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都道府県・指定都市名 三重県

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 三重県

令和４年度こころのバリアフリー推
進事業
障がいの有無にかかわらずいきい
きと働ける社会をめざして
～障がい者の多様で柔軟な働き方
のカタチから合理的配慮を考える～
（仮）

　障がいに対する理解の促進や障がい者差別の解消を図るセミナー。障がい者の多様な
働き方の紹介や、障がい者からの相談に対する対応事例の検証などを行う。

令和４年12月16日（金）
13:30～15:30（予定）

三重県総合文化センター生涯
学習棟大研修室（オンライン
併用）

○

三重県
子ども・福祉部障がい福祉課
雇用経済部雇用対策課
TEL:059-224-2274
059-224-2510
FAX:059-228-2085
059-224-2455

02 三重県 三重県障がい者芸術文化祭
　障がい者の芸術・文化活動の活性化を図るとともに、障がい者の自立と社会参加を推進
するため、障がい者芸術文化祭を開催する。

令和４年12月23日（金）～
12月24日（土）
①12/23（金）　10:00～16:00
②12/24（土）　10:00～13:00

四日市市文化会館 ○ https://mie-asc.jp/geibunsai/

三重県
子ども・福祉部障がい福祉課
TEL:059-224-2274
FAX:059-228-2085

03 四日市市 広報よっかいち福祉特集号 　市の広報紙において障害や障害のある人への理解促進に関連する記事を掲載する。 令和４年12月予定

四日市市
健康福祉部障害福祉課
TEL:059-354-8171
FAX:059-354-3016

04 伊勢市 広報いせ掲載 　「広報いせ」に障害者週間の趣旨を掲載し、市民に周知する。 広報いせ令和４年12月1日号 http://www.city.ise.mie.jp

三重県
伊勢市
健康福祉部高齢・障がい福祉課障
がい福祉係
TEL0596-21-5558
FAX0596-20-8555

05 伊勢市 パネル展示
　障害者週間、伊勢市手話言語条例等に関するポスターをお伊勢さんマラソン会場に展示
する。

令和４年12月３日（土） 三重県営サンアリーナ

三重県
伊勢市
健康福祉部高齢・障がい福祉課障
がい福祉係
TEL0596-21-5558
FAX0596-20-8555
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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 伊勢市 啓発物品配布
　障害者週間、伊勢市手話言語条例等に関するポスターを市役所内市民ホールに展示す
る。

令和４年11月24日（木）～
12月９日（金）

伊勢市役所市民ホール

三重県
伊勢市
健康福祉部高齢・障がい福祉課障
がい福祉係
TEL0596-21-5558
FAX0596-20-8555

07 伊勢市 啓発物品配布 　啓発物品（内容未定）を市内で配布予定。 未定 未定

松阪市
健康福祉部障がい福祉課企画・管
理係
TEL:0598-53-4059
FAX:0598-26-9113

08 松阪市 バスマスク 　市内を運行するバスに「障害者週間」を表示したバスマスクを装着する。
令和４年11月10日（木）～　　　　12
月９日（金）

名張市
福祉子ども部障害福祉室
TEL:0595-63-7519
FAX:0595-63-4629

09 松阪市 障がい者作品展 　障がい者作品展を開催し、障害者福祉センターの講座等で製作した作品を展示する。
令和4年12月３日（土）～
12月４日（日）　10:00～16:00

障害者福祉センター ○
https://www.city.matsusaka.mie.jp/
site/syougai-wel/sakuhinten-
r4.html

亀山市
健康福祉部地域福祉課障がい者支
援G
TEL:0595－84－3313
FAX:0595－82－8180

10 松阪市 広報まつさか掲載 　松阪市の広報誌に、障害者週間の主旨を掲載し、市民への周知を図る。 広報まつさか　令和４年12月号

亀山市
健康福祉部地域福祉課障がい者支
援G
TEL:0595－84－3313
FAX:0595－82－8180
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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 桑名市
障害者週間記念行事
「みんなのつどい」

