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都道府県・指定都市名 大阪府

01 大阪府
大阪府障がい者週間知事表彰及び
心の輪を広げる障がい者理解促進
事業知事表彰

　障がい者福祉の推進に貢献した者及び自立した者、心の輪を広げる体験作文の入選者
及び障がい者週間のポスタ-の入選者を知事が表彰する。

令和4年12月19日（月）15時～ 大阪府公館 ✕

大阪府
福祉部障がい福祉室障がい福祉企
画課
TEL:06-6944-6271
FAX:06-6942-7215

02 大阪府
心の輪を広げる体験作文と障がい
者週間のポスタ-の入選作品集の
作成

　心の輪を広げる体験作文、障がい者週間のポスタ-の優秀作品集を作成し、府内市町村
や小中学校等へ配布する。

１２月

大阪府
福祉部障がい福祉室障がい福祉企
画課
TEL:06-6944-6271
FAX:06-6942-7215

03 大阪府 広報活動 　府広報紙「府政だより」で障がい者週間及び障がい者施策に関する記事を掲載 １２月１日発行

大阪府
福祉部障がい福祉室障がい福祉企
画課
TEL:06-6944-6271
FAX:06-6942-7215

04 大阪府 啓発物の作成・配布
　府内の小学校3年生を主たる対象に、障がい理解の基本的な事が学べる「大阪ふれあ
いおりがみ」や「大阪ふれあいすごろく」を作成し、教育委員会等を経由して配布する。
また、「大阪ふれあいクリアファイル」を作成し配布する。

12月の障がい者週間を中心とした
随時

https://www.pref.osaka.lg.jp/keikak
usuishin/syougai-info/fureai.html

大阪府
福祉部障がい福祉室障がい福祉企
画課
TEL:06-6944-6271
FAX:06-6942-7215

05 大阪府 第１９回共に生きる障がい者展
　障がい者の自立と社会参加の促進をテ-マとするとともに、府民に障がいや障がいのあ
る人を正しく理解してもらうことを目的に有観客で開催し、後日WEBにて配信を行う。

１１月１９日（土）、２０日（日）
配信については２月以降を予定

国際障害者交流センタ-（ビッ
グ・アイ）

○
https://www.pref.osaka.lg.jp/keikak
usuishin/syougai-
info/tomoiki19.html

大阪府
福祉部障がい福祉室障がい福祉企
画課
TEL:06-6944-6271
FAX:06-6942-7215

一般参加
の可否

WEB情報

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
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般参加
の可否

WEB情報 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

06 大阪府
大阪ふれあいキャンペーンSNSアカ
ウントでの広報

　大阪府などの構成団体で実施するイベント等の告知だけでなく、障がい理解を深めてい
ただくための啓発物の紹介、障がい者スポーツ、芸術・文化の紹介などを投稿する。 随時

【Twitter】
https://twitter.com/osaka_furecam
【Instagram】
https://www.instagram.com/osaka_
furecam/

大阪府
福祉部障がい福祉室障がい福祉企
画課
TEL:06-6944-6271
FAX:06-6942-7215

07
高槻市福祉展実行委員
会

第４１回高槻市福祉展 　障がい者作品展、パネル展示、事業所物品販売、映画上映会、講演会。
令和４年１２月３日（土）～１２月４日
（日）午前１０時～午後３時

高槻市立生涯学習センター ○
https://www.city.takatsuki.osaka.jp
/life/4/46/261/

大阪府高槻市
健康福祉部障がい福祉課（障がい
者福祉センター）
TEL:072-672-0267
FAX:072-661-3508

08
東大阪市障害福祉キャ
ンペーン実行委員会事
務局

障害者週間アート展
　障害者アート展。（ケーブルテレビにて開催の周知予定）
「障害の有無にかかわらず誰もが能力を発揮して安全に安心して生活できる社会の実現」
を題材にしたポスターの優秀作品の表彰。

アート展：12月3日(土)～9(金)
表彰：障害者週間内(日時未定)

東大阪市役所１階 ○

大阪府東大阪市
福祉部障害者支援室障害施策推
進課
TEL:06-4309-3183
FAX:06-4309-3815

09 豊中市 障害者啓発パネル展 　障害のある人の作品展示と事業所などでの活動を紹介するパネルの展示

令和4年12月6日（水）～
12月9日（金）
いずれも9時～17時
※最終日のみ16時まで

豊中市役所第二庁舎1階ロ
ビー

○ 市ホームページに掲載予定

大阪府豊中市
福祉部障害福祉課
TEL:06-6858-3354
FAX:06-6858-1122

10 枚方市 「ほっこりひらかた　２０２２」 　映画上映会（作品未定） 令和4年12月17日（土）時間未定 ラポールひらかた　大研修室 ○

大阪府枚方市
健康福祉部福祉事務所　障害企画
課
TEL:072-841-1152
FAX:072-841-5123
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般参加
の可否

