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はじめに

第7回富山県福祉機器開発推進大会

アイディアコンクール表彰式 　　　　　作品紹介 　　　特別講演
　　　明石　圭司氏（株式会社ウィズ）
　　　「腰を痛めない介護・看護
　　　　　  ～利用者・介助者の双方の安心、安全のために～」

 「豊かな暮らしを発見し、生活を支援する福祉用具」をテーマに、富山県福祉機器開発 

推進会議と合同で、福祉用具・アイディアコンクールを開催し、アイディア部門、作品部 

門、製品開発部門にわけて、福祉用具のアイディアや作品、新しく開発された製品を募集 

しました。県内の福祉施設、医療機関の皆さんをはじめ、大学・専門学校の学生、高校生 

の皆さん、そして県内企業各社から総数１０５点の応募をいただきました。応募いただい 

た作品・製品はどれも、高齢者や障がい者の自立支援と介護負担の軽減を図る工夫がされ 

ており、心温まる豊かな発想にあふれておりました。 

 本書は、コンクールで入賞された１６点の作品をはじめ、全応募作品について掲載し、 

家庭や福祉・医療関係の施設などで介護・看護に携わる方だけでなく、多くの方々に、生 

活に役立つ福祉用具への関心を寄せ、介護について身近に感じていただくために作成いた 

しました。 
 おわりに、コンクールを実施するにあたり、企画運営及び審査を賜りました運営委員並 
びに応募案内や広報にご協力いただきました関係各位に、心より感謝申し上げます。 
  

  平成24年12月            
    

富山県介護実習・普及センター 
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受 賞 作 品

 
[用途・特徴] 
 

 電話相手の声が小さかったり早口だったり、話が
聞こえづらいことがあり、高齢者の方だともっと聞
こえにくいと思った。 
 また、最近オレオレ詐欺が多かったりするのが
きっかけで考えた。相手の話していることが画面に
字幕で出る。また、オレオレ詐欺を防止してくれる。 

 

 

 

イメージ図 

 

  

        作品名  字幕Ｐｈｏｎｅ 
  

        出品者  金田 華子 

               【富山県立桜井高等学校 生活環境科】 

アイディア部門 
最優秀賞 

 



受 賞 作 品

[用途・特徴] 

 
 腰痛症の方や手に力の入らない方にとって、水
の入った鍋等は重くて持ち上げられないので荷重
を軽くすることができないかと考えた。 
 吊り戸の裏にレールを取り付け、バランサー
（リフト）をキッチン上で左右に動かせるように
する。鍋の取っ手にバランサーからのフックを
引っかけ持ち上げる。 

イメージ図 

 

  

        作品名  移動ハンガー 
  

        出品者  柴田 久明 
                

アイディア部門 
優秀賞 

 

[用途・特徴] 

 

 私はいつも点字を読めないので、盲目になった
ばかりの方も読めないのではないかと思った。 
 覚えるのは大変だと思う。 
 携帯やセンサーで点字を読み取り、音声再生す
る。すばやく正確に理解することができ、安全性
が増す。 
 

イメージ図 

 

  

        作品名  点字自動読取機 
  

        出品者  佐生 遥 

               【富山県立桜井高等学校 生活環境科】 

アイディア部門 
優秀賞 

 



受 賞 作 品

[用途・特徴] 

 

 もし視覚、聴覚を両方失ってしまった時、どの
ように時間を確認するのか？という思いから考え
た。 
 視覚障がい、聴覚障がい、また両方の障がいを
持った方にも対応できるような、振動で時間を伝
える振動式と、触れることで時間を読み取る触読
式、両方の機能を持った腕時計である。 
 GPS機能により、行方のわからない時などに親
族のスマホで位置を確認することができる。 

イメージ図 

 

  

        作品名  安心腕時計 
  

        出品者  入野 大雅 

               【富山大学 工学部 機械知能システム工学科】 

アイディア部門 
入 賞 

 

[用途・特徴] 

 

 祖母がしょうゆなど塩分量を気にしていて、たまに
「あ！出すぎてしまった！」と言っているのを聞いて、
自分で入れる量を調節しやすくできたら良いなぁと思
い考えた。 
 容器を押すことで、ふたに使いたいだけの液体がた
まるという仕組みは、液体洗剤の容器の構造から取り
入れた。容器を軽く押すことで、容器内からふたへと
しょうゆが吸い上げられてたまる。 
 ふたには小さじ1と大さじ1の目盛がついているので、
自分の使いたい分量だけを出すことができ、また自分
がどれだけしょうゆを使っているのかをしっかり把握
することができる。 

イメージ図 

 

  

        作品名  適量まかせて！しょうゆさし 
  

        出品者  東山 亜梨朱 
               【富山県立桜井高等学校 生活環境科】 
 
 

アイディア部門 
入 賞 

 



受 賞 作 品

  

        作品名  軟膏ホルダー ～片麻痺でも 

             片手で開けて 塗れますよ～     
  

        出品者  石川 篤子 
               【富山市医師会看護専門学校 看護学科】 
 

[用途・特徴] 

 軟膏ホルダーのリボンをベッド柵にしばり固定し
（右麻痺の場合は右側、左麻痺の場合は左側）、掻痒
感があるときに臥床したまま片手で軟膏の蓋の開閉、
塗布をすることができる。 
 自分で塗布できることで、介護者へ気兼ねなく掻痒
感の軽減、残存機能の維持、長期臥床でありながら自
らできることが増える。 
 開閉をわかりやすく表示し、ホルダーが汚れても、
汚れが取れやすいように表面にビニールガムテープを
使用した。 
 患者さんが持っている軟膏容器に合わせて作成でき、
捨てるダンボールを使用することでリサイクルにもな
る。 
 
[材料] 
 ダンボール、両面テープ、ビニールガムテープ、大
シール、カラーガムテープ、リボン 

イメージ図 

 

作品部門 
優秀賞 

[用途・特徴] 
 硬直や指の変形があっても、ナースコールのス
イッチが少しの力で押せる。 
 両手足の関節にかなり硬直があり、小さいス
イッチが押し辛く困っていたところ、施設スタッ
フが協力して設置済みのナースコールを工夫して
作ってくれた。 
 幅広で安定感があり、スイッチを押しやすい位
置や角度に固定して使用する。 
 
[材料] 
 既存のナースコール、孟宗竹と杉板の切れ端、
在庫のビス 
 
 

イメージ図 

 

  

        作品名  ホジョ君 
  

        出品者  北原 慶子  考案者  栗本 大輔 

                     製作者   山田 久則 
               【特別養護老人ホームはるかぜ】 
 
 

作品部門 
優秀賞 

 



受 賞 作 品

[用途・特徴] 

 マジックテープ、ボタンをはずし、麻痺側から
手を入れ、健側の手を入れて着る。 
 着脱介助を行った際、うまく腕を通すことがで
きず、腕のところを広くした服や、大きめの服を
作りたいと思ったのがきっかけ。ボタンをマジッ
クテープにし、大きくわかりやすくした。 
 また、腕の所を広くポンチョのようにし、襟に
レースを付け首元を広くした。 
 
[材料] 
 ワイシャツ、白タイ、ボタン、レース、マジッ
クテープ 

イメージ図 

 

  

        作品名  ポンチョ DE ブラウス 
  

        出品者  あしなみ 岩脇 明日香 水島 奈美 

                 齊藤 志代里 堀 美穂子 

               【富山短期大学 福祉学科】 

作品部門 
入 賞 

[用途・特徴] 

 左麻痺でも右麻痺でも、健常者でも片手で着る
ことができる服を作ろうと思った。 
 花柄の方は左麻痺、ピンクの方は右麻痺の方が
着やすいようになっている。リバーシブルでも、
バラバラにしても着ることができ、季節を問わず
寒さを感じたときに着る。 
 
[材料] 
 スカート2枚、ボタン2つ、ゴム、スナップボタ
ン3つ 

イメージ図 

 

  

        作品名  かたてでポンチョ 
  

        出品者  チーム３ 清水 ひとみ 多喜 千遥 

                 増田 千尋 

               【富山短期大学 福祉学科】 
 

  作品部門 
   入 賞 
 



受 賞 作 品

  

        作品名  Ｅａｓｙシャツ 
  

        出品者  チームＺ 井沢 真優 神田 笑里 沢辺 優  
                 髙森 恵理 森田 夏生 若林 真奈 
               【富山短期大学 福祉学科】 
 

[用途・特徴] 
 指先が動かしにくく自力ではボタンを止めたり
外したりできない人も、普段着として使える上着。 
 見せかけのボタンにし、代わりにマジックテー
プを付け、脇と肘の伸びる部分に、伸縮性のよい
布をあてた。 
 胸元に大きなポケットをつけ、袖にも見せかけ
のボタンをつけ、マジックテープを代わりにはっ
た。 
 
[材料] 
 マジックテープ、ボタン、シャツ、Tシャツ、デ
ニム 
 
 
 
 

イメージ図 

 

作品部門 
入 賞 

 

[用途・特徴] 

