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2015 

ねんりんピック山口に 

福祉の風が 吹く 

 
2014/12 月 

 

 

○ご挨拶 

 平素より当協会へのご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

先の岩国、広島における集中豪雨、そして御嶽山の噴火により被災されました皆様に心よりお見舞

い申し上げます。 

 

 さて、来年には皆様もご存知のように介護保険制度が改正さ

れます。2025 年には団塊の世代が 75 歳以上となり、介護が必

要な高齢者の数が急増することに備えての大きな見直しとなる

ことが予想されます。 

福祉用具においても、厚生労働省が介護ロボット等を介護保険

の新たな福祉用具の種目・種類として追加・拡充する際の妥当

性や内容について検討を始めています。少子高齢化の急速な進展とともに介護人材の不足が懸念さ

れ、福祉用具や介護ロボットが注目されてきていると感じています。 

 今年 4 月、診療報酬の改定により、医療分野では、患者に対し早期在宅復帰を促しています。こ

れにより、在宅で今まで以上に医療ニーズを必要とする介護者が増えると予想されます。さらに今

後 10 年間で認知症の方が 130 万人増加することも予想されています。 

 私たち福祉用具事業者は医療との連携はもとより、他職種との連携、関連する知識など、環境の

変化に速やかに順応できるよう、個々の資質の向上を図らなくてはなりません。協会では、毎年研

修会を開催し、今年は、県より講師をお招きして、「認知症サポーター養成講座」を実施いたしま

した。これからも、事業にいかせる研修会を行っていきますので、是非参加していただき、スキル

アップに役立ててください。 

 来年 2015 年 10 月 17 日（土）～20 日（火）山口県で「ねんりんピック」が開催されます。当協

会が福祉用具機器の展示全般を担当することとなりました。会員および、介護保険関係各位のご支

援、ご協力を賜りながら、会場となります きららドームで「元気一杯、楽しい福祉機器展」を目標

に、準備を進めています。これからも地域社会に貢献できる事業活動に努めて参ります。どうぞ宜

しくお願い致します。                      （会長 横山） 

 

○山口県介護保険研究大会（平成２５年１１月２４日 ｂｙ山口県セミナーパーク） 

 例年の 12 月開催が 11 月に、会場もセミナーパークに変わり、昨年

の吹雪の中の大会が一転して穏やかな気候となりました。 

今回は「山口県福祉用具協会」から大会分科会にて発表を行いました。 

以下、担当者からの報告です。 

 「昨年の山口県介護保険研究大会で、発表者という大役をいただき「福祉

用具の店の選び方・選ばれ方（萩・長門地域の場合）」という題目を発表をしま

した。ケアマネージャーと利用者さんにお願いしたアンケートをまとめたものでした

が、なによりも対応の迅速さを我々事業所に求められているようでした。“タイム・イ

ズ・マネー”相手側の視点に立ち、相手の時間を大切にできる思いやりも大切だ

と確信しました。」 

                    （萩ひまわり 溝部真宏） 
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また 今回初会場のセミナーパークでの福祉用具展示会も見通

しの悪さはあるものの、初めて出展参加するメーカーもあり、

ますますの盛り上がりとなりました。我々にも定例となった実

感を感じることになりました。 

 

○第 41回国際福祉機器展H.C.R.2014に行ってきました。 

 ねんりんピック山口の準備とい

うことを踏まえて、会長、副会長揃

い踏みで行ってまいりました。 小

生は初めての H.C.R にて、その規模

の大きさに圧倒されました。何せ、

車いすの展示コーナーだけで、並の

展示会の広さがありました。 また

電動車いすを駆って、自らが見てまわる障害者の方も多数

おられました。 

 

たくさんの資料を受け取るために、折りた

たみの運搬車を用意する、この経験値!!    

 

改めて、このようなイベントの企画、立案、

遂行など 41 回という歴史の歩みを実感さ

せられました。              

（文責 松永） 

○「栃木ねんりんぴっく」視察を終えて 

去る、10 月 4・5 日と栃木県宇都宮市を訪問し、「栃木ねん

りんぴっく 2014」を視察してまいりました。その数か月前、

次年度「ねんりんピックおいでませ！山口 2015」の山口県実

行委員会から私たち山口県福祉用具協会に本大会での福祉用

具展示の依頼がありました。 

役員一同、ねんりんピックの詳細を知らずに企画すること

は難しいとの結論から、今年度の大会を視察することが立案

され、県実行委員会とも協議のうえ、訪問となりました。当

日、会長以下総勢 6 名で福祉会場を主に視察、状況を確認し

てまいりました。残念ながら、当日台風 18 号の余波もあり、

山口県の企画するような状況ではなく、少々期待外れの展示

会でした。しか

し、是を理解し

た上で次年度の山口大会を盛大に盛り上げるための企

画を進めております。今後、介護保険の改正や在宅医

療を見据えて重要なファクターとなるべき福祉用具の

在り方を周知するべく、皆様の期待に沿うような催し

が開催できるよう計画してまいります。是非とも皆様

のご協力を賜りますよう、お願い申しあげます。   

（文責 海井） 
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第 11 期 通常総会議案 

第 1 号議案 第 10 期事業報告 

第 2 号議案 第 10 期事業会計決算報告 

第 3 号議案 第 10 期監査報告 

第 4 号議案 役員選出 

第 5 号議案 第 11 期事業計画 

第 6 号議案 第 11 期事業会計予算 

第 7 号議案 その他 

 

