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第８回北陸ブロック研修会・第15回石川県研究大会

第11回  一般社団法人 日本介護支援専門員協会
全国大会 in 石川

1 趣　旨

　北陸新幹線の開通とともに、富山・石川・福井という北陸の地が更に“かがやき”を増してい
ます。
　地域で暮らす、子どもから高齢者、障がいを持つ方など、すべての人がそれぞれの住む「地
域」で、「かがやき」ながら「暮らし」を継続することのできる地域づくりを実現しなければな
りません。社会情勢は刻々と移り変わっています。今後目指す「地域包括ケアシステムの構築」
において、私たち介護支援専門員は、その要としての役割を果たすことが求められています。
　今回の大会では、地域で暮らす、すべての方々が、居場所や役割を持ち、文字どおり「地域で
かがやいて暮らし続けるために」今、介護支援専門員に求められている役割を果たすために、皆
で議論し、意見を交わす機会と考えております。

厚生労働省／石川県／金沢市／石川県社会福祉協議会／金沢市社会福祉協議会
石川県社会福祉法人経営者協議会／石川県老人施設協議会／石川県老人保健施設協議会
石川県医師会／石川県歯科医師会／石川県看護協会／石川県薬剤師会／石川県理学療法士会
石川県作業療法士会／石川県社会福祉士会／石川県介護福祉士会
石川県医療ソーシャルワーカー協会／石川県精神保健福祉士会／石川県栄養士会
石川県鍼灸マッサージ師会／石川県ホームヘルパー協議会　他

2 テーマ

『 地域・かがやき・暮らし 』
～今、介護支援専門員に求められている役割を果たす～

3 主催・共催

主 催

共 催

一般社団法人日本介護支援専門員協会

石川県介護支援専門員協会
一般社団法人富山県介護支援専門員協会
一般社団法人福井県介護支援専門員協会

4 後　援  （予定）順不同
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【石川県立音楽堂】
　石川県金沢市昭和町20-1　金沢駅兼六園口右　TEL 076-232-8111㈹　FAX 076-232-8101

【ホテル金沢】
　石川県金沢市堀川新町1番1号　TEL 076-223-1111　FAX 076-223-1110

5 大会開催日

平成29年８月26日（土）～27日（日）

7 参加予定数

1,000人　※参加証明書を発行します。

9 懇親会費（８月26日 ホテル金沢）

8,000円

10 お問合せ

（大会内容等）
　石川県介護支援専門員協会
　〒920-8557　石川県金沢市本多町３丁目１番10号　
　県社会福祉会館　２階　石川県社会福祉協議会　施設振興課内
　TEL 076-224-1211　FAX 076-208-5760

（参加申込み、展示、協賛、広告等）
　名鉄観光サービス(株)金沢支店
　〒920-0869　石川県金沢市上堤町1番18号
　TEL 076-231-2126　FAX076-223-1289

8 参加費

6 開 催 場 所

第１日目

第２日目

石川県立音楽堂（式典等）、ホテル金沢（分科会・交流会）

石川県立音楽堂

事前登録
日本介護支援専門員協会会員
富山・福井介護支援専門員協会単独会員
一般（非会員）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥　8,000円
‥‥‥‥ 10,000円

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16,000円

当　　日
日本介護支援専門員協会会員
富山・福井介護支援専門員協会単独会員
一般（非会員）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10,000円
‥‥‥‥ 12,000円

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20,000円
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11 日程・内容

第１日目 平成29年８月26日（土）

11：30

12：30

13：30

14：00

15：00

15：20

17：20

18：00

20：00

受付開始

開 会 式　主催者挨拶、来賓挨拶　　
挨　　拶　日本介護支援専門員協会会長
　　　　　石川県介護支援専門員協会会長
＊来賓祝辞（予定）厚生労働省、石川県知事、金沢市長他

活動報告　　　日本介護支援専門員協会会長

基調講演
　講師　厚生労働省

休憩・移動

分 科 会
・第１分科会　医療と介護
・第２分科会　認知症の人への支援
・第３分科会　人材育成とマネジメント力の向上
・第４分科会　暮らしを支える地域包括ケアについて
・第５分科会　ケアマネジメントと介護支援専門員の現状と課題
・ワークショップ

