郷町グラウンド
②龍郷町りゅうがく館

×

龍郷町
保健福祉課　福祉係
TEL：0997-62-3111
FAX：0997-62-2535

1132 西之表市
西之表市福祉ふれあいスポーツ
大会

　市内の福祉団体等が一堂に会し、スポーツ及びレクリエーション等を通じて交流を深め
ると共に障害に対する市民理解を深め、障害のある方の社会参加を促進する。

平成30年11月12日（月）
10:00～15:00

西之表市民体育館 ○

西之表市
福祉事務所社会福祉係
TEL：0997-22-1266
FAX：0997-22-0295

1133 鹿児島県
平成30年度鹿児島障害者保健福
祉大会

　障害者の社会参加への意欲を喚起するとともに、障害者一人ひとりの人格と個性が尊
重される社会づくりを目指し、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）

平成30年11月22日（木）
13:00～15:30

かごしま県民交流センター
（県民ホール）

○

https://www.pref.kagoshi
ma.jp/kenko-
fukushi/syogai-syakai/
syogaifukushi/oshirase/in
dex.html
（鹿児島県ホームページ
内）

鹿児島県
くらし保健福祉部障害福祉課
TEL：099-286-2744
FAX：099-286-5558

1134 伊佐市 広報誌による啓発 　「障害者週間」について、市広報誌に掲載し市民への啓発を行う。 平成30年12月１日（土）発行

伊佐市
福祉課　障がい者支援係
TEL：0995-23-1311
FAX：0995-22-5035

1135 霧島市 障害に関する啓発
　障害への理解を深めてもらうため、市立図書館の展示コーナーにて障害に関する図書
を紹介する。

平成30年12月１日（土）～
12月28日（金）
9:30～21:00

霧島市立国分図書館 ○

霧島市
保健福祉部長寿・障害福祉課障害福
祉グループ
TEL：0995-64-0855
FAX：0995-45-1900

宮崎県

鹿児島県
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1136
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2018
　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）

平成30年12月２日（日）
10:00～14:30

ハートピアかごしま ○
http://heartpiakagoshima.j
p/

鹿児島県
くらし保健福祉部障害福祉課
TEL：099-286-2746
FAX：099-286-5558

1137 伊佐市 啓発活動 　市内の店でチラシの配布を行う。
平成30年12月３日（月）
15:00～16:00

ニシムタ　大口店

伊佐市
福祉課　障がい者支援係
TEL：0995-23-1311
FAX：0995-22-5035

1138 奄美市 障害者週間 　障がい者アートを市役所ロビーに展示し、障がい者への理解を深めてもらう。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）
8:30～17:15

奄美市役所１Fロビー ○
奄美市
保健福祉部福祉政策課障害福祉係
TEL：0997-52-1111（内線1606）

1139 鹿児島市 第20回こころで描く絵画展

　精神障害のある方達が描く絵画展を開催する。病気に悩む方達の心の世界をより多く
の方々に知って頂くために、この絵画展を開催しており、市内の精神科病院やクリニック、
保健所などで活動している方々が作成された作品を展示する。病気の理解を深めること
が目的である。

平成30年12月18日（火）～
12月23日（日）
9:30～18:00（入館17:30まで）
※23日のみ9:30～16:00

鹿児島市立美術館 ○
http://www.city.kagoshim
a.lg.jp/

鹿児島市
保健予防課保健対策係
TEL：099-803-6929
FAX：099-803-7026

1140
大崎町身体障害者
連絡協議会

身体障害者グラウンドゴルフ大会 　身体障害者連絡協議会員によるグラウンドゴルフ大会を開催する。 平成31年３月上旬 野方グラウンド ×
大崎町
保健福祉課障害福祉係
TEL：099-476-1111

1141 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
れた作品の展示及び表彰式を行う。当該作品展示及び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。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
15:00まで
（表彰式は12月７日（金））

沖縄県庁１階　県民ホール ○

https://www.pref.okinawa.
jp/site/kodomo/shogaifuk
ushi/keikaku/week/2018
week.html

沖縄県
子ども生活福祉部障害福祉課
TEL：098-866-2190
FAX：098-866-6916

1142 沖縄県
フォーラム「助け合うってどういうこ
と？」

　障害のある人も障害のない人も「当たり前に助け合える社会」を目指して、私たち自身が
どうあればよいか考えるフォーラムを行う。
　基調講演：伊是名夏子
　パネルディスカッション：田中寛、伊是名夏子、前川考治、おどみわ

平成30年11月17日（土）
13:30～16:30

浦添市てだこホール
市民交流室

○
http://cocoro-
tsunagaru.com/

沖縄県
子ども生活福祉部障害福祉課
TEL：098-866-2190
FAX：098-866-6916

1143 沖縄県 障害理解促進イベント
　障害理解を深めるためのパネル展示、心バリアフリーについてのトークショーなどを行
う。

平成30年11月23日（金）
11：00～17：00

名護市
イオン名護店

○
http://cocoro-
tsunagaru.com/

沖縄県
子ども生活福祉部障害福祉課
TEL：098-866-2190
FAX：098-866-6916

1144 沖縄県 ココロつながるフェスティバル2018
　女性パラアスリートによるトークショー、パラスポーツ体験、障害疑似体験コーナーなど
を行う。

平成30年12月16日（日）
11:00～17:00

那覇市
ぶんかてんぶす館前
ポケットパーク

○
http://cocoro-
tsunagaru.com/

沖縄県
子ども生活福祉部障害福祉課
TEL：098-866-2190
FAX：098-866-6916

1145 沖縄県 フォーラム「スポーツによる療育」 　スポーツ療育について学ぶフォーラムを開催する。
平成31年１月14日（月）
14:00～16:00

那覇市
産業支援センター展示場

○
http://cocoro-
tsunagaru.com/

沖縄県
子ども生活福祉部障害福祉課
TEL：098-866-2190
FAX：098-866-6916

1146 沖縄市 障害児・者福祉フェア 　障害福祉各団体の活動内容をパネル展示する。

平成30年12月４日（火）～
12月６日（木）
①12/4（火）　10：00～16：00
②12/5（水）　10：00～16：00
③12/6（木）　10：00～15：00

沖縄市役所　市民ロビー ×

沖縄市障がい者基幹相談支援セン
ター
TEL：098-894-6120
沖縄市
健康福祉部障がい福祉課
TEL：098-939-1212

1147 沖縄市 ファッションショー 　障がい者のファッションショーを行う。
平成30年12月４日（火）
12：15～12：45

沖縄市役所　市民ロビー ×

沖縄市障がい者基幹相談支援セン
ター
TEL：098-894-6120
沖縄市
健康福祉部障がい福祉課
TEL：098-939-1212

1148 沖縄市 コザ街コン 　障がい者の社会交流として食事会等を行う。
平成30年12月14日（金）
18：30～20：30

沖縄市プラザハウス ○

沖縄市障がい者基幹相談支援セン
ター
TEL：098-894-6120
沖縄市
健康福祉部障がい福祉課
TEL：098-939-1212

鹿児島県

沖縄県
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1149 沖縄市 FC琉球の就業体験 　ＦＣ琉球のボランティアスタッフとして、就業体験を行う。
平成30年11月23日（金）
10：00～12：30

