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都道府県・指定都市名 山形県

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 山形県
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展

　県庁ロビーの展示スペース（ジョンダナホール）において、心の輪を広げる体験作文及び
障害者週間ポスターの入賞作品展を実施する。

令和4年12月1日（木）～12月14日
（水）

山形県庁ロビー ○

山形県
健康福祉部障がい福祉課
障害者活躍・賃金向上推進室

TEL:023-630-3303
FAX:023-630-2111

02 山形県 心のバリアフリー推進員養成研修会
　障がいや障がい者に関する正しい知識を身につけ、職場や地域で差別の解消に中心的
な役割を担う心のバリアフリー推進員を養成するための研修会。
　修了者を、心のバリアフリー推進員に認定する。

令和4年11月17日（木）
13:30～16:00

オンライン開催 ○
https://www.pref.yamagata.jp/0900
04/kenfuku/shogai/gyoji/kenshuu/k
okoronobarihuri.html

山形県
健康福祉部障がい福祉課
障害者活躍・賃金向上推進室
TEL:023-630-3303
FAX:023-630-2111

03 山形県 農福連携セミナー
　農業の労働力の確保と障がい者の就労機会の確保の両立を図るため、農福連携の現状
や先進事例等に理解を深めるためのセミナーを開催する。

令和4年11月24日（木）
13：30～16：00

山形県庁1001会議室 ○

山形県
健康福祉部障がい福祉課
障害者活躍・賃金向上推進室
TEL:023-630-3303
FAX:023-630-2111

04 山形県 一歩２（いっぽいっぽ）フェスタ２０２２
　障害者週間に合わせ、最上地域の障がい者福祉事業所の活動紹介（パネル展示）や利
用者の方々の作品展示を行う。

令和4年12月2日（金）～12月9日
（金）

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

05 山形県 「ノウフクランチ」（第２回）
　農福連携への理解促進を図るため、庄内地域の障がい福祉サービス事業所の農福連携
の取組みにより生産された農作物を使用した日替りランチメニューを提供する。

令和4年11月15日（火）～11月17日
（木）
11:00～14:00

庄内総合支庁食堂 ○

山形県
庄内総合支庁
保健福祉環境部地域保健福祉課
地域福祉支援担当
TEL:0235-66-5654
FAX:0235-66-4053

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】



－2－

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 山形県 「ノウフクマルシェ」
　農福連携を始めとする障がい福祉への理解促進を図るため、庄内地域の障がい福祉
サービス事業所製品等（農作物、加工品、布製品等）の販売会を開催する。

令和4年11月15日（火）～11月17日
（木）
11:00～13:00

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
地域福祉支援担当
TEL:0235-66-5654
FAX:0235-66-4053

07 山形市 啓発用懸垂幕掲示
　障害者基本法第９条第２項で定める１２月３日から９日までの障害者週間が含まれる１２
月に、市中央駐車場北東角の広告塔に「障がいを理由とする差別を解消しましょう　山形
市」と記載した懸垂幕を掲示し、広く市民へ啓発する。

令和4年11月28日（月）～12月28日
（水）

市中央駐車場北東角の広告
塔

山形市
福祉推進部障がい福祉課
TEL:023-641-1212
内線397・625
FAX:023-632-7091

08 山形市 市報への特集記事の掲載
　障害者週間を前に、「広報やまがた」１２月１日号に差別の解消の推進等に関する特集記
事（見開き２ページの予定）を掲載し、広く市民への周知啓発を行う。約103,000世帯に配
布。

令和4年12月1日号

山形市
福祉推進部障がい福祉課
TEL:023-641-1212
内線397・625
FAX:023-632-7091

09 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し
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。

令和4年12月5日（月）12:00
～12月9日（金）15:00

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548
FAX:023-632-7091

10 米沢市 米沢市障がい者権利擁護研修会

　障がいについてや、障がいのある人の理解を深め、障がいの有無によって分け隔てられ
ることなく、住み慣れた地域の中で支え合いながら暮らしていくことのできる共生社会の実
現を目指すことを目的に、『自分らしく生きる～１人１人の選択・決定・変化し挑戦する権利
を守るために～』をテーマに、障がいがある方の権利とそれを守る諸制度について講演す
る。

令和4年11月2日（水）
18：00～20:00

米沢市すこやかセンター　大
会議室

○

今後アップ予定
https://www.city.yonezawa.yamagat
a.jp/1321.html
のページに掲載する予定

米沢市
健康福祉部社会福祉課
障がい者支援室
TEL:0238-22-5111
内線3603
FAX:0238-21-1600
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開催期間

