
第４９回 中国・四国社会就労センター協議会 施設長研修会 開催要項 

～利用者の就労環境の改善と関連する制度の理解～ 

 

１ 趣  旨  

 

平成 25年４月に「障害者総合支援法」が施行され、平成 27年 12月に社会保障審議会障害者部会にお

いて同法施行３年後の見直しのとりまとめが公表されたことに伴い、平成 30年の制度改正に向けて大き

く動き出しています。 

また、平成 28年４月から「改正障害者雇用促進法」と「障害者差別解消法」の２つの法律が新たに施

行されるなど、障がい者を取り巻く環境は大きく変化しており、就労や生活環境の改善につながるもの

と期待されています。 

そこで、本研修会では、関連する制度改革の理解と、事業所・共同受注窓口を中心とした新たな商品

開発や「優先調達推進法」等の活用による利用者の工賃向上を図ることを目的に開催します。 

 

２ 主  催  中国・四国社会就労センター協議会 ・ 愛媛県社会就労センター協議会 

 

３ 後  援  愛媛県、松山市、愛媛県社会福祉協議会（予定） 

 

４ 期  日 平成２８年１０月２７日（木）～２８日（金）  <２日間> 

 

５ 会  場  ホテル メルパルク松山 ３階「ラフィーネ」 

        松山市道後姫塚１２３－２ ＴＥＬ ０８９－９４５－６４１１ 
 

６ プログラム 

 

【１０月２７日（木）】 <１日目> 

時 間 内     容 

12：20～13：00 受  付 

13：00～13：25 

【開 会 式】  

主催者あいさつ 中国・四国社会就労センター協議会 会長 田村 輝雄 

        愛媛県社会就労センター協議会   会長 渡邊 大吾 

来賓あいさつ  愛媛県保健福祉部長       （予定） 

来賓      松山市保健福祉部障がい福祉課長 （予定） 

13：30～15：00  
【基調報告】「セルプ協が考える障がい者就労支援の方向性」 

全国社会就労センター協議会 会長 阿由葉 寛 氏 

15：00～15：15 休  憩 

15：15～16：45 

【行政報告・事例発表】「愛媛県内の授産製品販売促進のための取組みについて」 

         愛媛県保健福祉部生きがい推進局障がい福祉課 

         愛媛県内共同受注窓口 担当者 

16：45～17：30 休  憩 

17：30～19：30 【情報交換会】 

 



【１０月２８日（金）】 <２日目> 

時 間 内     容 

9：00～10：30 
【講演１】「社会福祉法改正による今後の障がい者福祉の方向性」 

      特定非営利活動法人 日本障害者協議会  代表 藤井 克徳 氏 

10：30～10：40 休  憩 

10：40～12：10 

【講演２】「官公需・共同受注窓口を活用した取組み事例について」 

      特定非営利活動法人 日本セルプセンター 会長 川俣 宗則 氏 

     （茨城県社会就労センター協議会 会長） 

12：10～12：30 【中国・四国社会就労センター協議会 総会】 

12：30～12：40 【閉 会】次年度 開催県（島根県）あいさつ 

 

７ 募集定員   １００名 

 

８ 参加対象   障がい福祉事業所の管理者 及び サービス管理責任者 等 

 

９ 参加経費  （１）中国・四国社会就労支援センター協議会 会員 １人 ３，０００円 

        （２）愛媛県社会就労センター協議会     会員 １人 ３，０００円 

        （３）上記への未加入施設・事業所         １人 ４，０００円 

 

10 情報交換会  １人 ６，０００円（税込） ※希望者のみ 

 

11 宿 泊 

本研修会の宿泊は東武トップツアーズ㈱松山支店が企画・実施する「募集型企画旅行」です。 

宿泊取扱日：平成 28年 10月 27日（木） 

宿泊料金 ：シングル・お一人様あたり１泊朝食付きの料金です。（ｻｰﾋﾞｽ料、消費税等含む） 

 ホテル名 住 所 宿泊料金 備 考 

Ａ ホテル メルパルク松山 松山市道後姫塚 123-2 ９，４５０円 研修会場ホテル 

Ｂ にぎたつ会館 松山市道後姫塚 118-2 ７，８００円 研修会場前ホテル 

Ｃ ホテル パティオ・ドウゴ 松山市道後温泉本館前 ８，７５０円 道後温泉本館横 

最少催行人員 1 名 添乗員は同行いたしませんので、ご自身で宿泊手続きを行っていただきます。 

 

12 参加申込方法 

 （１）参加、宿泊等のお申込み受付は、「東武トップツアーズ㈱松山支店｣で行います。 
（２）別添「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、９月２６日（月）までにＦＡＸ等で下記の

申込・問合先にお申し込みください。(宿泊・情報交換が不要な方も参加申込を行ってくだ
さい。) 

（３）車いすの利用や、手話通訳・要約筆記等の希望については、申込書の通信欄及び特記事項（支
援の有無）の欄にて、できるだけお早めにお知らせください。 

 

