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都道府県・指定都市名 愛知県

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 愛知県
令和4年度「心の輪を広げる体験作
文」「障害者週間のポスター」展示

　令和3年度「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間のポスター」の愛知県入賞作品の展
示を行う。

①令和4年12月3日（土）～12月9日
（金）
②令和4年12月14日（水）～令和4年
12月27日（火）
③令和5年１月13日（金）～1月27日
（金）

①市営地下鉄「市役所前」地
下通路
②愛知県立図書館
③人権推進室

○
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/sho
gai/kokoronowa-sakuhinten.html

愛知県
福祉局福祉部障害福祉課業務・調
整グループ
TEL:052-954-6294
FAX:052-954-6920

02
愛知県心身障害児（者）
福祉団体連絡協議会

第39回愛知県心身障害児（者）福祉
大会

　心身障害児（者）の福祉の増進に尽力し、その功績の顕著な者及び自立更生した心身障
害者で、他の心身障害児（者）の模範となる者を表彰する。

令和4年12月3日（土）13:30～15:30
名古屋市愛知県社会福祉会
館

×

愛知県
福祉局福祉部障害福祉課業務・調
整グループ
TEL:052-954-6294
FAX:052-954-6920

03
一般社団法人愛知県身
体障害者福祉団体連合
会

第60回愛知県身体障害者福祉大会
　障害を克服して自立更生した身体障害者で他の身体障害者の模範となる者及び多年に
わたり身体障害者の更生援護に特に功労のあった者（団体）を表彰する。

令和4年12月11日（日）10:00～12:00 知多市勤労文化会館 ×

愛知県
福祉局福祉部障害福祉課業務・調
整グループ
TEL:052-954-6294
FAX:052-954-6920

04 愛知県 ヘルプマーク普及・啓発事業
　ヘルプマーク普及パートナーによる普及啓発活動。店舗窓口等でのチラシ、啓発物品の
配布、啓発動画の放映等を実施する。

令和4年12月3日（土）～12月9日
（金）

県内

愛知県
福祉局福祉部障害福祉課業務・調
整グループ
TEL:052-954-6294
FAX:052-954-6920

05 愛知県 あいち農福連携マルシェ２０２２
　農福連携の認知度の向上と農福連携商品（農福連携によって生産される農産物・農産加
工品）の販路拡大を図り、障害者の農業分野での就労を支援する事を目的に、マルシェを
開催する。

①令和4年12月4日（日） 円頓寺商店街
○

愛知県
福祉局福祉部障害福祉課地域生活
支援グループ
TEL:052-954-6292
FAX:052-954-6920

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
愛知県、社会福祉法人
愛知県社会福祉協議会

障害者スポーツ参加促進事業
　これまでにスポーツ経験がない障害者やスポーツ経験を有し、さらには技術向上を目指
す障害者などを対象とし、実技体験や実技指導を実施する。

①令和４年12月３日（土）陸上競技
②令和５年１月15日（日）卓球（一般
卓球）
③令和５年１月28日（土）車いすバ
スケットボール
④令和５年２月11日（土）車いすダン
ス
⑤令和５年２月25日（土）ボッチャ

①中部大学体育館
②パークアリーナ小牧サブア
リーナ
③豊田市高岡公園体育館
④あま市甚目寺総合体育館
⑤ドルフィンズアリーナ（愛知
県体育館）

○

愛知県
スポーツ局競技・施設課障害者ス
ポーツグループ
TEL:052-954-7472
FAX:052-951-1005

07
愛知県、社会福祉法人
愛知県社会福祉協議会

種目別スポーツ大会
　スポーツ活動を通じて健康の増進と社会参加の促進を図るとともに、県民の障害に対す
る理解を深めることを目的として実施する。

①令和４年11月13日（日）グラウン
ド・ゴルフ
②令和４年12月24日（土）ボッチャ
③令和５年１月22日（日）車いすバ
スケットボール

①幸田町大日蔭グラウンド・
ゴルフ場
②稲永スポーツセンター
③一宮市総合体育館

×

愛知県
スポーツ局競技・施設課障害者ス
ポーツグループ
TEL:052-954-7472
FAX:052-951-1005

08 愛知県 障害者スポーツ交流イベント
　障害者スポーツの普及や共生社会の実現に向けた障害への理解を促進するため、障害
のあるなしにかかわらず、誰もがスポーツを通じて交流を深められるイベントを実施する。

