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都道府県・指定都市名 栃木県

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 栃木県
第25回栃木県障害者文化祭～カル
フルとちぎ2022　こころのつどい～

　障害者の社会参加促進と作品展示や製作品販売などを通じた交流により理解促進を図
る。

令和４年11月11日（金）
とちぎ福祉プラザ・
わかくさアリーナ

○

栃木県
保健福祉部障害福祉課
TEL028-623-3490
FAX028-623-3052

02 栃木県
心の輪を広げる障害者理解促進事
業

　①「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間ポスター」入選者の表彰式を行う。
　②「障害者週間ポスター」入選作品の展示を行う。

①令和４年12月４日（日）
②令和４年12月３日（土）～
12月９日（金）

栃木県庁
①とちぎ健康の森　講堂
②15階展望ロビー

○

栃木県
保健福祉部障害福祉課
TEL028-623-3490
FAX028-623-3052

03 栃木県 広報活動 　県庁舎に懸垂幕を掲示する。
令和４年12月３日（土）～
12月９日（金）

栃木県
保健福祉部障害福祉課
TEL028-623-3490
FAX028-623-3052

04 栃木県
栃木県障害者コミュニケーション条
例制定記念シンポジウム開催

　「栃木県障害者コミュニケーション条例制定」を記念して、障害者の多様なコミュニケーショ
ン手段や情報保障のあり方について、県民の理解を促進するため、シンポジウムを開催し
ます。

令和４年12月４日（日） とちぎ健康の森　講堂 ○

栃木県
保健福祉部障害福祉課
TEL028-623-3020
FAX028-623-3052

05 栃木県 第20回栃木こころの絵画・書道展 　精神障害者の社会参画や自立を促進するため、絵画・書道展を開催します。
令和４年11月30日(水)～12月1日
(木)

栃木県総合文化センター第4
ギャラリー

○

栃木県
保健福祉部障害福祉課
TEL028-623-3093
FAX028-623-3052
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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 足利市 障害者週間
　障がい者施設の活動紹介や障がい児者の製作作品を展示するとともに、各施設による販
売会を開催し、障がい者への理解を深める。

令和4年12月5日（月）～12月9日
（金）

足利市役所市民ホール
（予定）

○

足利市
健康福祉部障がい福祉課障がい福祉担当
TEL0284-20-2169
FAX0284-21-5404

07 栃木市 障がい者週間記念講演
　栃木市の地域生活支援拠点として整備されている「くらしだいじネット」を踏まえ、親なき後
の生活において必要となる事柄を考える機会として講演会を開催する。
講師:又村あおい氏（全国手をつなぐ育成会連合会常務理事兼事務局長）

令和4年12月3日(土）
13:00～15:00

栃木市岩舟文化会館
（コスモスホール）

○

栃木市
保健福祉部障がい福祉課障がい支援係
TEL0282-21-2207
FAX0282-21-2682

08 鹿沼市 広報活動
　・本庁舎内のデジタル掲示板や、市で運営するLINEやツイッター等での共生社会のPR等
を実施予定。

R4.12月中 鹿沼市役所 ○

栃木県鹿沼市
保健福祉部障がい福祉課
TEL0289-63-2176
FAX0289-63-2284

09 小山市 おやま福祉まつりinイオン
　　障がい者の自立支援や社会参加の促進として、各作業所が作ったパンや小物を販売す
る。

令和4年10月1日（土）・10月2日（日）
①10/1（土）　10:00～18:00
②10/2（日）　10:00～17:00

イオン小山ショッピングモール ○

小山市
保健福祉部福祉課障がい支援係
TEL:0285-22-9629
FAX:0285-24-2370

10 真岡市 広報活動 　市広報紙に障害者週間等の記事を掲載する。 令和4年12月1日（木）

真岡市
健康福祉部社会福祉課
TEL:0285-83-8129
FAX:0285-83-8554
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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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11 大田原市 障がい者（児）の作品展示会
　大田原市地域自立支援協議会事業所部会と連携し、障がい者（児）が事業所等で制作し
た作品を展示し、障がい者（児）に対する理解促進を行う。

