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都道府県・指定都市名 岡山県

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
岡山県
岡山県障害者権利擁護
センター

岡山県障害者権利擁護セミナー

　「共に地域で暮らすには」と題して、特定非営利法人 岡山マインド「こころ」の方々によるパ
ネルディスカッションや参加者との意見交換等を開催し、障害のある人の権利擁護について
学び、理解を深める。
　＜会場定員：１００名（先着順）／視聴のみのオンライン配信も実施＞

令和4年12月4日（日）
13：30～16：00

きらめきプラザ ○

岡山県
保健福祉部障害福祉課
TEL086-226-7343
FAX086-224-6520

02 玉野市 障害者週間作品展示
　市内の障害福祉サービス事業所で生産した生産物品等や活動の様子を写した写真など
を展示し、市民の障害者に対する関心と理解を深める。

令和４年１２月２日（金）
～１２月９日（金）

玉野市役所１階 ○

倉敷市
社会福祉部障がい福祉課
TEL:086-426-3305
FAX:086-421-4411

03 備前市 広報誌掲載 　広報誌に障害者週間の啓発記事を掲載する。（12月号） 令和４年１２月号 ×

備前市
保健福祉部　社会福祉課
TEL0869-64-1824
FAX0869-64-4094

04
岡山県備前県民局、瀬
戸内市

障害者週間啓発事業
　瀬戸内市で開催する「備前福岡の市」において、瀬戸内市内の障害者就労施設が作成し
た啓発商品やチラシを配布することにより、障害福祉について理解と関心を深めるための
啓発を行う。

令和４年１１月２７日（日）
8：30～12：00

備前福岡の市
（瀬戸内市長船町福岡）

○

瀬戸内市
福祉部福祉課
TEL0869-26-5943
FAX0869-26-8002

05 瀬戸内市 広報誌掲載 　瀬戸内市広報誌に障害者週間の啓発記事を掲載する。(11月号) 令和４年１１月号 ×

瀬戸内市
福祉部福祉課
TEL0869-26-5943
FAX0869-26-8002

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 瀬戸内市 啓発活動 　障害者週間に合わせ、啓発旗を設置し、障害者理解の促進を図る。
令和４年１２月３日（土）
～１２月９日（金）

ゆめトピア長船
瀬戸内市地域自立
支援協議会事務局

×

瀬戸内市
福祉部福祉課
TEL0869-26-5943
FAX0869-26-8002

07 赤磐市 「障害者週間」啓発事業
　「あかいわ農業マルシェ」会場にてポケットティッシュ、市内事業所等が作成した啓発資材
等を配布する。

令和４年１２月３日（土）
10:30～11:30

赤磐市中央図書館 ○

赤磐市
保健福祉部社会福祉課
TEL086-955-1115
FAX086-955-1118

08 赤磐市 「障害者週間」啓発事業
　障害者週間に合わせてポケットティッシュ、市内事業所等が作成した啓発資材等を配布す
る。

令和４年１２月１日(木）
～１２月９日（金）

赤磐市役所窓口 ○

赤磐市
保健福祉部社会福祉課
TEL086-955-1115
FAX086-955-1118

09 和気町 告知端末による周知 　各戸に設置している告知端末により障害者週間のお知らせを放送し、啓発を行う。
令和４年１２月３日（土）
～１２月９日（金）
期間中数回

×

和気町
健康福祉課福祉係
TEL0869-93-3681
FAX0869-92-0121

10
吉備中央町
障害者等地域
自立支援協議会

障害者週間にちなんだ標語の募集

 　町内小中学生を対象に、障害者週間にちなんだ標語を募集する。吉備中央町障害者等
地域自立支援協議会運営委員による一次審査及び二次審査を実施し、学年ごとに会長賞
を選出し表彰状の進呈及び記念品の贈呈を行う。また、町広報紙へ掲載し、町内商業施設
において展示する。

【展示期間】
令和４年１２月１日（木）
～１２月２８日（水）

【展示会場】
吉備プラザ
町内各郵便局

○

吉備中央町
吉備中央町障害者等
地域自立支援協議会事務局
（吉備の里相談支援センター内）
TEL0866-56-7676
FAX0866-56-8218

11

吉備中央町
吉備中央町
社会福祉協議会
吉備中央町障害者等地
域自立支援協議会

みんなおいでぇ　福祉まつり
ｉｎ吉備中央町
～つながる心２０２２～

　 吉備中央町等が主催する「みんなおいでぇ福祉まつりｉｎ吉備中央町」において、昨年度
に作成した吉備中央町の福祉ＰＲ動画の上映や吉備中央町内の障害者就労施設等が作
成した啓発商品及び備前圏域の就労継続支援事業所の作成商品や作業内容を紹介した
冊子を配布することにより、障害福祉についての関心と理解を深めるための啓発を行う。

