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都道府県・指定都市名 埼玉県

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
埼玉県
（伊奈町と共催）

みんな幸せ・共生社会　県民のつど
い

　・「心の輪を広げる障害者理解促進事業」で募集した作文とポスターの優秀作品の表彰
　・記念講演
　・補助犬デモンストレーション
　・障害者や児童生徒によるステージ発表
　・障害者絵画展
　・特別支援学校・特別支援学級作品展
　・障害者施設等による製品販売　等

令和４年12月４日（日）
10:00～15:40

県民活動総合センター ○

埼玉県
福祉部障害者福祉推進課
TEL:048-830-3310
FAX:048-830-4789

02 埼玉県
第１６回塙保己一賞表彰式・記念コ
ンサート

　郷土の偉人「塙保己一」にちなみ、障害がありながらも不屈の努力を続け顕著な活躍をし
ている方やその支援者等を表彰する。表彰式後、記念コンサートを開催する。
出演：出口雅生氏（作曲家・スティールパン奏者）、Colors
サポート出演：Steelpan Band Pele

令和４年１２月１７日（土）
13:00～15:30

本庄市児玉文化会館
（セルディ）

○
https://www.pref.saitama.lg.jp/a060
4/hanawa/

埼玉県
福祉部障害者福祉推進課
TEL:048-830-3309
FAX:048-830-4789

03 埼玉県
第１１回近藤良平と障害者ダンス
チーム「ハンドルズ」による公演

　人気コンテンポラリーダンスカンパニーコンドルズを主宰する近藤良平氏と埼玉県内の障
害のある方が長期間の練習を重ねたダンスとパフォーマンスなどによる不思議で愉快な公
演を行う。
　出演
　・ハンドルズ
　・近藤良平氏、山本光二郎氏、黒須育海氏（以上、コンドルズ）
　・埼玉県立芸術総合高等学校ダンス部
　・武井誠氏（手話通訳士／手話バンドこころおと代表）

令和４年１２月２４日（土）
14:00開演

埼玉会館大ホール ○

埼玉県
福祉部障害者福祉推進課
TEL:048-830-3310
FAX:048-830-4789

04 埼玉県 彩の国バリアフリーコンサート

　障害者が芸術文化に触れる機会を創出するため、障害のある人もない人も一緒にクオリ
ティの高い音楽を気軽に楽しむことができるコンサートを開催する。
　出演
　・西川　悟平

令和５年２月２５日（土）
14:30開演

埼玉会館小ホール ○

埼玉県
福祉部障害者福祉推進課
TEL:048-830-3310
FAX:048-830-4789

05 熊谷市 障害者作品展
　障害者週間の記念事業として、障害者の創作品（絵画・書道・硬筆・工作・写真・手工芸・
陶芸等）を展示するものである。

令和4年12月6日（火）～12月9日
（金）
①12/6（火）9:00～16:30
②12/8（木）9:00～16:30
③12/9（金）9:00～12:00

熊谷市緑化センター
センターホール

○

熊谷市
福祉部障害福祉課
TEL:048-524-1111（内線287）
FAX:048-524-8790

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 熊谷市 イエローライトアップ
　障害者週間の周知として、イエローリボン（障害のある人々の社会参加を推進していくた
めのシンボルマーク）にちなみ、駅前広場においてイエローライトアップを行うものである。

令和４年１２月２日（金）～１２月９日
（金）

熊谷駅前広場 ○

熊谷市
福祉部障害福祉課
TEL:048-524-1111（内線287）
FAX:048-524-8790

07 川口市
障害者週間記念事業～ハートフェス
タ～

　障害者施設作品展示、自主生産品の展示・販売を行うものである。
令和４年１１月１９日（土）
１２：００～１５：００

川口駅東口公共広場 ○

川口市
福祉部障害福祉課
TEL:048-259-7926
FAX:048-259-7943

08 秩父市 障がい者週間作品展示 　障がい者マーク等の提示と、障がいのある方の作品展示、パンフレット等の展示する。
令和４年１２月１２日（月）　12:00～
１２月１６日（金）15:00

