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都道府県・指定都市名 沖縄県

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 うるま市 にこにこキッズフェスタ

　・市内の障がい児通所支援事業所を利用している児童の作品展示や活動内容紹介、舞
台発表。
　・市内就労支援事業所による商品販売　「あおぞらマーケット」
　・パンフレット・チラシ配布
　・相談支援専門員による相談ブースの設置
　・講演会

令和４年11月26日（土）
10:00～16:00

うるま市民芸術劇場 ○

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:

②098-973-5103

02 うるま市 精神保健福祉市民講座の開催
　テーマ：「うつ病ってどんな病気？　～あなたとあなたの身近な人の為に知っておいてほし
い事～」
　講師：大鶴　卓　先生（琉球こころのクリニック　院長）

令和４年12月8日（木）
14:00～16:00

うるま市役所 ○

うるま市
福祉部障がい福祉課
TEL:098-973-5452
FAX:098-973-5103

03 伊平屋村 啓発活動 　庁舎内において、障害者週間ポスター等の掲示を行う 令和4年12月 伊平屋村役場

伊平屋村
住民課
TEL:0980－46－2142
FAX:0980－46－2956

04 浦添市 「障害者週間パネル」
　市役所1階ロビーにおいて、障がい者施策、市内障がい者団体の活動紹介に関するパネ
ル展示を行う

令和4年12月2日（金）～12月9日
（金）

浦添市役所 ○

浦添市
福祉健康部障がい福祉課
TEL:098-876-1709
FAX:098-878-8575

05 沖縄市 ハートフル福祉フェア
　市内障害福祉サービス事業所等の活動紹介パネル展示や、当事者が作成した作品の展
示会を行う。

令和4年11月21日（月）～11月25日
（金）
11/21（月）　13:00～17:00
11/22、24（火、木）　8:30～17:00
11/25（金）　8:30～15:00

沖縄市役所
市民ホール、展示ホール

○
https://www.city.okinawa.okinawa.jp
/

沖縄市
健康福祉部障がい福祉課
基幹相談支援センター
TEL:098－939－1212
098－894－6120
FAX:098－939－7739
098－894－6121
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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 沖縄市 ハートフル福祉フェア　物産展 　市内障害福祉サービス事業所等で作成しれた製品の販売会を行う。
令和4年11月28日（月）～12月9日
（金）
8:30～15:00

沖縄市役所
市民ホール、展示ホール

○
https://www.city.okinawa.okinawa.jp
/

沖縄市
健康福祉部障がい福祉課
基幹相談支援センター
TEL:098－939－1212
098－894－6120
FAX:098－939－7739
098－894－6121

07 沖縄市
ハートフル福祉フェア　ステージイベ
ント

　市内児童系サービス事業所等によるステージイベント（手話ソング、和太鼓、ダンス、大道
芸など）を行う。

令和4年11月23日（水）
10:00～14:15

ミュージックタウン音市場
音楽広場

○
https://www.city.okinawa.okinawa.jp
/

沖縄市
健康福祉部障がい福祉課
基幹相談支援センター
TEL:098－939－1212
098－894－6120
FAX:098－939－7739
098－894－6121

08 嘉手納町
・パネル展示
・講演会（予定）

　役場エントランスにて、障害のある方への理解を深めるために町内福祉団体の活動や障
害者の権利擁護についてパネル展示を行う。
　社会福祉協議会にて講演会を行う（予定）

パネル展示：令和4年12月1日（木）
～令和4年12月９日（金）

講演会：未定

パネル展示：嘉手納町役場
エントランス

講演会：嘉手納町社会福祉協
議会

○

嘉手納町
パネル展示：嘉手納町役場　福祉課

講演会：嘉手納町社会福祉協議会
TEL:098-956-1111

098-956-1177
FAX:098-956-8094

098-957-2530

09 宜野座村 啓発ポスター掲示 　「障害者週間ポスター」及びその他障害者に関する啓発ポスターの掲示等を行う。
令和３年12月6日（月）～
12月10日（金）　8:30～17:15

村役場2Fピロティ ○

宜野座村
健康福祉課
TEL:098-968-3253
FAX:098-968-5504

10 宜野湾市
第20回地域でがんばる仲間たちパ
ネル展（予定）

　宜野湾市で活動している障がい者グループや障がい者団体が各々で展示パネルを作成
し、活動内容の報告や事業所のアピールのために展示活動を行う。

令和4年12月5日～令和4年12月9日
（予定）

宜野湾市役所本庁舎ロビー ○ なし

宜野湾市
福祉推進部障がい福祉課
TEL:098-893-4427
FAX:098-893-4108
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11
宮古島市

障害者習慣文化作品展
　市民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、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する。
障がい者児及び団体に作品を募集。作品展示や広報掲載を行い、普及啓発を図る

Ｒ４／１１／２９～Ｒ４／１２／９
宮古島市役所情報展示ス
ペース

○ 宮古島市ホームページへ掲載

宮古島市
福祉部障がい福祉課
TEL:0980－73－1975
FAX:0980－７３－１９６３

12 糸満市
こころの芸術・文化フェスティバルin
糸満

　「障害者週間」の関連行事として、市民へ障害に対する理解と関心を深め、障害者・障害
児が芸術、文化、社会、経済、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開催する。
　市内の教育・福祉・医療の関係者が参加し、障害者・障害児が制作した絵画、工作、工芸
作品などの他、活動紹介パネルを展示する。