沖縄県総合運動公園 ×
沖縄市
健康福祉部障がい福祉課
TEL：098-939-1212

1150 石垣市 障がい者週間・市民のつどい

　障がいがある人からの情報発信、障がいのある人ない人の交流の場とする。
　①ふれ愛ステージ（バンド、団体紹介等）…障がい当事者等
　②ハンデイキャップ・ボランティア体験コーナー（車イス体験、手話、音訳、点訳、要約筆
記等）…障がい当事者団体・ボランティア団体
　③ふれ愛バザー（展示、即売、飲食コーナー）…障がい者施設等
　④福祉機器コーナー…関係事業所等
　※石垣市健康福祉まつりと同日開催する。

平成30年12月１日（土）
石垣市健康福祉センター
検診ホール

○
http://www.city.ishigaki.ok
inawa.jp/home/index.php

石垣市
福祉部障がい福祉課
TEL：0980-82-9947
FAX：0980-82-1580

1151 石垣市 講演会 　「聞こえないってどんなこと？」の題名で日本ろうあ連盟副理事長による講演会を行う。 平成30年12月１日（土）
石垣市健康福祉センター
検診ホール

○
http://www.city.ishigaki.ok
inawa.jp/home/index.php

石垣市
福祉部障がい福祉課
TEL：0980-82-9947
FAX：0980-82-1580

1152 南風原町 福祉まつり
　アイマスクや車イスの疑似体験ブースを設け、実際に自分の名前を点字にするコーナー
も設置している。

平成30年11月３日（土）～
11月４日（日）

南風原町中央公民館 ○
http://www.town.haebaru.l
g.jp/docs/2018081400013
/

南風原町
民生部保健福祉課障がい者福祉班
TEL：098-889-4416
FAX：098-888-1772

1153 八重瀬町 障害者週間パネル展・物品販売
　八重瀬町では障害者週間に合わせて、役場庁舎1階町民ホールにおいて、町内障害福
祉事業所の紹介パネル展及びガラスケースへの作品展示、物品販売を行い、障害に関
する相談コーナーを設けている。

平成30年11月30日（金）～
12月７日（金）
平日9：00～16：00頃まで

八重瀬町役場町民交流ホール ○

八重瀬町
社会福祉課障害福祉係
TEL：098-998-9598
FAX：098-998-7164

1154 八重瀬町
平成30年度　八重瀬町　障害者理
解促進研修・啓発事業講演会

　平成30年度　テーマ「アルコール依存症」　講演会・相談会を通して、障害者等の理解を
深め、地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図る。

平成30年12月９日（日）
14：00～17：00

八重瀬町中央公民館ホール ○

八重瀬町
社会福祉課障害福祉係
TEL：098-998-9598
FAX：098-998-7164

1155 本部町
第30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を行う。
平成30年11月10日（土）～
11月11日（日）
10：00～16：00

本部町民体育館 ○

本部町
福祉課福祉班
TEL：0980-47-2165
FAX：0980-47-2185

1156 読谷村
障がい福祉作業所・障がい者団体
活動展

　村内の就労支援事業所、障がい者団体の活動状況や事業所案内などを展示し、村民
に障害福祉についての理解と社会参加を目的とする。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
15:00まで

読谷村役場
1階村民ホール

○
http://www.vill.yomitan.oki
nawa.jp/

読谷村
福祉課障害福祉係
TEL：098-982-9209
FAX：098-958-4125

1157 北中城村
ふれあい福祉交流会「ボッチャ大
会」

　障がい者と健常者の隔てなく共に楽しめるスポーツ体験をとおし、仲間づくりの機会とす
る。

平成30年12月15日（土）
13：30～16：00

北中城村内体育館 ○
北中城村社会福祉協議会
TEL：098-935-4520
FAX：098-935-4603

1158
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 　障害者週間の啓発ポスター（札幌市入選作品）を公共機関等に掲示する。
平成30年11月26日（月）～
12月9日（日）

札幌市地下鉄駅各駅
札幌市役所・区役所・地区会館等

○
http://www.city.sapporo.jp
/shogaifukushi/title2/syo
gaisyasyukan.html

札幌市
保健福祉局障がい保健福祉部
障がい福祉課事業管理係
TEL：011-211-2936
FAX：011-218-5181

1159
札幌市障害者週間
記念事業実行委員
会

街頭PR 　障がい者小規模作業所等で作成した製品を市民へ配布する。
平成30年12月３日（月）
10:00～配布物がなくなり次第終了

各区役所周辺 ○
http://www.city.sapporo.jp
/shogaifukushi/title2/syo
gaisyasyukan.html

札幌市
保健福祉局障がい保健福祉部
障がい福祉課事業管理係
TEL：011-211-2936
FAX：011-218-5181

1160
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、市民に対してあんま・マッサージを無料奉仕す
る。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

札幌市内の協賛施術所 ○
http://www.city.sapporo.jp
/shogaifukushi/title2/syo
gaisyasyukan.html

札幌市身体障害者福祉協会
TEL：011-641-8853
FAX：011-641-8966

1161
札幌市障害者週間
記念事業実行委員
会

区長表敬訪問
　札幌市障害者週間記念事業実行委員会が各区の区長を表敬訪問し、各区の障がい者
施策に関し懇談する。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

各区役所 ×
http://www.city.sapporo.jp
/shogaifukushi/title2/syo
gaisyasyukan.html

札幌市身体障害者福祉協会
TEL：011-641-8853
FAX：011-641-8966

1162
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行う。 平成30年12月９日（日）
札幌市身体障害者福祉センター
体育館

○
http://www.city.sapporo.jp
/shogaifukushi/title2/syo
gaisyasyukan.html

札幌市身体障害者福祉協会
TEL：011-641-8853
FAX：011-641-8966

沖縄県

札幌市
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1163 札幌市
市内郵便局への元気ショップ出前
出店

　障がい者が通う施設の製品を販売する「元気ショップいこ～る」「元気ショップ」と市内の
障がい者福祉施設が市内の郵便局へ出前出店する。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
（開催日・開催時間は店舗により異
なる。）

札幌市内13箇所の郵便局 ○
http://www.city.sapporo.jp
/shogaifukushi/title2/syo
gaisyasyukan.html

