
 

同時開催：障がい福祉物産展 「味よし 品よし 心よし」 

開催日  平成２８年１１月１８日（金）１９日（土） 

会 場               （１）研修会 「アクロス福岡」イベントホール 

天神１－１－１） （福岡市中央区

（２）障がい福祉物産展・商談会 「天神中央公園」 

（福岡市中央区天神１） 

 

生産活動・就労支援部会では、第５回となる研修会を福岡県福岡市にて開催することとしています。これまで

本研修会では、障がいのある方の就労支援の場となる障がい福祉施設・事業所の「生産技術の普及と向上」「新

たな市場の開拓」等の事業所間でのネットワーク構築と強化を図るとともに、全国の障がい福祉関係施設・事業

所で生産される生産品を実際に多くの方々に体感していただくことで「共生社会の実現」に向けた一助となること

を目的として開催してまいりました。 

今年で第５回となる本研修会では、これまでの趣旨を継承するとともに新たに「ふくしと企業のコラボ」、「市民・

企業に向けた発信」を主たるコンセプトとして開催することとしております。 

また、先の「平成２８年 熊本地震」では、本会に加盟する施設・事業所においても地震による被害を受け、これ

まで同様の生産活動が行えていない事業所もあります。そこで、今大会では、被災された施設・事業所の皆様の

復興を支援するため、会場内に「熊本地震復興支援コーナー」を設け、熊本県内をはじめとする九州地区の施

設・事業所の生産品の販売やＰＲを行うこととしております。 

今年も研鑽を深めていただける研修会にしたいと考えておりますので、皆様のご参加を心よりお待ちしており

ます。 

 

・参加費 

（１）日本知的障害者福祉協会会員、企業関係者  １名 １２，０００円 

（２）行政関係者                       無料 

（３）非会員                                １名 １５，０００円 

（４）情報交換会                              １名  ７，０００円（天神スカイホール） 

・定員 ４００名 

・参加対象者 就労系事業所（就労移行支援事業、就労継続支援Ａ型事業・Ｂ型事業、生産活動を行う 

生活介護事業等）の役・職員及び行政、企業関係者等 

・障がい福祉物産展 全国から約５０事業所出展予定 

 

主催 公益財団法人 日本知的障害者福祉協会、九州地区知的障害者福祉協会 

    福岡県知的障害者福祉協会 

 



 
 

 

 

 

１．大会参加申込について 
 

（１）申込方法 

   別紙の参加申込書に必要事項をご記入の上、１０月１４日（金）までにＦＡＸにて各施設・事業所 

ごとに名鉄観光サ－ビス㈱ 福岡支店へお早めにお申込みください。 
※宿泊等が不要な場合でも、大会に参加される場合は必ず申込書にてお申込みください。 

なお、お電話での申込みは受付いたしませんので予めご了承ください。 
 

（２）経費の支払いについて 
ア お申込み受付後、名鉄観光サービスより１１月上旬頃に大会参加券ならびに各種予約券・請求書・ 
振込用紙等を各施設・事業所ごとに送付いたします。 

イ お振込み手数料はお客様負担となりますので予めご了承ください。 

ウ 領収書は、原則としてお振込み用紙の払込金受領証をもって換えさせていただきます。 

 

２．宿泊のご案内 
（１）宿泊日：平成２８年１１月１７日（前日泊）、１８日（当日泊） 

（２）料 金：表示料金は、１泊朝食付・税金・サービス料込（お一人様料金） 

※ ご注意 

① お申込順に受け付けますので、ご希望ホテルランクが満室の場合には、他のホテルランクにご案内させていただきます。又、ホ

テルの指定はできません。 

（本大会利用ル－ム数が限られており、ご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください） 

② ツインをご希望の方は、お問い合わせ願います。 

③ 禁煙室・喫煙室に関しましたはできる限りご要望にお応えしたいと思いますが、ご希望に添えない場合も 

あります。（禁煙室の場合は消臭対応になる場合もありますのでご了承願います） 

④ 添乗員は同行いたしません。 

 

