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都道府県・指定都市名 静岡県

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 静岡県 障害者週間啓発事業

　①障害者週間に向けた啓発事業として、啓発立看板を設置する。
　②障害者週間街頭キャンペーンとして、障害のある人の作品や啓発福産品を展示・設置
する。
　③～⑨県内７か所（各健康福祉センター）で、啓発福産品及び啓発チラシを設置する。

令和４年11月11日（金）～12月12日
（月）
①令和４年11月11日(金)～12月12
日(月)
②令和４年12月3日（土)～12月６日
(火）
③令和４年12月5日（月）10：00～
11：00
15：00～16：00
④令和４年12月５日（月）8:30～
17:15
⑤令和４年12月３日（火）8:30～
17:15
 12月９日（金）8:30～17:15
⑥令和４年12月１日（金）8：30～
12月16日（金）17：15
⑦令和４年12月２日（金）15：00～
16：00
⑧令和４年12月５日（月）8：30～17：
15
12月６日（水）11：00～13：00
⑨令和４年12月3日（土）～12月9日
（金）

①静岡県庁本館前
②ＪＲ静岡駅北口地下広場
③下田とうきゅう、マックスバ
リュ下賀茂店
④県熱海総合庁舎
⑤県東部総合庁舎
⑥県御殿場総合庁舎
⑦イオンタウン富士南
⑧県藤枝総合庁舎、アピタ島
田店
⑨県中遠総合庁舎

○

静岡県
健康福祉部障害者支援局障害者政
策課
TEL:054-221-2352
FAX:054-221-3267

02 沼津市

つながろう！ひろげよう！おもいや
りの心
第３５回　沼津市「障害者週間」市民
の集い

 体験発表・アトラクション・記念講演・パネル展示
令和４年１２月１１日（日）
９:３０～１２：３０（開場9：00）

沼津市民文化センター
小ホール

○
http://www.city.numazu.shizuoka.jp
（予定）

静岡県
熱海市健康福祉部社会福祉課
TEL:0557-86-6335
FAX:0557-86-6338

03 熱海市 広報誌における啓発記事掲載  市広報誌に啓発記事を掲載し障害者の福祉について関心と理解を深める。
１１月号(11月10日から町内会を通
して各戸へ配布)

×

三島市
社会福祉部障がい福祉課
TEL:055-983-2612
FAX:055-983-2612

04 三島市 障害者支援施設利用者作品展
　障害者支援施設利用者の作品（絵画等）を展示し、障がい者福祉に対する理解促進を図
る。

令和4年12月2日（金）～
12月9日（金）

三島市役所本庁舎
玄関ロビー

○ 無し

富士宮市
保健福祉部障がい療育支援課
TEL:0544-22-1145
FAX:0544-22-1251

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

05 富士宮市 広報掲載 　「障害者差別解消法について」の記事を市の広報誌に掲載。 令和４年１２月 広報ふじのみや

富士宮市
保健福祉部障がい療育支援課
TEL:0544-22-1145
FAX:0544-22-1251

06 富士宮市 広報掲載 　障がい者が利用できるサービス等について、市の広報誌に掲載。 令和４年１２月 広報ふじのみや

富士宮市
保健福祉部障がい療育支援課
TEL:0544-22-1145
FAX:0544-22-1251

07 富士宮市 福祉作品展 　障害福祉サービス事業所等の作品展示。

①令和５年１月６日（金）～
令和５年１月２７日（金）
②令和５年２月１３日（金）～
令和５年２月１７日（金）

富士宮市役所
１階市民ホール
111会議室

×

伊東市
総務部庶務課
TEL:TEL：0557-32-1533
FAX:FAX：0557-36-0775

08 伊東市 障害者週間啓発事業
　①市発行の広報紙への啓発記事の掲載
　②障害者週間啓発ポスターの掲示

①広報１２月号
②令和4年12月3日（土）～令和4年
12月9日（金）

①なし
②市役所一階ロビー

伊東市
総務部庶務課
TEL:TEL：0557-32-1533
FAX:FAX：0557-36-0775

09 伊東市 障害者週間啓発事業 　パネル展示（市内授産事業所の活動内容や取扱商品の紹介）
令和4年12月3日（土）～令和4年12
月9日（金）

市役所一階ロビー ○

伊東市
総務部庶務課
TEL:TEL：0557-32-1533
FAX:FAX：0557-36-0775
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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

