令和３年度 「障がい者週間」関連行事

NO.

主催

行事・取組 名称

内

容

障がい者理解のための啓発ポスター等の展示を行う。

1

神奈川県

開催期間
(開催時刻)

神奈川県

第13回神奈川県障害者文化・芸術祭

3

神奈川県

心のバリアフリー推進員養成研修講座

4

神奈川県

学生の活動報告交流会

5

神奈川県

「ともに生きる社会かながわ憲章」Tシャツ
販売

神奈川県庁新庁舎1階ロ
ビー
障がい者の文化・芸術活動の促進と技術の向上や、文化・芸術活動を通じた地域社会との交流により、障がい者 令和3年12月11日(土)10:00～16:00
の積極的な社会参加を推進するとともに、地域の障がい者の文化芸術活動の振興を図ることを目的として、写
令和3年12月12日(日)10:00～15:00
真・書道・手芸・工作・絵画等の展示及びダンスなどのサークル活動を行っている団体の発表を行う。団体の発表
については、オンライン開催とする。

企業等において障がい者に対する取組みの中心的な役割を担う「心のバリアフリー推進員」の養成研修（企業向
け。事前申し込みが必要。定員になり次第締切）を行う。

令和3年12月7日(火)14:00～16:00

県内大学の学生がともに生きる社会をテーマとして取り組む研究活動やフィールドワーク、ボランティア活動等に
ついて発表し交流する。

令和3年12月11日(土)

①当所の外来を利用されている障害のあるお子さんが外来の作業療法絵画グループで作成した作品を活用した ①通年
カレンダーと作品の写真の展示する。② 同じフロアに、「障害者週間」のポスターを掲示し、関連行事のチラシを ②「障害者週間」の前後
配架する。

6

神奈川県

利用者の作品展示

7

神奈川県

県共生推進本部室共生推進グループ主催「ともに生きる社会かながわ憲章」に係る車いす用スポークカバー」を
県共生推進本部室共生推進グループ主催 借用し、展示する。
「ともに生きる社会かながわ憲章♯」に係る
車いす用スポークカバー」の貸し出し

8

神奈川県

令和3年度養育支援講演会

神奈川県

精神障がい者の雇用と職場定着に悩みがある企業を主な対象として、精神障がい者の雇用と職場定着に特化し
た研修会を全３回実施する。
令和3年10月27日(水)14:00～16:30
令和3年11月11日(木)14:00～16:30
令和3年11月25日(木)14:00～16:30
精神障がい者雇用・職場定着支援研修会

9

WEB情報

部局名

TEL

FAX

神奈川県

障害福祉課社会参加推進グループ

045-210-4709

045-201-2051

神奈川県

障害福祉課社会参加推進グループ

045-210-4709

045-201-2051

○

神奈川県総合医療会館会議
室A

×

神奈川県

障害福祉課社会参加推進グループ

045-210-4709

045-201-2051

オンライン

○

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/kyou 神奈川県
sei-forum.html

共生推進本部室共生グループ

045-210-4961

045-210-8854

神奈川県

共生推進本部室共生グループ

045-210-4961

045-210-8854

神奈川県

神奈川県立総合療育相談センター地域企画課 0466-84-5700

0466-80-1901

神奈川県

神奈川県立総合療育相談センター地域企画課 0466-84-5700

0466-80-1901

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/y5c/cnt/f 神奈川県
530968/p545.html

健康医療局鎌倉保健福祉事務所三崎センター 046-882-681

046-881-7199

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/syogai 神奈川県
syakoyo/kenshukai.html

産業労働局労働部雇用労政課
障害者雇用促進グループ

045-210-5871

045-210-8873

社会福祉協議会

045-943-4058

045-943-1863

045-943-4058

045-943-1863

045-866-8463

045-881-1755

045-866-8434

045-862-5890

045-341-1141

045-341-1144

045-341-1141

045-341-1144

045-341-1141

045-341-1144

045-788-7849

045-786-8872

○

当所の玄関前の展示コー
ナー（利用者共用スペース）

○

当所の玄関前の展示コー
ナー（利用者共用スペース）

○

鎌倉保健福祉事務所三崎セ
ンター

○

令和3年10月～令和3年12月

令和3年12月3日（金）
14:00～16:00

都道府県・
市区町村名

○

茅ヶ崎市民文化会館
※当日は無観客で実施す
る。録画をHPにて配信を予
定。

県内の障害福祉サービス事業所と連携し、「ともに生きる社会かながわ憲章」Tシャツを製作し、一般販売を行う。 申込期間：令和3年12月3日(金)～12月
神奈川県共同受注窓口にて
17日(金)
申込受付
※令和4年1月中旬に発送予定
FAX:0466-53-7803