＊ポスターセッション　発表時間等の詳細は後日、お知らせします。

１日目　終了

懇 親 会

終　　了

第２日目 平成29年８月27日（日）

9：00

11：00

11：10
　　　　　　 

　

12：10

12：30

シンポジウム

休憩

記念講演
　立正大学客員教授
　総務省　地域力創造アドバイザー　高　野　誠　鮮 氏
　　　　　　　　（日蓮宗　本證山　妙法寺第41世住職）

閉 会 式　次期開催地挨拶、閉会挨拶

大会終了

※本大会において、第８回北陸ブロック研修会・第15回石川県研究大会を同時開催する予定です。

「地域包括ケアシステム構築の時代、
   ～家族システム論の考え方をアセスメントと支援に活かそう～」
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12 分科会プログラム

■平成29年８月26日（土）

■分科会テーマ（ワークショップ含む）・会場
分科会

ワーク
ショップ

1

2

3

4

5

テ　ー　マ
医療と介護

ａ）ターミナル期の支援
ｂ）看取りのケアマネジメント
ｃ）ＩＣＴを活用した医療と介護の
　　コーディネート

ｄ）入退院・所のシームレスな連携
ｅ）訪問看護や24時間サービス等の活用
ｆ）難病等の支援
ｇ）糖尿病の支援　　　　　　等

認知症の人への支援

ａ）認知症の人を支える地域づくり　
ｂ）地域における見守り支援
ｃ）若年性認知症への支援
ｄ）家族への支援

ｅ）認知症高齢者のアセスメントやケア
　　マネジメント
ｆ）ＭＣＩへの対応
　　　　　　　　　　　　　　等

ケアマネジメントと介護支援専門員の現状と課題

「地域包括ケアシステム構築の時代、
 　　 ～家族システム論の考え方をアセスメントと支援に活かそう～」

ａ）輝いて活き活きと仕事ができる
　　ための支援
ｂ）政策に対しての提言
ｃ）ソーシャルアクション

ｄ）ケアマネジメントの平準化に向けた
　　取り組み
ｅ）公正中立性
ｆ）給付の適正化に関する取り組み　 等

人材育成とマネジメント力の向上

ａ）主任介護支援専門員としての
　　活動や役割
ｂ）スーパービジョン
ｃ）介護支援専門員のメンタル支援
ｄ）研修システム

ｅ）リハビリテーションマネジメント
　　との連携
ｆ）対人援助スキルの習得
ｇ）自立支援
ｈ）家族支援　　　　　　　　等

暮らしを支える地域包括ケアについて

ａ）自助・互助を活かした支援
ｂ）インフォーマルサポートの活用
ｃ）ボランティア活動を活かした支援　　　　　　
ｄ）地域の特性を活かした
　　介護予防ケアマネジメント
ｆ）障害分野から
　　介護保険分野への移行

ｇ）地域との関わり
ｈ）地域ケア会議の活用
ｉ）生活支援に関する課題
ｊ）地域での暮らしの場作り
ｋ）ネットワークの構築
ｌ）小規模多機能・施設・居住系サービス
　　におけるケアマネジメント　　　 等

会　　場

ホテル金沢
石川県立音楽堂
(申込み状況により、
会場を決定します。)
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ものがたり的地域包括ケアの実践
　1958年東京生まれ。富山大学薬学部、医学部卒業。成田赤十字病院内科、麻生飯塚病院神経内科を経て、平成14年から砺
波サンシャイン病院副院長。その後市立砺波総合病院地域総合診療科部長を経て、平成21年４月に医療法人社団ナラティブ
ホームを立ち上げる。平成22年４月１日「ものがたり診療所」を砺波市で開設。平成24年度は厚生労働省在宅医療連携拠点事
業所として地域医療と終末期医療をキーワードに包括チーム医療を実践している。

13 プロフィール

シンポジウム

記 念 講 演

佐 藤　伸 彦 氏　（富山県　ものがたり診療所）

■大会テーマ

地域包括支援センター主任ケアマネの立場で
　社会福祉士・主任介護支援専門員・精神保健福祉士。日本福祉大学を卒業後、都内の精神障害者小規模作業所に就職。U
ターンし、平成10年４月より金沢市内精神科病院（松原病院）にソーシャルワーカーとして就職。同法人在宅介護支援セン
ター、院内相談室を経由し、平成18年より現職（委託型の地域包括支援センター）一人ひとりのオーダーメイドの地域包括ケア
を目指して、総合相談や支え合える地域づくりに日々協働している。

