「車いす安全整備士」養成講座
第48回

開催のご案内

日時：2019/5/18（土）・5/19（日）
場所：ニチイ学館ポートアイランドセンター

車いす安全整備士とは
車椅子の点検整備と安全利用の指導について専門的な技能を
もち、車いす安全整備制度推進の中心的な役割を果たす者です。
一般社団法人日本福祉用具評価センターが実施する「車いす
安全整備士講習会」を受講し、その後「車いす安全整備士検定
試験」に合格することが条件になります。
なお、この車いす安全整備士の資格が授与された者には、車
いす安全整備士合格者名簿の登録番号が記載された「車いす安
全整備士認定証」が交付されます。

一般社団法人日本福祉用具評価センター

ご案内

製品に対する「安全・安心」は当たり前のことであり、福祉用具にも品質に対する高い要求が
求められています。
JISマーク表示に代表される工学的な規格・基準に適合した製品や、臨床評価などは福祉用具が
流通する前段階における「安全・安心」への取り組みの一例です。一方で、福祉用具が流通した後、
つまり消費者・利用者視点で言えば購入・レンタル後のアフターフォロー、供給事業者サイドから
するとアフターサービスも安全な消費生活を維持していくためには必要なことです。
身体状況や生活環境の変化に機器が適合しているのか、利用機器の日常的なメンテナンスは
行われているのか、誤用していないか等をしっかりと把握し、対応することが求められています。
介護保険制度においてその任にあたるのは、福祉用具専門相談員ですが、残念ながら技術的な視点を
持ち合わせない場合もあると聞きます。
こうした状況を改善するため、福祉用具の総合的な安全性を確保する専門機関である弊センターでは、
（一社）日本福祉用具・生活支援用具協会、（一社）日本車椅子シーティング協会と検討を重ね、
福祉用具の安全整備士を認定していくことといたしました。
その中で「標準形の手動車椅子を安全に整備できる人材を育成する」ために、48回目の
「車いす安全整備士養成講座」を開催いたします。
車椅子の工学的な理解や車椅子整備の基本をマスターできるカリキュラムとなっています。
ご多忙とは存じますが、車椅子の安全利用のためにご参加いただきたくご案内申し上げます。

記
日
会

時：2019年5月18日（土）9:00～19:00
5月19日（日）9:00～17:00
場：ニチイ学館ポートアイランドセンター（1F入口にて受付を行います）
兵庫県神戸市中央区港島南町７－１－５（最終頁地図ご参照）

対

象：車椅子整備に興味・関心のある方
※身体状況等により、実技講習受講に配慮が必要な方は、必ず事前にご相談ください。
（目が見え辛いから前の席を希望される場合、車椅子利用者が参加される場合等）
※工具の使用に不慣れな方は今までの実績上、合格の可能性が低いため、充分な事前練習が必要です。

定

員：60名（定員になり次第締め切ります。大変な混雑が予想されますので、申込はお早目に！！）
※お申込後のキャンセルは実技指導に支障が生じますので、やむを得ず欠席される場合は、
受講対象の範囲で代替者のご参加をお願いいたします。なお、代替者での参加が不可の
場合、キャンセル扱いとなります。詳しくは、最終頁の「注意事項」にてご確認ください。
※実技再試験のみをご希望の場合、5月18日（土）の午前中に試験を行います。（最大12名迄）

参 加 費：38,000円（テキスト代・昼食代含む）/１人
※実技で使用しているDVDをセット価格として、通常28,000円を12,000円で販売しています。
申し込まれる場合、申込書の「申込受講料」欄「実技DVD購入」をチェックしてください。
申込方法：参加申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXにてJASPEC管理部までお申し込みください。
携 行 品：・手動車椅子１台（標準形自走用車椅子・制動用ブレーキ付）
指定機種：AR201B（松永製作所製）、NC-1CB（日進医療器製）
MYU-226JD（ミキ製）、KA-202 SB、KF22-40SB（カワムラサイクル製）
※お持ちいただけない場合は、レンタルいたしますのでお申込ください（先着30名）
※郵送される場合、必ず開催前日までに会場に届くよう、お送りください。
※万が一、上記指定機種以外の車椅子をお持ちになる場合は、必ず事前にご相談ください。
（作業工程にそぐわない場合は、有償でレンタルしていただく場合がございます。）

・工具（下記をご参照ください。お申込者には後日リストを配布します。）、筆記用具
プラスドライバ（♯2・♯3）、スパナ（8㎜・10㎜・13㎜）×２本・（9㎜・19㎜）、
薄口スパナ（19㎜・21㎜）、六角レンチ（3㎜・4㎜・5㎜）、金属ハンマー、
自転車用タイヤレバー×２本以上、ペンチ
※全て㎜表示のもの（インチではない）
※工具による作業の差を無くすため、上記に記載している以外の特殊な工具（ラチェット等）につきましては、本講
義中並びに試験時には使用することが出来ませんのでご了承ください。なお、インナーワイヤープライヤーの使用
は可能となっておりますので、お持ちであればご持参ください（本申込書にて購入可）。