令和５年２月25日（土）
ドルフィンズアリーナ（愛知県
体育館）

○

愛知県
スポーツ局競技・施設課障害者ス
ポーツグループ
TEL:052-954-7472
FAX:052-951-1005

09 豊橋市 とよはしみんなのまちなか絵画展
　障害者週間に合わせ、福祉事業所等での作品や、個人製作の絵画を募集し、展示会を
行う。５０点の応募からスタートし、①②の開催期間中に投票により上位２５点を決める。上
位作品は③別会場（未定）でも展示を行い、優秀作品には表彰を行う予定である。

①令和4年11月14日(月)～11月18
日(金)8:30～17:15
②令和4年12月5日(月)～12月11日
(日)9:30～21:00
③令和5年1月11日（水）～令和5年1
月23日（月）

①豊橋市役所市民ギャラリー
②こども未来館「ここにこ」
③未定

○
https://www.city.toyohashi.lg.jp/24
005.htm

豊橋市
福祉部障害福祉課
TEL:0532-51-2697
FAX:0532-56-5134

10

岡崎市

ＮＰＯ法人　岡崎市障が
い者福祉団体連合会

第43回障がい者作品展
　心身に障がいのある人が、その障がいを乗り越えて創造する力、表現の喜びなどを描い
た作品の数々を展示する。
（参加団体：市内の団体、学校、福祉施設及び一般参加者）

令和5年１月13日(金)～１月17日
(火)
①１/13（金）～１/16（月）9：00～21：
00
②１/17（火）9：00～16：00

岡崎市図書館交流プラザりぶ
ら

○ https://www.city.okazaki.lg.jp/

岡崎市
福祉部障がい福祉課施策係
TEL:0564-23-6155
FAX:0564-25-7650
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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 愛知県
令和4年度「心の輪を広げる障害者
理解促進事業」にかかる入選作品
の展示

　令和3年度「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間のポスター」の愛知県入賞作品の展
示を行う。

令和5年1月5日(木）～1月10日(火)
①1/5(木)　12:00～21:00
②1/6(金)～1/9(月)
9:00～21:00
③1/10(火)9:00～17:00

岡崎市図書館交流プラザりぶ
ら

○

岡崎市
福祉部障がい福祉課施策係
TEL:0564-23-6155
FAX:0564-25-7650

12 岡崎市 障がい者週間イエローライトアップ 　市内を流れる乙川に係る殿橋、明代橋をイエローライトアップする。
令和５年12月２日（金）～４日（日）
各日日没から22：00まで

・殿橋（岡崎市康生通）
・明代橋（岡崎市明大寺本町）

○

岡崎市
福祉部障がい福祉課施策係
TEL:0564-23-6155
FAX:0564-25-7650

13 一宮市 福祉マルシェ i・愛・逢マーケット
　一宮市内にある障害福祉サービス事業所が共同で出店し、パンやプリン、クッキーなど
食品の他、クッションや手作り小物の販売を行う。

①令和4年11月16・17日（水・木）
10:00～19:00
②令和4年12月21・22日（水・木）
10:00～19:00
③令和5年1月18・19日（水・木）
10:00～19:00

名鉄百貨店一宮店　正面玄
関

○ http//138-jiritsu.com/bukai/shuro/

一宮市
福祉部障害福祉課

福祉部福祉総務課福祉総合相談室
TEL:0586-85-7698

0586-28-9145
FAX:0586-73-9124

0586-73-9270

14 瀬戸市 まっとつながろ祭
　障害者の社会参加促進を目的とし、「まっと（もっと）つながろまい！」を合言葉に、各事業
所が出し物や作品展示をする。

令和４年１１月２３日（水）午後 瀬戸市体育館第１競技場 ○

瀬戸市
健康福祉部社会福祉課福祉係
TEL:0561-88-2612
FAX:0561-88-2615

15 瀬戸市 市広報への掲載 　障害者週間に関する記事を掲載し、市民の関心・理解を深める。 令和４年１２月号

瀬戸市
健康福祉部社会福祉課福祉係
TEL:0561-88-2612
FAX:0561-88-2615
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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 瀬戸市 せと福祉マルシェ
　障害者の自立支援や社会参加の促進として、障害福祉事業所などが製造しているパン、
野菜、小物などの販売を行う。

