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都道府県・指定都市名  東京都

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　先

01 東京都 広報活動計画
　ポスターの掲示・チラシの送付
　障害者週間ポスター約7,000部配布、都内各地に掲載

令和４年１２月３日（土）～１２月９日
（金）

東京都
福祉保健局障害者施策推進部計画
課社会参加推進担当
TEL:03-5320-4147
FAX:03-5388-1413

02 東京都 ふれあいフェスティバル

　①障害者自立生活者・自立支援功労者への知事賞及び記念品贈呈
　②障害のある人もない人参加できるイベントを開催し、障害のある人について都民の理解
と認識をさらに深めることを目的として実施

令和４年１２月５日（月）
東京都庁第一本庁舎
5階大会議場

○
https://www.fukushihoken.metro.tok
yo.lg.jp/shougai/koza/hurefesu.html

東京都
福祉保健局障害者施策推進部計画
課社会参加推進担当
TEL:03-5320-4147
FAX:03-5388-1413

03 東京都 障害者相談事業
　都内在住の障害のある方からの相談に、弁護士等が電話・ＦＡＸ・メールにて無料で応じ
る。

令和４年１２月３日（土）～１２月４日
（日）、令和４年１２月６日（火）～１２
月９日（金）
各日10時～17時（受付は16時まで。
12時～13時は除く。）

○

東京都
福祉保健局障害者施策推進部計画
課社会参加推進担当
TEL:03-5320-4147
FAX:03-5388-1413

04 千代田区
令和４年度「障害者週間」記念 理解
促進事業

　障害及び障害者への理解を一層深めるため、区内の障害者団体や指定管理施設等の紹
介の展示や、障害等のある方の作品展示といったことを行う。

令和4年12月2日（金）～
12月9日（金）　9:00～18:00

千代田区役所１階区民ホール ○
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/
kenko/shogaisha/shukan.html

千代田区
保健福祉部 障害者福祉課 障害者
福祉係
TEL:03-5211-4214
FAX:03-3556-1223

05 千代田区
千代田区障害者サポーター「ハート
クルー」養成講座

　車いす操作、障害体験やお声掛けの仕方など、実技・体験を通して障害への理解を深
め、障害等のある方の気持ちに寄り添ってサポートできる「心のバリアフリー」を推進する障
害者サポーター「ハートクルー」を養成する。

令和4年12月8日（木）
18:10～20:30

千代田区役所4階 会議室A・B ○
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/
kenko/shogaisha/supporter-
yosei.html

千代田区
保健福祉部 障害者福祉課 障害者
福祉係
TEL:03-5211-4214
FAX:03-3556-1223

06 中央区 障害者週間啓発展示
　区民一人ひとりが障害について理解を深め、共に支え合う地域での暮らしについて考える
機会の提供を目的とし、障害者差別解消法の紹介及び区内障害者就労支援事業所で製作
する自主製品などを展示する。

令和４年１２月６日（火）～１６日（金）
８：３０～１７：００

中央区役所１階ロビー ○ 中央区ホームページに掲載予定

中央区
福祉保健部　障害者福祉課　障害
者福祉係

福祉保健部　障害者福祉課　給付
指導係
TEL:03-3546-5389

03-3546-5744
FAX:03-3544-0505

　　　令和３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　先

07 中央区 障害者週間公開講座
　地域活動支援センター「ポケット中央」主催公開講座
他区での「ピア活動」の実践を紹介し、中央区での取り組みを考える講座を実施する。

令和４年１２月４日（日）
１３：３０～１５：３０

中央区立教育センター
５階視聴覚ホール

○
中央区ホームページ
https://cms.city.chuo.lg.jp/

中央区
中央区障害者地域活動支援セン
ター「ポケット中央」
TEL 03-3541-1021
FAX03-3541-1022

08 中央区
障害者週間記念
点字啓発講座

　視覚障害者理解のため、当事者の話と点訳の体験を実施する。
令和４年１２月１日（木）・８日（木）
１３：３０～１５：３０

中央区立福祉センター
３階会議室

○
中央区ホームページ
https://cms.city.chuo.lg.jp/

中央区
中央区立福祉センター
TEL:03-3545-9311
FAX:03-3544-0888

09 港区 障害者週間ポスター原画展
　障害者週間(12月3日～9日)を広く周知するため、区内在住・在勤・在学者から応募いただ
いた作品（計47点）を展示する。

①令和４年11月15日～11月25日　８
時～23時　※土・日・祝休み、最終
日は正午まで
②令和４年11月28日～12月９日　８
時～17時15分　※土・日休み

①みなとパーク芝浦
②港区役所

○ https://www.city.minato.tokyo.jp/

港区
保健福祉支援部障害者福祉課障害
福祉係
TEL:03-3578-2386
FAX:03-3578-2678

10 港区
第41回障害者週間記念事業～とも
に生きるみんなの集い～

　●障害者の自立支援・福祉の向上を図ることを目的に、障害者に対して理解と功績の顕
著な企業・団体・個人への感謝状贈呈
　●障害者週間記念事業ポスター原画入賞者表彰
　●障害・障害者の理解促進のための啓発プログラム（テーマ：成人の高次脳機能障害に
ついて）
　●区民団体等によるパフォーマンス（合唱、ダンス）
　●区内障害者施設による福祉売店販売

令和４年12月３日（土）13時～16時
※福祉売店は正午～16時30分

男女平等参画センター リーブ
ラホール

○ https://www.city.minato.tokyo.jp/

港区
保健福祉支援部障害者福祉課障害
福祉係
TEL:03-3578-2386
FAX:03-3578-2678

11 新宿区 障害者作品展 　・障害のある方が製作した作品の展示
令和4年11月25日(木)
～12月9日(木)

四谷区民センター
１Fピロティ

○
http://www.city.shinjuku.lg.jp/fukush
i/shogai01_001026.html
（11月更新予定）

新宿区
障害者福祉課　事業指導係

TEL:０３－５２７３－４２５３
FAX:０３－３２０９－３４４１

12 新宿区
新宿区内障害者福祉施設共同バ
ザール・障害者作品展

　・障害のある方が製作した作品の展示
　・障害のある方が製作した雑貨や食品の販売

令和4年12月6日(月)
10:30～19:00
令和4年12月7日(火)
10:30～17:00

新宿駅西口広場
イベントコーナー

○
http://www.city.shinjuku.lg.jp/fukush
i/shogai01_001026.html
（11月更新予定）

新宿区
障害者福祉課　事業指導係

TEL:０３－５２７３－４２５３
FAX:０３－３２０９－３４４１

13 文京区 ふれあいの集い
　「障害者週間」に合わせて、区民が障害者に対する理解と認識を深め、また障害のある人
もない人もともにふれあう交流の場として、障害者（児）の作品などの展示を中心とした行事
を開催する。

令和4年12月3日（土）～
令和4年12月5日（月）

文京シビックセンター
１階
文京区春日1-16-21

○
https://www.city.bunkyo.lg.jp/hoken
/shogai/rikai/fureai.html

文京区
福祉部障害福祉課障害者在宅サー
ビス係

TEL03-5803-1212
FAX03-5803-1352
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開催期間

（開催時刻）
開催場所

一般参加
の可否

WEB情報 問　合　先

14 文京区
第18回共生のための文京地域支援
フォーラム

　障害者への理解を深め、共生社会の実現を図るため、地域住民へ積極的に周知・啓発す
ることを目的として実施する。第18回は、生きづらさを抱える子どもたちについての弁護士
による講演と当事者家族や支援者によるトークセッションを行う。

令和4年11月20日（日）(午後1時30
分～午後3時30分)

