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都道府県・指定都市名 宮城県

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 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
令和4年12月下旬
作品展示
令和4年12月5日（月）～
12月9日（金）

宮城県庁１階ロビー

×
（表彰式）

〇
（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

02 宮城県
障害者による書道・写真全国コンテ
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。
令和4年12月2日（金）～
12月16日（木）　8:30～17:15

宮城県庁２階回廊 ○

宮城県
保健福祉部障害福祉課地域生活支
援班
TEL:022-211-2541
FAX:022-211-2597

03 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、紹介・
販売する。

令和４年１２月７日（火）～１２月９日
（木）
１０：３０～１４：００

宮城県庁１階ロビー ○

宮城県
保健福祉部障害福祉課地域生活支
援班
TEL:022-211-2541
FAX:022-211-2597

04 石巻市 障害者週間の周知 　市報１２月号に障害者週間、ヘルプマークについて掲載する。 令和５年１２月

石巻市
保健福祉部障害福祉課
TEL0225-95-1111
FAX0225-22-6610

05
石巻市女川町自立支援
協議会

障害者週間
"Shitte&Katte″障害者施設製品販
売会

　障害者施設で製作した製品の販売及び事業所の紹介等を行う。
令和４年１２月２日（金）～４日（日）
（予定）

イトーヨーカドー石巻あけぼの
店

○

石巻市
保健福祉部障害福祉課
TEL0225-95-1111
FAX0225-22-6610

令和４年度　「障害者週間」関連行事（予定）【都道府県・指定都市（管下の市区町村含む） 主催行事】
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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
福祉サークルI(あい)♥愛
(あい)

きらりｐｈｏｔｏスケッチ 　障害児者当事者の日々の暮らしや活活動の様子がわかる写真や絵等を展示する。 令和４年１２月２日（金）～１６日（金） 石巻市役所庁舎１階 ○

石巻市
保健福祉部障害福祉課
TEL0225-95-1111
FAX0225-22-6610

07 塩竈市 広報１２月号 　広報誌等を活用した啓発活動を行う。 広報１２月号

塩竈市
福祉子ども未来部生活福祉課障が
い者支援係
TEL:022-364-1131
FAX:022-366-7167

08 気仙沼市 障害者週間の啓発活動 　広報誌や市政情報番組等を活用した啓発活動を行う。
広報けせんぬま１２月号
11/27（日）～12/3（土）

気仙沼市
保健福祉部社会福祉課
TEL:0226-22-6600（内線438・439）
FAX:0226-22-1141

09 気仙沼市 街頭啓発活動
　市内の商業施設や観光施設等において、障害者福祉への関心と理解促進を図るリーフ
レット等の配布を行う。

12/3（土）～12/9（金） 市内商業施設や観光施設等

気仙沼市
保健福祉部社会福祉課
TEL0226-22-6600（内線438・439）
FAX0226-22-1141

10
宮城県視覚障害者情報
センター（協力：白石市）

白石市視覚障害者情報交流会

　視覚に障害のある人や見えにくい方とその家族などを対象とした交流会を実施する。
　①演奏会
　②懇談会
　③福祉用具紹介

令和4年11月12日（土）
13：00～15：30

白石市健康センター ○

白石市
宮城県視覚障害者情報センター
白石市
TEL:情報センター
022-234-4047
白石市
0224-22-1400
FAX:情報センター
022-219-1642
白石市
0224-26-2699
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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
白石市福祉まつり実行
委員会（共催：白石市）

白石市福祉まつり2022

　①ステージ発表
　②ニュースポーツ体験
　③展示・販売
　④福祉のお仕事説明会コーナー

令和4年11月5日（土）
8：30～16：00
令和4年11月6日（日）
9：00～16：00

白石市文化体育活動センター ○

白石市
白石市福祉まつり実行委員会
TEL:0224-25-9511
FAX:0224-25-9562

12 名取市 障害者週間の啓発活動 　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。 令和4年12月1日発行

名取市
健康福祉部社会福祉課障がい者支
援係
TEL:022-724-7185
FAX:022-384-2101

13
宮城県視覚障害者情報
センター
（協力：角田市）

角田市視覚障害者情報交流会

　視覚に障害のある人や見えにくい方とその家族、障害者支援に関心のある方などを対象
とした交流会。

　①福祉用具及び防災グッズの紹介・体験
　②便利な福祉情報のお知らせ
　③懇談会

２０２２年１０月７日（金）　13：30～
15:30

角田市市民センター ○

宮城県

角田市
宮城県視覚障害者情報センター

市民福祉部社会福祉課
TEL情報センター
022-234-4047

社会福祉課
0224-61-1185
FAX情報センター
022-219-1642

社会福祉課
0224-63-3975

14
宮城県聴覚障害者情報
センター
（協力：角田市）

角田市みみサポサロン

　聴覚に障害のある人や見えにくい方とその家族、障害者支援に関心のある方などを対象
とした交流会。

　①災害時の情報収集方法など、非常時対応の学習
　②交流サロン
　③個別相談

２０２２年７月２０日（水）　13：30～
15:30
（実施済）

角田市市民センター ○

宮城県

角田市
宮城県聴覚障害者情報センター

市民福祉部社会福祉課
TEL情報センター
022-393-5501

社会福祉課
0224-61-1185
FAX情報センター
022-393-5502

社会福祉課
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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