 ネクタイは両手が使えないとなかなか一人でつ
けることができないと思い、少しの力や片手でも
つけることができるものを製作した。 
 普通のネクタイと同様にワイシャツの襟にゴム
を通し、首回りにあわせて調節する側のゴムを下
に引っぱり、マジックテープに合わせて貼り付け
る。 
 自分に合った首回りに調節できるように取り外
し可能のマジックテープを使用し、首回りは苦し
くならないようにゴムで作った。 
 
[材料] 
 ネクタイ、ゴム、糸、マジックテープ 

イメージ図 

 

  

        作品名  ネクタイマジック！ 
  

        出品者  水野 朱南 

               【富山短期大学 福祉学科】 

  作品部門 
   入 賞 
 



受 賞 作 品

[用途・特徴] 
 洗身台⇔移動用ストレッチャー⇔ベッドへの移乗介
助時に、ベッドやストレッチャーの上に敷き使用。特
に入浴時の濡れる場所での使用を考え作った。 
 高齢者の脆弱な皮膚に優しく、クッション性が高く
移動時の身体への負担が少ない。吸水性が低いので濡
れた洗身用のストレッチャーの上に使用してもべたべ
たにならない。 
 ベッド等との摩擦が少ない素材のため、移動介助時
の負担が少なく、ベッドやストレッチャーへの移動介
助が一つの製品でできる。また、利用者が安心・安楽
で、職員の身体にも負担がなく、腰痛予防や転倒・転
落等の事故予防にも有効なものを医療機器製造・販売
業者に協力を仰ぎ作成した。 
 
[材料] 
 ポリエステル（一部アクリル）、ハニカム構造 

  

        作品名  立ち上がれーるベルト 
  

        出品者  不器用'Ｓ 天川 唯  信太 春香 

                神代 雪乃 鈴木 里奈 

               【富山短期大学 福祉学科】 
 
 

イメージ図 

 

  

        作品名  湯・楽・ＹＯＵマット 
  

        出品者  青木 聖子 

               【くまの光風苑】 

作品部門 
入 賞 

 

[用途・特徴] 

 立ち上がり介助の際、利用者のズボンを持たず
に立ち上がりの介助を補助するため製作した。 
 対象者の腰に巻きつけベルトを交差し、輪の中
に手を入れてベルトをつかみ一緒に立つ。 
 見ただけで福祉用具とわかるベルトではなく、
少しでもオシャレに見えるようカバーを作った。
カバーは洗えるように取り外し可能。 
 
[材料] 
 ベルト、不要となったズボン・服の布 

 

 

イメージ図 

 

作品部門 
入 賞 

 



受 賞 作 品

[用途・特徴] 

 片手に麻痺があると、タオルやふきんを絞るの
が困難なことがある。そんな時、健側の片手で安
楽に「絞る」という動作を行えるようにするため
のものを作った。 
 台所・風呂場などタオルや付近を絞る動作が発
生する蛇口にハンガーのひっかけ部分をひっかけ
る。使用者の利き手や使い勝手がいい向きになる
ようにし、洗って濡れたタオル・フキンをかけて
健側の片手で絞る。 
 クリーニングハンガーを利用して作り、ひっか
け部分は自由自在に曲がり2本使いで強度を増加し
た。 
 
[材料] 
 クリーニングハンガー 

イメージ図 

 

  

        作品名  片手でらくらく絞リンガー 
  

        出品者  南保 亜由美 

               【富山短期大学 福祉学科】 

  作品部門 
   入 賞 
 



受 賞 作 品

[用途・特徴] 

 

 「ホールガーメント」と呼ばれる製法で、継ぎ
目が無いので縫代による刺激がなく、編目が非常
に細かい「ハイゲージニット」のため、表面の凸
凹感がなく、非常に滑らかな肌さわりとなってい
る。また、日頃の手入れにも考慮し、普通洗濯で
きる「ウォッシャブルニット」となっている。 
 医療用帽子によく使用されるオーガニックコッ
トンを使用した帽子と比べても、機能面、肌さわ
り、お手入れ方法、全ての面で優れた医療用ニッ
ト帽子となっている。 

イメージ図 

 

  

        作品名  やわらかニットキャップ 
  

        出品者  株式会社スズニット 
 

製品開発部門 

入 賞 
 

[用途・特徴] 
 

 足の歩行機能を回復する目的で理学療法士が行うリ
ハビリ動作を目指した。リハビリ動作により、ふくら
はぎ、ふともも（ハムストリング）の筋に刺激が与え
られ、擬似的な歩行刺激になることが歩行機能の回復
につながっていると考えられている。 
 この装置では、理学療法士が施術時に気をつけてい
るふくらはぎ、ふとももが十分にストレッチされてい
るかの実現に注力し、かかとを浮かし、装置本体を臀
部で抑えた。また、家庭や医療現場での利用しやすさ
を考え、椅子に座って簡単に操作出来るような仕組み
に改良を行なった。 

イメージ図 

 

  

        作品名  足首関節用ストレッチ機器 
  

        出品者  富山大学 工学部 電気電子システム工学科 
                

製品開発部門 
入 賞 

 



アイディア部門

分類 No.
作品名
出品者

作品 用途・特徴

1

グー

宮下　芳子
（在宅介護サービス　す
ずらん）

　手先を使っておられる方は、認知症になりにくい
ということがある。
　ほどよい反発のある素材に、少し固めで指先を刺
激できるものをつけて握ることで、左手の指先を刺
激し、右脳の発達を促す。

2

ピアノな薬箱

山本　勝大
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　おばあちゃんが毎日朝・昼・夜と薬を飲んでいた
が、全ての薬が病院からもらってきた袋に入ったま
まだった。そのため、毎日飲んでいても、いつの薬
か忘れてしまうことがあるようだ。
　また、病院の袋に入っているといかにも「薬」と
いう感じで気が引けてしまうため、曜日の書かれた
ピアノの鍵盤を押すことで、その曜日のところが開
く仕組み。また、鍵盤を押すと音が鳴り、それぞれ
曜日の書かれたところの中は、自分で動かせる仕切
りがついている。

3

薬自動分別機

下澤　朱里
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　おじいちゃんとおばあちゃんが歳を重ねるごと
に、薬の量が増えていることに気付いた。何種類も
の薬があって、飲むときに「一緒のものはないよ
ね？」「1個多いんだけど・・・」という事がよくあ
るので、毎回間違えないよう薬を飲むためにこの作
品を考えた。月～日曜日、朝・昼・夜、その時に飲
む分だけの薬がでてきて、間違えずに飲むことがで
きる。
　また、薬を入れる時に処方箋を入れることによっ
て自動的に薬を分けてくれる。隣のボタンと色が違
うので、間違えずにボタンを押せる。

4

便利おくすりばこ

髙木　綾乃
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　おじいちゃんが薬の数を間違えたり、朝・昼・夜
の薬の種類を間違えてしまったことがあったのでこ
の作品を考えた。
　ボタン一つで箱が開き、朝・昼・夜の薬や種類を
間違えずに飲むことができる。1週間分の薬を一気に
入れることで、楽にもなるし、認知症予防にもつな
がる。朝・昼・夜と色分けしてあって、字で書いて
あるよりわかりやすい。

5

誰でも簡単目薬

丸山　彩美
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　祖父は怪我で下半身と両腕を麻痺して、手に力が
入らなかった。いつも目薬を使っていたが、手が震
えてうまくさせなかった。子供やお年寄りは、指先
に力が入らなくて手が震えると思うので、目薬を固
定するものを考えた。目薬のキャップのところには
め、目の下の所にスポンジをあてて使う。スポンジ
を使っているので目の下が痛くならない。子供から
お年寄りまですべての人が使える。

治
療
訓
練
用
具

平成24年度 

福祉用具・アイディアコンクール応募作品一覧 
 



アイディア部門

分類 No.
作品名
出品者

作品 用途・特徴

義
肢
・
装
具

6

電磁波による義足

岩井　翔
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　亡くなったおじいちゃんが左半身不随だったた
め、おばあちゃんが介護していたが、そのおばあ
ちゃんがこういうのが欲しかったと言っていたもの
を考えた。
　充電式で、充電部分は腰に巻き、コルセットの役
割も果たす。電磁波によるので脳（頭）にその電磁
波の流れる線を貼り、その線を足にも貼ることで、
頭で足を動かしたいと考えるだけでそれが足に伝わ
り、足を動かせるという仕様。脳の電磁波を利用し
て足に伝える道具。

7

すこやかみはりネック

大浦　祐介
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　日常生活において、さりげなく健康チェックをす
るものがあればいいなと思い考えた。スカーフをし
ていると、おしゃれを楽しみながら、また、普段の
服装をしながら、健康に関する血圧、心拍数、運動
量、生活リズムなどを調べることができる。ネクタ
イ型、マフラー型、服の襟にも内蔵でき、携帯端末
などに情報を表示し、生活上のアドバイスや、もし
もの時に緊急連絡ができる。

8

Ｅａｓｙ　着脱！

藤森　友理奈
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　実習に行った時、手に麻痺がある方を見て簡単に
着脱できる衣服がないかと考えた。また、お年寄り
が着る服には地味で暗い色のものが多いため、もっ
と派手めな明るいオシャレな服があったらいいと考
えた。着脱しやすいマジックテープを用い、飽きの
こないよう柄物や明るい色を用いた。洗濯しやす
く、マジックテープなのでトイレにも行きやすい。

