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都道府県・指定都市名 兵庫県

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 兵庫県 障害者差別解消啓発活動 　障害者への差別解消を啓発するチラシ等を作成・配布（県関係機関・団体）する。 令和４年12月上旬

兵庫県
福祉部障害福祉課
TEL:078-362-9104
FAX:078-362-3911

02 姫路市 障害者週間事業
　講演会、ダンス教室、チンドン体験会、障害者ウエディングフォト撮影会を開催し、障害理
解を深めるとともに、障害者の自立と社会参加を図る。

令和4年11月15日（火）
（13：00～15：30）

・姫路市男女共同参画推進セ
ンター　あいめっせホール
・姫路市国際交流センター　第
3会議室

○
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/
0000021720.html

兵庫県
保健福祉部障害福祉課
TEL:079-221-2454
FAX:079-221-2374

03 姫路市 障害者ジョイフルスポーツフェア 　障害者が参加するスポーツ・レクリエーションを行い、障害者の社会参加を図る。
令和4年11月19日（土）
（12：30～17：00）

MIYACOCOみなとドーム ×

兵庫県
保健福祉部障害福祉課
TEL:079-221-2454
FAX:079-221-2374

04 姫路市 「障害者週間」懸垂幕掲示
　啓発用の懸垂幕を姫路市の地域福祉の中核的拠点である総合福祉会館の外壁に掲示
し、市民の障害者理解の促進を図る。

令和4年11月中旬～12月上旬 姫路市総合福祉会館 ×

兵庫県
保健福祉部障害福祉課
TEL:079-221-2454
FAX:079-221-2374

05

尼崎市
委託先：市民福祉のつ
どい（ミーツ・ザ・福祉）
実行委員会

市民福祉のつどい（ミーツ・ザ・福
祉）

　障害者と健常者が分け隔てなく交流し、障害者問題への理解を深めることを目的として、
特別催事、バザー、障害者体験コーナー等を実施する。

令和4年11月12日  （土曜日）   午前
10時から午後4時

橘公園野球場 ○
http://meetsthefukushi.mystrikingly.
com/

尼崎市
健康福祉局法人指導・障害福祉担当部障害
福祉課
TEL:06-6489-6397
FAX:06-6489-6351

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 明石市 ARTSHIP明石2022
　障害のある方の豊かな表現活動と、アートを通じたユニバーサル社会の実現の場を設け
ること、及び、アートを通じて感性と感情を共有し、様々な視点を育むことを目的とし、作品
の展示を行う。

令和4年12月13日（火）～20日（火）
10:00～17:00
※12月19日（月）は休館日
※12月20日（火）のみ10:00～15:00

明石市立文化博物館 ○

兵庫県明石市
福祉局生活支援室障害福祉課計画係
TEL:078-918-5160
FAX:078-918-5244

07 明石市
楽しみながら感じよう！ユニバーサ
ルでサイン！

　ユニバーサル社会の実現に向けて、障害への理解促進を目的とした体験型のイベント。
楽しみながら参加できる当事者体験や、パラスポーツ体験機会を提供することで、多様性
や他の障害への理解促進を目的とする。

令和4年12月3日（土）　　　　　　10:00
～15:00 アスピア明石 ○

兵庫県明石市
福祉局生活支援室障害福祉課障害者施策
担当
TEL:078-918-5142
FAX:078-918-5048

08 明石市 Let's みんなで手話　part2
　ろう者の講師を招いて、体験談を聞く、手話での本の読み聞かせ、あいさつなどの簡単な
手話表現の学習を行う。

令和4年12月16日（金）
14:00～15：00 あかし市民図書館 ○

兵庫県明石市
福祉局生活支援室障害福祉課障害者施策
担当
TEL:078-918-5142
FAX:078-918-5048

09
西宮市
（一般社団法人ジョブス
テーション西宮と共催）

モノづくりHappyステージin西宮市役
所前

　西宮市役所前で障害のある人が作ったパン、クッキー、布製品等を販売する。
　新型コロナウイルス感染症の影響による販売会やイベントの中止で、障害者就労施設の
売上が下がっている状況を受け、障害者就労施設を支援するイベントとして、販売会「モノ
づくりHappyステージin西宮市役所前」を、年に数回、市とジョブステーション西宮の共催で
開催している。今回、障害者週間や福祉作品コンクール入賞展示会の日程と合わせて開催
する。