令和４年１２月１７日（土）
9:00～11:00

ロマン高原
かよう総合会館

○

吉備中央町
福祉課
TEL0866-54-1317
FAX0866-54-1306
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12 倉敷市 障がい者（児）作品展 　市内の障がいのある人が創作した作品を募集し、展示する。

令和4年10月27日（木）～
10月29日（土）

9:00～17：00
最終日は12：00まで。

ライフパーク倉敷 ○ －

倉敷市
社会福祉部障がい福祉課
TEL:086-426-3305
FAX:086-421-4411

13 倉敷市 「障がい者週間」ポスター展 　障害者週間をテーマに児童・生徒などが描いたポスターを展示する。

令和4年
①11月21日(月)～25日(金)
※11月23日（水）を除く
②11月28日(月)～12月2日(金)
③12月5日(月)～9日(金)
④12月12日（月）～16日（金）
⑤12月19日(月)～23日(金)

令和5年
⑥1月20日(金)～25日(水)
※1月23日(月)を除く

8：30～17：15
(⑥は9：00～17：00)

①倉敷市役所
②水島支所
③児島支所

④玉島支所

⑤真備支所

⑥ライフパーク倉敷

○ －

倉敷市
社会福祉部障がい福祉課
TEL:086-426-3305
FAX:086-421-4411

14 倉敷市 絆（きずな）のひろば 　障がいのある人が製作した授産品の販売を通じて、障がい者の社会参加を促進する。
令和4年12月2日（金）
10:00～18:00

イオンモール倉敷 ○
http://www.city.kurashiki.okayama.jp
/shogai-fk/

倉敷市
社会福祉部障がい福祉課
TEL:086-426-3305
FAX:086-421-4411

15 倉敷市 ニコニコ子どもひろば

　熱気球の搭乗体験。対象は倉敷市内在住の高校３年生までの年齢に当たる児童とその
家族。定員は30組で、家族単位での搭乗。

　※所定の用紙に必要事項を記入し、11月11日（金）までに要申込。後日、申込者全員に結
果通知を送付。

令和4年11月27日（日）
7:50～

倉敷市立新田中学校 ○
http://www.city.kurashiki.okayama.jp
/shogai-fk/

倉敷市
社会福祉部障がい福祉課
TEL:086-426-3305
FAX:086-421-4411

16 倉敷市 ふれあいステージ

　障がいのある人やボランティア団体などが、劇や演奏などを発表し交流を図る。

※本年度は，昨年度に引き続き，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、従来のス
テージ発表ではなく、倉敷市の公式動画チャンネルを使用した動画発表による開催。

令和4年12月2日（金）～20日（火）

WEB

※一般公開は行わず、閲覧者
を限定。

× －

倉敷市
社会福祉部障がい福祉課
TEL:086-426-3305
FAX:086-421-4411

17 倉敷市 広報くらしき11月号掲載
　12月3日～9日が障がい者週間であることや、「障害者週間ポスター展」「絆のひろば」開催
日時等の周知、「ニコニコ子どもひろば」の参加者募集を広報する。

令和4年11月 － ×
http://www.city.kurashiki.okayama.jp
/38138.ｈｔｍ

倉敷市
社会福祉部障がい福祉課
TEL:086-426-3305
FAX:086-421-4411
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18
笠岡市・里庄町自立支
援協議会

障害者週間啓発運動
　障害福祉について理解を深めることを目的とし、チラシ等の配布により街頭啓発活動を行
う。

12月5日（月）
7：30～8：00

里庄駅前 ○

里庄町
健康福祉課
TEL0865-64-7211
FAX0865-64-7236

19 笠岡市・里庄町
障がい者週間街頭活動（笠岡駅・里
庄駅前）

　笠岡駅前・里庄駅前において障害者週間啓発用のポケットティッシュの配布を行う。
笠岡駅では合わせて人をつなぐ、全国手話言語市区長会手話劇祭，心をつなぐ　かさおか
アート展のチラシの配布を行う。

令和４年12月5日（月）　７：３０～８：
００

笠岡駅前
里庄駅前

×

笠岡市
健康福祉部地域福祉課
TEL0865-69-2133
FAX0865-69-2182

20
井原市ふれあいアート
展実行委員会

井原市ふれあいアート展 　市内の障害者関係団体並びに居住または勤務する障害者が製作した作品を展示する。
１２月５日（月）～１２月９日（金）
９：００～１７：００　予定