令和４年１２月２３日（金）10：00～
13：00

瀬戸市役所１階 ○
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/
2019051400064/

瀬戸市
健康福祉部社会福祉課福祉係
TEL:0561-88-2612
FAX:0561-88-2615

17 春日井市 障害者週間啓発事業 　障がい者団体等作品展を行う。
令和４年12月5日（月）～12月9日
（金）

春日井市役所 ○

春日井市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:0568-85-6186
FAX:0568-84-5764

18 春日井市 障害者週間啓発事業 　特別支援学校の生徒によるハンドベルコンサートを行う。
令和４年12月５日（月）
 (午後0:30～午後0:50）

春日井市役所 ○

春日井市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:0568-85-6186
FAX:0568-84-5764

19 春日井市 障害理解のための啓発講演会 　障がい理解のための啓発事業として講演会を開催する。 令和４年12月6日（火）
春日井市総合福祉センター
大ホール

○

春日井市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:0568-85-6186
FAX:0568-84-5764

20 豊川市 障害者週間啓発チラシの配布 　障害者への理解を深めるため、市役所の出入り口で啓発チラシを配布する。
令和４年１２月５日（月）１０：００～１
１：００

豊川市役所 ○

https://www.city.toyokawa.lg.jp/sm
ph/kurashi/fukushikaigo/shogaifuku
shi/shogaifukushirase/fukushikoujy
ou.html

豊川市
福祉部福祉課
TEL:0533-89-2131
FAX:0533-89-2137
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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
刈谷市身体障害者福祉
協会

刈谷市障害者作品展
　障害者が自らの手で制作した作品（絵画、書、手芸、写真、生花など）を展示し、広く社会
の人々の障害者への正しい理解を図る。

令和5年2月25(土)～2月27日(月) 刈谷市心身障害者福祉会館 ○ http://www.kariyashi.jp/

刈谷市
刈谷市心身障害者福祉会館

刈谷市役所福祉健康部福祉総務課
TEL:0566-24-6066

0566-62-1208
FAX:0566-25-8495

0566-24-3481

22 豊田市 豊田市障がい者作品展 　障がい者から募集した作品の展示、表彰を行う。

【作品展】
令和4年11月19日（土）～11月27日
（日）
午前10時～午後5時
※月曜休館※23日（月・祝）開館
（27日は正午まで）
【優秀作品展示】
令和4年12月5日（月）～12月9日
（金）、
令和4年12月19日（月）～12月23日
（金）

豊田市民文化会館展示室A ○

市ホームページ
（https://www.city.toyota.aichi.jp/ku
rashi/fukushi/shougaisha/1030043/
1038767.html)
あいちアール・ブリュットホームペー
ジ
（https://www.aichi-artbrut.jp)

豊田市
福祉部障がい福祉課
TEL:0565-34-6751
FAX:0565-33-2940

23 安城市 安城市図書情報館での展示
　障害者に対する理解（障害者差別解消法、点字図書などを含む）を深めることのできる
本・ポスター・パンフレット等の展示を行う。

令和4年11月26日（土）～令和4年12
月28日（金）
※図書情報館休館日を除く

安城市図書情報館
（アンフォーレ本館２階）

○

安城市
福祉部障害福祉課（内容について）
/
市民生活部アンフォーレ課(展示に
ついて)

TEL:0566-71-2225/
0566-76-6111
FAX:0566-74-6789/
0566-77-6066

24 安城市 障害者週間に関する特集記事 　市広報誌１２月１日号に障害者週間に伴い特集記事を掲載予定 市ＨＰで掲載

安城市
障害福祉課
TEL:0566-71-2259
FAX:0566-74-6789

25 犬山市 障害をテーマとした広報への掲載 　障害理解を深めるため、市民向けの広報紙に障害に関する記事を掲載する。 令和4年12月1日号
https://www.city.inuyama.aichi.jp/s
hisei/1001335/1008410.html
（市ホームページへ掲載）

犬山市
健康福祉部福祉課障害者担当
TEL:0568-44-0321
FAX:0568-44-0364
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開催期間