令和4年12月6日（火）
11：00～14：00

西宮市役所本庁舎前 ○

西宮市
健康福祉局福祉部障害福祉課
TEL:0798-35-3147
FAX:0798-35-5300

10
西宮市
（一般社団法人ジョブス
テーション西宮と共催）

第44回
西宮市福祉作品展
～福祉作品コンクール入賞作品展
示会～

　西宮市では、障害のある人も高齢者も誰もが地域や学校などで共に支えあって暮らす社
会の実現を目指し、市内の小中学生が自身の体験から思ったこと、願うことを描いた絵画・
ポスターを募集し、入賞作品を表彰する福祉作品コンクールを開催している。入賞作品を多
くの人に見ていただけるよう、西宮市役所本庁舎２階展示スペースに入賞作品を展示する。

令和4年12月5日（月）9:00～12月16
日(金）15：00
※令和4年12月10日（土）と12月11
日（日）は除く

西宮市役所本庁舎２階
展示スペース

○

西宮市
健康福祉局福祉部障害福祉課
TEL:0798-35-3147
FAX:0798-35-5300
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11 西宮市 フロムにしのみや

　西宮市では、ケーブルテレビベイコム11チャンネルにて、市内で行われたイベントや市の
施策・施設等の情報を紹介する番組、「フロムにしのみや」が放送されている。本番組にて、
障害についての啓発を目的とした事業である「あいサポート運動」をテーマに番組を放送す
る。

令和4年12月12日（月）～18日（日）、
26日（月）～31日（土）

西宮市
健康福祉局福祉部障害福祉課
TEL:0798-35-3147
FAX:0798-35-5300

12 西宮市 聞いてなるほど！西宮市政

　西宮市では、さくらＦＭ 78.7MHz（コミュニティ放送(ＦＭラジオ)）にて、市職員等をゲストとし
て迎え、市の施策やイベント等についてパーソナリティとトーク形式で紹介するコーナーと週
間イベントニュースで構成されている「聞いてなるほど！西宮市政」が放送されている。本番
組にて、「西宮市障害を理由とする差別の解消及び誰もが暮らしやすいまちづくりの推進に
関する条例」及び「第44回西宮市福祉作品展～福祉作品コンクール入賞作品展示会～」を
テーマに番組を放送する。

西宮市
健康福祉局福祉部障害福祉課
TEL:0798-35-3147
FAX:0798-35-5300

13 西宮市 西宮市政ニュース
　全戸配布の広報紙「西宮市政ニュース」において、障害の理解についての記事を掲載す
る。

令和4年12月10日（土）配布

西宮市
健康福祉局福祉部障害福祉課
TEL:0798-35-3147
FAX:0798-35-5300

14
淡路障害者自立支援協
議会

令和４年度　淡路障害者自立支援
協議会「障害者理解促進研修」

　令和３年５月２８日付で障害者差別解消法の改正法が成立し、事業者による「合理的配慮
の提供」を現行の努力義務から「義務化」することになったことに伴い、障害者差別解消法
の更なる普及啓発と適切な運用のため、事業者、障害者団体と共に学び合う研修会を開催
する。

令和4年11月30日（水）
10:00～11:30

オンライン形式（Zoomを使用） ×

洲本市
健康福祉部福祉課障害福祉係
TEL:0799-22-3332
FAX:0799-22-1690

15 芦屋市 芦屋市障がい児・者作品展 　芦屋市在住、在学、在勤の障がいのある人から絵画・手芸・陶芸・書道等を募集し、芦屋
市保健福祉センター・木口記念会館で展示する。

令和４年１２月７日（水）～１２月１３
日（火）

芦屋市保健福祉センター
木口記念会館

○

芦屋市

福祉部障がい福祉課
TEL:
0797-38-2043
FAX:
0797-38-2160
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16 芦屋市 広報誌に障がい福祉特集の掲載
　全戸配布の広報紙へ障がい福祉の特集を掲載し障がい理解の促進を図る。 令和４年１２月１日発行

芦屋市

福祉部障がい福祉課
TEL:
0797-38-2043
FAX:
0797-38-2160

17 相生市 あいあい作品展 　市内に在住する心身障害者（児）の作品を展示する。

令和4年12月7日（水）～12月23日
（金）
9:00～22:00
※最終日については正午まで

相生市文化会館扶桑電通な
ぎさホール

○

相生市
健康福祉部社会福祉課
TEL:0791-22-7167
FAX:0791-23-4596

18 豊岡市 広報紙の記事掲載
　障害者週間に関連して、障害および障害者に対して関心と理解を深めることを目的とした
記事を掲載する。

令和４年12月号

豊岡市
健康福祉部社会福祉課障害福祉係

TEL:0796-24-7033
FAX:0796-24-4516

19 加古川市 加古川市障害者虐待防止啓発活動
　障害者への虐待防止の啓発チラシや、啓発物資である、ふきん、コースター等を作成（障
害者施設優先発注）し、配布する。