井原市役所１階
市民サロン

○
http://www.city.ibara.okayama.jp

井原市
健康福祉部福祉課
TEL０８６６‐６２‐９５１８
FAX０８６６‐６２‐９３１０

21 総社市 障がい福祉事業所紹介パネル展示
　障がい者福祉事業所及び障がい者への理解を深め，共生社会の実現を図るため，障が
い福祉事業所の活動内容を紹介したパネル展示を行う。

令和４年１２月３日（土）～
令和４年１２月９日（金）

チュッピースクエア
（総社市門田１８７　天満屋ハ
ピータウンリブ総社店　２階）

○

総社市
ハートフルそうじゃ実行委員会事務局
TEL0866-92-8578
FAX0866-92-8284

22 総社市 ハートフルそうじゃ
　障がい者への理解を促し，障がい者が安心して暮らせる地域づくりを推進するため講演
会等を行う。

令和４年１２月３日（土）
総社市山手公民館
（総社市岡谷１５１－１）

○

総社市
ハートフルそうじゃ実行委員会事務局
TEL0866-92-8578
FAX0866-92-8284

23 高梁市自立支援協議会 障害者週間啓発
　3階のカウンターの前のスペースに司書の方に選んでもらった障害に関する本と一緒に、
啓発物を自由に持ち帰ってもらうようにしブースを作成する。置くところにはポップを作った
り、啓発物を作っている様子を写真で紹介したりする予定。

2022/12/3～2022/12/9 高梁市高梁図書館内 ○ -

高梁市
健康福祉部福祉課
TEL:0866-21-0284
FAX:0866-23-1433
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24
高梁市自立支援協議会
就労部会

はたらくマーケット
　就労部会の各事業所で作成した製品等を販売し啓発を行う。
また、同会場に施設等からの作品を展示し啓発する。

12月8日 高梁市役所市民ホール ○ -

高梁市
健康福祉部福祉課
TEL:0866-21-0284
FAX:0866-23-1433

25 高梁市 障害者週間啓発 　市の広報誌やＨＰ等で、障害者週間について周知・啓発を行う。 - - ○ -

高梁市
健康福祉部福祉課
TEL:0866-21-0284
FAX:0866-23-1433

26
新見市障害者自立支援
協議会

福祉にこにこ市 　障害者就労支援事業所等で作成した手芸品や農産物等の販売、チラシの配布を行う。 令和４年12月８日（木）予定
サンパーク新見（販売・チラシ
の配布）
新見プラザ（チラシの配布）

○

新見市
新見市障害者地域活動支援センター「ほほ
えみ広場にいみ」
TEL:0867-71-2166
FAX:0867-71-1022

27 浅口市
障害者週間啓発イベント
講演会

　障害・障害者の理解促進のための講演会を実施。
令和４年１２月４日（日）
時間未定

浅口市健康福祉センター ○

浅口市
健康福祉部社会福祉課
TEL0865-44-7007
FAX0865-44-7110

28 浅口市
障害者週間啓発イベント
作品・パネル展示、販売等

　障害者施設利用者の作品展示、障害者施設のパネル展示、障害者団体等による授産品
の販売、当事者による似顔絵活動等を実施。

令和４年１２月３日（土）～１２月９日
（金）
時間未定

浅口市健康福祉センター ○

浅口市
健康福祉部社会福祉課
TEL:0865-44-7007
FAX:0865-44-7110

29 早島町 広報啓発 　広報はやしまに障害者週間についての記事を掲載し。啓発を図る。 2022年12月号 ×

早島町
健康福祉課
TEL086-482-2483
FAX086-483-0564
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30 早島町 早島町地域活動支援センター
　早島町地域活動支援センターの利用者の方が創作した作品を展示する。また、町HPに公
開する。

2022年12月3日（土）～
支援センター開館時間中

早島町地域活動支援センター ○ http://www.town.hayashima.lg.jp

早島町
地域活動支援センター
TEL086-483-0881
FAX

31 早島町 障害者週間啓発テッシュ配布 　障害者週間を啓発するチラシ入りのポケットティッシュを配布する。
2022年12月3日（土）～
開庁期間中

早島町健康福祉課窓口 ○ http://www.town.hayashima.lg.jp

早島町
健康福祉課
TEL086-482-2483
FAX086-483-0564

32 矢掛町 広報・啓発 　町の広報紙に障害者週間のお知らせを掲載し，啓発を行う。 広報やかげ１１月号 - ×
http://www.town.yakage.okayama.jp
/gyosei/kohou/yakage/

