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都道府県・指定都市名 神奈川県

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 神奈川県 はーとふる・マルシェ 　障がい者手作り製品の販売、障がい者理解のための啓発ポスター等の展示を行う。
令和４年12月５日(月)～
12月９日(金)

神奈川県庁新庁舎1階ロビー ○

神奈川県
障害福祉課社会参加推進グループ
TEL:045-210-4709
FAX:045-201-2051

02 神奈川県
第14回神奈川県障害者文化・芸術
祭

　障がい者の文化・芸術活動の促進と技術の向上や、文化・芸術活動を通じた地域社会と
の交流により、障がい者の積極的な社会参加を推進するとともに、地域の障がい者の文化
芸術活動の振興を図ることを目的として、写真・書道・手芸・工作・絵画等の展示及びダンス
などのサークル活動を行っている団体の発表を行う。

令和４年12月10日(土)10:00～
16:00、
12月11日(日)　10:00～15:00

【展示会】
伊勢原市民文化会館（展示
室）
【発表会】
伊勢原市民文化会館（小ホー
ル）
※当日は無観客で実施する。
録画をHPにて配信を予定。

○

神奈川県
障害福祉課社会参加推進グループ
TEL:045-210-4709
FAX:045-201-2051

03 神奈川県
心のバリアフリー推進員養成研修講
座

　企業等において障がい者に対する取組みの中心的な役割を担う「心のバリアフリー推進
員」の養成研修（企業向け。事前申し込みが必要。定員になり次第締切）を行う。

令和４年12月６日(火)
14:00～16:00

神奈川県総合医療会館会議
室A

×

神奈川県
障害福祉課社会参加推進グループ
TEL:045-210-4709
FAX:045-201-2051

04 神奈川県 学生の活動報告交流会
　県内大学の学生がともに生きる社会をテーマとして取り組む研究活動やフィールドワー
ク、ボランティア活動等について発表し交流する。

令和４年12月11日(日) 県庁大会議場 ○

神奈川県
共生推進本部室共生グループ
TEL:045-210-4961
FAX:045-210-8854

05 神奈川県 利用者の作品展示
　①「障害者週間」のポスターを掲示する。②当所の外来を利用されている障害のあるお子
さんが作業療法絵画グループで作成した作品や写真を活用したカレンダーを展示する。③
パラスポーツや障害者アート等のチラシ等を配架する。

①令和４年12月２日（金）～12月９日
（金）　　　　　②③通年対応

総合療育相談センター １階ロ
ビー(掲示・配架コーナー)

×

神奈川県
総合療育相談センター地域企画課
TEL0466－97-2032
FAX0466－80-1901

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 神奈川県
視覚障がい者の学ぶ場・働く場の見
学会

　企業の経営者、人事担当者等に、盲学校等及び視覚障がい者を雇用している企業の見
学機会を提供し、視覚障がい者の就労について理解を深めてもらうことを目的に見学会を
実施する。

令和４年11月29日（火） 13:00～
17:00

横浜市、横浜市立盲特別支援
学校、他

×

神奈川県
産業労働局労働部雇用労政課
TEL045-210-5871
FAX045-210-8873

07 神奈川県 聴覚障がい者の働く場の見学会
　企業の経営者、人事担当者等に、聴覚障がい者を雇用している企業の見学機会を提供
し、聴覚障がい者が抱える就労定着の課題や職場において配慮すべき事項についてセミ
ナー及び企業見学により、理解を深めてもらうことを目的とする。