（開催時刻）
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一般参加
の可否

WEB情報 問合せ先

11 米沢市 障がい者ニュースポーツ教室
　障がい者スポーツを通して障がい者の機能の回復と体力の維持増強を図り、社会参加の
意欲を高めるとともに、障がいのある方とない方の交流を深めるという障がい者地域交流
事業の目的も兼ねた形での開催とする。

令和4年11月19日（土）
9:30～12:30

米沢市南部コミュニティセン
ター
多目的ホール

○

今後アップ予定。
https://www.city.yonezawa.yamagat
a.jp/1321.html
のページに掲載する予定

米沢市
健康福祉部社会福祉課
障がい者支援室
TEL:0238-22-5111
内線3602
FAX:0238-21-1600

12 米沢市
障がい者芸術作品展
「わたしとあなたの表現～障がいの
ある人と関わる人の作品展」

　平成31年4月より施行された「障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」に基
づき、障がいのある方、障がいのある方を支援する方が、日頃取り組む芸術活動への参加
を通じて、生きがいや自信を創出し、社会参加と自立を促進するとともに、市民に対する障
がいへの理解と啓発の推進を図ることを目的とする

令和5年1月8日（日）～1月15日（日）
10:00～16:00
最終日のみ10:00～15:00

ナセBA
よねざわ市民ギャラリー

○

今後アップ予定
https://www.city.yonezawa.yamagat
a.jp/1321.html
のページに掲載する予定

米沢市
健康福祉部社会福祉課
障がい者支援室
TEL:0238-22-5111
内線3602
FAX:0238-21-1600

13 鶴岡市 つるおか障害者アート展
　障害のある方の芸術創作活動の発表の場を提供することで、障害者芸術活動を支援する
とともに障害者の理解促進を図る。

※開催済み
令和4年9月16日（金）～25日（日）
9：30～16：00

鶴岡アートフォーラム ○
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kenko
/shogaifukushi/shogai-art.html

鶴岡市
健康福祉部福祉課
障害福祉係
TEL:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500

14 酒田市
障がい者就労支援事業所によるバ
ザー

　障がい者就労支援事業所で作っている弁当・菓子・雑貨などを販売することにより、より多
く市民の方に紹介することで、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。

令和4年12月5日（月）～12月9日
（金）
11:00～13:30

酒田市役所
1階フリースペース

〇
http://www.city.sakata.lg.jp

酒田市
健康福祉部福祉企画課
障がい福祉係
TEL:0234-26-5733
FAX:0234-26-5796

15 酒田市 広報による啓発
　酒田市広報で、「障害者週間」及び障がい、障がい者の理解促進のために市民の方に周
知を図るとともに、各種相談窓口等掲載し社会参加の促進につなげる。

令和4年12月1日号広報
http://www.city.sakata.lg.jp

酒田市
健康福祉部福祉企画課
障がい福祉係
TEL:0234-26-5733
FAX:0234-26-5796
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（開催時刻）
開催場所

一般参加
の可否
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16 上山市 市報への掲載等 　市報に障がい者の差別解消に向けた記事を掲載し、周知を図る。 令和4年12月

上山市
福祉課障がい福祉係
TEL:023-672-1111
内線187
FAX:023-672-8522

17 上山市 障がい者施設製品の販売
　差別解消のポスターの掲示、パンフレット等の配布を行い障がいのある方への理解促進
を図る。
（利用者が作成・栽培した、パン、農産物、ワイン、小物等の販売も検討中）

令和4年11月下旬 市役所１階フロア ○

上山市
福祉課障がい福祉係
TEL:023-672-1111
内線187
FAX:023-672-8522

18 村山市 広報誌を通じた啓発運動
　12月1日号の市報で障害者週間及び障害者差別解消月間について周知し、関心と理解を
促す。

村山市
福祉課生活福祉係
TEL:0237-55-2111
FAX:

19 長井市 障がい者施設による物販販売会
　障がい福祉サービス事業所において利用者が作成したパン・お菓子・小物等を販売し、障
害への周知啓発を実施する。

令和4年11月～ 市役所 ◯

長井市
福祉あんしん課生活支援係
TEL:0238-82-8011
FAX:0238-87-3312

20 長井市
長井・飯豊手をつなぐ育成会　定例
懇談会

　知的障がい者とその家族・賛同者の定期交流会を実施する。 令和4年11月～12月 老人福祉センター

長井市
福祉あんしん課生活支援係
TEL:0238-82-8011
FAX:0238-87-3312
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21 天童市 市報を通じた啓発活動
　「市報てんどう」１２月１日号に障害者週間及び差別の解消の推進等に関する記事を掲載
し全戸に配布する。