３．変更・取り消しについて 
 

（１）変更・取り消しは申込書の控えに内容を記入いただきＦＡＸにてご連絡ください。なお、申込み後 

の取り消しは、次の手数料を申し受けます。 
 

 

 

研修会参加並びに情報交換会・宿泊 お申込みのご案内 

ホテル名 申込記号 タイプ 地図番号 料 金 

西鉄イン福岡 
［セミナ－会場より徒歩３分］ 

Ａ 

シングル ① 

 

１０,０００円 

 

ホテルアセント福岡 
［セミナ－会場徒歩７分］ 

シングル ② 

西鉄イン天神 
［セミナ－会場徒歩１０分］ 

シングル ③ 

インペリアルパレスホテル福岡 
［セミナ－会場徒歩６分］ 

Ｂ 

シングル ④ 

１１,０００円 
デュークスホテル中州 
［セミナ－会場徒歩８分］ 

シングル ⑤ 

アークホテルロイヤル福岡天神 
［セミナ－会場徒歩１０分］ 

Ｃ シングル ⑥ １３,０００円 

ホテルリソル博多 
［セミナ－会場徒歩８分］ 

Ｄ 

シングル ⑦ 

１５,０００円 
ホテルユニゾ福岡天神 

［セミナ－会場徒歩１０分］ 
シングル ⑧ 

博多エクセルホテル東急 
［セミナ－会場徒歩５分］ 

Ｅ シングル ⑨ １９,０００円 

ホテルオークラ福岡 
［セミナ－会場徒歩９分］ 

Ｆ シングル ⑩ ２０,０００円 

スケジュール・プログラム 

第１日目 １１月１８日（金） 

         9:30    10:30    10:45       11:45      13:30        14:30        15:30       17:30         19:30 

アクロス福岡

（研修会） 
受付 開会式 行政説明 休憩 セミナーⅠ セミナーⅡ 終了・移動 

情報交換会 
天神スカイホール 

         9:30                      12:00       13:00                       16:30 

天神中央公園 

（物産展） 
障がい福祉物産展 

天神中央公園 

（ステージ） 
 

オープニング

セレモニー 
 

 

第２日目 １１月１９日（土） 

         9:30          10:30         11:30          12:30     

アクロス福岡

（研修会） 
セミナーⅢ セミナーⅣ セミナーⅤ 

         9:30                      12:00       13:00        14:30      15:00 

天神中央公園 

（物産展） 
障がい福祉物産展 

障がい福祉物産展 

商談会 

天神中央公園 

（ステージ） 
ステージイベント  

１１月１８日（金） 

9:30～      障がい福祉物産展 販売開始 

10:30～10:45   開会式 

10:45～11:45   行政説明 講師：厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課（調整中） 

12:00～13:00   オープニングセレモニー 

13:30～14:30    セミナーⅠ「工賃向上を可能にする取組み」 

講師：【大分県】 社会福祉法人 下毛もみじ会 指定障害福祉サービス事業所 もみじ園 生活支援員 瀬戸間 ゆかり 氏 

講師：【鹿児島県】 鹿児島産業貿易株式会社 専務取締役 農業経営上級アドバイザー  

かごしま農業経営研究会 会長 増原 伸一 氏 

14:30～15:30    セミナーⅡ「就労アセスメントから一般就労・定着支援まで」 

講師：【福岡県】 社会福祉法人 キリスト者奉仕会 障害者就労・自立支援センターたんぽぽ 就労移行支援責任者 城野 信介 氏                            

講師：【茨城県】 社会福祉法人 白銀会 障害者就業・生活支援センター「かい」 主任就業支援ワーカー 梶山 剛史 氏 

助言者：厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課（調整中） 

16:30    終了 （障がい福祉物産展）  
17:30～19:30   情報交換会 

 