中　　恵 美 氏　（石川県　地域包括支援センター）

看護師　地域づくり　当事者に近い立場で
　1981年、金沢医科大学付属看護学校卒業後金沢医科大学病院透析センターに勤務する。
　1984年、市立輪島病院透析室勤務の後、泌尿器科外来や内科病棟勤務を経て、2000年に訪問看護部門を立ち上げる。
2003年に新設された在宅医療連携室（現地域医療連携室）で訪問看護とともに退院調整に関わる。この年、市立輪島病院がＮ
ＳＴ稼働施設となる。
　2010年、新設された栄養サポート室に配属され、ＮＳＴ専従看護師となる。その後、退院調整や訪問看護の経験とＮＳＴ
で学んだ栄養管理の重要性を地域に啓発することが重要と考え、2015年に市立輪島病院を退職し、地元歯科開業医と共に「一
般社団法人みんなの健康サロン海凪（みなぎ）」設立。「キャンナスわじま」での有償ボランティアの訪問看護の提供と、「みんな
の保健室わじま」を拠点として地域栄養ケアを「学び、伝え、実践する」居場所作りを目指している。

中 村　悦 子 氏　（石川県　みんなの保健室わじま）

地域共生社会づくりの立場から
・厚生労働省社会・援護局社会福祉専門官。社会福祉士。
・川崎医療福祉大学医療福祉学部医療福祉学科卒。
・日本社会事業大学大学院博士前期課程修了。
・城山町社会福祉協議会（現：相模原市社会福祉協議会）福祉活動専門員、日本社会事業大学実習講師、川崎医療福祉大学医療
福祉学部医療福祉学科講師を経て現職。

添 田　正 揮 氏　（厚生労働省社会援護局）

座  長

講  師

シンポジスト

　神戸市出身。関西学院大学大学院博士課程後期課程単位取得満期退学（社会福祉学修士号取得）。学生時代に父の介護や看取
りを経験し、介護福祉の仕事に興味を持つ。卒業後、病院の医療ソーシャルワーカーや高齢者施設（特養・地域包括支援セン
ター等）で施設長の経験を積む。大学や専門学校での講師活動も同時に展開。スーパービジョンの必要性を実感し、人材育成
のためのコミュニケーション技術（コーチング等）やマネジメント技術の習得に努めてきた。2016年4月に京都市山科区内で㈱
ふくなかまジャパンを設立。介護保険事業と人材育成事業などを手がけている。

眞 辺　一 範 氏　（ふくなかまジャパン　主任介護支援専門員）

　1955年生まれ　富山県氷見市地方創生アドバイザー、総務省地域力創造アドバイザー、科学ジャー
ナリスト、日蓮宗僧侶、立正大学客員教授。石川県羽咋市役所の勤務時代にユニークな発想と抜群の行
動力でＵＦＯによる町おこしや神子原（みこはら）米のブランド化でローマ法王に米を食べさせた男、過
疎の村を救ったスーパー公務員として活躍。平成27年ＴＢＳ日曜劇場「ナポレオンの村」の主演唐沢寿
明のモデルとなる。その他、テレビ東京「カンブリア宮殿」などで紹介される。主な著書に「ローマ法王
に米を食べさせた男」「頭を下げない仕事術」「日本農業再生論」など

高 野　誠 鮮（たかの　じょうせん）氏
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※皆様の発表をお待ちしております。

分科会での研究事例発表ならびにポスターセッションの発表者を次のとおり募集いたします。

研究事例発表・ポスターセッションの発表者募集

1 応募資格 発表者は、日本介護支援専門員協会の会員であること。
なお、発表者（共同研究者も含む）は、必ず参加申込みをしてください。
（各県協会（支部）による推薦を受けていることが望ましい）