10 伊東市 ここからマーケット 　市内授産事業所による物販 令和4年12月6日（火） 市役所一階ロビー ○

島田市
健康福祉部福祉課
TEL:0547-36-7154
FAX:0547-37-0235

11
島田市地域自立支援協
議会

にこにこしまだクリーン大作戦
　障害のあるなしにかかわらず、参加者が地域の一員として、清掃活動を通じて社会貢献
を実感するとともに、地域の人たちにも障害についての理解を深めてもらう活動である。

R4年12月５日（月）
島田市役所～島田駅
SL公園

○

島田市
健康福祉部福祉課
TEL:0547-36-7154
FAX:0547-37-0235

12 島田市 虐待防止権利擁護研修
　障害福祉サービス提供事業所、その他障害福祉関係機関を対象として、障害者に対す
る虐待の早期発見及び虐待を防止するための偏見や差別意識の払拭等を目的とした講
演会である。

R5年２月28日（火） 島田市役所会議棟大会議室 ×

富士市
福祉課障害福祉課
TEL:0545-55-2761
FAX:0545-53-0151

13 富士市 障害者週間記念事業
　「いろんなコミュニケーションを知ろう！体験してみよう！」、手話・要約筆記・口話などの
コミュニケーションツールを紹介する。介助者　穂高優子　氏の講演など

2021年12月3日（土）
10：00～11：00

富士市教育プラザ ○
https://jsk-fuji-
shizuoka.jimdofree.com/

磐田市
健康福祉部福祉課障害福祉グルー
プ
TEL:0538-37-4919
FAX:0538-36-1635

14 磐田市 第42回ふれあい作品展
　障害者週間に合わせて、市内在住または在勤で、障がいのある方が制作した絵画、書
道、工芸、手芸、写真等を展示する。

令和４年12月７日（水）～12月11日
（金）
火～金曜日　9：00～18：00
土・日曜日　9：00～17：00
月曜日休館

磐田市中央図書館 ○ 未定

磐田市
健康福祉部福祉課障害福祉グルー
プ
TEL:0538-37-4919
FAX:0538-36-1635
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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

15 磐田市 第７回いわたぬくまるマーケット
　軽トラ市にて特設コーナーを開設し、障害者施設製品の即売会や日々の施設の活動内
容をＰＲし、障がい者と市民のふれあい交流イベントを実施する。

令和４年12月11日（日）
9：00～12：00

磐田駅前 ○ 未定

磐田市
健康福祉部福祉課障害福祉グルー
プ
TEL:0538-37-4919
FAX:0538-36-1635

16 磐田市
本庁展示ブース及び磐田駅ポス
ター掲示

　障害者週間に合わせて、広く意識啓発を図るため、ポスター等の掲示を実施する。
令和４年12月1日（木）～12日（月）

本庁
磐田駅

× 未定

焼津市
健康福祉部地域福祉課
TEL:054-631-5532
FAX:054-626-2189

17 焼津市
市広報誌および市ホームページへ
の記事掲載

　市広報誌「広報やいづ」および市ホームページに記事を掲載し、障害者週間の周知を行
う。また、例年実施している街頭での周知活動はコロナ禍により中止することとなったた
め、障害者週間や市内障害者団体の活動内容等を記載したチラシを市ホームページに掲
載する。

令和４年12月１日～ - -

静岡県掛川市
健康福祉部　福祉課　障がい者福
祉係
TEL:0537-21-1139
FAX:0537-21-1163

18 掛川市
広報かけがわ12月号への掲載（お
しらせ）

　広報かけがわ12月号へ障害者週間に関する記事をお知らせ欄へ掲載する 令和４年12月１日発行予定 広報かけがわ紙上
広報かけがわ12月号PDFの掛川市
ホームページへの掲載

静岡県掛川市
健康福祉部　福祉課　福祉政策係
TEL0537-21-1215
FAX0537-21-1163

19 掛川市
掛川市ホームページへの障害者週
間ページの掲載

　掛川市ホームページへ障害者週間ページを掲載し、市民等への周知を図る 令和４年12月3日～ 掛川市ホームページ上
https://www.city.kakegawa.shizuoka
.jp/

静岡県掛川市
健康福祉部　福祉課　福祉政策係
TEL0537-21-1215
FAX0537-21-1163
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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

