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都道府県・指定都市名 茨城県

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

茨城県
茨城県教育委員会
茨城県障害スポーツ・
文化協会
茨城県特別支援教育推
進連盟

ナイスハートふれあいフェスティバル
2022

　障害児者による音楽・ダンス等を発表する文化活動及び障害児者の制作した作品等の展
示並びに障害児者施設で作成した作品販売を行う。

・美術展
令和4年12月1日（木）～
12月5日（月）
9:30～16:30
ただし、12月5日（月）は12:00まで

ザ・ヒロサワ・シティ会館 ○
http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfuk
ushi/shofuku/kikaku/shofuku/8.htm
l

茨城県
福祉部障害福祉課
TEL:029-301-3375
FAX:029-301-3378

02 土浦市 広報活動 　障害者週間に関する記事を広報紙とSNS等に掲載する。 令和４年１２月

土浦市
保健福祉部障害福祉課
TEL:029-826-1111
FAX:029-826-7118

03

古河市・古河市社会福
祉協議会、Kogaインク
ルーシブフェスティバル
2022実行委員会

Kogaインクルーシブフェスティバル
2022

　市民が障がいに対する理解を深めるとともに、障がいのある人があらゆる分野で積極的
に参加する意欲を高め、“障がいのある人もない人もともに心豊かに安心して暮らせるまち”
を目指して実施する。
【内容(予定）】
　・コンサート(出演予定：「アルケミスト」)、成年後見制度の講演(録画放映)
　・障害福祉サービス事業所や特別支援学校による自主製品の販売
　・障がいのある方の作品コンクール：優秀作品の表彰、展示
　・障害者週間ポスターコンクール(市内小中学生から募集)：優秀作品の表彰、展示

令和4年12月3日(土)
9:30～15:00

古河市総和福祉センター「健
康の駅」

○

古河市
福祉部障がい福祉課
TEL:0280-92-4919
FAX:0280-92-5594

04 古河市 広報活動 　障害者週間にあわせ、広報古河12月号で障がい福祉に関する特集(6p）を組む。 令和4年12月1日発行

古河市
福祉部障がい福祉課
TEL:0280-92-4919
FAX:0280-92-5594

05 石岡市 障がい者美術作品展 　市内障害者支援施設、市内特別支援学校で制作した作品の展示を行う。

①令和４年12月９日（金）～
12月16日(金）
②令和４年12月20日（火）～
12月27日(火）

①八郷総合支所市民ラウンジ
②石岡市役所本庁舎メロディ
アスホール

○

石岡市
保健福祉部社会福祉課
TEL:0299-23-1111
FAX:0299-27-5835

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 結城市 障害福祉関係事業所の普及啓発

　市内障害福祉関係事業所のサービス内容を 、市役所入口のホワイエに掲示する。障害
福祉関係の事業所がどのような活動を行っているのか、どのようなサービスがあるのかを
紹介していくことで、障害があっても、様々なサービスを利用しながら、地域で生活していくこ
とができるイメージを持ってもらえるよう、啓発を実施する。

令和４年11月21日～11月30日
市役所開庁時間

結城市役所　ホワイエ ○

結城市
保健福祉部社会福祉課
TEL:0296-34-0438
FAX:0296-33-6628

07 結城市 障害福祉に関する相談会
　障害に関する相談会を開催し、市民や支援者が気軽に相談できる場を開催する。引きこ
もり相談支援センターやハローワーク等の協力機関と協働して実施する。

令和４年12月 未定 ○

結城市
保健福祉部社会福祉課
TEL:0296-34-0438
FAX:0296-33-6628

08 常総市 広報活動 　広報誌11月号に障害者週間に関する記事を掲載する。 令和4年11月24日発行

常総市
福祉部社会福祉課
TEL:0297-23-2111
FAX:0297-23-2450

09 笠間市 ふれあい作品展
　障害を克服し創作活動を通して自立に励んでいる方の作品を展示することで、能力の向
上と生きがいを高めるとともに、障害者福祉について市民の理解を深める。