「ウェビナー」を使用したオンラ
イン開催

○
https://www.city.bunkyo.lg.jp/hoken
/shogai/rikai/tiikisienforum1.html

文京区
福祉部障害福祉課障害福祉係

TEL:03-5803-1211
FAX:03-5803-1352

15 文京区 文の京ハートフル工房
　障害者施設商品等の販売と展示を「文の京ハートフル工房」を定期的に開催している。
（令和3、4年度は平常時の区民ひろばに替わる代替会場企画として実施）

令和４年12月20日（火）、21日（水）
文京シビックセンター
３階
文京区春日1-16-21

○
https://www.city.bunkyo.lg.jp/hoken
/shogai/shigoto/heartfulkoubou.html

文京区
福祉部障害福祉課障害福祉係
TEL:03-5803-1211
FAX:03-5803-1352

16 台東区 障害者週間講演会
　住民の障害者への理解を深めるため、障害者虐待防止法及び障害者差別解消法につい
ての講演会を動画配信する。

令和4年12月3日（土）9時～
令和5年年1月31日（火）17時

台東区公式YouTubeチャンネ
ル

○ 区公式HP掲載予定（URL未定）
台東区
障害福祉課　庶務担当
TEL:5246-1207
FAX:5246-1179

17 台東区 みんなで歌おう!ピアノDEコンサート
　舞台(歌手・ピアニスト)と会場が一体となって楽しむコンサート。障害のある方々(リハビリ
や教室に通っている方々)の発表の場ともなり住民への理解促進につなげている。

令和4年12月7日（水）13時～15時
台東区生涯学習センター
ミレニアムホール

○

台東区
松が谷福祉会館(社会参加援助)
TEL:3842-2672
FAX:3842-2674
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18 台東区 障害者作品展
　絵画教室・さをり織教室・絵画サークル・折り紙サークル等の利用者、リハビリ利用者の作
品を展示・発表し、達成感を持たせると共に住民への障害に関する理解促進につなげてい
る。

令和4年11月30日（水）13時～令和4
年12月9日（金）12時

台東区生涯学習センター
ミレニアムホール

○

台東区
松が谷福祉会館(社会参加援助)
TEL:3842-2672
FAX:3842-2674

19 墨田区
障害者週間記念行事「すみだスマイ
ルフェスティバル」

　　区民をはじめとする一般来場者へ向けた障害福祉に関する理解啓発を目的とし、ワーク
ショップ、補助犬ふれあいセミナー、啓発ステージ、体験コーナー等を行う。

令和４年１２月３日（土）
午後

すみだリバーサイドホール
２階イベントホール

○
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_
fukushi/syougai/rikai_sokushin/syou
gaisya-syuukan/index.html

墨田区
福祉保健部障害者福祉課
TEL:03-5608-6466
FAX:03-5608-6423

20 江東区 第40回江東区障害者福祉大会
　障害者本人とその家族を対象に地域住民も含め、障害者による歌と踊りの発表や芸能ア
トラクションを催すほか、長期にわたり企業で就労に励む方に対して勤労障害者表彰が行
われる。

令和４年１２月３日（土） ティアラこうとう ○

江東区
障害福祉部障害者施策課施策推進
係
TEL:03-3647-4749
FAX:03-3699-0329

21 江東区
江東区立図書館における障害者週
間コーナー展示

　障害及び障害者への理解を深めるため、区立図書館７館において特設コーナー展示を行
い、関連図書の紹介やリーフレット類の配布を行う。

障害者週間を含む概ね１ヶ月（館に
より開催期間は異なる）

江東区立図書館７館 ○

江東区
障害福祉部障害者施策課施策推進
係
TEL:03-3647-4749
FAX:03-3699-0329

22 江東区 障害児（者）の親のための講座
　障害児（者）の発達、成長、自立のための課題、親及び支援する関係者の役割と責任等
についての学習を支援し、地域における子育て支援のネットワーク作りを推進するため、外
部から講師を招き、課題別講座を開催。

令和４年
１１月２日（水）（１０時～１２時）
１１月９日（水）（１０時～１２時）
（１０月開催分含め、計５回）

江東区教育センター ○

https://www.city.koto.lg.jp/2210
10/bunkasports/gakushu/koza/6
282.html
https://www.city.koto.lg.jp/2210
10/fukushi/shogaisha/shisaku/o
ya.html

江東区
障害福祉部 障害者施策課 施策推
進係
TEL:03-3647-4749
FAX:03-3699-0329

23 品川区 障害者週間記念のつどい
　区民の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、経済、文化、
その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高める目的で、講演会を行う。

品川区
福祉部障害者支援課
TEL:電話：03-5742-6707
FAX:FAX：03-3775-2000

24 品川区 障害者作品展
　障害者週間（１２月３日から９日）に先駆けて、区民の障害福祉への関心と理解を深めると
ともに、障害のある人が自立と社会参加への意欲を高めるため、障害のある人の趣味や技
術を生かした作品、リハビリテーション活動の中で作成した作品を展示する。

令和４年１１月１８日（金）
～令和４年１１月２４日（木）
※２０日（日）、２３日（祝・水）除く

品川区立障害児者総合支援
施設
1階

○

品川区
福祉部障害者支援課
TEL:電話：03-5742-6707
FAX:FAX：03-3775-2000
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25 目黒区
自立生活者表彰・自立生活努力賞
区長表彰

　自立生活努力者等に対する区長表彰を実施する。
令和4年12月3日（土）
13時から14時45分まで

中目黒GTプラザホール ○
区公式ホームページにて周知を行
う。

目黒区
障害施策推進課計画推進係
TEL:03-5722-9848
FAX:03-5722-6849

26 目黒区
障害者（児）施設・団体紹介の展示
と販売

　区内の障害者福祉施設や障害者団体の活動を紹介する。
令和4年12月3日（土）
11時半から16時まで

中目黒GTプラザ広場及びGT
タワー前広場

○
区公式ホームページにて周知を行
う。

目黒区
障害施策推進課計画推進係
TEL:03-5722-9848
FAX:03-5722-6849

27 目黒区 障害者週間パネル展 　区内障害者福祉施設利用者が制作した作品などを展示する。
令和4年12月5日（月）から令和4年
12月9日（金）まで（最終日は15時ま
で）

目黒区総合庁舎1階西口ロ
ビー

○
区公式ホームページにて周知を行
う。

目黒区
障害施策推進課計画推進係
TEL:03-5722-9848
FAX:03-5722-6849

28 目黒区
障害者施設の自主生産品のPR動
画上映・配信

　施設における自主生産品を紹介する動画を作成、区の公式youtubeで配信及び12月3日
にイベント当日に上映し、障害のある人の日頃の活動や施設に関する理解を深めるととも
に販売促進につなげる。区長表彰終了後は、区長表彰の様子も併せて1つの動画とし、配
信する。

・上映
　令和4年12月3日（土）15時以降
　（詳細は未定）
・youtube配信
　令和4年11月中旬から1年程度

・上映
　中目黒GTプラザホール
・youtube配信
　目黒区公式youtube

○
区公式ホームページにて周知を行
う。

目黒区
障害施策推進課計画推進係
TEL:03-5722-9848
FAX:03-5722-6849

29 大田区 第48回　大田区しょうがい者文化展
　　障がい者の作品を募集して、展示することにより、障がい者に創作活動を発表する機会
を提供し、作品の展示を通して区民の障がい者に対する理解を深める。

令和４年10月13日（木）～
10月19日（水）9:00～17:00

大田区立池上会館 ○

大田区
福祉部障害福祉課障害者支援（障
害事業）

TEL:03-5744-1251
FAX:03-5744-1555

30 大田区
第40回　大田区しょうがい者巡回パ
ネル展

　障がいのある方の各施設での活動内容を、写真パネルによって紹介することにより、障が
いのある方への関心と理解の促進を図る。

①令和４年10月５日（水）～
10月11日（火）10:00～21:00
（11日は16:00まで）
②令和４年10月13日（木）～
10月20日（木）10:00～22:30
③令和４年10月28日（金）～
11月３日（木）8:30～19:00
（土日祝日は8:30～17:00）

