
主な障害福祉関係団体                                                                                   （R1.6.1現在） 

団体名 設立年月日 事務局住所 代表者 電話番号 ＦＡＸ番号  対象者 団体概要／活動内容 入会方法 

一般社団法人 

富山県身体障害者福祉協会 
昭 57.12.９ 

〒930-0094 

富山市安住町 5-21 

（富山県総合福祉会館内） 

会長 

布尾 英二 

076 

432-6331 

076 

433-4610 

 正会員：県内の市町村を単位とし

て、本法人の目的及び事業に賛同す

る身体障害者 

賛助会員：本法人の目的に賛同し、

事業を賛助する団体又は個人 

県内の身体障害者を中心とする団体で、援護思想の普及、

障害福祉の向上及び更生意欲の高揚を図ることによって、

社会参加活動を促進し、もって身体障害者の福祉の増進に

寄与することを目的とする。 

○障害者社会参加総合推進事業（県の委託事業）及び身体

障害者の福祉増進のための事業（身障者だよりの発行等） 

等 

正会員：入会申込書を会長

に提出し、理事会の承認を

受ける。 

賛助会員：会費の納入。 

一般社団法人 

富山県手をつなぐ育成会 
昭 32.11 

〒930-0094 

富山市安住町 5-21 

（富山県総合福祉会館内） 

理事長 

四方 正治 

076 

441-7161 

076 

441-7255 

 知的障害のある本人を支える家族と

支援者 

○市町村支部や施設支部、県育成会などでレクリエーショ

ンやニーズに応じた研修会○障害のある方自身が企画運営

する活動○心のバリアフリーの推進○家族・子育て支援○

学齢期支援（進路と就労をテーマにした研修会）○関係機

関等との連携（特別支援学校長との懇談会） 等 

ホームページ：http://toyamaikusei.jp/ 

電話・ＦＡＸ・メール等で

受付。 

年会費 5,000円／世帯 

社会福祉法人 

富山県視覚障害者協会 
昭 52.１.10 

〒930-0077 

富山市磯部町 3丁目 8-8 

（富山県視覚障害者福祉ｾﾝﾀｰ内） 

会長 

塘添 誠次 

076 

425-6761 

076 

425-9087 

 県内に居住し、身体障害者手帳（視

覚障害）を有する方 

県内の視覚障害者の自立と社会参加を支援し、富山県視覚

障害者福祉センターを運営する。 

○点字・音訳ボランティア養成・研修事業○同行援護従業

者養成研修事業○ＩＴ関係相談・指導○点字指導○歩行訓

練○盲導犬育成事業○ヘルスキーピングモデル事業○サー

クル・教室○会報「ゆきしろ」の発行（年２回） 等 

個人会員：居住する地域の

支部長を通して申し込む。

支部のない地域は直接事務

局へ申し込む。 

社会福祉法人 

富山県聴覚障害者協会 

平 17.７.１ 

（昭 23） 

〒930-0806 

富山市木場町 2-21 

（富山県聴覚障害者ｾﾝﾀｰ内） 

理事長 

石倉 義則 

076 

441-7331 

076 

441-7305 

 聴覚障害者と家族のほか、手話、要

約筆記、盲ろう者支援の関係者等 

聞こえない・聞こえにくいことから、情報やコミュニケー

ションのバリアに直面している聴覚障害者の福祉向上及び

バリアフリー社会の実現に向けて、様々な活動をしている。 

○富山県聴覚障害者センターの運営○手話通訳者、要約筆

