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都道府県・指定都市名 長野県

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 長野県 県庁ロビーの展示
　県庁ロビーに障がい者就労施設の紹介資料、ヘルプマークの紹介資料等を展示し、障が
い者理解の促進を図る。

令和４年12月５日（月）～
12月９日（金）

長野県庁１階ロビー ○

長野県
健康福祉部障がい者支援課
TEL026-235-7103
FAX026-234-2369

02
長野県佐久保健福祉事
務所

県民向け手話講座
　手話や聴覚障がいについて理解を深めていただくたくため、県民向けの手話講座を開催
する。

①令和４年10月24日（月）
14:00～16:00
②令和４年12月1日（木）
14:00～16:00

①軽井沢町木もれ陽の里　保
健センター
②佐久市野沢会館

〇

長野県
佐久保健福祉事務所福祉課
TEL0267-63-3143
FAX0267-63-3110

03
長野県上田保健福祉事
務所

県民向け手話講座（楽しく学ぼう手
話入門編）

　県民の皆さんに、身近な場所で手話や聴覚障がいについて触れ、学んでいただく県民向
け手話講座を開催する。

①令和４年１１月26日（土）
10：00～12:00
②令和４年12月10日（土）
13：30～15：30

上田市
市民プラザ・ゆう

○
https://www.pref.nagano.lg.jp/uedah
o/fukushi/2022syuwakouzakaisai.ht
ml

長野県
上田保健福祉事務所
福祉課福祉係
TEL0268-25-7123
FAX0268-23-1973

04
長野県伊那保健福祉事
務所

障がい者支援事業所による販売会 　伊那合同庁舎にて、障がい者支援事業所が製作した小物や食料品等の販売を行う。
令和4年12月5日（月）～12月9日
（金）　12：00～13：00

伊那合同庁舎２階ホール及び
正面玄関下広場

○

長野県
伊那保健福祉事務所
福祉課福祉第一係
TEL0265-76-6811
FAX0265-76-6513

05
長野県飯田保健福祉事
務所

障がい者就労施設等の自主製品等
販売会

　長野県飯田合同庁舎にて、障がい者就労施設等で製作された食料品や小物の販売を行
う。

①令和４年11月８日（火）11:30～
13:00
②令和４年11月15日（火）11:30～
13:00
③令和４年12月６日（火）11:30～
13:00
④令和４年12月13日（火）11:30～
13:00
⑤令和５年１月17日（火）11:30～
13:00
⑥令和５年１月24日（火）11:30～
13:00

長野県飯田合同庁舎１階エレ
ベーターホール

○

長野県
飯田保健福祉事務所
福祉課福祉第二係
TEL0265-53-0412
FAX0265-53-0474

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
長野県松本保健福祉事
務所

共生社会実現のための手話講座

　　障がいのある人もない人も共に生きる社会の実現に向け、企業や団体、学校等の様々
な年代・職種のもとにろう者が講師として出向き、ろう者と交流する機会を提供することで、
手話の学習やろう者への理解の積極的な動機付けを図るとともに、手話やろう者に対する
理解促進を行う。

令和４年12月中旬 未定 ×

長野県
松本保健福祉事務所福祉課
TEL0263-40-1913
FAX0263-40-1803

07
長野県大町保健福祉事
務所

共生社会実現のための手話講座 　民生児童委員協議会の場を利用した手話講座の開催 R4年10月5日(水）15:00～16:00
白馬村役場
(201･202号会議室）

×

長野県
大町保健福祉事務所
TEL0261-23-6508
FAX0261-23-9509

08
長野県大町保健福祉事
務所

長野県共生社会づくり条例に関する
広報

　地元新聞媒体を活用し、長野県共生社会づくり条例の内容に関する広報 令和4年12月 （大糸タイムス）

長野県
大町保健福祉事務所
TEL0261-23-6508
FAX0261-23-9509

09
長野市（長野市障害ふく
しネット）

ふくしネットフェスタ2022
　内閣府参事官、立石祐子氏による講演会「（仮題）障害者差別解消法のこれから」及び障
害当事者・支援者を交えたシンポジウム「長野市障害者にやさしいお店を語ろう」

