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＜特集＞知れば知るほど！

なごや福祉用具プラザの役割
その③

福祉用具を展示︑
使い方や介護技術のご相談から
専門家の育成まで︑
幅広く活動

介 護 実 習・普 及
センター

介護ロボット
普及
モデル事業
テクノエイド
機能

なごや福祉用具プラザの主な業務は、
〈介護実習・普及センター〉
〈テクノエイド機能〉
〈介護ロボット普
及モデル事業〉の 3 つに分けられます。
今回は〈介護実習・普及センター〉についてご紹介します。
介護実習・普及センターとは、誰もが安心して在宅生活を続けることができるよう地域の方々へ介護知
識や介護技術の普及を図るとともに「高齢社会は国民全体で支えるもの」という考え方を広く啓発するた
めの業務で、都道府県や指定都市などの自治体が社会福祉協議会やリハビリテーションセンターに委託し
て行っている事業です。福祉用具の展示や相談体制を整備し福祉用具の普及を行い、機器と住宅改修の専
門機関として相談や専門職の研修などを行っています。

リハビリテーションセンター
瑞穂区障害者基幹相談支援センター
（地域活動支援センターつきみがおか）

指定管理者
として指定※

福祉スポーツセンター
名古屋市障害者スポーツセンター

名古屋市

西部リハビリテーション事業所

社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団
※一部、名古屋市総合リハビリセンターの付帯事業、名古屋市委託事業等を含む
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なごや福祉用具プラザ

知れば知るほど！

なごや福祉用具プラザの
介護実習・普及センター業務

福祉用具の展示
衣類、移動、入浴、家具、コミュニケーション用具など、
あらゆるタイプの福祉用具1,200点以上を展示しています。

相談事業
■福祉用具相談
福祉用具の選定と、使用方法や助成制度のアドバイス
を行います。カタログ・福祉機器データベースなど、多様
な情報を使い幅広く対応します。また、来館できない方
には、福祉用具の貸し出しも行っています。

■介護相談
福祉用具の相談
と併せて退院直後
の家庭での介護方
法に関する相談も
行 って いま す。身
体状況や家庭環境に合わせて福祉用具を選定し、在宅
サービスを紹介するなどしています。

高齢者住宅改修相談事業
高齢者の住宅改修について、身体状況、家族構成、家
屋状況に応じた改修が行われるよう、利用者の住宅を訪

■住宅改造相談
作業療法士、1級建築士による障害者や高齢者の住宅
改造相談を行います。

問し相談・助言を行います。

■その他の相談
医療相談、経済的相談、ヘルパーなどの資格の取り方、
障害者の進路相談など、必要な場合は関係機関の紹介
等を行います。
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介護実習・研修事業
■福祉用具ふれあい講座（入門講座）
一般市民を対象に、福祉用具を実際に使用しながら福
祉用具や介護に対する知識と理解を深める講座を開催し
ています。

■他団体依頼講座
公的機関や教育機関、各種専門学校、在宅サービス提
供事業者、企業などが企画した講座で、プラザ職員が講
師となり講座を実施します。

■介護実習・普及講座
在宅支援関係者や施設職員、一般市民を対象に、介護
技術や福祉用具の選択・活用技術についてテーマを設け
講座を実施しています。

介護実習・研修事業
講師には AEAJ 認定アロマセラピスト
JAMHA 認 定 ハ ー バ ルプラクティショ
ナーの松本イズミさんをお招きしました

参加された13 組の親子がアロマ
やハーブを加えたクリスマスリー
ス作りに挑戦しました

自助具の体験では、使用方法など
を説明し、実際に使っていただき
ました

介護ロボットは特に人気で、何度
も話しかける子どもたちの姿が印
象的でした

講 義では、福祉 用具の種 類と特
徴を知ることで適切なものが選
択できると説明されました

館内の用具を確認。熱心にメモを
取るなどして説明に聞き入ってい
ました

車いすでは、特徴的なさまざまな
機能を持つものを紹介し、それぞ
れに体験しました

介護用ベッドを体験することで、
座学だけではわからない介護さ
れる側の感覚を体感しました

キッズ特別企画
アロマハーブでクリスマスリースづくり
2016 年12 月11日、アロマやハーブを加えてクリマスマス
リースを作る「キッズ特別企画

アロマハーブでクリスマス

リース」を開催しました。リース作りの後、自助具と介護ロ
ボットの体験会を開催、NFP 技術ボランティアとプラザ職員
で説明に当たりました。

介護実習・研修事業

愛知きわみ看護短期大学、
介護者教室を開催
2016 年12 月9日、愛知きわみ看護短期大学の学生約 30
名が訪れ、福祉用具についての授業を行いました。将来、看
護師を目指す方々に福祉用具についての説明と、なごや福
祉用具プラザで展示している用具や機器を実際に手にとっ
て体験していただきました。
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情報収集・提供事業
福祉用具メーカー、販売店、各種文献などから福祉用