○山口県福祉用具協会 総会 平成 26 年 10 月 26 日（土）山口県セミナーパーク 

 総会は、いきいきサポートの川地さん司会

者のもと、横山会長の挨拶で始まりました。

続いて、議長日本基準寝具の山根さんの議事

進行で行なわれました。会員 45 社のうち出

席23社と委任状 17社を得て総会が成立する

旨を報告。書記株式会社モリワカの天野さ

ん、議事録署名人に西日本商事の前さん、株

式会社ササキコーポレーションの松井さん

が選出され、議案審議に入りました。審議で

は次にあります 1〜7 号の議案を報告。第 5 号議案で

は、松永副会長より、来年度の重要なねんりんピック

事業計画概要が伝えられた。全議案とも厳粛に審議さ

れ、満場一致で滞りなく可決、承認されました。また

総会後にねんりんピック栃木の視察状況の報告会を

行ないました。 （文責 板村） 

 

○研修会 山口県福祉用具協会 平成 26 年 10 月 26 日（土）山口県セミナーパーク 

10 月 18 日、山口県健康福祉部 長寿社会課 地域包括ケア推

進班 主任の坂田浩明さんを講師としてお迎えして「認知症サ

ポーター養成講座」が山口県セミナーパークにて開催されまし

た。 

講習の前半は認知症の基本知識、認知症患者さんと関わるう

えでの心構え、対応について学びました。後半は数名のグルー

プを作り、実際に日常起こりうる２つの事例にどう対応するか

を発表して、考え、深めあうことができました。 

私の家族にも認知症を患っている者がいるので、この研修会

は大変有意義なものとなりました。一番大切なことは相手の自

尊心を傷つけないこと、これは認知症患者さんだけに限らず、

人と関わっていくうえでも大切なことだと感じました。今後、

仕事だけでなく私生活にも活かしていきます。 

坂田さんこの度はありがとうございました。 

             （山口メディカル 岡村慧介） 
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・ 海井医科器械株式会社 周南営業所 
・ 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター周南 
・ 有限会社 メディカルサービス 
・ ダスキンヘルスレント周南ステーション 
・ 株式会社周南調剤 指定福祉用具貸与事業所 元気 
・ 株式会社ハツタ山口 
・ 周南農業協同組合 ＪＡ周南福祉用具レンタル事業所 
・ 日本基準寝具株式会社 周南営業所 

             第 11 期 役員一覧 

会 長  萩・長門支部  有限会社ひまわり            横山ひとみ 
副会長  岩国支部    海井医科器械株式会社          海井 朗弘 
     防府支部    株式会社山口メディカル        板村 宣芳 
     周防大島町   風泊里                松永   勉 
支部長   
  岩国・柳井支部   海井医科器械株式会社          海井 朗弘 
  周南支部     （株）ニチイ学館 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ周南    岡本 知成 
  防府支部      株式会社山口メディカル           板村 宣芳 
  山口支部      日本基準寝具（株）ｴｺｰﾙ山口営業所    山根   崇 
  宇部支部     （有）ミネルバ かいごのスマイル    石上 文彦 
  下関支部      株式会社モリワカ                森若 敏雄 
  萩・長門支部    有限会社ひまわり                 横山ひとみ 
会 計  岩国・柳井支部   海井医科器械株式会社      海井 朗弘 
監 査  山口支部 （有）ﾒｲｺｰｾﾝﾀｰ岩多屋福祉事業部山口支店  竹屋 鶴一 

～山口県福祉用具協会 周南支部紹介～ 

私たち山口県福祉用具協会周南支部は、現在以下 8社で活動させていただいております。 

最近の周南支部での活動といたし

ましては、去る 10 月 19 日（日）

「下松市福祉健康まつり」という

イベントに参加し、福祉用具の展

示・体験利用を行ってまいりまし

た。下松市主催で毎年恒例の行事

となっているのですが、今年は、

来年開催される「ねんりんピックおいでませ！山口 2015」の前哨戦という位置づけで、開催場所・

日時・時間等本番と同じシチュエーションで行われ、

当日は朝から大勢の来場者に恵まれ、私たちも福祉用

具の必要性・利便性について広く紹介させていただき

ました。 

今後も他職種連携の気運が強まっていく中で、地域団

体や行政をも巻き込むかたちで、我々周南支部一行、

そして山口県福祉用具協会をもっと多くの方に知って

いただけるよう活動していきたいと考えております。                    

（文責 岡本） 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

  お願い（実行委員の募集） 
 

来年 10 月 17 日より 4 日間「ねんりんピックおいでませ山口」が開催されます。今回私たち「山口

県福祉用具協会」がその中の福祉用具機器の展示会を任されることになりました。宇部きららドー

ムを使っての規模は例年、開催している「山口県介護保険大会」の倍以上のものとなります。 

 

つきましては、当会の役員のみではとても実行が難しいことから、皆さま方のお力添えをいただき

たく存じます。各支部長よりも、声かけ等があると思います。また推薦の声もどんどん聞かせて下

さい。アイデアも募集します。ぜひ皆さまの力を合わせて、山口県の福祉用具に対する熱意を証明

させて下さい。 


