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都道府県・指定都市名 福島県

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 福島県
第６回福島県障がい者芸術作品展
「きになる⇆ひょうげん２０２２」

　障がいのある方が制作した作品の展示、障がい者芸術活動の推進に向けて連携している
山形県及び新潟県の作品展示、トークイベントを行う。

令和４年11月１９日（土）～
令和５年1月１５日（日）
10:00～18:00

はじまりの美術館 ○
https://www.pref.fukushima.lg.jp/se
c/21035c/

福島県
保健福祉部　障がい福祉課
TEL:024-521-7170
FAX:024-521-7929

02 福島市 第48回福島市福祉作品展
　共に生きる社会・自立した生活並びに 社会参加を推進するため、障がい者や高齢者の制
作 した作品の展示を行う。

令和4年12月2日（金）～12月4日
（日）午前10時から午後4時まで
（12/4のみ午後3時まで）

福島市アクティブシニアセン
ター・アオウゼ

○
https://www.city.fukushima.fukushi
ma.jp/kenko/fukushi/sakuhinten_tsu
doi/index.html

福島市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:024-525-3748
FAX:024-533-5263

03 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。

令和4年12月3日（土）～
12月4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
TEL:024-924-2381
FAX:024-933-2290

04 いわき市 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を行う。
障がい者団体・事業所・支援学校等の紹介を行う。

令和４年１２月２日（金）
～
令和４年１２月９日（金）

鹿島ショッピングセンターエブ
リア　２階　東催事場

○

いわき市
保健福祉部障がい福祉課
TEL:0246-22-7456
FAX:0246-22-3183

05 白河市 障がいに対する理解促進・啓発事業
　①障害者週間及び障害者差別解消法に関する情報を市ホームページの注目情報に掲載
し、住民、事業者に対する障がい理解を促進する。
　②また、障害者週間に合わせ、市広報紙（12月号）に同様の記事を掲載する。

①令和4年11月1日
②令和4年12月1日号

http://www.city.shirakawa.fukushim
a.jp

白河市
保健福祉部　社会福祉課　障がい
福祉係
TEL:0248-22-1111
FAX:0248-23-1255

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 喜多方市 啓発ポスターの掲示
　障がい者が地域で安心して暮らし続けることを目的に、障がい者や障がいの特性につい
て正しい理解を深めるための啓発ポスターを掲示する。（市内中学校７校、高等学校３校、
職業訓練校１校に掲示を依頼）

令和４年１１月２５日（金）～１２月９
日（金）

喜多方市
保健福祉部社会福祉課
TEL:0241-24-5276
FAX:0241-24-5286

07 喜多方市
市内障害福祉サービス事業所及び
障がい者団体等活動内容の周知

　　市内障害福祉サービス事業所及び障がい者団体等の活動内容等を紹介する展示物の
掲示や、活動を通して製作した作品等を展示することで障がいに対する理解促進に寄与す
る。

令和４年12月２日（金）～23日（金）
喜多方市役所
市民ホール

○

喜多方市
保健福祉部社会福祉課
TEL:0241-24-5276
FAX:0241-24-5286

08 相馬市 障害に対する理解促進・啓発事業
　障害者週間に合わせて、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日発行
https://www.city.soma.fukushima.jp
/shiseijoho/kohokocho/kohosoma/i
ndex.html

相馬市
保健福祉部健康福祉課
TEL:0244-37-2109
FAX:0244-37-2162

09 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。 令和４年12月１日(木)発行

二本松市
保健福祉部　福祉課　障がい福祉
係
TEL:0243-55-5113
FAX:0243-22-1547

10 二本松市 障がいに関する啓発展示
　当事者と支援団体が共同で制作したモザイクアートや、当事者の絵画等作品展示を行う
とともに、障がいに関する資料の掲示を行い、一般市民への障がいについての啓発を行
う。