①グランデュオ蒲田３階東西 ○
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikat
su/fukushi/shougai/topics/panel202
1.html

大田区
福祉部障害福祉課障害者支援（障
害事業）

TEL:03-5744-1251
FAX:03-5744-1555

31 大田区 大田区障害者関係区長表彰
　自立生活に励み他の模範となる障害のある人を「自立生活者」、自立生活を支え功績の
ある人を「自立支援功労者」として、それぞれ区長表彰する。

令和４年12月３日（土）
13:00～15:00

大田区立障がい者総合サポー ×

大田区
福祉部障害福祉課障害者支援担当
(管理)

TEL:03-5744-1253
FAX:03-5744-1555
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32 大田区
おおた　みんなのつどいプロジェクト

　　障害者基本法第9条（障害者週間）に基づき「地域社会における共生等」「差別の禁止」
について区民等の関心と理解を深めることをめざし 障害者週間の啓発事業(総括イベント)
を実施する。
　１  大田区障害者関係区長表彰
   自立生活に励み他の模範となる障害のある人を「自立生活者」、自立生活を支え功績の
ある人を「自立支援功労者」として、表彰する。
　２  おおた　みんなのつどいプロジェクト表彰
    障がいの理解啓発の取り組みを実践する団体及び個人を実行委員が表彰する。
　３　その他イベント

令和４年12月３日（土）
13:00～16:00

大田区立障がい者総合サ
ポートセンター

×

大田区
福祉部障害福祉課障害者支援担当
(管理)

TEL:03-5744-1253
FAX:03-5744-1555

33 世田谷区 障害者週間記念作品展
　障害者の日常的な活動を紹介し、日頃の文化活動の成果を展示することにより障害者へ
の理解をより深める。

2022年11月21日（月）～12月4日
（日）

保健医療福祉総合プラザ ○
世田谷区ホームページ内に掲載予
定。

世田谷区
障害福祉部障害施策推進課 管理
係
E-mail：
sea02083@mb.city.setagaya.tokyo.jp
TEL:03-5432-2385

FAX:03-5432-3021

34 世田谷区 自主生産品等販売会 　区内障害者団体・施設等による自主生産品等販売会を実施する。
2022年11月21日（月）～12月4日
（日）　※22日（火）及び土日祝除

保健医療福祉総合プラザ ○
世田谷区ホームページ内に掲載予
定。

世田谷区
障害福祉部障害施策推進課 管理
係
E-mail：
sea02083@mb.city.setagaya.tokyo.jp
TEL:03-5432-2385
FAX:03-5432-3021

35 世田谷区 第42回区民ふれあいフェスタ

　　障害者基本法第９条に基づき、区民の障害者への理解と関心を深めるとともに、障害者
の自立と社会参加の促進を図るため、『障害者週間』（１２月３日～１２月９日）の記念事業と
して実施する。
＜内容＞
・区長表彰式（個人・団体表彰）
・障害者雇用促進企業への感謝状贈呈式（企業表彰）

２０１９年度まで行っていた屋外での模擬店、バザー等は、世田谷区役所の新庁舎整備に伴い中止する。

令和４年12月4日（日） 世田谷区役所 ×
世田谷区ホームページ内に掲載予
定。

世田谷区
障害福祉部障害施策推進課 管理
係
E-mail：
sea02083@mb.city.setagaya.tokyo.jp
TEL:03-5432-2385
FAX:03-5432-3021

36 渋谷区 SHIBUYA　FACTORY　428×294
　シブヤフォントの活動による「つながり」をテーマに、区内のシブヤフォントを使ったモノ作り
（作品やアート制作）の取り組みを展示し紹介することによって、障がい者の自立と社会参
加を促進するとともに、障がいに対する理解と認識を深める機会をつくる。

令和４年12月2日（金）～15日（木）
渋谷区役所庁舎内、一般社団
法人シブヤフォント（文化総合
センター大和田8階）

○ HP作成中

渋谷区
福祉部障がい者福祉課福祉計画推
進係
TEL:03-3463-1922
FAX:03-5458-4935

37 渋谷区 「障害者週間」記念式典

　自立生活に励み他の模範となる障害のある人を「自立生活者」、自立生活を支え功績の
ある人を「自立支援功労者」、障害のある人を支える家族を「介護・援護者」として、それぞ
れ区長表彰する。 令和４年12月3日（土）13時～14時

渋谷区役所庁舎
14階大集会室

○

渋谷区
福祉部障がい者福祉課福祉計画推
進係
TEL:03-3463-1922
FAX:03-5458-4935

38 渋谷区 作品展「どきどきときめき展]
　障害のある人が創意工夫し制作した作品を展示し、障害のある人の文化芸術活動の推
進と社会参加意欲の向上を図る。

（1）令和４年12月1日（木）～5日（月）
（2）令和４年12月13日（火）～令和5
年1月28日

（１）渋谷区文化総合センター
大和田２階ギャラリー大和田
（２）渋谷区障害者団体連合会
HP（オンライン）

○ HP作成中

渋谷区
福祉部障がい者福祉課福祉計画推
進係
TEL:03-3463-1923

03-6427-3650 （渋谷区障害者団体
連合会）
FAX:03-5458-4936

03-6427-6566 （渋谷区障害者団体
連合会）
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39 中野区
障害者差別解消啓発ポスター　パネ
ル展示

　障害者差別解消に関するポスター等についてパネル展示を行う。
令和４年 12月5日（月）～
令和４年 12月15日（木）

ＪＲ中野駅 ○

中野区
健康福祉部障害福祉課障害者施策
推進係
TEL:03-3228-8832
FAX:03-3228-5660

40 中野区
障害者就労支援事業所による販売
会

　障害者就労支援事業所の通所者が製作した自主生産品の販売会を行う。
令和４年 12月5日（月）、6日（火）、7
日（水）、12日（月）、13日（火）
午前10時～売り切れ次第終了

区役所本庁舎（１階ロビー） ○

中野区
健康福祉部障害福祉課障害者施策
推進係
TEL:03-3228-8832
FAX:03-3228-5660



－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　先

41 中野区 ヘルプカード周知用横断幕の掲示 　ヘルプカードを周知するため、区役所壁面に横断幕を設置する。
令和４年11月21日（月）～
令和４年12月16日（金）

区役所本庁舎（南側壁面）

中野区
健康福祉部障害福祉課障害者施策
推進係
TEL:03-3228-8832
FAX:03-3228-5660

42 中野区 ヘルプカード周知用ポスターの掲示 　ヘルプカードを周知するため、区内掲示板にポスターを掲示する。
 令和４年11月28日（月）～
令和４年12月9日（金）

区内掲示板（１３０カ所）

中野区
健康福祉部障害福祉課障害者施策
推進係
TEL:03-3228-8832
FAX:03-3228-5660

43 中野区
ヘルプマーク周知用のぼり旗の設
置

　ヘルプマークを周知するため、中野駅連絡通路にのぼり旗を設置する。
令和４年11月28日（月）～
令和４年12月16日（金）

ＪＲ中野駅連絡通路

中野区
健康福祉部障害福祉課障害者施策
推進係
TEL:03-3228-8832
FAX:03-3228-5660

44 中野区 障害者差別解消啓発講演会
　障害者に対する区民の理解や関心を深めるため、講演会を実施し、同時にオンライン配
信を行う。

未定
（令和４年 12月上旬予定）

未定 ○

中野区
健康福祉部障害福祉課障害者施策
推進係
TEL:03-3228-8832
FAX:03-3228-5660

45 杉並区 ふれあいフェスタ
　障害のある方もない方も、様々な催しを一緒に楽しみながら、互いに知り合い、つながり
合うことで、共に生きる心豊かなまちをつくることを目指して、音楽会などのイベントや模擬
店などを開催する。

