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都道府県・指定都市名 新潟県

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 新潟県 じんけんパネル展
　人権啓発イベントの「じんけんパネル展」との合同開催として、「心の輪を広げる体験作
文」及び「障害者週間のポスター」の受賞作品の展示を行う。

令和４年12月１日（木）～12月12日
（月）

新潟市中央区
NEXT21ビル1階アトリウム

○

新潟県
福祉保健部 障害福祉課
TEL:025-280-5211
FAX:025-283-2062

02 新潟市
共生社会推進事業「ともにアートプ
ロジェクト」「ともにプロジェクトＰＲイ
ベント」

　 障がい者福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がいのある人が社会、経済、
文化など、あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に開催するも
の。アート作品展示、福祉施設のバザーを行う。

令和５年２月１日（水）～２月１０日
（金）

新潟市イオンモール新潟南 ○

新潟市
新潟市障がい福祉課
TEL:025-226-1237
FAX:025-223-1500

03 長岡市 広報活動 　市広報誌に障害者週間に関する記事を掲載し、障害のある方への理解を深める。 令和４年12月１日（木）～

長岡市
福祉保健部福祉課
TEL:0258-39-2343
FAX:0258-39-2256

04 三条市 障がい者の作品展示 　三条市美術展と同時開催で、障がい者の作品展示を行う。 令和４年10月15日（土）～18日（火） 三条市体育文化会館 ○

三条市
福祉保健部福祉課
TEL:0256-34-5408
FAX:0256-35-2150

05 三条市 ”ツナガル”フォーラム
　障がいをはじめとする多様性に寛容な社会への転換に向けた取組の一環として、本
フォーラムを実施することで、障がいがある人が持つ可能性や寛容社会での地域の在り方
をきっかけとしていくもの。

令和４年12月17日（土） 三条市体育文化会館 ○

三条市
福祉保健部福祉課
TEL:0256-34-5408
FAX:0256-35-2150
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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 柏崎市
第４回障がい者芸術作品展「かしわ
ざきギャラリー」

　障害者による作品を展示し、幅広い市民の方から閲覧いただける機会を提供する。
令和4年12月1日（木）～
12月9日（金）
（開館時間、開庁時間）

柏崎市立図書館
柏崎市役所

○ http://www.city.kashiwazaki.lg.jp

柏崎市
福祉保健部福祉課
TEL:0257-21-2299
FAX:0257-21-1315

07

柏崎市、刈羽村、柏崎
市教育委員会、刈羽村
教育委員会、柏崎市子
ども会連合会

ニュースポ・パラスポ体験フェア＆こ
どもの遊びの広場2022

　障がいのある人もない人も一緒にスポーツを楽しむことで、障がい者理解の促進や障が
い者スポーツの普及を図る。

令和4年11月6日（日） 柏崎市総合体育館 ○ http://www.city.kashiwazaki.lg.jp

柏崎市
スポーツ振興課
TEL:0257-20-7010
FAX:0257-24-7714

08 新発田市 広報による周知啓発 　市広報誌11月15日号に障害者週間に係る記事を掲載する。 令和４年11月15日（火）
https://www.city.shibata.lg.jp/koho/
koho/1015488/index.html

新発田市
社会福祉課
TEL:0254-22-3030（代表）
FAX:0254-21-1091

09 小千谷市 広報活動 　市広報紙に障害者週間についての記事を掲載する。 令和４年11月25日（金）
https://www.city.ojiya.niigata.jp/sos
hiki/kikakuseisaku/kohoojiya-
hokan2022.html

新潟県小千谷市
福祉課
TEL:0258-83-3517
FAX:0258-83-4160

10 加茂市 広報活動 　庁内に障害者週間に関する情報を掲示する。 令和４年１２月１日～１２月９日 加茂市庁舎

加茂市
健康福祉課障がい支援係
TEL:0256-52-0080
FAX:0256-52-0285
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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 見附市 広報活動 　市広報誌１１月号に障害者週間に関する記事を掲載する 11月5日