令和５年１月１３日（金）～１月２２日
（日）

市民センターいわま １階市民
ホール

○

笠間市
保健福祉部岩間支所福祉課
TEL:0296-77-1101
FAX:0299-45-2980

10 つくば市
つくば市内障害者就労施設等による
物品販売

　障害者週間（12月３日～12月９日）に市内の障害者就労施設等による物品販売を実施す
る。障害福祉を知ってもらう事と障害福祉施設で作っている製品の販路を確保することで、
工賃アップと就労の支援につなげていくことが目的である。

令和４年12月５日（月）～12月７日
（水）

つくば市役所内 ○ https://www.city.tsukuba.lg.jp/

つくば市
福祉部障害者地域支援室
TEL:029-883-1111
FAX:029-868-7544
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11 守谷市 障がい者団体等の展示
　障がい団体・障がい福祉サービス事業所による活動紹介等を行い、障がいに対する理解
を深める。

令和4年12月2日（金）～12月11日
（日）
※予定／変更の可能性あり

守谷市イオンタウン守谷
※予定／変更の可能性あり

○

守谷市
守谷市健幸福祉部社会福祉課
TEL:0297-45-1111
FAX:0297-45-6257

12 常陸大宮市 広報活動 　広報11月号に障害者週間に関する記事を掲載する。 令和4年11月25日号

常陸大宮市
保健福祉部社会福祉課
TEL:0295-52-1111
FAX:0295-54-0024

13 行方市 広報活動 　市報１２月号に障害者週間に関する記事を掲載し、障がいに対する理解を深める。 令和４年１２月

行方市
市民福祉部社会福祉課
TEL:0299-55-0111
FAX:0299-36-2610

14 つくばみらい市 障害者週間のHP掲載 　市ホームページで障害者週間に関する周知を行う。
令和4年12月3日（土）～12月9日
（金）

http://www.city.tsukubamirai.lg.jp

つくばみらい市
保健福祉部社会福祉課
TEL:0297-58-2111
FAX:0297-58-5811

15 城里町 広報活動 　町ホームページ等に障害者週間に関する記事を掲載する。
令和４年12月３日（土）～
令和４年12月９日（金）

城里町
福祉こども課
TEL:029-353-7265
FAX:029-288-6819
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16 阿見町 障害者による作品展 　町障害者団体及び町内障害福祉事業所等の事業内容の紹介、作品の展示を行う。
令和4年12月3日（土）～
12月9日（金）

阿見町中央公民館

阿見町
保健福祉部社会福祉課
TEL:029-888-1111
FAX:029-887-9560

17 阿見町 広報活動
　広報誌11月号に障害者週間に関する記事（相談窓口、障害者による作品展、町の障害者
団体等の紹介）を掲載する。

https://www.town.ami.lg.jp/0000010
050.html

阿見町
保健福祉部社会福祉課
TEL:029-888-1111
FAX:029-887-9560

18 利根町 障がい者等による作品展
　障がい者、障がい者の家族、障がい者の支援者による手芸、工芸、写真、書道、絵画、詩
歌、作文などの作品の展示を行う。

令和4年12月3日（土）～
令和4年12月9日（金）
8：30～17：15

利根町役場イベントホール ○

利根町
福祉課
TEL:0297-68-2211
FAX:0297-68-6910

19 日立市 障害者作品展 　障害者が作成した製品を展示する。 令和4年12月３日～12月９日 日立市役所内 ○ shogai@city.hitachi.lg.jp

日立市
保健福祉部障害福祉課
TEL:0294-22-3111
FAX:0294-22-3011

20 日立市 障害者週間啓発広報活動

　市民の障害者に対する理解と認識を深めることを目的に、啓発活動を行う。
【内容】
　・来庁者へ啓発リーフレット、市内の障害者就労支援施設で製作した自主製品を啓発グッ
ズとして配布する。
　・懸垂幕の設置
　・市内を走る路線バスでの広告掲示
　・市報、市ホームページでの障害者週間の周知

令和4年12月３日～12月９日 ○ shogai@city.hitachi.lg.jp

日立市
保健福祉部障害福祉課
TEL:0294-22-3111
FAX:0294-22-3011
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