札幌市
保健福祉局障がい保健福祉部
障がい福祉課就労・相談支援担当係
TEL：011-211-2936
FAX：011-218-5181

1164 札幌市 特例子会社フェア 　「元気ショップいこ～る」において、特例子会社で取り扱っている製品を販売する。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）
9：00～20：00

「元気ショップいこ～る」店内
（ＪＲ札幌駅西コンコース）

○
http://www.city.sapporo.jp
/shogaifukushi/title2/syo
gaisyasyukan.html

札幌市
保健福祉局障がい保健福祉部
障がい福祉課就労・相談支援担当係
TEL：011-211-2936
FAX：011-218-5181

1165 札幌市
障がい者小規模作業所等パネル
展・展示販売会

　障がい者小規模作業所等のＰＲ用パネルを展示、障がいのある方が通う施設の製品の
販売、ＰＲリーフレット等を配架する。

平成30年12月４日（火）～
12月６日（木）
10：00～21：00

サンピアザ光の広場
（札幌市厚別区厚別中央2条5丁
目）

○
http://www.city.sapporo.jp
/shogaifukushi/title2/syo
gaisyasyukan.html

特定非営利活動法人さっされん
TEL：011-205-0890
FAX：011-513-4233

1166 北区 北区障がい児童文化作品展
　区内に在住又は通学する、障がい者手帳を有する小中学生又は特別支援学級・特別支
援学校小中学部に在籍する児童の絵・工作・書道などを募集し、区役所ロビーに展示す
る。参加児童全員に賞状と記念品を贈呈する。

平成30年12月３日(月)～
12月７日（金)
8：45～17：15

北区役所1階ロビー ○
http://www.city.sapporo.jp
/shogaifukushi/title2/syo
gaisyasyukan.html

札幌市北区
保健福祉部保健福祉課福祉支援一係
TEL：011-757-2464
FAX：011-736-5378

1167
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2018（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。

平成30年12月９日（日）
13:00～16:20

仙台市福祉プラザ
ふれあいホール

○

仙台市
障害福祉部障害企画課
TEL：022-214-8151
FAX：022-223-3573

1168
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。
平成30年12月８日（土）
10:00～15:00

宮城野体育館 ○

仙台市
障害福祉部障害企画課
TEL：022-214-8151
FAX：022-223-3573

1169
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。

平成30年12月１日（土）～
12月９日（日）
9:00～17:00

仙台市福祉プラザ ○

仙台市
障害福祉部障害企画課
TEL：022-214-8151
FAX：022-223-3573

1170

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2018

　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。

平成30年12月４日（火）
14:00～15:45

イズミティ２１　大ホール ○

仙台市
文化スポーツ部文化振興課
TEL：022-214-6156
FAX：022-213-3225

1171 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。

平成30年12月８日（土）
10:00～16:00

浦和コミュニティセンター
浦和駅東口駅前市民広場

○

さいたま市
福祉部障害政策課
TEL：048-829-1306
FAX：048-829-1981

1172 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。

平成30年12月２日（日）
9:40～12:20

千葉市ハーモニープラザ
多目的ホール

○
事前
申込

http://www.city.chiba.jp/k
enko/shogai/sonota/shog
aisha/fukushitaikai/index.
html

千葉市
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

1173

・（社福）すみなす会
・金沢区障害福祉保
健「いきいきねっと」
・金沢区障害者地域
自立支援協議会
・横浜市金沢区役所

みんなのギャラリー（作品展） 　アート活動をしている障害者の作品展示を行う。
平成30年12月１日（土）～
12月７日（金）
全日とも10:00～16:00

いきいきセンター金沢 ○

金沢区金沢地域活動ホームりんごの
森
TEL：045-784-2719
FAX：045-784-2758

1174 横浜市金沢区役所
障害者福祉施設、地域作業の製
品販売

　障害者施設、地域作業所等でつくっている製品の販売を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
全日とも11:30～15:00

横浜市金沢区役所1階エントラン
スホール前ほか

○
横浜市金沢区
TEL：045-788-7849
FAX：045-786-8872

1175
横浜市旭福祉保健
センター

第11回　旭区地域生活支援フォー
ラム

　障害のある方の地域での活動の紹介を行う。
平成30年12月８日（土）
13:00～16:30

旭公会堂 ○
http://www.city.yokohama
.lg.jp/asahi/madoguchi/ko
reisyougai/index.html

横浜市旭区
高齢・障害支援課
TEL：045-954-6145
FAX：045-955-2675

横浜市

札幌市

仙台市
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1176
戸塚区社会福祉協
議会

横浜市戸塚区社会福祉協議会
障がい福祉分科会
障害者週間シンポジウム
とつかで暮らす
～一緒に考えたい　防災のこと～

　とつかで暮らす障害者が主役となり、地域の皆さまに想いを発信するシンポジウムを開
催する。
　（内容）
　防災シンポジウム、防災に関する映像、防災クイズコーナー、出前講座「避難場所編」を
行う。

平成30年12月３日（月）
13：30～15：30（会場13：00）

男女共同参画センター横浜　ホー
ル

○
http://totsukashakyo.com
/

社会福祉法人横浜市戸塚区社会福祉
協議会
TEL：045-866-8434
FAX：045-862-5890

1177
横浜市神奈川区役
所

障害者週間作業所販売 　障害者手作り製品の販売、区内作業所等の紹介パネルの展示を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
両日とも10:00～15:00頃まで

横浜市神奈川区役所１階
区民ホール

○

横浜市神奈川区
高齢・障害支援課障害者支援担当
TEL：045-411-7114
FAX：045-324-3702

1178
瀬谷区障害者地域
自立支援協議会（せ
やまんまるねっと）

瀬谷区福祉作業所バザー
　相鉄線三ツ境駅での福祉作業所自主製品の販売を行う。
　※日替わりで２～３事業所ずつ出店し、パン、お弁当、焼き菓子、雑貨などを販売する。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
11:00～14:00

相模鉄道三ツ境駅
改札付近

○

横浜市瀬谷区
高齢・障害支援課
TEL：045-367-5715
FAX：045-364-2346

1179 横浜市泉区 第32回福祉の作品展
　区内の個別支援学級の生徒、障害者支援施設の入所・通所者、地域ケアプラザや特別
養護老人ホームに入所している方の作品を展示する。併せて、障害者支援施設の自主製
品の販売を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）
10:00～16:30
初日は13:00～16:30
最終日は10:00～15:00

泉区役所1階 ○

横浜市泉区
高齢・障害支援課障害者支援担当
TEL：045-800-2485
FAX：045-800-2513

1180 横浜市中区 障害理解推進事業
　障害者理解推進のための啓発ポスター「それをするには理由（わけ）がある」の掲示、チ
ラシ及びクリアーファイルの配布を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

