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都道府県・指定都市名 千葉県

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 千葉県
第５回ちば農福連携マルシェinペリ
エ千葉

　県内の障害福祉サービス事業所等が自身の農業の取り組み、または地域・企業との連携
の中で作られた野菜、農産品を各事業所がブースを展開し、合同で販売会を開催する。

令和４年12月９日（金）・
12月10日（土）　11:00～19:00

ＪＲ千葉駅中央改札外コン
コース

○

千葉県
健康福祉部障害福祉事業課
TEL:043-223-2308
FAX:043-222-4133

02 千葉県 千葉県障害者グループホーム大会
　講演、シンポジウム等により、障害者グループホームの現状と今後の役割について参加
者と共に考える。

令和５年２月上旬（予定）
千葉県教育会館
又は
youtube開催

○

千葉県
健康福祉部障害福祉事業課
TEL043-223-2308
FAX043-222-4133

03

千葉県

社会福祉法人千葉県身
体障害者福祉協会

千葉県身体障害者福祉大会
　県民が障害者問題についての理解と認識を深めることにより、障害者の保健福祉を推進
するため、障害者週間行事の一環として、身体障害者福祉大会を開催し、各種啓発広報活
動を行う。

令和４年11月16日（水）
13:00～14:00

青葉の森公園芸術文化ホー
ル

×

千葉県
健康福祉部障害者福祉推進課
TEL043-223-2340
FAX043-221-3977

04

千葉県
特定非営利活動法人千
葉県精神障害者家族会
連合会

第27回障害者週間の集い
　県民の精神障害に対する理解の促進及び精神障害者とその家族の福祉の向上を図るこ
とを目的に、精神障害者とその家族、県民が交流するための講演会や展示会等を開催す
る。

令和４年12月７日（水）
　13:00～16:00
令和４年12月17日（土）
　13:00～15:00

（作業所の作品展示）千葉市
民会館
（講演）オンライン

○
https://chibakaren.amebaownd.com
/

千葉県
健康福祉部障害者福祉推進課
TEL043-223-2334
FAX043-221-3977

05 千葉県 パラスポーツフェスタとうかつ
　障害のある人もない人も、共にパラスポーツを体験できる機会を創出するため、パラス
ポーツやユニバーサルスポーツなどの体験会を開催する。

令和４年12月10日（土）
10:00～15:30

キッコーマンアリーナ
（流山市民体育館）

○
https://www.pref.chiba.lg.jp/shousu
po/event/2022/parasportsfesta-
toukatsu.html

千葉県
環境生活部スポーツ・文化局生涯ス
ポーツ振興課
TEL043-223-3483
FAX043-222-5716
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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 市川市 Ｉ♡あいフェスタ（あいあいフェスタ）

　市公式Webサイトにおいて特設ページを開設し、下記07、08のほか障がい福祉に関する
動画、市内障がい福祉事業所マップを掲載。また、市庁舎内ファンクションルーム（多目的
スペース）において、福祉用具やITを活用したツール等を展示し、市民が直接触れたり体験
できるようにする。

令和４年12月２日（金）よりWebサイト
公開。市庁舎での展示は令和４年
12月５日（月）～12月９日（金）

市公式Webサイト
市庁舎ファンクションルーム

○
https://www.city.ichikawa.lg.jp/wel0
6/1111000093.html

市川市
福祉部障がい者支援課
TEL:047-712-8516
FAX:047-712-8727

07 市川市 Ｉ♡１グランプリ（あいわんグランプリ）
　障がいのある方の作品を「手作り部門」「写真部門」の２部門で募集し、市公式Webサイト
および市庁舎内ファンクションルームで展示、市民からの投票により各１～３位を「グランプ
リ・準グランプリ・優秀賞」として表彰する。

①作品募集　令和４年10月15日
（土）～11月11日（金）
②Webでの作品展示・投票　令和４
年12月２日（金）～９日（金）
③ファンクションルームでの展示・投
票　令和４年12月５日（月）～９日
（金）
④表彰式　令和５年１月中旬

【作品展示・投票】
市公式Webサイト
市庁舎ファンクションルーム
【表彰式】　市庁舎

○
https://www.city.ichikawa.lg.jp/wel0
6/1111000094.html

市川市
福祉部障がい者支援課
TEL:047-712-8516
FAX:047-712-8727

08 市川市 福祉の店
　市内障がい福祉施設で製作した手作り品（パン、菓子、野菜、手工芸品等）を販売する（通
年で実施しているが、障害者週間に合わせて市公式Webサイトにおいても特設ページを設
け、各事業所Webサイトにリンクを張る）。

