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都道府県・指定都市名 岩手県

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 岩手県 第30回岩手県障がい者文化芸術祭

　①作品展示：障がい保健事業所や特別支援学校、病院等から、芸術作品（絵画・書道・工
芸・写真・文芸の５部門）を募集し展示する。併せて、心の輪を広げる体験作文・障害者週
間ポスターの展示も行う。
　②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を行う。
　③記念式典：応募作品展の入賞作品の表彰を行う。

①作品展示　令和４年11月24日(木)
～12月19日(月)
②音楽祭　令和４年12月3日(土)
10:30～15:30
③記念式典　令和４年12月18日(日)
13:00～

盛岡市
ふれあいランド岩手

○
http://www.iwate-
fukushi.or.jp/index.html

岩手県
文化スポーツ部文化振興課
TEL:019-629-6485
FAX:019-629-8484

02 岩手県 いわてアール・ブリュット巡回展2022

　岩手県内のアール・ブリュット作品を広く周知し、その魅力を発信することにより、障がい
者の創作意欲の醸成を図るとともに、県民の障がい者芸術に対する関心を高めるため、県
内２箇所において巡回展を開催する。また、巡回展出展作品を特設ホームページ上に掲載
するデジタル展覧会を開催する。

①巡回展１　令和4年9月17日(土)～
9月30日(金)【終了】
②巡回展２　令和5年1月14日(土)～
1月29日(日)
③デジタル展覧会　令和４年9月～
令和5年２月末（予定）

①大船渡市　南三陸ショッピン
グセンターサン・リア
②盛岡市　岩手教育会館
③特設ホームページ上

○ https://www.tvi.jp/artbrut/

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

03 紫波町 障害者週間の啓発
　①庁舎等におけるポスター掲示により障害者週間の啓発を図る。
　②広報しわねっとを活用し「障害者週間」の周知及び障がいに対する理解促進と情報提
供を行う。

①令和４年12月３（日）～12月９日
（金）
②令和４年11月号
（令和４年11月９日（水）発行）

①紫波町役場庁舎

紫波町
生活部健康福祉課福祉係
TEL:019-672-6864
FAX:019-672-2311

04 北上市 第32回障がい者福祉展
　市内障がい福祉サービス事業所及び障がい者団体の活動内容等を紹介するポスター掲
示や障がい者が製作した作品を展示することで、障がい者に対する理解促進を推進する。

令和４年９月17日（土）～９月18日
（日）
①９月17日（土）10：00～18：00
②９月18日（日）10：00～16：00

北上市
ショッピングセンターPAL
催事場及び通路

○

岩手県北上市
福祉部障がい福祉課
TEL:01967-64-2111
FAX:0197-64-2202

05 北上市 第32回障がい者福祉展
　障がい福祉サービス事業所において利用者が作成した農産物や漬物、パン、お菓子、小
物等を販売し、障がいへの理解や関心を高めると共に工賃向上を図る。

令和４年９月17日（土）～９月18日
（日）
①９月17日（土）10：00～18：00
②９月18日（日）10：00～16：00

北上市
ショッピングセンターPAL
催事場及び通路

○

岩手県北上市
福祉部障がい福祉課
TEL:01967-64-2111
FAX:0197-64-2202
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06 一関市
「障がい者への偏見と差別をなくす
宣言」の懸垂幕の設置

　「障がい者への偏見と差別をなくす宣言」の懸垂幕を本庁舎に設置することによる啓発活
動を行う。

令和4年12月2日（金）～12月9日
（金） 一関市役所

一関市
保健福祉部福祉課
TEL:0191-21-2111
FAX:0191-21-4150

07

花巻市

花巻ふれあい文化祭実
行委員会

花巻ふれあい文化祭・きらめく銀河
アート展合同開催

　 障がいへの理解を深めてもらうため、市内スーパーの借用スペースにおいて、障がい福
祉施設等を利用している障がい者や小中学校特別支援学級等に通う児童生徒が制作した
作品を展示する他、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。

令和4年11月25日から11月27日
銀河モール花巻　10:00～19:00
情報発信センター　9:00～20:00

・銀河モール花巻　イベント
広場
・花巻市情報発信センター（イ
トーヨーカドー花巻店２階）

○ http://www.city.hanamaki.iwate.jp

花巻市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:0198-41-3581
FAX:0198-24-7729

08 花巻市
「広報はなまき」による市内障がい
者就労支援施設の紹介

　市内にある障がい者就労支援施設の概要説明（３カ所予定）、利用者に対するインタ
ビュー（仕事内容、好きなこと、苦労していること、将来の夢等）の紹介などを広報誌に掲載
する。

11月15日号掲載予定
花巻市広報誌「広報はなまき」
に掲載し、全戸配布する。

× http://www.city.hanamaki.iwate.jp

花巻市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:0198-41-3581
FAX:0198-24-7729

