
一般社団法人 全国児童発達支援協議会 

 第 8回 全国職員研修会 開催要綱  

 

研修会メインテーマ 

 

「それぞれの地域の子育て・発達支援を考える」 

～支援者としての私たちの役割と立場は？～ 

 

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・事業所で、子どもと直接かかわる職員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、広島市、広島市社会福祉事業団 

 

４ 日 時： 平成 29年 7月 13日（木）～14日（金） 

 

５ 会 場： 広島市  （13日 広島国際会議場 14日 アステールプラザ） 

      国際会議場    〒730-0811 広島市中区中島町 1-5  082-242-7777  

アステールプラザ 〒730-0812 広島市中区加古町 4-17 082-244-8000 

             

６ 定員：  400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、放課後等デイサービス 

  障害児相談支援事業、等の発達支援に携わる職員等 

 

８ 参加費： 研修会 全国児童発達支援協議会 加盟施設   ８，０００円 

                     非加盟施設   ２５，０００円 

 

       情報交換会                  ６，０００円 

  

開催事務局 大会実行委員長  広島市こども療育センター 所長 田邉明男 

      副委員長 広島市西部こども療育センター なぎさ園長 小川裕子 

         

企画広報担当副会長 ：後藤進  

研修担当理事   ：橋本伸子、芳野道子 

本大会担当理事  ：山根希代子 

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 

【 7月13日（木）】 

１２：３０～   受付開始 

１３：００～   開会式  

    挨拶 主 催 者   加藤正仁 

     大会実行委員長  田邉明男 

    祝辞 来 賓（広島市長・社会福祉事業団理事長：予定） 

１３：１５～１４：３０  行政説明 

              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（調整中）  

１４：４５～１６：００  記念講演  

             林谷道子 元広島市立広島市民病院 総合周産期母子医療センター 

                    主任部長（小児科医） 

「子どもの命について思うこと～障害と命の受容への支援～」（仮） 

〈15分 休憩〉 

１６：１５〜１７：１５  講演  

光真坊 浩史 東京都江東区こども発達センター/ 

元厚生労働省障害児支援専門官 

               「地域における発達支援：保育所等訪問支援に関する研究調査から」 

 

１７：１５〜１７：３０  CDS理事会からの報告 

   

〔18：00～  情報交換会 ダリア〕 

 

【 7月14日(金)】 

 ９：１５〜１０：４５ 講演 

           綿 祐二  日本福祉大学医療・福祉マネジメント学科（通信教育）教授 

        「地域における発達支援とは？」（仮） 

 

１１：００〜１２：３０ 分科会 

共通テーマ「地域における発達支援：支援者としての役割と立場」 

 

      Ⅰ 保育所等訪問支援     ： 「これからの保育所等訪問支援とは」 

      Ⅱ 児童発達支援       ： 「児童発達支援のあり方と合理的配慮について」 

      Ⅲ 放課後等デイサービス ： 「放課後等デイサービスに求められているもの」 

 

       〔12：30～13：30 昼 食〕 

 

１３：３０〜１５：００  講演  

神尾陽子 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 

             児童・思春期精神保健研究部 部長 

             「発達障害児の将来を見通した支援」（仮） 

         

 

１５：００〜１５：１５  閉会式 



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 6月 16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。 

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。 

 

申込方法② 参加登録サイト https://v3.apollon.nta.co.jp/8cdsj_s/ 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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜宿泊ホテルリスト＞ 
【 宿泊期間 】平成29年7月12日・13日・14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。 ＜添乗員：同行しません。最少催行人員：１名様＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 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」もご記入ください。 
※ 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（予約者連絡欄）に、ご希望をご記入ください。 

なお、当日の状況により、ご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。 
※ 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払戻しはいたしかねます。あらかじめご了承ください。 
※ 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。 

  
宿泊取消料について 

宿泊開始日からさかのぼって 
 

 
 
 
※「取消日」は、お客様が日本旅行九州法人支店の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を 

基準とします。（※金曜日18時に取消連絡の場合、翌週の次営業日が取消日となります。) 
 
