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都道府県・指定都市名 横浜市

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 横浜市
チャレンジドweekフェス in
Yokohama 2022

　①「障害者週間のポスター」入賞者などへの表彰式や障害のある人によるコンサート、補
助犬によるデモンストレーション、デフリンピック選手の講演会､障害者施設の製品販売、
ボッチャ体験、点字体験を実施する。
　②障害のある人による芸術作品や障害児者×アーティストによる巨大壁画アートを展示
する。

①令和４年12月３日（土）　11：00～
16：00
②令和４年12月１日（木）～12月９日
（金）　9：00～17：00

横浜市役所 ○

https://www.city.yokohama.lg.jp/kur
ashi/fukushi-
kaigo/fukushi/kenkofukushi-
joho/challengedweek.html

横浜市
健康福祉局障害施策推進課
TEL:045-671-4133
FAX:045-671-3566

02 横浜市
障害者差別解消のための普及啓発
動画の放映

　横浜市営地下鉄及び横浜市営バスの車内において、障害者差別解消のための普及啓発
動画を放映する。

市営地下鉄：令和４年12月５日～18
日
市営バス：令和４年12月１日～31日

横浜市内 ○

横浜市
健康福祉局障害施策推進課
TEL:045-671-4639
FAX:045-473-7134

03
横浜市障害者社会参加
推進センター
（横浜市委託事業）

「創ろうみんなで共に生きる社会を」
レ・フレールピアノ 連弾コンサート

　レ・フレールによるピアノ 連弾コンサートを実施する。
令和４年12月４日（日）
14：00～16：00
※開場13：00

横浜ラポール　ラポールシア
ター

○

※公開日：10月７日
http://www.hamashinren.or.jp/suishi
ncenter/2022障害者週間啓発事業
-2/9002

横浜市
健康福祉局障害自立支援課
TEL:045-671-3602
FAX:045-671-3566

04

社会福祉法人横浜市リ
ハビリテーション事業団
(障害者スポーツ文化セ
ンター横浜ラポール）

横浜ラポール芸術市場
　障害のある方の自己表現や社会参加の可能性を広げるとともに、多くの方々との「障害
の有無を超えた交流」を目指し、舞台発表は美術展を実施する。

令和4年10月17日（月）～12月18日
（日）
ラポール美術展　10月17日～10月
23日
舞台発表　11月12日（日）・11月23
日（水/祝）・11月27日（日）・12月3日
（土）・12月18日（日）

美術展：横浜ラポール　ラポー
ルボックスほか
舞台発表：横浜ラポール　ラ
ポールシアター

○

横浜市
健康福祉局障害自立支援課
TEL:045-671-3602
FAX:045-671-3566

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

05

社会福祉法人横浜市リ
ハビリテーション事業団
(障害者スポーツ文化セ
ンターラポール上大岡）

2022障害者週間記念イベント
「辰己雅章と仲間のきり絵」展

　きり絵作家の辰己雅章さんとその生徒の皆さんの作品の展示
令和4年12月1日（木）～9日（金）
10:00～16:00
※12/6(火)は休館

ラポール上大岡８階
○

横浜市
健康福祉局障害自立支援課
TEL:045-671-3602
FAX:045-671-3566

06 横浜市
私は街のパン屋さん　障害者週間
フェア

　障害者の社会参加の場の提供、普及啓発及び販売力の向上等を図ることを目的とし、横
浜市内の障害者施設が製作したパンの販売を横浜市庁舎内で行う。通常は、毎週祝日を
除く水・金の12：00～13：00に販売を行っており、障害者週間中には各障害者施設が考案し
た新作パンを販売する予定である。

①令和４年12月２日（金）　12:00～
13：00
②令和４年12月７日（水）　12:00～
13:00
③令和４年12月９日（金）　12:00～
13：00
（完売次第終了）

横浜市庁舎内２階多目的ス
ペース

○

https://www.city.yokohama.lg.jp/kur
ashi/fukushi-
kaigo/fukushi/kenkofukushi-
joho/topic/pannittei.html

