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都道府県・指定都市名 奈良県

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 奈良県
令和4年度障害者自立更生者及び
更生援護功労者知事表彰式

　障害を克服し、また障害者（精神障害者を除く）の更生援護に尽力のあった者のうち、その
功績が特に顕著であると認められる者の表彰を実施する。

令和4年12月2日（金）　10:00～11:00 奈良県文化会館 ×

奈良県
福祉医療部障害福祉課
TEL:0742-27-8514
FAX:0742-22-1814

02 奈良県 はたらく障害者応援フェア
　県下のイオンモールの協力を得て開催される「はたらく障がい者応援フェア・にぎわい市」
の会場に併設し、パネル展や体験コーナーを通じて、イオンモールの来店者に理解促進を
図る。

令和4年11月5日（土）～11月6日
（日）
10:00～17:00

イオンモール高の原 ○

奈良県
福祉医療部障害福祉課
TEL:0742-27-8514
FAX:0742-22-1814

03 奈良県
「シルコトカラ-障害を知り、共に生き
る-

　様々な障害の特性と必要な配慮を周知することを目的とし、障がい者に対する理解促進
や、障害を理由とする差別解消に向けた啓発活動に関するパネル・ポスターの掲示等を行
う。

令和4年11月29日（水）～12月4日
（日）

奈良県立図書情報館 ○

奈良県
福祉医療部障害福祉課
TEL:0742-28-8514
FAX:0742-22-1814

04 奈良県 第49回奈良県障害者作品展
　県内の障害のある方の社会参加を促進すると共に、広く県民へ障害のある方に対する理
解の向上を図ることを目的とし、障害者週間に合わせ、障害者作品展を開催する。

①令和4年11月2日（水）～11月8日
（火）
10:00～17:00（11/7（月）休館日
11/8（火） 10:00～12:00）
②令和4年12月3日（土）～12月8日
（木）
9：00～17：00（12/5（月）休館日
12/8（木）9：00～12：00）

①奈良県立万葉文化館
②奈良県文化会館

○

奈良県
福祉医療部障害福祉課
TEL:0742-27-8922
FAX:0742-22-1814

05 奈良県
障害者週間啓発内容のデジタルサ
イネージ放映

　障害者に対する理解促進と障害を理由とする差別解消に向けた啓発のため、交通広告
（デジタルサイネージ）の掲出を行う。

令和4年12月 近鉄西大寺駅コンコース内 ○

奈良県
福祉医療部障害福祉課
TEL:0742-27-8922
FAX:0742-22-1814

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 奈良県 広報誌への特集記事の掲載
　県広報誌「県民だより　12月号」へ障害者施策・週間に関する記事を掲載し、周知・啓発を
図る。

令和4年12月 ○

奈良県
福祉医療部障害福祉課
TEL:0742-27-8922
FAX:0742-22-1814

07 奈良市 障害者週間パネル展示 　「障害者週間ポスター」及びその他障害者に関する啓発ポスターの掲示等を行う。
令和4年12月5日（月）～12月9日
（金）8:30～17:15

奈良市役所　１階連絡通路

奈良市
福祉部障がい福祉課
TEL:0742-34-4593
FAX:0742-34-5080

08 大和高田市
広報誌及びホームページへの啓発
記事掲載

　12月広報誌及びホームページに「障害者週間」を周知する内容の記事を掲載する。 令和4年12月

大和高田市
福祉部社会福祉課
TEL:0745-22-1101
FAX:0745-43-8468

09 大和郡山市
市広報誌及びホームページ等によ
る啓発

　市の広報誌及びホームページ、市公式LINEに障害者週間を周知するための記事を掲載
する。

令和4年12月

奈良県大和郡山市
福祉部障害福祉課
TEL:0743-53-1151
（内線538・540）
FAX:0743-55-2351

10 天理市 障害者の日記念事業
　「障害者週間」期間中の日曜日に広く市民に対して、障害についての理解を広めるために
講演会や映画上映等を実施。1部式典では、見に手話講座を行い手話の普及に努めてい
る。

令和4年12月4日（日） 天理大学　ふるさと会館 ○ 天理市HPに掲載

天理市
健康福祉部社会福祉課
TEL:0743-63-1001
FAX:0743-63-5378
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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 天理市 市広報紙への啓発記事の掲載 　12月1日号広報紙に「共に生きる社会を目指して」を掲載 令和4年12月1日号 天理市HPに掲載