9

はけるんです！！

石倉　蒔乃
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　1度膝をケガしてから、雨が降っている日や湿気が
多い日の朝がとても痛む。そういう日に膝を曲げる
ことが困難で、靴下を履くのに苦労するので、下半
身マヒの方や妊婦さんも一人で楽に靴下を履けるよ
うにできたらと思い考えた。靴べらの持ち手と反対
側をもう少しのばし、全体的に断面がU字になって
いるおかげで靴下が履きやすい。

10

上がる上がるスリッパ

折田　理紗
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　私のおばあちゃんは最近つまづくことが多くなっ
た。足を上げているつもりだけど上がっていなく
て、少しの段差でもつまづいてしまうそうなので、
足を上げる手助けをしてくれるものが便利だと思
い、これを思いついた。見た目は普通のスリッパだ
けど、裏に空気穴がついていて、足を上げようとす
ると同時に空気が発射され、高齢者の歩行の手助け
になる。
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11

お掃除スリッパ

永田　優
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　家の中に、髪の毛などの細かいごみがあってもな
かなかきれいに取り除くことができなかったので、
普段使っているスリッパで何かできないかと思っ
た。高齢の方々でも家を歩くだけでごみが取れるよ
うにしたいと思ったのもきっかけの一つ。マジック
テープでくっついているので、取り外すことがとて
も楽。スリッパを履いて歩くだけでごみを取り除く
ことができる。

12

健康！モップスリッパ

横田　怜奈
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　スリッパをはいていて、好きな時に楽に掃除が出
来たらいいなと思い考えた。スリッパの中について
いるボタンをふむと、モップが「シャキーン」と出
てきて、そのまま掃除ができる。置いておくとき
は、モップが出ないので、場所を取らない。また、
かかと部分が短くなっているので健康的。

13

電動つめ削り

松田　なぎさ
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　おじいちゃんはだんだん指の力がなくなってしま
い、爪を切るという細かい作業はきっと大変だと思
う。電動鉛筆削りのような感じで爪もキレイに簡単
に削ってくれるものがあったら便利だと思いつい
た。乾電池で動かすこともでき、スイッチ一つで誰
でも長くなった爪を適度な長さに整えてくれる。高
齢者だけでなく、子供にも使うことができる。

14

昇降機能付き浴槽

山岸　貴幸
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　ＴＶで介護福祉士の方たちが、高齢者あるいは障
がい者の方たちを入浴させているシーンがふと目に
留まり、介護する方たちの負担を少しでも減らすこ
とはできないかと思い、負担が大きいと考えられる
入浴場面に焦点を当てて考えた。介護が必要な方が
浴槽へ出入りする時に、浴槽底面のプレートに乗
り、昇降機を上下運動させることで入浴時の介護負
担を減らす。プレートの上下運動時のお湯の通り道
として、湯抜き穴がいくつか開けてある。また、プ
レートには摩擦が起きにくく肌に優しい材質のもの
を使用した。

15

らくらくシャンプー

飴谷　美祐
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　片手が不自由な方は、シャンプーをする時ポンプ
を押して洗うのが大変だと思い、片手でシャンプー
を出せて洗えるといいと考えた。
　そのまま洗えるので便利。
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16

安心腕時計

入野　大雅
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　もし視覚、聴覚を両方失ってしまった時、どのよ
うに時間を確認するのか？という思いから考えた。
　視覚障がい、聴覚障がい、また両方の障がいを
持った方にも対応できるような、振動で時間を伝え
る振動式と、触れることで時間を読み取る触読式、
両方の機能を持った腕時計である。
　GPS機能により、行方のわからない時などに親族
のスマホで位置を確認することができる。

17

便利ウォッチ

銭谷　美咲
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　デジタル式の腕時計の中に、天気、気温、湿度を
計る機能を一緒に組み込み、血圧、脈拍、体温測
定、歩数計、アラーム機能が入っている。各ボタン
にマークをつけて、どのボタンがどの情報を表示す
るかわかるようになっている。ボタン操作で画面が
変えられて、アラームで設定した時刻になると、耳
の不自由な人でもわかるようにバイブで知らせてく
れる。運動する際には運動した時間と血圧、脈拍、
体温、天気などを考慮して水分摂取のタイミングを
知らせてくれる。また、紫外線や花粉などの注意情
報も知ることができる。

18

立つ杖

土肥　正直
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　床に押し付けた状態でレバーを下げると、ゴムの
部分が吸盤の役割を果たし、杖を立てることができ
る（病院など、床が平らな場所に限る）。吸盤の機
構は、風呂などの壁にくっつけて使用するタオル掛
けの吸盤部分を参考にした。持ち手は立てた時にバ
ランスを保ちやすいようにT字型にする。

19

粋生
イキイキ

ステッキ

延島　大地

（富山大学 工学部 機械

知能システム工学科）

　高齢者の怪我の原因の第1位は転倒であることか
ら、その予防策として、最もシンプルな「転ばぬ先
の杖」ということで発想した。また、老人ホーム等
の認知症予防の取り組みとして、女性が化粧をする
というのを目にし、年をとってもお洒落な心を大事
にできるように、シンボルを自分の好きなデザイン
を選べる、コーディネート性を盛り込むに至った。
自分で杖のデザインを決定できる着脱シンボル。ま
た、防犯対策のため防犯ブザーを内蔵、反射板を利
用した夜間歩行対策、設置部分をテトラポット上に
した転倒防止性能の向上、材質は強度の高いマグネ
シウム合金を利用。

20

福祉杖

濵井　誠
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　杖の足部にセンサー等を取りつけ、物体を感知
し、音声出力することで、目が見えにくくても危険
な場所や障害物を知ることができる。また、視覚障
がいがあっても一人で歩けるように、ナビ機能をつ
ける。個々の体格に合うように高さ調整機能をつ
け、負担を軽減する。最小時は鞄に収納可能。足部
にゴムをつけ水に濡れた場所での安全性を向上す
る。また、表面に光沢処理をすることでデザイン性
を向上し、車のライトに反射するので事故防止につ
ながる。
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21

魔法のステッキ

谷口　紘野
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　外を歩くことから時計の機能、健康のために万歩
計の機能をつけ、転んでけがをするのを防ぐために
すべり止め、また、高齢者は背中をかきづらいと考
え、まごの手の機能をつけた。見た目は普通の杖。
　画面の横の2つのボタンで「時計モード」と「万歩
計モード」を切替、万歩計は日付が変われば自動で
リセットされる。また、家にいる時まごの手を使う
ことができる。曲がっている部分をまっすぐ伸ばす
ことができ、カバーでまごの手の部分を隠すことも
できる。

22

立てるんです

野寺　武
（池田リハビリテーショ
ン病院）

　手術後に筋力低下する人やもともと活動能力の低い虚弱
高齢者の方々は、座面後方を少し高くするとスムーズに立
ち上がれることから、少しでも自分で立ち上がれる補助的
なものはないかと思いついた。
　筋力低下により起立困難な人や、円背の人、肘が曲がり
にくい人、体力の衰えを感じた人等を対象にしており、独
居生活の方でも一人で楽に立ち上がれるように、また在宅
介護者の負担軽減等（腰痛や老老介護による力不足）を目
的にしている。座面の後方を高くした場合でも前に滑らな
いように座面に滑り止めをつけ、油圧式なのでスムーズに
作動する。座面の角度は10度・20度・30度の3段階で、
ボタンを押すだけで可動する。

23

歩行車

田中　賢人
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　シルバーカーはある程度自立歩行が可能なものに
使用が限られてくるので、歩行器としての機能を向
上させたシルバーカーがあればよいのではと思い考
案した。ハンドルを体側面に来るようにし、ブレー
キを設置。座いすとして使う際はキャスターをロッ
クできるスイッチを別に設置。高さ調整機能付き。

24

車イス用傘立て

西村　健一郎
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　車いすを利用している方が雨の日に外出したい
時、片手で傘をさしながら片手で車いすをコント
ロールするのは、危険だし不便である。そこで車い
すに傘立てをつけることで、雨の日も両手で車いす
をコントロールできる。傘をつかむ部分はゴムで作
り、滑りにくくする。傘立ての着脱は容易に可能で
ある。

25

てこで楽ちん！！！
ブレーキヘルパー

細見　琴由
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　おばあちゃんの車いすのサイドブレーキはかたく
て、自分の力では動かすことができないので、何か
いい方法はないかなと考えた。サランラップの芯を
両サイドのブレーキにはめ込んでてこの原理で楽に
ブレーキを動かすことができる。
　使う材料はラップの芯だけなので簡単。絵などを
描くとと可愛さがｕｐする！本当に少しの力で動か
すことができるのでとても便利♪
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26

ユニバーサルトレイン

荻野　葉月
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　電車に乗る時、車いすやベビーカーの人が段差を
越す時に持ち上げて乗せているのを見て、大変そう
だと思い考えた。
　スロープがあれば、小さい子もまたがずに歩いて
安心・安全に乗れる。