中区庁舎５階ほか ○

横浜市中区
高齢・障害支援課障害者支援担当
TEL：045-224-8165
FAX：045-224-8159

1181 緑区役所
みどりハートフルマーケット（拡大
版）

　障害に関連する情報提供、障害者施設の展示による紹介、障害者施設の自主製品販
売を行う。

平成30年12月５日（水）～
12月７日（金）
全日とも10:00～16:00

緑区役所本庁舎
１階展示スペース、正面玄関前ピ
ロティー

○
http://www.city.yokohama
.lg.jp/midori/

横浜市緑区
高齢・障害支援課障害者支援担当
TEL：045-930-2434
FAX：045-930-2310

1182 西区 西区ふれあい作品展
　区内障害事業所利用者制作の作品や事業所製品の展示、及び区域中学校個別支援
級在籍生徒が製作した作品の展示を行う。

①平成30年12月11日（火）10：00
～12月13日（木）15：00
②平成30年12月15日（土）11：00
～12月17日（月）17：00

①区役所1階会議室及び
区民ホール
②「caféあにみ」
（中学生作品は区役所のみ）

○

横浜市西区
高齢・障害支援課障害担当
TEL：（045）320-8418
FAX：（045）290-3422

1183
南区地域自立支援
協議会

南区障害福祉公開講座
　南区地域自立支援協議会の主催による障害理解の普及啓発ための、映画「さとにきた
らええやん」の上映と、重江監督による講演会の開催する。

平成30年12月７日（金）
13:00～16:00
（開場12:30）

みなみん（南公会堂） ○

横浜市南区
高齢・障害支援課
TEL：045-341-1141
FAX：045-341-1144

1184
南区障がい児者団
体連絡会

災害時の障がいのある方のス
ペース体験

　障害児者理解への啓発活動、災害時に備えた取り組みとして、災害時の障がいのある
方へのスペース体験を実施する。

平成30年12月７日（金）
13:00～16:00

南区役所1階多目的ホール ○

横浜市南区
高齢・障害支援課
TEL：045-341-1141
FAX：045-341-1144

1185
横浜市障害者社会
参加推進センター
（横浜市委託事業）

トーク&ライブ　片腕のギタリスト
湯上輝彦

　右半身麻痺を患いながらも、片腕のギタリストとして活躍されている湯上輝彦氏による
講演及び演奏を行う。

平成30年12月９日（日）
14:00～15:30
※開場13:30

横浜ラポール
ラポールシアター

○

http://www.hamashinren.o
r.jp/suishincenter/障害者
週間啓発事業『創ろうみん
なで共に生きる/1898

横浜市
健康福祉局障害福祉課地域活動支援
係
TEL：045-671-3602
FAX：045-671-3566

1186
横浜市リハビリテー
ション事業団

障害者週間イベント
「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
を開催する。

作品展示：平成30年12月３日（月）
～12月13日（木）
ミニコンサート：平成30年12月５日
（水）
12:00～13:00

横浜市庁舎１階展示スペース ○

横浜市
健康福祉局障害企画課
TEL：045-671-3604
FAX：045-671-3566

1187
横浜市中央図書館
横浜市健康福祉局
障害企画課

「生きている本」から学ぶ
ヒューマンライブラリ

　障害を知り、考えるきっかけとする機会を創ることを目的に、障害のある人が、「生きて
いる本」として、「読者」と対話をする「ヒューマンライブラリ」を実施する。

平成30年12月２日（日）
13：00～

横浜市中央図書館　会議室 ○

横浜市
中央図書館ヘルプデスク
TEL：045-250-1619
e-mail：ky-libsyo@city.yokohama.jp

1188 川崎市
川崎市
川崎市身体障害者
協会

障害者週間記念のつどい
（手をつなぐフェスティバル同日開
催）

　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している。
　平成30年度より、障害のある人と家族、ボランティア、地域住民等がステージ発表、ゲー
ム、作品展などを共に楽しみながら交流する「手をつなぐフェスティバル」と同日共同開催
を行う。
　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。

平成30年11月17日（土）
10：00～15：00

川崎市とどろきアリーナ ○
http://www.city.kawasaki.j
p/350/page/0000100222.
html

川崎市
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

横浜市
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1189 川崎市
川崎市
川崎市身体障害者
協会

障害者作品展
　障害者が創作した個人作品を広く一般に公開することにより、文化交流及び障害者の
社会参加推進を図り福祉の向上に寄与することを目的とする。

平成30年12月19日（水）～
12月23日（日）
10：00～17：00
最終日のみ10：00～12：00

アートガーデンかわさき
第１展示室

○

川崎市
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

1190 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PRする。
平成30年11月12日（月）～
12月10日（月）

相模原市役所本庁舎

相模原市
健康福祉局福祉部障害政策課
TEL：042-707-7055（直通）
FAX：042-759-4395

1191
相模原市
市身体障害者連合
会

平成30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、川柳等を
展示する。

平成30年１2月７日（金）～
12月９日（日）

相模原市立あじさい会館６階
第１・２展示室

○

相模原市
健康福祉局福祉部障害政策課
TEL：042-707-7055（直通）
FAX：042-759-4395

1192 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」入賞作品を展示する。
平成30年11月30日（金）～
12月10日（月）

相模原市立あじさい会館１階ロ
ビー

○

相模原市
健康福祉局福祉部障害政策課
TEL：042-707-7055（直通）
FAX：042-759-4395

1193 相模原市
平成30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」入賞者の表彰式及びトロン
ボーン奏者の鈴木加奈子氏によるコンサートを開催する。

平成30年12月９日（日）
相模原市立あじさい会館１階ホー
ル

○

相模原市
健康福祉局福祉部障害政策課
TEL：042-707-7055（直通）
FAX：042-759-4395

1194 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を展示する。
平成30年12月４日（火）～
12月７日（金）

相模原市役所本庁舎１階ギャラ
リースペース

○

相模原市
健康福祉局福祉部障害政策課
TEL：042-707-7055（直通）
FAX：042-759-4395

1195
相模原市立けやき
体育館
（指定管理者）

障害者スポーツ講座 　エアロビクスやフライングディスクなど障害者がスポーツを体験できる講座を開催する。
平成30年11月～
平成31年１月
※詳細はHPを参照

相模原市立けやき体育館 ×
http://www.sagamihara-
shafuku.or.jp/keyaki/even
t.html

相模原市立けやき体育館
TEL：042-753-9030
FAX：042-769-1200

1196
相模原市立けやき
体育館
（指定管理者）

障害者ふれあい文化講座 　茶道や音楽など障害者が文化を体験できる講座を開催する。
平成30年11月～
平成31年１月
※詳細はHPを参照

相模原市立けやき体育館 ×
http://www.sagamihara-
shafuku.or.jp/keyaki/even
t.html

相模原市立けやき体育館
TEL：042-753-9030
FAX：042-769-1200

1197
相模原市立けやき
体育館
（指定管理者）

日本の文化に触れよう～能楽体
験～

　障害者を対象に、能楽を体験できるイベントを開催する。 平成30年11月17日（土） 相模原市立けやき体育館 ×
相模原市立けやき体育館
TEL：042-753-9030
FAX：042-769-1200