2 発表件数 ①同一事業所からの複数のお申込みも受付けます。
②同一発表者の応募は１点に限らせていただきます。

3 発表採択 研究事例発表申込書、抄録原稿を確認のうえ、後日、発表の可否を通知します。
※研究事例発表の原稿については修正をお願いする場合があります。

4 費　　用 参加費、旅費、宿泊費、資料作成費用、郵送料等は各自でご負担ください。

5 申込方法 次ページの「抄録原稿の作成方法ならびに発表方法・申込先について」を参照のうえ、
平成29年５月18日（木）までに研究事例発表・ポスターセッション申込書に抄録を
添えて名鉄観光サービス（株）金沢支店までお送りください。　
＊石川県協会ＨＰ（大会申込み専用ＨＰ）からも申込みができます。
＊E-mailにて送付する際も、研究事例発表・ポスターセッション申込書と抄録は必ず一緒に送付し
てください。

6 抄録原稿について
①　抄録原稿は、本大会誌に掲載し、配布します。

②　事例や調査に基づく研究発表の場合は、研究に活用したデータがプライバシーに
配慮し、当事者に説明し、発表について了解を得ていることを抄録中に記述して
おくこと。この記述がない事例研究発表や調査研究発表は、採択されないことが
あります。

③　事例や調査対象者の記述に際して、個人や地名、団体等個人の特定につながる記
述をしないこと。この配慮がなされていない場合は修正を求めます。

　（例：イニシャルを使用する場合は、実際のイニシャルを使用しない等）
　　この配慮がなされていない場合は、修正を求めます。

④　発表者が所属する機関の倫理委員会または、同等の役割を持つ施設長又は責任者
等から承認された研究であることを、抄録中に記載してください。

※ポスターセッションについても抄録の提出を求めます。
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7 抄録原稿の作成方法、申込み先について
①　ページ設定について
　　Microsoft Wordによる入力する場合は、ページ設定を以下のようしてください。

②　作成の注意点
・演題名、発表者名（ふりがな）、職種、共同研究者を明記してください。
　※発表者には「◎」を付してください。
・共同研究者の氏名の後に所属先を記入してください。
・副題の前後には、「～」をつけてください。
・本文は、概ね10行目から開始してください。
・本文を含め、抄録原稿の枠内及び、1600字以内に収めてください。
・発表する研究や取組みが、調査研究中または、継続中で完了していなくても構
いません。

③　採択について
・抄録原稿を大会実行委員会で査読します。その際、研究事例発表からポスター
セッションへ、発表スタイルの変更をお願いすることもあります。

④　発表申込み、抄録原稿送付先

8 研究事例発表について
①　発表用データの作成について
・当日発表用のデータを作成してください。

②　発表方法について
・発表については、事務局が用意したパソコンを使用し、発表者本人が操作して
ください。
・発表は、１演題10分とします。　　
・抄録以外の資料を使用する場合は、各自で必要部数を印刷のうえ、当日持参
し、配布してください。（事務局では印刷対応はいたしません）
・詳細については、後日ご連絡いたします。

③証明書の発行について
　・発表された方には証明書を発行いたします。（発表者１名のみ）

○データは、Microsoft powerpoint 2010以降のバージョンで作成してください。
　※その他のバージョンで作成したデータについては対応できません。
○データの総量は、300/MB（圧縮なし）までとし、スライドの枚数の制限はあ
りませんが、時間内で発表できるように作成してください。
○動画は、パソコン操作上のトラブルになる可能性がありますので、使用はご
遠慮願います。

・用紙サイズ　　　　　Ａ４
・余　　　白　　　　　上32mm　下17mm　左30mm　右30mm
・印刷の向き　　　　　縦
・文 字 方 向　　　　　横書き
・文字数及び行数　　　22字 37行×２列
・フ ォ ン ト　　　　　ＭＳ明朝　10.5ポイント

名鉄観光サービス（株）金沢支店
〒920-0869　石川県金沢市上堤町1番18号
TEL076-231-2126　FAX076-223-1289　E-mail kanazawa@mwt.co.jp
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9 ポスターセッションについて
①ポスターの規格は、縦120cm、横90cm
②レイアウト自由
③タイトル【演題（副題含む）、都道府県名、所属先名、作成者（発表者）名】は、必
ず明記してください。
④貼り付けのためのテープ・ハサミなどは大会事務局が用意します。
⑤ポスターは、大会当日、発表者により指定した場所に貼ってください。
⑥大会1日目の指定した時間に、ポスター前にて発表する時間を設定します。
⑦発表は、１演題５分とします（質疑応答も含む）。
⑧ポスターの貼り出し時間については後日お知らせします。
⑨ポスターは大会終了後、発表者が撤去し持ち帰りいただきます。