27

ペーパーカッター型
包丁

柴田　久明

　リウマチ疾患等指の都合の悪い方は、じゃがいも
等の切断がしにくいので、指を使わずに包丁を使え
ればいいと思い考えた。ペーパーカッターのよう
に、包丁の先を支点として押し下げて切る。材料は
硬めのシートで抑え材料が滑り出ないようにストッ
パーの位置をスライドさせる。

28
移動ハンガー

柴田　久明

　腰痛症の方や手に力の入らない方にとって、水の
入った鍋等は重くて持ち上げられないので荷重を軽
くすることができないかと考えた。吊り戸の裏に
レールを取り付け、バランサー（リフト）をキッチ
ン上で左右に動かせるようにする。鍋の取っ手にバ
ランサーからのフックを引っかけ持ち上げる。

29

コロッケトング

岩﨑　侑奈
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　家でよくコロッケを作るが、毎回衣をつける時に
大変なのが、手が卵とパン粉で汚れることだ。途中
でパン粉を足したい時や、衣をつける作業と揚げる
作業を同時にする時にとても不便だったので、手が
汚れずに衣をつけることができるものを考えた。ト
ングのような形で、つかむところは、材料が変形し
てしまったり、傷がついたりしないように、角をで
きるだけなくしている。トングのつかむところは、
コロッケの形に応じて付け替え可能。

30

適量まかせて！
しょうゆさし

東山　亜梨朱
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　祖母がしょうゆなど塩分量を気にしていて、たまに
「あ！出すぎてしまった！」と言っているのを聞いて、自
分で入れる量を調節しやすくできたら良いなぁと思い考え
た。
　容器を押すことで、ふたに使いたいだけの液体がたまる
という仕組みは、液体洗剤の容器の構造から取り入れた。
容器を軽く押すことで、容器内からふたへとしょうゆが吸
い上げられてたまる。
　ふたには小さじ1と大さじ1の目盛がついているので、自
分の使いたい分量だけを出すことができ、また自分がどれ
だけしょうゆを使っているのかをしっかり把握することが
できる。
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31

ぴったりフィット
スプーン＆フォーク

菊地　なつき
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　はしが使えないけど自分で食べることのできる人
が、ご飯をおにぎりにして手で食べていたことか
ら、残存能力を生かせる道具があったらいいと思っ
た。箸が上手く使えない人はスプーンやフォークも
落としてしまったり力が入らなかったりするので、
持ち手をゲルにして安定しやすくした。また、ス
プーンとフォークが一緒になっているので便利。

32

はしでフォーク！！

高岸　栞里
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　はしを持っている時に持ちかえるのが面倒くさい
と思い考えた。
　はしとしても、フォークとしても使える。はしの
時は、はしの間についているゴムで使いやすくなっ
ている。

33

貼るだけ！
カンタングリップ

岩本　紗耶加
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　ひいおばあちゃんがコップの持ち手が滑って持ち
づらいと言っていたので、どこにでもはりつけて使
えるようなすべり止めがあればいいと考えた。コッ
プの持ち手や、ドアの取っ手にはりつけてすべり止
めに使う。色がついているので見やすい。

34

すくいやすい
Ｄｉｓｈ！

髙花　莉奈
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　以前老人ホームを訪問した時に、食べ物がすくい
にくく、食べにくそうだったので、食べ物がすくい
やすいお皿を考えたらどうかと思った。普通のお皿
と比べ、お皿のふちの片方が高くなっていて、食べ
物がすくいやすいようになっている。

35

誰でも使える水筒

森　瑞姫
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　私たちが普段使っている水筒は、高齢者や障がい
のある人にとって使いにくいのではないかと思い、
使いやすい水筒を考えようと思った。すべり止めと
取っ手がついているので落ちない。右きき、左きき
どちらでも使える。ストローがついているのでこぼ
す心配がない。ストローは取り外し可能で、誰でも
使える。
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36

くっつくおちゃわん

野口　那瑠美
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　おちゃわんがテーブルとかにくっついてしまえ
ば、力が弱い人とか手が不自由な人は、おちゃわん
を持たなくてもこぼしたりせずに使えると思った。
ちゃわんの下にくっついている吸盤を、テーブルな
どにくっつけて固定して使う。

37

パカッと食卓

半場　愛理
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　座ってからイスを引いている祖父を見て、中腰に
なっていたので腰を痛めてしまうこともあるかと思
い考えた。食卓の手前側一部を開閉できるようにす
ることで、イスを出し入れせずに座ることができ
る。また、食卓とイスの間が狭まるので、床に食べ
物をこぼしてしまうのを少しでも減らすことができ
る。

38

ラクラク移動座イス

清水　良太
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　座ったままや寝たままでも移動が簡単にでき
る！！自宅で座イスに座っていて物を取りに行くの
が面倒な時、このようなものがあれば便利だと思っ
た。「あんなところにリモコンが」など少し遠く欲
しいものがあるときなどに便利。また、移動させな
いときはキャスターにストッパーをしておき、勝手
に動く心配もない。

39

らくらくチェアー

山岸　真大
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　高齢者や足に障がいを持っている人は、いすから
立ち上がるときに足への負担が大きいと思い考え
た。手元のボタンを押すことで、いすの高さを変え
たり、背もたれや足元の角度を変えることができ
る。また、立ち上がりボタンを押すと、後ろの方だ
け徐々に上がり、立ち上がるときに足への負担を軽
減する。

40

体重計ベッド

佐合　洋光
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　患者さんを移動させて体重を図るというのが大変
だという記事を読んで考えた。
　患者さんを移動させることもなく体重を計ること
ができる。
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アイディア部門

分類 No.
作品名
出品者

作品 用途・特徴

41

電動窓

中田　利紗子
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　夏場は窓を開け閉めする回数が多く、祖母が毎日
窓を開け閉めするたびに立ったり座ったりを繰り返
しているのを見て、もっと祖母の負担を軽減できな
いかと考えた。窓を電動にすることで、いつでも好
きな時に座ったままや寝たままの体勢で開け閉めす
ることができる。リモコン1つで操作できるので、高
齢者から障がい者、育児で忙しい人など、いろんな
人が便利に使える。またリモコンにランプがついて
いて、開いている時は光り、閉めると消えるので、
窓の閉め忘れの心配もなくなる。

42

手を使わなくても
開くドア

大野　望
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　高齢者は手が自由に使えず、力がないと自分でド
アノブを回して開けることができない。身体の不自
由な人だけでなく、日常でも買い物袋等で両手がふ
さがっていることもある。そんな時、ドアノブでは
なくて足元で操作できるものがあれば便利だと思い
考えた。足で踏んで開くようなペダルを取り付け
て、手が使えない人や使えない時でもドアが開くよ
うにした。また、ドアノブも使えるように、ドアノ
ブには摩擦の強いゴムなどの素材にして、手が滑り
にくいようにしたら良いと思った。ドア自体も少な
い力で開くように、重さの軽い素材がよい。

43

ピッと押すだけ！！！
機能性
収納タンス！！！

大矢　翔子
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　施設訪問に行ったとき、たたんだ服をしまおうと
したら、タンスが開けづらかったので工夫しようと
考えた。ボタンを押すだけで引き出しが開き、ボタ
ンを押すだけで閉まる。高齢者が使用しているタン
スは昔ながらのものが多いので、タンスのあけしめ
は重たく負担がかかるが、このタンスにすれば手を
ケガしていても楽に開け閉めが出来る。また、横長
のため上にテレビや写真を置くこともできる。ま
た、“しゃべる温度計”が気温にあわせて服をチョ
イスしてくれるので、一人暮らしの高齢者でも、体
温調節ができる。デザインも昔ながらの木の模様に
なっている。

44

脇息

井上　洸斗
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　祖母が部屋でテレビなどを見ている時、よくベッ
ドにもたれかかっていたことを思い出し、部屋の好
きな場所でくつろげるようにと考えた。肘などを置
いてもたれかかることにより、よりくつろげる。小
物を収納できるようになっており便利。
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45

安心♡直通電話

千谷　正美
（翠十字会　ホームヘル
パーステーション）

　認知症が進んだ方はだんだん電話を掛けることが
困難になる。独居であり家族とも離れて暮らすた
め、日常生活の中で不安になることやどうしたらい
いのかと疑問に感じることが日々起こる。いつでも
家族につながる電話があると良いねと思った。使い
慣れている形、色の電話で、携帯電話に不慣れな
方・充電できない方用。受信できない時は「大丈夫
よ」「心配しないで」「また電話してね」と家族の
声でメッセージが聞ける。また、家族割引が適用さ
れる。
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作品名
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46

字幕Ｐｈｏｎｅ

金田　華子
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　電話相手の声が小さかったり早口だったり、話が
聞こえづらいことがあり、高齢者の方だともっと聞
こえにくいと思った。
　また、最近オレオレ詐欺が多かったりするのが
きっかけで考えた。相手の話していることが画面に
字幕で出る。また、オレオレ詐欺を防止してくれ
る。

47

愛♥ｐｈｏｎｅ

平野　楓
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　アニメでこういうものがあったので、実際にこう
いう電話があれば、難聴者の方が、手話で電話する
ことができると思った。遠くにいても近くで話して
いるような気分になれる。3Ｄ化することにより、難
聴の方が楽しんで連絡を取ったり話しできるように
なる。

