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都道府県・指定都市名 福岡県

NO. 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
福岡県

（北九州市との共催）
農福連携マルシェ

　(1)障がいのある方が農業分野で就労する「農福連携」の情報発信
　(2)障がいのある方がつくる「まごころ製品」の内、主に農産物及び農産加工品の販売

令和4年12月3日（土）
10:00～16:00（予定）

小倉井筒屋クロスロード ○

福岡県
福祉労働部障がい福祉課
TEL:092-643-3264
FAX:092-643-3304

02
福岡県 障がいのある人がつくる「まごころ製

品」の販売会
　障がいのある方がつくる「まごころ製品」の販売を行う。

①令和4年12月5日（月）～12月9日
（金）
11:00～14:00（予定）
②令和4年12月5日（月）～12月9日
（金）
③令和4年12月1日（木）
9:45～14:00（予定）

①県庁舎行政棟（福岡市）
②県総合庁舎等13箇所（県内
各地）
③県議会棟（福岡市）

○

福岡県
福祉労働部障がい福祉課
TEL:092-643-3264
FAX:092-643-3304

03 福岡県 障害者週間啓発
　12月3日～9日の障害者週間に合わせ、障がいのある方や障がいの特性についての理解
を促進するため、県庁舎壁面に懸垂幕を掲示する等の広報活動を実施する。

令和4年12月3日（土）～12月9日
（金） 県庁舎行政棟（福岡市） ×

福岡県
福祉労働部障がい福祉課
TEL:092-643-3264
FAX:092-643-3304

04
福岡県
（障害者社会参加推進
センター）

障害者週間街頭啓発
　12月3日～9日の障害者週間の前後に、障がいへの理解ハンドブックの配布やまごころ製
品の周知を行うことで、障がいのある方の主体的な社会参加を促進するとともに、障がい福
祉に関する県民の理解を深めることを目的として実施する。

令和4年12月3日（土）～12月9日
（金）
 ※2時間程度

博多駅博多口（福岡市） ○

福岡県
福祉労働部障がい福祉課
福岡県障害者社会参加推進セン
ター
TEL:092-643-3264
092-584-6067
FAX:092-643-3304
092-584-6070

05 大牟田市
市広報誌及び地方ラジオによる啓
発

　障害者週間に合わせ
①市広報誌に障害者週間についての記事を掲載する。
②障害者週間について地方ラジオ内にある大牟田市行政コーナーに出演する。

①令和4年12月1日号
②令和4年11月28日

×

大牟田市
保健福祉部福祉支援室
福祉課障害福祉担当
TEL:0944-41-2663
FAX:0944-41-2664

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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NO. 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 久留米市 市広報誌による啓発 　障害者週間に合わせ、市広報誌に障害に関する啓発記事を掲載する。 令和4年12月1日号 ×

福岡県
健康福祉部障害者福祉課
TEL:0942-30-9035
FAX:0942-30-9752

07 飯塚市 「障害者週間」の啓発活動

　①本庁ホール及びサン・アビリティーズいいづかで、障がい者や関連施設の活動紹介や
作品展示を行う。
　②障がいに関する関心と理解を深めるために、市広報紙で障がい者週間について掲載す
る。
　③本庁及びサン・アビリティーズいいづかに横断幕を掲示して啓発に取り組む。

①本庁：令和4年12月7日（水）～8日
（木）
　サン・アビリティーズいいづか
　　　　 ：令和4年12月2日（金）～3日
（土）
②令和4年12月1日（木）
③令和4年12月2日（金）～9日（金）