発達障がいを持つ方について、見え方、聞こえ方などを含めた講義、当事者の方からのお話を伺う。

問合せ先

令和3年12月6日(月)～12月10日(金)

展示会

2

開催場所

一般参加
の可否

オンラインセミナー

×

令和3年12月4日（土）13：00～
12月9日（水）～15：00

都筑区役所区民ホール

○

横浜市都筑区

令和3年12月4日（土）13：00～
12月9日（水）～15：00

都筑区役所区民ホール

○

横浜市都筑区

区内障害者施設の活動内容を紹介するパネル展示を行う。

10 横浜市都筑区

障害者施設のパネル展示

11 横浜市都筑区

障がいのある子とそのご家族の幸オーラ写
真展

12 横浜市戸塚区

広報よこはま11月号特集記事の掲載

13

障害者週間シンポジウム

障がいのあるお子さんとそのご家族の写真展を行う。

障がい啓発を目的に、区役所ふれあいプラザで販売している事業所自主製品について紹介する。

横浜市戸塚区

14 横浜市南区

広報よこはま12月号区版特集記事の掲載

15 横浜市南区

障がい作業所製品の展示会

16 横浜市南区

障がい作業所製品の展示会

令和3年12月3日（金）から令和4年3月
末掲載

障がい理解を目的として、地域で暮らす障害者の日常生活について掲載する。

令和3年12月1日（水）～各世帯に配布

みんなのギャラリー

18 横浜市西区

西区ふれあい作品展

19 横浜市西区

広報よこはま12月号区版特集記事の掲載

WEB

○

戸塚区社会福祉協議会HP
http://totsukashakyo.com/

横浜市戸塚区

高齢・障害支援課

横浜市戸塚区

社会福祉協議会

横浜市南区

障がい理解を目的として、区内にある障がい作業所の自主製品等の展示会を行う。

17 横浜市金沢区

令和3年11月1日(月)～各世帯に配布

障がいの理解啓発を目的としたシンポジウム（オンラインでの動画配信）を開催する。（障がい当事者の話、障が
い福祉分科会の取り組み紹介など）

障害者週間の啓発を目的とする動画の放映及びポスターを掲出する。

令和3年12月1日（水）～令和3年12月
31日（金）

市内公共交通機関（バス）
南区内各所

横浜市南区

高齢・障害支援課

高齢・障害支援課

令和３年12月３日（金） 9:00～16:00
横浜市南区役所

障がい児、者が制作した作品（絵画、書道、陶器ほか）を、WEBでの作品展と実際の作品（一部）の展示会を行う。 令和3年11月29日（月）～12月10日
（金）
②8：45～17：00
③9：00～17：00

西区内の福祉作業所、障がい関係事業所を利用している方や、個別支援級に通う中学生が日々の活動の中で制
作した作品や製品を展示、販売する。
令和3年12月7日（火）～
12月9日（木）
9：00～17：00
令和3年12月11日（土）～
12月19日（日）
11：00～17：00
当事者が発信者となって多様な活動を展開する団体紹介や、周囲の見守りや福祉サービスを活用しながら単身
生活を送る当事者の様子、ガイドボランティア利用者の声等を掲載し、地域生活の様子を伝える。

社会福祉協議会

令和3年12月1日（水）～各世帯に配布

－1－

○

横浜市南区

高齢・障害支援課

①WEB上での展示会開催
②金沢区役所
③金沢区社会福祉協議会

○

横浜市金沢区

高齢障害支援課

西区役所
caféあにみ

○

横浜市西区

高齢・障害支援課障害担当

045－320-8417

045－290-3422

横浜市西区

高齢・障害支援課

045－320-8417

045－290-3422

令和３年度 「障がい者週間」関連行事

NO.

主催

行事・取組 名称

内

容

障害福祉サービス事業所等の紹介パネル展示等を行う。

20 横浜市緑区

障害者週間イベント２０２１
みんな もっと いっしょに たのしもう！
み・ど・り！

こうなん来夢出張販売

22

旭区地域生活支援フォーラム

横浜市旭区

旭区精神保健福祉セミナー

24 横浜市磯子区

障害者週間パネル展・こすもすショップ

25 横浜市青葉区

障害者週間キャンペーン

26 横浜市鶴見区

障害者週間キャンペーン

①障害者週間パネル展：区内障害児者施設の活動を紹介するポスターや利用者の作品の展示を行う。②こすも
すショップ：区内障がい関係施設の自主製品販売を実施する。

一般参加
の可否

令和3年12月1日（水）～12月3日（金）
9:00～17:00（最終日は13:00まで）

①令和3年4月1日（木）
～令和4年3月31日（木）
土・日祝日を除く平日開庁日
販売時間11：00～14：00
※緊急事態宣言中を除く
②令和3年10月25日（月）から29日（金）
のうち1日間。販売時間未定
（港南台イロドリフェスタ内）
③令和3年11月6日（土）
10：00～15：00
（こうなん子どもゆめワールド内）