令和４年12月５日(月)～
12月９日(金)

加古川市役所
障がい者支援課

加古川市
福祉部障がい者支援課管理係
TEL:079-427-9372
FAX:079-422-8360

20 加古川市 障害者差別解消啓発活動
　障害者への差別解消の啓発チラシや、啓発物資である、ふきん、コースター等を作成（障
害者施設優先発注）し、配布する。

令和４年12月8月（木）
10：30～12：00（予定）

アリオ加古川（市内商業施設）
（予定）

加古川市
福祉部障がい者支援課管理係
TEL:079-427-9372
FAX:079-422-8360
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21 加古川市 ふれあい作品展 　市内の学校・施設に在籍する障がい児（者）が製作した作品の展示会を行う。
令和５年１月24日(火)～1月29日(日)
9:00～17:00

加古川市総合福祉会館
2階大ホール

○

加古川市
福祉部障がい者支援課地域生活支援係
TEL:079-427-9210
FAX:079-422-8360

22 加古川市 ふれあいスポーツ教室
　市内在住の障がい者（児）や障がい者スポーツに関心のある人を対象とした障がい者ス
ポーツ教室を実施する。

①ボッチャ
令和４年10月15日(土)　10:00～
12:00
②サウンドテーブルテニス
令和４年11月25日(金)　10:00～
12:00

加古川市総合福祉会館
2階大ホール

○

加古川市
福祉部障がい者支援課地域生活支援係
TEL:079-427-9210
FAX:079-422-8360

23 赤穂市
障害者就労支援施設（みのり大地）
によるロビー販売

　就労継続支援事業所による商品販売を実施する
令和4年12月7日（水）
11：30～13：30

赤穂市役所1階
エントランスホール

○

兵庫県赤穂市
健康福祉部　社会福祉課
TEL:0791-43-6833
FAX:0791-45-3396

24 西脇市 啓発記事の掲載 　市広報12月号に障害理解に関する記事を掲載し、理解促進を図る。 令和４年12月１日発行

西脇市
福祉部社会福祉課
TEL:0795-22-3111
FAX:0795-22-6037

25 宝塚市
障碍(がい)者（児）の幸せを考える標
語・作文表彰

　宝塚市内在住または在学・在勤の方を対象に、市民啓発を目的として標語・作文を募集を
行う。募集終了後は審査会にて選考を行い、入選と佳作を決定する。入賞者には賞状と図
書カードを贈呈し、入選した標語については障碍(がい)者（児）の幸せを考える週間ポスター
に掲載する。例年は障害者週間記念事業と併せて行うが、本年度は新型コロナウィルスの
影響により、昨年度と同様に規模を縮小して、市長から個別に表彰を行う。

①募集:令和４年６月１日(水)～
９月２日(金)
②表彰:令和４年１２月２日(金)

宝塚市役所 ×

宝塚市
健康福祉部障碍（がい）福祉課
TEL:0797-77-9110
FAX:0797-72-8086
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26 宝塚市 第29回障害者週間記念事業
　新型コロナウイルスの影響を鑑み、従来行っていたようなイベント形式のものは本年度も
実施せず、市内障害者団体による活動の紹介や啓発の動画を作成し、障害者週間期間中
に配信を行う。

令和４年１２月頃 配信方法については検討中 ×

宝塚市
健康福祉部障碍（がい）福祉課
TEL:0797-77-9110
FAX:0797-72-8086

27 三木市 障がい者週間作品展示会
　市内の事業所・サークルを利用されている障がいのある方、もしくは市内在住の障がいの
ある方が制作した作品を展示予定である。また、手話・要約筆記体験ブースも設置予定で
ある。

令和４年12月2日(金)～12月9日(金)
①12/2(金)12：30～15：00
②12/3(土)～12/9(金)
10：00～15：00

三木市役所内
みっきぃホール
三木市立中央図書館内
エントランス

○

三木市
健康福祉部障害福祉課
TEL:0794-82-2000
FAX:0794-89-2449

28 川西市 障がい者一日サロン

　主催は障がい者団体や市社会福祉協議会、地区福祉委員、民児協などで構成する「市障
がい者週間事業実行委員会」。手話言語条例制定記念シンポジウムのほか、市身体障害
者福祉協会視力部による朗読劇やろうあ協会・手話サークルによる手話劇などを実施。ま
た、作業所の自主生産品販売や手話体験、出張一般相談なども行う。なお、シンポジウム
の様子はZoomでも配信。

