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参 加 対 象

「　令和元年　今こそ介護の魅力を　」
～　新しい時代、更なる発展　～
 
公益社団法人日本介護福祉士会 / 日本介護学会 /
一般社団法人石川県介護福祉士会
 
2019年11月15日（金）16日（土）
 
１日目：石川県立音楽堂　　２日目：ホテル金沢
 
・会員／5,000円　　　　・石川県内賛助会員／6,000円
・一般／8,000円　　　　・学生・生徒／500円
　＊会員として参加した方には、生涯研修制度ポイント（10ポイント）が加算されます。
　＊事前申し込み無しでの当日参加の場合には、参加費が1,000円増額となります。

日本介護福祉士会会員、日本介護学会会員、社会福祉協議会・行政機関等の職員、

介護福祉士養成校の学生及び教職員、介護・福祉・保健・医療関係者等及び一般の方

金沢駅　鼓門

公益社団法人日本介護福祉士会
第２6回全国大会・第１7回日本介護学会 in いしかわ

◆公益社団法人日本介護福祉士会事務局（日本介護学会も同じ事務局となります。）
　〒112-0004  東京都文京区後楽1-1-13　小野水道橋ビル５階
　　　TEL：０３－５６１５－９２９５　　FAX：０３－５６１５－９２９６
　　　Mail：webmaster@jaccw.or.jp　　　　URL：http://www.jaccw.or.jp
◆一般社団法人石川県介護福祉士会事務局
　〒920-0964　石川県金沢市本多町3丁目1番10号　石川県社会福祉会館３階
　　　TEL：０７６－２５５－２５７２　　FAX：０７６－２２３－２６７２
　　　Mail：ishikawakaigo＠po5.nsk.ne.jp　  URL：http://ishikawa-kaigo.jp/

◎全国大会・学会のお問い合わせ先◎



趣　　旨

平成から新元号へと新しい時代の幕開けとともに開催される全国大会・学会 in いしかわにおい

ては介護・福祉に課せられた日本社会における諸問題等に応えるべく新しい時代を担った介護福

祉士像を探求しつつ、さらなる大型処遇改善に値する介護福祉士として、介護職チームの中核的

な役割、外国人をはじめとする多様な介護人材の育成や多職種の連携の中で専門性を発揮する点

など認定介護福祉士の必要性にもせまる壮大なニーズへの応えとして報告していくものである。

また、介護福祉士のこれからを予想する未来型の介護においても「介護福祉士の未来は介護福祉

士自身が切り開く」ことを合言葉に認定介護福祉士の必要性を踏まえた提言をしていくことで、

進化していく介護を牽引する介護福祉士像を金沢の地で共有し発信していきたい旨である。

全体プログラム（予定）

◎１日目　２０１９年１１月１５日（金）　　　場所：石川県立音楽堂

10:30～ 受付

11:00～ ・映画「ピア」上映会（先着200名まで）　　・ポスター展示　　・ブース出展

13:00～13:20 開会式典

13:20～13:50
行政説明『福祉人材確保対策の現状について（仮）』
　＜講師＞　　厚生労働省　社会・援護局　福祉基盤課（予定）

13:50～14:00 休憩

14:00～15:30
基調講演『やる気をつくるリーダーシップ』
　＜講師＞　　飯山　晄朗　氏（講師プロフィール参照）

15:30～16:00 休憩

16:00～17:20

シンポジウム『介護福祉士の未来を語る』
　＜座長＞医師　遠藤　英俊　氏（国立長寿医療研究センター長寿医療研修センター長）
　＜シンポジスト＞
　・医師　　　　　　　　黒瀬　亮太　氏（医師、金沢ホームケアクリニック 院長）
　・主任介護支援専門員　馬渡　徳子　氏（地域包括支援センターかみあらや）
　・介護支援専門員　　　水上　直彦　氏（特別養護老人ホームこすもす 副施設長）
　・看護師　　　　　　　榊原　千秋　氏（訪問看護ステーションややのいえ 管理者）
　・介護福祉士　　　　　石本　淳也　　（日本介護福祉士会　会長）