令和４年10月27日(木)　13:00～
16:00

長野市芸術館アクトスペース ○

長野市
保健福祉部障害福祉課
TEL:026-224-5030
FAX:026-224-5093

10
長野市（長野市障害ふく
しネット）

ふくしネットフェスタ2022 　障害のある方の絵画、工作等の展示。動画による日常生活の紹介。
令和４年10月27日(木)　10:30～
15:30

長野市役所第一庁舎１階交
流スペース

○

長野市
保健福祉部障害福祉課
TEL:026-224-5030
FAX:026-224-5093

11
長野市（長野市障害ふく
しネット）

ふくしネットフェスタ2022 　障害者就労支援施設によるパン・焼菓子等食品類の販売
令和４年10月27日(木)　11:０0～
13:30

長野市役所桜スクエア ○

長野市
保健福祉部障害福祉課
TEL:026-224-5030
FAX:026-224-5093
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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

12 長野市 障害者週間の告知 　市役所庁舎への横断幕掲出による、障害者週間の告知
令和４年12月２日（金）～12月９日
（金）

長野市役所第二庁舎

長野市
保健福祉部障害福祉課
TEL:026-224-5030
FAX:026-224-5093

13
長野市（長野市障害ふく
しネット）

長野市障害ふくしネット全体協議会
研修会

　障害当事者及び支援者を対象とした、個別避難計画についての講演会 令和４年１２月22日（木）
長野市生涯学習センター４階
大学習室１

×

長野市
保健福祉部障害福祉課
TEL:026-224-5030
FAX:026-224-5093

14 松本市 障害者週間の周知 　市の広報12月号、ホームページにて、障害者週間について周知啓発を行う。 令和４年12月１日（木） 松本市

松本市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:0263-34-3212
FAX:0263-36-9119

15 松本市 障がい者理解促進研修啓発事業 　当事者団体も企画から関わり、理解促進のためのイベントを開催する。 令和４年12月の開催で調整中 調整中 ○

松本市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:0263-34-3212
FAX:0263-36-9119

16 上田市 障害者週間の啓発・周知 　広報紙への障害者週間及び理解啓発の記事の掲載を行う。 令和4年11月16日（水）～

上田市
福祉部障がい者支援課
TEL0268-23-5158
FAX0268-24-9423

17 岡谷市 障害者週間の啓発・周知
　市報に、障害者週間にあわせて、「障害者差別解消法」や「ヘルプカード・ヘルプマーク」な
どの周知を行う。

令和４年１２月号 （市報） × https://www.city.okaya.lg.jp/

岡谷市
健康福祉部社会福祉課
TEL:0266-23-4811
内線1252
FAX:0266-24-8492
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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

18 岡谷市 障害者週間の啓発・周知 　障害者就労支援施設等の物品販売と、障害者週間に係るパネル展示を行う。
令和４年１２月５日（月）～１２月９日
（金）予定

岡谷市役所ロビー ○ https://www.city.okaya.lg.jp/

岡谷市
健康福祉部社会福祉課
TEL:0266-23-4811
内線1252
FAX:0266-24-8492

19 飯田市 市広報誌特集での広報・啓発
　市民への障がい・障がい者の理解促進を目的として、広報誌に特集記事を掲載する。令
和４年度は「発達障がい」をテーマとする。

令和４年11月１日（火）発行 https://www.city.iida.lg.jp

飯田市
健康福祉部福祉課
TEL:0265-22-4511
（内線5714）
FAX:0265-22-8133

20 飯田市 ユニバーサルデザインセミナー
　ユニバーサルデザインセミナーを開催し、高齢者や障がい者、外国人、ベビーカー利用者
など、様々な人々と共に暮らすための心遣いや行動の規範を学ぶ機会とする。参加対象
は、希望する全市民（企業含む）及び希望する市職員。

令和４年12月21日（水）13：30～15：
00

飯田市役所Ａ203・204.会議室
（オンライン配信と組み合わせ
て開催）

○

飯田市
健康福祉部福祉課
TEL:0265-22-4511
（内線5717）
FAX:0265-22-8133

21 諏訪市 広報活動
　障害者週間に合わせ、12月１日発行の市広報誌に障害理解に関する記事を掲載して、住
民理解を図る。

令和4年12月号
http://www.city.suwa.lg.jp/www/ind
ex.jsp

諏訪市
健康福祉部社会福祉課
TEL:0266-75-8152
FAX:0266-53-6073

22 諏訪市 おひさまマルシェ 　障害者就労支援施設等で作られた製品の販売を行う。 令和4年12月 諏訪市役所 ○

諏訪市
健康福祉部社会福祉課
TEL:0266-75-8152
FAX:0266-53-6073

23
諏訪市
（諏訪地域障がい福祉
自立支援協議会）

諏訪地域障がい福祉自立支援協議
会フォーラム

　障がい者の就労に関する事業所向けの研修会を開催。あわせてネット通販による障がい
福祉事業所の製品の販売を予定。

令和４年12月17日（土）
諏訪市いきいき元気館（WEB
併用）

○

諏訪市
健康福祉部社会福祉課
TEL:0266-75-8152
FAX:0266-53-6073
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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