皆様の応募をお待ちしております。

11 発表申込及び抄録原稿締切日

平成29年５月18日（木）

10 応募の流れ

①全国大会への参加申込み

②研究事例発表申込
　抄録原稿の提出

③採択可否の通知

④当日発表用データの提出
＊分科会会場については、ホーム
ページにてお知らせします。

⑤全国大会にて発表

①全国大会への参加申込み

②ポスターセッション申込
　抄録原稿の提出

③採択可否の通知

＊展示場所、発表時間、展示開始時
間撤収時間については、ホーム
ページにてお知らせします。

④発表者による貼りだし

締切日までに

５月18日（木）

６月中旬以降に通知

７月20日（木）

８月26日（土）

研究事例発表 ポスターセッション 締　　切
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13 抄録原稿イメージ

14 ポスターイメージ

100cm
文章、イラストや写真、図
表、グラフ、アピールなど
は自由です。

提示するスタイルやディス
プレイの方法も自由です。

発表や報告の内容を分かり
やすくまとめてください。

20cm以内
タイトル表示

タイトル
～　副題　～
所　属　先　　氏名　　職種
共同作成者

（目的）

（対象）

（方法）

（結果）

（考察）

※研究手法や内容によって項目の修正は可能とします。

※研究手法や内容によって項目の修正は可能とします。
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大会参加・宿泊等のご案内

ご　挨　拶
　この度「第11回日本介護支援専門員協会全国大会in石川」が石川県において開催されますことを心
よりお祝い申し上げます。開催にあたり、全国各地より大会にご参加いただく皆様方のご便宜を図
り、より一層ご満足いただける大会になりますよう、ご参加者の皆様方の大会参加・宿泊等につきま
して名鉄観光サービス㈱金沢支店がお世話させていただく事となりました。担当支店はもとより全社
員総力を挙げ万全の体制をもって取り組み、今大会が成功裡に終わりますよう誠心誠意尽力いたす所
存でございます。
　つきましては記載のとおりご案内させて頂きますので、お早目にお申込くださいますようお願い申
し上げます。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

名鉄観光サービス㈱金沢支店　　　
支店長　石　川　直　宏　

お申込方法・お支払い等のご案内

お申込は大会専用ホームページ、もしくはFAX・郵送にて承ります。

●インターネットでのお申込について

●インターネットでのお申込ができない場合（FAX又は郵送にてお申込下さい。）
お申込方法：ホームページより申込用紙をダウンロードしていただくか、別紙に必要事項を記入

の上、FAX又は郵送にてお申込下さい。

FAX：076－223－1289
お支払方法：銀行振込にてお願いいたします。申込受付後、請求書及び各種書類を郵送いたしま

す。郵送いたしますご請求書を確認の上、指定の期日までにお振込下さい。

※お振込手数料はお客様負担となります。予めご了承下さい。
※郵送にて送付の際は必ず原本の控え（コピー）を保管いただきますようお願いいたします。
※領収書につきましては、原則振込の控えをもってかえさせて頂きます。ご都合の悪い方はお申込書備考欄に記
載頂きますか、大会当日弊社受付までお申し出下さい。

お申込方法：上記URLよりお申込下さい。
お支払方法：①銀行振込／お申込後お支払ページに表示されます請求額を指定口座へお振込下

さい。
②クレジット決済／クレジットカード情報を入力して頂きますと、お支払が完了
します。

お申し込みは下記ホームページよりお願いします
大会申し込み専用HP  https://www.mwt-mice.com/events/2017kaigosien_ishikawa/login

１．大会参加・宿泊等のお申込

申込締切日：平成29年７月24日（月）
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※お申込後、既にお振込をされました参加費の払い戻しは行いません。
　ご欠席の方には大会終了後、大会資料をお送りします。

