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都道府県・指定都市名 広島県

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 広島県 令和４年度あいサポートアート展
　障害のある方が制作した芸術作品の展覧会を広島県立美術館及びふくやま美術館にお
いて開催する。

令和４年11月1(火)～11/6(日)
令和４年12/6(火)～12/11(日)

①11/1(火)～11/6(日)　9：00～17：
00
（ただし，4(金)は19：00まで）
②12/6(火)～12/11(日)　9：30～17：
00
（ただし，6日(火)は11：00から，
11日(日)は16：00まで）

①広島市：広島県立美術館
②福山市：ふくやま美術館

○
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site
/aiart/aiart04.html

広島県
健康福祉局障害者支援課
TEL:082-513-3155
FAX:082-223-3611

02 広島県 ヒューマンフェスタ2022

　　「だれもがいきいきと生活できる社会」の実現をめざして開催する。
　参加者が人権について気づき，考え，行動につながるよう，幅広い知識を持つ出演者を迎
え，トークショーや講演会などを通じて，障害者等に関する様々な情報を多角的に発信す
る。

①令和４年11月19日（土）
②令和４年12月3日（土）

①13：30～16：00
②10：30～15：40

①Social Book Café「ハチドリ
舎」
②広島市総合福祉センター
（ビッグフロントひろしま５階）

○
https://humanfesta2022-
hiroshima.com/

広島県
環境県民局わたしらしい生き方応援
課
TEL:082-513-2734
FAX:082-227-2549

03 広島県
障害者福祉事業所応援市町キャン
ペーン

　障害者施設で作られたお菓子や雑貨のオンライン販売を通じ，障害のある方の社会参画
の推進と県民への理解促進を図る。

令和５年1月20日（金）～2月13日
（金）

キャンペーン特設サイト ○ https://hwpc.stores.jp/

広島県
障害者支援課
TEL082-513-3155
FAX082-223-3611

04
広島県就労振興セン
ター

ふれ愛プラザ
冬のスペシャル10weekｓ

　障害者施設で作られたお菓子や雑貨の販売を通じ，障害のある方の社会参画の推進と
県民への理解促進を図る。

令和４年11月１日（火）～
令和５年１月10日（火）

ふれ愛プラザ ○ https://fureai-plaza.com/

広島県
広島県就労振興センター
TEL:082-252-3100
FAX:

05
広島県就労振興セン
ター

セルプフェア
　障害者施設で作られたお菓子や雑貨の販売を通じ，障害のある方の社会参画の推進と
県民への理解促進を図る。

令和4年12月3日（土）～9日（金） 紙屋町シャレオ ○

広島県
広島県就労振興センター
TEL:082-252-3100
FAX:

令和４年度　「障害者週間」関連行事（予定）【広島県（管下の市町含む） 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
広島県聴覚障害者セン
ター

聴障センターまつり 　バザー・将棋教室・講演会等、聴覚障害のある方との交流を行い、理解促進を図る。

令和４年12月11日（土）～
12月12日（日）

①12/11(土)　10：00～16：00
①12/12(日)　10：00～15：00

広島県聴覚障害者センター ○

広島県
広島県聴覚障害者センター
TEL:082-254-0085
FAX:082-254-0087

07 呉市
輝いて☆くれヒューマンフェスタ２０２
２／障害者週間記念講演

　　「人権週間」記念行事との合同イベントとして「輝いて☆くれヒューマンフェスタ２０２２」を
開催する。
　様々な障害のある人が「地域で当たり前に生活するため」にまず，市民等へ障害のある人
の生活や障害の特性に応じたコミュニケーション方法を知っていただくことが重要であると
考え，講演会を開催することとした。