1198
相模原市立けやき
体育館
（指定管理者）

けやき体育館フェスタ～パラス
ポーツに挑戦～

　車椅子バスケットボールやボッチャなどのパラスポーツを体験できるイベントを開催す
る。

平成30年12月２日（日） 相模原市立けやき体育館 ○
相模原市立けやき体育館
TEL：042-753-9030
FAX：042-769-1200

1199
相模原市立けやき
体育館
（指定管理者）

何でも♡発表会♪
　障害者を対象に、ダンスや歌など日々の活動の成果を発表できる場として発表会を開
催する。

平成30年12月７日（金） 相模原市立けやき体育館 ○
相模原市立けやき体育館
TEL：042-753-9030
FAX：042-769-1200

1200
相模原市立けやき
体育館
（指定管理者）

ミニ運動会 in 津久井 　障害者を対象に、体を動かしながら交流できるイベントを開催する。 平成31年１月18日（金） 津久井生涯学習センター体育室 ×
相模原市立けやき体育館
TEL：042-753-9030
FAX：042-769-1200

1201 新潟市 新潟市 障がい者週間ともにフェア

　①各障がいの特性について(８枚）、補助犬について(２枚)、みつばち（障がい者就労の
取り組みについて）、ともにプロジェクト（障がい理解促進事業）ロゴマーク、計12枚のパネ
ルの展示
　②障害者週間に向け、内閣府と共催募集した「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者
週間のポスター」の、新潟市入賞作品の展示
　③障がい者アートの展示
　④障がい者施設出店による授産品等の物販

平成30年12月３日（月）～
12月９日(日）
①②③7：00～22：00
④概ね11:00～14:00（12月５日（水）
除く）

新潟市東区役所 ○

新潟市
福祉部障がい福祉課就労支援係
TEL：025-226-1249
FAX：025-223-1500
E-mail：shogai.wl@city.niigata.lg.jp

1202 静岡市

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、街頭及び商業施設にて障がいに関する啓発品
を配布する。

平成30年12月３日（月）～
12月５日（水）
12:00～12:30

葵スクエア周辺、アピタ静岡店、イ
オン清水店

○

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

相模原市
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1203

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。

平成30年12月３日（月）～
12月 ９日（日）終日

葵区役所、駿河区役所、清水区
役所

○

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

1204
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

　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、
授産製品を販売する。

主に毎週水（駿河区役所）・金（静岡
庁舎）で開設
10：00～15：00

駿河区役所、葵区役所 ○
http://www.city.shizuoka.j
p/000_003168.html

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

1205 浜松市 スマイルフェスタはままつ 　障がい者団体による出店・発表等を行う。
平成30年11月11日(日)
11：00～14：00

浜松市ギャラリーモール「ソラモ」 ○

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

1206 浜松市
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、作品展を実施する。
平成30年11月１日(木)～
11月７日(水)
8：30～17：15

浜松市役所本館 ○

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

1207 浜松市
障害者週間啓発展示
　（東区役所）

　授産製品、団体の活動紹介、作品展を実施する。
平成30年12月３日(月)～
12月７日(金)
8：30～17：15

浜松市東区役所 ○

浜松市東区
社会福祉課
TEL：053-424-0176
FAX：053-424-0194

1208 浜松市
障害者週間啓発展示
　（西区役所）

　授産製品、団体の活動紹介、作品展を実施する。
平成30年11月26日(月)～
12月７日(金)
8：30～17：15

浜松市西区役所 ○

浜松市西区
社会福祉課
TEL：053-597-1159
FAX：053-597-1210

1209 浜松市
障害者週間啓発展示
　（南区役所）

　授産製品、団体の活動紹介、作品展を実施する。
平成30年12月３日(月)～
12月７日(金)
8：30～17：15

浜松市南区役所 ○

浜松市南区
社会福祉課
TEL：053-425-1485
FAX：053-425-1647

1210 浜松市
障害者週間啓発展示
　（北区役所・細江図書館）

　授産製品、団体の活動紹介、作品展を実施する。
平成30年12月３日(月)～
12月７日(金)
8：30～17：15

浜松市北区役所 ○

浜松市北区
社会福祉課
TEL：053-523-2898
FAX：053-523-1119

1211 浜松市
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、作品展を実施する。
平成30年12月３日(月)～
12月７日(金)
8：30～17：15

浜松市浜北区役所 ○

浜松市浜北区
社会福祉課
TEL：053-585-1697
FAX：053-586-5495

1212 浜松市
障害者週間啓発展示
　（天竜区役所）

　授産製品、団体の活動紹介、作品展を実施する。
平成30年12月３日(月)～
12月７日(金)
8：30～17：15

浜松市天竜区役所 ○

浜松市天竜区
社会福祉課
TEL：053-922-0024
FAX：053-922-1804

1213 浜松市 障害者週間ポスター展示 　障害者週間ポスター応募作品の展示を行う。
平成30年11月23日(金)～
12月26日(水)
8：30～17：15

浜松市中央図書館 ○

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

1214 浜松市 街頭啓発 　障害者週間の街頭啓発を行う。
平成30年11月～平成31年１月のう
ち３日程度

市内商業施設等

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

1215 名古屋市 名古屋市 「障害者週間」記念のつどい 　人権に関する講演、映画上映等を行う。
平成30年12月９日（日）
10:00～15:30

名古屋市中区役所ホール ○

名古屋市
健康福祉局障害福祉部障害企画課
TEL：052-972-2585
FAX：052-951-3999

1216 京都市
京都市
ほほえみ広場実行
委員会

ほほえみ広場2018
　心の輪を広げる体験作文の京都市入賞者の表彰式を、「ほほえみ広場2018」において
実施するとともに、入賞者の作品を展示した。

平成30年10月20日（土）
10:00～16:00

梅小路公園 ○
http://www.city.kyoto.lg.jp
/hokenfukushi/page/0000
244034.html

京都市
保健福祉局障害保健福祉推進室
TEL：075-222-4161
FAX：075-251-2940

浜松市

静岡市
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1217 京都市

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。
平成30年12月１日（土）
10:00～11:00

各区の主要バスターミナル及び地
下鉄駅構内等

○

京都市
保健福祉局障害保健福祉推進室
TEL：075-222-4161
FAX：075-251-2940

1218 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　北区役所前に「障がい者週間」ののぼりを立て、啓発を行う。
平成30年11月30日（金）～
12月10日（月）