福祉用具・介護技術等普及啓発事業
■広報活動

具及び関係機関に関する最新情報を収集・蓄積し、高齢

広報誌「暮らしほっと

者や障害者のほか、関係機関の中間ユーザーなどに情報

ワーク」の発行や、新聞

提供しています。

等のメディアを活用し、
福 祉 用具や 介 護 知 識・
技術を普及しています。

■特別展の開催
福祉用具や介護知識普及のための各種特別展を実施
しています。
福祉用具・介護技術等普及啓発事業

なごや福祉用具プラザの機能を
紹介するパネルは、多くの方に関
心を持っていただきました

製作相談コーナーなど、さまざま
なブースを出展し、なごや福祉用
具プラザの活動を紹介しました

イベント中はさまざまな実演講座
を行い、来場者に参加していただ
きました

来場者に福祉用具を実際に体験
していただけるコーナーを設けま
した

お買い物途中に通りかかった方
も、興味深そうに用具を手に取り
職員の説明を受けていました

屋外用歩行車などの福祉用具も
実際に体験していただきました

福祉用具の説明からご家族につ

障害者スポーツの体験コーナー。

第19 回国際福祉健康産業展
〜ウェルフェア 2016〜
2016 年 6月2日〜4日に、第 19 回国際福祉健康産業展〜
ウェルフェア 2016〜がポートメッセなごやで開催され、なご
や福祉用具プラザの持つ3 つの機能 ①「介護実習・普及セ
ンター」
②
「テクノエイド機能」③「介護ロボット普及モデル事
業」を紹介しました。

福祉用具・介護技術等普及啓発事業

福祉用具・介護ロボット展示＆体験会
2016 年11月2日、イオン八事のイベントスペースにて「福祉
用具・介護ロボット展示＆体験会」を開催しました。普段、福
祉用具をあまり必要としていない方々にも、福祉用具・介護ロ
ボットを身近に感じられるような展示会を企画しました。会場

を訪れた方々は、コミュニケーションロボットに触れてみたり、 いての相談まで職員が丁寧に対 サウンドテーブルテニスを体験し
障害者スポーツを体験したりと、楽しんでいただきました。
応しました
ていただきました
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家族介護者教室
介護に関心のある一般市民の方を対象に介護者教室

地域介護者教室
市民の方が参加しやすいように身近な地域に出向き、

を開催し、介護技術の向上を図るとともに介護者同士の

コミュニティーセンターなどを会場に家族介護者教室の

交流を図ります。

簡易版として開催しています。

家族介護者教室
ベッドから車いすへの移乗実技。 スライディングシートを使った起き
立つこと、座ること、踏み替えと、 上がり介助など、福祉用具を使った
動作のポイントを学びました
介助方法を体験してもらいました

腰のらくらく
〜介護のコツと移乗を助ける介護ロボット〜
2017年1月19日、名古屋市総合リハビリテーションセンター
にて家族介護者教室「腰のらくらく〜介護のコツと移乗を助
ける介護ロボット〜」を開催しました。なごや福祉用具プラ
ザの相談員が講師を務め、
「移乗サポートロボット・ハグ」の
開発メーカーの方にお越しいただき、製品を紹介しました。

「移乗サポートロボット・ハグ」開
発メーカー担当の方に、製品の解
説をしていただきました

介護ロボットの体験では、参加者
が実際に利用してみました。具体
的な導入を相談する方もいました

なごや福祉用具プラザのこれから
なごや福祉用具プラザは、国が定める介護実習・普及センターとして、平成９年から福祉用具の相談、展示、研修、自助具や被服
の製作改造、IT 支援など多岐にわたる事業を実施してきました。近年では、介護ロボットの普及・啓発の役割も加わり、名古屋市域
における福祉用具や住宅改修に関する総合的な相談支援機関として事業を展開しています。また、福祉用具の適切な活用法を理
解する専門職の育成という役割も果たしています。
皆さまに魅力を感じていただける展示場づくりや相談方法の工夫、リハビリテーションセンターと連携した地域支援など、なご
や福祉用具プラザの機能と専門性を活かした活動を続けていきたいと思います。
最近では、なごや福祉用具プラザを訪れる相談者のうち障害者（高齢障害者も含む）の占める割合が半数近くに高まっています。
障害者と係わる部分として、テクノエイド機能がますます重要になっていくことと思われます。プラザの中心的な役割を担う機能と
して、今後さらに充実を図るよう考えています。
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参加は

無料
平成29年度
です！
前期（4月〜9月）

家族介護者教室

北部介護者教室
会場

●申込開始／4月26日㈬から
●定
員／20名

名古屋市総合社会福祉会館 7階研修室
北区清水4-17-1北区総合庁舎内

■この内容は平成 29 年 2 月中旬現在のものです。日程や講座内容が都
合により変更になる場合があります。
■お問い合わせは、なごや福祉用具プラザ（TEL052-851-0051）まで。