神奈川県横浜市
健康福祉局障害自立支援課
TEL:045-671-3992
FAX:045-671-3566

07 横浜市鶴見区 障害者週間キャンペーン
　障害者施設の自主製品の販売、区内作業所等障害者施設の紹介パネルの展示等を行
う。

令和4年12月5日(月)～
12月9日(金)　10:00～14:00

鶴見区役所１階区民ホール ○

横浜市鶴見区
高齢・障害支援課障害者支援担当
TEL:045-510-1847
FAX:045-510-1897

08 横浜市神奈川区
広報よこはま12月号区版特集記事
の掲載

　障害についての理解を深めるため、障害に関するマークや点字ブロックを紹介すると共
に、当事者インタビュー等を掲載する。

令和４年12月１日（水）～
各世帯に配布

横浜市神奈川区
高齢・障害支援課障害者支援担当
TEL:045-411-7114
FAX:045-324-3702

09 横浜市西区 西区ふれあい作品展
　西区内の福祉作業所、障害関係事業所を利用していいる方や、個別支援級に通う中学
生が日々の活動の中で制作した作品や製品を展示、販売する。

令和4年12月6日（火）～8日（木）
10時～16時（区役所）
12月10日（土）～18日（日）（caféア
ニミ）
※13日・14日は休み

西区役所
caféアニミ（地域活動支援セン
ター）

○

横浜市西区
高齢・障害支援課
TEL:045-320-8417
FAX:045-290-3422
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主催 行事・取組 名称 内　　　　　　　容
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

10 横浜市西区
広報よこはま12月号区版特集記事
の掲載

　12月の「障害者週間」の期間に合わせ、区内の「支えあい」の活動や、当事者が活躍して
いる事例を紹介し、一般区民の障害福祉について普及啓発を図る。その他、障害者に関係
するマークや配慮行動を紹介し、区民の意識や行動の変化を促す内容である。

令和４年12月～各世帯に配布

横浜市西区
高齢・障害支援課
TEL:045-320-8417
FAX:045-290-3422

11
横浜市南区地域自立支
援協議会

講演会
障害のある子の「親なきあと」
～「親あるあいだ」の準備～

　行政書士・社会保険労務士で知的障害者の親でもある講師による、福祉サービス・住ま
い・年金・成年後見制度など、将来に向けた準備に関する講演

令和４年12月６日（火）　13:00～
15:00

横浜市南公会堂 ○
https://www.city.yokohama.lg.jp/min
ami/kurashi/fukushi_kaigo/fukushi/
torikumi/syogai/syogai.html

横浜市南区
高齢・障害支援課
TEL:045-341-1141
FAX:045-341-1144

12
横浜市南区地域自立支
援協議会

障害者作品展示会 　障害理解を目的として、区内にある障害作業所の自主製品等の展示会を行う。
令和４年12月６日（火）　9:00～16:00
令和４年12月７日（水）　9:00～16:00

横浜市南区役所 ○

横浜市南区
高齢・障害支援課
TEL:045-341-1141
FAX:045-341-1144

13 横浜市南区
広報よこはま12月号区版特集記事
の掲載

　障害理解を目的として、地域で暮らす障害者の日常生活について掲載する。
令和４年12月１日（木）～
各世帯に配布

横浜市南区
高齢・障害支援課
TEL:045-341-1141
FAX:045-341-1144

14 横浜市南区
普及啓発ポスター掲出及び動画放
映

　障害者週間の啓発を目的として、路線バスでの動画放映及び公共交通機関等へのポス
ター掲出を行う。

令和４年12月１日（木）～
令和４年12月31日（土）

市内公共交通機関（バス）
南区内各所

横浜市南区
高齢・障害支援課
TEL:045-341-1141
FAX:045-341-1144
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（開催時刻）
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の可否

WEB情報 問合せ先

15 横浜市港南区 こうなん来夢出張販売
　障害者施設の自主製品の販売会を、区役所内区民ホールで開催する。また、区内イベン
トや商業施設において、出張販売を行う。