（開催時刻）
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一般参加
の可否

WEB情報 問合せ先

26 常滑市 市広報への掲載 　市の広報に障害者週間に関する記事を掲載し、障害に対する関心と理解を呼びかける。 令和4年12月号

常滑市
福祉部福祉課
TEL:0569-34-7744
FAX:0569-34-7745

27 江南市
市広報への掲載　障害者週間啓発
活動

　市広報へ「障害者週間」啓発記事を掲載し、障害者に対する関心と理解を呼びかける。 令和４年12月号 ×
https://www.city.konan.lg.jp/kurashi
/fukushi/1003420/1011135.html

江南市
健康福祉部福祉課
TEL:0587-54-1111
FAX:0587-56-5515

28 小牧市
令和4年度小牧市障がい者作品展
「こまきアール・ブリュット展」

　小牧市内の障がいのある方が、日ごろより制作されている作品を集め、新たな才能の発
見や、生き甲斐と自信につながる展覧会を開催する。また、この作品展を通して障がいの
ある人、無い人のバリアをはずした交流の場をつくり、共生社会の推進となることを目的と
している。

令和4年12月3日(土)～12月11日
（日)　10:00～17:00
（最終日は15:00まで）

小牧市まなび創造館　市民
ギャラリー
小牧市中央図書館　イベント
スペース

○
http://www.city.komaki.aichi.jp/adm
in/soshiki/fukushi/shogaifukushi/sh
ogaifukushi/1_1/6/1/26922.html

小牧市
福祉部障がい福祉課
TEL:0568-76-1127
FAX:0568-76-4595

29 小牧市
令和4年度小牧市障がい者（児）ス
ポーツレクリエーションのつどい

　スポーツレクリエーションを通じ、心身障がい者（児）の明朗・快活かつ積極的な性格と協
調精神を養い、社会参加を図り、心身障がい者（児）に対する住民の積極的な協力により、
住み良い環境作りを促進するためにスポーツレクリエーションイベントを開催する。

令和4年11月13日（日）　9:30～
11:30 パークアリーナ小牧　メインア

リーナ
○

http://www.city.komaki.aichi.jp/adm
in/soshiki/fukushi/shogaifukushi/sh
ogaifukushi/1_1/6/1/27283.html

小牧市
福祉部障がい福祉課
TEL:0568-76-1127
FAX:0568-76-4595

30 稲沢市
障害福祉講座における作品展示
（予定）

　障害福祉講座を受講した障害のある方が作成した作品を展示する。（予定）
令和4年12月5日（月）～12月9日
（金）（予定）

稲沢市役所市民ホール（予
定）

稲沢市
市民福祉部福祉課
TEL:0587-32-1281
FAX:0587-32-1219
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31 稲沢市 合理的配慮の啓発
　市民ホールの行政情報モニタでヘルプカードの周知を行い、合理的配慮について啓発す
る。

令和4年12月5日（月）～ 稲沢市役所市民ホール

稲沢市
市民福祉部福祉課
TEL:0587-32-1281
FAX:0587-32-1219

32
大府市障がい者雇用事
業所連絡協会

大府市障がい者雇用事業所連絡協
議会優良勤労障がい者表彰式

　大府市障がい者雇用事業所連絡協会に加盟する事業所で働く障がい者のうち、長年勤
続する優良な従業員に対して表彰を行うもの。

令和5年1月17日（火）午後（時間未
定）

大府市役所地下多目的ホー
ル

○
https://www.city.obu.aichi.jp/kenko
/shogai_shien/shogai_sodan/100497
4.html

大府市
福祉部高齢障がい支援課
TEL:0562-85-3558
FAX:0562-47-3150

33 大府市 大府市ふれあいバスパラアート展
　至学館大学と連携し、大府市循環バス内にパラアートを展示し障がいのある方のアート
制作活動を応援するもの。

令和4年11月11日（金）～12月15日
（木）

大府市循環バス内 ○

大府市
福祉部高齢障がい支援課
TEL:0562-85-3558
FAX:0562-47-3150

34 大府市 まちなかパラアートおおぶ

　障がいのある方が創作した独自の世界観と色彩で彩られたアートを社会に発信し、才能
ある方が社会参加、自立することを応援しています。市内特別支援学校の生徒が描いた
アートを企業社屋や店舗などに展示し、まちなかで気軽に障がい者アートを楽しんでもらう
展示会を令和4年4月から開催しています。

令和４年１１月～令和５年1月 市内企業等 ○
https://www.city.obu.aichi.jp/kenko
/event/1022965/index.html