北区役所正面玄関前

大阪市北区
福祉課
TEL：06-6313-9857
FAX：06-6313-9905

1219 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「障がい者週間」ののぼりを立て、啓発を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

都島区役所

大阪市都島区
保健福祉課（福祉）
TEL：06-6882-9857
FAX：06-6352-4584

1220 大阪市 障がい者週間啓発展示
　「心の輪を広げる体験作文」及び「障がい者週間ポスター」入選作品の作品集を展示す
る。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

福島区役所
１階ロビー

○

大阪市福島区
保健福祉課
（地域福祉）
TEL：06-6464-9857
FAX：06-6462-4854

1221 大阪市 障がい者週間啓発展示 　福島区内の障がい者の作品を展示し、障がい者への理解を深め、協力を促す。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

福島区役所
１階ロビー

○

大阪市福島区
保健福祉課
（地域福祉）
TEL：06-6464-9857
FAX：06-6462-4854

1222 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　福島区役所横に「障がい者週間」のぼりを立て、啓発を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

福島区役所横
阪神野田駅前
商店街

大阪市福島区
保健福祉課
（地域福祉）
TEL：06-6464-9857
FAX：06-6462-4854

1223 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か所にて啓発活動を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）のうち半日程度

春日出商店街
四貫島商店街

大阪市此花区
保健福祉課
TEL：06‐6466‐9857
FAX：06-6462‐2942

1224 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、「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」ののぼりを立て、啓発を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

中央区役所
正面玄関前

大阪市中央区
保健福祉課
TEL：06-6267-9857

1225 大阪市
障がい者週間・西区街頭啓発活
動

　障がい者に対する正しい理解と認識を深めるための啓発活動を、西区内にて行う。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）のうち１日

西区内 ○

大阪市西区
保健福祉センタ-保健福祉課
TEL：06-6532-9845
FAX：06-6538-7319

1226 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　天王寺区役所正面玄関前に、「障がい者週間」ののぼりを立て、啓発を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

天王寺区役所
正面玄関

大阪市天王寺区
保健福祉課
（福祉サ-ビス）
TEL：06-6774-9857
FAX：06-6772-4906

1227 大阪市 障がい者週間啓発行事
　浪速区役所正面玄関前にて、「12月9日は障がい者の日　共に生きる社会をめざし」の
ぼりを立て、啓発を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

浪速区役所
正面玄関

大阪市浪速区
保健福祉センタ-保健福祉課
TEL06-6647-9897
FAX06-6644-1937

1228 大阪市 精神保健福祉講演会
　「メンタル不調のサインの見つけ方」をテーマとし、講演会を行う。また講演会会場に関
連のパネル展示を行う。

平成30年12月７日（金）
13:30～14:45

浪速区役所
７階

○

大阪市浪速区
保健福祉センタ-保健福祉課
TEL06-6647-9897
FAX06-6644-1937

1229 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に、「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」
ののぼりを立て、啓発を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

西淀川区役所
１階庁舎前

大阪市西淀川区
保健福祉課
TEL：06-6478-9916

1230 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。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）のうち１日

阪急電車　十三駅前

大阪市淀川区
保健福祉課
TEL：06-6308-9857
FAX：06-6885-0537

大阪市
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1231 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　淀川区役所横の駐車場に、「障がい者週間」ののぼりを立て、啓発を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

淀川区役所
駐車場

大阪市淀川区
保健福祉課
TEL：06-6308-9857
FAX：06-6885-0537

1232 大阪市 「障がい者週間」キャンペーン活動
　東淀川区役所及び出張所敷地内に、「障がい者週間」ののぼりを立て、啓発を行う。
　また、区役所庁舎前にて啓発物品の配布を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

東淀川区役所
及び
出張所敷地内

大阪市東淀川区
保健福祉課
TEL：06-4809-9857
FAX：06-6327-2840

1233 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　生野区役所前に、「障がい者週間」ののぼりを立て、啓発を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

生野区役所前

大阪市生野区
保健福祉課福祉担当
TEL06-6715-9857
FAX06-6715-9967

1234 大阪市
和んで座談会
（第１部　座談会）

　「災害が起きたらどないしょ！？　～皆で考えよう　誰も取り残されない旭区を～」をテー
マに座談会を開催する。

平成30年12月26日（水）
10：30～12：00

旭区民センター
大ホール

○
http://www.city.osaka.lg.jp
/asahi/category/3384-4-
0-0-0-0-0-0-0-0.html

大阪市旭区
保健福祉課（地域福祉）
TEL：06-6957－9857
FAX：06-6952－3247

1235 大阪市
和んで座談会
（第２部　交流会）

　大阪府立光陽支援学校の協力を得て、ボッチャの体験会を開催する。
平成30年12月26日（水）
13：00～14：30

旭区民センター
大ホール

○
http://www.city.osaka.lg.jp
/asahi/category/3384-4-
0-0-0-0-0-0-0-0.html

大阪市旭区
保健福祉課（地域福祉）
TEL：06-6957－9857
FAX：06-6952－3247

1236 大阪市
和んで座談会
（旭福興市）

　旭区地域自立支援協議会仕事部会による授産製品の販売を行う。
　旭区役所総務課防災担当により防災コーナーを設置する。

平成30年12月26日（水）
12：00～14：30

旭区民センター
大ホール

○
http://www.city.osaka.lg.jp
/asahi/category/3384-4-
0-0-0-0-0-0-0-0.html

大阪市旭区
保健福祉課（地域福祉）
TEL：06-6957－9857
FAX：06-6952－3247

1237 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、啓発を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

阿倍野区役所
駐車場

大阪市阿倍野区
保健福祉課(福祉)
TEL：06-6622-9857
FAX：06-6629-1349

1238 大阪市 クリスマスイブコンサート
　区内の福祉作業所に通う障がい者や、地域の学童に通う児童等合唱、合奏、手話歌な
どを発表するコンサートを開催する。

平成30年12月15日(土) あべの区民センター ○

大阪市阿倍野区
保健福祉課(福祉)
TEL：06-6622-9857
FAX：06-6629-1349

1239 大阪市
クリスマスイブコンサート(福祉作
業所による製品販売)

　クリスマスコンサートを開催する会場のロビーで、活動パネルの展示、活動製品の販売
する。

平成30年12月15日(土) あべの区民センター ○

大阪市阿倍野区
保健福祉課(福祉)
TEL：06-6622-9857
FAX：06-6629-1349

1240 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、啓発を行う。
平成30年12月３日（月）～
12月10日（月）