①令和４年４月１日（金）～
令和５年３月31日（金）
　土・日祝日を除く平日開庁日
　販売時間11：00～14：00
※都合により中止及び時間変更とな
る可能性あり。
②令和４年10月３日（月）～
令和４年10月４日（火）
　販売時間11：00～14：00
（港南台イロドリフェスタ内）

①港南区役所1階区民ホール
②港南台バーズ1階

○

横浜市港南区

高齢・障害支援課障害者支援担当
TEL:TEL：045-847-8459
FAX:FAX：045-845-9809

16 横浜市港南区 こうなんひまわりアート展
　障害児・者による絵画、刺しゅう、工芸品などの作品展。区内事業所や特別支援学校ごと
に展示。

令和４年１月30日（月）～
令和５年３月15日（水）（予定)
　土・日祝日を除く平日開庁日
　販売時間８：45～17：00

港南区役所1階区民ホール
○

横浜市港南区

高齢・障害支援課障害者支援担当
TEL:TEL：045-847-8459
FAX:FAX：045-845-9809

17 横浜市旭区 旭区地域生活支援フォーラム
　「障害のある人も安心できる街づくり」に関する基調講演とシンポジウム。､地域のあらゆ
る人たちが役割を持ち､支え合い､自分らしく暮らせる旭区に向けて、障害のある人の暮らし
を切り口に､地域コミュニティーのあり方を一緒に考える。

令和4年12月10日（土）
13：00～15：30

web開催 ○

横浜市旭区
高齢・障害支援課
TEL:045-954-6193
FAX:045-955-2675

18 横浜市旭区 旭区精神保健福祉セミナー 　精神障害に関する理解促進に関する講演と当事者による発表を行う。 令和5年1月 web開催 ○

横浜市旭区
高齢・障害支援課
TEL:045-954-6193
FAX:045-955-2675

19 横浜市磯子区
障害者週間パネル展・こすもす
ショップ

　①障害者週間パネル展：区内障害児者施設の活動紹介や利用者の作品を展示
　②こすもすショップ：区内障害関係施設の自主製品販売を実施

令和3年12月2日（金）～12月9日
（金）
①12/2（金）～12/9（金）　終日
②12/7～12/9（金）　10:00～15:00

区役所1階区民ホール ○

横浜市磯子区

高齢・障害支援課
TEL:TEL：０４５－７５０－２４１６
FAX:FAX：０４５－７５０－２５４０
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主催 行事・取組 名称 内　　　　　　　容
開催期間

（開催時刻）
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の可否

WEB情報 問合せ先

20 横浜市金沢区 みんなのギャラリー
　障害児、者が制作した作品（絵画、書道、陶器ほか）を、ウェブ上及び実際の作品（一部）
の展示会を行う。

令和４年11月28日（月）～令和４年
12月９日（金）
①8：45～17：00
②9：00～17：00

①金沢区役所
②金沢区社会福祉協議会
③ウェブ上での展示会

○

横浜市金沢区
高齢・障害支援課
TEL:045-788-7849
FAX:045-786-8872

21 横浜市緑区 障害者週間イベント2022

　①みどりdeポンッ！（障害福祉サービス事業所等を巡るスタンプラリー）
　②みんなもっといっしょにたのしもう！み・ど・り！（放課後デイサービスなど、障害児福祉
サービス事業所の作品展示）
　③みどりハートフルマーケット拡大版（障害福祉サービス事業所自主製品の販売会）

①令和４年11月１日（火）～12月９日
(金）
②③令和４年12月７日（水）～12月９
日（金）
※時間は右記WEB情報掲載のちら
し参照

①横浜市緑区内障害福祉
サービス事業所等
②③横浜市緑区役所

○
https://www.city.yokohama.lg.jp/mid
ori/kurashi/fukushi_kaigo/fukushi/t
orikumi/

横浜市緑区
高齢・障害支援課
TEL:045-930-2433
FAX:045-930-2310

22 横浜市青葉区
ドキュメンタリー映画『普通に死ぬ～
いのちの自立～』上映会&トークイベ
ント

　青葉区地域自立支援協議会主催の普及啓発イベント。過去２年は『普通に生きる』の上
映会と青葉区の取組報告会を開催しましたが、本年度は『普通に死ぬ』の上映会と横浜市
内施設長と映画監督によるトークイベントを開催。（参加費無料）