服

装：作業をしやすい服装（実技は体育館で行います。必要であれば上履きをご持参ください）

プ ロ グ ラ ム
1日目

2日目

内容

内容

9:00～9:10

開校式

9:00～10:00

車椅子の組立
（実技・担当講師による指導）

9:10～10:15

手動車椅子の規格
（座学）
別室にて実技再試験※1

10:00～12:05

車椅子の点検～調整
（実技・担当講師による指導）

10:20～12：00

車椅子の機能
（座学）

12:05～13：00

昼休み

12：00～13:00

昼休み

13:00～13:50

試験勉強時間
（筆記・実技どちらでも可）

13:00～14:30

メンテナンス基礎知識と
車椅子の整備概論
（座学）

13:50～14:25

筆記試験

14:45～18:20

車椅子の分解
（実演・実技）

14:35～16:00

実技試験

ナイトセミナー※2
（お弁当付）

16:10～16:35

筆記自己採点

18:30～19:00

16:35～17:00

閉校式
（修了証授与）

※1、実技再試験については、1日目の9：30頃より、準備が出来次第開始し、終了次第解散となります
2日目の実技再試験は基本受付けておりませんので、予めご了承ください

※2、ナイトセミナーは基本自由参加です。お弁当は参加人数分ご用意はしております（お持ち帰りも可）。

開催前日（5月17日）及び初日（5月18日）に研修会場隣接宿泊施設ご利用をご希望される方
は、申込書の宿泊希望欄にチェックしてください（宿泊に関するキャンセルにつきましては、
宿泊施設のキャンセル規定に基づく）。ご不明点がございましたら、JASPEC管理部（078306-0556）までお問い合せください。

車いす安全整備士実行委員会
推進主体：一般社団法人日本福祉用具評価センター（JASPEC）
推進団体：一般社団法人日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA)／
一般社団法人日本車椅子シーティング協会（JAWS）／
公益財団法人テクノエイド協会
実行委員：ニック株式会社／日進医療器株式会社／株式会社松永製作所／
株式会社ミキ／株式会社カワムラサイクル／川村義肢株式会社／
ラックヘルスケア株式会社
後援団体：一般社団法人日本福祉用具供給協会／
一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会／
一般財団法人啓成会

【お問い合わせは】
一般社団法人 日本福祉用具評価センター（JASPEC）
〒650-0047 神戸市中央区港島南町7-1-5
TEL：０７８－３０６－０５５６
Email:seibi@jaspec.jp

会場アクセスご案内
会場名：ニチイ学館神戸ポートアイランドセンター
住 所：神戸市中央区港島南町７－１－５
ＴＥＬ: ０７８－３０６－０５５６
（電話番号のみ、JASPECのものを記載しております）

【高速道路ご利用の場合】
阪神高速「生田川IC」を降りて、神戸空港方面
の標識に従いお進みください。
そのまま直進すると正面に 「新空港連絡橋」が
見えてきます。左手にゴルフ練習場を見て進み、
練習場を過ぎたすぐの信号を右折し（京コン
ピュータ前駅方面）、1本目を左折すると、ニチ
イ学館がございます。
【三宮駅から】
JR神戸線「三宮駅」から神戸空港行きポートラ
イナーを利用し「京コンピュータ前駅」で下車
します。下車後、右手に「神戸どうぶつ王国」
を見ながら直進し、一つ目の横断歩道を渡った
ら右折。左手の建物がニチイ学館です。
京コンピュータ前駅下車徒歩２分
【神戸空港から】
神戸空港の到着は1Fロビーとなります。2Fの出
発ロビーに隣接しているポートライナーの神戸
空港駅があります。１つ目の京コンピュータ前
駅で下車してください。
【新幹線新神戸駅から】
神戸市営地下鉄を利用し、１つ目の三宮駅で下
車。三宮からは、ポートライナーをご利用くだ
さい。

＜主な駅からの所要時間＞
◎新神戸駅→三宮駅：市営地下鉄
乗車時間2分
三宮駅→京ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ前駅：ﾎﾟｰﾄﾗｲﾅｰ
乗車時間14分（朝夕約6分間隔で三宮発）
◎神戸空港駅→京ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ前駅：ﾎﾟｰﾄﾗｲﾅｰ
乗車時間4分（朝夕約8分間隔で空港駅発）

車いす安全整備士養成講座
の会場は、ニチイ学館の建物
内2Fで行います。

第48回 車いす安全整備士養成講座 参加申込書
お申込締切

2019年4月26日（金） ※定員に達していない場合は締切日以降も受付けを行います
※申込書を受領した後、4月1日以降に請求書をお送りいたしますので、5月7日（火）までに、参加費のお振込みをお願いいたし
ます。（4月1日以降で2週間を経過しても請求書が届かない場合は、お手数ですがご連絡をお願いいたします）。
なお、お振込みいただく名義が記載されている申込者氏名及び会社名と異なる場合、別途お知らせください。
※お振込み確認後、受講票・テキストを併せて送付させていただきます。キャンセル等の詳細につきましては、最終頁に記載
している「注意事項」にてご確認ください。
※宿泊施設には冷蔵庫、ドライヤーの備え付けはございません。予めご了承のうえ、お申込ください。
罫線内に必要事項をご記入（□はチェック）のうえ、下記申込先まで送信してください。

申込区分

□新規

□再受講

年

月

日申込

※再受講の場合のみ受講修了証Ｎｏ.