大府市
福祉部高齢障がい支援課
TEL:0562-85-3558
FAX:0562-47-3150

35 知多市 市広報誌掲載
　市広報誌にて障がい福祉制度について記事を掲載することにより、障がいに対する市民
の理解を深める。

令和4年12月号

知多市
福祉子ども部福祉課
TEL:0562-36-2650
FAX:0562-33-3556
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36 知立市 第２６回草の根フェスティバル
　障がい及び障がいのある人に対する市民の関心、理解を深めるとともに、障がいのある
人の社会参加意識の高揚を図るため障害者週間に合わせ開催。当日はシンポジウム、手
話コーラス、コンサート、市内障がい者支援施設によるチャリティー販売等を行う。

令和4年12月3日（土）13時
知立市文化会館パティオ池鯉
鮒

○

知立市
福祉子ども部福祉課
知立市文化会館パティオ池鯉鮒
TEL:0566-95-0118
0566-83-8100
FAX:0566-83-1141
0566-83-8110

37 尾張旭市 広報 　市の広報紙に障害者週間に関する記事を掲載する。 令和４年１２月１日号

尾張旭市
健康福祉部福祉課障がい福祉課
TEL:０５６１-７６-８１４２
FAX:0561-52-3749

38 尾張旭市 ごちゃまぜ運動会
　障がいの有無、年齢及び性別等に関わらず、全員で楽しむことができるインクルーシブな
運動会を開催する。

6月18日
尾張旭市立旭中学校　体育
館

○
https://www.city.owariasahi.lg.jp/ku
rasi/kenkou/shougai/information/g
otyamaze2.html

尾張旭市
健康福祉部福祉課障がい福祉課
TEL:0561-76-8142
FAX:0561-52-3749

39 尾張旭市
令和４年度尾張旭市スポーツ・レク
リエーション体験会

　障がいのある方の健康の維持・増進、仲間づくり、余暇の充実などを目的として、一人で
も多くの障がいのある方がスポーツ・レクリエーションに親しめるような機会の創出につな
げるため、障がいの有無、年齢等に関係なく参加できるスポーツ・レクリエーション体験会
を開催する。（令和４年度については、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、対象者
を絞って開催する。）

11月3日 名古屋産業大学　体育館 ○
https://www.city.owariasahi.lg.jp/ku
rasi/kenkou/shougai/sports.html

尾張旭市
健康福祉部福祉課障がい福祉課
TEL:0561-76-8142
FAX:0561-52-3749

40 尾張旭市 障がい者虐待防止研修
　障害福祉サービス等事業者の「従事者への定期的な虐待防止研修及び防止等のため
の責任者の設置」が義務化されたため、虐待防止研修を開催する。

12月2日 尾張旭市文化会館 ×

尾張旭市
健康福祉部福祉課障がい福祉課
TEL:0561-76-8142
FAX:0561-52-3749



－9－

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

41 尾張旭市 障害者差別解消・理解促進研修
　民生委員を対象に精神障がいについて学び、地域の見守りやアウトリーチトウの支援体
制強化のため研修会を実施する。

12月2日 未定 ×

尾張旭市
健康福祉部福祉課障がい福祉課
TEL:0561-76-8142
FAX:0561-52-3749

42 高浜市
市広報への掲載
障害者週間啓発活動

　市広報へ「障害者週間」の啓発記事を掲載し、障害者に対する関心と理解を呼びかけ
る。

令和4年12月1日号広報に掲載
http://www.city.takahama.lg.jp/site
/koho/

高浜市
福祉部介護障がいグループ
TEL:0566-52-9871
FAX:0566-52-7918

43 岩倉市 広報１２月号掲載 　市の広報紙にて、障がいのある人に対する理解と協力を呼びかける。 令和4年12月1日号

岩倉市
健康福祉部福祉課
TEL:0587-38-5809
FAX:0587-66-8715

44 豊明市 クレボッチャ大会
　市制５０周年を記念して、世代や障がいの有無を超えた交流を図り、つながりあえる地域
づくりを推進するための記念ボッチャ大会を開催します。

