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都道府県・指定都市名 京都府

01 京都府

京都府身体障害者福祉関係功労者
等表彰並びに「障害者週間」啓発ポ
スター及び体験作文コンクール表彰
式

　功労者表彰及び障害者週間啓発ポスター、作文コンクールの表彰式を実施する。 令和4年12月下旬予定 京都府公館 ×

京都府
「CONNECT⇄__」事務局
（京都新聞COM事業推進局開発推
進部内）
TEL:075-255-9757
FAX:075-255-9763

02
きょうと障害者文化芸術
推進機構（事務局：京都
府障害者支援課内）

共生の芸術祭「わたしはメモリー」 　京都府内外の障害のある作家の作品を展示し、共生社会の実現に向けて取組とする。
①令和4年12月15日～12月25日
②令和5年3月1日～3月5日　※巡回
展

・京都市美術館（別館）
・福知山市内　※巡回展

○ https://co-jin.jp/

京都府
健康福祉部障害者支援課
TEL:075-414-4601
FAX:075-414-4597

03
文化庁、京都国立近代
美術館

「CONNECT⇄__（コネクト） 」 ～アート
でこころをこねこねしよう～

　文化芸術を通して共生社会や多様性について考える展示会を実施する。 令和4年12月1日～12月18日
京都国立近代美術館等（岡崎
エリア）

○ https://connect-art.jp/

京都府
健康福祉部障害者支援課
TEL:075-414-4601
FAX:075-414-4597

04
京都障害者芸術祭実行
委員会（事務局：京都府
障害者支援課内）

京都とっておきの芸術祭
　公募展である障害者作品展。毎年、京都府内在住者から絵画、陶芸、俳句など７部門約
700点の作品が出展され、日図デザイン博物館にて展示するとともに、優秀作品に対して知
事賞等を授与する。

令和4年12月1日（木）～4日（日）
10:00～17:00

日図デザイン博物館 ○

福知山市
福祉保健部障害者福祉課
TEL:0773-24-7017
FAX:0773-22-9073

05
京都府・京都府身体障
害者団体連合会

障害者週間街頭啓発キャンペーン 　障害者週間に街頭啓発キャンペーンを実施し、啓発物品を配布する。 令和4年12月上旬予定 府内各市町村 ○

福知山市
福祉保健部障害者福祉課
TEL:0773-24-7017
FAX:0773-22-9073

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】

問合せ先NO. 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



－2－

問合せ先NO. 主催 行事・取組 名称 内　　　　　　　容
開催期間

（開催時刻）
開催場所

般参加
の可否

WEB情報

06 福知山市 障害者週間　街頭啓発 　福知山市内の商業施設及び駅周辺で啓発物品を配布する。 令和４年12月６日（火）（予定） 福知山市内商業施設

福知山市
福祉保健部障害者福祉課
TEL:0773-24-7017
FAX:0773-22-9073

07 福知山市
福知山市立図書館での障害関連本
等の展示

　福知山市立図書館　中央館に障害についての理解啓発コーナーを設置する。
令和４年12月13日（火）～
12月27日（火）

福知山市立図書館　中央館 ○

舞鶴市
福祉部 障害福祉・国民年金課
障害福祉係
TEL:0773-66-1033
FAX:0773-62-7957

08 福知山市
福知山市役所窓口での啓発物品の
配付

　福知山市役所窓口で啓発物品を配布する。
令和４年12月１日（木）～
12月９日（金）

福知山市役所

舞鶴市
福祉部 障害福祉・国民年金課
障害福祉係
TEL:0773-66-1033
FAX:0773-62-7957

09
舞鶴市障害者ふれあい
行動デイ実行委員会

障害者ふれあい行動デイ 　FMまいづる出演等の広報手段を活用し、「障害者週間」についてさらなる周知を図る。
令和４年１１月２８日（月）～
１２月９日（金）まで

舞鶴市
福祉部 障害福祉・国民年金課
障害福祉係
TEL:0773-66-1033
FAX:0773-62-7957

10
舞鶴市障害者ふれあい
行動デイ実行委員会

障害者ふれあい行動デイ
　「障害者週間」を啓発するため、一定期間、舞鶴市内各所にのぼりや横断幕の掲示、ま
た、実行委員会に所属する各団体の車両に広報用マグネットを掲示し、周知を図る。