WEB情報 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

11 岸和田市 岸和田市障害者自立支援協議会

　岸和田市障害者自立支援協議会は、岸和田市の障害児者が暮らしやすい街を目指し
て、定期的に課題解決に向け議論することを中心に活動している。その活動内容や、困っ
たときに身近な地域で相談できる委託相談支援事業所の紹介を含め、短い時間ではある
が、ラヂオきしわださんのご協力のもと放送するもので、市民の皆様に聴取いただきたい
内容となっている。

おはようラヂオきしわだ月曜日の令
和4年12月5日（月）または、おはよ
うラヂオきしわだ木曜日の令和4年
12月8日（木）9：00～11：00の間の5
～10分程度

ラヂオきしわだ
79.7ＭＨｚ

https://www.radiokishiwada.jp

大阪府岸和田市
福祉部障害者支援課
TEL072-423-9549
FAX072-431-0580

12 岸和田市 障害者差別を考えるセミナー

　先天性の障害により将来歩行困難になることから幼いころに両膝から下を切断し、義足
での生活を送っていたが、パラスポーツであるシッティングバレーと出会い、大学生で日本
代表にも選ばれ、東京パラリンピックへの出場も果たした方を講師にお招きし、これまでの
様々な体験や挑戦をしてきた当事者による講演会を通して、障害への理解、その人らしい
生き方などについて学ぶ。

令和４年11月27日（日）
14：00～16：00

岸和田市立福祉総合セン
ター

○

大阪府岸和田市
福祉部障害者支援課
TEL072-423-9549
FAX072-431-0580

13 岸和田市 「広報きしわだ」による啓発
　広報きしわだ12月号に「人の輪」をテーマとして、人権週間及び障害者週間の広報と、
「人権の窓」というコラムを、毎年テーマを変えながら掲載する。

令和４年12月 ×

大阪府岸和田市
福祉部障害者支援課
TEL:072-423-9549
FAX:072-431-0580

14 岸和田市 ふれあい作品展

　障害児（者）への理解を市民に広めるとともに、障害児（者）の社会参加の機会を広げる
ことを目的とし、ふれあい作品展を実施。（市内の支援学級、支援学校の児童・生徒の作
品や障害者の作品（絵画、工作、共同作品、書、手芸、写真、陶芸等）を展示。入場無料。

令和4年12月7日（水）～12月9日
（金）
12/7（水）9：00～17：00
12/8（木）9：00～17：00
12/9（金）9：00～14：00

マドカホール ○

大阪府岸和田市
福祉部障害者支援課
TEL:072-423-9446
FAX:072-431-0580
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般参加
の可否

WEB情報 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

15 吹田市
障がい者週間記念事業
障がい者週間の集い

　動画配信にて施設通所者によるパフォーマンスの発表等を行う。
令和4年11月29日（火）9時～12月
28日（水）17時

動画配信のためなし ○

大阪府吹田市
福祉部障がい福祉室
支給管理グループ
TEL:06-6384-1346
FAX:06-6385-1031

16 吹田市
障がい者週間記念事業
シンポジウム

　「みんなで考えてみよう～障がいの「社会モデル」とユニバーサルデザインのまちづくり」
というテーマのもと、DPI日本会議の尾上浩二氏に講義をいただく。また、シンポジストに
NPO法人ココロのバリアフリー計画所属・池田君江氏、吹田市視覚障害者福祉会所属・近
藤　由佳里氏を招き、体験談や取り組まれていること等を中心に対談を行う。
　シンポジウムは録画動画配信とし右記の期間YouTubeにて配信を行う。