「障害のある人も孤立しない地域づくり」に関する基調講演とシンポジウム。障がい者本人も家族も社会や支援か 令和3年12月11日（土）
ら孤立せず地域で安心して生活できるためにどういった取り組みができるか、講演・意見交換を行う。
13：00～15：30

「障害の有無に関わらず暮らしやすい街づくり」に関する講演と当事者による発表を行う。

23 横浜市旭区

開催場所

問合せ先
WEB情報

都道府県・
市区町村名

部局名

https://www.city.yokohama.lg.jp/midori/kurashi
/fukushi_kaigo/fukushi/torikumi/
横浜市緑区役所１階イベント
スペース

障がい者施設の自主製品の販売会を、区役所内区民ホールで開催する。また、区内イベントや商業施設におい
て、出張販売を行う。

21 横浜市港南区

開催期間
(開催時刻)

○

横浜市緑区

TEL

FAX

045-930-2433

045-930-2310

045-847-8459

045-845-9809

045-954-6193

045-955-2675

045-954-6193

045-955-2675

高齢・障害支援課障害者支援担当

①港南区役所1階区民ホー
ル
②港南台バーズ1階
③港南公会堂前広場

○

横浜市港南区

web開催

○

横浜市旭区

高齢・障害支援課

web開催

○

横浜市旭区

高齢・障害支援課

○

横浜市磯子区

高齢・障害支援課

045-750-2416

045-750-2540

青葉区役所１階区民ホール

○

横浜市青葉区

高齢・障害支援課障害者支援担当

045-978-2453

045-978-2427

045-510-1847

045-510-1897

鶴見区役所１階区民ホール

○

横浜市鶴見区

高齢・障害支援課障害者支援担当

○

横浜市神奈川区

高齢・障害支援課障害者支援担当

045-411-7114

045-324-3702

横浜市港北区

高齢・障害支援課障害者支援担当

045-540-2237

045-540-2396

045-894-8521

045-892-8974

045-894-8521

045-892-8974

045-894-8521

045-892-8974

045-894-8539

045-893-3083

高齢・障害支援課高齢・障害係

045-800-2430

045-800-2513

高齢・障害支援課障害者支援担当

045-800-2485

045-800-2513

高齢・障害支援課

045-367-5715

045-364-2346

045-671-4133

045-671-3566

045-671-3602

045-671-3566

高齢・障害支援課障害者支援担当

令和4年2月中に掲載

令和3年12月2日（木）～12月9日（木）
①12/2（木）～12/9（木） 8：45～17：00
磯子区役所1階区民ホール
②12/7～12/9（金） 10:00～15:00

区役所ロビーにて障がいに関するポスター展示を行う。
令和3年12月3日(金)～
12月9日(木) 8:45～17:00
障がい者施設の自主製品の販売、区内作業所等障がい者施設の紹介パネルの展示等を行う。

27

横浜市神奈川区神奈川
区地域作業所連絡会（主
催）
障害者週間キャンペーン
障害者地域自立支援協
議会（共催）

令和3年12月6日(月)～12月9日(木)
10:00～14:00

区内障がい者施設の自主製品販売。活動紹介など障がい理解促進のためのパネル展示を行う。
令和3年12月6日（月）～12月10日（金） 横浜市神奈川区役所別館
8：45～17：00
1階区民ホール
地域で活躍している障害者地域作業所に関する紹介、当事者インタビュー等を掲載する。