秩父市歴史文化伝承館　交流
フロアー

秩父市
福祉部障がい者福祉課
TEL:0494-27-7331
FAX:0494-27-7336

09 所沢市 障害者作品展 　障害者が制作した作品を個人・団体から募集し、展示を行う。
令和４年１２月２日（金）～１２月９日
（金）

所沢市役所１階市民ホール ○

所沢市
福祉部障害福祉課
TEL:04-2998-9116
FAX:04-2998-1147

10 所沢市 障害者週間記念イベント 　芸術・文化の体験プログラムや、音楽コンサートを行う。 令和４年１２月３日（土） 所沢市こどもと福祉の未来館 ○

所沢市
福祉部障害福祉課
TEL:04-2998-9116
FAX:04-2998-1147
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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

11 飯能市 ふれあいアート展 　市内の障害者（児）や障害者福祉施設・団体のアート作品・活動を紹介する。
令和4年12月2日（金）～12月8日
（木）10:00～19:00

飯能市市民活動センター ○ https://www.city.hanno.lg.jp

飯能市
福祉子ども部障害福祉課
TEL:042-986-5072
FAX:042-986-5074

12 飯能市 障害者週間の啓発広報 　市広報で障害者週間に関する周知を行う。 令和4年12月1日発行予定 https://www.city.hanno.lg.jp

飯能市
福祉子ども部障害福祉課
TEL:042-986-5072
FAX:042-986-5074

13 加須市 障害者相談会
　身体障害者の方、知的障害者の方またはそのご家族を対象に、心配事などの相談に相
談員が対応する。市内４地域で開催する。

令和４年１２月５日（月）～１２月９日
（金）のいずれかの日で2時間を予定

　10:00～12:00　or　13:30～15:30

①加須市大利根総合支所
②加須市北川辺総合支所
③加須市騎西総合支所
④加須市役所

×

加須市
障がい者福祉課
TEL:0480-62-1111内線610
FAX:0480-61-4281

14 本庄市 障害者週間の啓発 　広報紙及び市のホームページに啓発記事を掲載する。 令和４年１２月1日号

本庄市
福祉部障害福祉課
TEL:0495-25-1125
FAX:0495-23-1963

15 東松山市 障害者作品展 　彫刻家高田博厚展２０２２企画展と同時開催で作品を展示する。 令和４年１０月１９日～１１月１０日
市民文化センター２階第５会
議室

東松山市
健康福祉部障害者福祉課
TEL:0493-21-1452
FAX:0493-23-2221
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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

16 東松山市 障害者作品展 　市役所正面ロビーに、作品を展示する。 令和４年１２月２日～２週間程度 東松山市役所正面ロビー

東松山市
健康福祉部障害者福祉課
TEL:0493-21-1452
FAX:0493-23-2221

17 東松山市 合理的配慮に係る啓発活動 　合理的配慮に係る啓発記事をデジタルサイネージにて発信する。
令和４年１２月１日～令和５年１月３
１日

東松山市役所市民ホール

東松山市
健康福祉部障害者福祉課
TEL:0493-21-1452
FAX:0493-23-2221

18 東松山市 合理的配慮に係る啓発活動 　合理的配慮に係る啓発記事をデジタルサイネージにて発信する。
令和４年１２月１日～令和５年１月３
１日

市民活動センター

東松山市
健康福祉部障害者福祉課
TEL:0493-21-1452
FAX:0493-23-2221

19 東松山市 合理的配慮に係る啓発活動 　合理的配慮に係る啓発記事をデジタルサイネージにて発信する。
令和４年１２月１日～令和５年１月３
１日

高坂駅東口駅前広場

東松山市
健康福祉部障害者福祉課
TEL:0493-21-1452
FAX:0493-23-2221

20 春日部市 第８回障がい者作品展 　障がい者・障がい児による絵画、書道、手芸作品等の展示を行う。

令和４年１１月２９日（火）～
１２月４日（日）
9：00～17：00
（初日は13：00～、最終日は16：00ま
で）

春日部市中央公民館ギャラ
リー

○

春日部市
社会教育部中央公民館事業担当

福祉部障がい者支援課障がい者支
援担当
TEL:社会教育部中央公民館事業担
当
TEL：048-752-3080

福祉部障がい者支援課障がい者支
援担当
TEL：048-736-1111
FAX:社会教育部中央公民館事業担
当
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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

