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都道府県・指定都市名 大阪市

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 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　北区役所庁舎内にのぼりを立て啓発を行う。 令和４年１２月３日～９日 北区役所

大阪市
北区役所　福祉課
TEL:06-6313-9535
FAX:06-6313-9905

02 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　都島区役所敷地内に「障がい者週間」ののぼりを立て、啓発を行う。 12月2日（金）～9日（金） 都島区役所

都島区役所
保健福祉課（保健福祉）
TEL:06-6882-9857
FAX:06-6352-4584

03 大阪市 障がい者週間啓発展示 　福島区内の障がい者の作品を展示し、障がい者への理解を深め、協力を促す。
令和4年12月３日（土）～
12月９日（金）

福島区役所
１階ロビー

○

大阪市
大阪市福島区
保健福祉課（地域福祉）
TEL:06-6464-9857
FAX:06-6462-4854

04 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　福島区役所横に「障がい者週間」のぼりを立て、啓発を行う。
令和4年12月３日（土）～
12月９日（金）

福島区役所横

大阪市
大阪市福島区
保健福祉課（地域福祉）
TEL:06-6464-9857
FAX:06-6462-4854

05 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　此花区役所前に「障がい者週間」ののぼりを立て、啓発を行う。
令和４年12月3日（土）～
12月9日（金）

此花区役所

大阪市
此花区保健福祉課
TEL:06‐6466‐9857
FAX:06-6462‐2942
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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 大阪市 障がい者スポーツの体験会
　「障害者週間」に合わせ、区内のスポーツセンターにおいて、障がい者スポーツの『ボッ
チャ』と『風船バレー』の体験会を実施する。

１２/４（日）　１３:00～１６:00
大阪市立此花スポーツセン
ター

○

大阪市
此花区保健福祉課
TEL:06‐6466‐9857
FAX:06-6462‐2942

07 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出
 中央区役所正面玄関前に、「12月3日から9日は障がい者週間　共に生きる社会をめざし」
ののぼりを立て、啓発を行う。

令和４年12月２日（金）
～12月9日（金）

中央区役所
正面玄関前

大阪市
中央区　保健福祉課（保健福祉）
TEL:06-6267-9857
FAX:06-6264-8285

08 大阪市 パラアスリート講演・体験会  パラリンピアンによる講演及びリードを用いたブラインドランナーとしての伴走体験
令和４年12月８日（木）
14：30～16：30

J：COM中央区民センターホー
ル

○
https://lgpos.task-
asp.net/cu/271004/ea/residents/p
ortal/home

大阪市
中央区　保健福祉課（保健福祉）
TEL:06-6267-9857
FAX:06-6264-8285

09 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出
　西区役所正面玄関前に「障がい者週間」ののぼりを立て、西区役所内にて啓発グッズを
配布する。

令和4年12月3日（土）～
12月9日（金）

西区役所
正面玄関前

大阪市
西区保健福祉課（地域福祉）
TEL:06-6532-9857
FAX:06-6538-7319

10 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　港区役所玄関前に「障がい者週間」ののぼりを立て、啓発を行う。
令和4年12月2日（金）～
12月9日（金）

港区役所

大阪市
港区保健福祉課（福祉）
TEL:06-6576-9857
FAX:06-6572-9514
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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 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　天王寺区役所正面玄関前に、「障がい者週間」ののぼりを立て、啓発活動を行う。
令和4年12月2日（金）～
12月9日（金）

天王寺区役所正面玄関

大阪市
天王寺区　保健福祉センター保健福
祉課（福祉サービス）
TEL06-6774-9857
FAX06-6772-4906

12 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　 浪速区役所正面玄関前に「障がい者週間」ののぼりを立て、啓発を行う。
令和４年１２月５日（月）～１２月９日
（金）

浪速区役所正面玄関

大阪市浪速区
保健福祉課（障がい者支援担当）
TEL:06-6647-9897
FAX:06-6644-1937

13 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　西淀川区役所庁舎内にのぼりを立て啓発を行う。
令和4年12月3日（土）～
12月9日（金）
※準備は12月2日（金）夕方に行う。

西淀川区役所

大阪市
西淀川区　保健福祉課
TEL06-6478-9954
FAX06-6478-9989

14 大阪市 障がい者週間街頭啓発 　 管内私鉄駅周辺において、啓発グッズを配布する。
令和4年12月3日(土)～9日(金)のう
ち1日

阪急電鉄　十三駅

大阪市
淀川区　保健福祉課(保健福祉)
TEL:06-6308-9857
FAX:06-6885-0537

15 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　淀川区役所敷地内に「障がい者週間」ののぼりを立て、啓発を行う。 令和4年12月3日(土)～9日(金) 淀川区役所