28 横浜市港北区
横浜市栄区社会福祉協
議会

令和3年12月1日（水）から各世帯に配
布

広報よこはま12月号区版特集記事の掲載
ポスター（障害者週間周知、栄区内の当事者団体が作成した絵画作品）掲示による啓発を実施する。
障害者週間キャンペーン

29 当事者団体分科会・障害 （ポスター掲示による周知）

令和3年10月下旬～12月中旬

区内町内会自治会
区内小・中・高等学校
公共施設等

横浜市栄区

令和3年11月初旬～12月末

本郷台駅前コミュニティポー
ル

横浜市栄区

者支援分科会
横浜市栄区社会福祉協
議会

社会福祉協議会

懸垂幕掲示による啓発（障害者週間周知）を実施する。
障害者週間キャンペーン

30 当事者団体分科会・障害 （懸垂幕掲示による周知）

社会福祉協議会

者支援分科会

31

横浜市栄区社会福祉協
議会
障害者週間キャンペーン
当事者団体分科会・障害 （街頭キャンペーン）
者支援分科会

32 横浜市栄区

パラフェスタ💛さかえ

啓発用（障害者週間周知）のポケットティッシュとチラシの配布を実施する。

本郷台駅前
令和3年12月3日(金)10：00～12：00
（予備日：12月7日(火)）

社会福祉協議会
横浜市栄区

＊公共施設に啓発グッズを
配架

共生社会実現のため、障害者週間に合わせ、障がいの有無に関わらず、誰もが参加・体験できるイベントを、区
内関係機関等と協働で開催する。（新型コロナ感染症の状況により直前に中止する場合あり）
①ボッチャ 大会を実施する。（事前申込み制）
②オープン・コンサートを開催する。（事前申込み制）

①ボッチャ大会 令和3年12月4日（土）
9:30～13：00
①横浜市栄区本郷中学校
②オープン・コンサート 令和3年12月7 ②神奈川県立地球市民かな
日（火）
がわプラザ（あーすぷらざ）
14：00～15：00

区内の障害福祉事業所・小中学校個別支援級、特別養護老人ホーム等の作品を展示。障がい理解啓発のパン
フレット配布や区内障害福祉事業所の自主製品販売なども実施。

令和3年12月6日（月)～12月10日(金)
10:00～15:00

○

横浜市栄区

泉区役所１階区民ホール

○

横浜市泉区

泉区内障害福祉事業所28ヶ
所

○

https://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/kurashi/
fukushi_kaigo/fukushi/torikumi/izumi横浜市泉区
sealrally2021.html

高齢・障害支援課高齢障害係

横浜市泉区社会福祉協
議会・横浜市泉区役所共
33 催・泉区自立支援協議会 第35回福祉の作品展
協力
横浜市泉区社会福祉協
議会・横浜市泉区役所共
34 催・泉区自立支援協議会 泉ふれあいシールラリー2021
協力

令和3年11月10日（水)～
区内障害福祉事業所3か所を廻ってシールを集めた方に障害福祉事業所の自主製品をプレゼントする。身近な障
12月10日(金)
害福祉事業所に足を運んでもらうことで、障がいへの理解を深めるきっかけとする。
開催時間は参加事業所による
親亡きあとをテーマに、障がい・障がい者の理解促進に向けた内容記事を掲載する。

35 横浜市瀬谷区

横浜市健康福祉局障害

36 施策推進課

横浜市障害者社会参加
（横浜市委託事業）

横浜市瀬谷区

チャレンジドweekフェス in Yokohama2021
～笑顔で自分らしく～

障がいのある人があらゆる分野の活動に参加することを促進し、障がいのある人もない人もお互いに理解し合う ①令和3年11月29日（月）～12月5日
①横浜市庁舎１階アトリウム
イベントを実施する。
（日）8：45～17：00
展示スペースA・B
①当事者による作品展示を行う。
②令和3年12月4日（土）11：30～15：00 ②横浜市庁舎１階アトリウム
②「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」の表彰式・障害福祉施設で作ったパン等の販売・当
事者によるピアノ等の演奏会を行う。

車椅子ダンサーかんばらけんた氏による講演会を実施する。

37 推進センター

令和3年12月1日（水）～各世帯に配布

広報よこはま瀬谷区版12月号への掲載

令和3年12月5日（日） 13：30～15：30
※開場12：30

かんばらけんた講演会「多様性の時代を生
きる」－車椅子ダンスから見えてきたこと－

○

横浜ラポール ラポールシア
ター

健康福祉局障害施策推進課

http://www.hamashinren.or.jp/suishincenter/2
021障害者週間啓発事業/9002
○

－2－

横浜市

横浜市

健康福祉局障害自立支援課

令和３年度 「障がい者週間」関連行事

NO.

