
一般社団法人 全国児童発達支援協議会 

 第 8回 全国施設管理者等研修会 開催要綱  

 

研修会メインテーマ 

 

「制度としての発達支援と現場における発達支援」 

〜30 年報酬改定等を見据えて〜 

 

１ 目 的： 全国児童発達支援協議会の加盟施設および全国の在宅障害児童の支援にか

かわるセンター・事業所を管理・運営する者の研修と情報交換の場とする 

 

２ 主 催： 一般社団法人 全国児童発達支援協議会 

 

 

３ 後援(予定)：厚生労働省 

   

 

４ 日 時： 平成 29年 2月 24日（金）～25日（土） 

 

 

５ 会 場： 横浜市 （はまぎんホール ヴィアマーレ） 

         神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-1-1 横浜銀行本店ビル 

             電話 045-225-2173 

６ 定 員：  ３５０名 

 

 

７ 対 象： 児童発達支援センター（福祉型 医療型）および 

  児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業、放課後等デイサービス事業 

  障害児相談支援事業、等の発達支援の管理・運営に携わる者 

 

８ 参加費： 研修会 全国児童発達支援協議会 加盟施設   １０，０００円 

                     非加盟施設    ２５，０００円 

 

       情報交換会                   ５，０００円 

 

         

 開催事務局 実行委員長：後藤 進         

担当理事；橋本伸子、芳野道子    

  事務局 〒838-0141 福岡県小郡市小郡 74番 8-103  岸   

     Email: office@cdsjapan.jp  

事務手続き →（株）日本旅行 香田、坂東 

      E-mail：cdsjapan@nta.co.jp 
      電話：０９２－４５１－０６３３



研修会プログラム 

【2月24日（金）】 

１２：００～   受付開始 

１２：３０～   開会式 

１２：４５～１５：１５  行政説明 

 〈12:45-14:15〉 ① 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部  

  障害福祉課 障害児・発達障害者支援室 

  室長  高鹿 秀明 氏 

〈14:15-15:15〉 ② 文部科学省 （予定：依頼・調整中） 

 

 

〈15分 休憩〉 

15：30〜17：00  講 演   

  

 「共生社会と発達支援 ～津久井やまゆり園事件と出生前診断から見えること～」 

公益財団法人日本ダウン症協会代表理事 玉井 邦夫氏      

 

 

17；00〜17：30  CDS理事会からの報告 

  ・平成28年度 CDS加盟施設の実態調査結果について 

・平成28年 11月から始まった「児童発達支援ガイドライン策定検討会」について 

・平成28年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業 

        「保育所等訪問支援の効果的な実施に関する調査研究」について 

 

〔18：30～  情報交換会〕 

 

【2月25日(土)】 

 9：00〜10：30  講 演 

 「行政からみた発達支援への想い」（仮） 

                元厚生労働省障害福祉部長 藤井 康弘氏 

 

          〈30分 休憩〉（質問用紙による質問・意見収集） 

 

11：00～12：15  討論・対談・意見交換 

  藤井氏のお話を受けてフロアからの意見・質問等 

     質問・ご意見を受け継続対談 藤 井 康弘氏 

     宮 田 広善氏 (当協議会 理事：政策担当) 

     光真坊 浩史氏 (当協議会 理事：政策担当) 

         司  会  北川 聡子氏 （当協議会 副会長：政策担当） 

 

〔12：15～13：30 昼 食〕 

 

13：30〜15：00   

     

     「 家族・子どもの抱える困難さの現状  家族支援に求められるもの 」 

           原宿カウンセリングセンター 所長 信田 さよ子氏 

 

 

15：00〜15：15 閉会式 



≪参加登録サイトＱＲコード≫ 
 

PC用に作成されておりますので、 
スマホですと画面が見辛い場合が 
ございます。何卒ご了承ください。 
※PCでのご登録をお勧めします。 
 

参加申込・宿泊申込について 
 
下記の、いずれかの方法で、受付締切日 平成 29年 1月 20日（金）まで に、お申込みください。 
 
申込方法① 同封の「参加申込書」に必要事項をご記入の上、㈱日本旅行九州法人支店 Global MICEセンター内へ、

ＦＡＸまたはご郵送にてお申込ください。 

 

