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都道府県・指定都市名 山梨県

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 山梨県 第33回「障害者の主張」大会

　障害のある人が日常生活の中で考えていることを広く県民に伝えることにより、「障害」と
「障害のある人」に対する正しい理解を深め、障害のある人とない人がこれからの障害福祉
の在り方について共に考える。
　※ただし、当日は作品展のみ行うこととし、主張については動画配信を行う。

令和４年12月７日(水）
13:30～16:00

山梨県防災新館
オープンスクエア
（甲府市丸の内1丁目）

× http://www.pref.yamanashi.jp/

山梨県
福祉保健部障害福祉課
TEL:055-223-1460
FAX:055-223-1464

02

(福)山梨県障害者福祉
協会

山梨県障害者ふれあい
会議

「障害者週間」普及・啓発キャンペー
ン

　ＪＲ甲府駅前において、障害者週間の普及・啓発と、障害や障害のある人に対する理解を
深めるための街頭キャンペーンを実施する。メディア等による報道により県民に広く周知す
る。

令和４年12月５日（金）
7:30～8:30

JR甲府駅前
（甲府市丸の内1丁目）

http://www.pref.yamanashi.jp/

山梨県
福祉保健部障害福祉課
TEL:055-223-1460
FAX:055-223-1464

03 山梨県 第25回山梨県障害者文化展
　文化芸術活動を通じた障害者の自立と社会参加の促進のため、県内の障害のある方が
制作した作品を広く募集し、展示する。

【国中地域展】
令和４年１０月２１日（金）～
１０月２５日（火）
10:00～18:00
※最終日は正午まで

【富士・東部地域展】
令和４年11月１１日（金）～
11月１５日（火）
10:00～18:00
※最終日は正午まで

【総合展】
令和４年１２月１日（金）～
１２月５日（月）
10:00～18:00
※最終日は正午まで

【国中地域展】
韮崎市民交流センターNICORI
地下1階アートギャラリー

【富士・東部地域展】
富士吉田富士急ターミナルビ
ル
Q-STA
2階イベントスペース

【総合展】
山梨県立図書館1階イベント
スペース

○
http://sanshoukyou.net/services/b
unkaten.html

山梨県
福祉保健部障害福祉課
TEL:055-223-1461
FAX:055-223-1485

04 山梨県 第９回山梨県障害者芸術・文化祭
　障害者福祉施設等による物品販売や障害のある方によるステージ発表など、共生社会
の促進を目的とした各種イベントを開催する。

【物品販売】
令和４年11月４日（金）
令和４年１１月５日（土）
11:00～15:00

【舞台発表】
令和４年１１月５日（土）
11:00～15:00

甲府駅北口よっちゃばれ広場 ○
https://www.pref.yamanashi.jp/shog
ai-fks/geibunsai/dai8kai.html

山梨県
福祉保健部障害福祉課
TEL:055-223-1461
FAX:055-223-1485

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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05 山梨県等 舞台発表鑑賞会
　障害者も楽しめる、または障害者が活躍する舞台発表を行う著名な団体を招聘し、健常
者を含めた県民全体を対象に、公演を行う。

令和４年11月５日（土）
11:00～12:00

甲府駅北口よっちゃばれ広場 ○

山梨県
福祉保健部障害福祉課
TEL:055-223-1461
FAX:055-223-1485

06 山梨県 白い杖福祉の集い
　長年にわたり視覚障害者の福祉増進に貢献のあった「点訳・録音等奉仕者」及び、福祉
への理解を深めることを目的とする「白い杖愛護作文」、「生活体験文」の優秀作品の応募
者に対し、表彰を行う。

令和４年11月６日（日）
10:00～

山梨県立盲学校
体育館

×

山梨県
福祉保健部障害福祉課
TEL:055-223-1461
FAX:055-223-1485

07 富士吉田市
広報・フェイスブックによる「障害者
週間」の周知

　「障害者週間」について、富士吉田市の広報とフェイスブック「cocofuji」に掲載し、周知を
する

広報掲載：12月広報
フェイスブック掲載期間
令和4年12月1日～令和5年1月31日

http://www.fecebook.com/cocofuji2
23

富士吉田市
市民生活部福祉課
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122

08 韮崎市 広報、フェイスブック 　市広報やフェイスブックに、障害者週間に関連する特集記事を紹介して、啓発を行う。 令和4年12月上旬 広報は全戸配布 ○
http://www.city.nirasaki.yamanashi.j
p