主催

行事・取組 名称

内

開催期間
(開催時刻)

容

開催場所

一般参加
の可否

問合せ先
WEB情報

心の輪を広げる体験作文や障害者週間のポスター等の入賞者の表彰及び福祉功労者等の表彰を実施する。

38 川崎市

39 相模原市

障害者週間における川崎市長表彰

令和3年12月13日（月）16:00～16:30

広報さがみはら12月1日号に記事を掲載し、全戸配布する

令和3年12月

「障害者週間」の啓発を目的とした横断幕の掲出

令和3年11月5日（金）～12月9日（日）

横断幕の掲示

41 相模原市

「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者
週間のポスター」の展示

障がいのある人への市民の理解を促進するため、本市で選考した「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間 令和3年12月3日（金）～12月9日（木）
のポスター」の入賞作品を展示するもの。

障がい者団体の活動紹介パネル展を実施する。
横須賀市障害者団体連

令和3年11月29日(月)10:00
～令和3年12月3日(金)15:00

障害者週間キャンペーンYOKOSUKA
地域作業所製品の活動紹介パネル展実施する。

43

令和3年12月6日(月)10:00
～令和3年12月10日(金)15:00

横須賀・三浦作業所連絡
障害者週間キャンペーンYOKOSUKA
会
地域作業所製品の展示販売を行う。
横須賀・三浦作業所連絡

44 会

①令和3年12月3日(金)～令和3年12月
9日(木)10:00～16:00
②令和3年12月6日(月)～令和3年12月
10日(金)10:00～15:00

障害者週間キャンペーンYOKOSUKA
オリジナルグッズを販売する。

一般社団法人sukasuka-

45 ippo

障害者週間キャンペーンYOKOSUKA

46 横須賀市教育委員会

障害者週間キャンペーンYOKOSUKA

47

横須賀市民生局こども家
庭支援センター
障害者週間キャンペーンYOKOSUKA
こども家庭支援課

横須賀市ボランティア連

48 絡協議会

独立行政法人 国立特別

49 支援教育総合研究所

筑波大学附属久里浜特

障害者週間キャンペーンYOKOSUKA

障害者週間キャンペーンYOKOSUKA

50 別支援学校

障害者週間キャンペーンYOKOSUKA

51 平塚市

障がい者週間パネル展

令和3年12月3日(金)～12月9日(木)
10:00～16:00

第１１回横須賀市児童生徒ふれあい作品展
市内の特別支援学級や特別支援学校の児童生徒が学習の中で作製した作品を展示する。

令和3年11月26日(金)～11月30日
(火)9:30～17:00
(最終日は14:00まで)

障がいの理解を深める講演会「HOT！ホッとする性のはなし～すてきな大人になるために～」
講師：間賀田清子さん（かまくら・江ノ島障害児教育研修・相談ルーム（カフェ）主宰）

令和3年12月1日(水)10:00～12:00

あったかハート交流会
・体験発表～視覚障害を乗り越えて～
・福祉のこころ 多様性と調和
・元気いっぱいのパフォーマンス

阿部志郎 氏

54 秦野市障害福祉課

障害者週間イベント

55 厚木市

障がい者の手づくり製品展示・即売会

56

57 伊勢原市

FAX

044-200-2928

044-200-3932

相模原市

高齢・障害者福祉課

042-707-7055

042-759-4395

相模原市

高齢・障害者福祉課

042-707-7055

042-759-4395

相模原市

高齢・障害者福祉課

042-707-7055

042-759-4395

よこすかボランティアセンター

046-821-1303

046-824-8110

よこすかボランティアセンター

046-821-1303

046-824-8110

よこすかボランティアセンター

046-821-1303

046-824-8110

よこすかボランティアセンター

046-821-1303

046-824-8110

横須賀市

横須賀市教育委員会
支援教育課

046-822-8513

046-822-6849

横須賀市

横須賀市民生局こども家庭支援センター
こども家庭支援課

046-822-8937

046-828-4556

よこすかボランティアセンター

046-821-1303

046-824-8110

https://www.nise.go.jp/nc/

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 046-839-6810
総務企画課広報係

046-839-6918

https://www.kurihama.tsukuba.ac.jp/

筑波大学附属久里浜特別支援学校

046-848-3441

046-848-3740

平塚市

福祉部障がい福祉課

0463-21-8774

0463-21-1213

鎌倉市

健康福祉部障害福祉課

0467-23-3000
内線 2369、2694

0467-25-1443

小田原市

福祉健康部 障がい福祉課

0465-33-1493

0465-33-1317

秦野市

福祉部障害福祉課

0463-82-7616

0463-82-8020

福祉部障がい福祉課

046-225-2221

046-224-0229

大和市

健康福祉部障がい福祉課

046-260-5665

046-262-9999

伊勢原市

保健福祉部障がい福祉課

0463-94-4721

0463-95-7612

×

ぼく、わたしのすきなこと
本校の子どもの好きなことや、好きなことに取り組む様子をホームページで紹介する

横須賀市役所２号館１階
展示コーナー

○

横須賀市役所２号館１階
展示コーナー

○

①コースカベイサイドスト
アーズ５階コミュニティルー
ム
②横須賀市役所１号館１階

○

コースカベイサイドストアー
ズ
５階コミュニティルーム

○

横須賀市文化会館
市民第１ギャラリー

○

まなびかん
生涯学習センター
大学習室

○

横須賀市立総合福祉会館

○

障がい者への思いやりや理解の促進、心のバリアフリーの機運の醸成を目的に、平塚市障がい福祉課と障がい 令和3年12月3日(金)～12月9日(木)
者福祉ショップ「ありがとう」および平塚養護学校による啓発パネルや作品展示を行う。