①販売は市庁舎内で年間を通じて
実施
②市公式Webサイトでの特設ページ
公開　令和４年12月２日（金）～

市庁舎1階
市公式Webサイト

○
https://www.city.ichikawa.lg.jp/wel0
6/1111000095.html

市川市
福祉部障がい者支援課
TEL:047-712-8516
FAX:047-712-8727

09 市川市 市広報紙における特集記事
　市広報紙において、障害者週間に合わせて障がい福祉に関する特集記事を掲載し、市民
への理解促進・啓発をはかる。

令和４年12月３日（土）発行号 市広報紙「広報いちかわ」 ○
https://www.city.ichikawa.lg.jp/pla0
4/1111000009.html

市川市
福祉部障がい者支援課
TEL:047-712-8516
FAX:047-712-8727

10 船橋市 船橋市障害者週間記念事業

　障害者週間（12月３日～９日）を記念して、広く市民に障害者福祉についての関心と理解
を深めるとともに、障害者が社会参加する意欲を高めるために啓発事業を実施する。
　・障害のある方が創作した絵画等の展示
　・障害者就労施設等による合同販売会
　・補助犬の理解啓発ブース

令和４年11月25日（金）、26日（土）
各日11:00～16:00

イオンモール船橋 ○

船橋市
健康福祉局福祉サービス部
障害福祉課計画係
TEL:047-436-2307
FAX:047-433-5566
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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
木更津市地域自立支援
協議会

障害者支援施設製品販売会・展示
会

　福祉作業所で製造した商品の販売や啓発用資料のパネル展示等を通じ、地域社会の活
性化及び交流を図ると共に、障がいの有無に関わらず相互に尊重し支え合う「共生社会」
の実現に寄与する。

令和４年12月３日（土） イオンモール木更津 ○

木更津市
福祉部障がい福祉課
TEL:0438-23-8499
FAX:0438-25-1213

12 松戸市 第27回ふれあいフェスティバル
　障害者の福祉について市民の理解を深め、障害者の社会参加への意欲を高めることを
目的に、主に障害者就労施設等による自主生産品等の販売や展示会を開催する予定であ
る。

令和４年11月18日（金）～11月19日
（土）
時刻：両日とも10：00～15：00
※雨天中止

松戸西口公園（松戸市本町
22-3）

○

https://www.city.matsudo.chiba.jp/k
enko_fukushi/shougaifukushi/oshira
se/hureai_festival.html
※10月中旬公開予定

松戸市
福祉長寿部障害福祉課
TEL047-366-7348
FAX047-366-7613

13 松戸市 障害者週間記念事業

　１　ふれあい教室、市内特別支援学校、松戸市こども発達センター　生徒・園児作品等を
展示する。
　２　ふれあい教室（創作）体験、パラスポーツ体験、ボランティア体験。
　３　障害者施設からの物品販売。

令和４年12月３日（土）～令和４年12
月９日（金）
9：00～21：00

松戸市健康福祉会館 ○

松戸市
福祉長寿部健康福祉会館
TEL047-383-0022
FAX047-383-5522

14 野田市
障がい者就労施設等の活動紹介・
作品展示会

　障がい者就労施設等が自主制作した作品や創作的活動についての紹介を実施する。ま
た、障害者優先調達推進法についてのパネル展示を併せて実施する。

令和４年11月30日（水）～
12月６日（火）

野田市役所本庁舎１階
ふれあいギャラリー

○

野田市
福祉部障がい者支援課
TEL:〈係直通〉04-7199-3522
〈代表〉04-7125-1111（内線：2142）
FAX:04-7123-1095

15 野田市 「障害者週間」啓発の懸垂幕設置 　「障害者週間」啓発のための懸垂幕を市庁舎敷地内の懸垂塔に設置する。
令和４年12月１日（木）～
12月８日（木）

野田市役所

野田市
福祉部障がい者支援課
TEL:〈係直通〉04-7199-3522
〈代表〉04-7125-1111（内線：2142）
FAX:04-7123-1095
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（開催時刻）
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一般参加
の可否