21 春日部市 障がい者週間の周知活動
　市広報紙に「障害者週間」を周知する記事を掲載するとともに、市役所窓に標語を掲示
し、啓発活動を行う。

広報紙：１２月号（令和４年１２月１日
発行）
窓掲示期間：令和４年１２月３日
（土）～９日（金）

春日部市役所

春日部市
福祉部障がい者支援課障がい者支
援担当
TEL:048-736-1111
FAX:048-733-0220

22 狭山市 Well-being2022　第1部 　障害児のドキュメンタリー映画「帆花（ほのか）」を上映する。 令和4年12月10日（土） 狭山市市民交流センター ○

狭山市
福祉部障がい者福祉課
TEL:04-2953-1111
FAX:04-2952-0615

23 狭山市 Well-being2022　第2部 　近隣の特別支援学校、市内障害者施設の活動等についてパネル展示にて紹介する。
令和4年12月12日（月）～
12月16日（金）

狭山市役所エントランスホー
ル

狭山市
福祉部障がい者福祉課
TEL:04-2953-1111
FAX:04-2952-0615

24 羽生市 障がい者週間の啓発広報
　市広報で障害者週間に関する周知を行うとともに、障がい福祉サービス、医療費の助成・
各種手当、障がい者用駐車場等について掲載する。

令和４年１１月号

羽生市
市民福祉部社会福祉課
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073

25 鴻巣市 障害者週間の啓発活動 　鴻巣市総合福祉センターに障害者週間周知のための横断幕を掲示する。
令和4年12月2日（金）～12月9日
（金）

鴻巣市総合福祉センター

鴻巣市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:048-541-1537
FAX:048-541-1328
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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

26 深谷市 障害者週間の啓発広報 　広報誌に「障害者週間」を啓発する記事を掲載する。 令和4年12月号

深谷市
深谷市役所福祉健康部障害福祉課
TEL:048-571-1011
FAX:048-574-6667

27 上尾市 障がい者手づくり市 　障害者施設及び関係団体が作成した自主製品の販売を行う。
令和4年11月6日（日）
10:30～15:00

上尾駅自由通路 ○

上尾市
健康福祉部障害福祉課
TEL:048-775-5315
FAX:048-776-8872

28 上尾市 障害者週間の啓発活動 　市HPで障害者週間に関する周知を行う。
令和4年11月1日（火）～令和5年1月
31日（火）

市HP
https://www.city.ageo.lg.jp/page/02
7120100901.html

上尾市
健康福祉部障害福祉課
TEL:048-775-5315
FAX:048-776-8872

29 越谷市
障害者の日記念事業「ふれあいの
日」

　障害者の日記念事業「第42回　ふれあいの日」を実施する。
・第42回（R4）は、開催場所をイオンレイクタウンmoriの３つの広場とし、それぞれの広場で
ステージ発表・販売・作品展示を行った。（ポスター作品展示のみ6/26～29の４日間行った）

令和4年6月26日(日)
6/26～6/29ポスター作品展示

イオンレイクタウンmori
花の広場

○

越谷市
福祉部障害福祉課総務担当
TEL:048-967-5137
FAX:048-963-9171

30 越谷市 こころのアート展
　こころのアート展を実施する。
　・市内事業所及び特別支援学校等に通う障がいのある方が製作した創作物（絵画・工作
等）を展示する。

令和4年11月30日（水）～12月2日
（金）

イオンレイクタウンmori
花の広場

○

越谷市
福祉部障害福祉課総務担当
TEL:048-967-5137
FAX:048-963-9171
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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