令和４年１１月２８日（月）～
１２月９日（金）まで

舞鶴市内８か所

舞鶴市
福祉部 障害福祉・国民年金課
障害福祉係
TEL:0773-66-1033
FAX:0773-62-7957
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11
舞鶴市障害者ふれあい
行動デイ実行委員会

障害者ふれあい行動デイ
　「障害者週間」を啓発するため、啓発グッズを障害者就労施設が運営する喫茶店にて配
布する。

令和４年１１月２８日（月）～
１２月９日（金）まで

舞鶴市内７か所の
喫茶店で配布

舞鶴市
福祉部 障害福祉・国民年金課
障害福祉係
TEL:0773-66-1033
FAX:0773-62-7957

12
舞鶴市身体障害者福祉
センター

障害者文化作品展
　舞鶴市内在住の障害のある方から作品（書、工芸、絵画など）の出展を募集し、作品展を
開催する。

令和４年１２月２日（金）～
１２月３日（土）まで

舞鶴市総合文化会館
小ホール

○

綾部市
福祉保健部障害者支援課
TEL:0773-42-4318
FAX:0773-42-8953

13 舞鶴市
舞鶴市身体障害者福祉センター創
立４０周年記念式典

　令和４年度に舞鶴市身体障害者福祉センターが創立４０周年の節目を迎えるにあたり、障
害者の福祉の推進に尽力いただいた団体等に感謝状を贈呈するとともに、障害者の福祉
についての理解と関心を更に広めるため、記念式典を実施する。

令和４年１２月３日（土）
舞鶴市総合文化会館
大ホール

○

宇治市
福祉こども部障害福祉課
TEL:0774-22-3141
FAX:0774-22-7117

14 綾部市 障害者作品展
　障害者週間にちなんで、手芸や書道、陶芸、クラフト、折り紙、絵手紙、俳句など地域活動
支援センターの講座に通う受講生の作品を一般市民向け展示する。

令和4年12月3日（土）～
12月7日（水）
①12/5（月）～7（水）
8:30～17:00
②12/3（土）、12/4（日）
10:00～16:00

綾部市保健福祉センター ○

宇治市
福祉こども部障害福祉課
TEL:0774-22-3141
FAX:0774-22-7117

15
宇治市
障害者週間記念事業実
行委員会

障害者施設製品・作品展示会 　障害者施設で制作した物品の展示や、作業を紹介するパネル等を展示する。

①令和4年12月1日（木）～
12月14日（水）
②令和4年12月6日（火）～
12月12日（月）
②令和4年12月19日（月）～
令和5年１月13日（金）

①市民交流プラザゆめりあ
うじ
②宇治市生涯学習センター
③宇治市役所

○

亀岡市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:0771-25-5031
FAX:0771-25-5511
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16 宇治市 身体障害者・知的障害者相談会 　宇治市身体障害者相談員及び知的障害者相談員による相談会を開催する。 令和4年11月21日（月） 東宇治コミュニティセンター ×

亀岡市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:0771-25-5031
FAX:0771-25-5511

17 亀岡市
ＪＲ亀岡駅設置モニターへの情報掲
出

　ＪＲ亀岡駅に設置されているモニターに障害者週間の情報を掲出し、駅利用者に障害者
週間について啓発を図る。

令和4年12月１日（木）
～12月9日（金）

ＪＲ亀岡駅

長岡京市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:075-955-9549
FAX:075-952-0001

18 亀岡市 市広報誌への掲載
　亀岡市広報誌等に障害者週間についての記事を掲載し、障害者週間について広く市民に
周知を図る。また、ＳＮＳやＬＩＮＥ、デジタルサイネージ等のデジタル情報媒体を活用した啓
発広報を実施する。

令和4年11月１日（火）
市広報誌掲載（市広報誌11月１日号
の対象期間:令和4年11月10日（木）
～12月9日（金））

○

京都府八幡市
社会福祉法人　八幡市社会福祉協
議会
TEL:075-983-4450
FAX:075-983-5798

19 長岡京市
障がい者児の人権を考える市民の
ひろば

　障がいのある人や、障がいのある人を支援している施設職員、ボランティアなどとのふれ
あいを通して、障がいのあるなしに関わらず暮らしやすい、人権意識の豊かな地域づくりの
ために開催する。
企画：合唱・手話歌の舞台発表、障がい者団体や事業所等によるパネル展示、手話・展示・
要約筆記・視覚障がい者の手引き等体験、障がい福祉事業所による自主製品販売する。

2022年12月3日（土） 長岡京市立中央公民館 ○
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/00
00010533.html