こころの病が身近な病気であることを地域住民に知ってもらうための普及啓発を目的にパネル展示を設置する。

①ともに生きる社会かながわパネル展
②広報はだの12月1日号に「障害者週間」掲載
③第32回自閉症児・者作品展および障害福祉ガイドブックや各種チラシ等を用意し、啓発コーナーを設置

○

令和3年12月3日(金)～令和4年1月31
日(月)

○

平塚市役所・平塚税務署本
館１Ｆ多目的スペース

○

令和3年12月1日(水)10:30～14:00

令和3年12月1日(水)～令和3年12月6
日(月)

令和3年11月8日（月）～12月9日（木）
①11/8～11/12 8：30-17：00
③12/3～12/9 8：30-17：00

厚木市障害者福祉事業所連絡会に加盟する事業所が担当し、事業所で働く障がい者の手づくり製品の展示・即
売会を実施する。

令和3年12月3日(金)、12月6日(月)～
12月7日(火)10:00～14:00

事業所の紹介や利用者の作品、障がい福祉関係ポスター等を展示する。

令和3年12月

障がい者週間PR

「障害者週間」啓発キャンペーン

・市役所本館３階 横断幕掲
出スペース
・相模原駅ペデストリアン
デッキ
・橋本駅ペデストリアンデッ
キ
・淵野辺駅ペデストリアン
デッキ
相模原市立あじさい会館１
階 ロビー

特総研創立50周年記念オンライン研究所公開
令和3年12月3日(金)～令和4年1月31
「子どもとともに～みんなの笑顔につながる特別支援教育～」をテーマに特総研の活動や事業についてオンライ 日(月)
ンで紹介する。

ふれあいショップ

小田原市精神保健福祉
小田原市精神保健福祉地域交流業 啓発
53 地域交流事業実行委員 展示
会

大和市障害者自立支援
協議会

TEL

健康福祉局障害保健福祉部
障害者社会参加・就労支援課

令和3年11月27日(土)13:00～15:30
阿部忠夫 氏
神奈川県立保健福祉大学名誉学長
THE☆すかっ子「ソーラン」

手作り製品の販売等を行う。

52 鎌倉市

部局名

川崎市

広報への特集記事掲載

40 相模原市

42 絡協議会

川崎市役所
第３庁舎１８階講堂

都道府県・
市区町村名

障がい児者相談支援事業所一覧、障がい者虐待防止関係のチラシ、啓発物品を８００セット用意し、市役所市民 令和3年12月3日（金）～令和3年12月9
ホールに啓発コーナーを設置する。
日（木）8：30～17：15

－3－

湘南モノレール大船駅改札
口前ペテストリアンデッキ

○

小田原市役所２階談話ロ
ビー

○

①秦野市役所障害福祉課前
③秦野市役所1階ロビー

○

厚木市役所本庁舎

○

イオンモール大和ライトコー
ト

○

伊勢原市役所市民ホール

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/sh 厚木市
ogaifukushika/2/25656.html

令和３年度 「障がい者週間」関連行事

NO.

主催

行事・取組 名称

内

容

①障害者週間に係るキャンペーン資料の配布、障がい者施設や団体の活動紹介パネル展示を行う。

58 海老名市

障害者週間キャンペーン

59 海老名市

広報への障がい者特集記事の掲載

60 海老名市

三井住友銀行障害者週間パネル展示

61 海老名市

海老名市こころのバリアフリー2021
講演会

62

海老名市こころのバリアフリー事業におけ
る 横断幕設置

②障がい関連図書の特集コーナーを設置する。

開催期間
(開催時刻)

①令和3年12月2日(木)～12月9日(木) ①海老名市役所エントランス
②令和3年12月1日(水)～12月31日(金) ホール
②海老名市立中央図書館、
有馬図書館