令和４年１２月１日（木）～１２月１６
日（金）
12/1～12/15　8：30～17：15
（土日祝日を除く）
12/16（金）は8：30～正午まで

大田原市役所　２階市民ロ
ビー

○

大田原市
保健福祉部福祉課
TEL:0287-23-8954
FAX:0287-23-1389

12 大田原市
１２月号市広報にて「障がい者福祉」
の特集

　障害者週間のある１２月に市広報１２月号に「障がい者福祉」について特集を行い、障が
い者に対する理解促進を行う。

大田原市広報１２月号掲載

大田原市
保健福祉部福祉課
TEL:0287-23-8954
FAX:0287-23-1389

13 大田原市 福祉ふれあいまつり
　障がい者（児）団体の活動紹介、関連団体の活動紹介及び障がい者（児）の作品を展示
し、障がい者に対する理解促進を行う。

令和４年１２月１０日（土）～１２月１１
日（日）
10：00～15：00

大田原市生涯学習センター
（旧大田原市立図書館）

○

大田原市
保健福祉部福祉課
TEL:0287-23-8921
FAX:0287-23-1389

14 矢板市 障害者週間の広報活動
　市広報紙にヘルプカード、障害者差別解消法及び障害者週間の普及啓発活動の記事を
掲載する。

令和４年11月１日（月）

矢板市
健康福祉部社会福祉課障がい福祉担当
TEL0287-43-1116
FAX0287-43-5404

15 矢板市 障害者週間の普及啓発活動
　市が管理する施設（場所未定）にて市内の障害者就労支援施設で作成したグッズや障害
者関連のパンフレットの配布、障害者施設の紹介や利用者の作品を展示し、障害者の方々
の理解促進、普及啓発を図る。

令和4年12月３日（土）～
12月9日（金）

未定 ○

矢板市
健康福祉部社会福祉課障がい福祉担当
TEL0287-43-1116
FAX0287-43-5404
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WEB情報 問合せ先

16 さくら市 広報活動 　市広報誌に障害者週間等の記事を掲載する。 令和4年12月１日

さくら市
健康福祉部
福祉課　障がい福祉係
TEL028-681-1161
FAX028-682-1305

17 下野市
市内障がい者施設等による庁舎内
販売会及び作品展示会

　市庁舎内とスーパーにおいて、市内障がい者就労支援施設等が製作する商品の販売会
の開催および、市内特別支援学校等の生徒の手工芸品の展示会を開催する。

令和4年12月3日（土）～
12月9日（金）

市庁舎内
下野市ヨークベニマル石橋店

○

下野市
健康福祉部社会福祉課
TEL0285-32-8900
FAX0285-32-8601

18 上三川町 啓発物掲示
　上三川町地域自立支援協議会が、障害者福祉について関心と理解を深めるための啓発
ポスターや、町内障害者団体の活動内容資料等を掲示する。

令和４年12月３日（土）～
12月９日（金）

上三川町役場町民ホール

上三川町
健康福祉課
TEL:0285-56-9128
FAX:0285-56-6868

19 塩谷町 広報活動 　町広報誌に障害者週間等の記事を掲載する。 令和4年12月9日

塩谷町
保健福祉課
TEL0287-45-1119
FAX0287-41-1014

20 高根沢町 啓発活動 　障害者差別解消法に関するのぼり旗を設置する。
令和４年12月１日（木）～12月９日
（金）

高根沢町役場
宝石台地区

高根沢町
健康福祉課障害者係
TEL:028-675-8105
FAX:028-675-8988
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21 那珂川町 障害者週間の啓発活動 　ホームページや広報誌を利用し啓発活動を行う。
2022年12月3日（土）～2022年12月9
日（金）

那珂川町
健康福祉課社会福祉係
TEL:0287-92-1119
FAX:0287-92-1164
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