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	 （一社）富山県身体障害者福祉協会　会長　布　尾　英　二

　令和４年度に入りとても暑い日が続いております。そして梅雨に入った
かと思うととても短く、夏本番というところです。皆様には、体調管理が
しばらく大変な日々を過ごされておられる事と思います。また、新型コロ
ナウイルスも７月に入り急速に増加し BA5 の第 7 波に突入しており、収
束はまだまだ予断を許されない状況と思います。

　そこで、今年度は、それぞれの事業については、コロナ対策を十分に行った上で、実施の方向
で計画していきたいと思いますので、会員の皆様のご協力をお願い致します。
　さて、すでに福祉セミナーや山岳歩行訓練会・フライングディスク競技会・リハビリ教室を実
施させていただきした。
　また、本年度最大の事業としては、再延期していました日身連中部ブロック相談員研修会を計
画しております。相談員の皆様よろしくお願い致します。
　国内の身体障害者を取り巻く状況は、障害者差別解消法の合理的配慮の企業の義務化や障害者
の雇用率アップ、そして今年５月には、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション推進
法の成立とインクルーシブ社会へ向けて徐々に前進していると感じます。
　しかしながら、ロシアのウクライナ侵攻は、障害者を含むいわゆる弱者や一般市民に暗い影を
落としています。出来るだけ早く終戦に向かうことを願わずにはいられません。国内では、その
影響が物価高や貧困層の増加につながってきており、市民の支え合いや助け合いの大切さを痛感
しております。
　コロナ禍ではありますが、各市町村協会と共に知恵を出し合い、この難局を乗り越えたいと思
います。また、行政や関係各位と共に地域共生社会の実現に向けて努力していきたいと思います。
　今後共、よろしくお願い致します。

お詫び
　前号 147 号において、第 24 回富山県身体障害者福祉大会表彰（功労者表彰状受賞者）欄に	

「入善町　米澤 富美子様」のお名前が記入されていませんでした。心から深くお詫び申
し上げます。

令和４年度に当たって
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令和4年7月以降の主な事業
令和4年7月～令和5年3月まで記載

月 日・（曜日） 事　業　名 場　　所 備　　考

7

1（金） 交通安全教室 ひみのはな
7（木） 青年部ガラス制作体験（RM県東部） 富山ガラス工房
8（金） 青年部ガラス制作体験（PM県西部） 富山ガラス工房
13（水）～14（木）障害者相談員活動強化研修会 呉羽ハイツ 三障害（身体知的精神）関係者
21（木） 障害者陶芸教室（県西部） 匠の里
28（木） 障害者陶芸教室（県東部） 匠の里

8
5（金） ワークショップ（県西部） 高岡ふれあいセンター ほんわかアート教室
9（火） ワークショップ（県東部） サンシップとやま ほんわかアート教室
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3（土） 結婚相談事業「出会いと語らいの集い」山藤ぶどう園 日帰り交流会
7（水） 福祉協会：定例理事会 サンシップとやま
13（火）～15（木）地域障害者作品展（高岡圏域） 射水市役所

16（日） 富山県障害者スポーツ大会
（フライングディスク） 富山県総合運動公園 富山県障害者スポーツ協会

22（木） カローリング競技会 富山県総合体育センター 県カローリング協会　講習会
「推進センターだより」発行 第35号

30日（金）～2（日）第28回富山県障害者絵画展 イオンモール高岡
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1（土） 第49回ボウリング大会 アピタ東店ワンダーボウル
6（水） 障害者女性健康指導教室　① ラ・シャンス（環水公園） テーブルマナー教室
8（土）～10（月） 地域障害者作品展（新川圏域） 黒部メルシー
14（金）～16（日）地域障害者作品展（富山圏域） 富山市婦中ふれあい館
20（木）～21（金）日身連中部ブロック相談員研修会 富山県宇奈月温泉 セレネ
21（金）～23（日）地域障害者作品展（砺波圏域） 井波ショッピングセンター アスモ
29（土）～31（月）第22回全国障害者スポーツ大会 栃木県 富山県障害者スポーツ協会
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8（火）～10（木） 第2回リハビリ教室 氷見市「ひみのはな」 全市町村対象
13（日） 富山県障害者スポーツ大会 県総合体育センター 卓球の部
中旬 障害者女性健康指導教室 未定 料理教室
未定 相談員連絡協議会東部地区相談員研修会
未定 相談員連絡協議会西部地区相談員研修会
未定 対県要望書提出 富山県厚生部

