
令和５年度 事業計画 

 

 

Ⅰ．基本方針 

１．介護保険制度において現行の貸与種目が継続されるよう関係機関等に要望を行う。 

２．福祉用具サービスの普及と安全利用に関わる啓発活動を更に推進する。 

３．調査研究事業を推進し、福祉用具サービスの効果や根拠を追求する。 

４．教育研修事業を充実し、会員事業者等の資質向上を図る。 

５．協会組織力の拡大及び新規会員入会の促進に努める。 

６．各支部・ブロックと本部事務局との情報交換等を深め、協会の更なる組織力向上 

を図る。 

７．福祉用具サービスの重要性の理解を深め、適切な普及を図るため、関係省庁等へ 

の提言や要望等を行うとともに、他団体との連携を強化する。 

８．福祉用具サービス利用効果の更なる追及、福祉用具専門相談員ならびに福祉用具 

貸与事業所の更なる資質向上を目的に「第４回福祉用具専門相談員研究大会」を 

開催する。 

９．災害時に福祉用具を必要とする方々へ円滑に供給出来るよう取り組む。 

10．上記すべての事業推進にあたっては、新型コロナウイルス感染対策と社会経済活 

動の両立を念頭に置いて柔軟に対応する。 

 

Ⅱ．総会・理事会・専門委員会の開催 

１．定時総会の開催（1回） 

6 月 23 日（金）に定時総会を開催し、定款に定める必要な決議事項について審議を 

求める。 

 

２．理事会の開催（5回） 

協会の適正な事業運営のため 5月、9月、12 月、3月に定時理事会、6月に臨時理事 

会を開催し、業務執行の決定を行う。 

 

３．専門委員会の開催 

理事会等の諮問に応えるため、専門委員会を必要に応じて開催し、必要な参考意見 

を提示する。開催する専門委員会は特別委員会、災害対策委員会、教育研修委員会、 

組織活性委員会、経営委員会及び予算委員会とする。 

 



Ⅲ．事業活動の実施 

１．調査研究事業 

（１）老人保健健康増進等事業の実施（応募予定） 

      ※現在、令和５年度の公募が発表されておりません。 
       公募が発表され、申請を行いましたら本項に記述いたします。 

（参考）令和４年度実績 

         事業名：介護保険における福祉用具の利用安全及びサービスの質の 

向上に資する事業所の体制を強化するための調査研究事業 

         老人保健健康増進等事業補助金：14,884 千円 
         事業費用：14,896 千円（見込み） 
 

（２）福祉用具貸与の利点を追求する調査研究事業の実施 

     厚生労働省における、福祉用具貸与種目のあり方等が検討されるに当たり、 

検討内容を補完する調査研究を自主事業で実施する。 

 

２．教育・研修事業 

福祉用具に係る研修事業等を継続的に実施する 

  （１）第４回福祉用具専門相談員研究大会（オンライン併用）の開催 

・大会テーマ 

  持続可能な介護保険制度に向けた福祉用具サービスの役割 

  ～福祉用具サービスにおける科学的な介護の実践～ 

・日程 

       令和 5年 6月 22 日（木） 

・会場 

       KFC ホール（東京都墨田区横網）※オンライン併用 

・主催 

第４回福祉用具専門相談員研究大会 実行委員会 

（共催：当協会及び全国福祉用具専門相談員協会） 

・実施概要 

       特別講演、口述発表、シンポジウム等 

・参加者数 

       約 1,100 名（オンライン参加者を含む） 

 

 （２）経営研究会の開催 

      福祉用具サービスの質の維持・向上を目的として、会員企業の安定運営等に資 

する経営研究会を開催する。本研究会の企画は経営委員会が担当する。 



（参考）令和４年度開催実績 

   ・第１回 日付：令和 4年 7月 19 日（火） 

        場所：オンライン開催 

        テーマ：インボイス制度について 

        講師：財務省ご担当者様 

   ・第２回 日付：令和 4年 10 月 6 日（木） 

        場所：TFT ビル（東京都江東区）オンライン併用 

        テーマ：①福祉用具の制度改正関係について 

            ②サイバーセキュリティ対策 

        講師：①小野木理事長、②独立行政法人情報処理推進機構様 

   ・第３回 日付：令和 4年 12 月 14 日（水） 

        場所：オンライン開催 

        テーマ：ケアプランデータ連携システムの推進について 

        講師：厚生労働省及び国保中央会ご担当者様 

 

