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都道府県・指定都市名 北海道

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 問合せ先

01 北海道
アルコール関連問題啓発＆障がい
者週間パネル展

　１２月３日～９日の「障害者週間」の趣旨に則り、普及啓発パネル等を展示し、広く道民の
方々に、障がいに対する正しい知識の普及を図り、理解を深めることを目的とする。

令和４年11月11日（金）～11月14日
（月）

北海道庁
１階道政広報コーナー

○

北海道
保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課
企画調整係・精神保健医療係
TEL:011-204-5277
FAX:011-232-4068

02
北海道
株式会社三省堂書店

障がい者週間ブックフェア
　障害者週間（12/3～12/9）の期間を基本として、店舗において障がい者の支援や障がい
について理解を得てもらうことを主な目的とした入門書などに係る本の特設コーナーを設置
いただき、来店者へ障がいについての関心と理解促進を図る。

令和４年11月第４週～
12月第１週（予定）

株式会社三省堂書店札幌店
他

○

北海道
保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課
社会参加係
TEL:011-231-4111
（内線25-735）
FAX:011-232-4068

03
北海道
（渡島総合振興局）

「めぐる市」～おしま障がい者授産製
品フェア2022in渡島総合振興局～

　渡島管内の授産事業所等の取組内容をパネル形式で展示し、障がい者の就労について
の理解を深める。

令和4年12月3日～9日 渡島総合振興局１階ロビー ○

北海道
渡島総合振興局保健環境部社会福祉課
TEL0138-47-9537
FAX0138-47-9225

04
北海道
（上川総合振興局）

発達障がい理解促進パネル展 　パネル展の開催により、障がいへの理解の促進を図る。 令和4年12月2日(金)～12月9日(金) 上川総合振興局 ○

北海道
上川総合振興局保健環境部社会福祉課
TEL0166-46-5221
FAX0166-46-5203

05
北海道
（宗谷総合振興局）

発達障がい理解促進パネル展
　発達障がいへの理解促進を図るため、稚内市立図書館にて「発達障がい理解促進パネ
ル展」を開催する。

令和４年１２月２日（金）～１２月１２
日（月）

稚内市立図書館 ○

北海道
宗谷総合振興局保健環境部社会福祉課
TEL0162-33-2579
FAX0162-33-2628
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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 問合せ先

06 岩見沢市 いわみざわハート＆アート2022 　障がいのある方などの作品を集め、アート展を開催する。
令和4年9月16日（金）～
9月20日（火）
10:00～17:00

岩見沢市
岩見沢市文化センター 展示
室

○

https://www.city.iwamizawa.hokkaid
o.jp/soshiki/fukushika/event/9993.h
tml

岩見沢市
健康福祉部福祉課障がい者福祉グループ
TEL:0126-35-4112
FAX:0126-24-0294

07 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。

令和４年１２月１日号広報

砂川市
保健福祉部社会福祉課社会福祉係
TEL:0125-74-8103
FAX:0125-55-2301

08 砂川市 発達障がい理解促進パネル展
　発達障がいを持つ方への支援方法やコミュニケーションの取り方など、発達障がいに関す
る理解促進のため、パネル展を開催する。

令和４年１２月１９日（月）～
１２月２３日（金）

砂川市役所１階交流スペース ○

砂川市
保健福祉部社会福祉課社会福祉係
TEL:0125-74-8103
FAX:0125-55-2301

09 千歳市 イエローライトアップ
　障がいのある人の社会参加を促進していくために提唱されている「イエローリボン運動」の
シンボルカラーであるイエローで、千歳市総合福祉センターをライトアップする。

令和４年１２月２日（金）～１２月１１
日（日）

千歳市総合福祉センター

千歳市
保健福祉部障がい者支援課
TEL:0123-24-3131（内線868）
FAX:0123-23-6700

10 恵庭市 関連資料の展示 　図書館展示コーナーにポスターや資料、関連図書を展示し、障がい理解促進を図る。
令和4年11月29日（火）
～
令和4年12月11日（日）

恵庭市立図書館 ○

恵庭市
保健福祉部障がい福祉課
TEL:0123-33-3131
FAX:0123-32-1155
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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 問合せ先

11 北広島市 広報活動 　障害者週間に合わせ、市広報紙に障がい理解に関する記事を掲載し、住民理解を図る。 令和4年12月１日号広報

北広島市
保健福祉部福祉課
TEL:011-372-3311
FAX:011-398-4312

12 石狩市 障がい関連図書の展示
　市民図書館の特集コーナーに障がい関連の図書を展示し本の貸出を行うことや、同図書
館エントランスコーナーにて障がいへの理解促進と啓発を図るためのパネル展示を行う。な
お、これらの実施については、市HPおよび広報12月号にて周知を行う。

令和４年12月３日（土）～12月９日
（金）

石狩市民図書館 ○

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

13 石狩市 広報活動 　市広報に障がい・障がい者の理解促進等に関する記事を掲載し住民理解を図る。 令和４年12月号広報

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

14
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２０２２
　障がい者の福祉について関心や理解を広く周知するため、事業所で制作された製品の即
売会や障がい者の作品展示、啓発パネル展を開催する。

令和4年12月8日（木）～12月9日
（金）
10：00～17：00

長崎屋小樽店 ○

https://www.otaru.lg.jp/docs/20211
12400036/

小樽市
福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グ
ループ
TEL:0134-32-4111
FAX:0134-22-6915