・懇親会取消料につきましては以下の通りとなります。

大会参加・懇親会のご案内

■日　　　時：平成29年８月26日（土）～８月27日（日）

■場　　　所：第１日目　石川県立音楽堂（式典・基調講演等）
　　　　　　　　　　　　ホテル金沢（分科会・懇親会）
　　　　　　　第２日目　石川県立音楽堂（シンポジウム・記念講演等）

■大会参加費：参加費につきましては以下の表の通りとなります。

大　会　参　加

■日　　時：平成29年８月26日（土） 18：00～20：00

■場　　所：ホテル金沢　２Fダイヤモンドルーム

■懇親会費：8,000円

当日は、石川県ならではの食材を使った料理や楽しいアトラクションを予定してお
ります。皆様、お誘いあわせの上、ご参加下さい。

懇　　親　　会

大会参加券・懇親会券の各種券類や大会に関してのご案内の発送を８月７日（月）頃に行います。
各種券類・ご請求書はお申込者又は申込代表者宛に送付いたします。
今一度お申込内容と相違等がございませんかご確認お願いいたします。

２．各種券類・ご請求書等の送付

会員種別 事前申込 当日申込

日本介護支援専門員協会会員

富山・福井介護支援専門員協会単独会員

一般（非会員）

10,000円

12,000円

20,000円

8,000円

10,000円

16,000円

当　　日８月25日８月19日～24日８月18日まで

100％50％20％無　料懇親会取消料
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宿泊プランのご案内
●宿 泊 日：＜前泊＞平成29年８月25日（金）／８月26日（土）／＜後泊＞８月27日（日）
●宿泊条件：下記の料金は、いずれもお一人様あたり１泊朝食付の金額となります。
　　　　　　（税金・サービス料含む）
●最少催行人員：１名様
●添 乗 員：同行致しません
●宿泊プランスケジュール

【ご宿泊ホテル】

【ご宿泊に関する注意とお願い】
①ツイン料金とは、ツインルームを２名様でご利用される場合の１名様あたりの料金です。ツインルームをご希
望される場合は、必ず申込書備考欄に同室者のお名前をご記入下さい。
②ご希望のホテルは受付順とさせていただきますので、満員となり次第締切とさせて頂きます。大変恐縮ではご
ざいますが、お申込の際は必ず第２・第３希望までご記入下さいますようお願いいたします。
③個人的な費用（駐車場等）に関しましては、チェックアウトの際に各自ご精算下さい。
④東横イン（⑫・⑰）の朝食は軽食となります。
⑤その他特別な配慮が必要な方は備考欄にご記入下さい。可能な限りご対応させて頂きます。
※北陸新幹線の開業、また夏休み期間の週末ということもございまして、金沢市内のホテルは大変混雑すること
が予想されます。お早目のお申込にご協力お願いいたします。

