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都道府県・指定都市名 鹿児島県

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 鹿児島県
令和４年度鹿児島県障害者保健福
祉大会

　障害者の社会参加への意欲を喚起するとともに、「障害者一人ひとりの人格と個性が尊
重される社会づくり」を目指し、障害や障害者に対する県民の理解と認識をより一層深める
ことを目的として、鹿児島県障害者保健福祉大会を開催する（内容：県知事表彰、体験発
表、講演等）。

令和４年11月24日（木）
13：00～15：30

かごしま県民交流センター ○

鹿児島県
くらし保健福祉部障害福祉課
障害者支援室
TEL:099-286-2746
FAX:099-286-5558

02 鹿児島県
「心の輪を広げる体験作文」・「障害
者週間ポスター」の展示について

　「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」を障害者週間の期間中，県庁
舎内に展示する。

令和４年１２月２日（金）～１２月９日
（金）

行政庁舎２階県民ホール

鹿児島県
くらし保健福祉部障害福祉課
障害者支援室
TEL099-286-2746
FAX099-286-5558

03
社会福祉法人
鹿児島県身体障害者福
祉協会

あったか交流フェスタ2022
　障害者の自立と積極的な社会参加の促進及び障害や障害者に対する理解と認識を深め
ることを目的として、障害者と健常者が一緒に楽しめる「あったか交流フェスタ」を開催する。
（内容：ふれあいステージ、体験教室、文化作品展等）

令和4年12月4日(日）
10:00～14:30

ハートピアかごしま ○

鹿児島県
くらし保健福祉部障害福祉課
障害者支援室
TEL:099-286-2746
FAX:099-286-5558

04 鹿児島市 障害者作品展
　鹿児島中央駅地下通路「つばめロード市民ギャラリー」において、障害者の制作作品を展
示し、活動紹介の機会とする。

令和4年11月26日（土）～
令和4年12月10日（土）

鹿児島中央駅東口側地下通
路「つばめロード市民ギャラ
リー展示スペース」

○

鹿児島市
福祉部障害福祉課
TEL:099-216-1272
FAX:099-216-1274

05 鹿児島市 かごしま市チャレンジド大賞

　鹿児島市では、障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害のある人が
社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目
的として、様々な分野において、前向きに取り組み輝いている障害のある人や団体及び障
害のある人々を積極的に支援している個人や団体を、障害者週間（１２月３日～９日）に合
わせて表彰します。

未定 鹿児島市特別会議室 ×

鹿児島市
福祉部障害福祉課
TEL:099-216-1272
FAX:099-216-1274

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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06 出水市
生涯学習・福祉・ボランティアフェス
タ

　生涯学習・福祉分野における表彰及びパネルの展示や体験コーナーなどを行う。 令和５年２月２５日（土） 出水市文化会館 ○

出水市
保健福祉部　福祉課
TEL:0996-63-4045
FAX:0996-63-4122

07 指宿市 市広報紙への掲載 　市広報誌による啓発を図る。 指宿市広報紙令和4年12月号

鹿児島県指宿市
健康福祉部地域福祉課
TEL:0993-22-2111
FAX:0993-24-4342

08 西之表市 広報啓発 　「障害者週間」について、Ｔｗitter・Facebook・ＨＰ・広報誌に掲載し、市民への啓発を行う。
Ｔｗitter・Facebook・ＨＰ
令和４年12月1日～12月31日
広報誌（お知らせ版）10月25日発行

【URL】
http://www.city.nishinoomote.kagos
hima.jp/

西之表市
福祉事務所社会福祉係
TEL0997-22-1266
FAX0997-22-0295

09 霧島市

・霧島市広報誌による啓発
・ＦＭきりしまでの啓発
・国分図書館に「障害者週間特設
コーナー」の設置

　市広報誌、ＦＭきりしま、特設コーナーを用いて周知、啓発を図る。

・市広報誌：11月22日発行
・ＦＭきりしま、特設コーナー：障害者
週間の期間中

霧島市
保健福祉部　長寿・障害福祉課
TEL:0995-64-0855
FAX:099-45-1900

10 南さつま市 障害に関する広報・啓発 　広報紙へ障害者週間のお知らせ及び障害福祉制度について掲載する。 令和４年11月17日（木）発行

南さつま市
市民福祉部福祉課障害福祉係
TEL:0993-76-1537
FAX:0993-52-0113
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11 奄美市 障害者週間
　障害者の芸術作品を、奄美市役所ロビーに展示し、障害への理解を深めてもらうととも
に、当事者のやりがいや生きがいを高める。

