
第38回
全国社会福祉法人経営者大会

 参加・宿泊等のご案内

開催期日　令和元年 9 月12日（木）～13日（金） 
開 催 地　鳥取県鳥取市
主　 催　全国社会福祉協議会・全国社会福祉法人経営者協議会
　　　　　鳥取県社会福祉協議会・鳥取県社会福祉施設経営者協議会



ご挨拶

　謹啓　皆様には、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

　このたび、『第38回全国社会福祉法人経営者大会』が鳥取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、名鉄観光サービス株式会社が皆様方の大会参加・宿泊等につき

ましてご案内をさせていただくことになりました。

　山陰営業所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、今大会が成功裏に終

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いただきますので、お早めにお申し込みくださいま

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。

謹　白

名鉄観光サービス株式会社

山陰営業所　所長　鈴木　　繁

【申込書送付先・お問い合せ先】
日本旅行業協会正会員　　観光庁長官登録旅行業第55号 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　 サービス㈱  山陰営業所
（担当：新田・栗栖・鈴木）

〒690‒0003　島根県松江市朝日町484‒16甲南アセット松江ビル７Ｆ

総合旅行業務取扱管理者：鈴木　　繁【営業時間】平日9：30～17：30　土・日・祝日は休み

TEL（0852）60－7001　FAX（0852）60－7002
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第38回全国社会福祉法人経営者大会

【参加・宿泊等の申込みについて】
　「第38回全国社会福祉法人経営者大会」へのご参加、またご参加に伴うご宿泊等につきまして、名鉄観光
サービス株式会社山陰営業所にて受付をさせていただきます。
　お申込みはWeb申込みで受付させていただきます。なお、お申込みにあたっては、本冊子の記載内容を必
ずご確認ください。

目次
１　大会及び懇親会への参加申し込みについて・・・・・・・・・・ ２
２　お申し込み方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
３　交通アクセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
４　会場直行バス（JR岡山駅・米子空港・伊丹空港）発のご案内（事前申込要・有料）・・・ ６
５　現地シャトルバスのご案内（事前申込不要）・・・・・・・・・ ６
６　宿泊プランについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７
７　会場・ホテル案内図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８
８　全体会会場・分科会会場・懇親会会場のご案内・・・・・・・・ ８
９　視察旅行プランのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９
10・・国内旅行損害保険について・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・10
11・・変更・取消のご案内・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
12・・その他のご案内・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
13・・ご旅行条件書・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

・大会の内容につきましては、別添の開催要項をご参照ください。大会への参加申込みについ
ては、Web申込み（詳細は３ページ）にてお申込みください。

・大会１日目（９月12日）の懇親会・昼食弁当は希望制となります。参加・申込みをご希望の方
は、Web申込専用サイトよりお申込みください。

・大会及び懇親会の参加費・昼食弁当の料金は以下の通りです。
　⑴大会参加費

・全国経営協　会員法人からの参加　　１名様あたり・25,000円
・全国経営協　非会員法人等からの参加１名様あたり・35,000円

　⑵懇親会費（希望参加）
１名様あたり・10,000円（消費税込）

　⑶昼食弁当費（申込制）
１名様あたり・1,500円（消費税込・お茶付）
※昼食に関しましては、旅行契約には該当いたしません。

１ 大会及び懇親会への参加申し込みについて
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２ お申し込み方法等

本大会は、Web申込で参加申し込みを受付させていただきます。
下記URLよりログインいただき、ご登録よろしくお願い致します。
【https://www.mwt-mice.com/events/2019keieikyo】
参加お申し込みの登録操作方法は、上記サイトのトップページをご覧ください。
なお、上記サイトへは全国経営協ホームページからもアクセスいただけます。
全国経営協ホームページ⇒第38回全国社会福祉法人経営者大会Web申込サイト
※参加申し込みが完了された方には、ご登録いただきましたメールアドレスに申し込み完了通知メー
ルが配信されます。注：お使いのパソコン等でセキュリティのためのメールの受信拒否設定をされ
ている方は、「@mwt.co.jp」ドメインからの受信許可設定をお願いいたします。

【参加取消（キャンセル）について】
　9月4日（水）までに参加取消のご連絡をいただいた場合、参加費は必要ございません。
それ以降の取消については、参加費は原則としてお返しできません。また、宿泊・交通・昼食等の取
消に関しましては、11頁の『変更・取消のご案内』に基づいて取消料が発生いたしますので、予めご
了承ください。上記期間以降に参加取消（キャンセル）された場合は、当社から発行された参加券と
引き換えに大会資料をお送りいたします。
【その他】
　大会参加は、名鉄観光サービス㈱山陰営業所以外で宿泊・交通等の手配をなさる方につきまして
も、必ずWeb申込専用サイトより、お申し込みください。
①変更・取消のご連絡につきましては、8月15日(木)まではWeb申込専用サイトより変更・取消操作
ください。それ以降の変更・取消につきましては書面ＦＡＸにてご連絡ください。