12

2（金） 「障害者週間3日～9日」キャンペーン JR富山駅前 5団体・障害福祉課・健康課
3（土） 第35回富山県身体障害者福祉大会 高岡市
16（金） 福祉協会：定例理事会 サンシップとやま
27（火） 障害者女性健康指導教室　③ サンシップとやま フラワーアレンジメント教室

2 未定 「推進センターだより」発行 第36号

3
未定 身体障害者相談員連絡協議会研修会 未定
未定 協会：理事会・予算総会 サンシップとやま 令和5年度事業及び予算について

※�新型コロナウイルス感染症防止のため、当初計画事業の中止又は延期になることがありますのでご了承
ください。決定次第募集案内をいたしますので確認ください。皆さんの参加をお待ちしています。
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令和4年度一般会計収支予算書
自：令和　4年4月01日
至：令和　5年3月31日

単位：円
【収入】

科　　　目 R4予算額 R3決算額 備　　　考

会費 分担金 1,989,000 2,075,000
事業参加費 2,870,000 1,314,000

県補助金 協会運営費 270,000 270,000 事務所運営（管理費）補助金
相談員活動推進費 2,187,000 2,186,400 障害者相談員活動推進事業補助金

共同募金 県共同募金配分金 500,000 422,413 フライングディスク大会開催事業補助金

委託事業費

生活訓練事業費 1,502,000 1,148,364 障害者女性健康指導教室、研修会開催、リハビリ教室など

レクリェーション事業費 1,022,000 748,608 山岳歩行訓練、ボウリング大会・カローリング青年部会
車椅子障害者社会適応訓練事業 0 1,503,000 車椅子部会（令和4年3月解散による）

収益事業
日身連収益事業費 400,000 448,937 カタログ販売、島原そうめん、ジパング倶楽部

病院自販機事業 1,000,000 300,000 富山県リハビリ病院自販機（特別会計繰入金）
寄付金 一般寄付 265,000 265,000 身障者だより広告料、事業協賛金など

諸収入

預金利息 0 127 千円未満切捨てにより予算0円で計上
推進センター分担金 540,000 540,000 入居費・共益費分担金に相当
推進センター分需用費 560,000 515,850 印刷機・コピー使用料に相当
雑収入 60,000 98,600 相談員連絡協議会事務費など

当期収入合計（A） 13,165,000 11,836,299
前期繰越収支差額 902,000 -1,299,884
収入合計（B） 14,067,000 10,536,415

【支出】
科　　　目 R4予算額 R3決算額 備　　　考

管理費
給料手当 1,767,000 1,225,556 事務局職員分
福利厚生費 412,000 412,026 同上
退職金支出 120,000 120,000 同上

旅費交通費 旅費交通費 120,000 129,960 通勤費、事業打合せ旅費など

負担金
共済分担金 950,000 911,714 福祉会館入居料・共益費など
日身連関連費 126,000 125,880 日身連会費及び関係費など
団体加入費 121,000 111,550 県社協会費、税理士費用など

会議費 会議費 50,000 42,478 会議室使用料など

需用費

通信運搬費 150,000 164,246 電話料・郵便代など
福祉図書費 80,000 75,783 日身連機関紙、新聞代など
消耗什器備品費 200,000 283,520 コピー機のリース代など
消耗品費 100,000 102,754 コピー代、文具代など
雑費 50,000 118,930 お茶代、職員退職慰労金など

自主事業 広報活動費 368,000 359,601 「富山県身障者だより」印刷、送付代
福祉大会 200,000 262,262 富山県身体障害者福祉大会開催費

補助金事業
相談員活動推進事業 2,187,000 2,186,400 障害者相談員活動推進事業補助金
大会補助費 200,000 0 中部ブロック研修会負担分（3年度中止）
体育振興費 550,000 422,413 フライングディスク大会開催費

委託事業

生活行動訓練費 1,502,000 1,148,364 障害者女性健康指導教室、研修会開催、リハビリ教室など

レクリェーシュン活動事業 1,022,000 748,608 山岳歩行訓練、ボウリング大会、カローリング、青年部会
車椅子障害者社会適応訓練事業 0 1,503,000 車椅子部会（令和4年3月解散による。）

