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都道府県・指定都市名 岐阜県

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 岐阜県 街頭啓発 　 障がいのある人に対する理解を深めるため、県内各地で街頭啓発を実施する。
令和4年12月3日（土）～12月9日
（金）

県内 ○

岐阜県
健康福祉部障害福祉課
TEL:058-272-8309
FAX:058-278-2643

02 岐阜県 手話言語条例普及啓発イベント
　「岐阜県手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する
条例」（平成30年4月施行）に係る手話やその他意思疎通手段の普及啓発を目的にステー
ジイベントや関係団体PR等のイベントを開催する。

令和4年12月11日（日）　10:00～
15:00

カラフルタウン岐阜 ○

岐阜県
健康福祉部障害福祉課
TEL058-272-8309
FAX058-278-2643

03 岐阜県
第４回障害のある人もない人も共に
生きる清流の国づくり県民大会
“ふれあいハートフルステージ”

　共生社会づくりの推進と障がい者芸術の振興に向け、障がいのある人もない人もともに
参加できるクリスマスイベントを開催する。

令和4年12月24日（土） ぎふ清流文化プラザ ○

岐阜県
健康福祉部障害福祉課
TEL:058-272-8309
FAX:058-278-2643

04 岐阜市 広報紙を通じた啓発
　市広報紙（広報ぎふ１２月１日号）にて、障害者週間の周知、障がい者への理解促進を
目的として障がい者施策に関する記事を掲載。併せて障害者週間の取り組み（下記イベン
ト：障がい者理解啓発イベント・芸術祭）の開催を周知し、より多くの参加を促す。

令和4年12月1日（木）

岐阜市
福祉部障がい福祉課
TEL:058-214-2138
FAX:058-265-7613

05 岐阜市 障がい者理解啓発イベント2022
　障がいごとの特性や障がい者への理解や配慮を紹介するパネル展示や支援グッズの紹
介を行う。

令和4年12月3日（土）～12月9日
（金）

市役所 ○

岐阜市
福祉部障がい福祉課
TEL058-214-2138
FAX058-265-7613

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 岐阜市 障がい者理解啓発イベント2022 　市役所にあるピアノを使った障がいのある方のストリートピアノ演奏会を行う。
令和4年12月3日（土）～12月9日
（金）

市役所 ○

岐阜市
福祉部障がい福祉課
TEL058-214-2138
FAX058-265-7613

07
岐阜市（障害者芸術祭
実行委員会）

第28回「オンリーワンわたちしたち
の芸術祭」

　市内の障がい者施設の利用者及び在宅障がい者による書・絵画・手工芸などの展示な
どを行う。

令和4年12月6日（火）～12月11日
（日）

ハートフルスクエアーG ○

岐阜市
障害者芸術祭実行委員会事務局
(岐阜市福祉部障がい福祉課内)

TEL058-214-2135
FAX058-265-7613

08 大垣市 障がい者作品展
　市内に在住、在学、在園、通所等をしている障がいのある人が制作した作品を展示す
る。

令和4年12月2日（金）～12月16日
（金）

大垣市役所多目的スペース ○

大垣市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:0584-47-7162
FAX:0584-81-5500

09 大垣市 広報紙を通じた啓発 　広報おおがき12月1日号で障がい者理解啓発に関する内容を掲載する。 令和4年12月1日（木）

大垣市
健康福祉部障がい福祉課
TEL0584-47-7162
FAX0584-81-5500

10 多治見市 コミュニティFMによる啓発
　コミュニティFMで障がいへの理解、バリアフリー、差別解消等について放送・周知するも
の。

令和4年12月27日（火）
多治見市コミュニティFMスタ
ジオ（収録）

多治見市
福祉部福祉課福祉総務グループ
TEL:0572-23-5812
FAX:0572-24-1621
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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 多治見市 バリアフリー展 　就労支援施設等の製品紹介・展示及び市の福祉に関する取組について展示するもの。
令和5年2月20日（月）～3月3日（金）
※予定