②参加券・請求書等を8月26日（月）頃より順次送付いたします。お受け取りになられた参加券等
は、内容を必ずご確認の上、大会当日ご持参ください。

③大会参加費・宿泊費等の費用につきましては、請求書記載の口座までお振込願います。なお、領収
証につきましては振込用紙の控えを以ってかえさせていただきます。振込手数料はお申込者様のご
負担となりますので予めご了承ください。

※参加申し込みが完了された方には、ご登録いただきましたメールアドレスに申し込み完了通知メー
ルが配信されます。

　メールが届かない場合は、お申し込みが完了出来ていない可能性がありますので、お手数ですが名
鉄観光サービス㈱山陰営業所まで（お問い合わせ先は、１頁をご参照ください）ご連絡ください。

参
加
者

名
鉄
観
光

①締切：8月15日(木)Web申し込み

③9月4日(水)まで：費用のお振込

②8月26日(月)頃：参加券・請求書等の送付
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３-1 交通アクセス

JR京都駅

JR岡山駅

九州

羽田
空港

米子空港

鳥取空港

伊丹空港

会場

JR鳥取駅

北海道・東北

四国

＜全国から鳥取県へのアクセス＞

☆全国各地から鳥取県内までのアクセスには限りがございます。
お早めに鳥取県内までの交通アクセスをご確認いただきまして、各自ご手配ください。
なお、本大会につきましては、岡山駅・米子空港・伊丹空港からの会場直行バスを設定いたします。
是非、ご利用ください。(事前申込制・有料)

☆鳥取市内の移動として現地シャトルバスを設定いたします。
　こちらはご参加の皆様は無料でご利用いただけます。(事前申込不要・無料)
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３-2 交通アクセス

☆全国から鳥取県へのアクセスは主に以下表の４つの経路がございます。
お早めに鳥取県内までの交通アクセスをご確認いただきまして、各自ご手配ください。

経由 ルート（丸数字は当日参加の場合の参考ダイヤ） （参考）出発地

羽田空港
から

羽田空港⇒鳥取空港⇒（空港連絡バス）⇒JR鳥取駅⇒会場
①ANA293・6:40発　　・ 7:55着
②ANA295・9:35発　　10:50着

※JR鳥取駅より現地シャトルバスあり
（6頁参照）

※羽田空港⇔鳥取空港間の飛行機は、1日計5本運行。 北海道・東北、
関東、北陸、九州方面
からお越しの方羽田空港⇒米子空港⇒会場

①ANA381・6:50発　　・ 8:05着
②ANA383・9:35発　　10:55着

※米子空港より、鳥取大会会場直行バスあり
（6頁参照）

※羽田空港⇔米子空港間の飛行機は、1日計6本運行。

伊丹空港
から

伊丹空港⇒会場
※伊丹空港より、鳥取大会会場直行バスあり

（6頁参照）

北海道・東北、
北陸、九州方面から
お越しの方

JR岡山駅
から

JR岡山駅----（特急）----JR鳥取駅⇒会場
①6:47発　　　　　　 　　　　　8:38着
②9:13発　　　　　 　　　　・　11:04着

※JR鳥取駅より現地シャトルバスあり
（6頁参照）

※ＪＲ岡山駅⇔ＪＲ鳥取駅間の特急は、1日計6本運行。

中国・四国、九州方面
からお越しの方

JR岡山駅⇒会場
※JR岡山駅より、鳥取大会会場直行バスあり

（6頁参照）

JR京都駅
から

JR京都駅----（特急）----JR鳥取駅⇒会場
①7:06発　　　　　　　　　　　10:13着
②8:50発　　　　　　　　　　　11:59着

※JR鳥取駅より現地シャトルバスあり
（6頁参照）

※ＪＲ京都駅⇔ＪＲ鳥取駅間の特急は、1日計7本運行。

東海、近畿、北陸方面
からお越しの方
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５ 現地シャトルバスのご案内（事前申込不要）
　大会当日は周辺道路の混雑が予想されますので、公共交通機関または現地シャトルバスにてご来場
くださいますようお願い致します。
なお現地シャトルバスはご参加の皆様が無料でご利用いただけます。