天理市
健康福祉部社会福祉課
TEL:0743-63-1001
FAX:0743-63-5378

12 天理市 庁舎内啓発 　障害者週間期間中、庁舎内及び来庁者用駐車場内に障害者週間の啓発のぼり旗を設置 令和4年12月3日～9日 天理市庁舎駐車場

天理市
健康福祉部社会福祉課
TEL:0743-63-1001
FAX:0743-63-5378

13 橿原市 広報啓発 　広報誌12月号に障害者週間を周知する内容の記事を掲載する。 令和4年12月

橿原市
福祉部障がい福祉課
TEL:0744-20-0015
FAX:0744-25-7857

14 桜井市 市広報紙への啓発記事掲載 　市広報紙12月号に障害者週間を周知するための記事を掲載する。 令和4年12月

桜井市
福祉保健部社会福祉課
TEL:0744-42-9111
FAX:0744-44-2172

15 五條市 障害者作品展 　市内にある生活介護事業所を利用されている方が作成した作品及び絵画の展示を行う。
令和4年12月3日（土）から12月9日
（金）

五條市役所 ○

五條市
あんしん福祉部社会福祉課
TEL0747-22-4001
FAX0747-24-2381
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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 五條市 庁舎販売会 　市内障害福祉サービス事業所で生産した商品（クッキー、小物等）の販売会を実施する。
令和4年12月9日（金）　11時30分～
13時30分

五條市役所 ○

五條市
あんしん福祉部社会福祉課
TEL:0747-22-4001
FAX:0747-24-2381

17 御所市 市広報紙への啓発記事掲載 　市広報紙に「障害者週間」関連記事を掲載する。 令和4年12月

御所市
福祉課障害福祉係
TEL:0745-62-3001
（内線514）
FAX:0745-62-3022

18 生駒市社会福祉協議会 街頭啓発
　再生装置を用いた呼びかけ、ポケットティッシュの置き配、大きめのポスターを掲示しての
啓発活動を行う。

令和4年11月29日(火） 市内主要駅 ○

生駒市
生駒市福祉センター
(生駒市社会福祉協議会）
TEL:0743-73-0700
FAX:0743-73-0294

19 生駒市社会福祉協議会 障害者週間キャンペーン 　ゲストを招いての講演会の開催と、福祉団体による物品販売の模擬店を実施する。 令和4年12月3日（土） 生駒市福祉センター ○

生駒市
生駒市福祉センター
(生駒市社会福祉協議会）
TEL:0743-73-0700
FAX:0743-73-0294

20 生駒市社会福祉協議会 ポスター展

　　「障がいがあってもなくてもみんなが笑顔で暮らせる街」をテーマとしたポスターに使用す
る原画を、市内の小学生・中学生から募集し、最優秀・入選作品を2作品選定、小中学校や
公共施設で配布するポケットティシュに掲載する。また、応募作品すべてを生駒市役所ロ
ビー及び福祉センター内で展示する。

生駒市役所
令和4年11月17日(木)～11月24日
(木）
 福祉センター
令和4年11月26日(土)～12月7日(水)
(月曜休館)

生駒市役所
生駒市福祉センター

○

生駒市
生駒市福祉センター
(生駒市社会福祉協議会）
TEL:0743-73-0700
FAX:0743-73-0294
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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 香芝市 広報啓発 　市広報紙に、「障害者週間」も含め、障がい者への理解・啓発記事を掲載する。 令和4年11月

香芝市
福祉部社会福祉課
TEL:0745-79-7151
FAX:0745-79-7532

22 香芝市 かしばチャレンジドアート展
　より多くの市民が障がい者のアート作品に触れる機会をつくり、障がい者への理解を促進
するとともに、芸術文化活動を通じた障がい者の社会参加の推進に寄与することを目的とし
た作品展である。

令和4年11月10日（木）～20日（日） 香芝市ふたかみ文化センター ○

https://www.city.kashiba.lg.jp/soshi
ki/39/29716.html
（香芝市総合芸術イベント「かしば
アートウィーク」ホームページ）