①③飯塚市役所本庁及びサ
ン・アビリティーズいいづか
②飯塚市役所本庁

○

飯塚市
福祉部社会・障がい者福祉課
TEL:0948-22-5500
FAX:0948-21-6356

08 田川市 田川市
　「障害者週間」の期間中、市役所周辺道路や当課窓口横にのぼり旗を設置し、市民への
啓発を行う。

令和4年12月2日（金）～令和4年12
月９日（金）

田川市役所内及びその周辺
道路

田川市
市民生活部高齢障害課
TEL:0947-85-7130
FAX:0947-42-2000

09 八女市 障害者週間啓発活動
　①12月3日～12月9日の障害者週間に合わせ、庁舎壁面への懸垂幕の提示
　②広報紙へ障害者週間に関する記事の掲載

①令和4年12月3日（土）～12月9日
（金）
②広報紙12月号

①八女市役所 ×

八女市

健康福祉部福祉課障がい者福祉係
TEL:TEL：0943-23-1335（直通）
FAX:FAX：0943-22-7099

10 大川市 障害者週間に関するイベント
　①市内就労支援事業所を紹介するパンフレット等の配布
　②障がい者による、事業所で制作している商品の販売
　③相談支援事業所による、障害福祉に関する相談会

R4年12月3日（土）～12月4日（日）
10:00～16:00（なくなり次第終了）

ゆめタウン大川 ○

福岡県大川市
福祉事務所福祉係
TEL:0944－85－5532
FAX:0944－86－8483
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11 中間市 障害者週間啓発活動 　啓発横断幕を掲示して街頭宣伝を行う。
令和4年12月3日（土）～12月9日
（金）

中間市内 ○

中間市
保健福祉部福祉支援課障がい者福
祉係
TEL:093-246-6282（直通）
FAX:093-244-0579

12 小郡市 「障害者週間」のぼり設置 　「障害者週間」の期間中、市役所・公共施設にのぼり旗を設置し、市民への啓発を行う。 令和4年12月2日（金）～9日（金） 小郡市役所・市内公共施設

小郡市
市民福祉部福祉課
TEL:0942-72-2111
FAX:0942-73-2555

13 筑紫野市 広報啓発 　市広報に障害者週間や障がいに関する啓発記事を掲載する。 広報ちくしの令和4年12月号

筑紫野市
健康福祉部生活福祉課障がい者福
祉担当
TEL:092-923-1111
FAX:092-923-5230

14 春日市 ボッチャ体験会 　ボッチャの体験会を行う。
令和4年12月3日（土）　10：00～12：
30（予定）

総合スポーツセンター ×

福岡県
福祉支援部福祉支援課障がい担当
　
TEL:092-584-1111
FAX:092-584-1154

15 春日市 市報による啓発 　大記事で、障がい者週間、就労継続支援Ｂ型について啓発を行う。 令和4年12月1日号 https://www.city.kasuga.fukuoka.jp

福岡県
福祉支援部福祉支援課障がい担当
　
TEL:092-584-1111
FAX:092-584-1154
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16 春日市
障害者週間・就労継続支援B型の啓
発

　障害者週間、就労継続支援B型事業所の展示を行う。
令和4年12月3日（土）～9日（金）　8：
30～17：00

春日市役所アトリウム https://www.city.kasuga.fukuoka.jp

福岡県
福祉支援部福祉支援課障がい担当
　
TEL:092-584-1111
FAX:092-584-1154

17 春日市
障害者週間スポーツ大会（グラウン
ドゴルフ）

　障害の有無に関わらず、グラウンドゴルフを通じて交流を図る。 令和4年11月19日（土）9：00～13：00 総合スポーツセンター ×

福岡県
春日市身体障害者福祉協会（主催）
福祉支援部福祉支援課障がい担当
（後援）
　
TEL:092-581-7225（協会）
092-584-1111（市）
FAX:
092-584-1154（市）

18 春日市 街頭啓発 　障害者週間の啓発リーフレット及び啓発物品の配付を行う。 　令和4年12月2日(金)７:30～8：00
ＪＲ春日駅
　ＪＲ大野城駅
　西鉄春日原駅