新潟県
健康福祉課障害福祉係
TEL:0258-61-1350
FAX:0258-62-7052

12 村上市 広報活動 　市庁舎にいろいろな「障がい者マーク」を掲示する。
令和４年12月２日（金）～12月９日
（金）

村上市庁舎

村上市
福祉課福祉政策室
TEL:0254-75-8940
FAX:0254-53-3840

13 燕市
つばめバリアフリーフェスつばめバリ
アフリーフェス2022

　こころのバリアフリーを推進するため、①障がい福祉サービス事業所の活動紹介と製品販
売と②市民向けの講演会を開催する。

12/8（木）～12/10（土）

①12/8（木）～12/10（土）10：00～
15：30
②12/10（土）13：30～15：00

①燕市役所つばめホール
②燕市役所101～103会議室

○

燕市
健康福祉部社会福祉課障がい福祉
係
TEL:0256-77-8172
FAX:0256-77-8108

14 燕市 こころの健康講座

　うつ病等のこころの病に対する正しい理解やメンタルヘルスの向上を目的とした市民向け
の講座を開催する。
第1回：「こころの病とは？」
第2回：「生きづらさを抱える人への支援～接触障害から考える～」
第3回：「こころの健康を保つコツ」

第1回：9/4（日）14：00～16：00
第2回：10/6（木）14：00～16：00
第3回：11/24（木）14：00～15：30

第1回：燕市役所つばめホー
ル
第2回：燕市民交流センター3F
多目的ホール
第3回：燕市中央公民館　３Ｆ
中ホール

○

燕市
健康福祉部社会福祉課障がい福祉
係
TEL:0256-77-8172
FAX:0256-77-8108

15 燕市
つばめアール・ブリュット×ものづくり
展

アート展は、障がいのある人が既成概念にとらわれない自由な発想で創作した絵画を、市
内企業が製作した金属製のデザイン額縁で額装して展示します。

【第1期】10月4日（火）～20日（木）
10：00～18：00
【第2期】10月21日（金）～31日（月）
8：30～17：15（土・日・祝日を除く）
※いずれも最終日は11：00まで

【第1期】SORAIRO国上（道の
駅国上）　ファーマーズマー
ケット
【第2期】燕市役所庁舎　エント
ランス

○

燕市
健康福祉部社会福祉課障がい福祉
係
TEL:0256-77-8172
FAX:0256-77-8108
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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 糸魚川市 小学生こころのバリアフリー教室
　糸魚川市障害者計画の紹介
　障害とは
　障害者のお話とふれあい体験(視覚障碍者・聴覚障害者)

11月29日 糸魚川市立木浦小学校 ×

新潟県糸魚川市
福祉事務所
TEL:025-552-1511
FAX:025-552-8250

17 五泉市 ウエルカム作品展2022
　障害者週間にちなみ、市民の方に障がいのある人に対する理解を深める場として、市内
福祉施設の利用者が製作した作品を展示する。

・五泉市役所
令和４年１１月２８日（月）～
１２月９日(金)
・村松支所
令和５年１月４日（水）～
１月２７日(金)

五泉市役所
村松支所

○

五泉市
健康福祉課障害係
TEL:0250-43-3911
FAX:0250-43-0417

18 上越市 障害者週間記念事業
　市の体育施設や温泉施設、文化施設などを、市内の障害のある方等（身体障害者手帳・
療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及びその介助者１名）に無料開放する。

令和4年11月5日（土）、11月6日（日）
市内の公共施設
（36施設）

×
https://www.city.joetsu.niigata.jp/so
shiki/fukusi/syougaisyasyuukan-
03.html

上越市
福祉部福祉課
TEL:025-520-5695
FAX:025-525-5157

19 妙高市 こころのままのアート展

　障がいの有無に関わらず、誰もが一緒に楽しめるアート展を開催することで、障がい者の
生きがいづくりと社会参加を促進するとともに、障がい者理解の推進を図り、誰もが住み慣
れた地域で心豊かに暮らせる共生社会の実現をめざします。
　ＳＤＧsをテーマとして、絵画、貼り絵、書道、陶芸、さをり織り、市内作家の作品（イラスト、
絵画など）などを展示するほか、市内障がい者サービス事業所が、クッキー、ケーキ、スゲ
細工、お米などを販売します。
　　（販売日時:11月3日の午前10時から午後5時 ）

令和４年１０月２９日（土）～１１月６
日(日）

妙高市総合コミュニティセン
ター（１階　会議室ほか）

○
https://www.city.myoko.niigata.jp/d
ocs/3655.html

妙高市
福祉介護課障がい福祉係
TEL:0255-74-0015
FAX:0255-72-7659

20 阿賀野市 広報活動
　市広報誌11月15日号へ障害者週間に関する記事を掲載し、阿賀野市ホームページの注
目コーナーへ
各種障害福祉サービスの制度について紹介記事を掲載する