48

らくらくトークくん

井林　里瀬
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　おばあちゃんの耳が遠くなった時に、このように
声が耳に直接届くマイクのようなものがあればよい
と思い考えた。耳の遠い人や聴覚障がいのある人の
耳にイヤリング型のスピーカーをつけることで、声
が聞こえやすくなる。マイクのデザインを可愛くす
ることで若い人でもつけやすくなる。

49

いつまでも
楽しく会話！
耳あて型補聴器

岩田　唯
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　おじいちゃん、おばあちゃんと楽しく会話ができ
るように、話した人の声がしっかりと聞き取れるよ
うな仕組みになっている。
　耳あてとしても活用可◎オシャレとしても◎

50

あなたの気分は？
バレバレリストバンド

北條　あや香
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　実習に行った時、寝たきりの方やしゃべることが
困難な方の考えていることがわかればいいのにと思
い、この作品を考えた。腕につけるだけでその人の
脈拍を図り、その脈拍から感情や気分、考えなどを
察知することができるリストバンド。その人の考え
が分かるので、嫌な思いをさせることはない。
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アイディア部門

分類 No.
作品名
出品者

作品 用途・特徴

51

お知らせランプ

田嘉　法子
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　お年寄りは耳が遠い方も多く、1つのことに集中す
ると他のことは見えなくなってしまうことがある。
祖父もテレビを見ていると来客者に気づかない。そ
こでテレビを見ていても、来客がすぐ分かるような
ものがあれば良いと思った。玄関のドアが開くと同
時に、テレビの上に設置してあるランプが光り、家
族が帰宅したことやお客さんが来たことを知らせて
くれる。

52

グー、チョキ、パーで
スイッチＯＮ！！！

中陳　安奈
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　祖父はきき手が右手なのに、右半身が麻痺してい
る。あまり使い慣れていない左手でも、祖父の好き
なテレビを見たり、ラジオを聴いたりできるように
してあげたいと思い考えた。左手用の手袋にセン
サーが付いていて、グーにしたらテレビがつく、
チョキにしたら電気がつく、パーにしたらラジオが
つくようになっている。手を叩くと消える。左手の
残存能力を生かすことができる。

53

夢のカチューシャ

島　春花
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　体を簡単に動かすことのできない方が、自分のし
たい事が簡単にできたらいいだろうなぁと思い、こ
のアイディアのきっかけになった。カチューシャに
脳を刺激するセンサーがついていて、脳でＴＶをつ
けたいと思ったら、センサーが察知し、ＴＶがつく
というシステム。ずっと身に付けていられるものを
考えたら、カチューシャを思いついた。

54

点字自動読取機

佐生　遥
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　私はいつも点字を読めないので、盲目になったば
かりの方も読めないのではないかと思った。
　覚えるのは大変だと思う。
　携帯やセンサーで点字を読み取り、音声再生す
る。すばやく正確に理解することができ、安全性が
増す。

55

気ぃつけ太郎

島　裕次郎
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　歩行器を使っている祖母が、自宅の構造上どうに
もならないちょっとした段差に時々つっかえている
のを見て、誰か注意を促す人がいたらと思い考え
た。忘れがちな段差等の付近に設置し、人が近付く
と注意を促す音声が再生される。再生する音声を数
パターン使用することによって機械的ではなく、よ
り人の温かさを感じられるだろう。
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アイディア部門

分類 No.
作品名
出品者

作品 用途・特徴

56

ペットボトル
オープナー

三間　雄介
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　自分自身、片手がふさがっている時にペットボト
ルのキャップを開ける時に苦労し、力が弱い方やお
年寄りはもっと苦労しているのではないかと思い考
えた。自販機の空いているスペースに接着剤等を用
いて設置し、片手で簡単にペットボトルキャップを
空けることができる。また、てこの原理を用いて、
力の必要なプルタブも開けることができる。

57

PONでスイッチ！

酒道　司
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　遠い場所にあるスイッチを押しに行く際、足の不
自由な老人の方などが、その場から動かずにON、
OFFの切り替えができるようにするにはと考えた時
に思い至った。スイッチの上にかぶせ、スイッチの
上に棒が来るように調整する。押したいスイッチの
番号が書かれたリモコンのボタンを押して動かす。
四つ角にあるボタンで音が鳴るようにし、誤作動を
なくす。長さを調整できるようにし、多くのスイッ
チに対応でき、ON、OFFの部分だけなので、多く
の機械に対して互換性がある。

58

らくらく　読書補助器

高林　彩香
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　寝っころがりながら本を読んでいる時に手が疲れてき
て、手を極力使わなくても読書ができたらと思った。ま
た、手が不自由な人、寝たきりの人たちが、どのようなも
のがあったら今より楽に読書できるのかと考えるように
なった。ライトを付けたり、ベルトタイプにしたり、支え
を自由に曲げられるようにしたりした。腰や自分の近くに
ある物にベルトで用具を取り付け、グリップで本を挟んで
固定して読書する。腰につければ体勢を変えても大丈夫
で、支えを曲げて自分の見やすい位置に固定できる。ペー
ジをめくる時以外は、誰かに取り付けてもらえば手が不自
由でも使用できる。ライトがあるので目に負担をかけな
い。
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笑顔あふれる
ｓｍｉｌｅマイク

大久保　玲
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

 実習に行ったとき、入居者の方々が嬉しそうに楽し
く歌を歌っていたのを見て考えた。また、家族と離
れて寂しい思いをしておられた方もたくさんおられ
たので、それを少しでも減らせるようにと思いを込
めた。ボタンを押すと曲が流れてマイクで歌うこと
ができる。写真を見ながら思い出の曲を歌える。介
護施設のみんなの笑顔が増え、楽しくなる。

そ
の
他

60

おしゃべりロボット

尾﨑　一馬
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　お年寄りが1人暮らしをしている時代なので、話相
手がいたらいいと思い考えた。iPhone 4SのSiriを
応用してロボットにつけることにより人と話してい
るかのような会話ができる。また予定を登録してお
くことにより、その時間になったら教えてくれる
（例：「薬の時間だよ」）また、ＷｉＦｉがあれば
インターネットにつながり、会話だけでいろいろな
ことを調べて教えてくれる。
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分類 No.
作品名
出品者

作品 用途・特徴

61

光る小銭入れ

中川　鉄太郎
（富山大学 工学部 機械
知能システム工学科）

　コンビニでアルバイトをしている時、多くの人が
お会計の時に小銭を出すのに手間どってしまう。そ
こで少しでもスムーズに小銭を出せたらと思い考え
た。見た目はただの小銭入れだが、小銭入れを開け
ると中のLEDライトが光り、小銭が見やすくなる。
暗いところ（夜道で自動販売機を使用する時）では
より効果がある。普通の財布にLEDライトを仕込ん
でもよいと思う。

62

美美干竿
 ビービー ハンガー

佐々木　梨帆

（富山県立桜井高等学校

生活環境科）

　服などを干すと、天気や気温・湿度などで乾く時
間がバラバラだ。服が乾いたら教えてくれたらいい
と思ったのがきっかけで考えた。このハンガーに服
などを普通に干すだけで、乾き加減を5段階で表して
くれる。乾いたらセンサーが反応して音を鳴らして
くれる。音が1分くらい鳴ったら、センサーが光で教
えてくれる。耳でも目でもわかるハンガー。

63

折りたたみ式　傘立て

谷川　実有
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　祖母の「車の中での傘の置き場に困る」という一
言で考えた。確かに雨の日は、特にぬれた傘を足元
に置くと、靴や服がぬれてしまうことがある。そこ
で、コンパクトに収納でき、ぬれずに傘を置ける場
を作れないかと思い考えた。折りたたみ式になって
いて、使わない時はコンパクトに収納できる。使う
時はプラスチック部分を持って伸ばし、車のクー
ラーの所にフックをつけ傘を立てる。傘を閉じるの
が難しい子供や障がい者の方でも、傘立てに入れる
だけで、コンパクトに収納できる。

64

ピカピカサ

嶽釜　優香
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　雨の日は視界も悪く、どこに人がいるのかわから
ず危険な目に合う人がいると思ったので、傘にライ
トをつけて目立つようにすれば、事故の防止になる
のではないかと考えた。傘を開くと自動で先の部分
が開く。この傘を使うことで、車を運転している人
も歩く人も、より安全に気を付けるようになると思
う。

65

温度計ペン

吉田　紗也
（富山県立桜井高等学校
生活環境科）

　ボールペンのインクの部分が温度計に似ていると
思い、ボールペンが温度計なら、暑くて温度が気に
なる時でもすぐに確かめることができ、熱中症予防
にもなると考えた。1番上の部分を押すとボールペン
として使え、戻すと温度計として使える。軽く細い
ので持ち運びに便利で、熱中症予防としてもいつで
も温度が確認でき便利。壊れにくく安全なので、子
供から大人まで誰でも簡単に使うことができる。
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作品名
出品者
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66