福岡県
福祉支援部福祉支援課障がい担当
　
TEL:092-584-1111
FAX:092-584-1154

19 宗像市 広報紙による啓発 　市広報紙に障害者週間や障害者差別解消法についての啓発記事を掲載する。 令和4年12月１日（水）

宗像市
健康福祉部福祉課障害者福祉係
TEL:0940‐36‐3135
FAX:0940‐36‐5856

20 宗像市 障害者美術作品展示 　市内に在住、通勤、通学している障がいのある方の美術作品を募集し、展示する。 令和4年12月中旬 宗像ユリックス ○

宗像市

健康福祉部福祉課障害者福祉係
TEL:0940‐36‐3135
FAX:0940‐36‐5856
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21 宗像市 街頭啓発
　人権問題啓発強調期間の啓発事業の一環として、人権問題についての正しい理解と認識
を図るため街頭啓発を実施する。

令和4年12月上旬 市内商業施設、大島

宗像市
健康福祉部福祉課障害者福祉係
TEL:0940‐36‐3135
FAX:0940‐36‐5856

22 宗像市 人権文集
　市立学校（小、中、義務教育学級）の児童生徒による標語、ポスター、作文を応募し文集
を作製する。

応募期間：
令和4年9月～11月下旬
文集完成予定：
令和5年2月上旬

市立学校の
（小、中、義務教育学級）
全児童生徒
地域、関係機関等に配布

○

宗像市

市民協働環境部人権対策課人権啓
発調整係
TEL:0940-36-1270
FAX:0940-36-0320

23 太宰府市 障害者週間の啓発
　①市広報に障害者週間や障がいに関する啓発記事を掲載する。
　②市ホームページやSNS、市民課に設置されているモニターで障害者週間の啓発を行う。

①令和4年12月1日号
②令和4年12月上旬頃

×

太宰府市
健康福祉部福祉課障がい福祉係
TEL:092-921-2121
FAX:092-925-0294

24 古賀市 「いのち輝くまち☆こが２０２２」
　人権に関するつどいの「いのち輝くまち☆こが２０２２」において、障がいの理解促進・啓発
のため、障がい者福祉事業所で製作された物品を配布する。

令和4年12月4日（日） 古賀市リーパスプラザこが ○

福岡県古賀市
保健福祉部福祉課障がい福祉係
TEL:092-692-1078
FAX:092-942-1154

25 福津市 広報掲載
　福津市意志疎通支援事業の紹介を通じ、手話通訳者の活動内容や聴覚障がいについて
理解を深めてもらえるよう啓発を行う

12月号に掲載 ×

福津市
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
TEL:0940-43-8189
FAX:0940-34-3881
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26 宮若市 広報誌による啓発 　障がい者週間に合わせ、市広報誌等を利用し、障がい者週間の啓発に取り組む。 広報誌令和４年12月号 ×

宮若市
子育て福祉課障がい者福祉係
TEL:0949-32-0541
FAX:0949-32-9430

27 嘉麻市 障害者週間の広報啓発
　障害者週間について、市報に掲載および市役所内において啓発物の配布を行い、市民へ
の啓発を行う。

市報令和4年11月号に掲載
（啓発物の配布）令和4年12月５日
（月）～12月9日（金）

嘉麻市役所　各庁舎 ×

福岡県
嘉麻市役所社会福祉課
障がい者福祉係
TEL:0948－42－7458
FAX:0948－42－7091

28 朝倉市 まごころ製品販売 　障がい者がつくる「まごころ製品」の販売を行う。

令和4年11月10日（木）、11日（金）、
24日（木）、25日（金）
令和4年12月8日（木）、9日（金）、22
日（木）、23日（金）
令和5年1月12日（木）、13日（金）、
26日（木）、27日（金）
時間：11:30～13:30

朝倉市役所本庁
地階販売店前

○

朝倉市
福祉事務所障がい者福祉係
TEL:0946-28-7551
FAX:0946-22-5199

29 朝倉市 「障害者週間」の啓発活動 　障がいに関する関心と理解を深めるため、市広報紙で障がい者週間について掲載する。 令和4年12月1日号掲載

朝倉市
福祉事務所障がい者福祉係
TEL:0946-28-7551
FAX:0946-22-5199

30 那珂川市 にこにこマーケット 　障がい者が作る「まごころ製品」の販売を行う。
令和4年12月5日～9日のうち　三日
間

那珂川市役所1階ホール ○
那珂川市健康福祉部障がい者支援
課障がい者支援担当
TEL:092-953-2211
FAX:092-953-2312
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31 那珂川市 広報啓発 　市広報に、障害者週間や障がいに関する啓発記事を掲載する。 令和4年12月号 ○
TEL:
FAX:

32 篠栗町
広報活動、街頭啓発活動、まごころ
製品の販売

　①障がい者の理解促進のため、、町広報にて障がいに関する内容を掲載。
　②町内での街頭啓発活動、。（啓発物品の配布）
　③庁舎内での啓発物品の配布。
　④まごころ製品の販売。

①令和4年12月広報
②令和4年12月3日～9日（1日のみ）
③令和4年12月3日～9日
④令和4年12月3日～9日（1日のみ）

①町内
②未定
③庁舎内
④未定

○

福岡県　篠栗町
福祉課　障がい者支援係
TEL:092-947-1356
FAX:092-947-7977

33 志免町 広報による啓発 　町広報に障害者週間に関する記事を掲載する。 令和4年12月広報 ×

福岡県
福祉課福祉係
TEL:092-935-1038
FAX:092-935-2469

34 新宮町 人権フェスティバル
　人権問題啓発強調期間の啓発事業の一環として催される「人権フェスティバル」におい
て、町内の小・中学校、高校、特別支援学校から応募のあった児童生徒による標語、ポス
ターから優秀作を表彰し人翌年の権カレンダーを作成する。

令和4年12月3日（土）10：00～12：00 そびあしんぐう ○

福岡県・新宮町
健康福祉課
TEL:092-962-0239
FAX:092-962-0725

35 久山町 広報による啓発
　障害者週間、障がいに関する相談窓口の周知ならびに障がいへの理解についての啓発
記事掲載

令和４年１２月号 ×

福岡県
久山町
福祉課福祉係
TEL:092-976-1111
FAX:092-652-3525
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36
粕屋町
粕屋町教育委員会

粕屋町人権を尊重する町民のつど
い

　人権週間と障害者週間　合同開催行事
　・人権啓発映画の上映
　・人権標語、ポスター等の表彰

令和４年１２月４日（日）
１３：００～１６：００

サンレイクかすや ○

福岡県粕屋町
住民福祉部介護福祉課
TEL:092-938-0229
FAX:092-938-3150

37 芦屋町 広報・啓発の実施
　障害者週間に合わせ、町広報誌に、障がいに関する関心と理解を深めるための啓発記事
を掲載する。

令和4年12月号 ×

芦屋町
福祉課　障がい者・生活支援係
TEL:093-223-3530
FAX:093-222-2010

38 岡垣町 障害者週間啓発活動
　（1）障害者団体の活動を紹介するポスター及び障害や障害のある人に対する理解促進を
図るためのポスターを掲示する。
　（2）町内の商業施設や駅にて、啓発物品の配布を行う。

（1）①2022年12月１日（木）～12月15
日（木）
②2022年12月16日（金）～12月28日
（水）
（2）2022年11月29日（火）

（1）①いこいの里ギャラリー
②地域交流センター
（2）ＪＲ海老津駅、ハローデイ
岡垣店、イオン岡垣店

○

福岡県岡垣町
福祉課障害者支援係
TEL:093-282-1211
FAX:093-282-1299

39 遠賀町 啓発活動
　障がい者週間ののぼり旗、障がいに関する啓発チラシ等を広報紙に折り込みを行い、ほ
ぼ全世帯に配布することで周知・啓発を実施する。

2022年12月3日（土）～2021年12月9
日（金）

×

遠賀町
福祉課障がい者支援係
TEL:093-293-1234
FAX:093-293-0806

40 小竹町
障がい者通所事業所等による作品
展示・販売会

　小竹町人権講演会の開催日に会場で作品展示及び販売会を実施する。
令和４年１２月８日（木）
１３時～１４時

小竹町中央公民館 ○

小竹町
福祉課　一般福祉係
TEL:0949-62-1219
FAX:0949-62-1140
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41
小竹町
小竹町教育委員会