15 角田市 広報・ＨＰ掲載 　広報かくだ（11月号）及び角田市ホームページに「障害者週間」に関する記事を掲載する。
広報　２０２２年１１月１日発行
ＨＰ　１２月１日掲載予定

角田市
市民福祉部社会福祉課
TEL0224-61-1185
FAX0224-63-3975

16 角田市
角田市図書館　障害福祉ミニコー
ナー設置

　角田市図書館蔵書を用い障害福祉に関するミニコーナーを設置し、障害の理解を深め
る。

２０２２年１２月１日～２５日（予定） 角田市図書館 ○

角田市
市民福祉部社会福祉課
TEL0224-61-1185
FAX0224-63-3975

17 多賀城市 「障害者週間」の啓発及び販売 　福祉事業所等の活動紹介及び販売を行う。
１２月障害者週間に合わせて1週間
程度

多賀城市役所正面玄関ロ
ビー等

○

多賀城市
保健福祉部介護・障害福祉課障害
福祉係
TEL:022-368-1141
FAX:022-368-7394

18 多賀城市
「障害者週間」の啓発広報 　障害者週間、障害者差別解消法、ヘルプカード等について、広報誌及び市ホームページ

に掲載
広報１２月号 https://www.city.tagajo.miyagi.jp/

多賀城市
保健福祉部介護・障害福祉課障害
福祉係
TEL:022-368-1141
FAX:022-368-7394

19 多賀城市 インクルーシブスポーツキャラバン 　障害者雇用講演、パラスポーツ体験ブースや福祉施設の製品販売など 12月3日（土）
さんみらい多賀城イベントプラ
ザ（STEP）

○ https://www.city.tagajo.miyagi.jp/

多賀城市
保健福祉部介護・障害福祉課障害
福祉係
TEL:022-368-1141
FAX:022-368-7394
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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

20 岩沼市
精神疾患をお持ちの方を支える家
族のセミナー

　宗教者（お坊さん）を講師に招き傾聴について考えるセミナーである。 令和4年10月13日(木)13:30～15:00 岩沼市総合福祉センター ○

岩沼市
健康福祉部社会福祉課
TEL:0223-23－0509
FAX:0223—24—0406

21 岩沼市 障害理解促進事業 　広報に市民が障害理解を深めるための記事を掲載するものである。 令和4年12月

岩沼市
健康福祉部社会福祉課
TEL:0223-23－0509
FAX:0223—24—0406

22 岩沼市 ネットワーク会議 　市内の障害福祉サービス事業所と地震対策について情報交換や協議を行うものである。 令和4年11月9日(水） 未定 ×

岩沼市
地域支援センターぱれっとさとのもり
TEL:0223—24—1712
FAX:0223—25—4590

23 岩沼市 ヘルプカード、ヘルプマーク周知 　市の公式Instagram等でヘルプカードやヘルプマークの周知をはかるものである。 令和4年12月5日(月）

岩沼市
健康福祉部社会福祉課
TEL:0223-23-0509
FAX:0223—24—0406

24 岩沼市
岩沼市民生委員児童委員協議会へ
の勉強会

　民生委員を対象に、障害について学ぶとともに、地域の障害者見守りネットワークの構築
を推進するものである。

令和5年2月24日(金)10:30～11:30 未定 ×

岩沼市
健康福祉部社会福祉課
TEL:0223-23-0509
FAX:0223—24—0406
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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

25 登米市 障がい者家族セミナー

　障がいや病気のある方の家族を対象に、障がいや病気を正しく理解するためのセミナー
を開催する。
　テーマ：「疲労と心の健康の関係性」
　講師：臨床心理士

令和４年12月22日（木）
10:00～12:00

登米市役所南方庁舎大・中会
議室

○

登米市
福祉事務所生活福祉課障がい福祉
係
TEL0220-58-5552
FAX0220-58-2375

26 登米市 理解・啓発グッズの配布 　理解・啓発を目的としたパンフレットを配布する。 令和４年12月１日～ 市内各総合支所ほか

登米市
福祉事務所生活福祉課障がい福祉
係
TEL0220-58-5552
FAX0220-58-2375

27 大崎市 ヘルプカード・ヘルプマークの周知 　広報紙（12月号）及び市ウェブサイトを活用した啓発活動を行う。 令和4年12月1日発行

大崎市
民生部社会福祉課障がい福祉担当
TEL0229-23-2167
FAX0229-23-2418

28 大崎市 障害者週間の周知 　広報紙（12月号）及び市ウェブサイトを活用した啓発活動を行う。 令和4年12月1日発行

大崎市
民生部社会福祉課障がい福祉担当
TEL0229-23-2167
FAX0229-23-2418

29

宮城県視覚障害者情報
センター

（共催：大崎市）

大崎市視覚障がい者情報交流会

　視覚に障がいがある人とその家族や支援者等を対象とした交流会を開催する。
　内容
　① 講話「レッツ！フレイル予防！～健康にくらすために～」
　② 懇談会
　③ 用具紹介「補装具・日常生活用具・便利グッズの紹介・操作体験」