 

 

 

申込方法② 参加登録サイト https://v3.apollon.nta.co.jp/8cdsj/ より、オンライン登録にてお申込ください。 

メールで予約確認のご連絡をいたします。「ご予約確認書兼請求書」等はご自身でダウンロードをお願いします。 
 

お支払について 
 
お支払は、銀行振込またはクレジットカードのいずれかにて、お願いいたします。 

申込方法① をお選びの方 … お申込み時に、ご希望のお支払方法をご選択ください。 
 

申込方法② をお選びの方 … 登録サイトおよび、確認メールのご案内のとおり、お手続きください。 

           ※オンライン登録の際、ご不明な点がございましたら、研修会委託業者へお問合せください。 
 
① 「ご予約確認書兼請求書」の、予約内容・請求金額等は、必ずご確認ください。 

ご不明な点がございましたら、研修会委託業者までご連絡ください。 
 

② ご確認の上、間違いございませんでしたら、支払締切日 平成 29年 1月 27日（金）までに、お支払を 

お願いいたします。（銀行振込の場合、振込手数料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。） 
 
③ 変更・取消は行き違いを避けるため、FAXまたはご郵送、メールなどの書面にてご連絡ください。取消料を 

差し引いた金額を、後日返金させて頂きます。 
 

※研修会当日に、参加申込・情報交換会申込・宿泊申込受付はいたしません。必ず事前に申込をお願いいたします。 

※手配ならびに準備の都合上、平成29年2月10日(金)を過ぎてキャンセルのご連絡をいただいた場合、取消に伴う参加費・

情報交換会参加費のご返金はいたしかねます。あらかじめご了承ください。 

※宿泊お申込みの皆様には、通信事務手数料として、540円を申し受けます。（ご入金後、オールキャンセルの場合、 

手数料のご返金はいたしかねます。予めご了承ください。） 
 
宿泊ホテルリスト 
 
【 宿泊期間 】平成29年2月23日・24日・25日 

【 宿泊料金 】お1人様 / 1泊朝食付き（サービス料・消費税込）の料金です。 
 
※ ホテルの確保客室数には限りがございますので、ご希望に添えない場合もございます。必ず「第2希望」もご記入下さい。 
※ 部屋タイプ（喫煙・禁煙）の希望がある場合、リクエスト対応となります。備考欄に希望をご記入ください。 
※ ツインルームをご希望の場合は、必ず「同室者名」を記入ください。 
※ 朝食不要の場合でも、朝食代払戻はいたしかねます。ご了承ください。 
※ 飲食の追加および個人的性質の諸経費等は、各自施設にてご精算ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会場・情報交換会場MAPには、ホテルリストの「MAP番号」も記載されておりますのでご確認ください。 
 
宿泊取消料について 
 
旅行開始日からさかのぼって 

研修会場（はまぎんホールヴィアマーレ）利用上の注意 
※ホール内での飲食は禁止となっております。研修会当日の昼食は、各自、近隣のレストランをご利用いただきますよう 

お願いいたします。（ロビーでのお飲物は可。お持込弁当等のお食事は、不可となっております。） 

※館内は禁煙となっております。喫煙は、館外の喫煙スペースをご利用頂きますよう、ご協力をお願いいたします。 

取 消 日 8日前 7日前～2日前 前日 当日 無連絡・不泊 

取 消 料 無料 30％ 40％ 50％ 100％ 

登録後、申込代表者様あてに振込先を記載した「ご予約確認書兼請求書」等、関係書類をFAX（またはご郵送）にて、 

送付いたします。 

※お申込み後、7営業日経過しても「ご予約確認書兼請求書」が届かない場合は、研修会委託業者までご連絡ください。 

 