１１月１９日（土） 

9:30～10:30    セミナーⅢ「障害者差別解消法及び障害者の差別禁止等について」 

   講師：福岡労働局 職業安定部 職業対策課 障害者雇用担当官 岡 正則 氏 

10:30～11:30    セミナーⅣ「企業とのコラボ商品・仕事の事例発表」 

   講師：【福岡県】 社会福祉法人 明日に向かって 福岡市ときめきグッズ受注コーディネート窓口 コーディネーター 松下 慎二 氏 

講師：【長崎県】 社会福祉法人 ゆうわ会 ワークショップあさひ 峯 秀親 氏 

11:30～12:30    セミナーⅤ「障がいのある方を雇用するには」 

   講師：【福岡県】 株式会社 ジャストヒューマンネットワーク 福岡県受託事業責任者 國崎 順子 氏 

講師：【熊本県】 株式会社 共同 センター事業部 部長 経営企画室 室長 兒玉 淳一 氏 

12:30    終了 （研修会）  
13:00～15:00   障がい福祉物産展 商談会 開始 

15:00    終了 （障がい福祉物産展・商談会）  
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＜宿泊取消料＞ 
利用日の２１日前

まで 

利用日の２０日前

～８日前まで 

利用日の７日前～

２日前まで 
利用日の前日 利用日の当日 

出発開始後取消及

び無連絡不参加 

無 料 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％ 
 

＜情報交換会取消料＞ 

利用日の８日前まで 利用日の７日前～当日まで 

無 料 １００％ 
 

（２）一度お振込みいただきました研修会参加費は、大会運営上、返金は出来かねますので充分ご検討の上お

申し込みください。 
 

（３）宿泊等のご精算による返金は、終了後１ケ月以内に処理させていただきます。 

なお、ご返金の際振込み手数料は差し引かせていただきます。 
 

４．各種問い合わせ先 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．その他 
（募集型企画旅行契約） 

・本研修会の「宿泊」は名鉄観光サービス㈱（愛知県名古屋市中村区名駅南 2 丁目 14-19 観光庁長官登録旅行業

55 号・以下「当社」という）が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約

を締結することになります。 

  また、契約の内容・条件とは各プランごとに記載されている条件のほか、下記条件出発前にお渡しする確定書

面及び当社募集型企画旅行契約の部によります。 

・旅行の申し込み及び契約の成立 

  所定の申込書に必要事項を記入の上、FAXにてお申込みください。また指定の期日までに代金をお振込ください。

本大会は組織募集であり、主催者が確定しているため、旅行契約はお申込無であっても、お申込み書面を頂いた

時点で成立するものとします。 

・旅行代金に含まれるもの 

  各プランの旅行日程に明示された宿泊費、特別補償および消費税が含まれます。なお、行程に含まれない交通

費等諸費用および個人的費用は含みません。 

・最小催行人員  １名 

・添乗員  同行しません 

・旅行条件・旅行代金の基準 

  この旅行条件は平成２８年８月１日を基準としています。旅行代金は平成２８年８月１日現在有効な運賃・規

則を基準としております。 

・企画実施 

 観光庁長官登録旅行業５５号 

 名鉄観光サービス株式会社 

 日本旅行業協会正会員 ボンド保障会員 

 

（個人情報の取扱について） 

名鉄観光サービス（株）は、申込の際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや、宿泊関係

等及び手配代行者に提供いたします。また研修会主催事務局に提供いたします、それ以外の目的でご提供いただく

個人情報は利用いたしません。 

★上記の契約の内容・条件・個人情報の取扱に関する方針につきましては、お申込前に当社の店頭またはホームペ

ージ（http://www.mwt.co.jp）でご確認下さい。 

研修会申し込み、宿泊に関する問い合わせ先 
【名鉄観光サービス㈱福岡支店】担当：堤 

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前

1-2-5 
総合旅行業務取扱管理者 菊川 正昭 

TEL 092-451-8811 FAX 092-432-3600 

受付時間：９時～１７時（土･日･祝日は除く） 
 

研修内容に関する問い合わせ先 

【大会事務局】 

 福岡県知的障害者福祉協会 事務局 担当：田中 

〒816-0804 福岡県春日市原町 3-1-7 

TEL 092-584-3377 FAX 092-584-3369・3381 
Ｅ-ｍａｉｌ  ｓｈｉｓｅｔｓｕ＠ｆｕｋｕ-ｓｈａｋｙｏ.ｊｐ 