令和4年12月3日（土）　10：30～16：
30

アステ市民プラザ ○
https://www.city.kawanishi.hyogo.jp
/kurashi/fukushi_kaigo/syougai/100
7916.html

川西市
福祉部障害福祉課
TEL:072-740-1178
FAX:072-740-1311

29 川西市 障がい者児文化作品展
　障がい者の芸術・文化活動の活性化を図るとともに、社会参加を促進するため、障がい者
の作品展示を行う。

展示
12月5日(月)正午～12月9日(金)午後
3時
作品募集
12月5日(月)午前10時に開催場所へ
持参

川西市役所１階市民ギャラ
リー

○

川西市
川西市障害者団体連合会（川西市社会福祉
協議会）
TEL:072-759-5200
FAX:

30 小野市 ONOリンピック
　市内外の障害者が一堂に集い、スポーツによる交流を通して、障害者相互の信頼と連帯
を広め、更なる障害者福祉の発展を図る。
※今年度は新型コロナウイルス感染防止のため中止

○

兵庫県
市民福祉部社会福祉課
TEL:0794-63-1011
FAX:0794-63-1204
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31 小野市 障害に対する理解促進・啓発事業
　障害者について広く市民に理解を求めることを目的とし、講演会を開催する。
※今年度は新型コロナウイルス感染防止のため中止 ○

兵庫県
市民福祉部社会福祉課
TEL:0794-63-1011
FAX:0794-63-1204

32 三田市 「障害者週間」inさんだ2022

　以下の取組を実施する。
①三田市役所本庁舎一階ロビー
・パネルの展示
・物品の販売
・当事者、関係者による相談コーナー設置
②三田市総合福祉保健センター
・作品の展示

①令和4年11月28日（月）～12月7日
（水）展示：9時～17時30分（最終日
は16時まで），販売：10時～15時
②令和4年11月26日（土）～12月9日
9時～21時（最終日は）16時まで

①三田市役所本庁舎一階ロ
ビー
②三田市総合福祉センター

○

三田市
共生社会部福祉共生室障害福祉課
TEL:079－559-5075
FAX:079-562-1294

33 加西市 ライトアップ 　加西市ランドマークを緑にライトアップ 12/3（土）～12/9（金） 加西市ランドマーク ×

兵庫県　加西市
健康福祉部　地域福祉課
TEL0790-42-8725
FAX0790-43-1801

34 加西市 障害者週間啓発ののぼり設置 　障害者週間啓発ののぼり設置、啓発をおこなう。 12/3（土）～12/9（金） 加西市役所 ×

兵庫県　加西市
健康福祉部　地域福祉課
TEL0790-42-8725
FAX0790-43-1801

35 丹波市 普及啓発活動
　障害福祉サービス事業所等の自主製品や障がい理解に関するパンフレット等を、市内の
公共施設等に設置し配布する。障害者週間の懸垂幕（市内２施設）を掲げる。

令和４年12月３日（土）～９日（金） 公共施設等

丹波市
健康福祉部障がい福祉課

TEL:0795-88-5263
FAX:0795-88-5283
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36 丹波市 市広報にて啓発チラシ配布 　市広報に障害者週間と障がい者理解に関する記事を掲載する。 令和４年11月20日（日）

丹波市
健康福祉部障がい福祉課

TEL:0795-88-5263
FAX:0795-88-5283

37
淡路障害者自立支援協
議会

障害者理解促進研修
　障害者差別解消法が改正され、事業者の合理的配慮の提供が現行の努力義務から義務
へと改められたことを受け、障害者差別解消法のさらなる普及啓発と適切な運用のため、
事業者、障害者団体等と共に学び合う研修会を開催する。

令和4年11月30日（水）
10：00～11：30

オンライン形式にて開催 ○

兵庫県淡路市
健康福祉部地域福祉課
TEL:0799-64-2510
FAX:0799-64-2564

38 宍粟市 障がい者就労支援事業製品販売会
　市内の障がい者就労支援施設等で生産された製品の販売会を開催。併せて事業所の取
り組みについてパネル展示で紹介する。

令和４年11月25日(金)、12月23日
(金)、令和５年１月27日(金)、 ２月24
日(金)、３月24日(金)