2/23(木) 2/24(金) 2/25(土)

シングル 13,400 13,400 15,100 Ａ-１
ツイン 11,560 11,560 14,260 Ａ-２

シングル 9,720 10,800 10,800 Ｂ-１
ツイン 9,180 10,260 10,260 Ｂ-２

シングル 7,690 7,690 11,580 Ｃ-１
ツイン 5,700 5,700 11,000 Ｃ-２

④
横浜
関内

ホテルルートイン横浜馬車道
みなとみらい線　馬車道駅より徒歩　約２分

ＪＲ関内駅より徒歩　約９分
タクシーで

約10分
シングル 7,600 7,600 9,900 Ｄ

料金(朝食付き 税サ込･1名あたり)
最寄駅からのアクセス

会場までの
アクセス

申込記号

みなと
みらい

徒歩
約10分

宿泊施設名地区 部屋タイプ
MAP
番号

①

②

③

タクシーで
約10分

タクシーで
約５分

横浜桜木町ワシントンホテル

ナビオス横浜

横浜平和プラザホテル

みなと
みらい

横浜
関内

ＪＲ・地下鉄　桜木町駅より徒歩　約１分
みなとみらい線　馬車道駅より徒歩　約３分

ＪＲ・地下鉄　桜木町駅より徒歩　約１０分
みなとみらい線　馬車道駅より徒歩　約３分

ＪＲ・地下鉄　桜木町駅・関内駅より徒歩　約５分
みなとみらい線　馬車道駅より徒歩　約1分



情報交換会について 
参加者の懇親と情報交換の場として、情報交換会を開催します。ぜひご参加ください。 

定員になり次第、締め切りとさせていただきます。あらかじめご了承ください。 
 

日時：平成 29年 2月 24日（金）18：00～20：00（予定） 

会場：フィッシャーマンズマーケット（横浜赤レンガ倉庫2号館 3Ｆ） 

会費：5,000円 

※研修会終了後、情報交換会場へ送りバスを運行予定です。 
 
会場・情報交換会場 ＭＡＰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■はまぎんホール ヴィアマーレ 

施 設 所 在 地：〒220-8611 横浜市西区みなとみらい3-1-1 TEL：045-225-2173 

交通アクセス：ＪＲ・横浜市営地下鉄線 桜木町駅下車 動く歩道利用５分 

みなとみらい線「みなとみらい駅」クイーンズスクエア連絡口・けやき通り口より 徒歩７分 
 
■フィッシャーマンズマーケット 

施 設 所 在 地：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1-2 横浜赤レンガ倉庫2号館3F TEL: 045-650-1751 

交通アクセス：みなとみらい線「馬車道駅」または「日本大通り駅」より徒歩約 6分 

         「みなとみらい駅」より徒歩約12分 

JR・市営地下鉄 「桜木町駅」より汽車道経由で徒歩約15分、「関内駅」より徒歩約15分 
 
＊研修会当日までの流れ 
 
入金確認後、参加証・領収書・確認書類等をお送りします。（2月上旬予定）入金済みであるにもかかわらず、 

平成 29年 2月 14日（火）までにお手元に届かない場合は、研修会委託業者までお問合せください。 
 
研修会参加証は、研修会・情報交換会当日に、必ずご持参ください。 
 
研修会受付にて、参加証ホルダーを準備しております。期間中は参加証をホルダーに入れ、首から下げて 

ご参加ください。 
 
ご不明な点は、研修会委託業者にお問合せください。 

 

 

 

 

 

お申込・お問合せ先 
 

＜一般社団法人 全国児童発達支援協議会 研修会委託業者＞ 

㈱日本旅行九州法人支店 Global MICEセンター内 
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル5F 

TEL：092-451-0606  FAX：092-451-0550 

E-mail: cdsjapan@nta.co.jp 
営業時間：09：30～17：30（土、日、祝日休業） 

担当：香田・坂東 

①  

②  

③  
④  