住之江区役所
正門、東門

大阪市住之江区
保健福祉課
TEL：06-6682-9857
FAX：06-6686-2039

1241 大阪市
区民フェスティバルへの
障がい者・児福祉相談支援コー
ナーの参加

　区自立支援協議会として、区民等が多数参加する区民フェスティバルにおいて、障がい
者・児相談ブースを設置し相談を受け付ける。
　障がい者支援事業所の利用者が作成した作品・その作業風景などの写真を展示する。

平成30年10月21日（日） 長居公園 ○
東住吉区地域自立支援協議会
事務局：東住吉区保健福祉課（福祉）
TEL：06‐4399‐9850

1242 大阪市 障がい者週間　街頭キャンペーン 　のぼりを持って、啓発グッズを配布する。
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）のうち１日

平野区役所～地下鉄平野駅周辺

大阪市平野区
保健福祉センタ-保健福祉課（地域福
祉）
TEL：06-4302-9857
FAX：06-4302-9943

1243 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、Osaka Metro地下鉄天下茶屋駅周辺におい
て、啓発物品の配付をおこなう。

平成30年12月９日（日） 地下鉄天下茶屋駅

大阪市
西成区保健福祉課
（地域福祉）
TEL：06‐6659-9857
FAX：06‐6659-9468

1244 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
開講座を行う。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。

平成30年12月１日（土）
14:00～16:00

大阪市立
阿倍野区民センター　小ホール

○
http://www.city.osaka.lg.jp
/fukushi/page/000044216
2.html

大阪市
福祉局心身障がい者リハビリテ-ション
センタ-管理課
TEL：06-6797-6501
FAX：06-6797-8222

大阪市
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1245 大阪市 障がい者週間啓発展示
　「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
ポーツパネルの展示を行う。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

大阪市役所
１階ロビー

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

1246 大阪市
障がい者週間大阪市街頭キャラ
バン

　街頭キャラバン隊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なう。
　12月３日に大阪市役所１階ロビーで出発式を行い、12月５日は、福島区・大正区・天王
寺区・生野区・東住吉区の区役所へ訪問する。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

大阪市内 ○

大阪市
福祉局障がい者施策部障がい福祉課
TEL：06-6208-8081
FAX：06-6202-6962
（一財）大阪市身体障害者団体協議会
TEL：06-6765-5636

1247 大阪市
障がい者福祉施設製品（授産製
品）販売会

　市役所１階ロビーにて、障がい者福祉施設製品（授産製品）の販売会を行う。 平成30年12月６日（木）・７日（金）
大阪市役所
１階ロビー

○

大阪市
福祉局障がい者施策部障がい福祉課
TEL：06-6208-8072
FAX：06-6202-6962

1248 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」並び
に「わがまちのやさしさ発見レポー
ト」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」並びに「わがまちのやさし
さ発見レポート」の入賞作品について、受賞者を表彰する。

平成30年12月８日（土）
大阪市役所
１階ロビー

○

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

1249 大阪市 「あいサポート運動」の紹介
　多様な障がいの特性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。

平成30年12月３日（月）～
12月７日（金）

大阪市役所
１階ロビー

○
http://www.city.osaka.lg.jp
/fukushi/page/000043347
6.html

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

1250 堺市 「障害者週間」該当キャンペーン 　市内の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。 平成30年11月30日（金）
堺東駅・中百舌鳥駅
堺駅・泉ヶ丘駅

○

堺市
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推
進課
TEL：072-228-7818
FAX：072-228-8918

1251 堺市 「障害者週間」フェスティバル 　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。
平成30年12月８日（土）
（プレイベント平成30年12月１日
（土）・12月３日（月）～７日（金））

堺市立健康福祉プラザ ○
http://www.sakai-
kfp.info/

堺市
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推
進課
TEL：072-228-7818
FAX：072-228-8918

1252 堺市
ｓａｋａｉ ARTcation 2018受賞作品
展示会

　障害のある方の芸術作品公募展「ｓａｋａｉ ARTcation 2018」で受賞された作品を巡回展
として展示する。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）

堺市東区役所
堺市美原区役所

○

堺市
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推
進課
TEL：072-228-7818
FAX：072-228-8918

1253
兵庫労働局
神戸市

平成30年　障害者雇用促進セミ
ナー

　精神障害、発達障害のある方の雇用促進を目的として、雇用管理や職場定着などの取
り組みについてご講演いただく。
　（講演者）
　医療法人尚生会　就労移行支援事業（創）シー・エー・シー
　所長　北岡　裕子　氏
　（聴講対象者）
　障害者雇用に関心のある企業の担当者、障害者雇用に携わる関係機関職員
　（事前申込必要）

平成30年12月５日（水）
13：30～16：00

三宮研修センター8階研修室 ×

神戸市
保健福祉局障害者支援課
プロモート事業担当
平日（月～金曜日）8：45～17：30
〒650-0031　神戸市中央区東町113-
1　大神ビル701
TEL：078-322-5228
FAX：078-322-0154

1254
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。

平成30年12月３日（月） ○

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

1255

神戸市
神戸市民福祉振興
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、市営の温泉施設及びスポーツ施設を無料開放する。

温泉施設：
平成30年12月３日(月）・
12月４日（火）
スポーツ施設：
平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）の営業日

温泉施設：
しあわせの村　ジャングル温泉し
あわせの湯
スポーツ施設：
神戸市立市民福祉スポーツセン
ター　プール・トレーニング室

○

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

1256

神戸市
神戸市社会福祉協
議会
ふれあいのまちＫＯ
ＢＥ・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、市民に向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。

平成30年12月15日（土）
兵庫県看護協会２階
ハーモニーホール

○
http://www.city.kobe.lg.jp
/information/press/2018/
10/20181016134101.html

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

堺市

神戸市

大阪市
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1257 岡山市 障害者福祉大会

　①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）等の表彰の実
施
　②優秀作文の朗読
　③障害者福祉等に関する講演等

平成30年12月８日（土）
13:00～15:00

岡山ふれあいセンター ○

岡山市
保健福祉局障害・生活福祉部障害福
祉課福祉係
TEL：086-803-1236
FAX：086-803-1755

1258 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階ロビー等で展示する。

平成30年12月６日（木）～
12月７日（金）
8:30～17:15
平成31年１月９日（水）～
１月14日（月）
10:00～18:00

岡山市役所
岡山シティミュージアム

○

岡山市
保健福祉局障害・生活福祉部障害福
祉課福祉係
TEL：086-803-1236
FAX：086-803-1755

1259 岡山市 街頭啓発事業
　懸垂幕、ポスター等による啓発を行う。
　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。