15
一般社団法人　室蘭身
体障害者福祉協会

パネル展及び生きがい講座ミニ作
品展

　室蘭市障害者福祉総合センターの周知と通所者らが製作した作品の展示を行い、障害者
理解の普及促進を図る。

令和4年11月29日～12月10日
会場開館時間中

室蘭市生涯学習センター内 ○

室蘭市
保健福祉部障害福祉課
TEL:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
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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 問合せ先

16 白老町 広報活動
　障害者週間に合わせ、町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。

令和４年12月号広報

白老町
健康福祉課福祉支援グループ
TEL:0144-82-5541
FAX:0144-82-5561

17 函館市 障がい者週間記念事業 　障がい者が作成した作品の展示を行う
令和４年１２月２日（金）～
１２月３日（土）
１０：００～１５：００

函館市総合福祉センター ○ http://www.hakodatesyakyo.net/

函館市
保健福祉部障がい保健福祉課
社会参加・事業担当
TEL:0138-21-3263
FAX:0138-27-2770

18 八雲町 障がい者週間ポスター展
　障がいに関するポスターを関係機関で展示する。（ポスター展および障がい者週間の趣旨
説明、障がいの種類の説明、差別解消法の説明、障害者虐待防止法の説明、障がいに関
する本の紹介など）

①令和4年12月3日（土）～9日（金）
②令和4年11月29日～12月11日
（日）
③令和4年12月3日（土）～9日（金）
④令和4年12月3日（土）～9日（金）

①八雲町総合保健福祉施設
シルバープラザ
②八雲町立図書館
③熊石総合支所
④八雲総合病院（精神科外
来）

○

https://www.town.yakumo.lg.jp/sosh
iki/hoken/

八雲町
保健福祉課 障がい者福祉係
TEL:0137-64-2111
FAX:0137-63-4411

19 奥尻町 福祉フェア 　福祉に関する（障害を含む）啓発活動を行う。（パネル展示など） 令和4年12月2日～12月9日 奥尻町海洋研修センター ○

奥尻町
保健福祉課
TEL:01397-2-3381
FAX:01397-2-4061

20 旭川市 旭川市障害者週間記念事業
　障がいに関する講演会や演芸発表等を行い，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。

令和4年12月4日（日）
12:30～15:30

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
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の可否
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21 旭川市 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。
令和4年12月2日（金）～
12月9日（金）

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

22 旭川市 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。
令和4年12月2日（金）～
12月9日（金）

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

23 旭川市 旭川市障害者週間記念事業
　障害福祉サービス事業所等の授産製品の掲示及び販売を行うことで、より障がいへの理
解を深める。

令和4年11月25日（金）～
12月4日（日）

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

24 士別市 障害者週間の周知 　市報１２月号に障害者週間の周知を掲載する。 令和4年12月

士別市
健康福祉部福祉課
TEL:0165－26－7744
FAX:0165－23－1766

25 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
ます。今年で7回目。

①作品展示
　１２月６日（火）～12月12日（月）予
定
②WEB展示
　１２月６日（火）～12月28日（水）予
定

①作品展示
名寄市民文化センター
　エンレイホール　ホワイエ
②WEB展示
WEB開催

○

http://www.city.nayoro.lg.jp/section
/kikansodan/index.html

名寄市
基幹相談支援センター
TEL:01654-3-2111
FAX:01654-9-2089
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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 問合せ先

26 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。
令和４年１１月９日（水）～令和４年１
２月１１日（日）

上富良野町社会福祉総合セ
ンター「かみん」

○

http://www.town.kamifurano.hokkaid
o.jp/

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

27 稚内市 広報活動 　市広報誌及びホームページで、障がい者支援に関する情報等の特集記事を掲載する。 令和４年12月号

稚内市
生活福祉部社会福祉課
TEL:0162-23-6453
FAX:0162-23-4038

28 浜頓別町 広報活動 　町広報、ＨＰにて障害者週間、ヘルプマーク・ヘルプカードに関する啓発記事を掲載する。
令和4年11月25日（速報版）に掲載
ＨＰには同時期に掲載予定

浜頓別町
保健福祉課福祉係
TEL:01634-2-2551
FAX:01634-2-3788

29 幕別町 広報活動
　障害者週間や障がい、障がい者への理解等を深めるために、町の広報紙にて広報活動
を行う。

令和４年12月号広報

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

30
チャレンジドネットワー
ク・ほんべつ（障がい関
係者団体）

令和4年度障がい者週間記念事業
　障がい者の方の就労支援等についての周知を行い障がいへの理解と就労支援の促進を
図る。（コロナウィルスの感染状況によってはパンフレットの配布等の手段を検討してい
る。）

令和４年１２月３日（土）予定 本別町中央公民館 ○

本別町
チャレンジドネットワーク・ほんべつ（障がい
関係者団体）
TEL:0156-22-8320
FAX:0156-22-5565
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（開催時刻）
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31 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：
令和４年10月３日（月）～
10月31日（月）
審査会：
令和４年11月中
表彰式：
障がい者週間中
（令和４年12月３日（土）～
12月９日（金））

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

32 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。」

令和４年11月28日（月）～
12月９日（金）

別海町役場

別海町
福祉部福祉課　社会・障がい福祉担当
TEL0153-75-2111
FAX0153-75-2773
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