令和４年12月4日（日）
勤労福祉会館・西荻地域区民
センター

○
https://www.city.suginami.tokyo.jp/n
ormalife/kyosei/1069436.html

杉並区
障害者施策課管理係
TEL:03-3312-2111
FAX:03-3312-8808

46 杉並区
障害者自立生活者・自立支援功労
者表彰式

　区内で努力して自立した生活を営んでいる障害者と、障害者を長年にわたり支援し続け
てきた協力者の方々の功労を称えて、区が表彰を行う。

令和4年12月4日（日） 勤労福祉会館ホール ○
https://www.city.suginami.tokyo.jp/n
ormalife/kyosei/1069436.html

杉並区
障害者施策課管理係
TEL:03-3312-2111
FAX:03-3312-8808

47 杉並区 ふれあい美術展
　区内の特別支援学級・特別支援学校や障害者団体、障害者施設のみなさんが制作した
作品 や「ふれあいフェスタ」等のポスター原画応募作品の展示会を開催する。

令和4年12月2日（金）～12月4日
（日）

西荻地域区民センター第３・４
集会室

○
https://www.city.suginami.tokyo.jp/n
ormalife/kyosei/1069436.html

杉並区
障害者施策課管理係
TEL:03-3312-2111
FAX:03-3312-8808
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48 杉並区 施設・団体紹介スライドショー 　区内の障害者団体や施設の活動をスライドショーで紹介する。
令和4年12月2日（金）～12月2日
（日）

西荻地域区民センター第３・４
集会室

○
https://www.city.suginami.tokyo.jp/n
ormalife/kyosei/1069436.html

杉並区
障害者施策課管理係
TEL:03-3312-2111
FAX:03-3312-8808

49 杉並区 施設・団体紹介パネル展 　区内の障害者団体や施設の活動を紹介するパネル展を開催する。
令和4年11月28日（月）～12月2日
（金）

区役所2階区民ギャラリー ○
https://www.city.suginami.tokyo.jp/n
ormalife/kyosei/1069436.html

杉並区
障害者施策課管理係
TEL:03-3312-2111
FAX:03-3312-8808

50 豊島区 人権週間パネル展
　人権問題や性の多様性に関するパネル展等と合同で、障害者差別解消法、障害者権利
条約に関するパネル等を展示し、広く人権について周知啓発を図る

令和4年11月29日～12月26日
豊島区役所
庁舎まるごとミュージアム

○

豊島区
障害福祉課管理・政策推進グルー
プ
TEL:03-3981-1766
FAX:03-3981-4303

51 豊島区
Echika池袋ギャラリー
「障害者アート展」

　障害者によるアート作品約10点を展示する 令和4年10月1日～10月30日
Echlkaj也袋ギャラリー
（東京メトロ副都心線池袋駅
構内）

○

豊島区
障害福祉課管理・政策推進グルー
プ
TEL:03-3981-1766
FAX:03-3981-4303

52 豊島区 障害者週間展 　図書館内特設コーナーにおいて、障害にまつわる書籍等を紹介する 令和4年11月26日～12月22日 豊島区立中央図書館 ○

豊島区
障害福祉課管理・政策推進グルー
プ
TEL:03-3981-1766
FAX:03-3981-4303

53 豊島区 さくらんぼ30thミュージアム
　福祉ホームさくらんぼにおいて、3０周年記念点展示、ムービー上映、体験コーナー、ゲー
ムコーナー、スタンプラリー、福祉施設の自主製品販売を行う

令和4年11月6日 福祉ホームさくらんぼ ○

豊島区
障害福祉課施設・就労支援グルー
プ
TEL:03-3981-1786
FAX:03-3981-4303

54 豊島区 アールブリュットイベント
　福祉施設の協力を得ながら、アート作品の展示販売のイベントを西武百貨店にて開催す
る

令和４年１１月7日～１１月15日 西武百貨店池袋本店 ○

豊島区
障害福祉課施設・就労支援グルー
プ
TEL:03-3981-1786
FAX:03-3981-4303
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55 豊島区 TOSHIMA disability week 2022
　共生社会の実現を目指すため、「障害者週間」に合わせて、豊島区職員が障害福祉施設
で作成されたアイテムを身に着けて業務に従事することで意識啓発に取り組む

令和４年１２月３日～令和４年１２月
９日

豊島区役所 ○

豊島区
障害福祉課施設・就労支援グルー
プ
TEL:03-3981-1786
FAX:03-3981-4303

56 北区
障害者就労施設自主製品合同販売
会「ふれあいマルシェ」

　障害者就労支援施設の活動やそこで作られた魅力ある自主製品を広く発信するため、区
役所正面玄関にて合同販売会を行う。

令和4年
12月1日（木）
～12月9日（金）

北区役所
第一庁舎一階
正面玄関ロビー

○
http://www.city.kita.tokyo.jp/s-
fukushi/jisyuseihinngoudouhannbai.h
tml

北区
障害福祉課障害福祉係

TEL:03-3908-9085
FAX:03-3908-5344

57 北区 障害者作品展
　障害者だけでなく、広く区民に対し障害者福祉を啓発するために、区内の障害者が制作し
た作品の展示や日頃の活動を発表する場を設けている。

令和4年
12月3日（土）
～12月23日（金）

北区立障害者福祉センター ○
https://www.city.kita.tokyo.jp/shofu
ku/jigyou/2021sakuhinten.html

北区
北区障害者福祉センター

TEL:03-3905-7121
FAX:03-3905-7116

58 荒川区 障害者週間展示 　障がい者への理解促進や活動内容の啓発のため、各施設の創作物やパネル展示を行う
令和４年１２月２日（金）～１２月９日
（金）

区庁舎エントランスホール ○

荒川区
障害者福祉課庶務係
TEL:3802-3111
(内線）2681
FAX:3802-0819

59 荒川区 区報での障害者週間記事掲載 　障がい者への理解促進や活動内容の啓発に係る記事を区報に掲載する １２月初旬を予定 － ○

荒川区
障害者福祉課　庶務係
TEL:3802-3111
（内線）2681
FAX:3802-0819

60 板橋区 障がい者週間記念行事
　障がいのある方とない方との相互理解を図ることを目的として、各種作品展示・販売、コン
サート、セミナーなどを行う。

令４和年12月３日（土）
10：00～16：00

板橋区立グリーンホール ○

板橋区
福祉部障がいサービス課福祉係
TEL:03-3579-2362
FAX:03-3579-2364

61 板橋区
障がい者更生援護功労者感謝状贈
呈式

　障がい者への更生援護事業の推進に顕著な功績のあったものに対し、感謝状を贈呈しそ
の功績をたたえるとともに、その労苦を報いることにより更生援護事業の推進を図ること
を、目的としている。

令和４年12月５日（月）
9:00～10：00

板橋区役所 ×

板橋区
福祉部障がいサービス課福祉係
TEL:03-3579-2362
FAX:03-3579-2364
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62 板橋区
障がい者雇用優良事業所感謝状贈
呈式

　障がい者を雇用し、障がい者の雇用に理解の深い事業所又は雇用主に対し、感謝状を
贈呈し、その功績たたえるとともに、障がい者の雇用の促進を図ることを目的としている。

令和４年12月５日（月）
9:00～10：00

板橋区役所 ×

板橋区
福祉部障がい政策課自立支援係
TEL:03-3579-2089
FAX:03-3579-4159

63 練馬区 障害理解に関するパネル展 　障害者差別解消法や障害理解に関するパネル展を実施する。 令和４年12月２日(金)～９日(金)
練馬区役所　本庁舎１階
アトリウム