令和４年12月４日（日）
14:00～16:00

呉市信用金庫ホール ○

呉市
福祉保健部障害福祉課
TEL:0823-25-3523
FAX:0823-25-2522

08 呉市
令和４年度あいサポートアート展巡
回展示

　　障害のある方が制作された芸術作品の展覧会を行う。
令和５年２月20日（月）
～２月28日（火）

呉市役所
1階多目的室

○

呉市
福祉保健部障害福祉課
TEL:0823-25-3523
FAX:0823-25-2522

09 竹原市 広報誌掲載 　広報紙に記事を掲載し啓発を行う。 令和４年１１月７日（月）発行

広島県
市民福祉部健康福祉課
TEL:0846-22-7743
FAX:0846-23-0140

10 竹原市
図書館における特設コーナーの設
置

　障害・障害者の理解促進のための図書の紹介を行う。 １２月上旬を予定 竹原市市立竹原書院図書館

広島県
市民福祉部健康福祉課
TEL:0846-22-7743
FAX:0846-23-0140
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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 三原市 市広報誌掲載 　市広報誌へ障害者週間及び啓発事業について掲載し，周知を図る。 令和４年１２月１日（木）発行

三原市
保健福祉部社会福祉課
TEL:0848-67-6060
FAX:0848-64-2130

12 三原市
障害者週間啓発事業
街頭キャンペーン

　市内店舗にて，チラシと福祉事業所作成の啓発グッズを配布し，障害と障害のある人につ
いての理解啓発を図る。

令和4年１２月２日（金） 三原市内店舗

三原市
保健福祉部社会福祉課
TEL:0848-67-6060
FAX:0848-64-2130

13 三原市
障害者週間啓発事業
フクシカケルミハラアート展

　市内公共施設，店舗及び企業に障害のある人のアート作品を展示する。
令和４年１２月３日（土）～１２月１１
日（日）

三原市役所本庁舎，市内協力
店舗及び企業

○

三原市
保健福祉部社会福祉課
TEL:0848-67-6060
FAX:0848-64-2130

14 三原市
障害者週間啓発事業
当事者ワークショップ

　障害のある人を対象とし，「ひとりの市民として普通に暮らせるまちづくり」についてワーク
ショップを開催する。

令和４年12月３日（土） 三原駅前スペースサテラス ×

三原市
保健福祉部社会福祉課
TEL:0848-67-6060
FAX:0848-64-2130

15 三原市
障害者週間啓発事業
ペアレントカフェ

　ペアレントメンターによる体験談の発表や，子育て等について語り合うことができる会を開
催する。

令和４年12月３日（土） やっさ工房にしまち ×

三原市
保健福祉部社会福祉課
TEL:0848-67-6060
FAX:0848-64-2130
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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 三原市
障害者週間啓発事業
販売会

　三原特別支援学校や福祉事業所の製品販売会を開催する。 令和４年12月７日（水） 道の駅みはら神明の里 ○

三原市
保健福祉部社会福祉課
TEL:0848-67-6060
FAX:0848-64-2130

17 三原市
令和４年度あいサポートアート展巡
回展示

　障害のある人が制作した芸術作品の展示を行う。
令和５年１月16日（月）～１月20日
（金）

三原市民ギャラリー ○

三原市
保健福祉部社会福祉課
TEL:0848-67-6060
FAX:0848-64-2130

18 尾道市 障害者週間広報 　広報誌へ障害に関する情報を掲載し、啓発を行う。 令和４年度内広報 ○

尾道市
福祉保健部社会福祉課障害福祉係
TEL:0848-38-9125
FAX:0848-37-2740

19 尾道市 尾道福祉大会 　市内の障害児者施設を利用されている方が作成した絵画等の展示をする。
令和４年12月14日（水）～12月20日
（火）

・尾道市役所　1階ロビー
・尾道市総合福祉センター1階
ロビー

○

尾道市
福祉保健部社会福祉課障害福祉係
TEL:0848-38-9125
FAX:0848-37-2740

20 尾道市 尾道福祉大会
　Web上で広島スペシャルオリンピックスに出場した尾道市出身の選手のインタビュー動画
と講演会を一定期間配信する。

令和４年12月1日（木）～12月31日
（土）

ウェブサイト ○

尾道市
福祉保健部社会福祉課障害福祉係
TEL:0848-38-9125
FAX:0848-37-2740
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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 尾道市
令和４年度あいサポートアート展巡
回展示