令和4年12月6日（火）～
12月9日（金）9:30～17:00
※9日（金）は12時まで。

糸満市役所1階市民ホール ○

糸満市
糸満市障害者地域活動支援セン
ター陽だまり
TEL:098-840-8468
FAX:098-840-8469

13 糸満市 ハッピーうぇるフェア2022
　市内就労支援施設の利用者、職員が参加して商品販売などをする「ハッピーうぇるフェア
2022」を開催する。お菓子やパン、コーヒー、手工芸品等のオリジナル商品を販売する。

令和4年12月7日（水）～12月8日
（木）

糸満市役所1階市民ホール ○
http://www.city.itoman.lg.jp/docs/2
020120100044/（昨年度HP）

糸満市
福祉部障害福祉課
TEL:098-840-8103
FAX:098-840-8152

14
八重山地区障がい者文
化・スポーツ振興会

第8回八重山地区障がい者美術展

　八重山地区に在住する障がい者の文化・スポーツを通して、障がい福祉ネットワークの構
築を図るとともに、障がい福祉の向上及び地域における障がい者の社会参加の促進に努
め、余暇活動の普及、充実、進行に寄与する。また、あわせて、障がいや障がい者に対す
る正しい理解を深めるとともに、合理的配慮の必要性について啓発を行うためポスターを掲
示する。

令和4年11月1日（火）
９：００～１６：００
令和4年11月2日（水）
９：００～１５：００

石垣市役所　１F
コミュニティールーム

○

石垣市
八重山地区障がい者文化・スポーツ
振興会　　　　（事務局：石垣市福祉
部障がい福祉課）
TEL:0980-82-9947
FAX:0980-82-1580

15 竹富町 障害者週間パネル
　町役場エントランスにパネルを設置し、障がいや障がい者に対しての理解促進、啓発を行
う。

令和4年11月の中で予定 竹富町役場エントランス ○

竹富町
福祉支援課
TEL:0980-83-7415
FAX:0980-82-3745
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16 中城村 障害者週間についての広報
　障害への関心・理解の促進を目的に「障害者週間」の紹介と「障害者に関するマーク」に
ついて村広報誌に掲載予定。

村広報誌12月号

中城村
福祉課
TEL:098-895-1738
FAX:098-895-3048

17 那覇市 障害者週間についての広報

　障がいへの関心・理解の促進を目的に、障害者週間についての周知を図る。
　①市広報誌『なは市民の友』に掲載する。
　②庁舎内広告モニターにて掲示する。
　③権利擁護に関するパンフレットを設置する。

①令和4年12月号
②③令和4年11月28日（月）～12月9
日（金）

②③那覇市役所本庁舎内

那覇市
福祉部障がい福祉課
TEL:098-862-3275
FAX:098-862-0621

18 南城市 南城市障がい者週間パネル展①
　市内障がい者団体、障害者施設、障害福祉事業所などの協力のもと、各団体事業所の紹
介パネルを展示、また工芸品、絵画などの展示し、活動の紹介を行う。

令和４年１１月９日～１１月１５日
１０時から１５時

南城市役所　大会議室 ○ https://www.city.nanjo.okinawa.jp/

南城市
福祉部生きがい推進課
TEL:098-917-5341
FAX:098-917-5427

19 南城市 南城市障がい者週間パネル展② 　市内就労継続支援施設の協力のもと、製品、作品の展示販売会を行う。
令和４年１１月９日～１１月１５日
１０時から１５時

南城市役所　大会議室 ○ https://www.city.nanjo.okinawa.jp/

南城市
福祉部生きがい推進課
TEL:098-917-5341
FAX:098-917-5427

20 南風原町
障害者週間パネル展と障害者就労
支援事業所等の自主製品等販売

　障害者週間を広く町民に知っていただくと共に、障害のある方々に対する正しい理解と認
識を深めることを目的として、役場庁舎内で啓発用のパネルを展示する。さらに、町内の就
労支援事業所等の自主製品等の販売を行う。

令和４年12月５日（月）～
12月９日（金）

南風原町役場

南風原町
民生部保健福祉課
TEL098-889-4416
FAX098-888-1772
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21 豊見城市 パネル展（エイブルアート） 　市内障害福祉サービスの利用者が作成した絵画等の作品展示を行う。
令和4年12月3日（土）～
令和4年12月9日（金）

市役所庁舎内 ○

豊見城市
福祉健康部　障がい長寿課
TEL:098-850-5320
FAX:098-856-7046

22 北谷町 障害者週間パネル展示 　「障害者週間ポスター」及びその他障害者に関する啓発ポスターの掲示等を行う。
令和４年12月5日（月）～
12月9日（金）
8:30～17:15

町役場町民ギャラリー ○

北谷町

住民福祉部福祉課
TEL:098-936-1234
FAX:098-926-1474

23 沖縄県名護市 ハッピーハートバザール
　障害者就労支援事業所（北部圏域含む）の活動内容の紹介や製作品の展示及び販売な
ど。（今年度については、全国障害者芸術・文化祭（美ら島おきなわ文化祭2022）との連携）

令和４年11月26日（土）、27（日）
両日　11:00～17：00

名護市市民会館中庭 ○

名護市
福祉部社会福祉課
TEL:0980-53-1212（内線101）
FAX:0980-53-1280

24 与那原町 障害に関するパネル展 　町内障害福祉事業所の紹介や障害者が作成した作品を展示する。
令和4年11月21日(月)～25日(金)
8：30～17：15

与那原町役場
町民ラウンジ

○

与那原町
福祉課
TEL:098-945-1525
FAX:098-946-4597
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