令和４年12月6日（火） 14:00～16:00
東京都豊島区　ビックカメラ本
社

×

神奈川県
産業労働局労働部雇用労政課
TEL045-210-5871
FAX045-210-8873

08
横須賀市障害者団体連
絡協議会

障害者週間キャンペーン
YOKOSUKA

　障害者団体の活動紹介パネル展を実施する。
令和４年11月28日(月)10:00
～12月２日(金)15:00

横須賀市役所２号館１階
展示コーナー

○
横須賀市障害者団体連絡協議会
TEL046-821-1316
FAX

09
特定非営利活動法人
横障作連

障害者週間キャンペーン
YOKOSUKA

　地域作業所製品の活動紹介パネル展実施する。
令和４年12月5日(月)10:00
～12月９日(金)15:00

横須賀市役所２号館１階
展示コーナー

○
特定非営利活動法人　横障作連
TEL046-833-4035
FAX

10

特定非営利活動法人
横障作連
一般社団法人
sukasuka-ippo（①のみ）

障害者週間キャンペーン
YOKOSUKA

　地域作業所製品等の展示販売を行う。

①令和４年12月３日(土)～
12月９日(金)　10:00～16:00
②令和４年12月５日(月)～
12月９日(金)　10:00～15:00

①コースカベイサイドストアー
ズ３階ＧＵ前
②横須賀市役所１号館１階

○
特定非営利活動法人　横障作連
TEL046-833-4035
FAX
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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
横須賀市民生局福祉こ
ども部障害福祉課

障害者週間キャンペーン
YOKOSUKA

　障害の理解を深める講演会「発達障害と生きる」
　講師：広瀬宏之さん（横須賀市療育相談センター所長）

令和４年12月３日(土)
13:30～15:00

ヴェルクよこすか６階第１会議
室

○

横須賀市
横須賀市民生局福祉こども部障害
福祉課
TEL046-822-9398
FAX

12
横須賀市ボランティア連
絡協議会

障害者週間キャンペーン
YOKOSUKA

　あったかハート交流会
　　・障害者団体による活動発表（出演順）
　　　　岩戸養護学校太鼓部（和太鼓）、ホンキートンク（アフリカ太鼓）、
　　　　モコダンスサークル（社交ダンス）、DANKE（ヘルマンハープ演奏）、
　　　　視覚障害者協会民謡クラブ虹の会（唄・演奏）、エ コモ マイ リコ（フラダンス）、
　　　　そよ風バンド（軽音楽）
　　・手話を学んでみよう！
　　　　神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課
　　・体験発表
　　　　～聴覚の障害を乗り越えて、そして支えてこられた方のお話し～
　　・元気いっぱいのパフォーマンス
　　　　THE☆すかっ子「ソーラン」

令和４年12月３日（土）
10:30～15:40

横須賀市立総合福祉会館
５階ホール

○ http://www.yokosuka-shakyo.or.jp
横須賀市ボランティア連絡協議会
（よこすかボランティアセンター）
TEL046-821-1303
FAX046-824-8110

13
独立行政法人　国立特
別支援教育総合研究所

障害者週間キャンペーン
YOKOSUKA

　来てよし　見てよし　特別支援教育の新しい扉を開く　研究所公開
　・11月５日（土）に来場型の公開を実施する。
　国立特別支援教育総合研究所 研究所公開（オンライン版）
　・研究所の事業を紹介する動画などをオンラインで配信公開する。

令和４年11月５日（土）～
令和４年12月11日(日)

○ https://www.nise.go.jp/nc/

独立行政法人 国立特別支援教育
総合研究所
総務企画課広報係
TEL046-839-6810
FAX

14
筑波大学附属久里浜特
別支援学校

障害者週間キャンペーン
YOKOSUKA

　ぼく、わたしのすきなこと
　本校の子どもの好きなことや、好きなことに取り組む様子をホームページで紹介する。

令和４年12月１日(木)～
令和５年１月31日(火)

○
https://www.kurihama.tsukuba.ac.jp
/

筑波大学附属久里浜特別支援学校
TEL046-848-3441
FAX

15 横須賀市教育委員会
障害者週間キャンペーン
YOKOSUKA

　第12回横須賀市児童生徒ふれあい作品展
　市内の特別支援学級や特別支援学校の児童生徒が学習の中で制作した作品を展示す
る。

令和４年11月18日(金)～
11月22日(火)　9:30～17:00
(最終日は14:00まで)

横須賀市文化会館
市民第１ギャラリー

○

横須賀市
横須賀市教育委員会
支援教育課
TEL046-822-8513
FAX
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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 平塚市
平塚市webサイトトップページの「ト
ピックス」での情報提供