京都府
宇治田原町社会福祉協議会
TEL077488-3294
FAX0774-88-4094

20

八幡市・京田辺市・井手
町・宇治田原町（綴喜二
市二町（障害者週間）啓
発事業実行委員会）

綴喜二市二町「障害者週間」啓発事
業

　八幡市がリーダーシップを取り、障害者週間についての理解を求めるための活動を行う。
今年度は八幡市における記念式典・講演を実施するとともに、二市二町の各市町で街頭啓
発や啓発物品の配架などを検討し実施する。

令和4年12月３日（土）～12月9日
（金）　　①12月8日、13時30分から
15時30分　　　　（記念式典・講演）

京都府八幡市   八幡市文化
センター4階小ホール

○

京都府京丹後市
健康長寿福祉部障害者福祉課
TEL:0772-69-0320
FAX:0772-62-1156
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21

八幡市・京田辺市・井手
町・宇治田原町（綴喜二
市二町「障害者週間」啓
発事業実行委員会）

綴喜二市二町「障害者週間」啓発実
行委員会共催で障害者週間の啓発

　啓発物品の配布を行う。
令和4年12月3日（土）～12月9日
（金）

宇治田原町役場
町社会福祉協議会

×

京都府京丹後市
教育委員会事務局生涯学習課
TEL:0772-69-0630
FAX:0772-68-9061

22 京丹後市
第１６回ほっとはあと製品展＆第３１
回障害者週間記念作品展

　障害のある方が通われる市内の作業所などで、自立や就業を目指し、訓練として作られ
た製品等の展示や、市内の障害のある方が、日ごろ製作されている絵画、陶芸品や手芸品
などの展示する。

令和4年12月5日（月）～令和4年12
月9日（金）

市役所１階ロビー
展示エリア

× 市公式フェイスブックで発信予定

京都府京丹後市
教育委員会事務局生涯学習課
TEL:0772-69-0630
FAX:0772-68-9061

23 京丹後市 パラスポーツ講演会

　「ワールドマスターズゲームズ関西」への機運醸成及び、「インクルーシブな社会」の実現
に向け、障害者に対する意識を向上、一人ひとりが、平等に活躍できる社会をつくるきっか
けづくりとなることを目的とした講演会を実施する。

令和4年12月2日（金）
19:30～21:00

アグリセンター大宮 ○ 市HPで発信予定

南丹市
福祉保健部　社会福祉課
TEL0771-68-0007
FAX0771-68-1166

24 京丹後市 パラスポーツ体験

　「ワールドマスターズゲームズ関西」のスポーツビッグイベントへの機運醸成、共生社会の
実現と、障害者スポーツの「視野拡大」、障害者スポーツの魅力と可能性について、理解を
深めることを目的とした、車イスバスケットボールをはじめとしたパラスポーツ体験会を実施
する。

令和4年12月17日（土）
13:30～15:30

大宮社会体育館 ○ 市HPで発信予定

木津川市
健康福祉部社会福祉課
TEL0774-75-1211
FAX0774-75-2083

25 南丹市 「障害者週間」街頭啓発活動
　障害者福祉について南丹市民に広く理解を深めることを目的として、啓発物品を配布しな
がらの街頭啓発を行う。

令和４年１２月３日（土）～
１２月９日（金）

南丹市（園部町、八木町、日
吉町、美山町）

○ -

木津川市
健康福祉部社会福祉課
TEL0774-75-1211
FAX0774-75-2083
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26 木津川市 障害者週間啓発事業 　「障害者週間」啓発のぼり旗を設置する。
令和４年１２月３日（土）～
１２月９日（金）

木津川役所本庁、加茂支所、
山城支所

大山崎町
健康福祉部福祉課社会福祉係
TEL075-956-2101
（内線153）
FAX075-957-4160

27 木津川市 障害者週間啓発事業
　ホームページに障害者週間についての記事を掲載し、障害者の理解促進のための啓発
動画を視聴する。

令和４年１２月１日（木）～
１２月３１日（土）

京都府
民生部福祉課
TEL075-631-9902
FAX075-632-5933

28 大山崎町 障害者の日PR展示
　町役場１階ロビーにおいて、障害者の日、障害者への合理的配慮、差別解消などの理解
を深めてもらうPR展示を行うとともに、授産製品を啓発物品として、来庁者に持ち帰ってもら
う等の広報活動を行う。