☆大会会場となります石川県立音楽堂・ホテル金沢は金沢駅東口より徒歩3分となっております。

※募集型企画旅行

自宅又は前泊地＝＝フリータイム＝＝ホテル【泊】  食事：× ホテル＝＝フリータイム＝＝自宅又は後泊地　　食事：朝

懇親会・分科会会場

金沢駅金沢港口より徒歩約５分

金沢駅金沢港口より徒歩約１分

金沢駅兼六園口より徒歩約５分

金沢駅兼六園口より徒歩約３分

金沢駅直結

金沢駅兼六園口より徒歩約８分

金沢駅金沢港口より徒歩約３分

金沢駅兼六園口より徒歩約３分

金沢駅兼六園口より徒歩約５分

金沢駅兼六園口より徒歩約５分

金沢駅兼六園口より徒歩約８分

金沢駅兼六園口より徒歩約３分

金沢駅兼六園口よりバスにて約８分

金沢駅兼六園口よりバスにて約８分

金沢駅兼六園口よりバスにて約15分

金沢駅兼六園口よりバス約にて10分

シングル

ツイン

シングル

ツイン

ツイン

シングル

シングル

シングル

ツイン

シングル

シングル

シングル

シングル

シングル

シングル

シングル

ツイン

シングル

シングル

シングル

ホテル金沢

ホテルマイステイズプレミア金沢

APAホテル金沢駅前

ホテルマイステイズ金沢キャッスル

ダイワロイネットホテル金沢

ホテルヴィアイン金沢

ホテルルートイン金沢駅前

金沢マンテンホテル駅前

ガーデンホテル金沢

金沢セントラルホテル

ホテルエコノ金沢駅前

東横イン金沢駅東口 

ドーミーイン金沢 

ホテルリソルトリニティ

ANAホリデイイン金沢スカイ

APAホテル金沢中央

東横イン兼六園香林坊

金
沢
駅
周
辺

武
蔵
ヶ
辻

香
林
坊

①
②

③

④
⑤
⑥

⑦

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

⑭

⑮
⑯
⑰

13,500

14,000

15,000

13,500

12,000

11,500

10,500

9,300

8,800

9,500

8,500

8,500

7,500

7,300

14,500

15,000

14,000

16,500

10,000

7,000

１－Ｓ
２－Ｔ
３－Ｓ
３－Ｔ
４－Ｔ
５－Ｓ
６－Ｓ
７－Ｓ
７－Ｔ
８－Ｓ
９－Ｓ
10－Ｓ
11－Ｓ
12－Ｓ
13－Ｓ
14－Ｓ
14－Ｔ
15－Ｓ
16－Ｓ
17－Ｓ

客室タイプ 備　　　考料　金申込記号ホテル名エリア 地図
番号
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大会会場・ホテル周辺マップ
金沢駅・大会会場周辺図

武蔵ヶ辻エリア（金沢駅よりタクシーにて約８分） 香林坊エリア（金沢駅よりタクシーにて約12分）

香林坊

片町一丁目

17

16

至 武蔵ヶ辻

至 兼六園

いしかわ
四高記念公園

●

●
金沢市役所

●
片町きらら

香林坊
東急スクエア

●

大和
●

武　蔵

上堤町

むさし西

15

14

至 金沢駅

至 香林坊

●
近江町いちば館

●かなざわ
　はこまち●

めいてつ
エムザ

60

六　枚
白　銀

中　橋

広　岡

むさし西

Ｊ
Ｒ
金
沢
駅

至
 富
山

兼
六
園
口金
沢
港
口

至
 福
井

1

2

3

8

9

10

12

13

11 4

56

7

ホテル金沢
・分科会会場
・懇親会会場

石川県立音楽堂
・全体会会場

至 武蔵ヶ辻

●
リファーレ

●
ANAクラウン
プラザホテル金沢

金沢
フォーラス
●

●金沢パークビル
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視察旅行のご案内（オプショナルツアー）
□日帰りプラン【８月27日（日）】
　●申込記号【Ａ】　ご旅行代金：7,500円

・いずれのコースも定員は40名様、最少催行人員は25名様となります。申込人員が25名様に満たない場合
は、旅行を中止させていただくことがございます。
・各ツアーご旅行代金には、貸切バス代･ガイド料等行程に記載のある施設の入場料を含んでいます。
・交通事情その他事情により行程が変更になる場合がございます。航空機、ＪＲ等交通機関への乗り継ぎに
は十分な余裕をお取り下さい。
・各視察旅行コース内の「＝＝」はバス、「‥‥」は徒歩での移動となります。
・個人的な費用に関しましては各自でのご精算下さい。
・１泊２日のコースのご宿泊のお部屋は相部屋となります。不都合な方はお申し出下さい。その際は、別途
追加費用が必要となります。
・各プランの移動に使用します貸切バスは、北陸鉄道または北陸交通のいずれかを使用いたします。

※募集型企画旅行

☆金沢市内日帰りコース①≪金沢名所早回りプラン≫

■食事条件：昼食１回　　■添乗員：同行いたしません

13：15 13：30/14：15 14：30/15：15 15：30/16：15 16：20/17：00 17：20頃
会場 ＝＝＝＝＝ ご昼食 ＝＝＝＝＝ ひがしの茶屋街 ＝＝＝＝＝ 金沢城址公園 ‥‥‥ 兼六園 ＝＝＝＝＝ 金沢駅