　市webサイトトップページのトピックスに「障害者週間」であることを掲載し、リンク先のペー
ジで障がい者差別解消法や「心のバリアフリー」など障がい者理解を促進する情報を提供
する。

令和４年１１月２８日(月)～
12月９日(金)

平塚市webサイト上
https://www.city.hiratsuka.kanagaw
a.jp/fukushi/page-c_01025.html

平塚市
福祉部障がい福祉課
TEL0463-21-8774
FAX0463-21-1213

17 平塚市 障がい者週間パネル展
　障がい者への思いやりや理解の促進、心のバリアフリーの機運の醸成を目的に、平塚市
障がい福祉課、平塚市障害者団体連合会、障がい者福祉ショップ「ありがとう」および平塚
養護学校による啓発パネルや作品展示を行う。

令和４年12月3日(土)～
12月９日(金)

三井ショッピングパークらら
ぽーと湘南平塚（１階YAMA東
エスカレーター下）

○

平塚市
福祉部障がい福祉課
TEL0463-21-8774
FAX0463-21-1213

18 平塚市
平塚市障がい福祉事業所製品展示
即売会

　市内の障害者福祉事業所の製品（ジュース、パン等の食料品や衣料雑貨等）の展示と販
売を行い、福祉事業所と市民の交流の場とするとともに、市民に事業所の活動を知ってもら
うことで障がいへの理解の促進や思いやりの心の醸成を推進する。

令和４年１２月２１日（水）～１２月２３
日（金）
（9:00～17:00）※最終日は15時まで

平塚市役所１階多目的スペー
ス

○

平塚市
福祉部障がい福祉課
TEL0463-21-8774
FAX0463-21-1213

19 鎌倉市 ふれあいショップ 　手作り製品の販売等を行う。
令和４年12月７日（水）　10：30～14：
00

湘南モノレール大船駅改札口
前ペテストリアンデッキ

○

鎌倉市
健康福祉部障害福祉課
TEL0467-23-3000
内線　2369、2694
FAX0467-25-1443

20

藤沢市
藤沢市ふれあい実行委
員会

ふれあいフェスタ 　障害者週間の啓発普及行事 令和４年１２月３日（土）
藤沢市役所本庁舎
藤沢市役所分庁舎

〇

藤沢市　　　　　　　　　　　　　　藤沢
市社会福祉協議会
藤沢市障がい者支援課
藤沢市社会福祉協議会　地域福祉
課
TEL0466-25-1111
0466-50-3670
FAX0466-26-6978　　　　(藤沢市社
会福祉協議会地域福祉課)
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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 藤沢市社会福祉協議会 障害者週間啓発普及物品配布 　藤沢市役所　障がい福祉課窓口にて障害者週間啓発普及テイッシュの配布 令和４年１１月１５日～１２月９日 藤沢市役所　障がい福祉課

藤沢市社会福祉協議会
総務課
TEL0466-50-3525
FAX0466-26-6978

22 小田原市
小田原市精神保健福祉地域交流事
業実行委員会　啓発展示

　"こころの病"が身近な病気であることを地域住民に知ってもらうための普及啓発を目的に
パネル展示を行う。

令和５年２月 小田原市役所２階談話ロビー ○

小田原市
福祉健康部障がい福祉課
TEL0465-33-1493
FAX0465-33-1317

23 小田原市 おだわらハートフェスタ
　こころの病が身近な病気であることを地域住民に知ってもらうための普及啓発を目的にイ
ベントを実施する。（小田原市精神保健福祉地域交流事業実行委員会による作品展示・パ
ネル展示・物品販売・体験イベント等）

令和４年10月８日（土）
小田原地下街ハルネ小田原
うめまる広場

○
https://www.city.odawara.kanagawa.
jp/field/welfare/handic-
s/other_support/p34564.html

小田原市
福祉健康部障がい福祉課
TEL0465-33-1493
FAX0465-33-1317

24 小田原市 パラスポーツ体験会
　誰でも気軽に参加できるスポーツ・レクリエーション活動やパラスポーツ体験等を通して、
障がい児者に対する理解や社会参加を促進することを目的にイベントを実施する。