17:20～ 次回開催県挨拶（福島県）

18：30～ 懇親会（ホテル金沢「２階ダイヤモンドホール」にて）



◎２日目　２０１９年１１月１６日（土）　　　場所：ホテル金沢

9:00～ 受付

9:30～12:00

第１分科会　「認知症」
　座　長：小泉　由美　氏（公立小松大学　保健医療学部看護学科　老年看護学　教授）

第2分科会　「これからの人材育成・確保」
　座　長：宮崎　則男（日本介護福祉士会　副会長）

第3分科会　「新時代の介護～介護の実際と未来～」　（発表例）

　座　長：藤野　裕子（日本介護福祉士会　副会長）　多職種連携・介護ロボット・終末期など

閉会の挨拶は各分科会で行います。

【　講師プロフィール　】　　　　飯山　晄朗　氏（いいやま　じろう）
『最強のリーダーシップを手にする。』をテーマに企業経営者や
チーム指導者を対象に、全国でリーダーシップ教育を行っている。

【経歴】
1969年富山県高岡市生まれ。家電業界でトップセールスマンとなり、後進の指
導も行う。その後商工団体の経営指導員に転職。11年間で5,000件超の相談をこ
なす。起業後は、講演・研修講師として延べ3,000時間、受講者14,000名を超
え、「コーチング手法で教える」研修スタイルが、大学院のビジネススクールの
ようだとクチコミで広がり教育研修、講演の依頼が後を絶たない。高校のＰＴＡ
会長を3年（役員5年）努め、その間に教職員とメンタルトレーニングを行い当該
高校の部活動が軒並み好成績をあげる。他にもチームのメンタルトレーニングを
行い、県大会で歴史的大逆転劇を演じて甲子園を決めた高校を始め、全国の表彰
台、創部2年目で全国大会出場、26年振りに県大会優勝に導く。またサポート選手がオリンピックでメダルを獲得
したり、世界選手権で優勝するなど、結果を出す個人や組織、チームが続出している。

【資格・役職等】
中小企業診断士／銀座コーチングスクール金沢校・福井校代表／国立金沢大学非常勤講師／中小企業庁ビジネス創
造等支援事業　専門家／商工会議所エキスパート、シニアアドバイザー　など

【著書】
「勝者のゴールデンメンタル」（大和書房）、「いまどきの子のやる気に火をつけるメンタルトレーニング」（秀和シ
ステム）、「いまどきの子を「本気」に変えるメンタルトレーニング」（秀和システム）、「「いまどき部下」がやる気
に燃えるリーダーの言葉がけ」（青春出版）、「自分の中の『どうせ』『でも』『だって』に負けない 33 の方法」（実
践教育出版）、「今どきの子がぐんぐん伸びるメンタルトレーニング - 実例集」（サンリ出版）