20 掛川市
障害者週間ポスター（内閣府）の庁
舎内掲示

　障害者週間ポスター（内閣府）を、庁舎１階福祉課カウンター前に掲示し、市民への周知
を図る

令和４年12月（予定） 掛川市役所福祉課

静岡県掛川市
健康福祉部　福祉課　福祉政策係
TEL0537-21-1215
FAX0537-21-1163

21 掛川市
障害者週間記事の庁内掲示板への
掲載による職員への啓発

　市役所庁内掲示板に障害者週間に関する記事を掲載し、職員への啓発を図る 令和４年12月3日～ 掛川市役所庁内掲示板

静岡県掛川市
健康福祉部　福祉課　福祉政策係
TEL0537-21-1215
FAX0537-21-1163

22 掛川市 障害者週間作品展
　障害者週間にあわせて、地域活動支援センターの委託事業として、障がいのある方の巡
回作品展を市内２カ所で開催する。

令和４年12月２日～令和４年12月20
日

掛川市役所ほか ○

御殿場市
健康福祉部　社会福祉課
TEL:0550-82-4238
FAX:0550-84-1046

23 藤枝市
障害者就労施設・支援団体等パネ
ル展示

　・パネル展示
　　障害福祉サービス事業所、当事者会、家族会などの紹介や活動内容についての理解
促進のためパネル展示を実施

令和４年１２月２日～１２月９日 藤枝市役所１階ロビー

静岡県藤枝市
健康福祉部障害福祉課
TEL054-643-3149
FAX054-644-2941

24 御殿場市 障害者週間広報事業 　市広報誌に障害者理解促進のための啓発記事を掲載する。 毎年１１月２０日号 市全域 広報誌は市ＨＰにも掲載されます。

袋井市
NPO法人ママもっと笑って
理事長　早川麻由美

TEL:090-5609-2502
FAX:
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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

25
NPO法人ママもっと笑っ
て

袋井市知的障害啓発事業
　障害のある方が描いた絵などのアート作品や知的障がいについて理解を深めるための
展示を行う。
また、障がい者アートカレンダーを無料配布する。

令和４年11月28日（月）～
令和４年12月９日（金）

袋井市役所
１F　市民ホール

○

静岡県裾野市
健康福祉部総合福祉課
TEL:055-995-1820
FAX:055-992-3681

26 静岡県下田市共催 障害者週間街頭キャンペーン 　啓発品の配布 令和4年12月5日（月） 下田とうきゅうストア ○

下田市
福祉事務所
TEL0558-22-2216
FAX0558-22-3910

27 裾野市 啓蒙品配布 　市内事業所で製作した授産品等を市内の歯科医院にて配布をする。 12月3日～9日 市内歯科医院 ×

静岡県裾野市
健康福祉部総合福祉課
TEL055-995-1820
FAX055-992-3681

28 伊豆市 障害者週間　伊豆市パラウィーク
　　・事業所・特別支援学校等による活動風景及び  授産製品の展示・販売
　・広報伊豆、市情報メール、Facebookへの掲載
　・FMいずによる放送

令和４年12月２日（金）～12月９日
（金）
※平日市役所開庁時間のみ開催
8：30～17：15

伊豆市生きいきプラザ ○ 伊豆市Facebookに掲載予定

伊豆市
健康福祉部社会福祉課
TEL0558-72-9863
FAX0558-72-8638

29 御前崎市 展示・啓発
　市役所ロビーへ障害関係事業所活動紹介のパネル展示と掛川特支御前崎分校による
授産品の展示を行う。また、相談支援事業所の紹介を記載した啓発品を配布する。

令和４年12月３日（土）～令和４年12
月９日（金）

市役所ロビー（展示）
公共施設等（啓発品配布）

×

御前崎市
健康福祉部福祉課
TEL0537-85-1121
FAX0537-85-1144
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開催期間
（開催時刻）
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の可否