広報えびな12月1日号を全戸配布する。

障害者週間に係るパネル等を展示する。

全盲の弁護士である大胡田誠氏による講演を行う。

障害者週間の周知を行う。
海老名市

63 座間市

障がい者週間啓発イベント

64 綾瀬市

市の障がい児者福祉サービス事業所について、当事者や家族、市民に知ってもらうため、パネル展示を開催す
障がい児者福祉サービス事業所紹介のパ る。
ネル展示

65 綾瀬市

障害者週間に伴うコーナー設置

66 綾瀬市

通所事業所紹介コーナー設置

図書館における障がいに関する本の紹介コーナーを設置する。

市の通所事業所について、当事者や家族、市民に知ってもらうため、店内掲示板にポスターを掲示する。

障がい者の制作作品を展示する。
あやせ「夢」アート展

寒川町障害者事業所連

図書館企画展示
68 絡会・寒川町障害者差別 障がい者のくらし
解消支援地域協議会

障害者週間展示

70 大磯町

広報への特集記事掲載

71

町広報誌掲載

二宮町

72 開成町

パネル展示

73 開成町

町広報紙掲載

74 愛川町

障害者週間提示

75 社会福祉法人

障がい者に関するポスター展示

WEB情報

令和3年12月3日(金)～12月24日(金)

令和3年12月4日(土)

三井住友銀行
海老名支店

海老名市文化会館
小ホール

都道府県・
市区町村名

部局名

TEL

FAX

海老名市

保健福祉部障がい福祉課

046-235-4812

046-233-5713

海老名市

保健福祉部障がい福祉課

046-235-4812

046-233-5713

海老名市

保健福祉部障がい福祉課

046-235-4812

046-233-5713

海老名市

保健福祉部障がい福祉課

046-235-4812

046-233-5713

海老名市

保健福祉部障がい福祉課

046-235-4812

046-233-5713

座間市

福祉部障がい福祉課

046-252-7978

046-252-7043

綾瀬市

福祉部障がい福祉課

0467-70-5623

0467-70-5702

綾瀬市

福祉部障がい福祉課

0467-70-5623

0467-70-5702

綾瀬市

福祉部障がい福祉課

0467-70-5623

0467-70-5702

綾瀬市

社会福祉法人綾瀬市社会福祉協議会

0467-77-8166

0467-79-1812

寒川町

健康福祉部福祉課

0467-74-1111

0467-74-5613

大磯町

町民福祉部福祉課障がい福祉係

0463-73-4530

0463-73-1285

大磯町

町民福祉部福祉課障がい福祉係

0463-73-4530

0463-73-1285

○

-

○

○

令和3年11月15日(月)～12月9日(木)

令和3年12月3日(金)～12月9日
(木)9:00～16:00

座間市役所１Ｆアトリウム

○

綾瀬市役所１階市民ホール

○

綾瀬市立図書館

○

サミット綾瀬店

○

令和3年12月20日(月)～12月24日(金)

令和3年12月3日(金)～12月9日(木)

令和3年12月1日(水)～12月24日(金)

令和3年12月4日(土)、5日(日)
両日10:00～14:00

障がいのある方の生活の一部である事業所の紹介や、作品・災害時避難所での想定・障がい種別ごとの書籍展 令和3年11月2日(火)～11月30日(火)
示を行う。
9:00～19:00

障がい者理解のための掲示を行う。

69 大磯町

問合せ先

海老名駅東口
連絡通路
市内障がい福祉施設等利用者による手作り作品の展示及び販売、事業所紹介パネルの展示を行う。

67 綾瀬市

開催場所

一般参加
の可否

綾瀬市役所１階
ともしびショップむー

○

寒川総合図書館

○

大磯町役場本庁舎ロビー等

○

令和3年12月3日(金)～12月9日(水)

障がい者特集記事掲載の町広報の発行を行う。

広報12月号(令和3年11月27日発行)

http://www.town.oiso.kanagawa.jp/

町広報誌（A4サイズ）に特集として見開き2ページ(カラー）に障害者週間の周知と、障害に対する理解を深めるた
めの情報を掲載を行う。

令和3年度 広報12月号

二宮町

健康福祉部福祉保険課

0463-75-9289

0463-73-0134

開成町福祉会館ロビーにて、「ともに生きる社会かながわ県章」をパネル展示する。

令和3年12月1日(水)～12月7日(火)