平成30年12月３日（月）～
12月９日（日）
0:00～24:00

岡山市役所等 ○

岡山市
保健福祉局障害・生活福祉部障害福
祉課福祉係
TEL：086-803-1236
FAX：086-803-1755

1260 広島市
心身障害者関係更生援護功労者
等市長表彰

　心身障害者関係更生援護功労者等の市長表彰を行う。
平成30年12月３日（月）
14：00～14：30

広島市役所 ×

広島市
健康福祉局障害福祉部障害福祉課
TEL：082-504-2147
FAX：082-504-2256

1261 広島市
広島市心身障害者福祉センター２
０１８文化祭

　広島市心身障害者福祉センターで活動する各教室や同好会、関係団体等による作品展
示、体験コーナー、グループ発表等を行う。

平成30年12月９日（日）
10：00～16：00

広島市心身障害者福祉センター ○
http://www.city.hiroshima.
lg.jp/www/index.html

広島市心身障害者福祉センター
TEL：082-261-2333
FAX：082-261-7789

1262 広島市 第２３回ＮＨＫハート展
　障害のある方がつづった詩に託された思いを、アーティストや著名人が「ハート」をモ
チーフにしたアート作品で表現した、詩とアートを組み合わせた展覧会を開催する。

平成30年11月23日（金）～
12月５日（水）
9：30～18：30

ＮＨＫ広島放送センタービル１階 ○
http://www.city.hiroshima.
lg.jp/www/index.html

ＮＨＫ広島放送局
TEL：082-504-5217

1263

北九州市
北九州チャンピオン
ズカップ国際車いす
バスケットボール大
会実行委員会

第15回北九州チャンピオンズカッ
プ国際車いすバスケットボール大
会

　日本、カナダ、オランダ、タイの4ヶ国の代表選手が対戦する。あわせて小学生車いすバ
スケットボール大会・全日本ブロック選抜車いす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。

平成30年11月16日(金)～
11月18日(日)

北九州市立総合体育館 ○
http://www.kitakyushu-
cup.com/

北九州市
保健福祉局障害福祉部障害福祉企画
課社会参加推進担当
TEL：093-582-2453
FAX：093-582-2425
北九州チャンピオンズカップ国際車い
すバスケットボール大会実行委員会
TEL：093-922-1432
FAX：093-922-1434

1264
福岡県福祉労働部
障がい福祉課
（北九州市共催）

農福連携マルシェ2018inKOKURA
　障害のある人の工賃向上を図るだけでなく、障害のある人が農業分野で就労する農福
連携について広く県民に周知を図るため、障害者就労施設等が作る農産物や農産加工
品をJR小倉駅において販売する、農福連携マルシェを開催する。

平成30年11月18日(日)
11:00～17:00

JR小倉駅JAM広場 ○
http://www.pref.fukuoka.l
g.jp/contents/h30noufuku
marche.html

福岡県
福祉労働部障がい福祉課自立支援係
TEL：092-643-3263
FAX：092-643-3304

1265

北九州市
公益財団法人北九
州市身体障害者福
祉協会

第11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のある人を中心としたグループ、団体によるステージイ
ベントや、障害のある人の写真・絵・書道などの作品の展示を行う。

・ステージイベント
平成30年11月25日(日)
・作品展示
平成30年11月27日(火)～
12月２日(日)

・ステージイベント
　ウェルとばた
・作品展示
　黒崎市民ギャラリー

○
http://www.kitaqshinsyo.c
om/index.php?id=343

北九州市
保健福祉局障害福祉部障害福祉企画
課社会参加推進担当
TEL：093-582-2453
FAX：093-582-2425
公益財団法人北九州市身体障害者福
祉協会
TEL：093-883-5558
FAX：093-883-5551

1266
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イベント
　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、障害者団体との協働で街頭
啓発（啓発物の配布等）を行う。

平成30年12月１日(土）
10:00～11:00

JR小倉駅 ○

北九州市
保健福祉局障害福祉部障害福祉企画
課共生社会推進係
TEL：093-582-2453
FAX：093-582-2425

1267 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。

平成30年12月１日(土)～
12月31日(月)

JR小倉駅 ○

北九州市
保健福祉局障害福祉部障害福祉企画
課共生社会推進係
TEL：093-582-2453
FAX：093-582-2425

1268 北九州市
北九州市長杯第11回小学生ふう
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」の小学生大会を開催する。

平成31年１月20日(日) 北九州市立総合体育館 ○

北九州市
保健福祉局障害福祉部障害福祉企画
課社会参加推進担当
TEL：093-582-2453
FAX：093-582-2425

広島市

北九州市

岡山市
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1269 福岡市 福岡市 障がい者週間記念の集い
　福岡市役所西側ふれあい広場にて、ステージイベントやバザーなどを行い、市民の障が
い者に対する啓発を図る。

平成30年12月９日（日）
11:00～16:00

福岡市役所西側
ふれあい広場

○

福岡市
保健福祉局障がい者在宅支援課
TEL：092-711-4248
FAX：092-711-4818

1270 熊本市
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布等を行う。

平成30年12月25日(火）
10：00-17：00

びぷれす広場 ○

熊本市
健康福祉局障がい者支援部障がい保
健福祉課
TEL：096-328-2519
FAX：096-325-2358

1271
熊本市
（障がい者自立支援
協議会就労部会）

就労フェア

　「このまちではたらく　～一歩前進～」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、障がい者雇用に関するセミナー・当事者が企画・運営するグルー
プワーク、障がい者施設商品や役務の展示等を行う。併せて、熊本市障がい者サポート
企業・団体の認定表彰式を開催する。

平成31年１月18日（金）
10：00-16：30

ウェルパルくまもと ○

熊本市
健康福祉局障がい者支援部障がい保
健福祉課
TEL：096-328-2519
FAX：096-325-2358

1272 熊本市
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。

平成30年12月８日（土）
11:00～12:00

ウェルパルくまもと ○

熊本市
健康福祉局障がい者支援部障がい保
健福祉課
TEL：096-328-2519
FAX：096-325-2358

1273 熊本市
熊本市障がい者サポーター研修
会

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

平成30年12月８日（土）
14:00～17:00

ウェルパルくまもと ○

http://www.city.kumamot
o.jp/hpkiji/pub/detail.aspx
?c_id=5&type=top&id=220
58

熊本市
健康福祉局障がい者支援部障がい保
健福祉課
TEL：096-328-2519
FAX：096-325-2358

1274
熊本市教育委員会
事務局学校教育部
総合支援課

平成30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。

平成30年11月30日（金）～
12月３日（月）

城彩苑　２階多目的交流室 ○

熊本市
教育委員会事務局学校教育部総合支
援課
TEL：096-328-2743
FAX：096-323-8355

熊本市
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