記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成等（県及び富山市

の委託事業）○相談事業○会員の社会参加の推進及び啓発

活動○機関紙「富山ろう友」の発行○手話講習会講師派遣 

等 

正会員：聴覚障害者が対

象。年会費は単身で 15,000

円（機関紙含む）。 

賛助会員：聞こえる人、県

外の人が対象。一口 3,000

円。 

富山県喉友会 

（富山県喉摘者友の会） 
昭 48.５ 

〒933-0852 

高岡市下黒田 488 

会長 

山田 利郎 

0766 

22-4977 

0766 

22-4977 

 喉頭摘出手術を受けた方 声をなくした会員の発音から会話へと声を取り戻し、社会

復帰へと相互に理解し助け合うとともに、親睦を深めＱＯ

Ｌを高める。 

○発声教室（富山・高岡）○日常生活相談○発声補助器具

等の斡旋及び指導○スピーチコンテストへの出場○発声訓

練指導者養成研修会への参加 等 

電話・ＦＡＸ・E-mail 

（milestonepc1@gmail.com）で

連絡、教室にて受付。 

入会金 2,000円 

年会費 2,000円 

富山県障害者（児）団体連絡 

協議会 
昭 50.９.20 

〒930-0094 

富山市安住町 5-21 

（富山県総合福祉会館内） 

会長 

平井 隆 

076 

441-6302 

076 

441-6302 

 すべての障害者（児）とその家族、

支援者、支援団体等 

○障害者の生活についての相談○各障害者団体が抱える問

題の啓発活動○社会福祉や障害者の問題についての研究・

学習○障害者成人式の開催○行政への要望○機関紙「富山

障連協新聞」「事務局通信」の発行 等 

事務局にて受付。 

個人賛助会員 3,000円／年 

団体賛助会員 6,000円／年 

富山県肢体不自由児協会 昭 30.２.28 

〒930-8501 

富山市新総曲輪 1-7 

（富山県厚生部障害福祉課内） 

会長 

礒好 満 

076 

444-3213 

076 

444-3494 

 肢体不自由児 肢体不自由児の福祉の増進を図ることを目的とする。 

○啓発・理解推進事業：「愛と友情のクリアファイル」「友

情の絵葉書」の頒布、「手足の不自由な友に送る友情の図

画」の募集・展示、肢体不自由の高校生への奨学金の交付 

○援護事業：肢体不自由児関係団体等への助成、肢体不自

由児施設入所者関係団体との激励交歓活動 

 

富山県重症心身障害児（者）を

守る会 
昭 44.11.20 

〒939-2692 

富山市婦中町新町 3145 

（富山病院憩いの家内） 

会長 

藤澤 喜一 

076 

469-2135 
 

 重症児（者）の父母又はそれに代わ

る方々等 

「最も弱いものをひとりももれなく守る」という基本理念

に基づき、施設対策と在宅対策の運動を進め、親の意識の

啓発と連携を密にするため、地域活動や施設活動を行って

いる。 

○在宅訪問診査事業、レスパイトサービス事業（県の委託

事業）○在宅と施設の交流を図る「ふれあい場」の開催（10

月）○茶話会○全国大会及びブロック大会への参加促進○

相談支援○会報「ふれあいとやま」の発行（年２回） 等 

事務局にて受付。 

正会員：重症児（者）の父

母又はそれに代わる方々。 

13,800円／年 

賛助会員：本会の趣旨に賛

同して協力いただける

方々。10,000円／年 

会報「両親の集い」（指導

誌）を毎月送付。 

 

 

 