見えなくても分かる棒
（防水式）

本江　裕貴
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　高齢者疑似体験をして、目が見えにくい状態で歩
くのは怖いものだと身を以て知った。視覚障がい者
の方には、そばにいて一緒に歩いて助けてくれる人
がいれば一番よいが、そうではない場合に少しでも
助けになる道具があればよいと思い考えた。視力が
弱い人の代わりに、カメラが見て、それを音声で伝
える。危険となる、ぶつかりそうなもの、避けて通
らないと危ないものなどを事前に知って回避できた
り、うまく通ることができるようにと考えた。周り
が静かな場所だったり周りの音でよく指示音声が聞
こえない時のためのイヤホンを付ける部分もある。

67

だれでも自動販売機

藤井　梨紗
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　普通の自動販売機だと、車いすの人や小さな子に
は高く使いづらく、今ある少し低めのものでも、
もっとよくすれば誰でも使いやすくなるのではない
かと思った。全体的に横長で使いやすくする。簡単
な作業で飲み物が買える。

68

かけほし

竹内　春奈
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　ひいおばあちゃんは足が弱く、洗濯物を干しに2階
まで上がることが困難で、普段から居る部屋に物干
しがあればと思い考えた。干すことが楽になること
で足への負担を減らすことができればと思った。主
に洗濯物を干す物干竿として使い、縦のパイプと横
のパイプは長さ調節が可能なので、シーツや布団も
干せるようになる。球タイヤを付けているので、畳
の上でも楽に場所移動ができる。

そ
の
他



作品部門

分類 No.
作品名
出品者

作品 用途・特徴

1

軟膏ホルダー
　～片麻痺でも
　　片手で開けて
　　塗れますよ～

石川　篤子
（富山市医師会看護専門
学校　看護学科）

　軟膏ホルダーのリボンをベッド柵にしばり固定し
（右麻痺の場合は右側、左麻痺の場合は左側）、掻
痒感があるときに臥床したまま片手で軟膏の蓋の開
閉、塗布をすることができる。
　自分で塗布できることで、介護者へ気兼ねなく掻
痒感の軽減、残存機能の維持、長期臥床でありなが
ら自らできることが増える。開閉をわかりやすく表
示し、ホルダーが汚れても、汚れが取れやすいよう
に表面にビニールガムテープを使用した。患者さん
が持っている軟膏容器に合わせて作成でき、捨てる
ダンボールを使用することでリサイクルにもなる。

2

座り下がり補助具

川岸　雅之
（介護老人保健施設　や
すらぎ）

　高齢になって背中が曲がり肩が上がらなくなり、
呼吸がしにくくなるのを改善するために作った。腰
痛の予防や軽減にも効果がある。肋木を使って高さ
を自由に変えることができるようにし、さらに車い
すに座ったままでも前でつかめるようにアームの長
さを長くした。腕と肩が痛くならない高さに取り付
けて、両手で掴み背中を伸ばして皮膚が離れない程
度に軽く臀部を浮かせ、腹式呼吸で鼻から息を吸っ
て腹圧をかけながらゆっくり息を吐く。呼吸はその
人の長さで行い、5～10回繰り返す。（全体重は支
えきれないので、必ず椅子に座って、お尻を軽く浮
かす程度で使う）

3

見た事の無いラップ

屋木　明美
（魚津病院）

　ラップ式オムツカバーとして使用する。寝たきり
の患者さんはオムツを使用されているが、それぞれ
体格も違い、身体の拘縮も様々で、中には浮腫のひ
どい方もおられる。患者さんやスタッフの負担の軽
減を目指し、市販では開発されてないものを作っ
た。体に合わせたサイズや形が可能で、柄や生地の
選択ができる。また、おむつカバーに見えないデザ
インで、従来のものより低コストにできる。患者さ
んの身体に負担がかからず、浮腫の軽減・汚染防
止・オムツ交換しやすいように工夫した。

4

「つりさげ君」

大門　文子
松岡　美栄子
（医療法人社団良俊会
ふくの若葉病院）

　車いすの座面下に尿バッグを吊り下げるのに使
う。自走する場合も邪魔にならず、膀胱より低い位
置に固定でき、ランニングチューブが巻き込み等で
折れ曲がる心配がなく、尿が常に流れている状態を
確保できる。荷造りバンドは頑丈なので尿量が多く
ても緩まず、尿バッグの底面と床面の距離を保つこ
とができる。ツインフックは奥行きがあるので、ラ
ンニングチューブの長さが調節でき、引きずりや車
輪への巻き込みを防ぐ。尿バッグの吊り具を左右の
フックにかけるため、安定感が得られる。

5

シルタントップ

わかば会　東海　正美
（デイサービスわかば）

　胃瘻の方が増えており、さらしでチューブを固定
したりタオルで巻いたりしているが、ずれたりしわ
になったりと、清潔感がないように見える。胃瘻を
していてもオシャレに見え、介護者も介助しやすい
ものとして考えた。在宅で臥床が多い方など、腹巻
のように巻いて固定できるものとしてデザイン。脇
は外側にゴムをつけ、皮膚トラブルを予防する。
チューブは穴から出し、皮膚に触れないようにす
る。

治
療
訓
練
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具
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作品部門

分類 No.
作品名
出品者

作品 用途・特徴

6

シル♡タン♡トップ

わかば会　東海　正美
（デイサービスわかば）

　作品名はシルバータンクトップという意味。胃瘻
の方が増えており、オシャレに見え、気持ちも若返
るといいと思い考案した。着用しやすいように肩は
ベルト式で、チューブがぶらぶらしないように筒状
にした。側臥位になっていただき、背中になる部分
をベッドに広げ胸部を包むようにあて、前穴より
チューブを出し筒状に通し安定させる。かけ合わせ
肩紐を止め、前部分も止める。前身ごろはチューブ
を通し皮膚に当たらないよう筒状にし清潔を保持。
肩のスナップ止めで着脱がスムーズ。

7

麻痺および嚥下障害者
用うがいエプロン

竹腰　聡美
（富山市医師会看護専門
学校　看護学科）

　レインコートの帽子部分だったところが受け皿と
なり、含嗽で吐き出した水がためられる。これによ
りガーグルベースン不要で、自分のペースで含嗽が
行えるので、含嗽中の咽せを防ぎ誤嚥のない口腔ケ
アにつながると考えた。ビニール素材なので折りた
たんでコンパクトに収納できる。丸洗い可能で、受
け皿部分が着脱可能なので、受け皿部分だけを洗う
こともできる。生地が白色なので、含嗽で吐き出さ
れた食物残渣が確認しやすく、本人にとってどんな
食物が口腔に残りやすいかわかる。

8

ポンチョ　DE
ブラウス

あしなみ
岩脇　明日香　水島　奈美
齊藤　志代里　堀　美穂子
(富山短期大学 福祉学科)

　マジックテープ、ボタンをはずし、麻痺側から手
を入れ、健側の手を入れて着る。着脱介助を行った
際、うまく腕を通すことができず、腕のところを広
くした服や、大きめの服を作りたいと思ったのが
きっかけ。ボタンをマジックテープにし、大きくわ
かりやすくした。
　また、腕の所を広くポンチョのようにし、襟に
レースを付け首元を広くした。

9

パカッとパーカー

SSH
西幸　仁　下澤　守
放生　正利
(富山短期大学 福祉学科)

　トレーナーを肩にかけ、通したい袖側のファス
ナーを開いて肘を通し、手首に袖を通してファス
ナーを閉めて着る。袖通しを容易にするため、左右
どちらからでも開閉できるファスナーを背部に取り
付けた。これにより、素材の伸縮性を問わず、着脱
が容易になり、利用者の負担軽減にも繋がった。

10

かたてでポンチョ

チーム3
清水　ひとみ　多喜　千遥
増田　千尋
(富山短期大学 福祉学科)

　左麻痺でも右麻痺でも、健常者でも片手で着るこ
とができる服を作ろうと思った。
　花柄の方は左麻痺、ピンクの方は右麻痺の方が着
やすいようになっている。リバーシブルでも、バラ
バラにしても着ることができ、季節を問わず寒さを
感じたときに着る。

パ
ー
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作品部門
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作品名
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11

Easyシャツ

チームZ
井沢　真優　神田　笑里
沢辺　優　　髙森　恵理
森田　夏生　若林　真奈
(富山短期大学 福祉学科)

　指先が動かしにくく自力ではボタンを止めたり外
したりできない人も、普段着として使える上着。
　見せかけのボタンにし、代わりにマジックテープ
を付け、脇と肘の伸びる部分に、伸縮性のよい布を
あてた。
　胸元に大きなポケットをつけ、袖にも見せかけの
ボタンをつけ、マジックテープを代わりにはった。

12

花がぁる

君に託すか！
河合　ひろみ　雲宮　未如
須藤　美香　髙畑　志衣奈
(富山短期大学 福祉学科)

　着やすいようにファスナーで全開するワンピー
ス。拘縮のある片麻痺の人でも簡単に着脱でき、外
出着としてもおしゃれな部屋着としても活用でき
る。気分が明るくなり外出する機会や楽しみが増
え、生きがいに繋がればという思いから製作した。
脇が広いので着脱しやすくゆったりでき、胸元がマ
ジックテープで取り外し可能。

13

片手で着れ～る

オッ3
浦本　真里　木澤　理美
田畑　美香　田村　美加
鳥山　友希江
(富山短期大学 福祉学科)