多治見市役所駅北庁舎１階
ギャラリー

○

多治見氏
福祉部福祉課福祉総務グループ
TEL0572-23-5812
FAX0572-24-1621

12 関市 障がい者ふれあい作品展
　関市に居住する方や、関市内で就学・就労している障がい者・児が製作した作品を展示
する。

令和5年2月22日（水）～2月28日
（火）
（会場の改修のため期間をずらして
実施）

わかくさプラザ「学習情報館１
階・エントランスホール」

○

岐阜県関市
健康福祉部福祉政策課
TEL:0575-23-9032
FAX:0575-23-7750

13 関市 障害者週間啓発物品の配布
　障害者週間の啓発のためのボールペンを製作し、障がい者週間中は福祉政策課窓口で
配布し、ふれあい作品展の期間中は会場で配布する。

令和4年12月2日（金）～12月9日
（金）、
令和5年2月22日（水）～2月28日
（火）

関市役所福祉政策課窓口、
わかくさプラザ「学習情報館１
階・エントランスホール」

○

岐阜県関市
健康福祉部福祉政策課
TEL0575-23-9032
FAX0575-23-7750

14 中津川市 障がい福祉関連の書籍等紹介
　障がい者への理解を深めるため、障がい福祉に関連した書籍や障がい者マークなどの
紹介、ボランティア団体の活動紹介、展示を行います。

令和4年11月30日（水）～令和4年12
月23日（金）

中津川市立図書館 ○

中津川市
市民福祉部社会福祉課
TEL:0573-66-1111

FAX:0573-62-0058

15 美濃市 障がい者レクリエーション大会
　市内在住の身体障がい者、介助者、家族、知人を対象に軽スポーツ大会（グランドゴル
フ・フライングディスク）を実施、障がいの理解を相互交流を深める。

令和4年11月3日（木・祝日）　9：00
～12：00

美濃市運動公園 ○

美濃市
民生部福祉子ども課
TEL:0575-33-1122
FAX:0575-35-1997
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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 美濃市 障がい者理解に関する広報活動 　障がいに対する理解を深めるために、広報配布やポスター掲示を実施する。 令和4年11月上旬～12月下旬 美濃市内

美濃市
民生部福祉子ども課
TEL0575-33-1122
FAX0575-35-1997

17 瑞浪市 広報紙を通じた啓発 　市広報（12月1日号）に障がいに対する理解を深めるための啓発記事を掲載する。 令和4年12月１日号

瑞浪市
民生部社会福祉課
TEL:0572-68-2113
FAX:0572-68-0294

18 瑞浪市
障がい福祉サービス事業所等の活
動紹介パネル展示と製品販売会

　①　障がい福祉サービス事業所等の活動紹介展示と製品販売会を行う。
　②　障がい福祉サービス事業所等の活動紹介展示を行う。
　（製品販売会は新型コロナウイルス感染症の状況により中止する場合あり）

①令和4年12月7日（水）　9：00∼18：
00
②令和4年12月上旬（10月に決定）

①ピアゴ瑞浪店
②市役所ロビー

○

瑞浪市
民生部社会福祉課
TEL0572-68-2113
FAX0572-68-0294

19 羽島市 広報紙及び市HPでの啓発
　障害者週間の主旨や障害理解に関する記事を「広報はしま」及び「市ホームページ」に掲
載し、住民理解を図る。

広報12月号に掲載と合わせてホー
ムページに掲載

羽島市
健幸福祉部福祉課
TEL:058-392-1111
FAX:058-392-2863

20 恵那市 広報掲載 　市で発行している広報誌に障害者週間に関する記事を掲載 令和4年11月号

恵那市
医療福祉部社会福祉課
TEL:0573-26-2111
FAX:0573-25-7294
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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 恵那市
障がい福祉施設サービス事業所等
の紹介及び製品販売