WEB情報 問合せ先

16 茂原市
市の広報誌に「障害者週間」につい
て掲載

　広報もばら12月１日号に「障害者週間」について掲載し、周知を図る。 令和４年12月１日（木）

茂原市
福祉部障害福祉課
TEL0475-20-1666
FAX0475-20-1610

17
長生郡市総合支援協議
会

啓発物資の配布 　「障害者週間」に合わせて長生郡内の中学校１年生を対象に啓発物資を配布する。 令和４年12月上旬

茂原市
福祉部障害福祉課
TEL0475-20-1666
FAX0475-20-1610

18 成田市
広報紙に障がい者福祉特集記事を
掲載

　障害者週間に合わせて、制度や法律の周知を図る。
　記事の一部にNet119緊急通報システムの概要、周知ヘルプマークに関する周知啓発記
事を掲載する（掲載内容は調整中）。

令和４年12月１日（木）
https://www.city.narita.chiba.jp/shis
ei/index_koho2022.html

成田市
福祉部障がい者福祉課
TEL0476-20-1539
FAX0476-24-2367

19 佐倉市
みんなで知ろう！パラスポーツ！
2022

　ボッチャを中心にパラスポーツを体験することを通じて、障害のある人とない人の交流と社
会参加を促進する事業を実施する。
　ボッチャ他の競技体験、パラアスリートの講演の他、まちのバリアフリー点検会の実施に
ついて展示する。（予定）

令和４年12月３日（土）
10:00～15:00（予定）

志津コミュニティセンター ○ 11/1以降に市ウェブサイトに掲載

佐倉市
福祉部障害福祉課
TEL043-484-4164
FAX043-484-1742

20 東金市 「障害者週間」啓発の懸垂幕の設置 　「障害者週間」啓発のための懸垂幕を市庁舎に設置する。
令和４年12月３日（土）～12月９日
（金）

東金市庁舎 ×

東金市
市民福祉部社会福祉課障がい福祉
係
TEL0475-50-1167
FAX0475-50-1232
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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 東金市 障がい者作品展
　障がいのある方（市内に居住または施設へ入所中で市の福祉サービスを受けている方）
の作成した作品を展示する。

令和４年12月３日（土）～12月９日
（金）

東金市庁舎 ○

東金市
市民福祉部社会福祉課障がい福祉
係
TEL0475-50-1167
FAX0475-50-1232

22 東金市 東金チャレンジドフェスタ 　障害者関係団体交流会と団体紹介動画の上映を行う。 令和４年12月４日（日） 八鶴館さくらホール ×

東金市
市民福祉部社会福祉課障がい福祉
係
TEL0475-50-1167
FAX0475-50-1232

23 東金市 東金チャレンジドフェスタ
　障害者関係団体活動紹介・ＰＲポスターの掲示をする。
　障害者関係団体と来館者によるメッセージカードをツリーへ飾り展示する。

令和４年12月３日（土）～12月９日
（金）

東金市保健福祉センター（ふ
れあいセンター）

○

東金市
市民福祉部社会福祉課障がい福祉
係
TEL0475-50-1167
FAX0475-50-1232

24 旭市
市広報誌に障害者習慣について掲
載

　障害者週間、ヘルプマーク、障害に関するマーク等の内容を広報誌12月１日号に掲載す
る。

令和４年12月１日（木）

旭市
社会福祉課障害福祉班
TEL:0479-62-5351
FAX:0479-62-2170

25 習志野市
市広報誌「広報習志野」12月１日号
への記事掲載

　障がいについての紹介や、必要な配慮等について紹介する。 令和４年12月１日号（木）
https://narashino-pre.smart-
lgov.jp/joho/koho/R4.html

習志野市
健康福祉部障がい福祉課
TEL047-453-9206
FAX047-453-9309
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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 習志野市 市政広報用テレビモニターでの放映 　発達障がいのある人がとる様々な行動に対しての理解や配慮等について放映する。
令和４年12月１日（木）～
令和４年12月28日（水）

・習志野市庁舎グランドフロア
・JR津田沼駅南口連絡所
・実籾コミュニティーホール東
部連絡所ロビー

習志野市
健康福祉部障がい福祉課
TEL047-453-9206
FAX047-453-9309

27 習志野市
習志野市障がい者スポーツ大会の
開催

　障がいのある方もない方も共にスポーツを楽しむことを目的に、ボッチャを大会形式で実
施する。

令和４年11月５日（土）　13:30～
16:00

習志野市東部体育館 ○ 掲載予定

習志野市
健康福祉部障がい福祉課
TEL047-453-9206
FAX047-453-9309

28 柏市
市広報誌に障害者週間について掲
載

　広報かしわ12月１日号に障害者週間及びヘルプマークについて掲載し周知を図る。 令和４年12月１日（木）

柏市
保健福祉部障害福祉課
TEL04-7167-1136
FAX04-7167-0294

29 柏市 障害理解イベント

　・柏特別支援学校生による作品展示
　・障害に関する謎解きイベント
　・クリスマス手話コンサート
　・就労支援事業所等利用者による料理教室
　・パラアスリート等による講演会
上記各イベントへ参加いただいた方へスタンプを配布→一定数ためることで，市内福祉事
業所にて作成した記念品を贈呈

