
都道府県 市区町名 ライトアップ（案） イベント等（予定）

　※１　ライトアップ及びイベントの日時等詳細につきましては、各自治体HPや当連盟加盟団体HP等をご確認ください。 　

　※２　当日の天候等の状況により、急遽変更・中止される可能性もあります。予めご了承ください。

1 北海道 さっぽろテレビ塔 道HPでライトアップの周知

2 札幌市
札幌市時計台
札幌市資料館

3 稚内市 稚内市役所庁舎（正面）

4 釧路市 幣舞橋

5 青森県 青森県観光物産館「アスパム」
パネル展示
県庁来庁者ロビーにて手話言語について紹介

6 八戸市
八戸市総合保健センター
FLAT HACHINOHE
プライフーズスタジアム

7 弘前市 弘前城天守

岩手 8 釜石市 釜石市民ホールTETTO

9 白河市 小峰城

10 二本松市 二本松駅前 市政便りで手話言語の国際デーを紹介

11 水戸市
水戸芸術館の塔
カスケード

12 坂東市 坂東市役所庁舎入口付近

坂東市役所　庁舎敷地入口の屋外広告等にて手話言語
の国際デー表示
写真およびメッセージをＳＮＳ（LINE・Facebook）発信
マスコミへのプレスリリース、国際ろう者週間の市役所庁
舎内モニター表示

群馬 13 前橋市 臨江閣（国指定重要文化財）

広報まえばし、本市HPへ掲載、Facebook
本庁舎内のデジタルサイネージへの掲載
前橋市立図書館で８月下旬～９月末まで「手話」に関す
る特集コーナーを設置

14 久喜市 久喜総合文化会館 広報くき９月号へ掲載

15 深谷市 深谷市役所本庁舎

16 熊谷市
熊谷駅正面口駅前広場膜シェル
ター

熊谷駅北口正面駅前広場にて、デジタルサイネージに
「手話言語の国際デー」の概要を表示

17 坂戸市 坂戸駅

下記の場所でポスター掲示
駅構内－坂戸駅、若葉駅、北坂戸駅、一本松駅、西大家
駅、川角駅
坂戸駅南北自由通路

18 三郷市 三郷中央におどりプラザ

埼玉

★★2022年９月23日「手話言語の国際デー」イベント取り組み状況★★　（2022／９／22現在）

北海道

青森

福島

茨城



19 小鹿野町
小鹿野町総合センター玄関
「鳩を抱いた少女の像」

20 習志野市 習志野市役所

21 浦安市 浦安市庁舎電光掲示板

22 文京区
文京シビックセンター屋上三角屋
根

23 港区
フジテレビ本社
新橋駅西口広場（SL広場）SL本
体

港区HP、LINE、Facebook、Twitterで事前周知

24 日野市

日野市役所庁舎内でパネル展
内容：手話言語の国際デー、国際ろう者週間、東京都手
話言語条例、日野市の障害者差別解消推進に関する取
組の紹介

25 神奈川県
神奈川県庁舎（国指定重要文化
財）

国際デーのロゴ（2022年版）について、広報媒体（例：県
の広報誌、県のSNS）などに掲載

26 藤沢市 江の島シーキャンドル

27 横浜市

横浜マリンタワー
コスモクロック21
横浜ハンマーヘッド
日産スタジアム

「手話言語の国際デーイベント」、映画「咲む」の上映会と
記念トークショーを併催

28 川崎市 川崎マリエン

29 秦野市 秦野市まほろば大橋時計塔

30 三浦市
三浦市消防署デジタルサイネー
ジ
うらりマルシェ

31 厚木市 アミューあつぎ

電子看板（デジタルサイネージ）でライトアップについて周
知
①本厚木駅連絡所②本厚木駅北口・南口③愛甲石田駅
④厚木市広報９月15日号⑤市ホームページ⑥あゆコロ
ちゃんのTwitter、Facebook