31 越谷市 しらこばとマルシェ
　しらこばとマルシェを開催する。
　・市内事業所等による生産品の販売訓練及びブースでの事業紹介

令和4年10月13日（木）～10月14日
（金）

イオンレイクタウンmori
花の広場

○

越谷市
福祉部障害福祉課総務担当
TEL:048-967-5137
FAX:048-963-9171

32 蕨市 障害者週間の周知 　広報１２月号に障害者週間の周知を掲載する。 令和４年１２月

蕨市
健康福祉部福祉総務課
TEL:048-433-7754
FAX:048-444-2949

33 戸田市 障害者週間での作品出展
　市内の障害者支援実施法人に対し、文化芸術作品出展の募集を行う。生涯学習課の人
権写真展と同時開催。

令和4年12月4日（日）～12月9日
（金）

市役所開庁時間内
最終日は午後3時まで

戸田市役所2階正面入口ロ
ビー

○

戸田市
健康福祉部障害福祉課
TEL:048-441-1800
FAX:048-444-5588

34 入間市 障害者週間記念事業 　障害者福祉施設・団体等の広報用展示パネルなどの展示である。

令和4年12月5日（月）～12月9日
（金）
①12月5日（月）　9：00～17：15
②12月6日（火）～12月8日（木）　8：
30～17：15
③12月9日（金）　8：30～15：00

入間市役所庁舎１階　市政展
示コーナー

○

入間市
福祉部障害者支援課障害福祉担当
TEL:04-2964-1111（内線1331・
1333）
FAX:04-2964-3665

35 朝霞市 障害者週間パネル展
　市内公共施設にて、市内障害福祉施設及び団体等の日頃の活動内容をパネルで紹介す
る。

１２月３日（土）～１２月９日（金） 朝霞市立図書館本館 ○
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki
/50/syougaisyasyuukann.html
（11月公開予定）

朝霞市
福祉部障害福祉課
TEL:048-463-1599
FAX:048-463-1025



－8－

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

36 志木市 障がい者理解促進事業
　地域住民に向けて障がいのある方への理解が図られるよう、社会福祉協議会ホームペー
ジを活用して志木市内障がい者施設のチラシやパンフレットを掲載する

令和4年12月公開予定
www.shiki-syakyo.or.jp/ti_tiiki/rikai-
sokushin/

志木市
基幹福祉相談センター
TEL:048-456-6021
FAX:048-471-7092

37 志木市
障がいのある方もみんなで楽しめる
打楽器ワークショップ

　障がいのある方が打楽器を使用して音楽を楽しむワークショップ 令和5年2月25日（土）
志木市総合福祉センター
ホール

○ https://www.city.shiki.lg.jp

志木市
福祉部共生社会推進課
TEL:048-473-1111
FAX:048-474-4384

38 和光市
第１５回チャレンジド団体合同展示
会

　和光市内の障害者団体や障害者施設、特別支援学校や特別支援学級等、多くの障害児
者の方々の作品（絵画・手芸・書道他、障害者の活動を紹介）を展示する事業である。

令和4年12月2日（金）～12月8日
（木）
10：00～16：30（最終日のみ12：00ま
で）

和光市中央公民館　１階ロ
ビー

○

和光市
保健福祉部社会援護課
TEL:048-424-9123
FAX:048-466-1473

39 新座市 障がい者週間の啓発広報 　市広報で障害者週間に関する特集記事を掲載する。 令和４年１２月１日発行予定
https://www.city.niiza.lg.jp/site/r4-
kouhouniiza/

新座市
総合福祉部障がい者福祉課
TEL:048-424-8180
FAX:048-482-7725

40 桶川市 障害者週間の啓発広報 　市広報で障害者週間に関する周知を行う。 令和4年１２月１日（木）発行

桶川市
福祉部障害福祉課
TEL:048-788-4936
FAX:048-786-5882
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41 久喜市 障がいに対する理解促進・啓発事業 　市公式Twitter棟SNSにより、障がい者理解促進・啓発を実施する。 令和４年１２月５日(月)～９日（金） × @kuki.City.PR

久喜市
福祉部障がい者福祉課自立支援第
１係
TEL:0480-22-1111
FAX:0480-23-0699

42 久喜市 職員向け販売 　障害者施設で作られた自主製品の販売を市役所職員向けに実施する。
令和４年１２月中
詳細日程調整中

久喜市役所庁舎 ×

久喜市
福祉部障がい者福祉課自立支援第
１係・第２係
TEL:0480-22-1111
FAX:0480-23-0699

43 八潮市 障害者週間の啓発広報 　広報及び市ホームページに障害者についての掲載を行い、周知を行う。
広報やしお
令和4年11月10日号

httpｓ://www.city.yashio.lg.jp

八潮市
子育て福祉部障がい福祉課
TEL:048-996-2111（代）
FAX:048-995-7367

44 富士見市
市制施行５０周年記念事業あいサ
ポートフェスティバル

　①聞こえる人も聞こえない人もともに楽しめる文化芸術鑑賞として、手話狂言の公演を開
催する。※観覧にはチケット（無料）が必要。
　②「あいサポマルシェ」として、市内福祉事業所や特別支援学校の手作り品の展示・販
売、あいサポート企業による「からだ測定会」、市内あいサポート企業・団体の紹介コーナー
の設置する。