令和4年11月29日（火）～12月28日
（水）

動画配信のためなし 〇

大阪府吹田市
福祉部障がい福祉室
支給管理グループ
TEL:06-6384-1346
FAX:06-6385-1031

17 吹田市
障がい者週間記念事業
活動の場紹介

　施設通所者による制作作品の展示や施設での活動の様子を紹介等を行う。
令和4年11月29日（火）9時～12月2
日（金）17時

吹田市役所
正面玄関ロビー

○

大阪府吹田市
福祉部障がい福祉室
支給管理グループ
TEL:06-6384-1346
FAX:06-6385-1031

18 吹田市 ハートふれあいまつり
　模擬店、演奏会、パネル展示などの複合的な取組を催しの中で実施。障がい当事者と
事業所、地域住民が参加。

令和5年3月11日（土）時間未定
吹田歴史文化まちづくりセン
ター(浜屋敷）

○
【実行委員会ホームページ】
https://heart-fureai-matsuri.org/

大阪府吹田市
福祉部障がい福祉室
基幹グループ
TEL:06-6384-1348
FAX:06-6385-1031

19 泉大津市 2022泉大津ふれあい大会
　障がいについての理解と認識を深める式典と障がい者福祉関連団体による音楽等を披
露するふれあいフェスティバルを開催する。

１２月１０日（土）
午後１時半～午後3時30分予定

テクスピア大阪・テクスピア
ホール

○

大阪府泉大津市

保険福祉部障がい福祉課
（泉大津市ふれあいｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実行
委員会事務局）
TEL:0725-33-113１
FAX:0725-33-7780
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般参加
の可否

WEB情報 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

20 貝塚市 貝塚市障害者作品展
　障害者福祉に対する市民意識の高揚と障害者の社会参加を促進を図ることを目的とし
て開催し、障害・障害者の理解促進のために、障害者の制作作品の展示などを行うもの
である。

令和４年１２月３日～１２月９日
２４時間開放（最終日は１６時まで）

貝塚市
イヅミイチシェルピア・ドゥ
１階アトリウム

○

大阪府貝塚市
福祉部障害福祉課
TEL:072-433-7012
FAX:072-433-1082

21 守口市 障がい者ふれあいフェスティバル
　①市役所敷地内に、「障がい者週間」のぼりを設置する
　②市役所の正面玄関で来庁者に対して、障がい者の理解促進啓発をするテッシュを配
布する。

①令和４年12月5日（月）～12月9日
（金）
②令和４年12月5日（月）予定

市役所敷地内　８箇所

大阪府守口市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:06-6992-1630
FAX:06-6691-2494

22 守口市 障がい者ふれあいフェスティバル
　①市内障がい者就労施設が販売している物品を紹介する場所を庁舎入り口に設ける
　②庁内の会議室を活用して物品販売する

令和４年１２月５日（月）～１２月９日
（金）

①12/5（月）9：00から12/9（金）17：
00
②12/7（水）　10：00～16：00

①市役所１階ロビー
②市役所１階会議室

○

大阪府守口市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:06-6992-1630
FAX:06-6691-2494

23 守口市 エル・フェスタ　in　北河内西
　①当事者２．３名と支援機関が登壇予定、福祉サービス紹介などを行う予定
　②座談会形式で進行、紹介ＶＴＲ後、司会者が質問をなげかけ、答えていただく予定

令和４年１２月９日（金）
13：00～17：00

門真市ルミエールホール
小ホール

×

大阪府守口市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:06-6992-1630
FAX:06-6691-2494

24 守口市 障がい者理解促進事業講演会 　車イスダンスを行っている講師を招き、市民向けに障がい者理解促進の講演会を行う
令和４年１２月５日（月）　14時～（予
定）

中部コミュ二ィセンター ○

大阪府守口市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:06-6992-1630
FAX:06-6691-2494
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般参加
の可否

WEB情報 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

25 茨木市 障害者の手作り作品展スペシャル 　障害福祉サービス事業所等に通う障害者の作品等の展示・販売を実施。

令和４年12月５日（月）～12月９日
（金）
午前９時～午後５時（最終日は３時
まで）

茨木市役所本館東玄関ロ
ビー及び南館東玄関ロビー

○

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/ki
kou/kenkof/syogaifukushika/syoug
aifukushievent/shisyusainoibennto/
syougai2019.html　（掲載予定）

大阪府茨木市
福祉部障害福祉課計画推進係
TEL:072-620-1636
FAX:072-627-1692

26 八尾市 障がい者週間に合わせた啓発活動
　障がい者団体等が行う障がい者週間の啓発活動（街頭啓発等）の実施と、これまで行っ
てきた活動の写真や障がい者週間啓発ポスターや幟の掲示、また、各障がい者団体等の
啓発冊子や取り組み等の掲示を行う。