　市内及び近隣の障害福祉サービス事業所等の展示紹介及び製品販売
令和4年11月24日（木）～12月9日
（金）

恵那市役所西庁舎1階
社会福祉課前

○

恵那市
医療福祉部社会福祉課
TEL0573-26-2111
FAX0573-25-7294

22 美濃加茂市 ホームページによる啓発 　ホームページで障害者週間の周知を行う。

美濃加茂市
市民福祉部福祉課
TEL:0574-25-2111
FAX:0574-66-1097

23 美濃加茂市 「障がい者週間」啓発
　美濃加茂市役所本庁舎ロビーにて、障がいに関する理解と認識を深める啓発展示を行
う。

令和4年12月5日（月）～12月9日
（金）

美濃加茂市役所本庁舎ロ
ビー

○

美濃加茂市
市民福祉部福祉課
TEL0574-25-2111
FAX0574-66-1097

24 美濃加茂市 「障がい者週間」啓発 　美濃加茂市立東図書館にて、障がいに関する理解と認識を深める啓発展示を行う。
令和4年12月3日（土）～12月9日
（金）

美濃加茂市立東図書館 ○

美濃加茂市
市民福祉部福祉課
TEL0574-25-2111
FAX0574-66-1097

25 土岐市 広報紙を通じた啓発 　市広報（11月15日号）に、障害者週間と障害者虐待の周知記事を掲載する。 令和4年11月15日（火）

岐阜県
健康福祉部福祉課
TEL:0572-541350
FAX:0572-54-3329
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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

26 可児市 広報紙掲載 　広報紙に障害者週間について掲載する。 広報11月号

可児市
福祉支援課障がい福祉係
TEL:0574-62-1111
FAX:0574-63-1294

27 可児市 懸垂幕の設置 　人権週間と抱き合わせで障害者週間の懸垂幕を期間中、設置する。
令和4年12月2日（金）～12月9日
（金）

可児市役所
東庁舎壁面

可児市
福祉支援課障がい福祉係
TEL0574-62-1111
FAX0574-63-1294

28 可児市 作品展示 　市役所ロビーにてふれあい福祉フェアに出展した作品を展示する。
令和４年12月5日（月）～12月9日
（金）

可児市役所
ロビー

○
https://www.city.kani.lg.jp
実施日程が決まり次第、市ホーム
ページに掲載予定

可児市
福祉支援課障がい福祉係
TEL0574-62-1111
FAX0574-63-1294

29 可児市
障がい者施設自主製品の店頭販売
および作品展示

　市役所ロビーにて障がい者施設で製作された自主製品の販売を行う。 令和４年12月5日（月）～12月9日
（金）

可児市役所
ロビー

○
https://www.city.kani.lg.jp
実施日程が決まり次第、市ホーム
ページに掲載予定

可児市
福祉支援課障がい福祉係
TEL0574-62-1111
FAX0574-63-1294

30 山県市 障害者・精神障がい者当事者の会
　障害をもつ当事者の方の交流と社会参加を目的とした会「ききょうの会」、「さくらクラブ」
を開催する。

毎週火曜日 山県市役所 ○

山県市
福祉課障がい福祉係
TEL:0581-22-6837
FAX:0581-22-6850
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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

31 山県市 精神障がい者の家族会 　精神障がい者の家族会「みどりの会」を開催する。
未定
（期間内に1回開催予定）

山県市役所 ○

山県市
福祉課障がい福祉係
TEL0581-22-6837
FAX0581-22-6850

32 瑞穂市 障害者週間 　庁舎外壁にプロジェクトマッピングを映写する。
令和4年12月3日（土）～12月9日
（金）
 　17：30～19：00

瑞穂市役所

瑞穂市
健康福祉部福祉生活課
TEL:058-327-4123
FAX:058-327-1566

33 瑞穂市 ヘルプマーク等の周知
　広報みずほ1月号に、ヘルプマーク（カード）や障がい者マークの特集（見開き2ページ）を
掲載し、広く市民への周知啓発を行う。約16,700世帯に配布する。