令和4年9月11日（日）
令和4年9月19日（月）
令和4年9月23日（金）
令和4年9月25日（日）
令和4年10月29日（土）

栄小学校・舘小学校
大宮小学校・二村台小学校
三崎小学校・豊明小学校
中央小学校・沓掛小学校
豊明市　福祉体育館

○
https://www.city.toyoake.lg.jp/1737
8.htm

豊明市
健康福祉部　地域福祉課
TEL:0562-92-1119
FAX:0562-92-1141

45 豊明市 ひまわり作品展
　障がいのある方たちが作成した芸術作品の展示、市内障がい事業所の物販を行いま
す。
事前申し込みは不要です。　無料。

令和4年11月22日（火）
令和4年11月23日（水）

豊明市共生交流プラザカラッ
ト

○

豊明市
健康福祉部　地域福祉課
TEL:0562-92-1119
FAX:0562-92-1141
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46
社会福祉法人豊明市社
会福祉協議会

音楽会
　ライフ＆ミュージックとしていのちの大切さを考える絵本の読み聞かせ、ミュージックバン
ド演奏等を行います。
社会福祉法人豊明市社会福祉協議会への事前申し込みが必要です。無料。

令和4年12月3日（土） 豊明市文化会館 ○

豊明市
健康福祉部　地域福祉課
TEL:0562-92-1119
FAX:0562-92-1141

47
豊明市心身障害者（児）
福祉団体連合会

クリスマス会
　障害児者クリスマス会として、市内在住の障害をお持ちの方にクリスマスプレゼントをお
渡しします。
豊明市障がい者基幹相談支援センター「フィット」への事前申し込みが必要です。無料。

令和4年12月17日（土） 豊明市文化会館 ○

豊明市
健康福祉部　地域福祉課
TEL:0562-92-1119
FAX:0562-92-1141

48 日進市 啓発記事広報掲載
　障害者週間に合わせて、広報12月号に障害者差別解消法、障害福祉に関するマーク、
障害福祉の相談窓口等について掲載するものである。

令和4年12月号

日進市
健康福祉部地域福祉課地域支援係

TEL:0561-73-1484
FAX:0561-72-4554

49 日進市 障害者差別解消法講演会 　市民、市職員、障害福祉サービス事業所職員等を対象に講演会を行うものである。
令和4年12月20日（火）
13：30～15：00
開催予定

日進市民会館小ホール ○

日進市
健康福祉部地域福祉課地域支援係
TEL:0561-73-1484
FAX:0561-72-4554

50 日進市 障害者週間図書館展示
　障害者週間に合わせて図書館で障害福祉等についての展示及びその内容に関係する
ワークショップやミニ講座を実施するものである。

令和4年12月3日（土）～令和4年12
月16日（金）

日進市図書館 ○

日進市
健康福祉部地域福祉課地域支援係
TEL:0561-73-1484
FAX:0561-72-4554
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51 田原市 市広報への掲載
　市広報へ「障害者週間」に関する啓発記事を掲載し、障害者に対する関心と理解を呼び
かける。

令和４年１２月１日号
http://www.city.tahara.aichi/seisak
u/kohou/1000084/1009106/index.h
tml

田原市
健康福祉部地域福祉課
TEL:0531-23-3697
FAX:0531-23-3545

52 愛西市 障害者週間の周知 　市ホームページに障害者週間についての記事を掲載する。 令和4年12月

愛西市
保険福祉部社会福祉課
TEL:0567-55-7115
FAX:0567-26-5515

53 弥富市 広報への掲載
　障害者週間にあわせ、広報へ「障害者週間」に関する啓発記事を掲載し、障害者に対す
る関心と理解を呼びかける。

令和４年12月
https://www.city.yatomi.lg.jp/kuras
hi/

弥富市
健康福祉部福祉課
TEL:0567-65-1111
FAX:0567-67-4011

54 あま市 障害者週間の周知 　市広報誌１２月号に障害者週間に関する記事を掲載する。 令和4年12月号

あま市
福祉部社会福祉課
TEL:052-444-3135
FAX:052-443-3555

55 長久手市
人権・障がい関連図書コーナーの
設置（予定）

　人権啓発及び障がいの理解につながる絵本を選書し、図書館に専用コーナーを設置す
る。

令和４年11月23日（水）～12月27日
（火）

長久手市中央図書館 ○
https://www.city.nagakute.lg.jp/sos
hiki/fukushibu/fukushika/2/3/3589.
html

長久手市
福祉部福祉課
TEL:0561-56-0614
FAX:0561-63-2940
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56 東郷町 広報12月号へ掲載 　障がいへの関心と理解を深めるため、障害に関する記事を掲載する。 令和4年12月号
広報とうごう／東郷町 (aichi-
togo.lg.jp)