天童市
健康福祉部社会福祉課
TEL:023-654-1111
FAX:023-654-2482

22 東根市 市報掲載による周知 　市報で障害者週間及び障害者差別解消月間について周知し、関心と理解を促す。 令和4年12月１日号

東根市
健康福祉部福祉課
福祉相談係
TEL:0237-42-1111
FAX:0237-43-5565

23 東根市 展示コーナーの設置
　市役所ロビーに展示コーナーを設置し、障がいや障がいのある方についての周知啓発を
行う。（ポスターやパンフレットの掲示、市内事業所の活動紹介、車いす体験コーナーなどを
設置する。）

令和4年12月2日（金）～12月23日
（金）

東根市役所１階ロビー

東根市
健康福祉部福祉課
福祉相談係
TEL:0237-42-1111
FAX:0237-43-5565

24 尾花沢市 掲示 　市内各施設および小中学校等にポスターの掲示を行う 各施設

尾花沢市

TEL:
FAX:

25 中山町 理解促進のためのポスター等掲示 　町内施設に障がい・障がい者の理解促進のためのポスター及びパンフレットを設置する。
令和4年11月1日（火）～令和5年1月
31日（火）

中山町保健福祉センター

中山町
健康福祉課福祉子育て支援グルー
プ
TEL:023-662-2673
FAX:023-662-2065
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26 大江町 広報紙掲載による周知 　町の広報紙に掲載し、山形県障がい者差別解消強化月間を広く周知する。
令和4年11月10日号又は11月24日
号

大江町
健康福祉課福祉係
TEL:0237-62-2285
FAX:0237-62-4736

27 大江町 ポスター掲示等による啓発 　公共施設等でポスター掲示とポケットティッシュ配布を行い、来庁者への啓発を図る。 令和4年11月～12月 大江町役場

大江町
健康福祉課福祉係
TEL:0237-62-2285
FAX:0237-62-4736

28 大石田町 広報誌へ記事の掲載
　11月25日発行の広報誌に「障害者週間」及び「山形県障がい者差別解消強化月間」及び
障がいへの理解促進に関する記事を掲載する。

令和4年11月25日発行

大石田町
保健福祉課福祉グループ
TEL:0237-35-2111
内線133
FAX:0237-35-2118

29 最上町
障がい者差別解消啓発 ポスター掲
示

　公共施設で障がい者差別解消啓発 ポスターを掲示 令和4年12月3日～12月9日
役場庁舎
町健康センター
地区公民館（３か所）

最上町
健康福祉課地域包括支援室
TEL:0233-43-3117
FAX:0233-43-3115

30 舟形町 菓子・弁当・小物等の物品販売
　舟形町内及び近隣市町村の就労支援施設等による、各施設で作成した菓子・弁当・小物
等の販売を行う。

令和4年12月の平日（週に1．2回）
12：00～13：00

舟形町役場玄関ホール ○

舟形町役場
健康福祉課
TEL:0233-32-0655
FAX:0233-32-2117
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31 高畠町 広報誌を通じた啓発活動
　12月の広報誌で、障害者週間及び障害者差別解消月間について周知し、町民の理解を
促す。

令和4年12月

高畠町
福祉こども課障がい者福祉係
TEL:0238-52-4473
FAX:0238-52-1543

32 庄内町 庄内町SUN☀SUNバザー
　町内の障がい福祉サービス事業所と協力してバザーを開催する。事業所で製作したパン
やお菓子、雑貨等を販売し、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12月中旬
議会の開催日に合わせて実施予定

庄内町役場1階フロア ○

庄内町
保健福祉課福祉係
TEL:0234-42-0146
FAX:0234-42-0894

33 遊佐町
役場ロビーにおける障がい者芸術
作品展示及び障がい者製品の紹
介・販売

　役場ロビーの展示スペースに障がい者の作品・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。

令和4年12月上旬～12月中旬 遊佐町役場ロビー ○

遊佐町
健康福祉課福祉係
TEL:TEL：0234-72-5884
FAX:FAX：0234-72-3317
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