09 雫石町 障害者週間の周知 　庁舎等における内閣府からのポスター掲示により障害者週間の周知を図る。
令和４年12月３日（土）～
12月９日（金）

○

雫石町
総合福祉課
TEL:019-692-6473
FAX:019-692-1311

10 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する。

令和４年12月１日（木）～
12月31日（土）

○

雫石町
総合福祉課
TEL019-692-6473
FAX019-692-1311
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11 雫石町 町内施設、事業所作品展
　町内の障害者支援施設、事業所等の利用者が作成している作品を町中央公民館内ロ
ビー内で展示する。併せてパンフレット等も設置し町内の施設、事業所を周知する。

令和４年12月10日（土）～
12月18日（日）

雫石町中央公民館 ○

雫石町
総合福祉課
TEL019-692-6473
FAX019-692-1311

12 盛岡市 盛岡市障がい者芸術文化祭
　障がい者が作成する芸術作品の展示会を開催する。
　なお、例年障がい者週間内に開催していたが、会場の都合により１週ずれ込むものであ
る。

令和４年12月10日（土）～12月12日
（月）
①12/10，12/11　9:00～17：00
②12/12　9：00～12：00

盛岡市プラザおでって ○

盛岡市
保健福祉部障がい福祉課
TEL019-613-8296
FAX019-625-2589

13 大船渡市 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。 令和４年12月５日号

大船渡市
保健福祉部地域福祉課
TEL0192-27-3111
FAX0192-26-2299

14 矢巾町 障害者週間の啓発 　庁舎等におけるポスター掲示により障害者週間の啓発を図る。
令和４年12月３日（土）～
12月９日（金）

矢巾町役場庁舎等 ○

矢巾町
福祉課
TEL019-611-2572
FAX019-611-2579

15 矢巾町 障害者週間特設展示コーナー（仮）
　障がいをお持ちの方に対する合理的配慮や障がいに対する理解が深まる各種資料や、
パラスポーツの道具を展示する特設展示コーナーを設ける。

令和４年12月３日（土）～
12月９日（金）

矢巾町役場他 ○

矢巾町
福祉課
TEL:019-611-2572
FAX:019-611-2579
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16

気仙地区障がい者作品
展実行委員会

（陸前高田市、大船渡
市、住田町の３市町及
び関係機関により開催）

※主管は陸前高田市

2022年度気仙地区障がい者作品展
　障がい者が作成した絵画、書道、写真、工芸などの作品を募集し、作品展を開催する。
　第56回　陸前高田市民芸術祭　展示部門と同時開催で行う。

2022年11月5日（土）～
11月7日（月）

午前9時～午後5時
（最終日は午後3時まで）

陸前高田市　コミュニティホー
ル

○

陸前高田市　【主管】
大船渡市
住田町
（陸前高田市）
福祉部　福祉課
（大船渡市）
保健福祉部　地域福祉課
（住田町）
保健福祉課
TEL
（陸前高田市）
0192-54-2111
（内線213）
（大船渡市）
0192-27-3111
（内線186）
（住田町）
0192-46-3862
（内線134）
FAX
（陸前高田市）
0192-55-6118
（大船渡市）
0192-26-2299
（住田町）
0192-46-2489

17 岩手町 障害者週間の周知 　庁舎等における内閣府からのポスター掲示により、障害者週間の周知を図る。
令和4年12月1日（木）～令和4年12
月9日（金）

岩手町役場庁舎
https://town.iwate.iwate.jp/town/ca
t-lifeevent/handicapped-2/

岩手町
健康福祉課
TEL:0195-62-2111
FAX:0195-61-1160

18 岩手町 町内事業所作品展
　町内の障害福祉サービス事業所等の利用者が作成している作品を役場庁舎町民ホール
に展示する。併せて、事業所のパンフレット等も設置し、町内の事業所の周知を図る。

令和4年12月1日（木）～令和4年12
月23日（金）

岩手町役場庁舎 ○
https://town.iwate.iwate.jp/town/ca
t-lifeevent/handicapped-2/

岩手町
健康福祉課
TEL:0195-62-2111
FAX:0195-61-1160

19
特定非営利活動法人遠
野まごころネット

つながる♪みんなの文化祭

　製作した自主製品の紹介及び販売をとおし、障がい者の就労に対する理解を深めてもら
うことが目的である。また、他福祉事業所の販売や一般のブースを設けることで、障がいの
有無に関わらず、利用者及び参加者が共に楽しめる交流の場を創出し、障がい理解や障
がい者の社会参加の促進につなげるものである。

令和4年11月3日（木）10時～14時
まごころ就労支援センター釜
石（釜石市甲子町第2地割12
番地1）

○

釜石市
保健福祉部地域福祉課
TEL:0193-22-0177
FAX:0193-22-6375
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20 滝沢市 障害者週間の啓発 　庁舎等における内閣府からのポスター掲示により障害者週間の周知を図る。
令和４年１２月３日（土）～令和４年１
２月９日（金）

滝沢市役所庁舎

滝沢市
健康福祉部地域福祉課
TEL:019-656-6517
FAX:019-687-4318
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