宍粟市役所　ロビー ○ ｈｔｔｐｓ：//www.city.shiso.lg.jp

宍粟市
健康福祉部障害福祉課
TEL:0790-63-3101
FAX:0790-63-3062

39 宍粟市
障害者理解啓発講演会及びパラス
ポ－ツ体験会

　シッティングバレ－ボ－ル女子日本代表の西家道代さんの講演会及びパラスポ－ツの体
験会を行う。

令和４年11月５日（土） 山崎スポ－ツセンタ－ ○ ｈｔｔｐｓ：//www.city.shiso.lg.jp

宍粟市
健康福祉部障害福祉課
TEL:0790-63-3101
FAX:0790-63-3062

40 宍粟市 みんなをつなぐ心のバリアフリ－展 　内容未定
令和４年12月16日（金）～12月23日
（金）

宍粟市役所　ロビ－ ○ ｈｔｔｐｓ：//www.city.shiso.lg.jp

宍粟市
健康福祉部障害福祉課
TEL:0790-63-3101
FAX:0790-63-3062
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41 たつの市 ハートフルアートギャラリー
　12月3日から9日までの障害者週間に合わせ、障害者が作成した作品を展示し、障害者へ
の理解を深める。

2022年12月3日（土）～12月9日（金）
（9日は午前中）

たつの市役所
新宮総合支所
揖保川総合支所
御津総合支所

○

たつの市
健康福祉部地域福祉課
TEL:0791-64-3204
FAX:0791-63-0863

42
猪名川町障害者自立支
援協議会

猪名川町自立支援協議会啓発セミ
ナー

　障がいのある方の演奏などの発表会、講演会、作品展示、物販を行う。
令和4年11月26日(土)
10:00～13:00

猪名川町文化体育館 ○

猪名川町
生活部福祉課
TEL:072-766-8701
FAX:072-766-8895

43 稲美町 いなみ人権・福祉フェスティバル
　「障害者週間」に因んだ福祉大会と、人権フェスティバルを合同開催し、町民の理解と認識
を深める。

令和4年12月3日（土） 稲美町立文化会館 ○

稲美町
健康福祉部地域福祉課
TEL:079-492-9136
FAX:079-492-8030

44 稲美町 「障害者週間」啓発ポスターの展示 　町内の小中学校から応募のあった「障害者週間」啓発ポスターの展示を行う。
令和4年12月3日（土）～12月9日
（金）

稲美町立文化会館 ○

稲美町
健康福祉部地域福祉課
TEL:079-492-9136
FAX:079-492-8030

45 播磨町 広報掲載 　町広報１２月号に障害者週間に関する記事を掲載し、啓発を図る。 令和4年11月24日（木）

播磨町
健康福祉課障害福祉係
TEL:079-435-2361
FAX:079-435-0831
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46
播磨町
播磨町地域自立支援協
議会

障害者週間啓発チラシの掲載
　障害者週間を周知するチラシ（ポスター）を作成し、町内の施設等に配布し、掲載してもら
う。

令和4年12月

播磨町
健康福祉課障害福祉係
TEL:079-435-2361
FAX:079-435-0831

47
播磨町地域自立支援協
議会

障害者作品展 　障害者が作成した作品を町内施設に展示する。
令和4年12月1日（木)～
12月12日(月)

播磨町中央公民館ロビー

播磨町
健康福祉課障害福祉係
TEL:079-435-2361
FAX:079-435-0831

48 福崎町 ふくさき障がい交流フェスタ
　福祉事業所等による音楽ステージ、スポーツ体験、福祉用具体験、アート体験等を通じ、
共生社会を目指したい便をを実施します。

令和4年12月3日（土）
13：00～16：00

福崎町さるびあドーム ○
https://www.town.fukusaki.hyogo.jp/
0000004289.html

49 太子町 障害者週間啓発活動 　障害者継続支援事業所の商品の販売を行うものである。
令和4年12月7日（水）
10：00～12：00

caféはらっぱ（太子町庁舎敷
地内）前

〇 未定

兵庫県・太子町
生活福祉部社会福祉課
TEL:079-277-1013
FAX:079-277-6031

50 上郡町 ホームページ、広報への記事掲載 　ホームページ、広報かみごおり12月号に障害者週間に関する記事を掲載し、啓発を図る。
（広報かみごおり12月号）
令和4年11月15日発行

https://www.town.kamigori.hyogo.jp/
index.html

上郡町
健康福祉課
TEL:0791-52-1114
FAX:0791-52-6015
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51 佐用町 人権啓発作品展 　町内福祉施設利用者の作品(絵画、書道、造形品、手芸品など)を展示する。

令和4年11月15日(火)～令和4年11
月27日(日)

9:00～17:00

さよう文化情報センター ○

佐用町
佐用町教育委員会生涯学習課
TEL:0790-82-3336
FAX:0790-82-0874
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