令和４年11月30日(水)～
12月９日(金)
8：30～17：15

町役場１階ロビー

笠置町
保健福祉課
TEL0743-95-2303
FAX0743-95-3021

29 久御山町 障害者週間の啓発 　障害者週間用啓発物品の配布を行う。また、町広報誌掲載による啓発を行う。
令和４年12月３日（土）～
12月９日（金）

久御山町役場
その他公共施設

和束町
福祉課
TEL0774-78-3006
FAX0774-78-2799

30
笠置町・笠置町身体障
害者協議会（共催）

障害者週間啓発活動
　障害者週間に啓発のぼりを設置し、啓発物品を笠置駅前での街頭啓発で配付し、笠置町
役場窓口にも配架する。

令和4年12月3日（土）～12月9日
（金）

笠置町内主要箇所及び役場
庁舎周辺

京都府精華町
健康福祉環境部社会福祉課（地域
福祉センターかしのき苑）
TEL0774-94-5200
FAX0774-95-1708
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31
和束町・和束町身体障
害者協議会（共催）

障害者週間啓発活動 　「障害者週間」の啓発のぼりを設置するとともに、役場窓口に啓発物品を配架する。
令和４年１２月３日（土）～
１２月９日（金）まで

町内主要箇所及び庁舎

精華町
住民部人権啓発課
TEL0774ｰ95‐1919
FAX0774‐95‐3974

32
精華町身体障害者協議
会

障害者週間の啓発

　精華町立図書館に啓発コーナーを設け、啓発展示を行うとともに、啓発用物品を配架す
る。
　併せて、啓発コーナーの隣りに図書館が選書した障害者問題等に関する書籍を配架し、
啓発の相乗効果を図る。

令和４年１２月 精華町立図書館 ○

精華町
健康福祉環境部社会福祉課
TEL0774-95-1904
FAX0774-95-3974

33
精華町人権啓発推進委
員会・精華町

人権シネマサロン
　人権に関する映画を上映することで、地域住民の人権意識の高揚につなげることを目的
とした事業。会場には、地域の授産施設の販売ブースを設ける。

①令和４年１２月８日(木)
②令和４年１２月９日(金)

京都府立けいはんなホール
メインホール

○

精華町
健康福祉環境部社会福祉課
TEL0774-95-1904
FAX0774-95-3974

34 精華町 障害者週間の啓発 　精華町広報誌「華創」で障害者週間に関する記事を掲載する。 令和4年12月 http://www.town.seika.ｌｇ.jp

精華町
健康福祉環境部社会福祉課
TEL0774-95-1904
FAX0774-95-3974

35 精華町
障害者の理解促進のための啓発活
動

　町が所有する２台のコミュニティーバス車内で、ヘルプマーク啓発ポスターの展示を行う。
令和4年10月３日（月）～令和５年２
月３日（金）

精華町
健康福祉環境部社会福祉課
TEL0774-95-1904
FAX0774-95-3974
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36 精華町
障害者の理解促進のための啓発活
動

　町内を運行する路線バス（奈良交通株式会社）３０台の車内窓上に、ヘルプマーク啓発ポ
スターの展示を行う。

令和4年10月20日（木）～令和５年１
月３１日（火）

伊根町
保健福祉課　福祉係
TEL:0772-32-0504
FAX:0772-32-1009

37 精華町 障害者就職面接会 　障害のある就職希望者と京都府内の事業所で就職のための面接を行う。
令和4年11月29日(火）
13：00～16：00

精華町役場交流ホール ○

京丹波町
福祉支援課
※１１月より庁舎移転のため連絡先
が変更となります。
TEL:0771-82-1800
FAX:0771-82-0446

38 伊根町 「障害者週間」啓発事業
　障害者福祉について町民に広く理解を深めることを目的として、ポスターの掲示・啓発物
品を設置し持ち帰ってもらう等の広報活動を行う。

令和４年１２月２日（金）～
１２月９日（金）

伊根町役場
伊根町保健センター

伊根町
保健福祉課　福祉係
TEL:0772－32－0504
FAX:0772－32－1009

39 城南衛生管理組合
「クリーンパーク折居」膜煙突のライ
トアップの試行

　 障害者週間等の啓発活動に活用するため、ごみ焼却時の余熱を活用して発電した電力
（再生可能エネルギー）を使用して、膜煙突をライトアップする。

令和４年１２月３日（土）～
１２月９日（金）まで

「グリーンパーク折居」
（宇治市宇治折居台）
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