事業雑費 事業雑費 2,870,000 1,314,000 開催事業参加費など
当期支出合計（C） 13,145,000 11,769,045
当期収支差額（A）－（C） 20,000 67,254
次期繰越収支差額（B）－（C） 922,000 -1,232,630
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第67回　日本身体障害者福祉大会（ふくおか大会）開催

令和４年度コロナ感染防止に配慮して実施した事業

　今年 4月 20 日～ 21 日にコロナ感染防止を行いながら「ゆ～
とりあ越中」で会員 54 名が参加し開催しました。
　初日の 20 日は、講師として富山県消費生活センターの山本公
子推進リーダーより ｢高齢者の消費者トラブルとその対処法」
についてのお話がありました。
　特に、昨年・一昨年とコロナ禍により自粛生活が余儀なくされ、
家庭への電話勧誘や成りすまし詐欺などの悪質商法や特殊詐欺
の被害額が増大しているとのことです。
　そのような電話があれば、一人で判断せずはっきり断るか警
察や家族また友人等に相談してみてください。
　また、一人暮らしの方は各市町村において録音機付き電話機
の貸出制度がありますので相談してください。
	 （関連記事 P7）
　また、二日目の 21 日については、従来福祉施設などの視察研
修会を行っていましたが、コロナ禍の中、全ての福祉施設にお
いて感染防止のため見学できなかったため、今回地元の歴史を
知ろうということで、富山市猪谷の細入関所館の見学をしました。

　6月 20 日（月）午後 1時 30 分から、コロナウイルス感染症拡大予防の
ため、今回	Youtube 録画配信で開催されました。

第 67 回日本身体障害者福祉大会ふくおか大会　大会宣言
　コロナ禍を超え、全国の仲間とともに、第 67 回日本身体障害者福祉大
会を開催することができた。
　日本身体障害者団体連合会は、障害者権利条約を踏まえ、障害当事者
参画のもと、障害者施策の促進と障害特性に配慮した社会環境の整備が
図られるよう、加盟団体と強く連携し、全力で活動してきた。
　今、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に高まる障害
及び障害者に対する国民的理解を地域に根づかせるべく、私たちが主体
となって取り組んでいかなければならない。
　また、障害者差別解消法の改正により、事業者における合理的配慮の提供の義務化が実現したが、
本法律が地域間格差なく円滑に運用されるよう、私たち自身が意識をもって関わっていくことが
求められる。
　そして、障害のある私たち一人ひとりが発信者となり、障害の社会モデルの考え方が共有され、

私たちの社会生活において、困ってい
ること、改善解消を必要とすることを
伝え、相互理解を深めていかなければ
ならない。
　日本身体障害者団体連合会に集結す
る私たちは、障害によって分け隔てら
れることなく、誰もが安心安全に暮ら
せる地域共生社会の実現を目指して、
一致団結し、行動することを誓い、こ
こに宣言する。

全国的に被害が増加しています

関所館での籠の渡しに乗っての
バーチャル体験

令和4年度　第32回福祉セミナー開催

「第 67 回日本身体障害者福祉大会」
において富山県協会から黒部市協会の
「中村	早苗」さんが日身連会長表彰を
受賞されました。
おめでとうございます。

中村 早苗氏 日身連会長表彰受賞
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　今年 5 月 18 日～ 19 日にコロナ感染防止を行
いながら会員など 39 名で、初日は「立山カルデ
ラ砂防博物館」の見学をし、2 日目に初めて立
山室堂「雪の大谷ウォーク」を実施しました。
　実施については、当初県の福祉バスでの開催
を予定していましたが 4月末に有料道路入口の
桂台から美女平間で落石があり通行止めが発生
しました。
　協会として中止も検討しましたが、会員から
立山はよく行くが、雪の大谷は行ったことがな
いので是非行ってみたいとの話もあり、急遽立
山ケ―ブルを利用して実施しました。
　実施については、車椅子利用者の方もおられ
立山ケーブル会社の職員の方や参加した会員の
お力添えを得て参加者全員無事散策してくるこ
とができました。
　皆さんのご協力に感謝申し上げます。