令和４年11月20日（日） 小田原市立三の丸小学校 ○
https://www.city.odawara.kanagawa.
jp/field/welfare/handic-
s/topics/p34478.html

小田原市
福祉健康部障がい福祉課
TEL0465-33-1493
FAX0465-33-1317

25 小田原市
小田原市理解促進研修・啓発イベン
ト

　誰もが生きがいや役割を持ち、助け合いながら安心して暮らすことができる共生社会の実
現と、地域住民の障がいや障がい者に対する理解を深めることを目的にイベントを実施す
る。

令和４年12月３日（土）、４日（日）
小田原地下街ハルネ小田原
うめまる広場

○

小田原市
福祉健康部障がい福祉課
TEL0465-33-1493
FAX0465-33-1317
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26
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市地域作業所連
絡会

ふれあい作品展 　障がい者の作品の展示・販売 令和４年１１月２８日～１２月９日
茅ヶ崎市役所市民ふれあいプ
ラザ

○

神奈川県茅ヶ崎市
福祉部障がい福祉課
TEL0467-82-1111
FAX0467-82-5157

27 逗子市（委員会形式） ふれあいフェスinずし
　体験、交流を通して、こころのバリアフリーを実現し、障がいのある人もない人も誰もが分
け隔てられることなく、地域で安心して自分らしく暮らし続けられることのできるまちづくりを
めざすことを目的とし、１２月３日から９日の障害者週間に開催する。

令和４年12月3日（土）10：00～15：00 逗子市立体育館 ○
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/
syokan/syougai/fureai2022.html

逗子市
福祉部障がい福祉課
TEL046-873-1111
FAX046-873-4520

28 秦野市障害福祉課 障害者週間イベント

　①ともに生きる社会かながわパネル展
　②広報はだの12月1日号に特集ページ「障害を知ろう」を掲載
　③第33回自閉症児・者作品展および障害福祉ガイドブックや各種チラシ等を用意し、啓発
コーナーを設置

令和４年11月７日（月）～12月９日
（金）
①11/7～11/11　8：30-17：00
③12/2～12/9　　8：30-17：00

①秦野市役所1階ロビー
③秦野市役所障害福祉課前

○

秦野市
福祉部障害福祉課
TEL0463-82-7616
FAX0463-82-8020

29 秦野市障害福祉課 障害者週間イルミネーション
　秦野市にある、ともしびショップ「ゆめさんぽ」にて、自治会と連携し、イルミネーションを実
施。

令和４年12月３日（月）～12月25日
（日）
16：30-20：00

秦野市ともしびショップ「にじさ
んぽ」及び隣接している栄町
公園

○

秦野市
福祉部障害福祉課
TEL0463-82-7616
FAX0463-82-8020

30 厚木市
障がい者の手づくり製品展示・即売
会

　厚木市障害者福祉事業所連絡会に加盟する事業所が担当し、事業所で働く障がい者の
手づくり製品の展示・即売会を実施する。

令和4年12月5日(月)～12月8日(木)
10:30～14:00

厚木市役所本庁舎 ○
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp
/soshiki/shogaifukushika/2/25656.h
tml

厚木市
福祉部障がい福祉課
TEL046-225-2221
FAX046-224-0229
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31 厚木市 映画上映会（仮称） 　市民を対象に、映画上映を通じて、障がい者の理解促進を図るため実施する。
令和5年１月15日(日)
9：30～12：00

アミューあつぎ ○

厚木市
福祉部障がい福祉課
TEL046-225-2221
FAX046-224-0229

32 厚木市
厚木市障がい者基幹相談支援セン
ターふれあいシンポジウム

　市民、障害福祉事業所、障がい当事者を対象に、障がいに対する理解を深めるシンポジ
ウムを開催する。

令和4年12月3日（土)
14：00～16：00

アミューあつぎ ○

厚木市
福祉部障がい福祉課
TEL046-225-2225
FAX046-224-0229

33
大和市障害者自立支援
協議会

障がい者週間PR 　事業所の紹介や利用者の作品、障がい福祉関係ポスター等を展示する。 令和４年12月13日（火）～14日（水） イオンモール大和ライトコート ○

大和市
健康福祉部障がい福祉課
TEL046-260-5665
FAX046-262-9999

34 伊勢原市 「障害者週間」啓発キャンペーン
　障がい児者相談支援事業所一覧、障がい者虐待防止関係のチラシ、啓発物品を１，０００
セット用意し、市役所市民ホールに啓発コーナーを設置する。