令和5年1月1日号

瑞穂市
健康福祉部福祉生活課
TEL058-327-4123
FAX058-327-1566

34 郡上市 障害者の作品展示 　市庁舎ロビーにて、就労継続支援B型利用者の作品を展示する。 令和4年11月～令和5年1月 郡上市役所 ○

郡上市
健康福祉部社会福祉課
TEL:0575-67-1811
FAX:0575-67-0604

35 下呂市
障害者週間の周知（広報誌への掲
載）

　市の広報誌に障害者週間に関する記事を掲載し、市民の方へ周知を行う。
広報誌　令和4年12月号
（12月初旬）

下呂市
福祉部社会福祉課
TEL:0576-52-3936
FAX:0576-52-3915
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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 下呂市 街頭啓発
　市民の方が多く集まる場所（ショッピングセンター）にて、障がい者についての理解を深め
るための啓発活動を行う。

令和4年12月9日（金）頃 未定 ○

下呂市
福祉部社会福祉課
TEL0576-52-3936
FAX0576-52-3915

37 岐南町 広報誌を通じた啓発 　町広報誌に障害者週間に関する記事、障害者施策に関する記事を掲載する。 令和4年12月1日（木）

岐南町
福祉部福祉課
TEL058-247-1348
FAX058-247-1488

38 岐南町 福祉サービス事業所の販売会 　障害者の就労事業所の紹介と自主生産品の販売会
令和4年12月5日（月）～12月9日
（金）

岐南町役場 ○ http://www.town．ginan.lg.jp

岐南町
福祉部福祉課
TEL058-247-1348
FAX058-247-1488

39 垂井町 作品展示 　役場ロビーにて障害者施設で製作された作品を展示する。
令和4年12月3日（土）～令和4年12
月9日（金）

垂井町役場
子育てコーナー

○

垂井町
健康福祉課障がい福祉係
TEL0584-22-7520
FAX0584-22-5180

40 大野町 障がい者巡回相談
　西濃圏域にある相談支援事業所の相談員が巡回で障がい者の方・家族を対象に困って
いること、福祉サービスについての相談の場

毎月第3水曜日
①13：30～
②14：30～
（一人50分程度）

大野町役場　町民相談室 ○

大野町
民生部福祉課
TEL0585-35-5369
FAX0585-34-3525
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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 問合せ先

41 大野町 ひきこもりに関する相談会 　ひきこもりに悩んでいる本人や家族に対し専門の相談員が相談にのる。

令和4年12月14日（水）
令和5年3月8日（水）
①13：30～
②14：30～
（一人50分程度）

大野町役場　町民相談室 ○
https://www.town-
ono.jp/0000001780.html

大野町
民生部福祉課
TEL0585-35-5369
FAX0585-34-3525

42 八百津町 広報やおつに掲載
　広報やおつ１１月号に「障害者週間」「成年後見相談センター」についての紹介文を掲載
し、周知を促す。

令和4年11月21日(月)発行

八百津町
健康福祉課福祉係
TEL0574-43-2111
FAX0574-43-2117

43 八百津町 八百津町産業文化祭 　産業文化祭にて、障害者週間に係るパネルを展示。啓発の物品を配布する。 令和4年11月12日(土) 八百津町ファミリーセンター前 ○
https://www.town.yaotsu.lg.jp/4673.
htm

八百津町
健康福祉課福祉係
TEL0574-43-2111
FAX0574-43-2117

44 白川町 広報誌掲載 　広報しらかわ１１月号に障害者週間啓発記事を掲載する。 令和4年11月1日（火）

白川町
保健福祉課
TEL0574-72-2317
FAX0574-72-2503

45 御嵩町 広報紙掲載
　障害者週間の趣旨、障害福祉サービス、御嵩町障害者支援多機能事業所「あゆみ館」
の活動などを掲載する。

令和4年12月号

御嵩町
福祉課
TEL0574-67-2111
FAX0574-67-1875



－10－

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

46 御嵩町 製品販売 　役場ロビーにて、あゆみ館の自主製品（パン、クッキー等）の販売を行う。 毎週木曜日 御嵩町役場１階ロビー ○

御嵩町
福祉課
TEL:0574-67-2111
FAX:0574-67-1875


	都道府県・指定都市（管下の市区町村含む） 主催行事