令和４年12月５日～12月27日
八尾市情報発信コーナー
（アリオ八尾２階）

○

大阪府八尾市
健康福祉部障がい福祉課
TEL:072-924-3838
FAX:072-922-4900

27 八尾市 障がい者フォーラム
　障がい当事者等による市民会議での活動の紹介動画及び障がい者の日常等の動画
（予定）の作成と放映、障がい児者による作品の展示、市内作業所による作業所商品の販
売会や体験会などを実施する。

令和５年３月３日～３月４日
アリオ八尾２階オレンジコー
ト、３階カワチラボ

○ 未確定

大阪府八尾市
健康福祉部障がい福祉課
TEL072-924-3838
FAX072-922-4900

28
泉佐野市・田尻町自立
支援協議会 障害者絵画作品展

　泉佐野市及び田尻町内にある就労支援事業所に通所する利用者から絵を募集し市民
ロビーに展示する。期間中、市民ロビーに投票箱を設置し、得票数の多かった作品につい
ては、今年度部会で発行する就労支援パンフレットに掲載する予定。

令和４年１１月２１日（金）～
１２月２日（金）

泉佐野市役所
１階　市民ロビー

○

大阪府泉佐野市
健康福祉部地域共生推進課
及び
基幹包括支援センターいずみさの
TEL072-463-1212
（内線2157）
及び
072-464-2977

FAX072-463-8600

29 泉佐野市 啓発 　市役所案内カウンター及び障害主管課のカウンターに啓発物品を設置。
（予定）令和４年１２月２日～ 泉佐野市役所

１階　市民ロビー
○

大阪府泉佐野市
健康福祉部地域共生推進課
TEL072-463-1212
（内線2157）
FAX072-463-8600
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般参加
の可否

WEB情報 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

30
富田林市

市内キャラバン・街頭キャンペーン 　市内一円を広報車２台にて巡回し、啓発活動を実施している。
令和4年12月3日（土）
9：00～11：00

富田林市内一円を広報車で
巡回

-

大阪府富田林市
子育て福祉部障がい福祉課
TEL0721-25-1000（内線192）
FAX0721-25-3123

31
富田林市 ～障がい者週間のつどい～

第６３回市民劇場

　さまざまな方と障がい者が催しを鑑賞し、楽しみ、交流する場を提供することで、文化の
向上を初め、円滑な地域づくりに繋がっていく事を目標としています。また、このイベントを
通じて障がい者の自立の促進のための一助となり、社会進出のきっかけの場と出来れば
と考えています。

①市内及び公募者サークル団体の展示会
②サークル団体発表会
③和楽器演奏集団「独楽」（コマ）

令和4年12月3日（土）
①12：00～16：00
②13：00～14：40
③15：00～16：00

富田林市市民会館 ○ -

大阪府富田林市
子育て福祉部障がい福祉課
TEL0721-25-1000（内線192）
FAX0721-25-3123

32 寝屋川市 ふれあいキャンペーン 　障害者作業所の自主製品等の配布を通じて啓発活動を行います。
令和４年12月６日（火）
10:30～11：30

寝屋川市駅 ○

大阪府寝屋川市
福祉部障害福祉課
TEL072-812-2026
FAX072-812-2118

33 松原市 笑顔 やさしさ ふれあい週間

　市内在住・在学・在職の障害児・者が個人で製作した作品を展示するとともに、市内の障
害者事業所（作業所）の活動を紹介するパネル展示・自主製作品の販売と、障害者等に
関係する啓発についてのアンケートを実施し、大阪ふれあいおりがみや障害理解に関す
る冊子等を配布するものである。

令和４年12月５日（月）～12月７日
（水）
①12月５日（月）　9：00～17：30
②12月６日（火）　9：00～17：30
③12月７日（水）　9：00～15：00

松原市役所　市民ロビー ○

大阪府松原市
障害福祉課
TEL072-337-3115
FAX072-337-3007

34 大東市
「広報だいとう」及び市ホームページ
による啓発

　障害者週間の啓発。
広報「だいとう」12月号
市ホームページ12/3～12/9

×

大阪府大東市
福祉・子ども部障害福祉課
TEL072-870-9630
FAX072-873-3838
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35 大東市 市公式You　Tube 　広報「だいとう」の手話コーナーを動画にし、障害者理解促進を図っている。 R4.5月号～ ×
https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/
22/36032.html