　障害者を題材とした映画の上映、市内障害者施設の自主制作品の販売。
令和４年11月26日（土）
午前10時～正午

桑名市総合福祉会館 ○

桑名市
保健福祉部障害福祉課
TEL0594-24-1171
FAX0594-24-5812

12 桑名市 障害者作品展 　障害者が制作した絵画、書道、手芸品等の展示 令和５年３月 桑名市総合福祉会館 ○

桑名市
保健福祉部障害福祉課
TEL0594-24-1171
FAX0594-24-5812

13 鈴鹿市 広報への啓発記事掲載 　「広報すずか」に障害者週間の趣旨を掲載し，市民へ周知する。 広報すずか12月５日号

鈴鹿市
健康福祉部障がい福祉課
TEL059-382-7626
FAX059-382-7607

14 名張市 販売会 　市内の障害福祉サービス事業所による物品販売を行う。 令和５年２月
名張市総合福祉センターふれ
あい

○

名張市
福祉子ども部障害福祉室
TEL0595-63-7519
FAX0595-63-4629

15 名張市 障がい理解啓発
　障害者週間に合わせ、広報「なばり」などで市民に対し障害理解に関する記事等を掲載す
る。

①広報「なばり」
　令和４年11月号

亀山市
健康福祉部地域福祉課障がい者支
援G
TEL:0595－84－3313
FAX:0595－82－8180



－4－

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 名張市 映画上映会
　障がい理解をふかめるための映画上映会の開催。
併せて市内の障害福祉サービス事業所による物品販売を行った。

令和４年９月 名張市役所庁舎 ○

鳥羽市
健康福祉課障害福祉係
TEL:0599-25-1183
FAX:0599-25-1154

17 亀山市 かめやま情報BOX障害者週間特集 　障害者週間に合わせてケーブルテレビを通して障害者相談窓口等の紹介を行う。（予定） 令和４年１２月上旬（１週間程度）

いなべ市
福祉部社会福祉課
TEL:0594-86-7816
FAX:0594-86-7865

18 亀山市 広報かめやま 　障害者福祉に関する情報を掲載する。 令和４年１２月１日号広報 https://www.city.kameyama.mie.jp

志摩市
地域福祉課
TEL:0599-44-0283
FAX:0599-44-5260

19 亀山市 ヒューマンフェスタin亀山
　一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりを目指して、人権意識の高揚や啓発を図るた
め、人権週間に合わせて開催されるヒューマンフェスタin亀山において障害者差別解消等
に係る周知を図る。（予定）

令和４年１２月３日（土） 亀山市立川崎小学校 ○

三重県
健康福祉部障がい福祉課
TEL:0595-22-9657
FAX:0595-22-9662

20 鳥羽市
障がい者の日記念事業
（障がい啓発事業）

　市内の障がい者福祉団体の絵や、手芸作品等の作品を展示する。
令和4年12月3日（土）～
12月16日（金）
※日曜日は閉館日

鳥羽市保健福祉センターひだ
まり

○

三重県
健康福祉部障がい福祉課
TEL:0595-22-9657
FAX:0595-22-9662
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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 いなべ市 いなべ市ホームページ掲載 　いなべ市のホームページに障がい者週間の趣旨を掲載し、市民に周知する。
令和４年12月３日（土）～
12月９日（金）

https://www.city.inabe.mie.jp/

三重県
健康福祉部障がい福祉課
TEL:0595-22-9657
FAX:0595-22-9662

22 志摩市 しまこさん福福まつり
　障がい福祉と認知症をテーマに市民を対象とした講演会、映画上映及び各種団体による
啓発活動をおこなう。

令和5年1月22日(日) 志摩市阿児アリーナ ○

志摩市
地域福祉課
TEL0599-44-0283
FAX0599-44-5260

23 志摩市 志摩市広報誌掲載
　志摩市の広報誌に、障害者週間及び福祉サービス等の記事を掲載し、障がいに関する啓
発をおこなう。

令和４年11月号広報
令和４年12月号広報

三重県
健康福祉部障がい福祉課
TEL:0595-22-9657
FAX:0595-22-9662

24 伊賀市
障害者週間啓発事業（電車・バス内
展示）

　障がいのある児童が描いた絵や障がい者関係団体などの活動写真を展示する。
令和４年11月25日（金）～12月14日
（水）

伊賀鉄道及び上野コミュニ
ティバス

○

三重県
健康福祉部障がい福祉課
TEL0595-22-9657
FAX0595-22-9662

25 伊賀市 障害者週間啓発事業（パネル展示）
　障がいのある児童が描いた絵や障がい者関係団体などの活動写真、人権政策課所管パ
ネル「障がい者の人権問題」に関する展示を実施する。

令和４年11月28日（月）～12月16日
（金）

市庁舎 ○

三重県
健康福祉部障がい福祉課
TEL0595-22-9657
FAX0595-22-9662
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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 伊賀市 障害者週間啓発事業（マルシェ） 　市内の障害福祉サービス事業所によるマルシェ（物品販売） 令和４年11月29日（火） 市庁舎 ○