　障害のある方が制作した芸術作品の展示を行う。（広島県主催） 令和5年1月6日（金）～1月13日（木）
尾道市役所　1階ロビー

○

尾道市
福祉保健部社会福祉課障害福祉係
TEL:0848-38-9125
FAX:0848-37-2740

22 福山市 障がい者週間における作品展示 　市内の障がい者福祉施設利用者の作品を展示する。
令和４年12月３日（土）～12月９日
（金）

福山市まなびの館ローズコム
エントランスホール

○

福山市
保健福祉局福祉部障がい福祉課
TEL:084-928-1062
FAX:084-928-1730

23 福山市 障がい者週間における物品販売 　市内の障がい者福祉施設利用者の製品を販売する。 令和４年12月３日（土） 福山市中央公園 ○

福山市
保健福祉局福祉部障がい福祉課
TEL:084-928-1062
FAX:084-928-1730

24 福山市 市広報誌へ特集記事を掲載
　地域で生活する障がい者とその支援員の方などの声等を広報紙（１２月号）に掲載するこ
とを通じて，障がい・障がい者に対する理解促進に努める。

福山市
保健福祉局福祉部障がい福祉課
TEL:084-928-1062
FAX:084-928-1730

25

府中市
障害者週間記念事業
「つなごうDay」実行委員
会

障害者週間記念事業「つなごうDay」
　障害者施設・団体の紹介、作品の展示・販売、福祉体験等を通じて、障害や障害者に対
する理解促進を図る。

令和４年12月９日（金）～10日（土） i-coreFUCHU 芝生広場 ○

府中市
健康福祉部福祉課
TEL:0847-43-7148
FAX:0847-45-3206
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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 府中市
令和４年度あいサポートアート展巡
回展示

　障害のある方が制作した芸術作品の展覧会を行う。
令和４年12月26日（月）～令和５年１
月４日（水）

i-coreFUCHU ギャラリース
ペース

○

府中市
健康福祉部福祉課
TEL0847-43-7148
FAX0847-45-3206

27
三次市障害者支援ネッ
トワーク連絡会議就労
支援部会

市内障害者就労支援施設の紹介 　市内障害者就労支援施設で製作される物品紹介や作業所の紹介パネルを展示する。
令和４年12月３日（金）～12月11日
（日）

三次市福祉保健センター
1階ロビー

○
https://houkatsu-
miyoshi.org/?page_id=14

広島県三次市
三次市障害者支援センター
福祉保健部社会福祉課
TEL0824-65-1131
0824-65-2051
FAX0824-65-1132
0824-62-6285

28 三次市
令和４年度あいサポートアート展入
賞作品

　令和４年度あいサポートアート展入賞作品の展示する。 令和４年12月19日（月）～12月23日
（金）

みよしまちづくりセンター
ロビー

○
https://www.city.miyoshi.hiroshima.j
p/index.html

広島県三次市
福祉保健部社会福祉課
TEL0824-65-2051
FAX0824-62-6285

29 三次市 市役所ほっとニュース
　CATVの市役所k情報番組「市役所ほっとニュースで，障害者就労支援施設の取り組みに
ついて紹介する。

令和４年12月７日（水）～12月13日
（火）

市内全域CATV受信者 ○
https://www.city.miyoshi.hiroshima.j
p/hisyo_m/kouhou_tv/kouhou_tv.htm
l

広島県三次市
福祉保健部社会福祉課
TEL0824-65-2051
FAX0824-62-6285

30 庄原市 障害者週間の周知 　庁舎等における懸垂幕、ポスター掲示等により障害者週間の周知を図る。
令和４年12月３日（土）～12月９日
（金）

庄原市役所

庄原市
生活福祉部社会福祉課
TEL0824-73-1210
FAX0824-75-0245
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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 庄原市
令和４年度あいサポートアート展巡
回展示