令和4年12月5日（月）～12月9日
（金）
8：30～17：15

伊勢原市役所市民ホール 市ホームページに掲載

伊勢原市
保健福祉部障がい福祉課
TEL0463-94-4721
FAX0463-95-7612

35 海老名市 障害者週間図書館展示 　障がい関連図書の特設コーナーを設置する。
令和４年12月１日（木）～12月31日
（土）

中央図書館 ○

海老名市
保健福祉部障がい福祉課
TEL046-235-4813
FAX046-233-5731
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36 海老名市 障害者週間図書館展示 　障がい関連図書の特設コーナーを設置する。
令和４年12月１日（木）～12月31日
（土）

有馬図書館 ○

海老名市
保健福祉部障がい福祉課
TEL046-235-4813
FAX046-233-5731

37 海老名市 障害者週間パネル展 　障がい福祉サービス事業所の紹介や障害者週間に関するパネルを展示する。
令和４年12月２日（金）～12月８日
（木）

海老名市役所１階エントランス ○

海老名市
保健福祉部障がい福祉課
TEL046-235-4813
FAX046-233-5731

38 海老名市 広報えびな特集記事掲載 　「広報えびな12月1日号」に障がいに関する特集記事を掲載し、全戸配布する。

海老名市
保健福祉部障がい福祉課
TEL046-235-4813
FAX046-233-5731

39 海老名市
海老名市こころのバリアフリー2022
講演会

　義足のプロダンサーである大前光市氏を講師に招き、パフォーマンスと講演を行う。
令和４年12月24日（土）
１３：００～１５：２５

海老名市文化会館
小ホール

○

海老名市
保健福祉部障がい福祉課
TEL046-235-4813
FAX046-233-5731

40 海老名市
海老名市こころのバリアフリー2022
映画会

　映画「僕とオトウト」を上映し、上映後は映画監督を招いてトークを行う。
令和４年11月26日（土）
１４：００～１６：１０

神奈川県立えびな支援学校 ○

海老名市
保健福祉部障がい福祉課
TEL046-235-4813
FAX046-233-5731
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41 海老名市 三井住友銀行パネル展 　障害者週間に関するパネル等を展示する。
令和４年12月２日（金）～12月８日
（木）

三井住友銀行
海老名支店

○

海老名市
保健福祉部障がい福祉課
TEL046-235-4813
FAX046-233-5731

42 座間市 障がい者週間啓発イベント
　市内障がい福祉施設等利用者による手作り作品の展示及び販売、事業所紹介パネルの
展示を行う。

令和４年12月５日(（月）)～
12月９日(金)　9:00～16:00

座間市役所１Ｆアトリウム ○

座間市
福祉部障がい福祉課
TEL046-252-7978
FAX046-252-7043

43 綾瀬市 障害者週間パネル展
　障害福祉に関する市の取り組みや法制度など多くの市民に知ってもらうため、パネル展示
を開催する。

令和４年12月１日(木)～
12月７日(水)

綾瀬市役所１階市民ホール ○

綾瀬市
福祉部障がい福祉課
TEL0467-70-5623
FAX0467-70-5702

44 綾瀬市 広報あやせ12/1号掲載 　広報あやせに障害者週間についての原稿の掲載を行う 令和4年12月1日までに各戸配布 広報の掲載

綾瀬市
福祉部障がい福祉課
TEL0467-70-5623
FAX0467-70-5702

45 綾瀬市 障害者差別解消法講習会 　障害者差別解消法の改正から今後の地域で必要な取り組みを考える講習会。
令和4年12月8日(木)
13時30分～15時15分