WEB情報 問合せ先

30 菊川市 障害者週間啓発 　障害者週間を啓発するため、啓発グッズによる啓発・周知
令和４年12月３日（土）～令和４年12
月９日（金）

菊川市役所、菊川市総合保
健福祉センター、小笠支所
（中央公民館）

○

静岡県菊川市
健康福祉部福祉課
TEL0537-37-1252
FAX0537-37-1255

31 伊豆の国市
広報記事掲載
市・ホームページに記事掲載

　障害や障害者に対する理解を深めるために、啓発記事を市広報誌に掲載する。また、市
ホームページにも同様のページを掲載する。

令和４年12月３日（土）～12月９日
（金）

－
https://www.city.izunokuni.shizuoka
.jp/syoufuku/syougaisyasyukan.html

伊豆の国市
健康福祉部　福祉事務所　障がい
福祉課
TEL0558-76-8007
FAX0558-76-8029

32 牧之原市 障害に関する広報月間 　市の広報誌に障がい者団体の紹介及び差別解消法に関する記事を掲載する 11月号 広報誌 ○ 市HP等掲載

牧之原市
福祉こども部社会福祉課
TEL0548-23-0072
FAX0548-23-0099

33 牧之原市 障がい者差別解消法啓発研修 　差別解消法の概要説明及び当事者からの講話
令和4年9月21日
12月～令和5年1月頃

市役所
市内高等学校

○ 市HP等掲載

牧之原市
福祉こども部社会福祉課
TEL0548-23-0072
FAX0548-23-0099

34 牧之原市 障害者週間作品展示 　市内の特別支援学校へ通う児童らの学校で作成した作品の展示をする
令和４年１１月２０日～令和４年１２
月１６日まで

市役所
社会福祉協議会

○ 市HP等掲載

牧之原市
福祉こども部社会福祉課
TEL0548-23-0072
FAX0548-23-0099
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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

35 南伊豆町 ポスター掲示 　障害者週間啓発ポスター掲示 令和４年12月３日から12月９日 南伊豆町役場１階

南伊豆町
福祉介護課
TEL0558-62-6233
FAX0558-62-2493

36 函南町 障害者週間作品展示
　障害者の作品を展示し、大型ディスプレイにて町内の障害福祉サービス事業所の紹介
映像を流す。

令和４年11月30日(水)～12月12日
(月)

いずれの日も　8:30～17:15

函南町役場１階町民ホール ○

函南町
厚生部福祉課
TEL055-979-8127
FAX055-979-8143

37 函南町 あいのわふれあいマルシェ 　障害者スポーツの体験、音楽ステージ発表、スタンプラリー、記念品配布などを実施。
令和４年11月27日(日)

13:00～16:00

函南町文化センター
多目的ホール

○

函南町
厚生部福祉課
TEL055-979-8127
FAX055-979-8143

38 函南町 あいのわふれあいマルシェ
　町内の就労継続支援事業所による製品販売、ワークショップ、点字ブロック歩行体験など
を実施。

令和４年12月３日(土)

10:30～15:30
道の駅伊豆ゲートウェイ函南 ○

函南町
厚生部福祉課
TEL055-979-8127
FAX055-979-8143

39 清水町 作品展示 　役場1階福祉介護課前に障害者の作成した作品の展示を行う 2022年12月３日から12月9日 清水町役場福祉介護課 ○

清水町
福祉介護課
TEL055-981-8204
FAX055-973-1959
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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

40 長泉町 長泉町障がい者週間
　町内にて障害者就労施設利用者及び事業所職員で清掃を実施。
メディアで取り上げることにより利用者の意欲向上・住民への周知を行う。

令和３年12月３日（金）～令和３年12
月９日（木）

町内 × 長泉町HP・フェイスブック

長泉町
福祉保険課
TEL055-989-5512
FAX055-989-5515

41 長泉町 長泉町障がい者週間
　町内10ヵ所（公共・商業施設）に障害者就労施設等で作成した啓発ポスターの掲示と、施
設利用者が作成した展示物の展示。

令和３年12月３日（金）～令和３年12
月９日（木）

役場庁舎内、ウェルディ長泉
等町内10ヵ所の施設。

× 長泉町HP・フェイスブック

長泉町
福祉保険課
TEL055-989-5512
FAX055-989-5515

42
御殿場・小山自立支援
協議会

障害者週間講演会（Youtubeでの講
演動画配信）

　テーマ：「地域と障害者の防災について」
講師：御殿場市危機管理課・小山町危機管理局・御殿場市社会福祉協議会
障害者本人やその家族、地域住民を対象に、ハザードマップや地域柄予想される災害、個
別避難計画について講演し、障害者の災害時の避難方法や災害における備えを考える一
途とすることを目的とする。

令和４年１２月３日（土）～
令和４年１２月９日（金）

Youtube(動画配信） ○ 未定

小山町
住民福祉部福祉長寿課
（御殿場市と共同開催のため御殿
場市役所社会福祉課も問合先に
なっています。）
TEL0550-76-6661
FAX0550-76-4770

43 森町 障害者週間の周知
　障害者週間を町民に広く周知し、障害者への差別解消につなげることを目的とし、広報・
町内回覧に障害者週間に関する記事を掲載する。

１１月１５日発行「広報もりまち」
１２月１日町内回覧

静岡県
森町役場福祉課
TEL0538-85-1800
FAX
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