玉城町
保健福祉課地域共生室
TEL:0596-58-7373
FAX:0596-58-8688

27 伊賀市 障がい理解啓発
　障害者週間に合わせ、広報いが、伊賀上野ケーブルテレビなどで市民に対し、障がい理
解に関する記事等を掲載する。

①広報いが：令和４年12月１日号
②伊賀上野ケーブルテレビ：
令和４年11月下旬頃

○
ｈｔｔｐｓ：
//www.city.iga.lg.jp/category/6-13-
4-17-0.html

三重県
健康福祉部障がい福祉課
TEL0595-22-9657
FAX0595-22-9662

28 木曽岬町 広報紙 　広報紙にて、障害者週間の趣旨について町民に周知する 令和４年12月号

木曽岬町役場
福祉健康課
TEL0567-68-6104
FAX0567-66-4841

29 東員町 東員町ホームページ掲載 　東員町のホームページに障害者週間の趣旨を掲載し、町民に周知する。
令和４年12月3日（土）～
12月9日（金）

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

東員町
地域福祉課
TEL0594-86-2804
FAX0594-86-2851

30 東員町 東員町町民カレンダー掲載 　東員町町民カレンダーに障害者週間の期間を掲載し、町民に周知する。
令和４年12月３日（土）～
12月９日（金）

東員町
地域福祉課
TEL0594-86-2804
FAX0594-86-2851
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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 菰野町 障害者の日　記念のつどい 　　講演会 12月3日 菰野地区コミュニティセンター ○

菰野町
菰野町社会福祉協議会
TEL059-394-1294
FAX059-394-3422

32 菰野町
町心身障がい者福祉会と行政との
懇談会

　障がい者団体との懇談を実施する 未定 未定 ×

菰野町
健康福祉課
TEL059-391-1123
FAX059-394-3423

33 朝日町 広報あさひ掲載 　広報誌において障害福祉に関する情報を掲載する。 令和４年12月号

朝日町
保険福祉課
TEL059-377-5659
FAX059-377-2790

34 川越町 川越町ホームページ掲載 　川越町ホームページに障害者週間の趣旨を掲載し、町民に周知する。
令和４年11月25日（金）～12月９日
（金）

× http://www.town.kawagoe.mie.jp/

三重県川越町
福祉課

TEL059-366-7116
FAX059-365-5380

35 明和町 デジタルサイネージによる情報発信
　町内商業施設での町政情報発信を利用し、障害者週間の趣旨を掲載し、町民等に周知
する。

令和４年12月３日(土)～12月９日
(金)

イオンモール明和

明和町
健康あゆみ課障がい福祉係・まるご
と相談支援係
TEL0596-52-7115
FAX0695-52-7123



－8－

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 大台町 広報おおだい掲載 　大台町の広報誌に、障害者週間の主旨を掲載し、町民への周知を図る。 広報おおだい　令和４年11月号 http://www.odaitown.jp/

大台町
町民福祉課
TEL0598-82-3783
FAX0598-82-2202

37 玉城町 障害者週間啓発
　町内障がい者就労継続支援事業所、生活介護事業所で調達した啓発物品を、11月～12
月頃に開催される町内イベント等で配布し、啓発する。

令和４年11月，12月内 玉城町保健福祉会館 ○

玉城町
保健福祉課地域共生室
TEL0596-58-7373
FAX0596-58-8688

38 度会町 広報わたらい掲載 　広報に、障害者週間の主旨等を掲載し、町民への周知を図る 令和４年12月号

度会町
保健こども課
TEL0596-62-2413
FAX0596-62-1138

39
福祉ふれあい広場実行
委員会（南伊勢町後援）

福祉ふれあい広場＆まなびフェスタ
　誰もが安心して暮らすことの出来る「ふくしのまち」を目指して、毎年「ふくしふれあい広場」
を社会福祉協議会が主催しており、生涯教育関係のイベントと同日に開催。障がい福祉や
児童福祉などの啓発コーナーで啓発を行う。

令和４年12月予定
（コロナウイルス感染状況により延
期、中止の可能性あり）

南伊勢町町民文化会館 ○

南伊勢町

南伊勢町社会福祉協議会

TEL0599-76-1500

FAX0599-76-1163

40 南伊勢町 南伊勢町広報誌に関連記事掲載 　「広報みなみいせ」に障害者週間の趣旨を掲載し、町民へ周知する。 広報みなみいせ　令和４年12月号

南伊勢町
子育て・福祉課　子育て・福祉係

TEL0599-66-1114
FAX0599-66-1113
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41 御浜町 広報誌への掲載 　広報誌において障がいの啓発や障がい福祉に関する情報を掲載する。 令和５年１月

三重県御浜町
健康福祉課
TEL05979-3-0515
FAX05979-3-0121
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