令和4年12月3日（土）
13：00～15：30

大崎市図書館
研修室２・３

○
宮城県視覚障害者情報センター
TEL022-234-4047
FAX022-219-1642



－7－

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

30 大崎市 バリアフリー映画界

　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。　※挨拶も手話通訳者が
対応を行う。
　内容
　上映「舟を編む」

令和4年12月9日（金）
13：30～15：30

大崎市図書館多目的ホール ○

大崎市
大崎市図書館
TEL0229-22-0002
FAX0229-24-2220

31 富谷市 障害者週間の周知 　障害者週間について広報にて啓発活動を行う 広報12月号 https://www.tomiya-city.miyagi.jp/

富谷市
保健福祉部　地域福祉課
TEL022-358-3294
FAX022-358-9915

32 大河原町 ヘルプカード・ヘルプマークの周知 　広報誌を活用した啓発活動を行う。 広報11月号

大河原町
福祉課障害福祉係
TEL:0224-53-2115
FAX:0224-53-3818

33 大河原町 障害者週間の啓発活動 　広報誌及び当町ホームページを活用した啓発活動を行う。 令和4年12月1日発行

大河原町
福祉課障害福祉係
TEL:0224-53-2115
FAX:0224-53-3818

34
邦助
（後援：柴田町）

邦助展 　柴田町出身・在住の画家、邦助さんの個展。作品の展示を行います。
12/2～12/10
10時～17時

しばたの郷土館1階・集会室1 ○

邦助

TEL090－8613－3450
FAX
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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

35

宮城県聴覚障害者情報
センター（みみサポみや
ぎ）
（協力：柴田町）

難聴者等トータルコミュニケーション
教室

　難聴者や中途失聴者、そのご家族などを対象に、よりよいコミュニケーションを楽しむため
のさまざまな手段を学びます。

12/10（土）10:00～12:00
しばたの郷土館　多目的ホー
ル（図書館の２階）

○
http://www.mimisuppo-
miyagi.org/nan_tc.html

①宮城県聴覚障害者情報センター
（みみサポみやぎ）

②柴田町
②福祉課障害福祉班
TEL

①TEL：０２２－３９３－５５０１

②TEL：0224-55-5010

FAX①FAX：０２２－３９３－５５０２

②FAX：0224-55-4172（代表）

36 柴田町 心のバリアフリーについて学ぼう 　心のバリアフリーについて、講師をお招きし、講演会を行う。
12/13（火）
※時刻等は未定

しばたの郷土館　多目的ホー
ル（図書館の２階）

○

柴田町
福祉課
TEL0224－55－5010
FAX0224－55－4172

37
宮城県視覚障害者情報
センター
（協力：柴田町）

柴田町視覚障がい者情報交流会

　視覚に障がいのある人やその家族、支援者などを対象とした交流会。
　①卓球バレー
　②福祉用具の紹介・操作体験
　③懇談会

12/17（土）13時～15時30分
しばたの郷土館　多目的ホー
ル（図書館の２階）

○

①宮城県視覚障害者情報センター

②柴田町
②福祉課障害福祉班
TEL①TEL：022-234-4047

②TEL：0224-55-5010

FAX②FAX：0224-55-4172（代表）

38 亘理町 　広報誌及び町ホームページに「障害者週間」に関する記事を掲載する。 令和４年１２月1日発行

亘理町
福祉課
TEL0223-34-1114
FAX0223-34-1361

39 松島町 障害者週間の周知 　広報紙を活用した啓発活動を行う。 広報１２月号

松島町
町民福祉課福祉班
TEL022-354-5706
FAX022-353-2041
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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

40 利府町 障害者週間の周知 　広報紙やホームページ、ＳＮＳをを活用し、啓発をする。 令和４年１２月

利府町
保健福祉部地域福祉課
TEL022-767-2148
FAX022-767-2102

41 利府町 障害者理解のための広報・啓発 　商工会に対し、障害者理解のためのチラシ等を配布する。 令和４年１２月

利府町
保健福祉部地域福祉課
TEL022-767-2148
FAX022-767-2102

42 大衡村
広報「おおひら」（１２月号）への記事
の掲載

　広報誌を活用した啓発を行う。 広報１２月号

大衡村
健康福祉課
TEL022-345-0253
FAX022-345-6630

43 美里町 障害者週間の啓発活動 　広報誌(広報みさと12月号)及び当町ホームページを活用した啓発活動を行う。 令和４年１２月１日発行

美里町
健康福祉課障害福祉係
TEL0229-32-2946
FAX0229-32-2942
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