大阪府大東市
福祉・子ども部障害福祉課
TEL072-870-9630
FAX072-873-3838

36 大東市
庁舎内のインフォメーションパネル
による啓発

　障害者週間の啓発を行う予定。 12/3～12/9 ×

大阪府大東市
福祉・子ども部障害福祉課
TEL072-870-9630
FAX072-873-3838

37 大東市 啓発物品の配架 　大阪ふれあいキャンペーン啓発物品の配架 12/3～12/9 ×

大阪府大東市
福祉・子ども部障害福祉課
TEL072-870-9630
FAX072-873-3838

38 和泉市 あいサポーター研修 　障がいの理解と障がい者への配慮を促進するための研修会

令和4年6月11日（土）
10：00～11：00
令和4年9月10日（土）
10：00～11：00
令和4年12月10日（土）
10：00～11：00
令和5年3月11日（土）
10：00～11：00

いずみ障がい者ふれあいプラ
ザオアシス

○

大阪府和泉市
福祉部障がい福祉課
TEL0725-99-8133
FAX0725-44-0111

39 和泉市 障がい福祉課だより 　障がい理解に関する情報を掲載し、市民へ広く周知する 和泉市広報に折込（4月・9月）

大阪府和泉市
福祉部障がい福祉課
TEL0725-99-8133
FAX0725-44-0111
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40 箕面市
みんなで考える障害者福祉啓発講
座

　障害者の地域生活をとりまく諸課題並びに基本的人権に対する市民意識の向上を図る
ため、広く市民及び市内障害者市民団体を対象とした啓発講座を行い、市民啓発を行うも
の。詳細は未定。

①令和４年１２月９日（金）14:30～
16:30
②令和５年２月６日（月）14：30～
16：30
③令和５年３月１３日（月）14：30～
16：30

箕面文化・交流センター　大
会議室
（オンライン配信有）

○

大阪府箕面市
【主催】健康福祉部障害福祉室

【運営】一般財団法人箕面市障害
者事業団
TEL072-727-9506

072-723-1210
FAX072-727-3539

41 箕面市
「地域で生きる」障害者問題市民講
座

　箕面市内在住または在勤・在学し、障害者市民の支援に関心があり、基礎的な知識に
ついて学びたい方に向けて行う講座。障害者市民に対する理解を深め、ノーマライゼー
ション社会の推進に寄与する。

令和５年３月上旬
箕面市障害者福祉センターさ
さゆり園　プレイルーム他

○

大阪府箕面市
【主催】健康福祉部障害福祉室

【運営】社会福祉法人あかつき福祉
会
TEL072-727-9506

072-724-2940
FAX072-727-3539

42 箕面市 要約筆記講習会 　要約筆記及び聴覚障害の理解を深める講習会
令和４年１０月１２日（水）13:30～
15:30

箕面市立障害者福祉セン
ターささゆり園

○
https://www.city.minoh.lg.jp/syouga
ifukushi/topics/youyakuhikki-
kousyuukai.html

大阪府箕面市
【主催】健康福祉部障害福祉室

【運営】社会福祉法人箕面市社会
福祉協議会ボランティアセンター
TEL072-727-9506

072-727-1535
FAX072-727-3539

072-727-3590

43 箕面市 第３５回みのお市民人権フォーラム 　テーマ「誰もが安心して暮らせるまちづくりをめざして」（障害者分科会）
令和４年１２月１０日（土）10:00～
12:00

箕面市立萱野中央人権文化
センター（らいとぴあ２１）
ホール
（オンライン配信有）

○ https://minohjinkenforum.jpn.org/

大阪府箕面市
みのお市民人権フォーラム実行委
員会事務局
TEL072-722-2470
FAX072-734-6509

44 柏原市 障害者週間ふれあいキャンペーン
　１２月の障害者週間にあわせ、市内の保育園、幼稚園、小学校低学年に「ふれあいおり
がみ」を配布する。

令和4年12月3日～12月9日
市内の保育園、幼稚園、小学
校

大阪府柏原市
福祉こども部障害福祉課
TEL072-972-1508
FAX072-972-2200
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45 柏原市 障害者週間ポスターの作成・掲示
　１２月の障害者週間にあわせ、市内障害者施設・グループホームの入所者が作成した
「障害者週間」についてのポスターを、市内駅構内等に掲示する。