24 須坂市 広報誌掲載 　障害者週間の周知及び障害福祉に関する啓発を行う。 令和４年12月号

須坂市
健康福祉部福祉課
TEL:026-248-9003
FAX:026-248-7208

25 小諸市 障害者週間等の啓発・周知 　広報誌12月号に障害者週間の啓発記事、ヘルプマークの普及啓発記事等を掲載する。 令和４年12月号

小諸市
保健福祉部厚生課
TEL:0267-22-1700
FAX:0267-22-1966

26 伊那市 障害者週間の啓発・周知 　市の広報誌（市報いな）12月号で障害者週間の啓発・周知を行う。 令和４年12月号

伊那市
保健福祉部社会福祉課障害者係
TEL:0265-78-4111（内線2314）
FAX:0265-78-5778

27 伊那市
障害者就労支援施設等の自主製品
等販売

　上伊那圏域内にある障害者就労支援施設等で製作された自主製品の販売協力を行う。
令和４年４月～令和５年３月
毎月第２・第４木曜日（２回/月）
12:00～13:00

伊那市役所１階市民ホール ○
https://www.inacity.jp/iryo_kenko_fu
kushi/iryo_news/syokutoteshigoto.h
tml

伊那市
保健福祉部社会福祉課障害者係
TEL:0265-78-4111（内線2314）
FAX:0265-78-5778

28 駒ヶ根市
障がい者就労支援施設等の自主製
品等販売

　上伊那圏域内にある障がい者就労支援施設等で製造された自主製品の販売促進を図
る。

令和４年11月11日（金）
令和４年12月9日（金）

駒ヶ根市役所 ×

駒ヶ根市
民生部福祉課
TEL:0265-83-2111
FAX:0265-83-8590

29 駒ヶ根市 障がい者作品展 　市内在住の障がいのある方から応募いただいた、絵画を中心として作品を展示する。
令和４年12月２日（金）～
令和４年12月９日（金）

駒ヶ根市役所 ○

駒ヶ根市
民生部福祉課
TEL:0265-83-2111
FAX:0265-83-8590
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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

30 駒ヶ根市 障がい者週間の広報 　市広報に障がいの理解促進に関する記事を掲載し、住民理解を図る。 令和４年12月１日（木）　発行 駒ヶ根市役所 ×

駒ヶ根市
民生部福祉課
TEL:0265-83-2111
FAX:0265-83-8590

31 大町市 障がい者の啓蒙活動 　障がい者文化芸術祭出品作品を中心に作品の展示
令和４年12月1日（木）　9：00～12月
14日（水）16：00

大町市役所市民ホール ○

大町市
民生部福祉課福祉係
TEL0261-22-0420
（内線412）
FAX0261-22-4700

32 大町市
　「障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり条例」等の紹介やヘルプマークといっ
た案内

令和４年12月1日（木）　9：00～12月
14日（水）16：00

大町市役所市民ホール ○

大町市
民生部福祉課福祉係
TEL
FAX

33 茅野市 広報誌掲載
　市の広報誌（12月号）に、障害者週間にあわせて、「障害者差別解消法」等の記事を掲載
し周知を行う。

令和4年12月号 （全戸配布） × http://www.city.chino.lg.jp

茅野市
健康福祉部地域福祉課
TEL0266-72-2101
FAX0266-73-0391

34 茅野市 障害者週間の啓発・周知 　障害者就労支援施設等の物品販売と、事業所紹介のパネル展示　（予定）
令和4年12月5日（月）～
12月9日（金）のうちの2日間

茅野市役所ロビー ○ http://www.city.chino.lg.jp

茅野市
健康福祉部地域福祉課
TEL0266-72-2101
FAX0266-73-0391

35 塩尻市 障害者週間の周知 　障害者週間の周知のため、12月発行の広報誌、市ホームページへの掲載を行う。 令和４年12月1日（木）

塩尻市
健康福祉事業部福祉課
TEL0263-52-0280（内線2115）
FAX0263-52-7732
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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