香芝市
教育部生涯学習課
TEL:0745-44-3339
FAX:0745-78-9150

23 葛󠄀󠄀󠄀市 心身障がい者（児）作品展
　障害のある方の社会参加及び障害のある方への理解の促進を図るため、奈良県障害者
作品展の出展作品、市内小中学校・通所事業所等の作品を市役所庁舎に展示する。

令和4年12月9日（金）～12月16日
（金）

①12/9（金）～12/15（木）　8：30～
17：15
②12/16（金）　8：30～13：00

葛󠄀󠄀󠄀市役所󠄀󠄀庁舎1階 ○

葛󠄀󠄀󠄀市
保健福祉部社会福祉課障害福祉係
TEL:0745-44-5103
FAX:0745-69-6456

24 葛󠄀󠄀󠄀市 広報啓発 　12月広報紙に「障害者週間」を周知する内容の記事を掲載する。 令和4年12月

葛󠄀󠄀󠄀市
保健福祉部社会福祉課障害福祉係
TEL:0745-44-5103
FAX:0745-69-6456

25 宇陀市 広報啓発 　広報紙に「障害者週間」を周知する内容の記事を掲載する。 令和4年12月

宇陀市
健康福祉部　介護福祉課
TEL:0745-82-3675
FAX:0745-82-7234
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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 平群町 広報啓発 　町の広報誌・HPに障害者週間を周知する内容の記事を掲載する。 令和4年12月

平群町
住民福祉部福祉こども課
TEL:0745-45-5872
FAX:0745-45-0100

27 三郷町
広報啓発
障がい福祉に関する書籍等の紹介

　町の広報誌12月号へ障害者週間を周知する内容の記事を掲載する。
三郷町町立図書館において、障がい福祉に関わる書籍の紹介ブースを設置。

令和4年12月 三郷町立図書館 ○

奈良県
三郷町
住民福祉課

TEL:0745-43-7321
FAX:0745-32-3768

28 斑鳩町 広報誌への特集記事の掲載 　広報誌の12月に障害福祉の特集記事を掲載する。 令和4年12月

奈良県
住民生活部福祉課
TEL:0745-74-1001
FAX:0745-74-1011

29 安堵町 広報啓発 　町の広報誌12月号に障害者週間を周知する内容の記事を掲載する。 令和4年12月

安堵町
民生部健康福祉推進室
TEL:0743-57-1590
FAX:0743-57-1592

30 川西町 自立支援協議会物品販売 　地域との交流を図るため、授産品の販売を行う。
令和4年11月10日（木） 11:30～13:00
令和4年12月8日（木） 11:30～13:00
令和5年1月12日（木） 11:30～13:00

川西町役場正面玄関ロビー ○

奈良県川西町
川西町福祉こども課
TEL:0745-44-2631
FAX:0745-44-4780
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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 川西町 広報啓発 　町の広報紙12月号に障害者週間を周知する内容の記事を掲載する。 令和4年12月

奈良県川西町
川西町福祉こども課
TEL:0745-44-2631
FAX:0745-44-4780

32 三宅町 広報啓発 　町の広報誌12月号に障害者週間を周知するための記事を掲載する。 令和4年12月

奈良県三宅町
住民福祉部住民福祉課
TEL0745-44-3073
FAX0745-43-0922

33 三宅町 自立支援協議会物品販売 　地域との交流を図るため、授産品の販売を行う。

・令和4年11月24日（木）
11:30～13:00
・令和4年12月22日（木）
11:30～13:00

三宅町役場 ○

奈良県三宅町
住民福祉部住民福祉課
TEL0745-44-3073
FAX0745-43-0922

34 田原本町 広報啓発 　町の広報誌12月号に障害者週間を周知する内容の記事を掲載する。 令和4年12月 田原本町民に配布
http://www.town.tawaramoto.nara.jp
/public_relations/index.html

田原本町

健康福祉部健康福祉課
TEL0744-34-2090
FAX0744-32-2977

35 田原本町 自立支援協議会の物品販売
　地域との交流を図るため、クッキーなどの販売を行う。

①令和4年11月17日(木)
11:30～13:00
②令和4年12月15日(木)　
11:30～13:00

田原本町役場内 ○

田原本町

健康福祉部健康福祉課
TEL0744-34-2090
FAX0744-32-2977
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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