令和４年12月3日（土）
①12:30会場、13:30開演
②11:00～15:30

富士見市民文化会館
キラリ☆ふじみ

○
https://www.city.fujimi.saitama.jp/s
hisei/03sisaku/shiseiseko_50/koubo
/sfukushi20220908.html

富士見市
障がい福祉課
TEL:049-257-6114
FAX:049-251-1025

45 富士見市 障がいに関する図書の紹介
　常設されている「バリアフリーコーナー」を更に充実させ、障がいに関する様々な本（手話
や盲導犬に関する本、障がいのある人の著書等）を紹介するとともに、障害者週間であるこ
とを周知する。

令和4年12月1日（木）～12月14日
（水） 富士見市立中央図書館 ○ https://www.lib.fujimi.saitama.jp/

富士見市
富士見市立中央図書館
TEL:049-252-5825
FAX:049-252-5839
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46 富士見市 障害者施設手作り授産品PR配布
　市内福祉事業所の手作り品（クッキー・ラスク・小物・絵葉書など）を、啓発チラシを添え
て、来客等に配布する。

令和4年12月7日（水）～12月8日
（木） あいサポート企業・団体店舗 ×

https://www.city.fujimi.saitama.jp/in
dex.html

富士見市
障がい福祉課
TEL:049-257-6114
FAX:049-251-1025

47 三郷市 障害者週間の周知・啓発 　市ホームページにて、障害者週間に係る啓発を行う。 令和4年10月3日（月）～
https://www.city.misato.lg.jp/dd.asp
x?itemid=16141&themeid=8#itemid1
6141

三郷市
福祉部障がい福祉課
TEL:038-930-7778
FAX:048-953-7785

48 三郷市 「こころのバリアフリー」の周知・啓発
　市内図書館にて、心のバリアフリー、虐待防止、差別解消、ヘルプマーク等の啓発のため
の展示コーナーを設置する。

令和4年10月中旬から 三郷市内図書館2箇所

三郷市
福祉部障がい福祉課
TEL:038-930-7778
FAX:048-953-7785

49 蓮田市 障がい者週間の周知活動 　市広報誌に障害・障害者の理解促進のための記事を掲載する。 令和4年11月号 ×

蓮田市
福祉課
TEL:048-768-3111
FAX:048-769-0684

50 坂戸市 障害者週間の啓発広報 　市広報で障害者週間に関する周知を行う。 令和４年12月1日（木）発行

坂戸市
福祉部障害者福祉課
TEL:049‐283-1331
FAX:049-283-1673
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51 坂戸市
障害者通所施設等の紹介・作品の
展示

　坂戸市役所内の市民ホールで、パネルによる障害者通所施設等の紹介・作品の展示を
行う。

令和４年12月３日（土）～12月９日
（金）

坂戸市役所市民ホール

坂戸市
福祉部障害者福祉課
TEL:049‐283-1331
FAX:049-283-1673

52 坂戸市 手話の普及に関する横断幕の掲出 　手話言語条例制定に伴い、市内で横断幕の掲出を行う。
令和４年12月1日（木）～12月9日
（金）

市内中央地下道

坂戸市
福祉部障害者福祉課
TEL:049‐283-1331
FAX:049-283-1673

53 幸手市 障害者週間の啓発広報
　市広報で障害者週間に関する周知を行う。また、虐待防止や権利擁護の啓発及び障害
者関係団体の紹介等を行う。

令和４年１２月１日発行

幸手市
健康福祉部社会福祉課
TEL:0480-42-8435
FAX:0480-43-5600

54 鶴ヶ島市 障害者週間パネル展示

　市内の障害当事者団体や障害者を支援する団体、障害福祉サービス事業所等の活動の
様子をパネル展示で紹介する。また、障害者就労施設などの物品販売も行う。

※（土）の午後及び（日）については開庁していないため、開催しない。

令和４年１２月６日（火）～１２月１６
日（金）
①１２／６（火）～１２／９（金）　08:30
～17:15
②１２／１０（土）のみ
08:30～12：00
③１２／１２（月）～１２／１６（金）
08:30～17:15

