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都道府県・指定都市名: 富山県

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 富山県
「心の輪を広げる体験作文」及び「障
害者週間のポスター」入賞作品展示

　多くの県民が利用する大型ショッピングセンターにおいて、障害のある人に対する県民の
理解を促進することを目的として実施した作品募集に係る入賞作品の展示を行う。

令和４年12月３日（土）
～12月９日（金）

総曲輪フェリオ6階スカイギャ
ラリー

○

富山県
厚生部障害福祉課
TEL076-444-3211
FAX076-444-3494

02 富山県
チャレンジドコレクション＆農福連携
秋マルシェ

　障害者に対する理解を深めるとともに、障害者の自立と社会参加を促進するためのイベ
ントを開催する。併せて障害者就労支援施設で生産された農産物・雑貨等を販売するマル
シェを開催する。

①障害者モデルファッションショー
②「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間のポスター」入賞作品表彰式
③手話によるステージ発表、ワークショップ
④障害者スポーツ等の体験コーナー
⑤障害者就労支援施設で生産された農産物・雑貨等の販売　　など

令和４年11月19日（土） ファボーレ富山 ○

富山県
厚生部障害福祉課
TEL076-444-3211
FAX076-444-3494

03 富山県

第46回技能五輪国際大会、第60回
技能五輪全国大会及び第42回全国
アビリンピック 富山県選手合同激励
会

　令和4年11月に開催される第46回技能五輪国際大会、第60回技能五輪全国大会及び第
42回全国アビリンピックに、本県代表として出場する選手の健闘を期して、激励する。

令和４年10月13日（木）10:00～ 県民会館302号室 ×

富山県
商工労働部労働政策課
TEL076-444-3260
FAX076-444-4405

04 富山県 障害者人材開発促進週間
　障害者の方に対する職業訓練のＰＲ等を行い、社会一般や事業主に対して、障害を持つ
訓練生及び修了生への理解を高め、その就職や職場定着を支援する。

令和４年11月1日（火）～11月10日
（木）

○

富山県
商工労働部労働政策課
TEL:076-444-3259
FAX:076-444-4405

05 富山市 心身障害者（児）作品展 　障害者の方が作成した作品を展示する。
令和４年12月５日（月）13:00
～12月９日（金）13:00

富山市役所 ○

富山市
福祉保健部障害福祉課
TEL:076-443-2056
FAX:076-443-2143
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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 高岡市
だれでもちごて　みないいが　ART・
BRUT◎TAKAOKA in 障害者週間

　高岡市の福祉事業所、NPO等が保管する障がいのある方の作品や工芸品などを展示す
ることにより、障がい者への理解促進を促す。

令和４年12月2日（金）～12月９日
（金）

高岡市役所１階ロビー ○

高岡市
福祉保健部社会福祉課
TEL:0766-20-1369
FAX:0766-20-1371

07 魚津市
①障害者の作品展示
②障害者が作成した栞の配布

　障害者が作成した作品の展示・栞の配布を行うことで、障害者週間や障害福祉サービス
等について住民の障害への理解を深める。

①令和４年12月５日（月）～12月12
日（月）
②12月上旬～

①アップルヒル（ショッピングセ
ンター）
②市内書店（予定）

○

魚津市
民生部社会福祉課
TEL:0765-23-1005
FAX:0765-23-1055

08 氷見市 寿養荘　障害者無料入浴日
　障害を持っている人は、老人休養ホーム「寿養荘」が無料で利用できる。身体障害者手帳
1.2級及び療育手帳Aを持っている人は介助者も無料で利用できる。

令和４年12月３日（土）
～12月９日（金）

寿養荘 ×

氷見市

市民部福祉介護課障害者支援

TEL:0766-74-8113

FAX:0766-74-8060

09 氷見市 「障害者週間」作品展示 　障害者の方が作成した作品を展示する。
令和４年12月３日（土）
～12月９日（金）

氷見市芸術文化館内 ○

氷見市
市民部福祉介護課障害者支援

TEL:0766-74-8113

FAX:0766-74-8060

10 滑川市
障害者就労支援事業所の販売コー
ナーの設置、作品の展示

　市内ショッピングセンターにおいて、障害者就労支援事業所が作成した物品等の販売コー
ナー、作品展示コーナーの展示を行う。

令和４年12月３日（土）～12月４日
（日）
両日10：00～15：00

滑川ショッピングセンターエー
ル

○
https://www.city.namerikawa.toyam
a.jp/soshiki/11/1/2/2/fuku_eve_syo
ugaisyasyukan_191207.html

滑川市
産業民生部福祉介護課
TEL:076-475-2111
FAX:076-476-5505
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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

11 滑川市 ミニ手話講座 　聴覚障害者への理解促進と手話の普及を目的に、ミニ手話講座を行う。
令和４年12月３日（土）
11時～11時15分

滑川ショッピングセンターエー
ル

○
https://www.city.namerikawa.toyam
a.jp/soshiki/11/1/2/2/fuku_eve_syo
ugaisyasyukan_191207.html