綾瀬市役所314・315会議室 ○

綾瀬市
福祉部障がい福祉課
TEL0467-70-5623
FAX0467-70-5702
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46 綾瀬市 グループホーム説明会
　住み慣れた地域で生活していくための障害福祉サービスの1つであるグループホームに
ついての説明会。当事者、家族、支援者対象。

令和４年11月28日(月)
13時30分～15時30分

綾瀬市役所315会議室 ×

綾瀬市
福祉部障がい福祉課
TEL0467-70-5623
FAX0467-70-5702

47 綾瀬市 あやともマルシェ 　障がい者の作成した製品の販売 令和４年12月３日(金) 綾瀬市スポーツ公園 ○

綾瀬市
福祉部障がい福祉課
TEL0467-70-5623
FAX0467-70-5702

48

社会福祉法人
綾瀬市社会福祉協議会

綾瀬市当事者団体連絡
会

あやせ「夢」アート展
　市内通所及び入所施設の当事者が制作する作品（絵画、工作、工芸等）の展示し、障が
いのある人も障がいのない人も全ての人々が交流を図れることを目的する。

令和４年１２月４日（日）～１２月８日
（木）

①12/4（日）10：30～15：00
②12/5（月）～8日（木） 11：00～13：
00

綾瀬市役所
1階
ともしびショップむー

〇

神奈川県
綾瀬市
社会福祉法人
綾瀬市社会福祉協議会
TEL0467-77-8166
FAX0467-79-1812

49

社会福祉法人
綾瀬市社会福祉協議会

綾瀬市当事者団体連絡
会

あやせ「夢」アート展啓発活動
　令和４年１２月４日（日）からの「あやせ夢アート展」を開催するにあたり、綾瀬タウンヒルズ
（商業施設）に来館する方々へ「あやせ夢アート展」の周知及び啓発活動を行う。

令和４年１２月３日（土）
11：00～13：00

綾瀬タウンヒルズ
１階

〇

神奈川県
綾瀬市
社会福祉法人
綾瀬市社会福祉協議会
TEL0467-77-8166
FAX0467-79-1812

50
寒川町障害者事業所連
絡会・寒川町障害者差
別解消支援地域協議会

図書館企画展示
障がい者のくらし

　障害のある方の生活の一部である事業所の紹介や、作品・災害時避難所での想定・障害
種別ごとの書籍展示を行う。また、併せて県の「ともに生きる社会かながわ憲章」の展示も
行う。

令和４年11月12日(土)～
11月30日(水)　9:00～19:00

寒川総合図書館 ○

寒川町
健康福祉部福祉課
TEL0467-74-1111
FAX0467-74-5613
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51 大磯町 広報への特集記事掲載 　障がい週間特集記事掲載の町広報の発行を行う。
広報12月号（令和４年11月25日発
行）

大磯町
町民福祉部福祉課障がい福祉係
TEL0463-73-4530
FAX0463-73-1285

52 大磯町 普及啓発 　障害者週間に町内施設の窓口において普及啓発物品の配置を行う。
令和４年12月３日（土）～12月９日
（金）

大磯町役場本庁舎窓口等

大磯町
町民福祉部福祉課障がい福祉係
TEL0463-73-4530
FAX0463-73-1285

53 松田町 　町広報紙にて障害者週間の記事を掲載する。 令和４年１２月号

神奈川県松田町
福祉課
TEL0465-83-1226
FAX0465-44-4685

54 開成町 パネル展示 　開成町福祉会館ロビーにて、「ともに生きる社会かながわ県章」をパネル展示する。
令和4年12月5日（月）～
12月9日（金）

開成町役場 ○

開成町
福祉介護課
TEL0465-84-0316
FAX0465-82-5234

55 開成町 町広報紙掲載 　町広報にて障害者週間及び人権週間の記事を掲載する。 令和4年12月号

開成町
福祉介護課
TEL0465-84-0316
FAX0465-82-5234
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56 真鶴町 町広報掲載 　町広報「広報　真鶴」にて障害者週間の記事を掲載する。 令和４年度・広報１２月号

真鶴町
福祉課
TEL0465-68-1131
FAX0465-68-5119
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