〇

練馬区
福祉部障害者施策推進課
事業計画担当係
TEL:03-5984-4602
FAX:03-5984-1215

64 練馬区 障害者差別解消推進講演会
　障害への理解を深めるため、「東京ディズニーリゾートにおけるユニバーサルデザインの
取り組み」と題して、株式会社オリエンタルランドによる講演会を行う。

令和４年12月５日（月）
午後２時～３時30分

練馬区役所アトリウム
地下多目的会議室

〇

練馬区
福祉部障害者施策推進課
事業計画担当係
TEL:03-5984-4602
FAX:03-5984-1215

65 練馬区
障害者フェスティバル・障害者福祉
大会

　（障害者フェスティバル）
スタンプラリーやコンサートは中止し、模擬店や作品展示を実施します。
　（障害者福祉大会）
福祉功労者の表彰のみ行います。

（障害者フェスティバル）
令和4年12月３日(土)
午前10時～午後３時

（障害者フェスティバル）
光が丘区民センター・
都立光が丘公園ふれあいの
径
（障害者福祉大会）
庁内会議室等

○

練馬区
福祉部障害者施策推進課管理係

TEL:03-5984-4598
FAX:03-5984-1215

66 練馬区 障害者ふれあい作品展
　区内の障害者施設の利用者が作成した絵画や陶芸などの作品を、３蜜を避ける対策を取
りつつ展示します。

令和4年12月13日(火)～16日(金)
午前9時～午後8時
※最終日のみ午後３時まで

練馬区役所　本庁舎１階
アトリウム

○

練馬区
福祉部障害者施策推進課管理係

TEL:03-5984-4598
FAX:03-5984-1215

67 足立区
第41回ADACHI障がい者アート展
（足立区障がい者週間記念事業）

　障がい者の自立と社会参加の意欲向上とともに、一般区民の理解と啓発を目的として以
下①～④の企画を実施する。

　①作品展
障がい者児が制作した絵画・書道・手芸などの作品を展示。

　②デジタルアート
作品展に出展された作品を足立区ホームページに掲載。

　③販売コーナー
足立区内福祉作業所などで製作された自主製品を販売。

　④ポストカード配布
昨年度出展された作品などをデザインしたポストカードを配布。

①令和４年１２月２日（金）～令和４
年１２月８日（木）
午前９時～午後５時
②令和４年１２月２日（金）～通年公
開
③令和４年１２月２日（金）～令和４
年１２月５日（月）
午前９時～午後５時
（無くなり次第終了。）
④令和４年１２月２日（金）～順次配
布。
（無くなり次第終了。）

①③足立区役所

②足立区ホームページ

④足立区役所ほか

○

足立区ホームページ

デジタルアート（令和４年１２月２日
掲載。）
https://www.city.adachi.tokyo.jp/sh
ogai-c/digital-art2022.html

ADACHI障がい者アート展概要など
https://www.city.adachi.tokyo.jp/sh
ogai-c/fukushi-
kenko/r4kinenart.html

足立区
足立区障がい福祉センターあしすと
自立生活支援室
TEL:03-5681-0132
FAX:03-5681-0137

68 葛飾区 永年勤続者の祝い 　永年勤続者（10年、20年）とその家族、企業を招きその功績をたたえるもの。 令和4年11月19日（土）10時～12時
ウィメンズパル内多目的ホー
ル

×

葛飾区
福祉部障害福祉課就労支援係
TEL:03-3695-2224
FAX:03-3696-1872



－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　先

69 葛飾区 障害者作品展
　障害者アートについて広く区民に知っていただくため、区内の障害者施設等の作品を展
示する。

令和４年11月11日（金）～令和４年
11月17日（木）

葛飾区地域福祉・障害者セン
ター（ウェルピアかつしか）

○

葛飾区
福祉部障害者施設課管理係
TEL:03-5698-1301
FAX:03-5698-1337

70 葛飾区 障害者福祉表彰
　他の障害者の模範となる方などを表彰することにより、その努力をたたえるとともに、広く
区民に紹介し、障害者福祉の一層の推進を図るために実施する。

令和4年11月13日（日）
葛飾区地域福祉・障害者セン
ター（ウェルピアかつしか）

○

葛飾区
福祉部障害者施設課管理係
TEL:03-5698-1301
FAX:03-5698-1337

71 八王子市 障害者文化展
　市内の障害のある方より、創作作品を募集し展示することで、障害のある方に作品発表
の機会を提供するとともに、市民の障害者福祉への理解を深める。

令和5年1月24日～令和5年1月28日
八王子市学園都市センター
ギャラリーホール

○ http://www.8sinsyo.com/event.html

八王子市
八王子市心身障害者福祉センター

TEL:042-624-5850
FAX:042-624-5954

72 立川市 立川市障害者週間（動画配信）
　・目に見えにくい知的障害をわかりやすく映像化した動画を立川市の公式動画チャンネル
にて配信する。

令和４年１２月５日～
令和４年１２月１１日

市役所内 ○

立川市
福祉保健部障害福祉課
TEL:042-523-2111
FAX:042-529-8676

73 立川市 立川市障害者週間（ポスター展示） 　・市内小学４年生の児童が描いた絵のなかから抽出し、広報用のポスターを作成する。
令和４年１２月５日～
令和４年１２月１１日

市役所内 ○

立川市
福祉保健部障害福祉課
TEL:042-523-2111
FAX:042-529-8676

74 立川市
立川市障害者週間（ショートムー
ビーの上映）

　・障害者理解の促進のため、身近にある生活の中の障害に気づくことを題材にしたショー
トムービーの上映を行う。

令和４年１２月５日～
令和４年１２月１１日

市役所内 ○

立川市
福祉保健部障害福祉課
TEL:042-523-2111
FAX:042-529-8676

75 立川市 立川市障害者週間（展示イベント）
　・市内障害福祉サービス事業所・団体の活動パネル・作品・パンフレットなどの展示を行
う。
　・市内小学４年生の児童が描いた絵の展示を行う。

令和４年１２月５日～
令和４年１２月１１日

市役所内 ○

立川市
福祉保健部障害福祉課
TEL:042-523-2111
FAX:042-529-8676
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76 立川市 立川市障害者週間（作品販売会） 　・市内の福祉作業所で製作しているパン・お菓子などの販売を行う。
令和４年１２月５日～
令和４年１２月１１日

市役所内 ○

立川市
福祉保健部障害福祉課
TEL:042-523-2111
FAX:042-529-8676

77 立川市
立川市障害者週間（社会保険労務
士による無料相談会）

　・働くこと全般、障害年金や労働関係の法律に関する相談会を実施する。
令和４年１２月５日～
令和４年１２月１１日

市役所内 ○

立川市
福祉保健部障害福祉課
TEL:042-523-2111
FAX:042-529-8676

78 武蔵野市 パネル展示
　市民に対して、人権に関する理解促進・啓発を行う人権週間のパネル展示に関連して、
障害者差別解消法や権利擁護の取組みのパネル展示を行う。