【現地シャトルバス運行ルートについて】
　○　９月12日（木）　大会１日目

開 会 前：①ホテルニューオータニ鳥取・⇔・とりぎん文化会館・・
②ＪＲ鳥取駅南口指定場所⇔とりぎん文化会館
③ホテルモナーク鳥取⇔とりぎん文化会館
④JR倉吉駅指定場所⇔とりぎん文化会館

懇親会前：とりぎん文化会館・⇔・ホテルニューオータニ鳥取
懇親会後：懇親会会場・⇒・JR倉吉駅指定場所

　○　９月13日（金）　大会２日目
開 会 前：①ホテルニューオータニ鳥取・⇔・とりぎん文化会館・・

②ＪＲ鳥取駅南口指定場所⇔とりぎん文化会館
③ホテルモナーク鳥取⇔とりぎん文化会館
④JR倉吉駅指定場所⇔とりぎん文化会館

開 会 後：全体会会場（とりぎん文化会館）・⇔・ＪＲ鳥取駅南口
※乗車場所等の最終の案内は、事前にお送りします参加券・請求書等をお送りする際の
乗車券に同封いたしますので、必ずご確認ください。

岡山駅・米子空港・伊丹空港からの会場直行バスを設定いたします。
＜設 定 日＞9月12日（木）・9月13日（金）
＜料　　金＞※いずれも片道運賃です。

JR岡山駅⇔大会会場3,500円（税込）
※JR岡山駅９時30分発予定（乗車時間は約2時間30分を予定）
米子空港⇔大会会場2,500円（税込）
※米子空港10時30分発予定（乗車時間は約１時間40分を予定）
伊丹空港⇔大会会場4,000円（税込）
※伊丹空港９時30分発予定（乗車時間は約２時間30分を予定）

＜乗車場所＞12日（木）JR岡山駅・米子空港・伊丹空港
13日（金）とりぎん文化会館前（予定）

※最小催行人員は30名様となります。申込人数が30名に満たない場合は、催行中止する場合がござ
いますので、ご了承ください。

※大会当日のお申込みは受けかねますので、ご了承ください。
※乗車場所等の最終の案内は、事前にお送りします参加券・請求書等をお送りする際の乗車券に同封
いたしますので、必ずご確認ください。

４ 会場直行バス（JR岡山駅・米子空港・伊丹空港）発のご案内（事前申込要・有料）
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6 宿泊プランについて
■大会開催にあたり、皆様方のホテルは鳥取県内にてご用意しております。
　○宿 泊 日：＜前泊＞2019年９月11日（水）／＜当日泊＞2019年９月12日（木）／＜後泊＞2019年９月13日（金）
　○宿泊条件：１泊朝食付、消費税・サービス料込（お一人様料金）
　※一部軽食対応のホテルもございますので、ご確認の上お申込ください。

【ご宿泊に関するご注意とお願い】
・ご宿泊をお申込みの際には、上記一覧表よりご希望のホテルの「申込記号」をご記入ください。
・ツインルームをご希望の方は、同室者の設定をお願いいたします。
・朝食内容は予告なく変更になる場合もございます。予めご了承ください。