32 小田原市 小田原城

33 平塚市 平塚駅南口広場噴水「海の賛歌」

34 山梨県 山梨県庁別館南側

35 甲府市 藤村記念館

36 韮崎市 韮崎平和観音 韮崎市広報9月号にて紹介

37 甲斐市 赤坂台総合公園（ドラゴンパーク）

38 富士吉田市

富士山レーダードーム館
富士急ハイランド
・大観覧車「シャイニングフラ
ワー」
・テンテコマイ
・リサとガスパールタウン内
「エッフェル塔」

埼玉

千葉

東京

神奈川

山梨



39 南アルプス市 南アルプス市役所

40 上野原市 上野原市役所（本庁舎）展望室

41 市川三郷町 市川三郷町役場本庁舎
役場に垂れ幕設置
広報９月号「手話コーナー」の掲載
当町の掲示板「手話の広場」の掲示

新潟 42 燕市
燕市役所庁舎（一部）北東おもい
やり駐車場付近（スワロー号バス
停付近）

43 富山市
富山県美術館
富山県富岩運河環水公園
富山城天守閣最上部

44 小矢部市 クロスランドタワー

45 射水市 帆船海王丸(海王丸パーク)

46 滑川市 滑川市庁舎

（YouTube）
・手話言語国際デーやイベントの趣旨の周知
・滑川市としてやること（ライトアップやHPでの周知など）
・滑川市手話言語条例について・手話講座の申込受付に
ついて

47 石川県 石川門

場所：石川県教育会館
・ミニ講演会「手話言語の国際デーとは？／講演 「手話
言語の魅力とは？」
・国際手話講座
石川県立図書館にて展示コーナーを設置
ミニ展示「手話言語の国際デー～手話の本を集めてみま
した！～」

48 金沢市 金沢駅鼓門

49 坂井市 ゆりの里

50 越前市 越前市庁舎前広場

51 敦賀市 人道の港敦賀ムゼウム
行政が放映するテレビチャンネル、ホームページ、
報道へのプレスリリース

52 静岡県 富士山世界遺産センター

53 富士市
 富士川サービスエリア「大観覧車
フジスカイビュー」

 広報誌とチラシで、ライトアップの周知と共に『手話言語』
についての啓発

54 富士宮市 富士宮市役所庁舎

55 静岡市
静岡市役所静岡庁舎あおい塔
駿府城公園
坤櫓（ひつじさるやぐら）

56 愛知県
県ホームページで手話言語の国際デーと県内のライト
アップ場所を周知
県聴覚障害者協会機関紙にロゴマーク・QRコードを掲載

57 岡崎市
殿橋
明代橋

福井

静岡

愛知

山梨

富山

石川



58 豊田市
豊田スタジアム
豊田大橋

59 田原市 蔵王山展望台

60 伊勢市 皇学館大学前大鳥居モニュメント

伊勢市ホームページにて手話言語の国際デーに関する
取り組みを周知
「手話でコミュニケーションしてみよう」
場所：イオンタウン伊勢ララパーク１階げんここるーむ

61 鳥羽市 鳥羽水族館

62 伊賀市 伊賀上野城
伊賀市ホームページにて手話言語の国際デーに関する
取り組みを周知

63 志摩市 安乗埼灯台

64 松阪市
松阪市ホームページにて手話言語の国際デーに関する
取り組みを周知

65 鈴鹿市
鈴鹿市ホームページにて手話言語の国際デーに関する
取り組みを周知

66 近江八幡市 白雲館

67 米原市
市行政放送局「伊吹山テレビ」・YouTube公式チャンネル
で「手話言語の国際デー」が９月23日であることを周知。
また、ライトアップいただける企業・団体を募集

