
１　街頭啓発キャンペーン
事業概要 実施月日 実施時間 実施場所 主催

　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する。

12月3日（土）
～12月9日（金）

9:00～21:00
高梁市高梁図書館
（高梁市旭町1306）

高梁市自立支援協議会

　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。

11月27日（日） 8:00～11:00
備前福岡の市
（瀬戸内市長船町福岡）

岡山県備前県民局、
瀬戸内市

　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。

12月1日(木）
～12月9日（金）

8:30～17:15
赤磐市役所窓口
（赤磐市下市344）

赤磐市

　「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。

12月3日（土） 10:30～11:30
赤磐市中央図書館
（赤磐市下市325-1）

赤磐市

　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。

12月3日（土）～ 8:30～17:15 早島町健康福祉課窓口 早島町

　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
する。

12月3日（土）
～12月9日（金）

8:30～17:15
奈義町保健相談センター
（勝田郡奈義町豊沢327-1）

奈義町

　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。

12月5日（月） 7:30～8:15
笠岡駅前
里庄駅前

笠岡市、里庄町

２　広報媒体による啓発
広報媒体 事業概要 実施月日 実施時間 実施場所 主催

広報紙
　広報誌に「障害者週間」の啓発記事を掲載す
る。

11月号又は12月号 ―

倉敷市、高梁市、備前市、瀬戸内
市、真庭市、浅口市、早島町、鏡
野町、勝央町、奈義町、西粟倉
村、久米南町、美咲町

倉敷市、高梁市、備前市、
瀬戸内市、真庭市、浅口
市、早島町、鏡野町、勝央
町、奈義町、西粟倉村、久
米南町、美咲町

ホームページ
　ホームページに障害者週間について周知・啓
発を行う。

11月～12月 ― ― 高梁市、真庭市

ラジオ
　ラジオで障害者権利擁護セミナー開催の案
内を行う。

11月25日（金）
10:00～10:07
（約1分20秒）

― 岡山県

告知端末
　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。

12月3日（土）
～12月9日（金）

期間中数回
― ― 和気町

啓発旗
　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。

12月3日（土）
～9日（金）

―

ゆめトピア長船
（瀬戸内市長船町土師277-4）
瀬戸内市地域自立支援協議会事
務局
（瀬戸内市邑久町山田庄880-1）

瀬戸内市

３　講演会等の開催
イベント名 事業概要 実施月日 実施時間 実施場所 主催

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。

12月3日（土） 13:00～16:00
総社市山手公民館
（総社市岡谷151-1）

総社市

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＞

12月4日（日） 13:30～16:00
きらめきプラザ
（岡山市北区南方2-13-1）

岡山県、岡山県障害者権
利擁護センター

障害者週間イベント
講演会

　障害・障害者の理解促進のための講演会を
実施する。
テーマ：自分らしい生き方探しを応援したい
～障害も１つの個性～
講師：滝沢達史さん（放課後等デイサービスホ
ハル代表）

12月4日（日） 13:30～15:00
浅口市健康福祉センター
（浅口市鴨方町鴨方2244-26）

浅口市

４　その他（イベント等）
イベント名 事業概要 実施月日 実施時間 実施場所 主催

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。

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
（倉敷市福田町古新田940）

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。

11月21日(月)
～令和5年1月25日

(水)
（会場により開催日が

異なります）

8:30～17:15
（会場により時間が異

なります）
ライフパーク倉敷ほか各市庁舎 倉敷市

第６回きらぼし★アート展

障がいのある一人ひとりが個性と表現力を発
揮し，アートを通じて障がいの有無に関わらず
地域社会での交流を深めることを目的に作品
展示を行う。11月２６日にはシンポジウムを開
催。