後援（申請予定）
厚生労働省、石川県、金沢市、（独法）福祉医療機構、（福）全国社会福祉協議会、（公財）社会福祉振興・試験センター、（公社）日
本介護福祉士養成施設協会、（公社）日本医師会、（公社）日本歯科医師会、（公社）日本看護協会、（公社）日本薬剤師会、（公社）
日本理学療法士協会、（一社）日本作業療法士協会、（一社）日本言語聴覚士協会、（公社）日本社会福祉士会、（公社）日本精神保健
福祉士協会、（一社）日本介護支援専門員協会、（公社）日本栄養士会、（公社）日本医療社会福祉協会、全国ホームヘルパー協議会、
日本ホームヘルパー協会、（一社）認定介護福祉士認証・認定機構、（公社）全国老人福祉施設協議会、（公社）全国老人保健施設協
会、（福）全国社会福祉協議会全国社会福祉法人経営者協議会、（公社）日本認知症グループホーム協会、全国小規模多機能型居宅介護
事業者連絡会、（一社）全国介護付きホーム協会、全国身体障害者施設協議会、（公財）日本知的障害者福祉協会、（公社）認知症の人
と家族の会、（公財）介護労働安定センター、（一社）シルバーサービス振興会、（一社）日本ソーシャルワーク教育学校連盟、石川県
社会福祉協議会、金沢市社会福祉協議会、介護福祉士養成施設石川県協議会、石川県社会福祉法人経営者協議会、石川県医師会、石川県
歯科医師会、石川県看護協会、石川県理学療法士会、石川県作業療法士会、石川県言語聴覚士会、石川県薬剤師会、石川県社会福祉士
会、石川県歯科衛生士会、石川県栄養士会、石川県介護支援専門員協会、石川県ホームヘルパー協議会、石川県地域包括・在宅介護支援
センター協議会、石川県老人福祉施設協議会、石川県老人保健施設協議会、石川県社会福祉協議会 障害福祉施設部会、石川県知的障害者
福祉協会、石川県デイサービスセンター協議会、認知症の人と家族の会 石川県支部、公益社団法人日本認知症グループホーム協会 石川
県支部、金城大学、金沢福祉専門学校、専門学校アリス学園、国際医療福祉専門学校 七尾校、大原医療福祉製菓＆スポーツ専門学校 金
沢校、MRO北陸放送、石川テレビ放送、テレビ金沢、北陸朝日放送、北國新聞社、中日新聞社、読売新聞北陸支社　（順不同・敬称略）



公益社団法人日本介護福祉士会
第26回全国大会・第17回日本介護学会 in いしかわ

参加申込みについてのご案内

ご挨拶
　この度「公益社団法人日本介護福祉士会　第26回全国大会・第17回日本介護学会inいしかわ」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、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。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

■お申込に関するご案内

　①大会参加・宿泊等のお申込
　　お申込は大会専用WEBサイトもしくはFAXにて承ります。

 　【大会専用WEBサイトからのお申込について】　
　　　◇下記URLよりお申込下さい。

大会専用WEBサイト  http://www.mwt-mice.com/events/jaccw2019
 　【FAXでのお申込について】　
　　　◇別紙の申込用紙に必要事項を記入の上、FAXにてお申込下さい。

FAX : 076-223-1289　（名鉄観光サービス㈱金沢支店）

　②各種券類・ご請求書等の送付
　　  　大会参加券・懇親会券の各種券類、ご請求書及び大会に関する最終のご案内は10月28日（月）頃 を予定して

おります。なお、上記に関する書類（各種券類・ご請求書等）はお申込代表者宛に送付いたします。

　　　お手元に届き次第、今一度お申込内容との相違がないかご確認の程お願いいたします。

　③参加費等のお支払いについて
　　　ご請求書が到着後、内容をご確認いただき指定口座までお振込み下さい。

　　※振込手数料はお客様負担となります。予めご了承下さい。

　　※ 領収書につきましては、原則、振込の控えを持って代えさせていただきます。別途領収書をご入用の方は、

お申込書の備考欄に記載いただくか、大会当日弊社受付までお申し出下さい。

申込締切日：2019年10月11日(金)



■宿泊プランのご案内　※募集型企画旅行

●宿 泊 日：<前泊>2019年11月14日（木） / <当日泊>11月15日（金）　/　<後泊>11月16日（土）
●宿泊条件：下記の料金は、いずれもお一人様あたりの金額となります。（朝食・税金・サービス料・宿泊税含む）
●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　　 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
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全体会場：石川県立音楽堂