68 京都府 京都府庁旧本館

69 京都市 京都市役所庁舎の塔屋
京都市ホームページにて「手話言語の国際デー」および
京都市ライトアップの周知

70 亀岡市
平和台公園平和の塔
亀岡市運動公園前の噴水

亀岡市立図書館 中央館にて「手話言語特別コーナー」
（手話に関する本の展示）を設置

71 福知山市
福知山市ホームページにて「手話言語の国際デー」の周
知文を掲載予定

72 大阪府

万博記念公園 太陽の塔
大阪府咲洲庁舎
大阪府立男女共同参画・青少年
センター（ドーンセンター）

イベント開催の報道提供及びイベント前後の府SNSによ
るイベント開催の投稿

73 大阪市 大阪市役所庁舎

74 東大阪市 花園ラグビー場

75 岸和田市 岸和田城

76 和泉市 和泉市役所庁舎
市広報（９月号）折込の障がい福祉課だよりで、手話言語
国際デー及びライトアップについて周知

77 羽曳野市
羽曳野市役所別館
はびきのコロセアム
LICはびきの

78 藤井寺市
藤井寺市立生涯学習センター
（アイセルシュラホール）

79 枚方市
ニッペパーク岡東中央・平和の鐘
カリヨン（ヒラリオン）

80 泉大津市 泉大津市役所庁舎
電子看板（デジタルサイネージ）にて手話言語の国際
デーを表示

愛知

滋賀

大阪

三重

京都



81 大東市
大東市庁舎内のインフォメーションパネル（デジタルサイ
ネージ）にて手話言語の国際デーを紹介
ホームページにて紹介

82 堺市 堺市立健康福祉プラザ

当日、同健康福祉プラザにて下記のとおり講演や手話イ
ベントを実施
・ふれあいサークル「手話隊」による手話コーラス
・堺市ろうあ者福祉協会による講演
・「くるくる」による手話での絵本の読み聞かせ　など

83 富田林市 富田林市役所庁舎

84 兵庫県

明石海峡大橋
明石公園
阪神・淡路大震災記念　人と防災
未来センター
モザイク観覧車

85 姫路市 姫路城

86 尼崎市

尼崎城
阪神尼崎駅
都心３号線立体遊歩道から庄下
川東広場

87 明石市 明石市立天文科学館
ろう者と交流、ミニ手話教室開催
駅前の市民広場の大型テレビジョン「手話言語の国際
デーについて」手話動画配信

88 丹波篠山市 丹波篠山市田園音響ホール

89 加東市
加東市役所メモリアルガーデンの
噴水

90 三木市
三木市役所正面玄関前のオブ
ジェ
(株）岡田金属工業所正面時計台

広報誌９月号に手話言語の国際デーについて掲載

91 西脇市
西脇市民交流施設（オリナス）外
壁

92 小野市
ひまわりの塔（ひまわりの丘公園
内）

93 加西市 アスティアかさい

94 加古川市
加古川市役所庁舎
加古川市総合福祉会館

95 朝来市 朝来市役所の電光掲示板で表示

96 たつの市 龍野城　隅櫓

97 赤穂市 赤穂城　隅櫓

98 神戸市 錨山電飾、神戸市役所１号館

99 宝塚市 宝塚市立手塚治虫記念館

100 芦屋市
芦屋市役所本庁舎１階（正面玄
関）

101 三田市 三田市役所

大阪

兵庫



102 伊丹市 カリヨン（フランドルの鐘）

103 宍粟市
宍粟市役所本庁
宍粟防災センター

104 豊岡市 豊岡市役所稽古堂

105 新温泉町 新温泉町役場本庁舎玄関

106 多可町 ベルディーホール

107 香美町 余部クリスタルタワー

108 太子町 太子町庁周辺の植樹

奈良 109 大和郡山市 郡山城天守台

・図書館／手話に関する特設コーナーを設置
・DMG MORIやまと郡山城ホール／子どもから大人まで
楽しみながら手話を学ぶ
・ろう者が案内する手話観光ガイド／手話による郡山城
址観光案内