掲示期間：令和4年11月下旬～12
月9日

市内駅構内

大阪府柏原市
福祉こども部障害福祉課
TEL072-972-1508
FAX072-972-2200

46 羽曳野市 障がい理解啓発事業
　広報「はびきの」令和４年１２月号への掲載
　市ホームページへの掲載
　窓口にて啓発物の配架

令和４年１２月３日（土）～１２月９日
（金）

障害福祉課窓口　他 × 未定

大阪府羽曳野市
保健福祉部障害福祉課
TEL072-947-3824
FAX072-957-1238

47
門真市及び門真市社会
福祉協議会

門真市障がい者週間ふれあいキャ
ンペーン

　FMハナコのコーナーに出演し、ふれあいキャンペーンについて説明し周知する。 令和４年11月15日（火）15：00～ FMハナコ ×

大阪府門真市
保健福祉部障がい福祉課
TEL06-6902-6154
FAX06-6905-9510

48
門真市及び門真市社会
福祉協議会

門真市障がい者週間ふれあいキャ
ンペーン

　障がい理解啓発グッズ等啓発物の配架及び自主製品の展示及び販売を行う。 令和４年12月５日（月）～９日（金）
市役所、市民プラザ、イオン
古川橋駅前店

○

大阪府門真市
保健福祉部障がい福祉課
TEL06-6902-6154
FAX06-6905-9510

49
門真市及び門真市社会
福祉協議会

門真市障がい者週間ふれあいキャ
ンペーン

　障がい理解啓発グッズ等啓発物の配架及び自主製品の展示及び販売を行う。 令和４年12月５日（月）～９日（金）
市役所、市民プラザ、イオン
古川橋駅前店

○

大阪府門真市
保健福祉部障がい福祉課
TEL06-6902-6154
FAX06-6905-9510
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50
門真市及び門真市社会
福祉協議会

門真市障がい者週間ふれあいキャ
ンペーン

　障がいの特性理解促進のために、当事者及び支援団体による疑似体験を実施する。
令和４年12月５日（月）10：00～16：
00

市役所、市民プラザ、イオン
古川橋駅前店

○

大阪府門真市
保健福祉部障がい福祉課
TEL06-6902-6154
FAX06-6905-9510

51 摂津市 障害者週間啓発展示 　関連団体と障害・障害者の理解促進のための展示をし、理解の促進を図る。
令和4年12月3日（土）～12月8日
（木）
9：00～22：00

摂津市立コミュニティプラザ
1Ｆ　エントランス

○

大阪府摂津市
保健福祉部障害福祉課
TEL06-6383-1374
FAX06-6383-9031

52 摂津市 障害者週間啓発活動
　人権週間に市で開催している「人権を考える市民のつどい」の催しの一環として、障害・
障害者への正しい理解及び支援方法の周知を図る。（詳しい内容は現在調整中）

令和4年12月10日（土）
12：00～13：40

摂津市民文化ホール
展示室

○

大阪府摂津市
保健福祉部障害福祉課
TEL06-6383-1374
FAX06-6383-9031

53 摂津市 障害者週間啓発 　公共施設に啓発物を配置し、障害者週間の周知を図る。(予定)
令和4年12月1日（木）～12月9日
（金）
9：00～22：00

市内公共施設

大阪府摂津市
保健福祉部障害福祉課
TEL06-6383-1374
FAX06-6383-9031

54 摂津市 障害者週間啓発 　庁舎において懸垂幕・電光掲示板・のぼり旗で、障害者週間の周知を図る。(予定)
令和4年12月2日（金）～12月9日
（金）
9：00～17：15

摂津市役所

大阪府摂津市
保健福祉部障害福祉課
TEL06-6383-1374
FAX06-6383-9031



－12－

般参加
の可否

WEB情報 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

55 高石市 障害者ふれあい街頭キャンペーン
　市内の街頭3カ所にて、啓発物品を配布する。

令和4年11月29日（火）
10:00～11:00

高石駅前広場
スーパーはやし富木店前
じゃんぼ食鮮館羽衣前

なし

大阪府高石市
保健福祉部高齢・障がい福祉課
TEL072-275-6294
FAX072-265-3100

56 高石市 障がい者作品展
　市庁舎1階ロビーにて、高石市内に在住、在学、在勤または高石市内社会福祉施設に在
籍している身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を所持しているも
のが制作した陶芸、絵画、手芸、工作、書道、生花等を展示する。