　障害のある方が制作した芸術作品を市役所本庁舎で展示する。
令和５年３月３日（金）～３月８日
（水）

庄原市役所 ○

庄原市
生活福祉部社会福祉課
TEL0824-73-1210
FAX0824-75-0245

32 大竹市 広報誌掲載 　市広報誌に障害に関する記事（障害者差別解消法に関する記事）を掲載し、啓発を行う。 令和４年11月号・12月号広報

大竹市
健康福祉部福祉課
TEL0827-59-2146
FAX0827-57-7185

33 大竹市
令和４年度あいサポートアート展巡
回展示

　障害のある方が制作した芸術作品の展覧会を行う。
令和４年３月10日（金）～３月16日
（木）（予定）

大竹会館１階市民スペース ○

大竹市
健康福祉部福祉課
TEL0827-59-2146
FAX0827-57-7185

34 東広島市
人権フェスティバル2022 聴覚分科
会

　人権週間記念事業と同時開催し、障害者のある方と健聴者との交流イベントを行う。
また、障害者の方の製作作品を展示する。

令和４年１２月３日（土） 東広島芸術文化ホール ○

東広島市
健康福祉部障害福祉課
TEL082-420-0180
FAX082-420-0181

35 東広島市 ぐるまるフェスタ2022
　自立支援講義会の権利擁護部会による障害者の権利擁護に関する啓発動画を掲載す
る。

（東広島市ホームページ）
令和4年10月下旬頃更新
令和4年11月上旬閲覧開始
令和5年３月31日木曜日

web開催 ×

東広島市
健康福祉部障害福祉課
TEL082-420-0180
FAX082-420-0181
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一般参加
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36 東広島市 広報紙への掲載
　障害者週間について、紹介記事をし広報紙へ掲載し市内全世帯へ配布するとともに、市
ホームページで同内容の記事を掲載し公開しようとするものである。

【広報紙】
11月20日前後：配布
【ホームページ）11月20日

市広報紙
市ホームページ

東広島市
健康福祉部障害福祉課
TEL082-420-0180
FAX082-420-0181

37 東広島市
市電光掲示板（都市宣言デジタル表
示盤）への掲載

　障害者週間について、市庁舎に設置されている電光掲示板（都市宣言デジタル表示盤）
へ記事を掲載しようとするものである。

12月３日～９日 市庁舎（デジタル表示盤）

東広島市
健康福祉部障害福祉課
TEL082-420-0180
FAX082-420-0181

38
廿日市市
（はつかいち福祉ねっ
と）

障害者週間啓発イベント
　 障がいのある・なしに関わらず、全ての人が互いに支えあう社会の実現を目指し、障がい
者福祉の啓発活動を行う。市内の障がい者団体や障がい福祉サービス事業所の活動を紹
介する展示や体験などを行う。

令和４年12月３日（土）
10時～17時

ゆめタウン廿日市店　２Ｆ
フロアスペース

○

廿日市市
廿日市市
障がい福祉相談センターきらりあ
TEL0829-20-0224
FAX0829-20-0225

39
安芸高田市障害者自立
支援協議会

あじさい横丁 　市内障害者施設利用者が作ったお菓子、野菜、小物を販売する。

①令和４年11月18日(金)
11:00～13:00
②令和４年12月16日(金)
11:00～13:00
③令和５年１月20日（金）
11:00～13:00

安芸高田市民文化センターク
リスタルアージョ

○

安芸高田市
安芸高田市障害者基幹相談支援セ
ンター

社会福祉課
TEL(基幹)
0826-47-1080
(社会福祉課)
0826-42-5615
FAX(基幹)
0826-47-1061
(社会福祉課)
0826-42-2130

40
安芸高田市障害者自立
支援協議会

人権講演会 　会場での人権講演会を開催する（内容は調整中）。
令和５年１月21日(土)
10：30～12：00

安芸高田市民文化センターク
リスタルアージョ

○

安芸高田市
安芸高田市障害者基幹相談支援セ
ンター

社会福祉課
TEL(基幹)
0826-47-1080
(社会福祉課)
0826-42-5615
FAX(基幹)
0826-47-1061
(社会福祉課)
0826-42-2130
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41
安芸高田市障害者自立
支援協議会