鶴ヶ島市役所ロビー ○

鶴ヶ島市
福祉部障害者福祉課
TEL:049-271-1111
FAX:049-271-1190

55 鶴ヶ島市 第１０回障害者交流フェスティバル

　障害者施設等の商品販売や、体験コーナー（郷土かるた、お手玉体操、マジックバルー
ン、ボッチャ、ペタンク）、体改善プログラム教室（参加費１００円）、パラシンガーはるちゃん
コンサート（13:30～14:30）を実施する。
※内容は調整中

令和４年１２月４日（日）
13:00～16:00

鶴ヶ島市西市民センター ○

鶴ヶ島市
鶴ヶ島市社会福祉協議会
TEL:049-287-6011
FAX:049-287-0557



－12－

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

56 日高市 障がい者週間の啓発広報
　障害者週間についての趣旨説明を行うとともに、ヘルプマーク、障がい者に対するサービ
ス等について市広報に掲載する。
　また、上記内容について市のホームページにも掲載する。

市広報　令和4年１２月１日発行
市ホームページにも掲載

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

日高市
福祉子ども部障がい福祉課
TEL:042-989-2111
FAX:042-985-4444

57 吉川市
令和４年度「第６回屋内スポーツ大
会」

　障がいがある人もない人も、ルールや道具を工夫して、一緒にスポーツを楽しむことを目
的に
①スポーツ体験（ボッチャ（東京パラリンピック２０２０公式種目）、風船バレー、ダンス（ジェン
カ））、②障がい施設紹介、③障がい者アート作品の展示を行う。

令和４年１２月４日（日）
午前９時から正午まで

吉川市総合体育館　大体育室 ○

吉川市
こども福祉部障がい福祉課
TEL:038－982-5238
FAX:048-981-5392

58 ふじみ野市 第２７回ふれあい広場

　①障がい者福祉施設等の授産品の販売
　②障がい者スポーツ「ボッチャ」の体験
　③障がい者福祉施設や障がい者団体等を紹介するパネル展示
　④ふれあい広場作品コンクール提出作品の展示

令和４年１２月３日（土） イオンタウンふじみ野 ○

ふじみ野市
福祉部障がい福祉課
TEL:049-262-9031
FAX:049-263-7119

59 白岡市 障害者週間の啓発広報
　障害者週間に合わせ、市広報誌に障害者理解に関する記事を掲載し、市民への理解を
図る。

令和４年１２月１日（火）

白岡市
健康福祉部福祉課
TEL:0480-92-1111
FAX:0480-93-5037

60 白岡市 白岡市障害者週間 　通所事業所で障害者が作成した作品の展示を行う。
令和４年１２月５日（月）～１２月９日
（金）
８時３０分～１７時１５分

白岡市役所１階
市民ラウンジ

○

白岡市
健康福祉部福祉課
TEL:0480-92-1111
FAX:0480-93-5037
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61 伊奈町 県民のつどい 　共生社会実現に向けた取り組みの発表など（県との共催） 令和４年１２月４日（日） 県民活動総合センター ○

伊奈町
社会福祉課
TEL:048-721-2111
FAX:048-721-2137

62 伊奈町 障害者週間の啓発広報 　町広報で障害者週間に関する周知を行う。 令和4年12月１日発行

伊奈町
社会福祉課
TEL:048-721-2111
FAX:048-721-2137

63 毛呂山町 障害者週間の啓発広報 　町広報、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１日（木）発行

毛呂山町
福祉課障害福祉係
TEL:049-295-2112
FAX:049-295-2126

64 越生町 第２回障がい者アートinおごせ
　コロナ禍で創作活動発表の機会が失われている中、障害のある方に作品発表の機会を
提供し、芸術文化作品を社会に発信し自己表現する喜びを体験していただくことを目的とし
て開催する。

令和4年12月9日（金）～12月11日
（日）　　9：00～16：00

里の駅おごせ ○
https://www.town.ogose.saitama.jp/
kamei/ken_fuku/fukushi/gyomuanna
i/shogaishafukushi/2646.html