申込会社名
フリガナ

車いす整備の経験
□有る □無い
□年数もしくは□回数
（年 or 回）

申込者氏名
（複数ご参加の場合は、
参加される方すべての
お名前をご記入下さい）

性別
お申込者連絡先
（お勤め先・自宅）
※どちらかに○を
お願いします。

□男□女

所属・役職
（お勤め先・自宅）

〒

FAX

TEL
E-Mail

受講票
請求書
テキスト

□申込連絡者に同じ
□下記に送付（ ご自宅

お勤め先 その他 ）

〒

上記3点送付先
申込受講料
※再受講の場合、右記
4つよりお選び下さい。

□新規
38,000円
□再受講 □試験のみ 10,000円
□座学講習と試験 15,000円

□実技講習と試験 20,000円
□全講習と試験 25,000円

※再受講及び再試験は2年以内に新規として受講いただいた方に限ります。

□持参する（□当日持ち込む □事前に送付する）
使用車椅子

【持参の場合必須】メーカ名：
□レンタル希望（レンタル価格：5,500円別途申し受けます：先着順）

その他販売物
□インナーワイヤープライヤー事前購入 2,100円（個数：
（本紙特別価格） □標準形手動車いすの整備実技DVD
12,000円（枚数：

個）
枚）

宿泊のご希望

□開催前日（5月17日）にニチイ学館に宿泊する(１泊素泊まり5,800円)

※キャンセルは宿泊施設
の規定に基づく

□開催初日（5月18日）にニチイ学館に宿泊する(１泊朝食付6,300円)

申込先
ＦＡＸ ０７８－３０３－０５０６

日本福祉用具評価センター（JASPEC）管理部 宛

※必ずお読み下さい

締切日について
• 申込締切日・・・・・4/26（金） ※定員に達していない場合は引き続き受付けを行います
• お振込締切日 ・・・5/7（火）
• お振込日を過ぎてもご入金がない場合、申込完了とはなりませんので、ご注意ください。お振込が確認出来次第、受
講票・テキスト・持参品リストを送付させていただきます。お振込完了後のご返金は基本出来かねますので、ご了承く
ださい。詳しくは、下記「キャンセルについて」をご確認ください。
キャンセルについて
• お振込完了後のキャンセルにつきましては、原則他の方での代替受講をお願いいたします。
代替受講以外につきましては、以下の①・②よりお選びいただけます。【選択期限：5/10（金）17：00迄】
①全額お預かりしたまま、振替受講（期限等、詳しくはお問い合わせください）。
②テキスト代8,000円および振込手数料を除いてのご返金（こちらをお選びいただいた場合、1年以内に1回のみお使
いいただけるテキスト代8,000円分の受講料割引券をお送りいたします）。
• 選択期限以降のキャンセルにつきましては、以下③・④の通り、キャンセル料金が発生いたします。
③5/10（金） 17：00以降・・・・・申込受講料の50％（テキスト代金込み19,000円）
④5/16（木） 17：00以降・・・申込受講料の全額（テキスト代金込み38,000円）
※その他宿泊費等のキャンセルにつきましては、お送りする請求書の注意事項にてご確認ください。

開催中止について
• 天災等で開催が出来ない場合、および申込締切日に申込者が30名に満たなかった場合、誠に勝手ではございます
が、開催を中止させていただきます。その場合、お振込いただいている金額につきましては、上記「キャンセルについ
て①・②」の通りとさせていただきます。ご返金の場合、振込手数料を差し引かない額をお返しいたします。

開催までのスケジュール フローチャート

5/7（火）
4/26（金）

お振込締切日

申込締切日

振込後のキャンセルは…

（定員に達していな
い場合は引き続き
受付けを行います）

①振替受講
②テキスト代を除いての返金
を選択

5/10（金）17：00
キャンセル締切日
以降のキャンセル料金は…

5/18（土）
開催初日

③5/16（木）17：00迄・・・・受講料の50％
④5/16（木）17：00以降・・・受講料の100％

個人情報等の取り扱い
について
• 一般社団法人 日本福祉用具評価センターは、お客様からご提示いただいた名前、住所、電話番号、性別その他の
お客様個人に関わる情報を、本講座運営による使用目的以外では、お客様へ適した商品やサービス、及び会報誌・
ダイレクトメール等による各種情報のご提供のために利用させていただき、お客様の事前の承諾なく、その他の目的
には使用いたしません。但し、法令の定めにより提供を求められた場合につきましては、その限りではありません。
上記内容に同意いただいたうえで、申込をお願いいたします。