令和4年12月5日（月）～12月9日
（金）

①12/5(月)～12/8(木) 9:00～17:30
②12/9(金)　9:00～12:00

高石市役所1階ロビー ○
なし

大阪府高石市
保健福祉部高齢・障がい福祉課
TEL072-275-6294
FAX072-265-3100

57 藤井寺市 藤井寺市障害者パネル展
　市内障害福祉サービス事業所を紹介するパネル展と、それぞれの事業所で利用者が作
成した作品を展示する。

令和4年12月5日（月）～9日（金） 藤井寺市役所１階ロビー ○ なし

大阪府藤井寺市
健康福祉部福祉総務課
TEL072-939-1106
FAX072-939-0399

58 藤井寺市 藤井寺市ふれあいキャンペーン
　在宅障害者、施設関係者、障害者団体及び民生委員・児童委員等の協力を得て、市内
各所で授産製品を配り、広く市民に対し障害者の福祉についての関心と理解を深めるた
めの啓発を行います。

令和４年12月2日(金）
午前10時～11時30分

イオン藤井寺ショッピングセン
ター
近鉄南大阪線　藤井寺駅

× なし

大阪府藤井寺市
健康福祉部福祉総務課
TEL072-939-1106
FAX072-939-0399

59 泉南市
障害理解普及啓発事業「みんなの
カフェ」

　①障害理解を目的とした啓発事業（公演）
　②啓発ポスター（障害理解、ヘルプマーク等）の展示、ふれあい折り紙等を配布。

①令和４年１１月２７日（日）【予定】
②令和4年11月22日（火）～11月27
日（日）
【予定】

イオンモールりんくう泉南内
イオンホール

○ http://www.city.sennan.lg.jp/

大阪府泉南市
福祉保険部障害福祉課
TEL072-483-8252
FAX072-480-2134
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60 四條畷市 2022ふれあいキャンペーン四條畷
　イオンモール四條畷にて、障がいについて広く理解を深めることを目的とし、四條畷市内
の障がい者福祉事業所で作製した製品等の販売、キャンペーングッズの配布を行う。

12月の開催で日程調整中 イオン四條畷 ○

大阪府四條畷市
健康福祉部障がい福祉課
TEL072-877-2121
FAX072-879-2596

61 交野市 市広報紙での啓発記事掲載 　「障がい者週間」関係の記事掲載
令和4年12月1日（木）～令和4年12
月31日（土）

×

大阪府交野市
福祉部障がい福祉課
TEL072-893-6400
FAX072-895-6065

62 交野市 人権週間　街頭啓発 　ＪＲ河内磐船駅前での啓発物品等の配布
令和4年12月1日(木)
午後3時～午後4時

ＪＲ河内磐船駅前 ○

大阪府交野市
総務部人権と暮らしの相談課
TEL072-817-0997
FAX072-817-0998

63 大阪狭山市 障がい者理解促進事業 　来場者に啓発物品の配布や、パネル展示を実施予定である。

令和４年１２月３日（土）～
令和４年１２月９日（金）
①12/3(土） 10：00～16：00
②12/4（日）10：00～15：30
③12/5（月）～12/9（金）
　9：00～17：30（予定）

①②大阪狭山市立公民館
③大阪狭山市役所ロビー

○

大阪府大阪狭山市
健康福祉部福祉グループ
TEL072-366-0011
FAX072-366-9696

64 大阪狭山市 アルコール関連問題啓発週間 　市役所ロビーにおいて、啓発動画・リーフレット展示等を実施予定である。
令和４年１１月１０日（木）～
令和４年１１月１６日（水）
9：00～17：30

大阪狭山市役所ロビー ○

大阪府大阪狭山市
健康福祉部福祉グループ
TEL072-366-0011
FAX072-366-9696
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65 阪南市 阪南市ふれあいキャンペーン

　「障がい者週間」の趣旨を市民に周知し、障がい者福祉に対する市民の理解と認識を深
めるとともに、障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目的に、阪南市障がい者
（児）団体連絡協議会と協働して実施する。
①まず、市内５つの障がい者（児）団体の関係者による団結式を市役所で行う。
②その後、市内の各駅、ショッピングセンター等において、参加者が役割分担して洗濯ば
さみ（授産製品）、クリアファイル等の啓発グッズ等を配布する。

令和４年１２月５日（月）
①９：３０　団結式
②１０：００～１１：００　市内８箇所で
啓発グッズを配布

①市役所会議室で、市長を来
賓として招待し、団結式を行
う。
②南海（尾崎駅、鳥取ノ荘
駅）、JR和泉鳥取駅、スー
パー（松源、オークワ、万代、
エバグリーン、畚寅）におい
て、啓発用グッズを配布す
る。