越生町
健康福祉課福祉担当
TEL:049-292-3121
FAX:049-292-6405

65 滑川町 障害者週間の啓発 　啓発ポスター等を役場庁舎に掲示する。
令和4年12月2日（金）～令和4年12
月9日（金）

滑川町役場

滑川町
福祉課社会福祉担当
TEL:0493-56-2056
FAX:0493-56-2448
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66

比企地域自立支援協議
会（川島町外７市町村）
精神障害者の安心した
地域生活を支える連絡
会

ココロをつなぐ芸術展 　比企地域の精神障がいのある当事者が自己表現したアート
令和5年1月25日（水）～令和5年1月
29日（日）

川島町ふれあいセンターフ
ラットピア川島

○

川島町
健康福祉課
TEL:049-299-1756
FAX:049-297-6087

67 吉見町 広報掲載 　障害者週間の周知と障害福祉ガイドブックの周知や当町の活動団体を紹介する。 広報よしみ12月号
https://www.town.yoshimi.saitama.jp
/soshiki/somuka/13/kouhoupdf/21
23.html

吉見町
長寿福祉課福祉係
TEL:0493-63-5012
FAX:0493-54-4970

68 鳩山町 障害者週間の啓発広報 　町ホームページで障害者週間に関する啓発を行う。
令和４年12月１日(木)～12月9日
(金）

http://www.town.hatoyama.saitama.j
p

鳩山町
長寿福祉課
TEL:049-296-1241
FAX:049-296-3390

69 横瀬町 障がいのある人たちの作品展
　障がいのある方の作品（絵画、写真、手芸等）を展示することで障がい者の文化、創作活
動を支援する。

令和４年１２月３日（土）～令和４年１
２月１１日（日）

横瀬町町民会館 ○

横瀬町
福祉介護課障がい福祉グループ
TEL:0494-25-0116
FAX:0494-21-5155

70 美里町 手話言語条例の周知
　障害者への理解を促進し、正しいサポートをできるように中学生を対象に手話言語条例の
リーフレットを配布する。

令和４年１２月１日（木）～１２月９日
（金）の間に配布

美里中学校

美里町
福祉課社会福祉係
TEL:0495-76-5132
FAX:0495-76-0909
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71 神川町 障害者週間の啓発 　啓発ポスター等を役場庁舎に掲示する。
令和4年12月3日（土）～12月9日
（金）

神川町役場

神川町
町民福祉課
TEL:0495-77-2112
FAX:0495-77-2117

72 上里町
障害や障害のある方に対する理解
を深める広報、啓発活動

　啓発ポスターを役場庁舎内や公共施設に提示する。
令和４年１２月３日（日）～１２月９日
（金）

上里町役場、公共施設

上里町
町民福祉課
TEL:0495-35-1224
FAX:0495-33-2429

73 宮代町 こころをつなぐ展示会
　障がいのある方が作った作品の展示や、町内や近隣で活動している障がい者団体のPR
を行う。

令和４年１２月３日（土）～１２月９日
（金）

福祉交流館すてっぷ宮代 ○

宮代町
福祉課
TEL:0480-34-1111
FAX:0480-34-3396

74 杉戸町 杉戸町障がい者週間記念事業

　・障がい者団体活動発表
　・町内中学校吹奏楽部による演奏
　・障がい者団体活動展示
　・町内小学校特別支援学級及び特別支援学校作品展示　等

①令和４年１２月２日（金）～３日
（土）　１０：００～１５：００
②令和４年１２月４日（日）　９：５５～
１２：３０

彩の国いきいきセンター
すぎとピア

○

杉戸町
福祉課障がい福祉担当
TEL:0480-33-1111（内線264）
FAX:0480-33-4561

75 松伏町 障害者による作品展
　障がいのある方の作品を本庁舎にて展示する。
　障がい者自身の積極的な活動と社会参加の促進を図るとともに、障がいや障がい者に対
する理解を深める事を目的とする。

令和４年１２月５日（月）～１２月９日
（金）

松伏町本庁舎1階 ○

松伏町
いきいき福祉課障がい福祉担当
TEL:048-991-1877
FAX:048-991-3600
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