市内障害者施設紹介パネル展示 　市内障害者施設の活動紹介のパネル展示を行う。
令和４年12月３日(土)～
12月11日(日)

道の駅三矢の里あきたかた ○

安芸高田市
安芸高田市障害者基幹相談支援セ
ンター

社会福祉課
TEL(基幹)
0826-47-1080
(社会福祉課)
0826-42-5615
FAX(基幹)
0826-47-1061
(社会福祉課)
0826-42-2130

42
安芸高田市障害者自立
支援協議会

安芸高田市障害者作品展 　市内障害者施設利用者の作品展示を行う。
令和５年１月14日(土)～
１月26日(木)

道の駅三矢の里あきたかた ○

安芸高田市
安芸高田市障害者基幹相談支援セ
ンター

社会福祉課
TEL(基幹)
0826-47-1080
(社会福祉課)
0826-42-5615
FAX(基幹)
0826-47-1061
(社会福祉課)
0826-42-2130

43 安芸高田市 広報紙掲載 　市広報紙へ障害者週間に関連した特集記事を掲載し、周知・啓発を図る。 令和４年12月号

安芸高田市
社会福祉課
TEL0826-42-5615
FAX0826-42-2130

44 江田島市 市の広報誌へ掲載 　市広報紙へ「障害者週間」について掲載する。 令和４年12月号掲載予定

広島県江田島市
福祉保健部社会福祉課
TEL0823-43-1638
FAX0823-57-4432

45 江田島市 市の広報誌へ掲載 　市広報紙へ「あいサポート展」について掲載する。 令和５年２月号掲載予定

広島県江田島市
福祉保健部社会福祉課
TEL0823-43-1638
FAX0823-57-4432
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46 江田島市
令和４年度あいサポートアート展巡
回展示

　障害のある方が制作した芸術作品の展覧会を行う。
令和５年２月13日（月）～２月17日
（水）

江田島市役所本庁１階ロビー ○

広島県江田島市
福祉保健部社会福祉課
TEL:0823-43-1638
FAX:0823-57-4432

47 府中町
「ヒューマンフェスタ2022in府中町」
「第２５回スマイル２１」合同イベント

　人権啓発イベントと合同開催し、人権書道コンテスト・人権作文コンテスト表彰式を行う。
令和４年11月27日（日）
13：00～16：00

安芸府中生涯学習センターく
すのきプラザ

○

府中町
町民生活部自治振興課人権推進室
TEL082-286-3165
FAX082-284-7111

48 府中町
「ヒューマンフェスタ2022in府中町」
「第２５回スマイル２１」合同イベント

　人権啓発イベントと合同開催し、福祉なんでも相談会を行う。
令和４年11月27日（日）
13：00～16：00

安芸府中生涯学習センターく
すのきプラザ

○

府中町
町民生活部自治振興課人権推進室
TEL082-286-3165
FAX082-284-7111

49 府中町 広報誌「広報ふちゅう」掲載 　町で発行している広報誌に障害に関する記事を掲載し、啓発を行う。 令和４年12月号

府中町
福祉保健部福祉課障害者福祉係
TEL082-286-3161
FAX082-283-5775

50 海田町 町広報紙への掲載 　町広報紙へ「障害者週間」について掲載する。 令和4年12月1日発行

海田町
福祉保健部社会福祉課
TEL082-823-9207
FAX082-823-9627
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51 海田町
令和４年度あいサポートアート展巡
回展示

　障害のある方が制作した芸術作品の展示する。 令和５年２月６日（月）～10日（金） 海田町役場１階ロビー ○

海田町
福祉保健部社会福祉課
TEL082-823-9207
FAX082-823-9627

52 熊野町 広報誌｢広報　くまの｣掲載 　町で発行している広報誌に障害に関する記事を掲載し、啓発を行う。
令和４年12月号｢障害者週間と障害
者差別解消法｣啓発（予定）