令和４年11月1日（火）13:50～17:00
（開場13:30）

横浜市青葉区
アートフォーラムあざみ野
（青葉区あざみ野南1-17-3)

○
https://le-pli.jp/facility/aoba-
homestep/

横浜市青葉区
基幹相談支援センター　地域活動
ホーム　すてっぷ
TEL:045-988-0222
FAX:045-985-1588

23 横浜市青葉区
あおばdeツナガル・ツヅケル・ツタエ
ル

　青葉区地域自立支援協議会主催の障害者週間イベント。ドキュメンタリー映画『ぼくは写
真で世界とつながる』の上映会と障害福祉サービス事業所の自主製品販売。（参加費無
料）

令和４年12月７日（水）10:30 ～
16:00
映画上映会は
①午前10:45～、②午後13:00～の２
回（事前予約制）

ピープルワイズカフェ
（横浜市青葉区美しが丘２丁
目23-1）

○
https://le-pli.jp/facility/aoba-
homestep/

横浜市青葉区
基幹相談支援センター　地域活動
ホーム　すてっぷ
TEL:045-988-0222
FAX:045-985-1588

24
横浜市青葉区社会福祉
協議会

山内図書館・青葉区社協当事者団
体部会共催
「映画会・障害に関する本展示」

　図書館等共催で12/3に映画上映会を開催。午前中は「ぼくはうみがみたくなりました」、午
後は「逃げ遅れる人々　東日本大震災と障害者」
12/3～2/9の間に、山内図書館内の「リンゴの棚」を借りて障害に係る本を展示。

令和４年12/3映画上映会
【午前の部：受付開始　10：00、上映
開始10：30
【午後の部】受付開始　13：30、上映
開始14：00
本の展示
12/3～12/9　図書館の開館日、開
館時間

横浜市山内図書館 ○ http://aosha.jp

横浜市青葉区
社会福祉協議会
TEL:045-978-8836
FAX:045-972-7519
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25
横浜市青葉区社会福祉
協議会

区内作業所の食品および雑貨類の
販売（仮）

　１２月か１月に実施予定。内容未定。 未定
市が尾駅
青葉台駅
あざみ野駅（すべて仮）

○ http://aosha.jp

横浜市青葉区
社会福祉協議会
TEL:045-978-8836
FAX:045-972-7519

26 横浜市都筑区 障害者施設紹介のパネル展示 　区内障害者施設の活動内容を紹介するパネル展示を行う。
令和４年12月２日（金）13：00～
12月７日（水）15：00

都筑区役所区民ホール ○

横浜市都筑区
社会福祉協議会
TEL:045-943-4058
FAX:045-943-1863

27 横浜市都筑区
障がいのある子とそのご家族の幸
オーラ写真展

　障害のあるお子さんとそのご家族の写真展を行う。
令和４年12月２日（金）13：00～
12月７日（水）15：00

都筑区役所区民ホール ○

横浜市都筑区
社会福祉協議会
TEL:045-943-4058
FAX:045-943-1863

28 横浜市都筑区 障害のある方と地域住民の作品展
　障害のある方と地域の方が大きな自撮りコーナーを制作。来庁者が自由に撮影できる
コーナーを設ける。

令和４年12月２日（金）13：00～
12月７日（水）15：00

都筑区役所区民ホール ○

横浜市都筑区
社会福祉協議会
TEL:045-943-4058
FAX:045-943-1863

29
横浜市泉区社会福祉協
議会・泉区役所共催・泉
区自立支援協議会協力

第36回泉区福祉の作品展
　区内の障害福祉事業所・小中学校個別支援級、特別養護老人ホーム等の作品を展示。
障害理解啓発のパンフレット配布や区内障害福祉事業所の自主製品販売なども実施。