 
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 7月 13日（木）18：00～20：00（予定） 

会 場：広島国際会議場 「ダリア」 

会 費：6,000円 
  
お弁当申込について 
 

7月 14日（金）の、昼食用弁当（お茶付）の申込を承ります。お弁当料金は 1,000円になります。 

ご希望の方は、お申込みください。 
 

※参加申込・情報交換会・お弁当の、当日申込受付はございません。必ず事前に、お申込みをお願いいたします。 

取 消 日 8日前 7日前～2日前 前日 宿泊当日 無連絡・不泊 

取 消 料 無料 30％ 40％ 50％ 100％ 

<参加登録サイトＱＲコード> 
 
参加登録サイトは、基本的にＰＣ用に作成されております。 

スマートフォンですと画面が見づらい場合がございますが、 

何卒ご了承ください。※ＰＣでのご登録をおすすめします。 

 

マップ
NO

宿泊施設名 最寄駅からのアクセス 部屋タイプ 7月１２日(水) 7月１３日(木) 7月１４日(金) 申込記号

シングル 9,000 9,000 9,000 A-1

ツイン 7,500 7,500 7,500 A-2

② ホテル法華クラブ広島
JR広島駅より、タクシ―約10分
路面電車 約20分「袋町」下車すぐ

シングル 9,000 9,000 9,000 B-1

③ コンフォートホテル広島大手町
JR広島駅より、タクシ―約10分
路面電車 約20分「中電前」下車 徒歩約1分

シングル 8,200 8,200 8,200 C-1

シングル 7,500 7,500 7,500 D-1

ツイン 6,900 6,900 6,900 D-2

① ホテルサンルート広島
JR広島駅より、タクシ―約10分
路面電車 約20分「中電前」下車 徒歩約2分

④ 広島文化交流会館
JR広島駅より、タクシ―約20分
路面電車 約20分「市役所前」下車 徒歩約12分
路線バス 約20分「加古町」下車 徒歩約3分



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 … お申込時に、ご希望お支払方法をご選択ください。登録完了後、ご予約確認書兼請求書と 

お支払いについてのご案内文書をお送りいたします。 
 

申込方法② をお選びの方 … 登録サイトおよび、予約確認メールでご案内のとおり、お振込・オンラインクレジット 

にて、お支払いください。 

※オンライン登録で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 6月 23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。 

（入金済みの場合、取消料を差し引いた金額を、後日返金させて頂きます。） 
 

※手配ならびに準備の都合上、平成29年6月30日(金)を過ぎてキャンセルのご連絡をいただいた場合、取消にともなう参加費・ 

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。 

 

会場・ホテルＭＡＰ   
 
■広島国際会議場【 7/13(木）】 

 ＜施設所在地＞ 

〒730-0811 広島県広島市中区中島町1番5号 

TEL：082-242-7777 

＜交通アクセス＞ 

JR広島駅より、タクシ―約15分 

路線バス約20分（「平和記念公園」下車すぐ) 
 
 
■アステールプラザ【 7/14 (金)】 

＜施設所在地＞ 

〒730-0812 広島県広島市中区加古町4-17  

TEL: 082-244-8000 

＜交通アクセス＞ 

JR広島駅より、タクシ―約15分 

路線バス約20分（「加古町」下車 徒歩約3分） 
  
 ※路線バスをご利用の場合、広島駅「南口バスのりば」 

Ａ-3ホームより、24番線（吉島行）にご乗車ください。 
 
 
※今回の研修会は、開催日ごとに、 

会場が異なりますので、ご注意ください。 

 

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。(６月下旬予定)  入金済みであるにもかかわらず、 

平成 29年 7月 4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、研修会当日・情報交換会当日、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。参加証を着用の上、ご参加ください。 

 

・ご不明な点がございましたら、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：092-451-0633  FAX：092-451-0550 

E-mail: cdsjapan@nta.co.jp 
営業時間：9：30～17：30（土、日、祝日休業） 

担当：香田・坂東 

7/13研修会場 

広島国際会議場 

7/14研修会場 

アステールプラザ 