○ （広報紙への掲載のみ）

大阪府阪南市
健康福祉部　市民福祉課
TEL０７２－４７１－５６７８
FAX０７２－４７３－３５０４

66 島本町 障害者の作品展示 　SNSなどによる障害者の作品展示 12月3日～9日 ホームページ等 ×

大阪府島本町
健康福祉部福祉推進課
TEL０７５－９６２－７４６０
FAX

67
島本町農林業祭実行委
員会

農林業祭 　障害者の就労支援事業所による製品販売 44898
役場前駐車場、史跡桜井跡
公園

○

大阪府島本町
健康福祉部福祉推進課
TEL０７５－９６２－７４６０
FAX

68 豊能町 啓発活動 　のぼり旗の掲示、窓口にキャンペーン物品等を設置して啓発を行う
令和４年
12月3日（土）～12月9日（金）

町内公共施設

大阪府豊能町
保健福祉部福祉課
TEL072-739-3420
FAX072-739-1980

69 能勢町 のぼり旗の掲示 　能勢町保健福祉センターにのぼり旗を掲出し、街頭啓発を図る。
令和4年12月1日（木）～12月7日
（水）

能勢町保健福祉センター ×

大阪府能勢町
福祉部福祉課
TEL072-731-2150
FAX072-731-2151
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70 忠岡町 障がい者週間啓発ポスターの掲示
　障がい者週間啓発ポスターを忠岡町役場及び忠岡町文化会館に掲示し、障がい者週間
の周知を行う。

令和4年12月2日（金）から令和4年
12月9日（金）まで

忠岡町役場
忠岡町文化会館

大阪府忠岡町
健康福祉部地域福祉課
TEL0725-22-1122
FAX0725-22-1129

71 忠岡町 障がい者週間啓発物品の配布
　「おおさかふれあい折り紙」及び障がい者就労施設等から昨年度購入した物品を引き続
き活用し、忠岡町地域福祉課窓口にて配布し、障がい者週間の周知を行う。　※街頭啓発
の実施については、新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み検討する。

令和4年12月2日（金）から啓発物品
がなくなるまで

忠岡町役場

大阪府忠岡町
健康福祉部地域福祉課
TEL0725-22-1122
FAX0725-22-1129

72 熊取町
熊取ふれあい農業祭での障がい者
週間啓発活動

　熊取ふれあい農業祭会場で障がい者週間啓発ブースを設置し、町内障がい者支援施設
による授産製品の販売を行う。また、特設ステージにおいて、障がい者週間等の啓発を行
う。

１２月４日
午前１０時～午後２時

熊取町立中央小学校
グランド

○

大阪府熊取町
熊取町障がい福祉課
TEL072-452-6289
FAX072-453-7196

73 熊取町 障がい者週間啓発のぼり 　障がい者週間啓発のぼりを設置し、町民への啓発を行う。 １２月３日～１２月９日 熊取ふれあいセンター前 ○

大阪府熊取町
熊取町障がい福祉課
TEL072-452-6289
FAX072-453-7196

74 田尻町 障害者週間駅前啓発 　通勤・通学者等、駅前を通行される方に対し、啓発物品を手渡すことにより啓発を行う。
１２月５日（月）
7：30～8：30
【日付は変更の可能性あり】

南海本線吉見ノ里駅前 ×

大阪府泉南郡田尻町
民生部福祉課
TEL072-466-8813

FAX072-466-8841
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75 岬町 障害者週間啓発事業 　障害者週間の啓発物品の配付・説明
令和4年12月2日（金）～令和4年12
月8日（木）

町内保育所及び関係施設 ×

大阪府　岬町
しあわせ創造部地域福祉課地域福
祉係
TEL072-492-2700
FAX072-492-5814

76 太子町 ふれあいフリーマーケット 　フリーマーケットで障がい者週間のキャンペーンを実施。
令和4年11月26日（土）
10：00～15：00

太子町なごみの広場 ○

大阪府太子町
健康福祉部福祉介護課
TEL0721-98-5519
FAX0721-98-2773

77 太子町 防災勉強会 　防災の勉強会で住民の方に障がい者週間のキャンペーンを実施。
令和4年12月3日（土）、4日（日）
10：00～16：00

福祉センター ○

大阪府太子町
社会福祉協議会
TEL0721-98-1311
FAX0721-98-2111

78 河南町 啓発活動 　窓口にて啓発物品の設置、配布を行う。 12月3日～12月9日 河南町役場

大阪府河南町
健康福祉部高齢障がい福祉課
TEL0721-93-2500
FAX0721-93-4691
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