11月26日（土）
～12月4日（日）

10:00～16:30
（最終日15:00閉館）

勤労者総合福祉センター（サン
ワーク総社）
（総社市駅南１－５－７）

総社市、一般社団法人岡
山障害者文化芸術協会、き
らぼし★アート展実行委員
会

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。
※要事前申込（申込は11/11で終了）

11月27日（日） 7:50～
倉敷市立新田中学校
（倉敷市新田2674-3）

倉敷市

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。

11月27日（日） 13:00～16:00
美作市湯郷地域交流センター
（美作市湯郷826）

勝英地域自立支援協議会

令和４年度 「障害者週間」関連行事一覧

各地域の「障害者週間」
街頭啓発事業



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。

12月1日（木）
～12月28日（水）

―

【展示会場】
吉備プラザ
（加賀郡吉備中央町吉川4860-6）
町内各郵便局

吉備中央町障害者等地域
自立支援協議会

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。

12月2日（金） 10:00～18:00
イオンモール倉敷
（倉敷市水江1）

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。

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

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。

12月2日（金）
～12月9日（金）

8:30～17:15
（最終日は16：00まで）

玉野市役所１階ロビー
（玉野市宇野1丁目27-1）

玉野市

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。

12月3日（土）
～12月9日（金）

10:00～20:00
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

真庭WeLLbeingフェア
　　～しあわせな地域づくりに向けて
～

・講演会　3本
・就労支援事業所や真庭の人気店によるマル
シェ
・技術展（市内の福祉事業所の技術・製品など
の展示）
・相談コーナー（福祉用具の展示・手話、要約
筆記の体験コーナー）
等を実施

12月4日（日） 10：30～16：00
勝山文化センター
（真庭市勝山319）

真庭市

障害者週間イベント
作品・パネル展示、福祉プチマル
シェ、福祉アート展、福祉ネイル体験

　障害者施設等によるパネル・作品展示、お菓
子や小物の販売、アート作品の展示や、障害
のある方を対象としたネイル（爪磨き）体験を実
施する。

12月4日（日） 10:00～15:00
浅口市健康福祉センター
（浅口市鴨方町鴨方2244-26）

浅口市

作品展
　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。

12月5日（月）
～12月9日（金）

10:00～16:00
早島町地域活動支援センター
（都窪郡早島町前潟287-1）

早島町

作品展
　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2日（金）
～12月16日（金）

8:30～17:15
矢掛町役場庁舎
（小田郡矢掛町矢掛3018）

矢掛町

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。

12月5日（月） 10:00～14:00
イオンモール津山
（津山市河辺1000-1）

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。

12月5日（月）
～12月9日（金）

8:30～17:00
（12月9日（金）のみ

15:30まで）

津山市役所１階市民ホール
（津山市山北520）

津山市ふれあいスポーツ大
会実行委員会

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）

8:30～17:00
(初日は9：00から、

最終日は16：00まで）

井原市役所１階市民サロン
（井原市井原町311-1）

井原市ふれあいアート展実
行委員会

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9日（金） 11:00～14:00
高梁市役所市民ホール
（高梁市松原通2043）

高梁市

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。

12月8日（木） 10:00～14:30

【販売・チラシの配布】
サンパーク新見
（新見市正田字橋ノ本433-6）
【チラシの配布】
新見プラザ
（新見市高尾2477-1）

新見市障害者自立支援協
議会

心をつなぐ　かさおかアート展
　就労支援事業所等で障がいのある人が創作
した作品を募集し、展示する。

12月16日（木）
～12月20日（火）

9:00～17:00
（最終日は12:00まで、

休館日（月）を除く）

笠岡市民会館１階第１会議室
（笠岡市六番町1-10）

笠岡市

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。

12月17日（土） 9:00～11:30
ロマン高原
かよう総合会館
（加賀郡吉備中央町豊野1-2）

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

第５回全国手話言語市区長会手話
劇祭

全国規模の手話に関するイベントを行うことで
広く市民に関心を持っていただき，手話劇等の
手話の奥深い世界観を体感していただくこと
で，聴覚障がい児者への理解を深める。

12月18日（日） 9:30～15:30
笠岡市民会館
（笠岡市六番町1-10）

全国手話言語市区長会

※市町村が行う行事の最新情報については、各市町村までお問い合わせください。