・市広報誌
　令和４年１１月１５日（火）
・市HP
　令和４年１１月１５日（火）～１２月９
日（金）

https://www.city.agano.niigata.jp

阿賀野市
民生部社会福祉課
TEL:0250-61-2476
FAX:0250-61-2036
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（開催時刻）
開催場所
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の可否
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21 佐渡市 あったかフォーラム
　障がい者スポーツの体験、アート展開催、授産品販売　等を１会場で同時開催予定（詳細
今後検討）

未定 未定 ○ 未定

新潟県
社会福祉部社会福祉課
TEL:0259-63-5113
FAX:0259-63-5121

22 佐渡市 市報への掲載 　市広報誌（１１月号）に障害者週間に関する記事を掲載する。 令和４年１１月１０日(木）

新潟県
社会福祉部社会福祉課
TEL:0259-63-5113
FAX:0259-63-5121

23 魚沼市 ろう者理解のための研修会 　ろう者の生活と基礎知識の説明、簡単な手話の実践、講師による手話落語を行う。
令和4年11月12日(土）
10:00～12:00

魚沼市小出ボランティアセン
ター

○

新潟県魚沼市
市民福祉部福祉支援課
TEL:025-792-9767
FAX:025-792-5600

24 南魚沼市
市広報紙による周知と障がい者相
談員の再周知

　市報に障害者週間についての記事を掲載するとともに、障がい者相談員の名簿を再掲載
し、障がいのある方への理解促進を進める。

令和4年11月１日（火） 市報

南魚沼市

福祉保健部福祉課
TEL:025‐773‐6667
FAX:025-773-6723

25 南魚沼市 ピアサポート講座
　精神疾患や精神障がいを持つ当事者と、その家族や支援者を対象とし、ピアサポートの
理解を深め、相手の話を「聴く」時の態度や心構えについて、グループワークなどを交えて
学ぶ。

令和4年９月22日（木）・
9月30日（金）・10月7日（金）

南魚沼市ふれ愛支援センター

南魚沼市

相談支援センターみなみうおぬま
TEL:025-770-1331
FAX:
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26 胎内市
胎内市共生きアート展（ごちゃまぜ
×フクシ）

　障がい者等が制作した作品の発表の場を提供し、広く市民と芸術を通じた交流の機会を
つくる。

令和4年11月17日（木）～11月24日
（木）

胎内市産業文化会館
胎内市役所本庁玄関ロビー

○ https://www.city.tainai.niigata.jp

胎内市
福祉介護課障がい福祉係
TEL:0254-43-6111
FAX:0254-44-8040

27 胎内市 広報活動 　市広報誌に「障害者週間」に関する記事を掲載する。 令和4年11月1日（火） https://www.city.tainai.niigata.jp

胎内市
福祉介護課障がい福祉係
TEL:0254-43-6111
FAX:0254-44-8040

28 田上町 障がい者の作品展示 　田上町文化祭において、障がい者支援センターに通所されている方の作品展示を行う。
令和４年１０月１５日（土）～１０月１６
日（日）

田上町交流会館 ○

田上町
保健福祉課福祉係
TEL:0256-57-6112
FAX:0256-57-3111

29 阿賀町 障害者週間パネル・作品展
　町内障害福祉サービス事業所に通所されている方が製作した作品の展示、また、町内事
業所の紹介

令和4年12月1日（木）～12月9日
（金）

阿賀町役場 ○

阿賀町
福祉介護課福祉係
TEL:0254-92-5763
FAX:0254-92-3001

30 津南町 広報活動
　町広報紙11月20日号に障害者週間に関する記事を掲載し、障害者差別、虐待および相
談窓口に関する記事も掲載する。

令和４年11月21日（月）

新潟県津南町
福祉保健課福祉班
TEL:025-765-3114
FAX:025-765-4625



－7－

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 弥彦村 周知啓発 　村の広報誌へ障害者週間の記事を掲載する 令和４年11月25日（金）

新潟県
住民福祉部福祉課
TEL:0256-94-3133
FAX:0256-94-5164

32 関川村 広報による周知啓発 　村広報誌12月1日号に障害者週間に係る記事を掲載する。 令和４年１２月１日（木）
http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/p
olitics/125/index.html

関川村
健康福祉課
TEL:0254-64-1472
FAX:0254-64-0505

33 関川村 広報による周知啓発 　村広報誌12月1日号に障害者週間に係る記事を掲載する。 令和４年１２月１日（木）
http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/p
olitics/125/index.html

関川村
健康福祉課
TEL:0254-64-1472
FAX:0254-64-0505

34 粟島浦村 広報活動 　村広報誌に障害者週間に関する記事を掲載する。 令和4年11月末　発行予定

粟島浦村
保健福祉課
TEL:0254-55-2111
FAX:0254-55-2159
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