　6 月 22 日、第 24 回フライングディスク競技
会が富山市の体育文化センターにおいて、コロ
ナ感染防止のため昨年同様午前中のみの団体戦
兼個人戦で開催しました。
　当日は、フライングディスク協会より 3名の
主審の協力を得て総勢 78 名参加し、日頃の練習
成果を発揮された方、また発揮できなかった方
もおられ和気あいあいと楽しい 1日を過ごしま
した。

団体の部 個人の部

立山カルデラ砂防博物館見学

フライングディスク競技会

「雪の大谷」車椅子での散策

令和４年度　山岳歩行訓練会
（立山室堂  雪の大谷ウォーク）開催

令和4年度　第24回フライングディスク競技会開催

順位 チーム名 点数
優勝 南砺市A 42
2位 高岡市A 40
3位 氷見市A 34
4位 氷見市 B・小矢部市 33
5位 富山市 33
6位 富山市・大沢野 26

順位 チーム名 点数
7位 高岡市C・立山町 25
8位 小矢部市 24
9位 南砺市 B 25
10位 高岡市 B 21
11位 砺波市 20
12位 婦中町 19

順位 氏　名 点数
優勝 舟守　一枝（高岡市） 10
2位 堺井　重雄（南砺市） 10
3位 谷口　新一（高岡市） 10
4位 尾崎　　豊（高岡市） 9
5位 太田　晋也（富山市） 9
※�優勝・2位・3位は優勝決定戦を行い決定
しました。
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　令和 4 年度第 1 回リハビリ教室は、昨年同様
九殿浜温泉「ひみのはな（氷見市）」で 6 月 29
日（水）～ 7 月 1 日（金）に二泊三日にかけて
温泉療養を兼ね開催しました。
　二日目の 29 日には、天候にも恵まれ午前中は
あいやまガーデンのバラ園のゆりを見学すると
ともに、午後からは氷見市出身の藤子不二雄Ⓐ
さんの作品を展示した氷見市潮風ギャラリーを
見学してきました。

　リハビリ教室最終日の 7月 1 日（金）ひみのはなにおいて令和 4年度の障害者交通安全教室を
開催しました。
　講師は、富山県警察本部		交通企画課調査班　御福様より、最近の高齢者における交通事故の状
況や「信号機のない横断歩道」の車の一時停止率
が富山県では 25.1% と全国平均の 30.8% より相当
低い現状となっているとのことでした。
　歩行者の方は、横断歩道を渡るときは、ドライ
バーに手を上げる・差し出すなどの「ハンドサイ
ン」で横断する意思を伝えてください。又、車が
止まってから安全に横断してください。
　ドライバーの方は横断歩道を渡ろうとする歩行
者がいるときは、横断歩道の手前で必ず止まって
ください。

レストハウス前にて

歩行者の道路横断時の事故が多発しています。

氷見市潮風ギャラリーにてJINRIKIでの園内散策

「交通安全教育車」での実体験昨年同様「交通安全教育車」に出動いただき、
横断歩道の渡り方や信号機の判断能力テストを体験

令和4年度　第1回リハビリ教室開催

令和4年度　障害者交通安全教室開催
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こんな言葉や話には

○ 「無料で点検します」、「タダであげます」
○「今だけ…」、「あなただけ…」
○ 「必ず儲かります」、「高価で買い取ります」 

などの甘い言葉やうまい話
○ 「現金をレターパックや宅配便で送って」

などの指示

悪質商法や特殊詐欺に遭わないための� �
� ５つのポイント

① 「なんの用？」  
 しっかり聞こう 身分と要件

② 勇気を持って はっきり言おう  
 「いりません！」

③ 迷ったら、ひとりで悩まず  
 家族、知人にまず相談

④簡単に書くな名前 押すな印鑑
⑤うますぎる話に 落とし穴

※その電話！その勧誘！
あやしいのでは？

※困ったら、一人で悩まず。
まず相談しましょう

富山県ゆずりあいパーキング制度紹介

悪質商法や特殊詐欺に遭わないために

　この制度は、歩行が困難な障害者等が優先的に指定駐車場所が利用できる制度です。対象者は
障害者手帳など証明できるものをもって市町村役場で申請することができます。
※	警察で発行する駐車除外証明書と違いますのでご注意ください。

要注意



	（	8	）	 富山県身障者だより	 令和４年 7月 25 日

広告ありがとうございました。