令和４年12月５日～８日 市役所ロビー ○

武蔵野市

市民部市民活動推進課
 
健康福祉部障害者福祉課

TEL:
0422-60-1829

0422-60-1904
FAX:
0422-51-2000

0422 51 9239

79 三鷹市
障がい者週間映画上映会（心のバリ
アフリー推進事業）

　　障がい及び障がい者への理解を一層深めるため、障がいに関する映画上映を行う。 令和４年11月26日
元気創造プラザ　生涯学習セ
ンター

○

三鷹市
健康福祉部障がい者支援課
TEL:0422-29-9232
FAX:0422-47-9577

80 三鷹市
障がい者週間企画展示（心のバリア
フリー推進事業）

　　障がい及び障がい者への理解を一層深めるため、障がい当事者による防災についての
取組を紹介するパネル展示を行う。合わせて、関連する図書の紹介展示を行う。

令和４年12月３日～令和４年12月11
日

三鷹市立三鷹図書館 ○

三鷹市
健康福祉部障がい者支援課
TEL:0422-29-9232
FAX:0422-47-9577

81 三鷹市
放課後デイサービス事業者連絡会
企画展示「放課後デイサービスって
何？」

　　障がい及び障がい児への理解を一層深めるため、放課後デイサービスの事業所及び作
品の紹介展示を行う。

令和４年12月５日～令和４年12月９
日

三鷹市役所
○

三鷹市
健康福祉部障がい者支援課
TEL:0422-29-9232
FAX:0422-47-9577

82 三鷹市 障がい者作品展
　　市内の障がい者福祉施設や障がい者への理解を一層深めるため、また、障がい者の日
頃の取組を発表する機会とするため、障がい者福祉施設、特別支援学校等在籍者の作品
展示を行う。

令和４年12月５日～令和４年12月９
日

三鷹市役所
○

三鷹市
健康福祉部障がい者支援課
TEL:0422-29-9232
FAX:0422-47-9577



－14－

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　先

83 三鷹市 障がい者自主製品販売会
　障がい者福祉施設や障がい者への理解を一層深めるため、また、製品の販売促進を通じ
て障がい者の工賃の上昇及び勤労意欲の向上を図るため、障がい当事者等による自主製
品の販売を行う。

令和４年12月６日～令和4年12月８
日

三鷹市役所
○

三鷹市
健康福祉部障がい者支援課
TEL:0422-29-9232
FAX:0422-47-9577

84 三鷹市
アール・ブリュットみたか2023
～まち×ひと×アート～

　　障がい者の芸術文化振興及び共生社会の実現に向け、障がい及び障がい者への理解
を一層深めるため、障がい者が制作したアール・ブリュット作品の展示を行う。

令和５年１月５日～令和５年１月15
日

三鷹市美術ギャラリー ○

三鷹市
健康福祉部障がい者支援課

TEL:0422-29-9232

FAX:0422-47-95

85 青梅市 障害者施設等作品展示会
　各障害者施設の多くが生産活動・創作活動を積極的に行っています。それらの作品を展
示することを通して、市民の方々に障害者の可能性を知って頂く機会とする。

令和４年１２月３～９日 青梅市役所１階ロビー ○

青梅市
健康福祉部障がい者福祉課
TEL:0428-22-1111
FAX:0428-24-0358

86 府中市
障害者（児）福祉啓発事業
「ＷａｉＷａｉフェスティバル」

　障害のある方に対する市民の方々の理解を深めるため、
　・コンサート/映画上映会
　・福祉作業所等販売会
　・作品展
　・福祉体験教室（手話・点訳）
　・ボッチャ体験会
　・障害福祉啓発パネル展示・ワークショップ
　・障害者を対象としたe-スポーツ体験会　等を行う。

令和４年１２月１０日～１１日

①府中駅前商業施設「ル・
シーニュ」
②府中市市民活動センタープ
ラッツ

○

府中市
福祉保健部障害者福祉課
TEL:042-335-4545
FAX:042-368-6126

87 昭島市 昭島市障害者週間
　障害者への理解を深めるため、ヘルプカード・ヘルプマークの展示や障害者差別解消パ
ンフレットの配布等を行う。

令和４年12月
昭島市役所庁舎１階　市民ロ
ビー

○

昭島市
保健福祉部障害福祉課
TEL:042-544-5111
FAX:042-546-8855

88 調布市 市報ちょうふでの啓発活動
　　障害者への理解促進のため、12月5日号の市報に障害者週間に関する記事を掲載す
る。

令和4年12月5日
※現時点での予定

調布市
福祉健康部　障害福祉課
TEL:042-481-7135
FAX:042-481-4288

89 調布市 パラハート月間
　市が定めた共生社会推進のキャッチフレーズ「パラハートちょうふ」を用い，12月を「パラ
ハート月間」と位置づけ，啓発活動を実施する（詳細検討中）

令和4年12月

調布市
福祉健康部　障害福祉課
TEL:042-481-7135
FAX:042-481-4288
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90 町田市
障がい者差別解消に関するチラシ・
ポスターの掲示・配布

　障がい者差別解消に関するチラシ・ポスターの掲示・配布 令和4年12月頃

町田市
地域福祉部障がい福祉課総務係
TEL:042-724-2147
FAX:050-3101-1653

91 町田市 みんな笑顔の展覧会
　市内障がい福祉施設の利用者・職員が製作した、販売を目的としない作品を募集して展
示するとともに、施設の紹介を合わせて行う。

令和4年12月5日～12月9日 市庁舎

町田市
地域福祉部障がい福祉課総務係
TEL:042-724-2147
FAX:050-3101-1653

92 町田市 市広報紙への掲載 　市の広報紙への掲載を通して、障害者週間の周知を図る。 令和4年12月1日号

町田市
地域福祉部障がい福祉課総務係
TEL:042-724-2147
FAX:050-3101-1653

93 町田市 市ホームページでの広報・啓発活動
　市のホームページにて障害者週間に因んだコンテンツを公開し、障がい理解の普及啓発
を行う。

令和4年12月1日～令和5年1月頃

町田市
地域福祉部障がい福祉課総務係
TEL:042-724-2147
FAX:050-3101-1653

94 町田市 図書館特集コーナー 　障がい者、障がい理解に関する本の特集コーナーを図書館内に設ける。 令和4年12月8日～令和5年1月11日 町田市立中央図書館

町田市
地域福祉部障がい福祉課総務係
TEL:042-724-2147
FAX:050-3101-1653

95 町田市 懸垂幕掲示 　障害者週間を広報する懸垂幕を市庁舎に掲示する。
令和4年11月16日～令和4年12月9
日

市庁舎

町田市
地域福祉部障がい福祉課総務係
TEL:042-724-2147
FAX:050-3101-1653

96 小金井市 小金井市障害者週間行事
　映画上映会等を行うことにより、障がいのある人もない人も互いに尊重し、支え合う共生
社会の実現を推進する。

令和４年１２月３日 小金井　宮地楽器ホール ○

小金井市
福祉保健部自立生活支援課
TEL:042-387-9848
FAX:042-384-2524
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97 小金井市 障がい者芸術展
　市民の障がい及び障がい者への理解を深めるため、障がいのある方が描いた絵画など
を駅等で展示する。

令和４年１２月２日～令和４年１２月
３日

小金井　宮地楽器ホール ○

小金井市
福祉保健部自立生活支援課
TEL:042-387-9848
FAX:042-384-2524

98 小金井市
障がい福祉施設で製作された商品
の販売

　市内の障がい福祉施設で製作された焼き菓子・パン・趣向品などを販売。なお、販売で得
られた収益は、施設で働く障がいのある方の工賃や、自立支援に役立てられる。

未定
小金井市役所本町暫定庁舎
等

○

小金井市
福祉保健部自立生活支援課
TEL:042-387-9848
FAX:042-384-2524

99 小平市 第４８回小平市障がい者作品展
　障害及び障害者への理解を一層深めるため、市内事業所及び市内在住・在勤・在学の障
がいのある個人を対象に、絵画や手芸等を募集し、公民館又は市役所で展示を行う。