【申込・問合先】東武トップツアーズ㈱松山支店 （担当：谷口・高須賀） 

 〒７９０－０００３ 松山市三番町４丁目１１－６ ＫＨ三番町プレイス２階 

   ＴＥＬ ０８９－９４１－９２３１ ＦＡＸ ０８９－９４７－３８０９ 

  （平日９：００～１８：００、土・日・祝日は休業） 



13 参加の支払・訂正・取消 

（１）参加申込された方には、「東武トップツアーズ㈱松山支店」より、「参加券」及び「請求書」
等を 10 月上旬に送付しますので、請求書によりお支払いください。なお、参加券は、当日必
ず会場受付にお持ちください。 

※参加経費・情報交換会費に関しましては、事務局に代わり東武トップツアーズ㈱が代行 

収受いたします。 

（２）参加の変更や取り消しの場合は、お送りいただいた「参加申込書」に訂正か所が分かるよう
にして、ＦＡＸで「東武トップツアーズ㈱松山支店」へご連絡ください。 

 （３）申込締切日以降の参加取り消しについては、大会終了後に資料一式をお送りし、参加費の返金は

いたしませんので、予めご了承ください。 

（４）参加者の都合により、宿泊・情報交換会の申込を取り消される場合は、下記キャンセル料が発生

しますので、予めご了承ください。 

 （５）参加費の領収書が必要な方につきましては、申込時に合わせてご連絡ください。（参加申込書の通

信欄に希望する旨の記載をお願いいたします。） 

 （６）変更・取消料 

    お客様のご都合による変更・取消の場合には、以下の変更・取消料を申し受けます。  

   

 

14 参加申込締切 平成２８年９月２６日（月）必着 

  ※締切日前であっても、募集定員に達した場合はお断りをすることがありますので、ご了承ください。 

 

15 個人情報の取り扱い 

 （１）「参加申込書」にご記入いただいた個人情報につきましては、愛媛県社会就労センター協議

会事務局（愛媛県社会福祉協議会）が定める「個人情報保護に関する方針」及び東武トップツ

アーズ(株)が定める「プライバシーポリシー」に基づき、この研修会以外で使用しないことを

申し添えます。 

 （２）個人情報は、参加申込受付、参加にあたり希望される宿泊等のサービス提供など、研修会運

営に必要な範囲内で愛媛県社会就労センター協議会事務局（愛媛県社会福祉協議会）と東武ト

ップツアーズ(株)松山支店が共同して利用いたします。 

 （３）参加者の把握、交流を資するため、「参加申込書」をもとに参加者名簿（県名、参加者氏名、

施設・事業所名、役職名等）を作成し、当日参加者に配布いたしますのでご了承ください。 

 

【参加費】
取消料

参加費の１００％

【宿泊代・情報交換会】
取消料

８日前 無料
７日前から５日前まで 旅行代金の２０％
４日前から２日前まで 旅行代金の３０％
前日 旅行代金の４０％
当日 旅行代金の５０％
無連絡不参加 旅行代金の１００％

宿泊プランにつきましては、ご宿泊当日13時までに当支店またはご宿泊施設に取消の
連絡がない場合は、無連絡不参加として取り扱い、100%の取消料を申し受けます。

※取消日とはお客様が当社営業日･営業時間にお申し出をいただいた日とします。

契約解除の日

契約解除の日

利用日の前日
から起算して

申込締切日以降



16 その他 

（１）会場の駐車場への駐車は可能です。万が一、満車の場合は恐れ入りますが、近隣の有料駐車場
をご利用願います。 

 （２）夜間の駐車場の利用は、会場ホテルへの宿泊者のみとなります。 

 （３）ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

 

           【研修会の内容に関する問い合わせ先（事務局）】 

愛媛県社会就労センター協議会 事務局 

〒790-8553 松山市持田町三丁目８番１５号 

愛媛県社会福祉協議会 福祉振興部長寿推進課内（担当：山田・楠井） 

TEL ０８９－９２１－５１４０ FAX ０８９－９２１‐８９３９ 

Ｅメール：chouju@ehime-shakyo.or.jp 

            

【宿泊に関する問い合わせ先】 

【旅行企画・実施】観光長長官登録旅行業第 38号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員 

東武トップツアーズ株式会社 松山支店   

〒790-0003 松山市持三番町４丁目１１番６号 

TEL ０８９－９４１－９２３１ FAX ０８９－９４７‐３８０９ 

Ｅメール：ehime-taikai@tobutoptours.co.jp 

＜営業時間＞ 平日 9:00～18:00  土曜日・日・祝日は休業 

担当者：谷口・高須賀  総合旅行業務取扱管理者：門屋 博文 承認番号：客国 16-420 

 

 

 

 

【会場案内図】ホテル メルパルク松山   松山市道後姫塚１２３－２ ＴＥＬ 089-945-6411 

 
 
・松山自動車道「松山ＩＣ」より、 
車で約 20分 

・松山観光港より「道後温泉駅行」 

リムジンバス利用 約 40分 終点下車 

・ＪＲ松山駅より「道後温泉駅行」 
路面電車利用 約 25分 終点下車 

・高速バス利用 大街道(松山市内)下車、 
「道後温泉駅行」路面電車利用 約 15分 

 

※｢道後温泉駅｣より ホテルまで徒歩５分 
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