東郷町
福祉部福祉課
TEL:0561-56-0732
FAX:0561-38-7932

57 豊山町 町広報への掲載 　町広報に障害者週間に関する記事を掲載し、障害に対する関心と理解を呼びかける。 令和4年12月号

豊山町
生活福祉部福祉課
TEL:0568-28-0912
FAX:0568-28-2870

58 大口町 広報おおぐち12月号特集記事
　広報おおぐち12月号で障害者週間の啓発及び障害者を対象とした制度・福祉サービス
の案内、ヘルプマーク等の啓発を行う。

大口町
健康福祉部福祉こども課障がい福
祉G
TEL:0587-94-1222
FAX:0587-94-0052

59 扶桑町 障害者週間啓発事業
　障害者週間にあたり、広報誌に障害者への理解を深める記事や、障害サービスのお知
らせを掲載する。

令和4年１２月

扶桑町
健康福祉部福祉児童課
TEL:0587-93-1111
FAX:0587-93-2034

60 大治町 障害者週間の周知 　障害者週間に合わせ、町広報誌１２月号に障害者週間の記事を掲載する。 令和4年12月号

大治町
福祉部民生課障害福祉係
TEL:052-444-2711
FAX:052-443-4468
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61 蟹江町 令和４年１２月広報への掲載 　　町の広報紙に障害者週間に関する記事を掲載する。 令和４年１２月号
https://www.town.kanie.aichi.jp/site
/machikara/

蟹江町
民生部保険医療課
TEL:0567-95-1111
FAX:0567-95-9188

62 阿久比町
広報、電光掲示板による障害者週
間の周知

　町の広報紙及び電光掲示板に障害者週間に関する記事を掲載する。

①広報あぐい
　令和４年12月１日号掲載
②電光掲示板
　令和４年12月１日（木）～12月９日
（金）

http://www.town.agui.lg.jp/

阿久比町
民生部住民福祉課社会福祉係
TEL:0569-48-1111
FAX:0569-48-0229

63 東浦町 障がいに関する啓発
　障がいに対する理解促進のため、町の広報紙に障がいに関する記事（障害者週間の期
間、障がいの種別、障害者差別解消法、障害福祉サービス）を掲載する。

令和４年12月号（12月1日発行）
https://www.town.aichi-
higashiura.lg.jp/index.html

東浦町
健康福祉部障がい支援課
TEL:0562-83-3111(内163)
FAX:0562-83-3912

64 東浦町 ひがしうら作品展 　町内福祉サービス事業所の利用者が作成した作品の展示を行う。 令和４年12月15日（木）10時～12時 東浦町文化センター　ホール ○

東浦町
健康福祉部障がい支援課
TEL:0562-83-3111(内163)
FAX:0562-83-3912

65 東浦町 発達障がい講演会（案） 　発達障害に関する講演会を開催する。 令和４年12月15日（木）10時～12時 東浦町文化センター　ホール ○

東浦町
健康福祉部障がい支援課
TEL:0562-83-3111(内163)
FAX:0562-83-3912
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66 南知多町 町広報への掲載 　町広報に障害者週間に関する記事を掲載する。 令和4年12月号

南知多町
厚生部住民福祉課
TEL:0569-65-0711
FAX:0569-65-0694

67 美浜町 広報 　町広報誌を活用して障害者週間に関する記事を掲載する。 令和4年12月号

美浜町
厚生部福祉課社会福祉係
TEL:0569-82-1111
FAX:0569-83-0755

68 武豊町 障がい者週間作品展
　広く障がい者福祉に関する関心と理解を深めていただくことを目的として、障がいのある
方が制作された作品を展示。

令和４年１２月５日（月）～令和４年
１２月９日（金）
８：３０～１７：１５
※１２月７日（水）のみ１９：１５まで
※１２月９日（金）のみ１５：００まで
※役場閉庁日は除く

武豊町役場第５・第６会議室 ○

武豊町
健康福祉部福祉課
TEL:0569-72-1111
FAX:0569-72-1115

69 東栄町 町広報への掲載
　町の広報誌に「障害者週間」についての記事を掲載し、町民へ障がいに対する関心と理
解を呼びかける。

令和4年12月号

東栄町
福祉課社会福祉係
TEL:0536-76-1815
FAX:0536-76-1725
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