令和4年11月30日～令和4年12月4
日
令和4年12月6日～令和4年12月9日

中央公民館ギャラリー
市役所1階ロビー

○

小平市
健康福祉部障がい者支援課事業推
進担当
TEL:042-346-9540
FAX:042-346-9541

100 小平市
小平市精神障がい者理解促進研
修・事業

　精神障がい者が住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくために、地域住民が精神障が
いに対する誤解や偏見を解き、精神障がい者を正しく理解できるよう、広く市民に対し精神
障がいについての映画上映及び講演会を行う。

令和4年12月3日 ルネこだいら中ホール ○

小平市
健康福祉部障がい者支援課事業推
進担当
TEL:042-346-9540
FAX:042-346-9541

101 小平市
令和4年度　集まれ！障がい福祉の
しごと　in こだいら

　障がい福祉の人材不足の課題解決のため、市内の障がい福祉事業者が集まり、合同就
職相談会を行う。 令和4年12月3日

ルネこだいら展示室
レセプションホール

○

小平市
健康福祉部障がい者支援課事業推
進担当
TEL:042-346-9540
FAX:042-346-9541

102 日野市
市広報の特集号による市民への啓
発

　市広報の１２月号に障害理解のための啓発記事を掲載する
（予定内容）
　・社会モデルの考え方
　・精神障害について
　・合理的配慮について
　・合理的配慮助成金について

令和４年１２月１日頃から配布 市内全域

日野市
健康福祉部障害福祉課
TEL:042-514-8991
FAX:042-583-0294

103 日野市
市役所本庁舎での作品展及びパネ
ル展

　市役所本庁舎１階にて障害のある方の作品及び周知啓発等を目的としたパネル展の実
施

令和４年１２月３日予定 日野市役所本庁舎 ○

日野市
健康福祉部障害福祉課
TEL:042-514-8991
FAX:042-583-0294
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104 日野市 イオンモールでのパネル展 　イオンモール多摩平の森にて周知啓発等を目的としたパネル展の実施 令和４年１２月２日（金）予定 イオンモール多摩平の森 ○

日野市
健康福祉部障害福祉課
TEL:042-514-8991
FAX:042-583-0294

105 東村山市 障害者週間・福祉のつどい
　　障害者への理解促進及び差別解消の促進において、お互いを理解し、わかりあう社会
を目指すことを目的としており、啓発活動の一環としてミニ手話体験会、障害者のかたが製
作された作品の展示を行う。

①令和４年１１月１７日～令和４年１
１月１９日
（午前１０時～午後３時） ・東村山市中央公民館 ○ 東村山市役所ホームページに記載

東村山市
健康福祉部　障害支援課　事業係
TEL:042-393-5111
FAX:042-395-2131

106 東村山市 障害者週間・福祉のつどい
　　障害者への理解促進及び差別解消の促進において、お互いを理解し、わかりあう社会
を目指すことを目的としており、啓発活動の一環として障害者施設の自主製品等（陶器、小
物、クッキー等）の展示・即売会を行う。

①令和４年１１月２３日～令和４年１
１月２４日
（午前１０時～午後７時）
②令和４年１２月７日～令和４年１２
月９日
（午前１０時～午後３時）

①イトーヨーカ堂東村山支店
②東村山市役所駐車場
日）

○ 東村山市役所ホームページに記載

東村山市
健康福祉部　障害支援課　事業係
TEL:042-393-5111
FAX:042-395-2131
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107 国分寺市 講演会
　市民に障害及び障害者への関心を持ってもらい，理解を促すため，聴覚障害当事者であ
る講師をお呼びし，年齢，性別，文化、言語，国籍の違いや，障害のある方や子育て中の
方などの多様なニーズに応えるための『ユニバーサルマナー』のセミナーを開催する。

令和４年12月３日（土）14時～16時 国分寺市　リオンホール ○
httpswww.city.kokubunji.tokyo.jpkura
shisyougaishienevent1001749index.h
tml

国分寺市
福祉部障害福祉課
TEL:042-325-0111
FAX:042-324-6831

108 国分寺市 ワークショップ・物品販売
　市民の障害者に対する理解を促すとともに，市内障害者就労施設等の販路を拡大するた
め，市内障害者就労施設によるクラフト系ワークショップ及び物品販売を行う。

①令和４年12月３日（土）～12月４日
（日）
②令和４年12月３日（土）～12月４日
（日）
③令和４年12月３日（土）～12月６日
（火）

①ワークショップ：セレオ国分
寺３、９階
②物品販売：セレオ国分寺１
階ぶんじマーケット自由通路
③物品販売：西国分寺駅構内
nonowa

○

国分寺市
福祉部障害福祉課
TEL:042-325-0111
FAX:042-324-6831

109 国分寺市 作品展示
　市民の障害者に対する理解を促すため，市施設等で障害者が作成した絵画等を展示す
る。

令和４年12月２日（金）～12月９日
（金） 国分寺市　リオンホール前 ○

国分寺市
福祉部障害福祉課
TEL:042-325-0111
FAX:042-324-6831

110 国分寺市 啓発活動 　市民の障害への理解を促すため，庁用車へマグネットシートを添付し啓発を行う。
令和４年12月１日（木）～12月28日
（水）

庁用車へ添付し，市内を走行

国分寺市
福祉部障害福祉課
TEL:042-325-0111
FAX:042-324-6831

111 国分寺市 障害者週間について市広報へ掲載 　市の広報誌11月15日号に「障害者週間」の啓発記事を掲載する。 令和４年11月15日（火）

国分寺市
福祉部障害福祉課
TEL:042-325-0111
FAX:042-324-6831

112 国分寺市 ポスター掲示
　市民に障害者週間の周知を行うため，市施設等(駅前広場等のデジタルサイネージ含む）
にポスター掲示を行う。

令和４年11月15日（火）～12月９日
（金）

市内施設及び自治会・町内会
掲示板等（駅前広場、ココブン
ジプラザ総合、市民課窓口等
の電子掲示板含む）

○

国分寺市
福祉部障害福祉課
TEL:042-325-0111
FAX:042-324-6831

113 国立市 医療的ケア児保護者の写真展

　人権への理解、しょうがいしゃの理解を深めるため、医療的ケア児や保護者の現状につ
いて写真展を開催する。
（国立市政策経営部市長室の人権イベントと共催）

①令和4年12月1日～12月13日
午前10時～午後７時
②12月15日～12月18日
午前８時３０分～午後１０時
（※最終日は時間が短縮する可能
性あり）

①旧国立駅舎
②国立駅前くにたち・こくぶん
じ市民プラザ

○

国立市
健康福祉部しょうがいしゃ支援課
TEL:042-576-2121
FAX:042-573-1102
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114 福生市 障害者週間の理解促進

　・ポスター掲示及びパネル展示
　・障害者の作品展示　(絵画・習字・工作品等）
　・障害者施設授産品販売（新型コロナウイルス感染症の感染状況によって中止となる場
合があります。）

令和４年12月3日～12月9日 福生市役所1階ロビー ○
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/
health/shogai/1006310/1008085.ht
ml

福生市
福祉保健部障害福祉課
TEL:電話042-551-1742
FAX:FAX042-552-5150

115 狛江市 障がい者週間　展示・販売会
　障がい者施設や団体の活動報告及び作品展示・販売、その他パンフレット等の設置によ
り、障がいに関する市民の関心と理解促進を図る。

令和４年12月3日（土）～
12月9日（金）

狛江市役所２階ロビー ○ http://www.city.komae.tokyo.jp/

狛江市
福祉保健部高齢障がい課障がい者
支援係
TEL:TEL：03-3430-1111　内線2209
FAX:FAX：03-3480-1133

116 東大和市 パネル展 　障害の理解を深めるパネル展 令和4年12月1日～12月9日 市役所ロビー ○

東大和市
福祉部障害福祉課障害福祉係
TEL:042-563-2111（内線1123）
FAX:042-563-5928

117 東大和市 ヘルプカードの普及啓発 　ヘルプカードの市内戸別配布、啓発グッズ（ポケットティッシュ）、リーフレットの配布等 令和4年12月1日～12月28日 市内全域 ○