韮崎市
福祉課福祉総合相談担当
TEL:0551-22-1111
FAX:0551-22-8479

09 北杜市 親の会 　ダウン症をもつ子の親の集まり悩み相談、情報共有。
①令和4年11月15日（火）　13：30～
②令和5年2月21日（火）　13：30～

北杜市障害者総合支援セン
ターかざぐるま

○

北杜市
福祉保健部福祉課障害者支援担当
TEL:0551-42-1411
FAX:0551-20-4422
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10 北杜市 親の会
　発達障害をもつ子の親の集まり悩み相談、情報共有。

①令和4年12月23日（金）　13：30～
②令和5年2月24日（金）　13：30～

北杜市障害者総合支援セン
ターかざぐるま

○

北杜市
福祉保健部福祉課障害者支援担当
TEL:0551-42-1411
FAX:0551-20-4422

11 北杜市 広報紙掲載 　障害者週間に関する記事を掲載し、障害者に対する理解の促進を図る。 令和4年12月号
https://www.city.hokuto.yamanashi.j
p

北杜市
福祉保健部福祉課障害福祉担当
TEL:0551-42-1334
FAX:0551-42-1125

12 甲斐市 甲斐市広報への掲載 　市の広報に「障害者週間」の周知記事を掲載する。 令和4年12月号

甲斐市
障がい者支援課　自立支援係
TEL:055-267-7287
FAX:055-276-2113

13 笛吹市 市広報誌での「障害者週間」の周知 　広報ふえふき１２月号に「障害者週間」周知の記事を掲載する。 令和４年１２月１日（木）発行

笛吹市
保健福祉部障害福祉課
TEL:055-262-1273
FAX:055-262-5100

14
笛吹市地域自立支援協
議会事業所連絡会

授産品の展示・販売会
　地域自立支援協議会の取組により作製した「授産品カタログ」の活用を周知し、障害のあ
る方が働いている事業所等が提供する授産品の購入を促進するほか、授産品の販売場所
を提供する。

①令和4年11月18日（金）
12：00～13：00
②令和5年 1月20日（金）
12：00～13：00

保健福祉館1階東玄関横
（倉庫前）

○

笛吹市
笛吹市地域自立支援協議会
TEL:055-262-1274
FAX:055-262-5100
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15 甲州市
市広報紙による「障害者週間」の周
知

　広報「こうしゅう」12月号に「障害者週間」周知の記事等を掲載し、障害や障害者への理解
促進を図る。

甲州市広報12月号
（令和4年12月１日（木）発行）

甲州市内
https://www.city.koshu.yamanashi.j
p/

山梨県甲州市
福祉総合支援課　相談支援担当
TEL:0553-32-0285
FAX:0553-20-6167

16 身延町 身延町広報誌に掲載 　広報みのぶ12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30日配布予定

身延町
福祉保健課福祉担当
TEL:0556-20-4611
FAX:0556-20-4554

17 南部町
「障害者週間」「ヘルプマーク」につ
いて広報掲載・町内放送

　障害者週間、ヘルプマークの周知。

令和4年11月1日（火）～令和4年12
月4日（水）
①広報：令和4年11月1日（火）～令
和4年11月30日（水）
②町内放送：令和4年12月3日（土）
7：30～19：30

南部町 ×

南部町役場
福祉保健課　福祉係
TEL:０５５６－６４－４８３６
FAX:０５５６－６４－３１１６

18 富士川町 富士川町広報紙へ掲載 　町広報紙に「障害者週間」の周知記事を掲載する。 令和4年11月25日(金)発行
http://www.town.fujikawa.yamanashi
.jp/

富士川町
福祉保健課障害福祉担当
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261

19 山中湖村 広報やまなかこ掲載
　　障害者週間、障害者差別解消法、ヘルプカードなどの内容を中心とした記事を広報に掲
載する予定。

広報やまなかこ12月号
（令和4年12月1日発行）

山中湖村内 https://www.vill.yamanakako.lg.jp/

山中湖村
福祉健康課福祉係
TEL:0555-62-9976
FAX:0555-62-9981
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20 鳴沢村 鳴沢村広報掲載 　障害者週間、障害者差別解消法について広報に掲載する。
鳴沢村広報
令和4年12月号

鳴沢村
福祉保健課
TEL:0555-85-3081
FAX:0555-85-2461
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