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都道府県・指定都市名 和歌山県

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 和歌山県
紀の国チャレンジド賞及び紀の国
チャレンジド・サポート感謝状授賞式

　障害者（チャレンジド）で自立した社会生活をされている方、又その障害者の自立と社会参
加に向けて支えておられる方を表彰する。

令和4年11月15日（火）
14:00～15:00

和歌山県庁正庁 ×

令和4年11月15日（火）
14:00～15:00
和歌山県庁正庁
TEL:×
FAX:

02 和歌山県
「こころの輪を広げる体験作文」及び
「障害者週間のポスター」表彰式

　「こころの輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」の県公募において、最優秀
賞と優秀賞の入賞者に対し、表彰式を実施する。

令和4年12月下旬予定 和歌山県民文化会館 ×

令和4年12月下旬予定
和歌山県民文化会館
TEL:×
FAX:

03 和歌山県 ふれあい人権フェスタ2022
　心の輪を広げる体験作文・ポスターの展示やヘルプマーク・障害者等用駐車区画利用証
制度のチラシ配架等、障害・障害者理解を深めるための啓発活動を行う。

令和4年11月19日（土）
10:00～16:00

和歌山ビッグホエール ○

令和4年11月19日（土）
10:00～16:00
和歌山ビッグホエール
TEL:○
FAX:

04 和歌山県 障害者等用駐車区画適正利用啓発

　障害のある人の社会参加に欠かせない障害者等用駐車区画（車いす使用者用駐車区
画、ゆずりあい駐車区画）を本当に必要とする人に利用していただけるよう、平成２８年１月
から実施している「和歌山県障害者等用駐車区画利用証制度」の周知を図るとともに、障害
者等用駐車区画の適正利用を促進する街頭啓発を実施する。

①令和4年11月21日（月）
　　13:00～15:00
②令和4年11月25日（金）
　　13:00～15:00

①スーパーエバグリーンプラ
ス和歌山北インター店
②スーパーセンターオークワ
セントラルシティ和歌山店

×

①令和4年11月21日（月）
　　13:00～15:00
②令和4年11月25日（金）
　　13:00～15:00
①スーパーエバグリーンプラス和歌
山北インター店
②スーパーセンターオークワ セント
ラルシティ和歌山店
TEL:×
FAX:

05 和歌山県 広報誌・ホームページ掲載 　県広報誌に合理的配慮に関する記事を掲載し、周知・啓発を図る。（11月号） 和歌山「県民の友」　11月号
https://www.pref.wakayama.lg.jp/pr
efg/000200/kenmin/kenmin.html

和歌山「県民の友」　11月号

TEL:
FAX:https://www.pref.wakayama.lg.j
p/prefg/000200/kenmin/kenmin.ht
ml

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 和歌山県 ラジオ放送による周知・啓発

　制度の適正利用、障害のある方への差別の禁止、合理的配慮に関してラジオ放送にて周
知・啓発を図る。
　①車椅子用駐車区画等の適正利用について
　②障害を理由とする差別の解消の推進について

①令和4年11月下旬放送
②令和4年12月上旬放送

①令和4年11月下旬放送
②令和4年12月上旬放送

TEL
FAX

07
和歌山県精神保健福祉
協会

こころのフェスタ2022

　障害・障害者の理解促進のため啓発作品（ポスター等）の発表、表彰及び展示、障害に関
する功労者への表彰等を行う。
　①「ほっとする　笑顔つながる　こころの絵」表彰及び展示
　②和歌山県精神保健福祉協会長表彰
　③グループ活動紹介

令和4年11月19日（土）
和歌山ﾋﾞｯｸﾞホエール ○

https://www.pref.wakayama.lg.jp/pr
efg/050301/050301/kouennkaimoyo
oshi.html

令和4年11月19日（土）

和歌山ﾋﾞｯｸﾞホエール
TEL:○
FAX:https://www.pref.wakayama.lg.j
p/prefg/050301/050301/kouennkai
moyooshi.html