団体名 設立年月日 事務局住所 代表者 電話番号 ＦＡＸ番号  対象者 団体概要／活動内容 入会方法 

富山県肢体不自由児者父母の

会連合会 
昭 45.４.１ 

〒939-2376 

富山市八尾町福島 625-1 

会長 

礒好 満 

076 

454-6675 

076 

454-6675 

 障害者の保護者 現在活動休止中。  

いずみの会 

（富山県ことばを育む会） 
昭 48.12.24 

〒931-8409 

富山市高畠町 2-11-28 

（萩浦小学校内） 

会長 

大村 和美 

076 

437-9619 

076 

437-9816 

 県内のことばの教室通級児童等 ○療育キャンプ（年１回）：少年自然の家等で、親子の

宿泊学習 

○研究指導大会（12月）：保護者と教員等で協議会、外

部講師を招いて講演会を開催 

県内のことばの教室担当者

まで連絡。 

富山県失語症友の会 昭 54.11.12 

〒931-8517 

富山市下飯野 36 

（富山県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院･こども 

支援ｾﾝﾀｰ言語聴覚科内） 

会長 

釣 憲二 

076 

438-2233 

076 

437-5390 

 失語症を持つ患者とその家族 ○「友の会だより」を毎月発行○月例会○野外訓練○講

演会（年１回）○書道展 

入会申込書の提出及び年会

費 2,000 円を事務局へ現金

書留で送付又は月例会時に

納入。 

太陽の会 

（日本オストミー協会富山県

支部） 

平８ 

〒931-8401 

富山市田畑新町 1-13-12 

中川 紀夫 方 

会長 

中川 紀夫 

076 

438-1330 

076 

438-1330 

 人工肛門、人工膀胱所有者 （公財）日本オストミー協会富山県支部所属。 

○人工肛門・人工膀胱に関する知識の普及啓蒙○オスト

メイト等及び家族に対する医療指導○オストメイトのリ

ハビリテーションに関する調査○医療講演会・医療相談

○会員同士の体験交流○オストメイト福祉制度の改善運

動○会報の発行（年４回）○各地相談会○オストメイト

のための食事会、一泊旅行 等 

ホームページ：http://www.ostomy.jp/toyama 

入会申込書の提出及び入会

金 1,000 円と年会費 3,600

円の納入。 

富山県身体障害者団体協議会 昭 32.２ 

〒930-0094 

富山市安住町 5-21 

（富山県総合福祉会館内） 

会長 

久々江 除作 

076 

444-0213 

076 

433-4610 

 （一社）富山県身体障害者福祉協会 

（福）富山県視覚障害者協会 

（福）富山県聴覚障害者協会 

身体障害者の社会的生活能力の向上を図るとともに、社

会活動への参加と自立を促進し、もって身体障害者の福

祉の増進に寄与することを目的とする。 

○県障害者社会参加推進センター運営事業（県の委託事

業） 等 

年会費 10,000円／団体 

特定非営利活動法人 

脳外傷友の会高志 
平 23.６.24 

〒935-0035 

氷見市上田子 796 

代表 

山 加代子 

0766 

91-0497 

0766 

91-0497 

 不慮の事故による頭部外傷・脳血管

障害・脳症・脳炎などの後天性脳損

傷による高次脳機能障害を負ってし

まった当事者、小児期発症の高次脳機

能障害者（発達障害の中に埋もれてい

る子供も多く、理解されにくい）やそ

の家族 

富山県高次脳機能障害支援センターと協働で、医療機関

では難しい当事者や家族の精神的支援を行っている。 

○高次脳機能障害についての正しい知識や理解を広める

事業○当事者の社会参加促進○高次脳機能障害者につい

ての相談○ピアサポート事業○家族教室○講演会○交流

会○カルチャー教室 等 

富山県高次脳機能障害支援

センター（富山県リハビリ

テーション・こども支援セ

ンター内）又は事務局まで

連絡。 

富山県知的障害者福祉協会 昭 41.９.１ 

〒939-2298 

富山市坂本 3110 

（セーナー苑内） 

会長 

上田 隆司 

076 

467-0679 

076 

467-5083 

 県内に所在する知的障害関係施設に

勤務する職員で、本会の趣旨に賛同す

る方 

知的障害福祉関係の研究協議と親睦を図り、相携えて県

内知的障害者の福祉増進に寄与することを目的とする。 

○知的障害者の福祉の向上に関する調査研究○施設並び

にその運営に関する研究○施設職員の研修○知的障害者

に対する一般の啓発○会員相互の親睦○機関誌の発行 

等 

会費の納入。 

富山県自閉症協会 
平 20.４.22 

（昭 43） 

〒930-0143 

富山市西金屋 6696-8 

（めひの自閉症地域生活支援 

ｾﾝﾀｰ内） 

会長 

八木 信一 

076 

471-8880 

076 

471-8887 

 自閉症のある当事者やその家族及び

支援に携わる方 

自閉症児・者が安心して心豊かに過ごせる社会づくりを

目指して、保護者や支援者が集まって活動をしている。 

○世界自閉症啓発デーの五箇山ブルーライトアップ 

○スペクトラムカフェ：自閉症スペクトラムと関わるす

べての方との意見交換、情報交換の場として毎月開催 

ホームページより入会案内

をダウンロード可能。又は

事務局まで連絡。 

とやま発達障がい親の会 昭 43.９.26 
〒933-0326 

高岡市立野美鳥町 1-68-1 

会長 

八幡 祐子 

0766 

31-4506、 

090 

3887-4182 

0766 

31-4506 

 発達に凸凹のある子ども（診断はなく

ても気になる子ども）を持つ家族 

子どものことで悩みを抱えているご家族の方々が、ざっ

くばらんに情報交換できる場として、子どもも家族も笑

顔で歩んでいけることを目指している。 

○茶話会○就学お話会○勉強会 等 

ブログ：http://toyamayotuba.blog.fc2.com/ 

事務局へのメール 

（paal_toyama@yahoo.co.jp）

の件名を「入会希望」とし、

①ご家族の氏名②お子さん

の氏名・年齢③住所を明記

のうえ送信。電話でも受付。 

年会費 1,000円 

富山県障害者スポーツ協会 平 7.４.26 
〒931-8443 

富山市下飯野 70-4 

会長 

石井 隆一 

076 

413-2248 

076 

413-2304 

 障害者全般 障害者全体のスポーツの振興を図り、スポーツを通じて

障害者の心身の健康増進と社会参加の意欲の高揚を図る

とともに、県民の障害者に対する一層の理解を深め、ノ

ーマライゼーションの確立に寄与する。 

○全国障害者スポーツ大会派遣○富山県障害者スポーツ

大会○障害者スポーツ指導者・審判員の育成○障害者ス

ポーツの普及・啓発 等 

 

 