　年を重ね麻痺があっても好きな服を着てオシャレ
をしたいという女性の思いに応えるために作った。
オシャレをしたい時、普段着として着る。右麻痺の
方がほぼ一人で着脱できるように右側をマジック
テープで止められるようにした。左胸の位置にポ
ケットを付けて麻痺の手が入るようにした。

14

着脱ボタン

こんばーす
竹林　恭兵　中山　翔太
西村　裕貴　八田　康太郎
平田　祥世
(富山短期大学 福祉学科)

　拘縮や麻痺がある方にも着やすい服はないかと考
えたのがきっかけ。
　肩のところがボタンなので外しやすく、着脱介助
がしやすい。外出の時に着る。

15

パッチンズボン

おっちんDENBARER
田村　克希　長慶寺　悠季
中島　直弥　松原　優子
(富山短期大学 福祉学科)

　夏の暑いときにズボンを履きかえることが難しい
ので、膝上まで曲げて、半ズボンになるようにし
た。柄がかわいくなるようにパッチワークにし、ボ
タンを凹凸ボタンにして止めやすいようにした。裾
の部分は切り取り、切込みを入れて曲げたときに窮
屈にならないようにした。暑いときや爪を切るとき
など、ズボンの裾を曲げることができるので、温度
調節が可能で邪魔にもならない。
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16

チャック脱シャツ

下ピー
向山　大貴　西川　一樹
水野　敬
(富山短期大学 福祉学科)

　拘縮のある方の着脱介助をする時に使用する。
　袖の部分にチャックをつけ、背中部分がゆるくな
らないようにボタンをつけて、しっかり着れるよう
にした。

17

かいこ　de
介護ズボン

矢野　英和
(富山短期大学 福祉学科)

　安全に容易に履ける替えズボンがあればと考案し
た。同サイズ、同デザインのズボン２着を用いて着
替える。どちらかが汚れた時に座ったまま外側左右
に取り付けたファスナーを引っ張って外す。腰を浮
かし、内側からズボンを引き出し、替えのズボンを
外した時の逆の手順で足の奥に入れ、ファスナーを
閉めて装着する。

18

ネクタイマジック！

水野　朱南
(富山短期大学 福祉学科)

　ネクタイは両手が使えないとなかなか一人でつけ
ることができないと思い、少しの力や片手でもつけ
ることができるものを製作した。
　普通のネクタイと同様にワイシャツの襟にゴムを
通し、首回りにあわせて調節する側のゴムを下に
引っぱり、マジックテープに合わせて貼り付ける。
　自分に合った首回りに調節できるように取り外し
可能のマジックテープを使用し、首回りは苦しくな
らないようにゴムで作った。

19

片手で履ける，靴下君

嶋田　正恵
(富山短期大学 福祉学科)

　実習で、片麻痺の方が靴下をはくのに苦労してお
られたので片手でスムーズに靴下をはくことができ
たらいいと思い作った。片手でも簡単に靴下が履け
るように靴下の脚の甲の部分を切り、マジックテー
プを装着した。また、靴下をはかせてもらっても自
分でマジックテープを止めることで自立支援につな
がる。

20

安全スリッパ

高林　彩香
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　家でスリッパをはいて歩いていると、たまに滑り
そうなことがあったり脱げてしまうことがあった。
滑らず足にフィットする、危なくないスリッパがあ
るといいなと思い製作した。裏に滑り止めをつけ
て、滑りやすいところでも転ばないようにし、ゴム
とかかとにつけたすべり止めで脱げてしまわないよ
うにした。履きづらくないようにし、ゴムの力は強
くしすぎないようにした。
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21

マジックタオル

藤井　梨紗
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　家でタオルを使用した後によくタオルがタオルか
けから落ちてきてしまうことがあったので落ちない
ようにしたいと思い作った。誰にでも使えるように
ボタンではなくマジックテープをタオルのすそ部分
につけた。あまり糸が裏に出ないようにし、タオル
かけから落ちないようにとめられ、肩にはおったり
頭にかぶったりする。

22

孫の手ウォッシュラー

森　瑞姫
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　祖母が「背中をまごの手のようなもので洗えれば
楽なのに」と言っていたので作った。まごの手で背
中をかくようにして洗う。マジックテープでスポン
ジが取り外し可能なので、使用後はマジックテープ
を取ってスポンジを洗える。

23

多機能タオル

嶽釜　優香
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　農作業や買い物に行きたい時、運動する時など、
タオルを腰につけ手をふいたり汗をふいたりする。
ポケットには小銭や鍵、保冷材など小物を入れるこ
とができる。ベルトに通せるようになっているので
腰につけておけるし、カバンなどにつける紐もつい
ているので手に持たなくてよく、落とす心配もな
い。

24

いすカバー

銭谷　美咲
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　暑い日に長時間座っていると背中が熱くなるの
で、保冷剤を背中に当てていれば涼しく感じてエコ
にもつながると思い製作した。いすの背もたれにカ
バーをかけてボタンを止め、ポケットに保冷剤また
はカイロを入れ、夏でも冬でも使える。ボタンで取
り外しを簡単にした。

移
動
機
器

25

湯・楽・YOU　マット

青木　聖子
（くまの光風苑）

　洗身台⇔移動用ストレッチャー⇔ベッドへの移乗介助時
に、ベッドやストレッチャーの上に敷き使用。特に入浴時
の濡れる場所での使用を考え作った。
　高齢者の脆弱な皮膚に優しく、クッション性が高く移動
時の身体への負担が少ない。吸水性が低いので濡れた洗身
用のストレッチャーの上に使用してもべたべたにならな
い。
　ベッド等との摩擦が少ない素材のため、移動介助時の負
担が少なく、ベッドやストレッチャーへの移動介助が一つ
の製品でできる。また、利用者が安心・安楽で、職員の身
体にも負担がなく、腰痛予防や転倒・転落等の事故予防に
も有効なものを医療機器製造・販売業者に協力を仰ぎ作成
した。
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26

立ち上がれーるベルト

不器用'S
天川　唯　　信太　春香
神代　雪乃　鈴木　里奈
(富山短期大学 福祉学科)

　立ち上がり介助の際、利用者のズボンを持たずに
立ち上がりの介助を補助するため製作した。
　対象者の腰に巻きつけベルトを交差し、輪の中に
手を入れてベルトをつかみ一緒に立つ。
　見ただけで福祉用具とわかるベルトではなく、少
しでもオシャレに見えるようカバーを作った。カ
バーは洗えるように取り外し可能。

27

どこでも置ける
つえ立て

大野　望
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　トイレを使う時、レジをしている時、切符を買う
時など、杖を使用している人が杖を離さなければい
けない場面は日常のいたるところにある。コンパク
トで安定した杖立てがあれば便利だと思い作った。
ラップの芯で作った穴に杖を入れる。立てる部分を
少し重めのコースターにして安定するように重さを
付けた。

28

携帯式杖いれ

本江　裕貴
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　サマーボランティアで行ったデイサービスの家の
中に、杖を入れるための牛乳パックで作ったものが
あった。机の脚に固定されていたので、様々な場所
に持っていけたら便利だと思い携帯できるものを
作った。牛乳パックとベルト（マジックテープ付）
をテープで止めて作り、ベルトを柱や机の脚に巻き
つけ、中に杖を入れる。

家
事
用
具

29

フォーク＆スプーン

野口　那瑠美
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　フォークとスプーンがくっついていれば片手しか
使えない人や幼児が使いやすいと思った。あえてス
プーンとフォークを裏と表にくっつけることで持ち
直したりせずに手首をひっくりかえすだけでスプー
ンとフォークを入れ替えられる。どんなもち方でも
いいので、棒の所を持って使う。
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30

ホローペン

谷井　和美
（富山市医師会看護専門
学校　看護学科）

　脳梗塞の後遺症により利き腕の麻痺と構音障害の
ある患者さんに対して、コミュニケーションを可能
にするため筆談が行われている。右上肢に麻痺が
あっても、ペンを握る動作がしやすいように考え
た。握る部分を球状にすることで安定し、手に負担
がかからない重量感で書きやすくした。①利き腕の
麻痺と失語症、構音障害を伴う方→筆談用の自助
具、コミュニケーションアイテム②利き腕の麻痺
（軽度）がある方→リハビリアイテム③利き腕の麻
痺のためもう一方の上肢で利き腕の機能が必要な方
→利き腕交換のトレーニングアイテム

移
動
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31

オスヒクゾ～その1

石尾　崇矢
(富山短期大学 福祉学科)

　手足が動かない方がマスクになるように装着し、
マウス、リモコン等を操作する時、頭を上下・左右
に動かし使用する。口周辺の筋肉を動かしたり、息
を吸うことでカップが頬に対して密着度が高くなり
操作の微調整が可能。リラックス、集中力を高める
効果がある青色を多く取り入れた。カップは透明
だったため、プライバシー、デザインの観点からス
ケルトンにした。

32

片手でらくらく
絞リンガー

南保　亜由美
(富山短期大学 福祉学科)