人権講演会 　合理的配慮に関する講演会を実施する。
令和４年１２月８日（木）
１４時～１５時３０分

小竹町中央公民館 ○

小竹町
税務住民課　住民係
TEL:0949-62-1217
FAX:0949-62-1140

42 小竹町
広報による啓発及び啓発物品の配
布

　啓発物品（ティッシュ・ボールペン）の配布及び広報誌に啓発記事を掲載し、「障害者週
間」の周知を図る。

令和４年１２月５日（月）～９日（金）
トライアル小竹店（予定）
役場庁舎
小竹町中央公民館

○

小竹町
福祉課　一般福祉係
TEL:0949-62-1219
FAX:0949-62-1140

43 筑前町 町広報誌での啓発 　町広報誌に障がいに関する啓発記事を掲載する。 令和4年12月号

筑前町
福祉課生活福祉係
TEL:0946-23-8490
FAX:0946-24-8751

44 筑前町 ど～んとかがし祭り 　障がい者差別解消に関するチラシ配布 11月6日 安の里公園 ○ http://www.town.chikuzen.fukuoka.jp

筑前町
企画課
TEL:0946-42-6601
FAX:0946-42-2011

45 筑前町 まごころ商品物販会 　障がい者差別解消に関するチラシ配布 11月12日
ファーマーズマーケット
みなみの里

○

筑前町
福祉課生活福祉係
TEL:0946-23-8490
FAX:0946-24-8751
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46 大刀洗町 障がい者への理解啓発

　障害者週間に合わせ、障がいのある方や障がいの特性についての理解を促進するため、
　①庁舎壁面への懸垂幕の掲示、
　②広報紙へ障害者週間に関する記事の掲載、
　③同時期に開催される人権講演会にて啓発資料の展示・配布等　　　を行う。

①令和4年12月3日（土）～12月9日
（金）
②広報12月号
③令和4年12月4日（日）

①大刀洗町役場
③大刀洗ドリームセンター

×

福岡県大刀洗町
福祉課
TEL:0942-77-2266
FAX:0942-77-3063

47 大木町 広報への掲載 　障害者週間に合わせて、町広報誌に障害に関する記事を掲載する。
令和4年12月1日～令和4年12月31
日

×
障害者週間に合わせて、町広報誌
に障害に関する記事を掲載する。

福岡県大木町
健康福祉課
TEL:0944-32-1060
FAX:0944-32-1054

48 川崎町 広報誌のよる啓発 　障害者週間に合わせて、町広報誌に障害に関する記事を掲載する。 令和４年１２月号 ×

川崎町
福祉課福祉係
TEL:0947-72-3000
FAX:0947-72-3577

49 福智町 広報誌による啓発 　障害者週間に合わせて、町広報誌に障がいに関する啓発記事を掲載する。 令和４年１２月号 ×

福智町
高齢障がい福祉課 障がい者福祉係
TEL:0947-22-7762
FAX:0947-49-7950

50 苅田町 広報啓発活動 　町広報誌、ホームページに障害者週間や障がいに関する啓発記事を掲載する。 広報11/25号

苅田町
福祉課障がい福祉担当
TEL:093-434-1039
FAX:093-435-0023
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51 苅田町 障がい者週間啓発活動
　町内の障がい者就労継続支援施設、生活介護施設の紹介、及び制作作品等を展示す
る。

令和4年12月1日～12月14日 苅田町庁舎ロビー

苅田町
福祉課障がい福祉担当
TEL:093-434-1039
FAX:093-435-0023

52 みやこ町 広報による啓発 　町の広報誌に障害者週間に関する記事を掲載する。 令和４年１２月号 ×

みやこ町
子育て・健康支援課障がい者支援
係
TEL:0930-32-2725
FAX:0930-32-2735

53 築上町 広報啓発 　町広報に障害者週間や障がいに関する啓発記事を掲載する。 令和４年１２月号

築上町
保険福祉課　障がい者支援係
TEL:0930-56-0300
FAX:0930-56-0334
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