令和４年12月１日(木)～１２月２７日
(火)
平日　8：30～17：15

二本松市役所
１階市民ホール

○ https://www.city.nihonmatsu.lg.jp

二本松市
保健福祉部　福祉課　障がい福祉
係
TEL:0243-55-5113
FAX:0243-22-1547
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（開催時刻）
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11 田村市 障害者週間の啓発活動
　たむら市政だより（広報誌）を活用し「障害者週間」の周知及び障害に対する理解促進と
情報の提供を行う。

令和4年11月号
（令和4年11月１日（月）発行）

https://www.city.tamura.lg.jp
https://m.facebook.com/tamura.city

田村市
保健福祉部社会福祉課
TEL:0247-81-2273
FAX:0247-82-4555

12 田村市 パネル展示・作品展示
　田村市内の障害福祉サービス事業所の活動の様子や事業内容をパネル展示する。また
障害福祉サービス事業所の利用者の作品を展示する。

令和4年12月1日（金）～
12月15日（木）

田村市役所　ギャラリー ○ https://m.facebook.com/tamura.city

田村市
保健福祉部社会福祉課
TEL:0247-81-2273
FAX:0247-82-4555

13 南相馬市 障害に対する理解促進・啓発事業 　障害者週間に合わせ、市広報誌に障害理解に関する記事を掲載し、住民理解を図る。 広報みなみそうま12月1日号
https://www.city.minamisoma.lg.jp/p
ortal/

南相馬市
健康福祉部　社会福祉課　障がい
福祉係
TEL:0244-24-5241
FAX:0244-24-5740

14 国見町 障がい者サロン 　障がい者・家族と障がい者サポーターの交流会
令和４年12月10日（土）　１０：００～
１１：００

国見町観月台文化センター

国見町
福祉課
TEL:024-585-2793
FAX:024-585-2181

15 川俣町 障害に対する理解促進・啓発事業 　障害者週間に併せ、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。
令和４年12月３日（土）～１２月９日
（金）

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

川俣町
保健福祉課
TEL:024-566-2111
FAX:024-566-2438
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16 南会津町 障がい者作品展 　障がい者や高齢者が創作した作品の展示を行う。

令和4年11月2日（水）～11月4日
（金）
①11/2（水）　13：00～17：00
②11/3（木）　9：00～17：00
③11/4（金）　9：00～15：00

田島体育館 ×

南会津町
健康福祉課　社会福祉係
TEL:0241-62-6170
FAX:0241-62-6106

17 猪苗代町 障害者週間の周知活動
　広報誌（広報猪苗代）により、障害者週間の周知を行い、障がいに対する理解促進を図
る。

広報猪苗代１１月号に掲載

猪苗代町
保健福祉課　社会福祉係
TEL:0242-62-2115
FAX:0242-62-2123

18 会津美里町 障害者週間の啓発活動
　12月の障害者週間（12月3日～12月9日）に、町内障がい福祉事業所での活動写真や、利
用者の作成物を展示する。ほか、手話教室を開催し、障がいの理解の促進・啓発を図る。

令和４年12月3日～12月9日
会津美里町複合文化施設じ
げんプラザ

○
https://www.town.aizumisato.fukush
ima.jp/

会津美里町
健康ふくし課　障がい福祉係
TEL:0242-55-1145
FAX:0242-55-1189

19 矢吹町 理解促進研修・啓発事業 　障害者週間に合わせ、町広報誌に障害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日発行

矢吹町
保健福祉課
TEL:0248-44-2300
FAX:0248-42-2138

20
石川地方地域自立支援
協議会（事務局：玉川
村）

障がい者理解促進研修・啓発事業
映画上映会

　障害のある方とその家族の生活を描写した映画を上映し、地域住民に対する障がい者へ
の理解促進を図る。

令和5年1月21日（土）
13：30～15：00

たまかわ文化体育館 ○

玉川村
健康福祉課社会福祉係
TEL:0247-57-4623
FAX:0247-37-1912
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