☆懇親会会場（11/15）
☆分科会会場（11/16）

“ホテル金沢“

☆全体会会場（11/1５）

“石川県立音楽堂“

地図番号 ホテル名 申込記号 料金 客室タイプ ＪＲ金沢駅より

① ホテル金沢
※懇親会・分科会会場

１－Ｓ 12,400円 シングル
兼六園口より徒歩約１分

１－Ｔ 11,400円 ツ イ ン
② ダイワロイネットホテル金沢 ２－Ｓ 13,400円 シングル 兼六園口より徒歩約２分

③ アパホテル金沢駅前
３－Ｓ 12,000円 シングル

金沢港口より徒歩約１分
３－Ｔ 11,000円 ツ イ ン

④ ヴィアイン金沢 ４－Ｓ 11,200円 シングル 金沢駅直結

⑤ ホテルマイステイズ金沢キャッスル
５－Ｓ 11,200円 シングル

兼六園口より徒歩約５分
５－Ｔ 11,000円 ツ イ ン

⑥ ホテルルートイン金沢駅前
６－Ｓ 10,900円 シングル

兼六園口より徒歩約５分
６－Ｔ 10,500円 ツ イ ン

⑦ ガーデンホテル金沢
７－Ｓ 9,500円 シングル

兼六園口より徒歩約２分
７－Ｔ 9,000円 ツ イ ン

⑧ 金沢マンテンホテル駅前
８－Ｓ 9,200円 シングル

金沢港口より徒歩約４分
８－Ｔ 9,200円 ツ イ ン

⑨ 金沢セントラルホテル
９－Ｓ 8,800円 シングル

兼六園口より徒歩約４分
９－Ｔ 8,300円 ツ イ ン

⑩ ホテルエコノ金沢駅前 10－Ｓ 8,300円 シングル 兼六園口より徒歩約４分
⑪ 東横INN金沢駅東口 11－Ｓ 7,300円 シングル 兼六園口より徒歩約５分



【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。
　　　なお、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なります。
　　　  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(⑪)の朝食は軽食となります。
（５）2019年4月1日より金沢市内での宿泊に対し宿泊税が導入されております。
　　　上記の料金は宿泊税料金の200円を含んだ金額となっております。

■懇親会のご案内　※旅行契約には該当いたしません。

　　　日　　時：２０１９年１１月１５日(金)　１８：３０から
　　　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。

≪ご昼食に関するご案内≫

今大会では昼食のお弁当のご注文は行いません。15日(金)の大会前や16日(土)の終了後のお食事は、周辺
のお食事施設にて各自お取りくださいますよう宜しくお願い致します。

■変更・取消のご案内

◇大会参加費（旅行契約には該当いたしません。当社に業務委託）
お振込前 お振込後

大会参加費 不要 必要

※ご欠席（参加費ご入金後）の方には、大会終了後に大会資料を送付させていただきます。

※ご欠席（参加費ご入金の有無に関わらず）の方で、大会資料がご必要な場合は大会参加費が必要となります。

☆ お申込み後、宿泊プラン及び懇親会の変更・取消をされる場合は、WEBサイトまたはFAX
にてお早目のご連絡をお願いいたします。

　なお、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。

◇宿泊プラン（募集型企画旅行）
旅行開始日の前日より
起算して21日前まで

旅行開始日の前日より
起算して20～8日前

旅行開始日の前日より
起算して7～2日前

旅行開始
前日

旅行開始
当日

無連絡不参加
および旅行開始後

宿泊プラン 無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

◇懇親会（旅行契約には該当いたしません。当社にて業務委託）
１１月７日まで １１月８日～１３日 １１月１４日 当日

懇親会 無料 ２０％ ５０％ １００％



【備　考】　
○取消基準日は、当社営業日・営業時間内（月～金/9:30～17:30）のWEBでの変更またはFAX通信を有効とし

ます。

○ 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。

■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。

   ☆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）

●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。

●お問い合わせ・申込書送付先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

　　≪旅行企画・実施≫　名鉄観光サービス㈱金沢支店　総合旅行業取扱管理者　北村　健一

　　　　　　      　　　　〒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　・　武田　・　細川】

　　　　　　　　　　      　　営業時間：月～金曜日　9:30～17:30　定休日は土日・祝日となります。　　　　承認番号　19-051