08
和歌山県
（海草振興局）

ヘルプマーク及び障害者等用駐車
区画の適正利用に係る啓発活動

　地域住民にヘルプマーク及び障害者等用駐車区画の適正利用を周知するため、啓発用
チラシ等を活用して街頭啓発を行う。

令和４年１１月１８日、２４日
①11月18日(金) 10:00～11:30
②11月24日(木) 10:00～11:30

①スーパーセンターオークワ
海南店
②オークワ海南野上店

×

令和４年１１月１８日、２４日
①11月18日(金) 10:00～11:30
②11月24日(木) 10:00～11:30
①スーパーセンターオークワ海南店
②オークワ海南野上店
TEL:×
FAX:

09
和歌山県
（有田振興局）

ヘルプマーク及び障害者等用駐車
区画の適正利用の普及に係る啓発
活動

　県主催の講習会や研修会等でヘルプマーク及び障害者等用駐車区画利用証制度の説
明を実施し、併せて啓発用のチラシやリーフレットを配布する。

①令和４年９月７日（水）
10:00～10:10
②令和４年1０月２５日（火）
15:15～15:25
③令和４年１１月１７日（木）
10:00～10:10
④令和５年２月５日（日）
14:50～15：00

①有田振興局 総合庁舎３階
大会議室
②有田振興局 総合庁舎３階
大会議室
③有田振興局 総合庁舎３階
大会議室
④湯浅保健所 ２階大会議室

①～③×
④〇

①令和４年９月７日（水）
10:00～10:10
②令和４年1０月２５日（火）
15:15～15:25
③令和４年１１月１７日（木）
10:00～10:10
④令和５年２月５日（日）
14:50～15：00
①有田振興局 総合庁舎３階大会議
室
②有田振興局 総合庁舎３階大会議
室
③有田振興局 総合庁舎３階大会議
室
④湯浅保健所 ２階大会議室
TEL:①～③×
④〇
FAX:

10
和歌山県
（有田振興局）

令和4年度　障害者家族教室
講演会

　精神障害を持つ当事者の方及び家族には様々な不安がある。その不安を少しでも軽減す
るためのヒントを統合失調症の当事者が、自分の病気や社会復帰の貴重な経験談を当事
者家族、支援者、住民向けの講演会を実施する。

令和５年３月予定
有田振興局 総合庁舎
３階大会議室

○

令和５年３月予定
有田振興局 総合庁舎
３階大会議室
TEL:○
FAX:
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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
和歌山県
（日高振興局）

あいサポーター研修
障害の特性、障害のある人への必要な配慮等の理解を促進するために中学生を対象に研
修を実施する。

令和4年12月2日（金）
13:15～15:05

日高川町立早蘇中学校 ×

令和4年12月2日（金）
13:15～15:05
日高川町立早蘇中学校
TEL:×
FAX:

12
和歌山県
（西牟婁振興局）

田辺・西牟婁地方あなたとわたしの
学びの場事業

　障害者団体の協力のもと、障害者が製作した物品や啓発チラシを同封した啓発物品を大
型スーパー等に設置する。

令和４年１２月３日（土）～１２月９日
（金）

大型スーパーなど × なし

令和４年１２月３日（土）～１２月９日
（金）
大型スーパーなど
TEL:×
FAX:なし

13
和歌山県
（東牟婁振興局串本支
所)

障害者スペース適正利用啓発 　店舗入口付近にて啓発リーフレット等を配布する。
令和4年12月6日（火）
①9:30～10:30
②11:00～11:30

①エバグリーン串本店
②オークワ古座川店

×

令和4年12月6日（火）
①9:30～10:30
②11:00～11:30
①エバグリーン串本店
②オークワ古座川店
TEL:×
FAX:

14 和歌山県教育委員会 みんないっしょに楽しむ読書
　障害者週間にあわせて、県立図書館が所蔵する点字図書、点訳図書、布の絵本、拡大写
本、LLブック、大活字本など活字による読書が困難な方のためのバリアフリー図書を展示・
貸出する。

令和４年１２月１日（木）～
１２月２８日（水）

和歌山県立図書館 ○

令和４年１２月１日（木）～
１２月２８日（水）
和歌山県立図書館
TEL:○
FAX:

15 和歌山市 和歌山市障害者福祉表彰
　身体障害者、知的障害者又は精神障害者の福祉の増進に功績のある個人又は団体に
対し、表彰を行う。

令和４年１２月３日（土） 和歌山市役所 ○

令和４年１２月３日（土）
和歌山市役所
TEL:○
FAX:
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主催 行事・取組 名称 内　　　　　　　容
開催期間

（開催時刻）
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一般参加
の可否

WEB情報 問合せ先

16 和歌山市 障害者週間街頭キャンペーン
　和歌山駅及び和歌山市駅前において啓発物品を配布し、障害者週間の周知啓発を図
る。

令和４年１２月５日（月）
JR和歌山駅及び南海和歌山
市駅

×

令和４年１２月５日（月）
JR和歌山駅及び南海和歌山市駅
TEL:×
FAX:

17 和歌山市 広報活動
　市の広報紙「市報わかやま」で障害に関するマークを掲載し、障害の理解促進及びマーク
の周知を図る。

通年 市報わかやま（広報紙） ×
http://www.city.wakayama.wakayam
a.jp/shisei/hasshin/1000027/index.
html

通年
市報わかやま（広報紙）
TEL:×
FAX:http://www.city.wakayama.wak
ayama.jp/shisei/hasshin/1000027/i
ndex.html

18 和歌山市 市役所庁舎内授産品販売 　市役所１階ロビーにおいて、就労事業所等が製作した食料品等の販売会を開催する。
令和４年１２月１日（木）～１２月９日
（金）

和歌山市役所 ○

令和４年１２月１日（木）～１２月９日
（金）
和歌山市役所
TEL:○
FAX:

19 和歌山市
和歌山市障害の理解啓発ポスター
コンクール

　障害の理解啓発のため、広く市民からポスターを募集し、表彰を行う。表彰された作品を
用いて、さらなる啓発事業に活用する。

令和４年９月６日（月）～１１月５日
（金）

和歌山市役所 ○

令和４年９月６日（月）～１１月５日
（金）
和歌山市役所
TEL:○
FAX:

20 海南市 広報活動 　障害者週間について、12月発行の市広報誌への掲載による周知を行う。 令和4年12月1日発行 -

令和4年12月1日発行
-
TEL:
FAX:
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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
海南・海草障害者地域
自立支援協議会

広報活動 　啓発リーフレットの配布(予定)。 令和4年12月中 -

令和4年12月中
-
TEL:
FAX:

22 有田市 広報記事掲載・ポスター掲示等 　「障害者週間」について広報やポスターにて周知する。 有田市の広報12月号にて ×

有田市の広報12月号にて

TEL:×
FAX:

23 有田市 有田市障害者美術展・講演会
　障害のある人の芸術活動の発表の場を提供することで、芸術文化活動を振興し、障害の
ある人の自立と社会参加を促すことを目的に開催する。また、今年度は記念講演会も実施
する。（講師　奥山佳恵氏）

令和４年１１月１６日～
令和４年１１月２１日

有田市民会館 ○

令和４年１１月１６日～
令和４年１１月２１日
有田市民会館
TEL:○
FAX:

24 御坊市
御坊市障害者作品展
第19回アトリエ「チャレンジド」

　広く障害者への関心と理解を深め、障害者の芸術や文化活動の振興を図ることを目的
に、障害のある人による絵画・工作・写真・俳句・書道・手芸など芸術文化に関する作品を展
示する。

令和4年12月5日（月）～9日（金） 御坊市役所1階ロビー

令和4年12月5日（月）～9日（金）
御坊市役所1階ロビー
TEL:
FAX:

25 御坊市 障害者週間街頭啓発
　障害者の理解と認識を深めると共に、障害者の社会参加促進と福祉や保健の増進を図る
ことを目的に街頭啓発を行う。
　啓発物品は、市内の通所作業所で製作された自主製品を優先調達する。