　片手に麻痺があると、タオルやふきんを絞るのが
困難なことがある。そんな時、健側の片手で安楽に
「絞る」という動作を行えるようにするためのもの
を作った。
　台所・風呂場などタオルや付近を絞る動作が発生
する蛇口にハンガーのひっかけ部分をひっかける。
使用者の利き手や使い勝手がいい向きになるように
し、洗って濡れたタオル・フキンをかけて健側の片
手で絞る。
　クリーニングハンガーを利用して作り、ひっかけ
部分は自由自在に曲がり2本使いで強度を増加した。
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ホジョ君

北原　慶子（応募）
栗本　大輔（考案）
山田　久則（製作）
（特別養護老人ホーム
はるかぜ）

　硬直や指の変形があっても、ナースコールのス
イッチが少しの力で押せる。
　両手足の関節にかなり硬直があり、小さいスイッ
チが押し辛く困っていたところ、施設スタッフが協
力して設置済みのナースコールを工夫して作ってく
れた。
　幅広で安定感があり、スイッチを押しやすい位置
や角度に固定して使用する。
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ティッシュ付き
えんぴつたて

田嘉　法子
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　勉強する時、なるべく机の上のスペースがたくさ
んあれば学習に取り組みやすいと思った。えんぴつ
たてに作成したティッシュケースを取りつけて、ペ
ンや定規などと一緒にティッシュも持ち運べるよう
にした。ティッシュの箱が近くない時でも、勉強を
中断せずにできることと、これを置いておくことに
よって、スペースもあまり取らない。勉強や何か書
くときにこのえんぴつたてを机の上に置き、ふつう
に勉強できるのはもちろん、鼻をかみたくなったら
鼻をかむことができる。
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シンキングアレンジ

竹内　春奈
(富山県立いずみ高等学校
総合学科)

　寝たきりの方も生け花を楽しむことができたらと
思い作った。針金ボードに容器を取り付け、花やペ
ンなどを入れ好きにアレンジして楽しむ。3色の容器
の入れ物等、違う場所にかけることができて楽し
め、自分で実際手に持って楽しむことができる。
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製品開発部門

分類 No.
作品名
出品者

作品 用途・特徴

治
療
訓
練
用
具

1

足首関節用
ストレッチ機器

富山大学　工学部　電気
電子システム工学科

　足の歩行機能を回復する目的で理学療法士が行う
リハビリ動作を目指した。リハビリ動作により、ふ
くらはぎ、ふともも（ハムストリング）の筋に刺激
が与えられ、擬似的な歩行刺激になることが歩行機
能の回復につながっていると考えられている。
　この装置では、理学療法士が施術時に気をつけて
いるふくらはぎ、ふとももが十分にストレッチされ
ているかの実現に注力し、かかとを浮かし、装置本
体を臀部で抑えた。また、家庭や医療現場での利用
しやすさを考え、椅子に座って簡単に操作出来るよ
うな仕組みに改良を行なった。

パ
ー

ソ
ナ
ル
ケ
ア

関
連
用
具

2

やわらか
ニットキャップ

株式会社スズニット

　「ホールガーメント」と呼ばれる製法で、継ぎ目
が無いので縫代による刺激がなく、編目が非常に細
かい「ハイゲージニット」のため、表面の凸凹感が
なく、非常に滑らかな肌さわりとなっている。ま
た、日頃の手入れにも考慮し、普通洗濯できる
「ウォッシャブルニット」となっている。
　医療用帽子によく使用されるオーガニックコット
ンを使用した帽子と比べても、機能面、肌さわり、
お手入れ方法、全ての面で優れた医療用ニット帽子
となっている。



 平成24年度福祉用具・アイディアコンクール実施要綱 
  

１．趣 旨 
  「豊かな暮らしをつくりだし、生活を支援する福祉用具」をテーマに、高齢者や障害者の生活 
 の自立支援と介護者の負担の軽減を図り、人々の生活を豊かで快適にする福祉用具のアイディア 
 や作品・製品を広く募集し、優れた応募作品を表彰します。 
  本コンクールは、人々の暮らしをより向上させる福祉用具への関心を高めるとともに、利用者 
 ニーズを発掘し、県内の優れた産業技術との融合による富山県産福祉機器の開発を目指すことも 
 目的としております。 
  
２．募集内容等 
（１）応募資格 
 県内在住・在勤の個人またはグループ及び県内企業（県内に本社が在する企業に限る） 
 
（２）募集内容 
  ①アイディア部門（個人またはグループ） 
  生活を豊かで快適にする福祉用具のアイディア。市販製品やリサイクル品を一部改良し利用 
 するアイディアを含みます。 
  ②作品部門（個人またはグループ） 
  生活を豊かで快適にする手作り福祉用具。独自に考案した介護用品、市販製品の一部改良 
 やリサイクル品への工夫を含みます。 
  ③製品開発部門（企業） 
  福祉用具等に関する独自の開発製品。市販製品、試作品を問いません。 
  ユニバーサルデザイン、共用品等の福祉関係製品についても自立支援や介護負担の軽減に 
 寄与するものは対象とします。 
   ※①と②については未発表の作品に限ります。また、非衛生的なもの、壊れやすいものや危 
    険なもの等は全ての部門で募集の対象外とします。 
 
（３）応募受付期間 
   平成24年8月1日(水)～9月7日(金) 
 
（４）応募方法 
  各部門で必要な書類等をそろえ、応募期間内に各部門の応募先へ郵送または、直接提出 
 してください。 
   [提出書類等 ] 
  ①アイディア部門 ・・・・・応募用紙(様式１) 
  ②作品部門 ・・・・・・・・応募用紙(様式２)、作品（製作した実物を提出して下さい） 
  ③製品開発部門 ・・・・・・応募用紙(様式３)、製品のパンフレット、仕様書等 
  ※製品本体の搬入については別途連絡します。 
     
  ※ご応募いただいたアイディア及び作品については作品集に掲載しますので、以下のことに 
           ご協力願います。 
   【①について】 
   ・応募用紙に記載する図やイラストは、できる限り単純・明瞭に、黒マジックやＢの鉛筆を 
           使用する等、濃く記入して下さい。 
   【②、③について】 
        ・応募用紙に貼付する写真は、鮮明ではっきりわかる写真を添付してください。 
      ・使用方法等をまとめた電子媒体やビデオ等があれば、一緒に提出されても構いません。 
          提出いただいた電子媒体・ビデオ等は、作品と共に返却します。 
  



３．審査・表彰等 
（１）審査 
  学術関係者、福祉関係者等により構成される審査会において審査します。 
   ①アイディア部門  最優秀賞1点、優秀賞2点、その他の賞 
   ②作品部門     最優秀賞1点、優秀賞2点、その他の賞 
   ③製品開発部門   最優秀賞1点、優秀賞2点、その他の賞 
（２）表彰 
  平成24年11月1日（木）の表彰式において各部門の入賞者を表彰します。 
  また、①と②の個人またはグループに参加賞（受賞者除く）をお渡しします。 
（３）作品展示 
  表彰式終了後２週間程、富山県総合福祉会館（サンシップとやま)２階のモデルルームにて 
 展示します。 
（４）応募作品の取扱 
  展示終了後、返却します。（返却期間については後日連絡します。） 
（５）実用新案・特許等について 
  受賞後は発表及び展示をしますので、出願をお考えの方は、事前に実用新案及び特許等の 
 手続きを済ませておいてください。 
（６）搬入・搬出について 
  書類及び作品(製品)の送付、搬入・搬出にかかる経費は応募者の負担になります。 
  また、作品(製品)の送付、搬入出時のやむを得ない事情等により破損した場合の補償はいた 
 しかねますのであらかじめご了承ください。 
  
４．主 催 
  富山県 
  富山県福祉機器開発推進会議 
  社会福祉法人 富山県社会福祉協議会  富山県福祉カレッジ  富山県介護実習・普及センター 
  
５．後 援 
  富山県ホームヘルパー協議会 
  一般社団法人 富山県介護福祉士会 
  一般社団法人 富山県作業療法士会 
  一般社団法人 富山県理学療法士会 
  公益社団法人 富山県看護協会 
  富山県地域包括・在宅介護支援センター協議会 
  社団法人 富山県身体障害者福祉協会 
  社団法人 日本福祉用具供給協会 東海北陸支部 富山県ブロック  
  

 

   応募先及び問い合わせ先 

  

   ①アイディア部門 ②作品部門について 

    富山県介護実習・普及センター ｢福祉用具・アイディアコンクール｣係 

      〒930-0094 富山市安住町5番21号 

               富山県総合福祉会館（サンシップとやま）2階 

               Tel.076－432－6305  Fax.076－432－6307 

  

   ③製品開発部門について 

    富山県福祉機器開発推進会議事務局 

      〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号 

               富山県厚生部厚生企画課内 

               Tel.076－444－3197  Fax.076－444－3491 
  



社会福祉法人　富山県社会福祉協議会
富山県福祉カレッジ

富山県介護実習・普及センター

〒930-0094　富山市安住町5-21
富山県総合福祉会館(サンシップとやま)2階

ＴＥＬ．０７６-４３２-６３０５　ＦＡＸ．０７６-４３２-６３０７
ホームページ　http://www.toyama-shakyo.or.jp/hukyu/index.html