東大和市
福祉部障害福祉課障害福祉係
TEL:042-563-2111（内線1123）
FAX:042-563-5928

118 東大和市 障害者理解促進スタンプラリー
　東大和市地域自立支援協議会の活動紹介（全体会、各部会）のため、パネル展示や体験
コーナー、作品の展示販売等を行う。

令和4年12月3日
10時～15時

東大和市立中央公民館 ○

東大和市
福祉部障害福祉課障害福祉係
TEL:042-563-2111（内線1123）
FAX:042-563-5928

119 清瀬市 障害者週間 　市内障害者団体を紹介する掲示物及び製品等の展示・販売を行う。

①令和4年11月28日
～令和4年12月5日

②令和4年12月2日
～令和4年12月15日

①清瀬駅北口西友4階
クレアギャラリー

②清瀬市役所1階
市民交流スペース

○

清瀬市
障害福祉課障害福祉係
TEL:042-497-2073
FAX:042-492-5139

120 東久留米市 広報掲載 　　「障害者週間」について、市民の方へ周知するため、市広報へ原稿を掲載する。 令和４年１２月１日号

東久留米市
福祉保健部障害福祉課
TEL:042-470-7747
FAX:042-470-7808



－20－

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　先

121 武蔵村山市
　身体障害者福祉センター及び精神
障害者地域活動支援センター利用
者作品展（仮称）

　武蔵村山市身体障害者福祉センターの創作講座（書道・革工芸・樹脂粘土）やデイサービ
ス利用者及び武蔵村山市精神障害者地域活動支援センター利用者が作成した作品展示

　令和4年12月3日～同月9日まで
（午前8時30分から午後5時15分ま
で）

　武蔵村山市民総合センター
ロビー

○

武蔵村山市
武蔵村山市身体障害者福祉セン
ター
TEL:042-590-1270
FAX:042-590-1305

122 多摩市
ぱらあーと　第３２回多摩市みんな
の美術作品展

　障がいのある方を中心とした絵画・陶芸・書などの作品を展示する。障がい者(児)の社会
参加の拡大及び障がい者理解の推進を目的とする。

令和4年12月４日～令和4年12月11
日

パルテノン多摩市民ギャラ
リー他

○
https://www.michilab.co.jp/art32_en
try/

多摩市
健康福祉部　障害福祉課
TEL:042-338-6847
FAX:042-371-1200

123 稲城市
市広報、市公式ホームページによる
周知

　障害者週間やイベント、相談窓口等についての周知記事を市広報11月1日号及び市公式
ホームページに掲載する

令和４年11月１日～12月15日

稲城市
福祉部障害福祉課
TEL:042-378-2111
FAX:042-378-5677
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124 稲城市 映画上映会 　市民の障害への理解を深めることを目的に、映画上映会を行う 令和４年12月14日
稲城市中央文化センターホー
ル

○
TEL:
FAX:

125 稲城市 障害者参加演奏会
　障害者の参加の場の確保と市民の障害への理解を深めることを目的に、一般社団法人
春夏秋冬と一緒に楽しむ演奏会を実施する

令和４年12月15日
稲城市中央文化センターホー
ル

○
TEL:
FAX:

126 稲城市 就労継続支援Ｂ型事業所紹介
　市民の障害への理解を深める目的で、市内の就労継続支援Ｂ型事業所及びその製品等
の紹介、販売を実施する

令和４年12月９日
令和４年12月14日

市役所１階ロビー
稲城市中央文化センター１階
ぽらーの

○
TEL:
FAX:

127 稲城市 いなぎの個性豊かな仲間たち
　障害者の作品の発表・紹介の場として、市内の事業所で作った作品や障害者個人の作品
を展示する

令和４年12月２日～15日
稲城市中央文化センター１階
ロビー

○
TEL:
FAX:

128 羽村市 障害の理解を深めるための講演会 　障害の理解を深めるための講演会を実施する。
令和4年11月22日14時から16時 プリモホールゆとろぎ　講座室

１
○

羽村市
福祉健康部障害福祉課障害者支援
係

TEL:042-555-1111（内線185・186）
FAX:042-555-7323

129 羽村市 障害者作品展 　障害のある人が作成した絵や障害に関する普及啓発に関する掲示を行う。 令和4年11月18日～25日 市役所1階ロビー

羽村市
福祉健康部障害福祉課障害者支援
係

TEL:042-555-1111（内線185・186）
FAX:042-555-7323

130 あきる野市 障がい者週間啓発事業
　障がい者福祉への関心を深め、障がい者があらゆる分野の活動に積極的に参加する意
欲を高めるために、障がい者団体や障害福祉サービス事業所の活動紹介、作品展示を行
う。

令和４年１２月２日～
１２月８日
（午前８時３０分～
午後５時１５分）

あきる野市役所本庁舎 ○

あきる野市
健康福祉部障がい者支援課
障がい者相談係
TEL:０４２－５５８－１１１１
（内線2617～2619）
FAX:０４２－５５８－１１７０
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131 西東京市 アスタイベント
　市内障害者団体の活動内容や作品を展示や障害者福祉施設に通う方々の手作り品を販
売

令和4年12月8日
令和4年12月9日

田無アスタ２階
センターコート

○

西東京市
健康福祉部障害福祉課
障害者支援係
TEL:042-420-2804
FAX:042-466-9666

132 西東京市 パラアスリート交流事業（ボッチャ）
　特別支援学校に通い、ボッチャプレイヤーとして活躍されているパラアスリート（第６回全
国ボッチャ選抜甲子園の優勝チームのメンバー）を招き、ボッチャ体験教室等を行う。交流
を図る事業を実施することにより、パラスポーツ周知や障害理解の促進を図る。

12月4日 コール田無　多目的ホール ○

西東京市
健康福祉部障害福祉課
障害者支援係
TEL:042-420-2804
FAX:042-466-9666

133 瑞穂町 障害者週間啓発絵画展示
　町内福祉施設の利用者が作成した絵画を展示し、障がい者への理解促進及び啓発を行
います。

令和4年11月15日8時30分から
令和4年12月9日17時00分まで

瑞穂町役場1階フロア ×

瑞穂町
福祉部福祉課障がい者支援係

TEL:042-557-0574
FAX:042-556-3401

134 瑞穂町 障害者関連図書展示 　大活字図書など障がい者に関連した図書の展示を行います。 令和4年12月 瑞穂町図書館 ○

瑞穂町
瑞穂町図書館

TEL:042-557-5614
FAX:042-556-3401

135 瑞穂町 広報みずほに関連記事掲載 　広報みずほに障害者週間に関する記事を掲載します。 令和4年12月 ×

瑞穂町
福祉部福祉課障がい者支援係

TEL:042-557-0574
FAX:042-556-3401

136 神津島村 ボッチャ交流会 　障害者や老人、地域の人々の交流の場として月に1度、ボッチャを通じた交流会である。 10：00～12：00 生きがい健康センター ○
http://www.shiosai-
kozu.org/index.html

神津島村
NPO法人　潮彩の会
TEL:04992-8-0670
FAX:04992-8-0670

137 神津島村 地活島外学習旅行 　公共の場でマナーを守り、社会人として自覚を持って行動ができるようにする。 令和4年10月10日～10月13日 東京、静岡県 ×

神津島村
地域活動支援センター
TEL:04992-8-0378
FAX:
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