36 御杖村 広報啓発 　12月広報により障害者週間の周知記事を掲載する。 令和4年12月 ×

御杖村
保健福祉課
TEL0745-95-2828
FAX0745-95-6011

37 高取町 広報啓発 　12月広報により障害者週間の啓発及び障害者福祉制度の紹介をする。 令和4年12月 ×

奈良県高取町
福祉課
TEL0744-52-3334
FAX0744-52-4063

38 明日香村 広報啓発
　12月広報により障害者週間の啓発及び障害者福祉制度の紹介を行う。
民生委員の定例会議において周知広報を行う。

令和4年12月中（11月28日広報配布
開始予定）
民生委員定例会　調整中

広報：村内全域
民生委員定例会：健康福祉セ
ンター

× なし

明日香村
健康づくり課
TEL0744-54-5550
FAX0744-54-5551

39 上牧町 障がい福祉に関する書籍等の紹介 　上牧町立図書館において、障がい福祉に関わる書籍等の展示を行う。
令和4年12月3日（土）～令和4年12
月9日（金）

上牧町立図書館 ○

上牧町
健康福祉部　福祉課
TEL　0745-43-5031
FAX　0745-76-1196

上牧町
健康福祉部　福祉課
TEL0745-43-5031
FAX0745-76-1196

40 奈良県王寺町 王寺町障害者作品展
　障害のある人に対する理解と社会参加の促進を深めるため、町内の障害者福祉事業所
利用者の方々の作品展を行います

令和4年12月1日～令和4年12月20
日

いずみスクエア（王寺町防災
コミュニティセンター）

×

王寺町
住民福祉部福祉介護課
TEL0745-73-2001
FAX0745-73-6311
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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

41 広陵町 萌　こころの相談室

　精神障がい者およびご家族の支援をしている社会福祉法人萌に委託し、障がい者週間に
ちなみ、県民を対象に「こころの健康相談」を実施。
　精神的ストレスに起因する症状や精神科への受診や薬に対する不安など、こころの健康
に関する相談について、つらい気持ちを傾聴し、精神保健福祉に関する情報を提供する。

令和4年12月5日～令和4年12月9日
①12/5（月）9:00～17:00
②12/6（火）9:00～17:00
③12/7（水）9:00～17:00
④12/8（木）9:00～17:00
⑤12/9（金）9:00～17:00

社会福祉法人　萌　本部 ○ 広報誌にて掲載

広陵町
けんこう福祉部　社会福祉課
TEL0745-55-6711
FAX0745-54-5324

42 河合町 広報啓発 　町の広報誌及びＨＰにて障害者週間を周知する内容の記事を掲載する。 令和4年12月中
福祉部福祉政策課社会福祉係
TEL0745-57-02200
FAX0745-58-2010

43 吉野町 町広報誌に啓発記事を掲載 　12月広報誌により障害者週間（障害の理解及び啓発）を周知する内容記事を掲載する。 令和4年12月

吉野町
長寿福祉課
TEL0746-32-8856
FAX0746-32-4690

44 大淀町 広報啓発 　町広報誌11月号に障害者と高齢者の虐待防止を目的として記事を掲載する。 令和4年11月

大淀町
住民福祉部福祉介護課
TEL0747-52-5513
FAX0747-52-5505

45 大淀町 広報啓発 　町広報誌11月号に障害の理解啓発・人権啓発を目的として記事を掲載する。 令和4年11月

大淀町
住民福祉部人権住民保険課
TEL0747-52-5542
FAX0747-52-5504
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の可否

WEB情報 問合せ先

46 大淀町 人権フェスティバル 　ろう学校演劇部OB・OGを中心に構成する劇団による手話パフォーマンス演劇等を行う。
令和5年2月12日（日）
13：30～

大淀町文化会館 ○

大淀町
教育委員会社会教育課
TEL0747-52-5549
FAX0747-52-5507

47 十津川村 広報啓発 　村広報誌11月号（11月10日発行）に、障害者週間を周知する内容の記事を掲載する。 令和4年11月10日

十津川村
福祉事務所
TEL0746-62-0902
FAX0746-62-0580

48 東吉野村 村広報へ記事掲載 　広報ひがしよしの12月号へ障害者週間を周知する内容の記事を掲載する。 令和4年12月1日（木）

東吉野村
住民福祉課
TEL:0746-42-0441
FAX:0746-42-1255
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