令和４年12月３日(土)～12月９日
(金)予定

柏市教育福祉会館
（一部別会場にて開催する可
能性あり）

○
柏市公式HP掲載予定
※11月頃公開予定

柏市
保健福祉部障害福祉課
TEL04-7167-1136
FAX04-7167-0294

30 勝浦市 市広報誌への掲載 　市広報誌に障害者週間及び障害に関するマーク等の記事を掲載予定である。 令和４年11月11日（金）

勝浦市
福祉課障害福祉係
TEL:0470-73-6619
FAX:0470-73-4283
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（開催時刻）
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一般参加
の可否
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31 市原市 ふれあい福祉フェスタ
　市内の商業施設において、障がい者支援施設や障がい者団体等の製品販売、作品展示
等を行い、障がい者と健常者の相互理解や障がい者の社会参加促進を図る。

令和４年12月４日(日) ユニモちはら台 ○

市原市
保健福祉部　障がい者支援課
TEL0436-23-9815
FAX0436-22-3325

32 市原市 障がい者週間に係るノボリ旗の設置 　市内各所で障がい者週間に係るのぼり旗を設置し、障がい者週間の広報、啓発を図る。
令和４年12月２日（金〉～12月12日
（月）

市原市役所第１庁舎１階、各
支所

市原市
保健福祉部　障がい者支援課
TEL0436-23-9815
FAX0436-22-3325

33 流山市 特集展示 　障害や障害者について取り扱った図書を広く集めた特集展示を行う。
令和４年12月１日（木）～12月25日
（日）

流山市立森の図書館 ○

流山市
森の図書館
TEL04-7152-3200
FAX04-7152-3636

34 流山市 特集展示
　障害や障害者について取り扱った図書を広く集めた特集展示を行うとともに、図書館でで
きる障害者サービスの紹介を行う。

令和４年12月１日（木）～12月27日
（火）

流山市立中央図書館 ○

流山市
中央図書館
TEL04-7159-4646
FAX04-7159-4765

35 流山市 バリアフリー演劇鑑賞会

　障害のある方も高齢の方も誰もが楽しめるように鑑賞サポートがついた演劇を上演。聴覚
障害の方には台本情報をもとにした字幕表示を行い、難聴者の方にはヒアリングループ席
を用意。視覚障害の方には音声ガイドを提供し、補助犬同伴の方や車いすの方には、広い
スペースや同伴者と一緒のスペースを設けている。

令和４年７月16日（土）
※実施済み

流山市市民会館ホール ○
https://www.city.nagareyama.chiba.j
p/event/1014847/1015975.html

流山市
生涯学習部　公民館
TEL04-7158-3462
FAX04-7158-3442
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36 八千代市 市の広報への記事掲載 令和４年11月15日（火）

八千代市
健康福祉部障害者支援課
TEL047-421-6739
FAX047-483-2665

37 我孫子市 障害者週間啓発のための広報掲載 　障害者週間の啓発と就労継続支援事業所の特集記事を広報に掲載する。 令和４年11月16日（水）号
https://www.city.abiko.chiba.jp/shis
ei/kouhou/abiko/index.html
（広報あびこURL)

我孫子市
健康福祉部障害者支援課
TEL:04-7185-1111
FAX:04-7183-1158

38 我孫子市 障害者啓発事業講演会 　発達障害者の概要と支援についての講演会を行う。
令和４年12月４日（日）
13：00～15：00

我孫子市
南近隣センター　ホール

○
https://www.city.abiko.chiba.jp/shis
ei/kouhou/abiko/index.html
（広報あびこURL)

我孫子市
健康福祉部障害者支援課
TEL:04-7185-1111
FAX:04-7183-1158

39 鎌ケ谷市 広報かまがやへの掲載
　市広報紙に障害者差別解消法や障がいのある人に関するマーク等についての記事を掲
載する。

令和４年12月１日（木）

鎌ケ谷市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:047-445-1305
FAX:047-443-2233