大阪市
淀川区　保健福祉課(保健福祉)
TEL:06-6308-9857
FAX:06-6885-0537
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16 大阪市 「障がい者週間」啓発ポスター掲示 　淀川区役所庁舎内に「障がい者週間」のポスターを掲示し、啓発を行う。 令和4年12月3日(土)～9日(金) 淀川区役所

大阪市
淀川区　保健福祉課(保健福祉)
TEL:06-6308-9857
FAX:06-6885-0537

17 大阪市 「障がい者週間」啓発Twitter発信 　 淀川区役所Twitterアカウントから「障がい者週間」について発信し、啓発を行う。 令和4年12月２日(金) 淀川区役所

大阪市
淀川区　保健福祉課(保健福祉)
TEL:06-6308-9857
FAX:06-6885-0537

18 大阪市
「障がい者週間」街頭キャンペーン
活動

　東淀川区役所及び出張所敷地内に、「障がい者週間」ののぼりを立て、啓発を行う。ま
た、区役所庁舎前にて啓発物品の配布を行う。

令和4年12月3日（土）～
12月9日（金）

東淀川区役所及び出張所敷
地内

大阪市
東淀川区保健福祉課（高齢者・障が
い者（保健福祉））
TEL:06-4809-9845
FAX:06-6327-2840

19 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　生野区役所前に、「障がい者週間」ののぼりを立て、啓発を行う。
令和４年12月３日（土）～12月９日
（金）

生野区役所前

大阪市
生野区　保健福祉課（福祉サービ
ス）
TEL06-6715-9857
FAX06-6715-9967

20 大阪市 和んで座談会
　「身近な防災」をテーマに、障がい者や支援者等が集う座談会の開催
障がい者施設による物販、事業所情報コーナーの設置

12月9日（金）
13：00～20：00

旭区民センター
大ホール

○ https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/

大阪市
旭区　福祉課（地域福祉担当）
TEL:06-6957-9857
FAX:06-6952-3247
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21 大阪市 「障がい者週間」啓発

　「障がい者週間」に関して次の啓発活動を実施する。
　①旭区広報紙への掲載
　②窓口等での啓発物品の配布
　③旭区役所庁舎前にのぼりを掲出

１２月３日（土）～１２月９日（金） 旭区役所 × https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/

大阪市
旭区　福祉課（地域福祉担当）
TEL:06-6957-9857
FAX:06-6952-3247

22 大阪市 障がい者週間啓発展示
　障がい者スポーツへの理解促進のため開催したボッチャ練習会及びボッチャ大会の写真
の展示等

令和4年12月3日（土）～12月8日
（木）

城東区役所
区民ギャラリー

大阪市
城東区役所保健福祉課（福祉）
TEL:06-6930-9857
FAX:06-6932-1295

23 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　鶴見区役所敷地内に「障がい者週間」ののぼりを立て啓発を行う。
令和４年１２月３日（土）～１２月９日
（金）

鶴見区役所敷地内

大阪市
鶴見区保健福祉課（障がい者支援）
TEL:06-6915-9857
FAX:06-6913-6237

24 大阪市 区発行広報誌への掲載
　「障がい者週間」についての記事を「広報つるみ」（区発行の広報誌）に掲載し各戸配布す
る他、公共の場所にて配布する。

令和４年１２月１日（木）～１２月３１
日（土）

大阪市
鶴見区保健福祉課（障がい者支援）
TEL:06-6915-9857
FAX:06-6913-6237

25 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　阿倍野区役所前に「障がい者週間」ののぼり旗を立て、啓発を行う。
令和４年１２月５日（月）から９日（金）
まで

阿倍野区役所

大阪市阿倍野区役所
保健福祉課（福祉）
TEL:06-6622-9857
FAX:06-6629-1349
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26 大阪市 「障がい者週間」啓発展示
　阿倍野区役所正面玄関ギャラリー内に、障がい及び自立支援協議会に関する、理解と認
識を深める啓発展示を行う。

令和４年１２月５日（月）から１６日
（金）まで

阿倍野区役所

大阪市阿倍野区役所
保健福祉課（福祉）
TEL:06-6622-9857
FAX:06-6629-1349

27 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出 　住之江区役所前に「障がい者週間」ののぼりを立て、啓発を行う。
令和4年12月2日（金）～12月9日
（金）

住之江区役所
正門・東門

大阪市
住之江区保健福祉課
TEL:06-6682-9857
FAX:06-6686-2039

28 大阪市 「障がい者週間」の啓発 　住吉区役所庁舎正面玄関、南玄関に「障がい者週間」ののぼりを立てて啓発を行う。
令和4年12月3日（土）～
12月9日（金）