□１泊２日プラン【８月27日（日）～28日（月）】
　●申込記号【Ｃ】　ご旅行代金：30,000円

☆宿泊観光コース≪まるごと能登と和倉温泉宿泊プラン≫

■食事条件：朝食１回　昼食２回　夕食１回　　■添乗員：同行いたします
※和倉温泉でのご宿泊はのと楽を予定しております。

13：15

【兼六園】 【長町武家屋敷跡】 【輪島朝市】 【千枚田】

※写真は石川県観光連盟HPより引用

13：30/14：30 15：40/16：20 17：00
会場 ＝＝＝＝ ご昼食 ＝＝＝＝ 千里浜なぎさドライブウェイ（車窓） ＝＝＝＝＝ 気多大社 ＝＝＝＝＝ 和倉温泉

8：15 9：30/10：45 11：00/11：30 11：50/12：50 13：20/14：00 16：10頃
和倉温泉 ＝＝＝＝＝＝＝ 輪島朝市 ＝＝＝＝＝＝＝ 千枚田 ＝＝＝＝＝＝＝ ご昼食 ＝＝＝＝＝＝ 総持寺 ＝＝＝＝＝＝ 金沢駅

　●申込記号【Ｂ】　ご旅行代金：8,500円

☆金沢市内日帰りコース②≪金沢現代と昔の‘美‘見学プラン≫

■食事条件：昼食１回　　■添乗員：同行いたしません

13：15 13：30/14：15 14：30/15：30 15：45/16：45 17：00/17：40 18：00頃
会場 ＝＝＝＝＝ ご昼食 ＝＝＝＝ 金沢21世紀美術館 ＝＝＝＝ 忍者寺 ＝＝＝＝ 長町武家屋敷跡 ＝＝＝＝ 金沢駅
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☆契約の内容条件は、お申込前に当社の店頭もしくはホームページにてご確認下さい。
名鉄観光ホームページ（http://www.mwt.co.jp）
　→各種約款･条件書等について（トップページ最下部）
　→ご旅行条件書（国内・募集型企画旅行の部）

変更・取消のご案内
お申込み後の変更・取消をされる場合は、FAXにてお早目のご連絡をお願いいたします。
尚、変更・取消の時期によっては、取消料が必要となりますので予めご了承下さい。

■取消料／お客様はいつでも取消料をお支払いただく事により契約を解除できます。

ご旅行条件についてのご案内
●募集型企画旅行契約
この旅行は、名鉄観光サービス㈱（以下、当社といいます）が旅行企画・実施するものであり、旅行に
参加するお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下、旅行契約といいます）を締結する事となります。
※お申込金は、組織内募集の特例と致しまして、弊社より送付致します請求書又は、申込専用ホーム
ページに記載されます金額に基づき、指定期日までに旅行代金のお支払時にご送金下さい。

●個人情報の取り扱いについて
当社は、お申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡の為に利
用させて頂く他、お客様がお申込された旅行において宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれ
らのサービスの受領の為の手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。また、大会の運営上の為、
主催事務局にも提供します。
上記に同意の上、お申込み下さい。

※上記期日は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼった日となります。
※取消の基準日は、郵便局の消印または当社営業日・営業時間内（月～金／9：00～18：00）のＦＡＸ通信を有効
とします。
※変更・取消につきましては必ず書面にてご連絡下さい。
※取消後のご返金は大会終了後、取消料及び所定の振込手数料を差引きの上送金いたします。尚、事務整理上の
都合で多少の日数がかかることがございます。大会当日、会場にて現金でのご返金はございませんのでご了承
下さい。

宿泊プラン

オプショナルツアー

無　料

無　料

20％

20％

30％

30％

40％

40％

50％

50％

当　日前　日７～２日前20～８日前21日前まで

100％

100％

無連絡不参加
および
旅行開始後

■お問い合わせ・申込書送付先

≪旅行企画・実施≫
観光庁官登録旅行業第55号  （一社）日本旅行業協会正会員ボンド保証会員  旅行業公正取引協議会会員

名鉄観光サービス㈱金沢支店

第11回 日本介護支援専門員協会 全国大会 in 石川

総合旅行業取扱管理者：清水 繁勝

〒920－0869 石川県金沢市上堤町1－28（日本生命ビル１階）
TEL 076－231－2126／FAX 076－223－1289

【担当：渡邊・小林・北村・宮﨑】

営業時間：月～金曜日 9：00～18：00　定休日は土日・祝日となります。
29-033
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