40
君津市福祉部障害福祉
課

広報きみつへの掲載 　市広報12月号に障害者週間に関連する記事を掲載し周知啓発を図る。 令和４年12月１日（木）

君津市
福祉部障害福祉課
TEL:0439-56-1148
FAX:0439-56-1220
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41
君津市福祉部障害福祉
課

障害者週間イベント 　各施設・団体による展示や活動紹介、食品、雑貨などの物品販売等を行う。
令和４年12月５日（月）～12月６日
（火）

君津市役所１階ロビー ○

君津市
福祉部障害福祉課
TEL:0439-56-1148
FAX:0439-56-1220

42 富津市 広報ふっつへの掲載 　市の広報誌12月号に障害者週間について掲載し、周知啓発を図る。 令和４年12月１日（木）

富津市
健康福祉部福祉の窓口課
TEL:0439-80-1260
FAX:0439-80-1355

43 浦安市 障がい者週間 　障害者週間の周知啓発を目的に、パネル展示や館内ラッピング等を行う予定である。
令和４年12月２日（金）～12月９日
（金）

市役所、図書館 ○

浦安市
福祉部障がい事業課
TEL:047-712-6398
FAX:047-355-1294

44 四街道市
市の広報誌に「障害者週間」の啓発
記事を掲載

　市が発行する広報誌に、「障害者週間」の啓発記事を掲載する。 令和４年12月１日（木）

四街道市
福祉サービス部障害者支援課
TEL:043-421-6122
FAX:043-424-2011

45 四街道市
市のホームページに「障害者週間」
の啓発記事を掲載

　市ホームページに「障害者週間」の啓発記事を掲載する。 令和４年12月１日（木）

四街道市
福祉サービス部障害者支援課
TEL:043-421-6122
FAX:043-424-2011
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46 袖ケ浦市 「広報そでがうら」特集ページ掲載 　12月１日号の市の広報「広報そでがうら」に掲載予定である。 12月１日号 　https://www.city.sodegaura.lg.jp/

袖ケ浦市
福祉部　障がい者支援課
TEL0438-62-3199
FAX0438-62-3165

47 八街市 ふれあいスポーツ大会

　障がいの種別・程度などを問わず、スポーツを通して楽しみながら体力向上、健康増進、
生きがいの助長を図るとともに、市民に障がいへの関心と理解を深めてもらうことを目的と
して行う。
【競技内容】①うちわでビーチボール運び　②玉入れ　③パン食い競走

令和４年６月18日(土)
9:30～12:00

八街市スポーツプラザ ○

八街市
福祉部　障がい福祉課
TEL:043-443-1649
FAX:043-443-1742

48 白井市
白井市障害者地域活動支援セン
ター作品展

　講座利用者による作品の展示会を行う。
令和５年１月10日（火）～
１月18日（水）

白井市保健福祉センターウェ
ルぷらっと１階ロビー

○

白井市
福祉部障害福祉課
障害者地域活動支援センター
TEL047-497-3485
FAX047-492-3033

49 匝瑳市
市広報誌に障害者週間について掲
載

　市広報誌12月号に障害者週間について掲載し周知を図る。 令和４年12月１日（木）

匝瑳市
福祉課障害福祉班
TEL:0479-73-0096
FAX:0479-72-1116

50 いすみ市
市ホームページに障害者週間につ
いて掲載

　市ホームページに障害者週間について掲載し周知を図る。 令和４年12月１日（木）

いすみ市
福祉課
TEL:0470-62-1117
FAX:0470-63-1252
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51 大網白里市
市広報誌に障害者週間について掲
載する

　広報おおあみしらさと12月号へ障害者週間について掲載し周知を図る予定である。 令和４年12月１日（木）

大網白里市
社会福祉課
TEL:0475-70-0337
FAX:0475-72-8454

52 九十九里町
町の広報に「障害者週間」啓発の記
事掲載

　町が発行する広報12月号へ障害者週間について掲載し周知を図る。 令和４年12月１日（木）

九十九里町
社会福祉課社会福祉係
TEL0475-70-3162
FAX0475-76-7541

53 横芝光町
町の広報誌に「障害者週間」につい
て記事掲載

　町の広報誌12月号に「障害者週間」について記事掲載し、周知、啓発を図る。 令和４年12月１日（木）

横芝光町
福祉課
TEL0479-84-1257
FAX0479-84-2713

54 長生村
村広報誌に障害者週間について掲
載

　広報ちょうせい12月号の保健師だよりで障害者週間についての記事を掲載し周知を図
る。

令和４年12月１日（木）

長生村
福祉課障がい者支援係
TEL:0475-32-6810
FAX:0475-32-6812
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