地区 No. 宿泊施設名 申込記号 客室タイプ 宿泊代金 大会会場まで 主要駅まで

鳥取駅

周辺

① ホテルニューオータニ鳥取

1-S シングル ¥10,000 

車 約７分 鳥取駅まで徒歩 ３分1-T ツイン ¥9,000 

1-TS ツインのシングルユース ¥13,000 

② 鳥取ワシントンホテルプラザ

2-S シングル ¥12,000 

車 約10分 鳥取駅まで徒歩 ３分2-T ツイン ¥11,000 

2-TS ツインのシングルユース ¥14,000 

③ ホテルモナーク鳥取

3-S シングル ¥9,000 

車 約７分 鳥取駅まで徒歩 ７分3-T ツイン ¥8,500 

3-TS ツインのシングルユース ¥12,000 

④ ホテル・アルファーワン鳥取

4-S シングル ¥7,500 

車 約10分 鳥取駅まで徒歩 ４分4-D ダブルのシングルユース ¥9,000 

4-TS ツインのシングルユース ¥9,000 

⑤ 鳥取シティホテル

5-S シングル ¥7,500 

車 約２分 鳥取駅まで徒歩 10分5-T ツイン ¥7,000 

5-TS ツインのシングルユース ¥11,000 

⑥ ホテルレッシュ鳥取駅前

6-S シングル ¥7,500 

車 約７分 鳥取駅まで徒歩 ４分6-T ツイン ¥7,000 

6-TS ツインのシングルユース ¥11,000 

⑦ 鳥取グリーンホテルモーリス 7-S シングル ¥8,000 車 約10分 鳥取駅まで徒歩 ４分

⑧ アパホテル鳥取駅前 8-S シングル ¥11,000 車 約10分 鳥取駅まで徒歩 ４分

⑨ 東横イン鳥取駅南口 9-S シングル ¥7,500 車 約10分 鳥取駅まで徒歩 ３分

⑩ スーパーホテル鳥取駅前
10-S シングル ¥9,000 

車 約10分 鳥取駅まで徒歩 ２分
10-D スーパールーム ¥10,000 

⑪ スーパーホテル鳥取駅北口
11-S シングル ¥9,000 

車 約10分 鳥取駅まで徒歩 ６分
11-T スーパールーム ¥10,000

倉吉駅

周辺

⑫ ホテルセントパレス倉吉

12-S シングル ¥8,500 

車 約60分 倉吉駅まで徒歩 ２分12-D ダブルのシングルユース ¥11,000 

12-TS ツインのシングルユース ¥11,000 

⑬ 倉吉シティホテル

13-S シングル ¥7,500 

車 約60分 倉吉駅まで徒歩 10分13-T ツイン ¥7,000 

13-TS ツインのシングルユース ¥11,000 

－7－



7 会場・ホテル案内図

鳥取駅

行徳緑地

行徳公園

至米子

至岡山

山陰本線

太平公園

永楽公園

真教寺公園

中電ふれあいホール

鳥取地方検察庁

鳥取市民会館

大丸

鳥取中央郵便局

とりぎん文化会館
全体会・分科会

ホテルニューオータニ鳥取
懇親会
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◦全体会、分科会、懇親会会場・ホテルについては、丸数字・■で表しています。
◦宿泊施設については７頁を合わせてご確認ください。

8 全体会会場・分科会会場・懇親会会場のご案内

※分科会会場は、参加者数に応じて決定させていただきます。
　後日、お送りいたします参加券に会場を記載させていただきますので、必ずご確認ください。

項目 施設名（会場名）　
全 体 会 とりぎん文化会館（梨花ホール）
分 科 会 とりぎん文化会館（梨花ホール・小ホール・リハーサル室・展示室・第1会議室）
懇 親 会 ホテルニューオータニ鳥取（鶴の間・鳳凰の間）（予定）
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９ 視察旅行プランのご案内
■当団体旅行は、当社が主催する募集型企画旅行です。
■Ａ、Ｂの両コースは、定員は40名様、最少催行人員は20名様となります。申込人数が20名に満たない場合は、旅行催
行を中止させていただくことがございます。
■交通事情その他の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
をお取りください。
■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。
■詳しい旅行条件を説明した書面をP11ｰ13にお付けしておりますので、事前にご確認の上お申込下さい。
■このご旅行代金は、令和元年６月28日現在の運賃・料金を基準としております。

Ａコース【偶然の造形美“鳥取砂丘”半日探訪】

ご旅行代金：お1人様　5,000円（食事代・バス代込み）

月日（曜日） 行　　程 食事

9／13（金）
とりぎん文化会館=====鳥取砂丘（昼食）･････砂の美術館（見学）
　　　　　　・・・12:00　　　　・・12:25　　・・13:10　　・・・13:15・・・・・・・・・・・・・・・・・14:00

見学後、砂丘を自由散策=====鳥取駅=====鳥取空港
14:50・・・・・・・・・・・・・・　　・・15:00　　　　・・15:30　　　　　　16:00

昼

Ｂコース　【山陰の名湯・皆生温泉と境港、鳥取梨狩り
（おみやげ付き）、鳥取砂丘、鳥取の名所めぐり2日間】

ご旅行代金：お1人様　30,000円（食事代・バス代・宿泊代［4名1室］込み）

月日（曜日） 行　　程 食事

9/13（金）
とりぎん文化会館====賀露港（昼食）====大栄町（梨狩り）===
　　　　　・・・・・12:00　　　・・・12:25・・・・・13:30　　　　・・14:30・・・・・・・・・15:30　　　

=====皆生温泉（宿泊）
・・・・・・・　・・・・・・16:30

昼
夜

9/14（土）
ホテル====境港・水木しげるロード（散策）====鳥取砂丘（昼食）
8:30　　　　　・・9:10　　・・・　　　・・・・・・・・・・・・・・・・10:30　・・・・・・・・・・12:10　　・・12:50　　　

･････砂の美術館（見学）=====鳥取空港=====鳥取駅
・・・・・・・12:55　　・　　13:40　　　・・・・　14:10　　　　　・・・・・・・14:40

朝
昼

宿泊予定施設　皆生グランドホテル天水 もしくは、芙蓉別館
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10 国内旅行損害保険について