矢掛町
福祉介護課　福祉推進係
TEL0866-82-1026
FAX0866-82-9061

33 矢掛町 広報・啓発
　町自立支援協議会の構成団体による，庁舎内に障害者が制作した作品を展示し，障害に
対する理解啓発を行う。

１２月３日（土）～１２月９日（金） 矢掛町役場庁舎 ○

矢掛町
福祉介護課　福祉推進係
TEL0866-82-1026
FAX0866-82-9061

34
津山市ふれあいスポー
ツ大会実行委員会

ふれあい作品展
　障害者が作品の創作を通じて自らの障害を克服し、社会自立に向けた能力を養うこと。ま
た、障害者週間にあわせて、社会の障害に対する正しい理解と認識を深める事を目的に、
津山市内の障害者福祉施設や事業所の利用者が製作したイラスト等の作品を展示する。

令和4年12月5日（月）～12月9日
（金）

津山市役所１階市民ホール ○

津山市
障害福祉課
TEL:0868-32-2067
FAX:0868-32-2153

35
津山市ふれあいスポー
ツ大会実行委員会

ふれあい村
　障害者の自立支援や社会参加の促進として、各事業所が作った生産品を販売する。ま
た、障害者週間にあわせて事業所のチラシ配布等の啓発活動を行う。

令和4年12月5日（月）10：00～14：00 イオンモール津山 ○

津山市
障害福祉課
TEL:0868-32-2067
FAX:0868-32-2153
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36 真庭市 真庭市ホームページ掲載 　障害者週間に合わせた周知等の掲載を行う。
令和4年12月１日（木）～
12月31日(土)

×

真庭市
健康福祉部福祉課
TEL:0867-42-1581
FAX:0867-42-1369

37 真庭市 広報まにわ12月号で掲載 　広報紙１２月号で、障がいや障がい者に対する正しい理解と認識を深めるもの 令和4年12月1日～（各戸配付） ×

真庭市
健康福祉部福祉課
TEL:0867-42-1581
FAX:0867-42-1369

38 真庭市 イベント 　詳細は未定（講演会・障がいに関わるグッズの展示など） 令和4年12月4日（日） 勝山文化センター ○

真庭市
健康福祉部福祉課
TEL:0867-42-1581
FAX:0867-42-1369

39 美作市 元気になろうやフェスタ
　障がいに対する正しい知識と理解を深め「心のバリアフリー」を目指すもの。「体験発表」
「ほっこりほっとカフェ」「福祉の事業所を知る会」等で交流を図る。

令和４年11月27日（日）
13：00～16：00

美作市湯郷地域交流センター ○

美作市
保健福祉部福祉政策課
TEL:0868-75-3913
FAX:0868-72-7702

40 美作市
広報紙「みまさか」で障がい者理解
の特集の掲載

　広報紙「みまさか」１２月号（11月２０日発行）に、障がい者理解啓発特集記事を掲載 令和４年11月20日発行 美作市 ×

https://www.okayama-
ebooks.jp/?area=&book_genre=&s=%
E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%BF%E
3%81%BE%E3%81%95%E3%81%8B

美作市
保健福祉部福祉政策課
TEL:0868-75-3913
FAX:0868-72-7702

41 鏡野町 広報紙掲載 　町で発行している広報紙に障害者週間に関する記事を掲載する。 令和４年12月号 ×

鏡野町
総合福祉課
TEL:0868-54-2986
FAX:0868-54-2891
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42 勝央町 広報紙掲載 　町で発刊している広報紙に障害者週間の記事を掲載予定である。 令和4年12月 ×

勝央町
健康福祉部
TEL:0868-38-7102
FAX:0868-38-7103

43 奈義町 広報なぎへの記事掲載 　令和4年12月号に障害者週間の啓発記事を掲載。 令和4年12月1日付けで発行 広報なぎ × 奈義町ホームページにも掲載

奈義町
こども・長寿課
TEL:0868-36-6700
FAX:0868-36-6772

44 奈義町 その他
　勝英自立支援協議会にて啓発チラシを作製、管内作業所で製造された製品等を活動ＰＲ
のため上記チラシと一緒に保健センターにて配布。

令和4年12月3日～9日 奈義町保健相談センター ○ なし

奈義町
こども・長寿課
TEL:0868-36-6700
FAX:0868-36-6772

45 西粟倉村 広報紙掲載 　村の広報紙に障害者週間に関する記事を掲載する。（11月号） 令和４年11月号 ×

西粟倉村
保健福祉課
TEL:0868－79－2233
FAX:0868－79－2125

46 久米南町 広報紙掲載 　町広報紙に障害者週間に関する記事を掲載する。 令和4年11月号 ×
https://www.town.kumenan.lg.jp/ad
ministration/kouhoushi/index.html

久米南町
保健福祉課
TEL:086-728-4411
FAX:086-728-4414

47 美咲町 広報紙掲載
　広報みさき１１月号掲載

広報みさき１１月号（11月１０日発行
予定） ×

美咲町
福祉事務所
TEL:0868-66-1129
FAX:0868-66-1167
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