令和4年12月上旬 市内スーパー店

令和4年12月上旬
市内スーパー店
TEL:
FAX:
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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 岩出市 「障害者週間」懸垂幕の掲示 　懸垂幕の掲示を行う。
２０２２年１２月２日（金）～１２月９日
（金）

岩出市役所

２０２２年１２月２日（金）～１２月９日
（金）
岩出市役所
TEL:
FAX:

27 岩出市 広報啓発 　市の広報（１２月号）に「障害者週間」を周知する内容の記事を掲載する。 ２０２２年１２月分 岩出市広報

２０２２年１２月分
岩出市広報
TEL:
FAX:

28 紀美野町 広報活動 　障害者週間について、町広報誌に記事を掲載して、住民理解を深める。 広報きみの12月号

広報きみの12月号

TEL:
FAX:

29 和歌山県・紀美野町 障害者駐車区画街頭啓発 　障害者用駐車区画の利用について、街頭啓発をおこなう。 令和4年11月中旬から12月上旬 オークワ　海南野上店 ×

令和4年11月中旬から12月上旬
オークワ　海南野上店
TEL:×
FAX:

30 かつらぎ町 町広報誌「広報かつらぎ」掲載
　町広報誌「広報かつらぎ」１２月号に「障害者週間」「ヘルプマークの案内」などの記事を掲
載。

12月1日

44896

TEL
FAX
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31 有田川町 やすらぎふれあいフェスタ

　障害に対する理解と認識を深め、障害者の生きがいづくりの増進のため、開催する。
　講演会テーマは「障害を持った体に生まれて」で講師は佐野有美氏。
　美術展、圏域事業所による物品販売、手話、障害者スポーツ『ボッチャ』体験会を同時開
催。
　講演会は、後日YouTube配信する。

講演会：10月9日（日）
美術展：10月8日（土）～10月9日
（日）
手話体験：10月8日（土）
ボッチャ体験：10月9日（日）

有田川町地域交流センター
ALEC

○ https://www.town.aridagawa.lg.jp

講演会：10月9日（日）
美術展：10月8日（土）～10月9日
（日）
手話体験：10月8日（土）
ボッチャ体験：10月9日（日）
有田川町地域交流センターALEC
TEL:○
FAX:https://www.town.aridagawa.lg.j
p

32 有田川町 広報紙掲載
　町の広報紙（12月号）に「やすらぎふれあいフェスタ」の記事を掲載し、同時に障害に関す
る制度等・「障害者週間」を周知する内容の記事を掲載する。

12月中 広報ありだがわ12月号 ○

12月中
広報ありだがわ12月号
TEL:○
FAX:

33 美浜町 町広報誌「広報みはま」掲載 　当町広報誌「広報みはま」１２月号に「障害者週間」啓発記事を掲載するものである。 令和４年１１月２５日（金）　発刊

令和４年１１月２５日（金）　発刊

TEL
FAX

34 美浜町 のぼり旗の設置 　当町庁舎前駐車場入り口に啓発用のぼり旗を設置するものである。 令和４年１２月２日（金）～９日（金）

令和４年１２月２日（金）～９日（金）

TEL
FAX

35 美浜町 啓発物品の配布 　町内において、「障害者週間」啓発物品を配布するものである。 令和４年１２月５日（月）

令和４年１２月５日（月）

TEL
FAX
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一般参加
の可否

WEB情報 問合せ先

36 みなべ町 障害者週間窓口啓発

　例年であれば障害者週間期間に、町内スーパーにて作業所利用者とともに啓発物品の
配布を行うが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度は公共機関の窓口にて町
内作業所の啓発物品を配置し、来庁者に自由に持ち帰って頂き「障害者週間」の啓発を図
る。

12月3日～12月9日

みなべ町役場住民福祉課窓
口
みなべ町社会福祉協議会窓
口
みなべ町保健福祉センター窓
口
みなべ町各公民館窓口

○

みなべ町
住民福祉課
TEL:0739-72-2161
FAX:0739-72-2191

37 太地町 障害者週間広報活動 　広報たいじ12月号に「障害者週間」についての啓発記事を掲載する。 令和4年12月1日（木）～

令和4年12月1日（木）～

TEL
FAX
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