住吉区役所
正面・南玄関

大阪市
住吉区　保健福祉課
TEL:06-6694-9857
FAX:06-6694-9692

29 大阪市
東住吉区地域自立支援協議会　全
体会（講演会）

　地域自立支援協議会の活動について報告するとともに、障がいに関するテーマで講演会
を行い、地域への情報発信を行う。

令和5年1月20日（金）
15:00～17:00

東住吉区役所　区民ホール ○

大阪市
東住吉区役所保健福祉課
TEL:06-4399-9926
FAX:06-6629-4580

30 大阪市 障がい者週間　街頭キャンペーン
　平野区役所から地下鉄平野駅（流町１交差点）周辺において、のぼりを持って、啓発グッ
ズを配布する。

障がい者週間である
令和4年１２月５日（月）～
令和4年１２月９日（金）
のうち１日

平野区役所～
地下鉄平野駅周辺

大阪市
大阪市平野区保健福祉センタ-
保健福祉課（地域福祉）
TEL:０６－４３０２－９８５７
FAX:０６－４３０２－９９４３
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31 大阪市 「障がい者週間」啓発のぼり掲出
　西成区役所敷地内に「１２月3日から９日は障がい者週間　共に生きる社会をめざし」のの
ぼりを立て、啓発活動を行う。

令和４年１２月２日(金)から１２月９日
(金)

西成区役所

大阪市
西成区役所保健福祉課（地域福祉）
TEL:06-6659-9857
FAX:06-6659-9468

32 大阪市
大阪市立心身障がい者リハビリテー
ションセンター市民啓発事業「公開
講座」

　例年、障がい者についての理解と関心を深め、障がい者福祉の向上を図ることを目的とし
た公開講座を行っている。今年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
から、講演動画を事前に作製し、動画配信での実施を予定している。

配信時期
未定

配信 ○ 準備中

大阪市
福祉局心身障がい者リハビリテ-ショ
ンセンタ-管理課
TEL:06-6797-6501
FAX:06-6797-8222

33 大阪市 こころの健康講座 　・講演「もっと知りたい睡眠のこと」
令和４年11月17日（木）
14:00～16:00

大阪市こころの健康センター
大会議室

○

大阪市
健康局　こころの健康センター
TEL:06-6922-8520
FAX:06-6922-8526

34 大阪市 こころの健康講座
　・講演「統合失調症について知ろう～医師・支援者の話と当事者の語り～」
　・支援者の話
　・当事者の体験談

令和４年12月８日（木）
14:00～16:00

大阪市こころの健康センター
大会議室

○

大阪市
健康局　こころの健康センター
TEL:06-6922-8520
FAX:06-6922-8526

35 大阪市 依存症市民講座 　・ギャンブル等依存症について知ろう！
令和４年12月２日（金）
14:00～16:00

大阪市こころの健康センター
大会議室

○

大阪市
健康局　こころの健康センター
TEL:06-6922-8520
FAX:06-6922-8526
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36 大阪市
障がい者週間大阪市街頭キャラバ
ン

　街宣車による広報を実施するとともに、ポケットティッシュなどを区役所等で配布し、啓発
活動を行います。

令和4年12月3日（土）～12月9日
（金）

大阪市内 ×

大阪市
福祉局　障がい者施策部障がい福
祉課
（一財）大阪市身体障害者団体協議
会
TEL06-6208-8081
06-6765-5636
FAX06-6202-6962
 -

37 大阪市
障がい者福祉施設商品（授産製品）
販売会

　市役所1階ロビーにて、障がい者福祉施設商品（授産製品）の販売会を行う。
令和4年12月7日（水）～
12月9日（金) ※予定

大阪市役所1階ロビー ○

大阪市
福祉局障がい者施策部障がい福祉
課
TEL:06-6208-8071
FAX:06-6202-6962

38 大阪市 障がい者週間啓発展示 　障がい者週間啓発展示
令和4年12月3日（土）～
12月9日（金）

大阪市役所1階ロビー ○

大阪市
福祉局　障がい者施策部障がい福
祉課
TEL:06-6208-8071
FAX:06-6202-6962

39 大阪市

「心の輪を広げる体験作文」及び障
がい者週間のポスター並びに「わが
まちのやさしさ発見」レポート入賞作
品表彰式

　「心の輪を広げる体験作文」及び障害者週間のポスター並びに「わがまちのやさしさ発見」
レポート入賞作品について、受賞者を表彰する。

令和4年12月3日（土） 大阪市役所1階ロビー ○

大阪市
福祉局　障がい者施策部障がい福
祉課
TEL:06-6208-8071
FAX:06-6202-6962
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