滑川市
産業民生部福祉介護課
TEL:076-475-2111
FAX:076-476-5505

12 黒部市 障害児者が創作した作品展示
　黒部市まちづくり協議会と共催し、障がい児者アート作品の展示を通し、広く市民に障が
い者への理解促進普及啓発を行う。

令和４年12月２日（金）
～12月４日（日）

黒部市国際文化センターコ
ラーレ

○

黒部市
市民福祉部福祉課
TEL:0765-54-2502
FAX:0765-54-4115

13 黒部市 障害児者が創作した作品展示
　障がい児者アート作品の展示を通し、広く市民に障がい者への理解促進普及啓発を行
う。

令和４年12月５日（月）
～12月11日（日）

道の駅KOKOくろべ ○

黒部市
市民福祉部福祉課
TEL:0765-54-2502
FAX:0765-54-4115

14 黒部市 障害者週間の周知
　広報やホームページに、障害者週間の記事を掲載し、地域共生社会を含む障害者理理
解促進の啓発を行うものである。

令和4年12月1日～

黒部市
市民福祉部福祉課
TEL:（0765）54-2502
FAX:0765-54-4115

15 砺波市 障がい福祉関連書籍等の紹介 　障がい者理解を深めるため、障がい福祉関連書籍等を紹介する。
令和４年11月３日（木）
～12月１日（木）

砺波図書館 ○

砺波市
福祉市民部社会福祉課
TEL:0763-33-1317
FAX:0763-32-6186
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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

16 砺波市 障害者週間の周知 　障害者週間の周知を行い、障がいに対する理解を促進する。 令和４年11月25日（金）～

砺波市
福祉市民部社会福祉課
TEL:0763-33-1317
FAX:0763-32-6186

17 小矢部市
地域共生社会実現事業
フライングディスク競技大会

　老若男女、障害のある人もない人もだれでもフライングディスク競技に参加して、参加者
同士が自主的に助け合いや協力することにより、地域共生社会を実現することを目的とす
る。

①誰でも参加フライングディスク競技大会
②フライングディスク・ディスタンス競技交流会
③フライングディスク・ディスタンス競技大会

①令和４年10月23日（日）
②令和４年11月20日（日）
③令和４年12月11日（日）

小矢部市市民体育館 ○

小矢部市
民生部社会福祉課
TEL:0766-67-8601
FAX:0766-67-8602

18 南砺市
「民生委員・児童委員の活動を知る
講座」

　市障害者相談員を対象に、民生委員・児童委員の活動について学ぶ。 令和４年12月中予定 南砺市地域包括ケアセンター ×

南砺市
地域包括医療ケア部福祉課
TEL:0763-23-2009
FAX:0763-82-4657

19 南砺市 障害者週間の周知 　市広報及びホームページに「障がいに関する関心と理解について」をテーマに掲載する。 令和４年11月25日（金）～

南砺市
地域包括医療ケア部福祉課
TEL:0763-23-2009
FAX:0763-82-4657

20 南砺市 障がい者（児）の作品展 　障がいのある方の作品を展示する。
令和４年11月25日（金）
～12月9日（金）

（南砺市役所福光庁舎1F）
南砺市地域包括ケアセンター

○

南砺市
地域包括医療ケア部福祉課
TEL:0763-23-2009
FAX:0763-82-4657
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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

21 南砺市 障害に関する図書コーナー
　市内の図書館に障害に関する図書コーナーを設置し、障がい者への理解や地域社会に
おける共生について普及啓発を行う。

令和４年11月25日（金）
～12月9日（金）

南砺市内図書館 ○

南砺市
地域包括医療ケア部福祉課
TEL:0763-23-2009
FAX:0763-82-4657

22 射水市 「障害者週間」作品展示

　障害のある方々の文化・創造活動を支援し、発表の場を確保するとともに、障害のある方
への市民の理解を促進するため、主に以下の内容のことを実施する。
①作品展示会
②事業所製品の販売会（週間の内一日）
③手話動画の放映
④事業所の活動紹介

①令和４年１２月５日（金）～１２月９
日（金）
②令和４年１２月９日（金）
③令和４年１２月５日（金）～１２月９
日（金）
④令和４年１２月２日（金）～１２月１
３日（火）

①②③射水市役所本庁舎１F
エントランスホール
④射水市中央図書館

○

射水市
福祉保健部社会福祉課
TEL:0766-51-6626
FAX:0766-51-6658

23 上市町 障害者週間普及啓発イベント 　町内障害施設による施設紹介展示、視覚障害者によるピアノ演奏を行う。 令和４年12月上旬 つるぎふれあい館 ○ 上市町ホームページに掲載予定

上市町
福祉課社会福祉班
TEL:076-472-1111
FAX:076-473-2388

24 立山町
町広報紙等による障害者週間の周
知

　町広報紙等に障害者週間の記事を掲載し、障害や障害のある人への理解を深めてもら
う。

令和４年12月１日（木） ×

立山町
健康福祉課　障害福祉係
TEL:076-462-9957
FAX:076-462-9996

25
新川地域自立支援協議
会

障がい者への理解啓発活動 　障がい者が作成した作品のを展示する。
令和４年12月３日（土）
～12月９日（金）

コスモ21 ○

入善町
保険福祉課地域福祉係
TEL:0765-72-1841
FAX:0765-74-0067



－6－

主催 行事・取組 名称 内　　　　　　　容
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（開催時刻）
開催場所

一般参加
の可否

WEB情報 問合せ先

26
新川地域自立支援協議
会

障がい者への理解啓発活動 　しおりの配布を行う。
令和４年12月３日（土）
～12月９日（金）

町内の書店・図書館 ○

入善町
保険福祉課地域福祉係
TEL0765-72-1841
FAX0765-74-0067

27 朝日町 障害者週間の周知。広報活動
　新川圏域の事業所を利用されている障害者の方に、栞に絵を書いてもらい、障害者週間
にあわせ書店や図書館で配布する。
　図書館の1部スペースに、障害関係の書籍など展示する。

令和４年12月３日（土）
～12月９日（金）

新川圏域の書店、図書館 ×

朝日町
健康課
TEL0765-83-1100
FAX0765-83-1109


	都道府県・指定都市（管下の市区町村含む） 主催行事