令和４年12月５日（月）～12月９日
（金）
8:45～17:15（初日は12:00から、最終
日は15時まで）

泉区役所１階区民ホール ○

横浜市泉区
高齢・障害支援課高齢・障害係
TEL:045-800-2430
FAX:045-800-2513
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30
横浜市泉区社会福祉協
議会・泉区役所共催・泉
区自立支援協議会協力

泉ふれあいシールラリー2022
　区内の障害福祉事業所を巡ってシールを集め、賞品としてイベント参加事業所の自主製
品を受け取ることができる「泉ふれあいシールラリー」を開催。

令和4年11月９日（水）～12月９日
（金）

泉区内障害福祉事業所のうち
イベント参加の37事業所

○
https://www.city.yokohama.lg.jp/izu
mi/kurashi/fukushi_kaigo/fukushi/t
orikumi/

横浜市泉区
高齢・障害支援課高齢・障害係
TEL:045-800-2430
FAX:045-800-2513

31

横浜市栄区社会福祉協
議会
当事者団体分科会・障
害者支援分科会

障害者週間キャンペーン
（ポスター掲示による周知）

　ポスター（障害者週間周知、栄区内の当事者団体が作成した絵画作品）掲示による啓発
を実施する。

令和4年10月下旬～12月中旬
区内町内会自治会
区内小・中・高等学校
公共施設等

横浜市栄区
社会福祉協議会

TEL:045-894-8521
FAX:045-892-8974

32

横浜市栄区社会福祉協
議会
当事者団体分科会・障
害者支援分科会

障害者週間キャンペーン
（懸垂幕掲示による周知）

　懸垂幕掲示による啓発（障害者週間周知）を実施する。 令和4年11月初旬～12月末 本郷台駅前コミュニティポール

横浜市栄区
社会福祉協議会

TEL:045-894-8521
FAX:045-892-8974

33

横浜市栄区社会福祉協
議会
当事者団体分科会・障
害者支援分科会

障害者週間キャンペーン
（街頭キャンペーン）

　啓発用（障害者週間周知）のポケットティッシュとチラシの配布を実施する。 令和4年12月6日(火)10：00～12：00
（予備日：12月９日(金)）

本郷台駅前

＊公共施設に啓発グッズを配
架

×

横浜市栄区
社会福祉協議会

TEL:045-894-8521
FAX:045-892-8974

34 横浜市栄区 パラフェスタ💛💛さかえ

　共生社会実現のため、障害者週間に合わせ、障害の有無に関わらず、誰もが参加・体験
できるイベントを、区内関係機関等と協働で開催。（新型コロナ感染症の状況により直前に
中止する場合あり）
①ボッチャ 大会（事前申込み制、申込のあった方のみ参加可）
②オープン・コンサート（事前申込み制、申込のあった方のみ参加可）
③障害福祉事業所をめぐるクイズラリー

①ボッチャ大会　12月３日（土）
9:00～12：00、13:00～16:00
②オープン・コンサート　12月9日
（金）
14：00～15：00
③クイズラリー　障害者週間を含む
時期を予定

①横浜市栄区本郷中学校
②神奈川県立地球市民かな
がわプラザ（あーすぷらざ）
③区内の障害福祉事業所

○
栄区役所ホームページに掲載予定

横浜市栄区
横浜市栄区
高齢・障害支援課高齢障害係
 
TEL:045-894-8539
FAX:045-893-3083
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35 横浜市港北区
広報よこはま12月号区版特集記事
の掲載

　身近な地域で参加できる取り組みの紹介、当事者のインタビュー等を掲載する。
令和３年12月１日（水）～
各世帯に配布

横浜市港北区
高齢・障害支援課障害者支援担当
TEL045-540-2237
FAX045-540-2396

36
横浜市港北区
横浜市港北区社会福祉
協議会

映画「だってしょうがないじゃない」上
映会

　映画「だってしょうがないじゃない」の鑑賞 12月18日（日）10時～（予定） 港北公会堂 ○

横浜市港北区
高齢・障害支援課障害者支援担当
TEL:045-540-2237
FAX:045-540-2396
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