開成町

町民福祉部福祉介護課

0465-84-0316

0465-82-5234

https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/info/165 開成町

町民福祉部福祉介護課

0465-84-0316

0465-82-5234

愛川町

民生部福祉支援課障害福祉班

046-285-2111

046-285-6010

平塚市

障がい福祉課

0463-21-8774

0463-21-1213

神奈川県厚木市

社会福祉法人 厚木市社会福祉協議会 援護 046-225-2947
係

046-225-3036

伊勢原市

保健福祉部 障がい福祉課 障がい者支援係 0463-94-4721

0463-95-7612

開成町福祉会館
町広報「まちからのおしらせ」にて人権侵害・障害者週間の記事を掲載する。

○

令和３年12月号

町内障害福祉関係団体、施設での活動紹介、障がい者の方の作品等展示、障がい者理解･啓発に関する掲示。 令和3年12月3日(金)～12月9日(木)
愛川町役場本庁舎１階ロ
ビー

○

平塚市役所

○

障がいへの理解を深めるため、ポスター展示やチラシの配架を行う。

令和3年12月3日(金)～12月9日(木)

（1）窓口で啓発用のポケットティッシュを配布
（2）街頭で啓発用のポケットティッシュを配布

(1)厚木市保健福祉センター
４階ボランティアセンター、厚
木市権利擁護支援センター
令和3年12月3日（金）～12 月9日（木） (2)厚木市保健福祉センター
9:00～17:00
５階社会福祉協議会
(3)市役所第二庁舎１階障が
い福祉課
(4)本厚木駅北口広場

平塚市社会福祉協議会

76

社会福祉法人
厚木市社会福祉協議会

「障害者週間」啓発キャンペーン

社会福祉法人

77 伊勢原市社会福祉協議 「障害者週間」実施に伴う啓発
会

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から駅前でのキャンペーンは自粛することとし、障害者週間期間中、 令和3年12月3日(金)～
市役所入口付近にブースを設け、障がい者が作成した物品と障がい児者相談支援事業所一覧・障がい者虐待防 令和3年12月9日(木)8：30～17：15
止関係等チラシを無料で配布する。

－4－

伊勢原市役所

○

<HP>
http://www.shakyo-atsugikanagawa.jp/atsugishishakyo.htm
<Facebook>
https://www.facebook.com/atsugisishakyo/

令和３年度 「障がい者週間」関連行事

NO.

主催

行事・取組 名称

内

容

町内の障害者施設で作成された作品の展示や活動紹介を行う。
社会福祉法人
78 松田町社会福祉協議会 街角アートギャラリー・クリスマス作品展

特定非営利活動法人 川

79 崎市精神保健福祉家族 交流会

精神疾患の薬について、専門家を招き学ぶ。
講師 市橋 香代氏（東京大学医学部附属病院 精神神経科）

開催期間
(開催時刻)
令和３年12月3日（金）～令和３年12月
24日（金）9：00～15：00＊土日除く

開催場所

一般参加
の可否

さがみ信用金庫松田支店

○

川崎市産業振興会館

○

問合せ先
WEB情報

https://ayamekai.org/

令和3年12月9日（木）13：30～16：00

都道府県・
市区町村名

部局名

TEL

FAX

松田町

松田町社会福祉協議会

0465-82-0294

0465-82-9241

川崎市

特定非営利活動法人 川崎市精神保健福祉
家族会連合会 あやめ会

044-813-4555

044-813-4555

金沢区役所

高齢・障害支援課

045-788-7850

045-786-8872

金沢区役所

高齢・障害支援課

045-788-7849

会連合会 あやめ会

80

金沢区役所 高齢・障害支援
課
金沢区障害者地域自立支援
障害者のはたらく今
協議会
金沢区基幹相談支援セン
ター

講演会

81

金沢区障害者自立支援
協議会 啓発部会

みんなのギャラリー

障がい児、者が制作した作品（絵画、書道、陶器ほか）を、WEBでの作品展と実際の作品（一部）の展示会を行う。

神奈川県心身障害児者

神奈川県内の障がい別親の会の連合体である神奈川県心身障害児者父母の会連盟では、障がい者の地域にお 令和3年12月4日（土）13：00～16：20
第55回 神奈川県心身障害児者福祉促進 ける自立と社会参加を推進するため、毎年、障害者週間に「福祉促進大会」を開催している。第一部は式典、第二
部は基調講演「神奈川県の特別支援教育について」と映画「普通に死ぬ～いのちの自立～」の上映を通し、広く県
大会
民に、障がい者の学び・暮らしについて考える契機とする。

82 父母の会連盟

令和3年11月19日（金）13：30～16：00

令和3年11月29日（月）～12月10日
（金）

－5－

金沢公会堂

○

web
金沢区いきいきセンター
金沢区役所1階

○

横浜市健康福祉総合セン
ター 4階ホール

○

神奈川県心身障害児者父母の会連盟事務局 045-311-8742

045-324-8985