令和4年12月３日（土）～
12月９日（金）

奄美市役所 ○

奄美市
保健福祉部福祉政策課障害福祉係
TEL0997-52-1111（内線5008）
FAX0997-52-2784

12
南さつま市身体障害者
福祉協会連合会

南さつま市身体障害者福祉協会連
合会グラウンドゴルフ大会

　会員相互の親睦を図り、合わせて会員の健康増進に寄与するため、身体障害者福祉協
会連合会会員によるグラウンドゴルフ大会を開催する。

令和４年10月26日（水） グリーンドーム金峰 ×

南九州市
福祉課障害福祉係
TEL:0993-56-1111
FAX:0993-58-3710

13 南九州市 市広報紙での啓発 　市広報紙での啓発を行う。 令和４年11月号掲載

湧水町
長寿福祉課　障害者福祉係
TEL:0995-74-3111
FAX:0995-74-4249

14 伊佐市 広報誌による啓発 　「障害者週間」について、市広報誌に掲載し市民への啓発を行う。 令和4年12月１日（木）

伊佐市

福祉課　障がい者支援係
TEL0995-23-1311
FAX0995-22-5035

15 伊佐市 街頭での啓発チラシの配布 　市身体障害者協会よる街頭広報活動を行う。 令和4年12月上旬 ニシムタ大口店

伊佐市

福祉課　障がい者支援係
TEL0995-23-1311
FAX0995-22-5036
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16 姶良市 広報紙掲載 　市広報紙への障害者週間に係る啓発記事の掲載 令和４年11月号 姶良市内 ×

姶良市
保健福祉部長寿・障害福祉課
TEL0995-66-3251
FAX0995-65-6964

17 さつま町 さつまる・ふくしマルシェ
　障害（児）者が制作した絵画等の作品の展示及び知的障害（児）者に対して各種障害福祉
サービスを提供する事業所や障害者福祉団体の活動紹介等を行う。

令和４年12月３日（金）～
12月９日（木）

さつま町プラッセだいわ宮之
城店

○

http://www.satsuma-net.jp

南種子町
保健福祉課福祉年金係
TEL:0997-26-1111
FAX:0996-52-3514

18 湧水町 広報誌による啓発 　「障害者週間」について，町広報誌に掲載し町民への啓発を行う。 12月1日

鹿児島県宇検村
保健福祉課
TEL:0997-67-2212
FAX:0997-67-2262

19 南種子町 広報誌による啓発 　広報紙へ障害者週間のお知らせ及び障害福祉制度について掲載する。 令和４年12月１日（木）

鹿児島県宇検村
保健福祉課
TEL:0997-67-2212
FAX:0997-67-2262

20 宇検村 庁舎内において作品等の展示 　障害者週間のポスターを掲示。
令和４年１２月２日（金）～１２月９日
（金）

宇検村役場庁舎内

瀬戸内町
保健福祉課　福祉係
TEL:0997-72-1068
FAX:
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21 宇検村 庁舎内において作品等の展示 　村内にある障害者施設利用者や，デイケア利用者の作品等の展示。
令和４年１２月２日（金）～１２月９日
（金）

宇検村役場庁舎内

鹿児島県宇検村
保健福祉課
TEL0997-67-2212
FAX0997-72-1120

22 瀬戸内町 庁舎内において作品などの展示 　障害者施設入所者・就労支援施設通所者の作品等展示を行う。
令和４年１２月３日（土）～１２月９日
（金）

瀬戸内町役場庁舎内 ○

うるま市
①にこキッズ実行委員会事務局

②福祉部障がい福祉課
TEL:①098-964-2239

②098-973-5452
FAX:
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