110 鳥取県
鳥取県庁
鳥取駅前風紋広場

県のホームページ内で、「手話言語の国際デー」が９月
23日であること、及びそれに合わせたライトアップが県内
で行われることを紹介

111 鳥取市
バード・ハット（鳥取駅前・大丸前）
鳥取市立勝谷地区公民館
鳥取市立谷地区公民館

112 倉吉市 県立倉吉未来中心

113 米子市

米子市公会堂
米子市文化ホール前（白鳥のモ
ニュメント）
米子駅前米ッ子合掌像
米子コンベンションセンター

114 境港市 河童の泉

115 江府町
江美城跡（江府町歴史民俗資料
館）

116 松江市 松江城

117 出雲市 日御碕灯台 出雲市ホームページとフェイスブックにて周知

118 岡山県
県のホームページ内で、「手話言語の国際デー」が９月
23日であること、及びそれに合わせたライトアップが県内
で行われることを紹介

119 岡山市

杜の街グレース
岡山駅前ターミナルスクエアビル
山陽新聞社本社ビル
おかやま信用金庫

岡山放送株式会社が9/23当日、約100分間の全編手話
通訳つき生放送と、OHKが本社を置く杜の街グレース周
辺エリアのブルーライトアップを実施
https://www.ohk.co.jp/

120 真庭市
旧遷喬（せんきょう）尋常小学校
国指定重要文化財

真庭いきいきテレビ（地元のケーブルテレビ）の番組「手
話でしゅわわせ」にて、手話言語の国際デーにちなんだ
番組を放送予定（9月20日放映）

121 新見市
ほほえみ広場にいみ（自立支援
協議会事務局）

島根

岡山

兵庫

鳥取



広島 122 三原市 三原市役所庁舎
広報誌９月号で「手話言語の国際デー及びライトアップの
紹介

山口 123 岩国市 錦帯橋

124 徳島県

・県ホームページで国際手話言語デーと県内のライトアッ
プ点灯場所を周知
・ブルーライトアップ点灯場所で「国際手話言語デー」に
関するポスター掲示、啓発チラシの配布

125 徳島市 徳島県立障がい者交流プラザ

126 鳴門市 トリーデなると（妙見山公園）

127 阿南市 阿南市役所庁舎

128 三好市 三好市役所庁舎

129 東みよし町 吉野川ハイウエイオアシス

香川 130 香川県

四国学院大学チャペル（善通寺
市）
サンポートシンボルタワー（高松
市）

高知 131 高知県 高知城

132 大牟田市 大牟田市庁舎

133 朝倉市 甘木公園内の噴水

134 佐賀県 佐賀メディカルセンタービル壁面

135 唐津市
近代図書館
旧唐津銀行
唐津城

136 嬉野市 嬉野橋

137 太良町 太良町役場本庁舎

長崎 138 長崎県

稲佐山山頂電波塔（長崎市）
大村公園板敷櫓（大村市）
大村公園桜田橋（大村市）
市民交流プラザ「プラザおおむら」
（大村市）
ボートレース大村広告塔（大村
市）

長崎 139 諫早市 諫早市民センター

特設ブースの設置
場所：諫早市民センター展示ホールにて、
手話言語国際デー及び手話に関するパネル展示
Let's手話！（職員による手話紹介の動画）の放映　等

熊本 140 熊本市 熊本城天守閣

大分 141 竹田市 竹田市立歴史文化館
市ＨＰ、ケーブルテレビで周知
９月３日（土）～９月１４日（日）館内のスペースにて手話
言語や障がいに関連した展示会を実施

142 宮崎県
県庁本館
県立聴覚障害者センター

徳島

福岡

佐賀

宮崎



143 日向市 日向市役所庁舎（北側）

144 高千穂町 高千穂峡

145 鹿児島県

鹿児島中央駅東口駅前広場にて、通行人へ啓発用リー
フレットを配布
パネル展
本庁（２階県民ホール），各地域振興局・支庁及び手話条
例制定市
（曽於市，薩摩川内市）のロビー等（18箇所）
展示物：手話関連ポスター（５枚），啓発用パンフレット

146 鹿児島市

アミュプラザ鹿児島のアミュラン
センテラス天文館の屋外施設
西田橋
高見橋

沖縄 147 宮古島市 広報誌に手話言語の国際デーについて掲載

鹿児島

宮崎