36 佐久市 広報誌掲載
　市の広報誌(12月号)に障害者週間の啓発記事、障害者虐待防止についての啓発記事、
手話コーナーを掲載する。

令和４年12月号 http://www.city.saku.nagano.jp

佐久市
福祉部福祉課
TEL0267-62-3147
FAX0267-62-2172

37 佐久市
障害者就労支援施設等の自主製品
等販売

　障害者就労支援施設等の自主製品の販売協力を行う。 令和４年11月～12月 佐久市役所 ×

佐久市
福祉部福祉課
TEL0267-62-3147
FAX0267-62-2172

38 千曲市 市報による広報・啓発活動 　障がい福祉についての関心と理解を深めるための啓発を市報により行う。 令和４年１２月号　（市報掲載）

千曲市
健康福祉部福祉課
TEL026.273-1111
FAX026-273-8011

39 東御市
市内温泉５施設共有優待券贈呈事
業

　令和４年11月１日時点において在宅で生活されている70歳未満の障がい者手帳をお持ち
の方に「市内温泉５施設共通優待券」を贈呈する。

令和４年12月 ×

東御市
健康福祉部福祉課福祉援護係
TEL0268-64-8884
FAX0268-64-8880

40 安曇野市 あいサポート研修 　民生委員向けに障がいに対する理解を深める講習を行う 令和５年２月７日（火）
安曇野市　穂高交流学習セン
ター「みらい」

×

安曇野市
福祉部　障がい者支援課
TEL0263-71-2083
FAX0263-71-2328

41 安曇野市 障害者週間の啓発・周知
　11月の市広報誌・ホームページで障害者週間の周知と障がい者への理解や関心を高め
る啓発内容について掲載する。

令和４年11月23日（水）発行

安曇野市
福祉部　障がい者支援課
TEL0263-71-2083
FAX0263-71-2328
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（開催時刻）
開催場所

一般参加
の可否

WEB情報 問合せ先

42 軽井沢町 障がい者作品展
　障がいのある方の文化芸術活動の成果を発表し、その鑑賞を通じて、障がいのある人も
ない人も、共に出会いとふれあいの場になるよう開催する。

令和４年11月１日（火）～11月８日
（火）

軽井沢町木もれ陽の里 ○

軽井沢町
保健福祉課福祉係
TEL0267-44-3333
FAX0267-44-1396

43 御代田町 広報紙への記事掲載
　町の広報紙（12月号）において障害者週間について周知を図り、さらに障害福祉に関する
記事を同時に掲載する。

令和４年11月25日（金）発行

御代田町
保健福祉課福祉係
TEL0267-32-6522
FAX0267-31-2511

44 立科町 障がい者週間の啓発・周知 　障害者週間について広報誌に掲載し、啓発活動を行う。 令和４年12月号（広報に掲載）

立科町
町民課保健福祉係
TEL0267-88-8407
FAX0267-56-2310

45 長和町 広報啓発活動 　広報誌に障害者週間について掲載し、啓発活動を行う。 令和４年12月号（広報）

長和町
町民福祉課
TEL０２６８－７５－２０４６
FAX０２６８－６８－４０１１

46 下諏訪町 障害者週間の啓発・周知 　障害者週間、ヘルプマーク、ヘルプカードについて広報に掲載する。 令和４年12月号

下諏訪町
保健福祉課福祉係
TEL0266-27-1111
FAX0266-27-1676

47 下諏訪町 障害者週間の啓発・周知 　障害者就労支援施設等で作られた製品の販売を行う。 令和４年12月上旬 下諏訪総合文化センター ○

下諏訪町
保健福祉課福祉係
TEL0266-27-1111
FAX0266-27-1676
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48 富士見町 障害者週間啓発・周知
　①町の広報誌（12月号）に障害者週間及び障害者施策・制度等についての記事を掲載す
る。
　②ホームページへの障害者週間及び理解促進のための情報掲載を行う。

令和４年12月１日（木）

富士見町
住民福祉課社会福祉係
TEL0266-62-9144
FAX

49
富士見町・原村・諏訪圏
域障害者総合支援セン
ターオアシス合同主催

クリスマス会
　障がいのある方、家族を対象にクリスマスケーキを作りレクリエーションも行いながら、富
士見、原の住民の参加による交流を図る

例年12月の中旬頃の予定だが、感
染症の影響で今年度開催するかは
要検討。

原村地域福祉センター内多目
的ホール

○

長野県原村
保健福祉課福祉係
TEL0266-79-7092
FAX0266-79-7093

50 箕輪町 障がい者文化芸術祭 　障がい者の文化芸術活動の作品を展示し、その成果を多くの方に広めるため開催。
令和４年10月３日（月）13：00～10月
14日（金）17：15