広島県熊野町
健康福祉部　社会福祉課　地域・障
害者福祉グループ
TEL082-820-5635
FAX082-855-0155

53 熊野町 事業所展示 　町内障害者支援事業所等の作品展示を行う。 不定期
熊野町役場エントランスホー
ス

○

広島県熊野町
健康福祉部　社会福祉課　地域・障
害者福祉グループ
TEL082-820-5635
FAX082-855-0155

54 熊野町 熊野町図書館展示
　啓発ポスターの掲示、町内障害者支援事業所等の作品展示、障害関連図書の展示等を
行う。

令和４年１２月図書展示及び作品展
（予定）

熊野町図書館 ○

広島県熊野町
健康福祉部　社会福祉課　地域・障
害者福祉グループ
TEL082-820-5635
FAX082-855-0155

55 熊野町
令和４年度あいサポートアート展巡
回展示

　障害のある方が制作した芸術作品の展示を行う。
令和５年１月３０日（月）～令和５年２
月３日（金）

熊野町役場エントランスホー
ス

○

広島県熊野町
健康福祉部　社会福祉課　地域・障
害者福祉グループ
TEL082-820-5635
FAX082-855-0155



－12－

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

56 坂町 町広報紙への掲載 　町広報紙へ「障害者週間」について掲載する。 令和4年12月1日発刊

坂町
民生部民生課
TEL082-820-1505
FAX082-820-1521

57 安芸太田町 ポスター掲示 　各支所において障害者週間のポスターの掲示を行い、周知啓発等を行う。
令和４年１２月３日(土)～１２月９日
（金）

本庁・加計支所及び筒賀支所

安芸太田町
健康福祉課
TEL0826-25-0250
FAX0826-22-0686

58 北広島町
令和4年度あいサポートアート展巡
回展示

　障害のある方が制作した芸術作品の展示を行う。
令和４年12月12日（月）～12月16日
（金）

北広島町まちづくりセンター ○

北広島町
福祉課地域福祉係
TEL050-5812-1851
FAX0826-72-5242

59 大崎上島町
令和４年度あいサポートアート展の
広報

　県主催の令和４年度あいサポートアート展（市町巡回展示）に係る広報
町広報誌12月号掲載
　　（12/2各戸配布）予定

大崎上島町
福祉課
TEL:0846-62-0301
FAX:0846-62-0304

60 大崎上島町
令和４年度あいサポートアート展の
広報

　令和４年度あいサポートアート展ポスター掲示 10月～翌１月

大崎上島町
福祉課
TEL:0846-62-0301
FAX:0846-62-0304
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61 大崎上島町
令和4年度あいサポートアート展巡
回展示

　障害のある方が制作した芸術作品の展示を行う。
令和５年１月23日（月）～１月27日
（金）

大崎上島文化センター
ホール神峰

○

大崎上島町
福祉課
TEL:0846-62-0301
FAX:0846-62-0304

62 世羅町 広報誌掲載
　「障害者・児つうしん」の特集号として、町広報誌へ掲載する。また、障害者週間の周知の
ため、無線放送及びケーブルテレビで啓発をする。

広報誌：令和４年12月15日(木)発行
無線＆ケーブルテレビ：12月中

世羅町
福祉課障害者支援係
TEL0847-25-0072
FAX0847-25-0070

63 世羅町 令和４年度あいサポートアート展
　広島県が実施する「あいサポートアート展」の入賞作品の市町巡回展示に合わせて、町内
事業所に通う障害のある方が制作した芸術作品の展覧会を行う。

展覧会：令和５年３月19日（日）～1
か月程度

せらにしタウンセンター ○

世羅町
福祉課障害者支援係
TEL0847-25-0072
FAX0847-25-0070

64 神石高原町 広報誌掲載
　町広報誌（広報　神石高原）へ令和4年度あいサポートアート展開催について掲載し周知
を図る。

令和4年10月号 ○

神石高原町
保健福祉課　障害者生活福祉係
TEL0847-89-3335
FAX0847-85-3394

65 神石高原町 広報誌掲載 　町広報誌（広報　神石高原）へ障害者週間について掲載し周知を図る。 令和4年11月号 ○

神石高原町
保健福祉課　障害者生活福祉係
TEL0847-89-3335
FAX0847-85-3394
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