（３）福祉用具選定士認定研修会の開催 

・実施概要 

福祉用具専門相談員等に対し、福祉用具についてのより高度な専門知識、技 

術を習得していただく機会を提供する。 

・受講対象者 

指定福祉用具貸与事業所等に勤務し、福祉用具専門相談員としての実務経験 

2 年以上を有するものとする。 

・受講内容 

 A 研修 ベッド・車いす 3 日間 

 B 研修 歩行器・床ずれ防止用具・移動リフト 2 日間 

・開催地及び日程 

  

 

 

・参加費 

       会員  A 研修 26,000 円、B研修 22,000 円 

       非会員 A 研修 30,000 円、B研修 26,000 円 

（４）資質向上研修会の開催 

 会員の資質向上を目的として、支部・ブロック単位で研修会を開催する。 

会場 A研修日程 B研修日程

東京会場 令和５年10月10日(火)～12日(木) 令和５年12月12日(火)～13日(水)

大阪会場 令和５年７月25日(火)～27日(木) 令和５年11月21日(火)～22日(水)

福岡会場 令和５年９月12日(火)～14日(木) 令和５年11月７日(火)～８日(水)



（５）多職種連携研修会の開催 

福祉用具貸与事業所及び福祉用具専門相談員をとりまく他職種との連携強化を 

目的として、支部・ブロック単位で研修会を開催する。 

 

３．普及啓発事業 

福祉用具の普及・啓発に繋がる活動等を積極的に行う。 

（１）生活協同組合助成金事業 

     事業名：「福祉用具専門相談員が知っておきたい自助具を活用した自立支援の 
提案 作成事業」 

助成金額：2,500 千円 

（参考）令和４年度実績 

     事業名：「福祉用具専門相談員が知っておきたい自助具の活用 作成事業」 
助成金額：2,000 千円 

 

（２）会報紙「きずな」の発行 

 

（３）災害協定の締結促進 

支部・ブロックにおいて各自治体との災害協定の締結を促進する。 

 

（４）「福祉用具の日」推進に関する事務局運営業務 

 

（５）「第 50 回国際福祉機器展 H.C.R.2023」へのブース出展 

・日程：令和 5年 9月 27 日（水）～29 日（金） 

・場所：東京ビッグサイト 

 

（６）福祉用具及び福祉用具専門相談員啓発ポスターの作成及び配布 

 

４．協会組織強化充実事業 

協会組織の強化及び活性化に繋がる活動を積極的に行う。 

（１）関連団体との連携強化 

     調査研究事業及び教育研修事業の実施にあたり、関係団体との連携を図り、実施 

事業の充実強化に努める。 

 

（２）行政関連情報の収集及び会員への提供 

     制度改正を中心とした情報を入手し、会員へ速やかに提供する。 

 



（３）協会運営ホームページの運用 

     行政情報や会員の活動報告、書籍の案内など、ホームページを活用した情報提供 

を行う。会員専用ホームページでは、会員に限定された情報提供を行う。 

 

（４）支部・ブロック活動の推進 

     支部、ブロックにおいて資質向上研修会・多職種連携研修会や「福祉用具の日」 

を中心に、地域の関係団体等と連携し、福祉用具の展示会、相談会、講演会等の開 

催、福祉用具の情報提供並びに普及促進活動を行う。 

また、正会員ならびに賛助会員の入会促進の強化を図る。 

 

（５）入会促進ツールの制作 

     新規の会員入会を促進するためのツールを制作し、展開を図る。本件の企画は組 

織活性委員会が担当する。 

 

（６）会員専用無料法律相談事業の実施 

     会員企業の事業運営体制強化の一環として、福祉用具事業に知見のある弁護士に 

よる会員専用の無料法律相談受付体制を継続する。 

 

以上 
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