　大会参加中の安全対策には皆様万全を期されていることと存じますが、より安心してご参加頂くた
めに、任意保険へのご加入をお勧めしております。
　この保険は、大会参加中や往復の移動中のケガだけでなく、賠償責任、手荷物の盗難・破損、救援
者費用等も補償できます。
　ご参加の皆様がより安心してお過ごし頂くため、ぜひご検討ください。

保険料：1,000円

■保険の加入をご希望の方は、参加申込書内の保険加入欄にご記入をお願いいたします。

※保険の加入は、一括して申込みを行いますので、各ご加入者様向けの加入証の発行はございません。

（ご注意）
　この保険によって補償される期間（保険期間）は、令和元年９月11日（午前０時）から、令和元年
９月14日（深夜12時）までで、かつ本大会にご参加のためにご自宅を出発されてから帰宅するまで
となります。（保険期間中であっても一度帰宅した後に別の目的で再び出かけた場合等は補償の対象
となりません。）
　なお、保険の詳細につきましては、別途お送りする保険リーフレットにてご確認ください。
　上記以外の日程の保険期間がご必要な場合はお問い合わせください。

<国内旅行傷害保険>　保険料及び保険金額表
ご 加 入 タ イ プ AA43

保 険 期 間 ３泊４日まで

死 亡 ・ 後 遺 障 害 815万円

入 院 保 険 金 日 額 1,200円

通 院 保 険 金 日 額 6,000円

賠　 償　 責　 任（※１） 3,000万円

携　　　行　　　品（※２） 10万円

救 援 者 費 用 50万円

保 険 料 1,000円

（注１）賠償責任の自己負担額なし　（注２）携行品の自己負担額3,000円
C31-015-16

引　　受
保険会社

幹事会社

楽天損害保険株式会社
名古屋支店　〒460-0003 名古屋市中区錦2-19-6　TEL 052-231-4461（代表）
ホームページアドレス　http://www.rakuten-sonpo.co.jp
損保ジャパン・東京海上日動・三井住友海上・AIG
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11 変更・取消のご案内

12 その他のご案内

21日前まで 20～8日前まで 7～2日前まで 前日 当日 無連絡不参加
および旅行開始後

大 会 参 加 費 
９月４日（水）までに参加取消のご連絡（書面FAX）をいただいた場合、参加費は
必要ございません。それ以降の取消については、参加費は原則としてお返しできま
せん。資料送付をもってかえさせていただきます。"

昼 食 弁 当 無料 無料 30％ 50％ 100％ 100％
懇    親    会 無料 20% 30% 50% 100% 100%
会場直行バス 無料 20% 30% 40% 50% 100%
宿            泊 無料 20% 30% 40% 50% 100%
視  察  旅  行 無料 20% 30% 40% 50% 100%
国 内 旅 行
傷 害 保 険 ご自宅を出発されるまでは無料、出発されてからは100%

※・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うえ送金いたします。尚、
事務処理上の都合で多少の日数がかかることがございます。なお、大会当日、会場にて現金でのご
返金はいたしかねますのでご了承ください。

※・お振込み後のお取消の場合、大会参加費のご返金は出来かねますので、予めご了承のうえお振込み
願います。

　・但し、９月４日（水）までに参加取消のご連絡をいただいた場合、参加費は必要ございません。

○募集型企画旅行
　本大会の「宿泊プラン・会場直行バスプラン・視察旅行プラン」は名鉄観光サービス㈱が旅行企画・
実施するものであり、お申込みいただくお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結することになりま
す。詳しい旅行条件を説明した書面（12頁～14頁）をご確認ください。

　※・契約の内容条件につきましては、お申込み前に当社の店頭またはホームページでも確認いただけます。

　名鉄観光サービスホームページ（http://www.mwt.co.jp）⇒・TOP・ページ右下部⇒
　約款・条件書等について⇒ご旅行条件書（国内・募集型企画旅行の部）

○最少催行人員について……・宿泊プランは１名様を最少催行人員といたします。
○添乗員について……………・視察旅行につきましては添乗員が同行いたします。
○個人情報の取扱いについて
　名鉄観光サービス㈱は、申込みの際ご提出いただいた個人情報について、お客様と連絡のためや、輸送・
宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲
内で当該機関等及び手配代行者に提供いたします。また、大会主催者事務局に提供いたします。それ以
外の目的でご提供いただいた個人情報は利用いたしません。

※・当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。

　名鉄観光サービスホームページ（http://www.mwt.co.jp）⇒・TOP・ページ右下部⇒
　約款・条件書等について⇒セキュリティーの確保について
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13 ご旅行条件書
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