箕輪町役場玄関ホール ○

箕輪町
福祉課障がい者福祉係
TEL0265-79-3162
FAX0265-70-6699

51 箕輪町 広報誌へ記事掲載 　障害者週間に合わせて、障害者マークについて掲載。 令和４年12月号

箕輪町
福祉課障がい者福祉係
TEL0265-79-3162
FAX0265-70-6699

52 飯島町 広報誌掲載 　町の広報誌に障害者週間及び障害者虐待に関する掲載を行う。 令和４年11月号

長野県飯島町
健康福祉課
TEL0265-86-3111
FAX0265-86-2225

53 飯島町 自主製品のカタログ販売
　上伊那圏域の障がい者施設で製作されている自主製品の販売協力を役場内で行ってい
る。

令和４年11月下旬～12月上旬 飯島町役場内 ×

長野県飯島町
健康福祉課
TEL0265-86-3111
FAX0265-86-2225
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54 南箕輪村
障害者就労支援施設等の自主製品
の販売協力

　福祉事務所より案内のある、上伊那圏域の障害者就労施設等で製作されている自主製
品の販売協力を役場内で行っている。

令和４年11月下旬～12月上旬 南箕輪村役場 ○

南箕輪村
健康福祉課福祉係
TEL0265-72-2105
FAX0265-73-9799

55 南箕輪村 障害者週間の広報 　当村の広報誌へ掲載し、障害者週間や障がい者福祉全般について周知を図る。 令和４年12月号

南箕輪村
健康福祉課福祉係
TEL0265-72-2105
FAX0265-73-9799

56 中川村 広報活動 　広報誌に障害者週間について掲載し、啓発活動を行う。 令和４年11月号（広報なかがわ）

中川村
保健福祉課社会福祉係
TEL0265-88-3001
FAX0265-88-3890

57 宮田村
障がい者住宅改良事業補助金制度
について（広報）

　村の広報誌において住宅改良事業について説明する。 令和４年11月号 ×

長野県宮田村
福祉課
TEL0265-85-4128
FAX0265-85-5701

58 阿智村 阿智祭
　芸能・文化・作品等の発表と展示を行う。約70団体が発表・出店する中で、心身に障害を
持った方の作品を展示。

令和４年11月５日（土）～11月６日
（日）

阿智村中央公民館 ○

長野県
阿智村中央公民館
TEL0265-43-2061
FAX0265-43-2350

59 阿智村 阿智村駅伝大会 　村内を障がいのある人もない人も同じコースを走る一般交流イベント。 令和４年11月27日（日） 阿智村内 ○

長野県
阿智村中央公民館
TEL0265-43-2061
FAX0265-43-2350
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60 喬木村 広報誌掲載 　村の広報誌に障害者週間に関する記事を掲載する。 令和４年12月号（広報誌）

喬木村
保健福祉課福祉係
TEL0265-33-5123
FAX0265-33-3679

61 南木曽町 広報誌で障害者週間の周知 　障害者週間にあわせ、差別解消、虐待防止等に関する記事を掲載する。 令和４年11月

南木曽町
住民課
TEL0264-57-2001
FAX0264-57-2270

62 山形村 山形村 　村の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月号

山形村
保健福祉課福祉係
TEL0263-97-2100
FAX0263-97-2101

63 池田町 障害週間の啓発・周知 　ポスターの掲示、町のホームページで障害者週間について周知・啓発を行う
令和４年12月１日（木）～12月９日
（金）

池田町
健康福祉課福祉係
TEL0261-61-5000
FAX0261-62-9441

64 白馬村 広報誌掲載 　障害者週間について広報誌に掲載。 令和４年11月21日（月）発行 白馬村役場 × http://www.vill.hakuba.lg.jp/

白馬村
健康福祉課
TEL0261-72-5000
FAX0261-72-7001

65 坂城町 障害者週間の啓発・周知 　広報誌に障害者週間について掲載し、啓発活動を行う。 令和４年12月号

坂城町
福祉健康課福祉係
TEL0268-75-6205
FAX0268-82-8307
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66 飯綱町 広報活動
　障害者週間に合わせ、町広報誌に障がい理解に関する記事を掲載して、住民理解を図
る。

令和４年12月号広報

飯綱町
飯綱町役場保健福祉課
TEL026-253-4764
FAX026-253-6020
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