■ 5月 31日㈬ 介護の準備学
〜ライフステージに合わせて考える〜
■ 6月 7日㈬ 排泄のお悩み解決しましょう
（骨盤底筋体操など）
■ 6月 14日㈬ 持ち上げない介助の方法
■ 6月 21日㈬ 話を聴いてもらえる安心感〜傾聴を学ぶ〜

東部介護者教室

西部介護者教室

テーマ

楽らく介護のすすめ〜心と体の健康講座〜

会場

●申込開始／4月26日㈬から
●定
員／20名

名古屋市障害者スポーツセンター 2階会議室
名東区勢子坊2−1501

会場

●申込開始／5月23日㈫から
●定
員／30名

西部リハビリテーション事業所
中村区烏森町6−298

■ 6月 2日㈮ 快適に歩く
〜歩行器・杖、正しく使えていますか〜
■ 6月 9日㈮ 転倒予防と急変時に備えて
■ 6月 16日㈮ 食事の工夫と調理のポイント
〜男性も一緒に調理実習〜
■ 6月 30日㈮ お薬うまく飲めていますか

■ 6月 24日㈯ 介護の準備学
〜ライフステージに合わせて考える〜
■ 7月 1日㈯ 安心して暮らせる住まいの工夫
■ 7月 8日㈯ 家庭でできる細菌感染予防
■ 7月 15日㈯ 転ばないための運動と工夫

南部介護者教室

中部介護者教室

会場

●申込開始／6月20日㈫から
●定
員／40名

名古屋市総合リハビリテーションセンター 4階大研修室
瑞穂区弥富町字密柑山1−2

■ 7月 25日㈫ 生きることは食べること〜元気なお口は健康の源〜
■ 8月 1日㈫ 運動でいきいき脳〜伸ばせ健康寿命！〜
■ 8月 8日㈫ 介護の準備学
〜退院から自宅介護に向けて必要なこと〜
■ 8月 22日㈫ 見て、触れて、食べて…実践の環(わ)
〜家でもできる、むせ予防〜

会場
■
■
■
■

●申込開始／7月20日㈭から
●定
員／30名

なごや福祉用具プラザ

昭和区御器所通3−12−1御器所ステーションビル3階

8月 24日㈭
8月 31日㈭
9月 7日㈭
9月 14日㈭

安全な入浴と簡単着替え術
認知症になっても自分らしく
パーキンソン病について
うつ病って何？〜こころの栄養を大切に〜
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1 テクノエイド機能

なごや福祉用具プラザは

名古屋市
公式マスコット
はち丸

地下鉄
御器所駅
すぐそば

※介護者教室の材料費等は実費となります。

名古屋市から事業の委託を受けた

ぜひお越しください。

名古屋市総合リハビリテーション事業団が運営する

お身体に不自由のある方や障害のある方に

豊かな生活を送っていただくための

情報発信の拠点です︒

ご利用は無料です（※）

● 福祉用具の製作・改造
● 技術支援・ネットワークづくり
● 障害者ITサポート事業
● 介護実習・研修
● 住宅改修相談
● リサイクル情報サービス
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介護実習・普及
センター

介護ロボット普及
モデル事業
●専門職による
● 専門職による
アドバイス支援
アドバイス支援
● 介護ロボット等
開発相談

● 福祉用具展示・相談
● 福祉用具の普及・啓発
● 家族介護者教室

エスカレーター入り口
至 今池

社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団

地下鉄8番出入口
エレベーター

なごや福祉用具プラザ
舞
鶴

線
本
央
中

地下鉄
鶴舞線

御器所通

御器所

滝子通
高辻

川名
広路通7

新瑞橋方面から
右折不可

檀渓通4

●ホームページ http://www.nagoya-rehab.or.jp ●電子メール n-plaza@nagoya-rehab.or.jp

8

発行日／平成29年3月15日
編集・発行／なごや福祉用具プラザ

暮らしほっとワーク

この広報誌は再生紙（古紙
パルプ配合率100％、白色
度83％）
を使用しています

地下鉄
２番出口

エスカレーター

エレベーター
駐車場出入口
70台

桜山
桜山

（月曜日が、祝日にあたる日は翌日も休みになります）

暮らしほっとワーク第60号

地下鉄
３番出口

阿由知通

荒畑

昭和
区役所

地下鉄桜通線

御器所通

国道
153号線
川原通7

至 川名

吹上公園

鶴舞公園

御器所通

田代本通

東郊通2

吹上ホール
阿由知通

鶴舞

昭 和
区役所
至 東別院

丸田町

阿由知通

〒466-0015
名古屋市昭和区御器所通
3丁目12-1
御器所ステーションビル3F
TEL（052）851- 0051
FAX（052）851- 0056
●営業時間/
AM10:00〜PM6:00
●営業日/火曜日〜日曜日
●休業日/
月曜日・祝休日・年末年始

エレベーター入り口

御器所
ステーション
ビル 3F

阿由知通四

至 新瑞橋

バックナンバーはこちらからご覧いただけます。

