
 

 

 
本紙をご参照のうえ、インターネットの専用サイトからお申し込みください。 

既にお申込の皆様は、恐れ入りますが再度参加方法の選択・宿泊の変更が必要です。 

URL： https://www.mwt-mice.com/events/2021keieikyo 

参加申込締切：令和３年 8 月 27 日（金） 
   ※参加取消変更・参加費お支払い・最終のご案内等に関しましては別紙「プログラム等の変更について」をご確認ください。 

 

                 
  会員法人からの参加 非会員法人等からの参加 

①会場参加 15,000 円 20,000 円 

②オンライン参加 7,000 円 10,000 円 

 

7 月 30日（金）にご連絡をさせていただきました通り、懇親会は開催中止といたしました。既にお申込いた

だいておりました皆様に関しましては、名鉄観光サービス（株）にてお取消をいたしておりますので、予めご

了承ください。 

 

 

プログラムの変更並びに感染状況の拡大に伴いまして、弊社でご用意いたします宿泊ホテルを再集約させてい 

ただきます。金額等詳細につきましては、既にご連絡しております「参加・宿泊等のご案内」から変更はござ 

いません。恐れ入りますが、参加方法の再登録と合わせまして、各自宿泊の登録変更もお願い申し上げます。 

【ご用意するホテル】 

①神戸ポートピアホテル  ②ホテルパールシティ神戸  ③アリストンホテル神戸 

 

 

プログラムの変更に伴い、現地シャトルバス運行は下記の通りに変更いたします。 

【開会前】 新神戸駅・三宮駅 ⇒ 神戸ポートピアホテル（国際会議場神戸ポートピアホール） 

【閉会後】 神戸ポートピアホテル（国際会議場神戸ポートピアホール） ⇒ 新神戸駅・三宮駅  

※運行は、大会当日の 9 月 2 日（木）のみです。交通状況により遅延が発生する場合がございますので、予めご了承願います。 

※乗車場所並びにバス運行計画等の最終案内は改めてご連絡いたしますので必ずご確認ください。 

 

 

お問合せ先 

参加申込、宿泊などに関するお問合せ 

名鉄観光サービス㈱ MICEセンター 

TEL.03-3595-1121 FAX.03-3595-1119 

  E-mail mice@mwt.co.jp 

担当：北川・野口・下枝 

大会プログラムに関するお問合せ 

全国社会福祉法人経営者協議会 事務局 

全国社会福祉協議会 法人振興部内 

TEL.03-3581-7819 FAX.03-3581-7928 

E-mail zenkoku-keieikyo@shakyo.or.jp 

    全国社会福祉法人経営者大会 ～参加宿泊等のご案内の変更について～  第40 回 

２．参加費（1 名あたり） ※昼食弁当代含む 

１．参加申込み 

３．懇親会について 

４．宿泊について 

５．現地シャトルバスついて 

6．お問い合わせ先 

※営業時間 平日 9：30～17：30（土・日・祝日休業） 

https://www.mwt-mice.com/events/2021keieikyo
mailto:mice@mwt.co.jp
mailto:zenkoku-keieikyo@shakyo.or.jp


第40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３年９月２日（木）～３日（金）

開 催 地　兵庫県

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

　　　　　兵庫県社会福祉協議会

　　　　　兵庫県社会福祉法人経営者協議会



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40回全国社会福祉法人経営者大会』が兵庫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・懇親会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。

　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

【申込書送付先・お問い合せ先】
観光庁長官登録旅行業第55号　　　　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

（担当：北川・野口・下枝）

〒100–0013　東京都千代田区霞が関3–3–2�新霞が関ビルLB階　mail：mice2@mwt.co.jp

TEL 03－3595－1121　FAX 03－3595－1119
総合旅行業務取扱管理者：田中　広伸【営業時間】平日９：30～17：30　土・日・祝日は休み

MICEセンター
観光庁長官登録旅行業第55号　　　　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

旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し担当者からの説明にご
不明の点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

営推21-010
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・�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２日）の懇親会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。先着順となりますので、ご了承ください。
・大会及び懇親会の参加費の料金は以下の通りです。
　⑴大会参加費（大会１日目昼食弁当含む）
　　・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）（懇親会のお申し込みは旅行契約には該当いたしません）
　　１名様あたり 10,000円（消費税・サービス料込）
　　※懇親会は感染症対策を十分に行ったうえで実施します
　　　（座席間隔１m以上の確保・席上でのアクリル板の設置・お料理の個別提供等）
　　　（兵庫県の「飲食店に対する営業時間短縮等の要請について」に基づいて対応いたします。）

第40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40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MICEセンター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　参加にあたっての留意事項�� �４
４　交通アクセス�� �５
５　宿泊プランについて�� �６
６　会場・ホテル案内図�� �７
７　全体会会場・分科会会場・懇親会会場のご案内�� �８
８　現地シャトルバスのご案内（事前申込不要）�� �８
９　変更・取消のご案内�� �９
10 �その他のご案内�� �９
11 �ご旅行条件書�� �10

大会及び懇親会への参加申し込みについて1
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　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/2021keieikyo】
　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40回全国社会福祉法人経営者大会Web申込サイト

【参加取消（キャンセル）について】
　８月６日（金）までに参加取消のご連絡を申込サイトからいただいた場合、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・昼食等の取消に関
しましては、９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㈱MICEセンター以外で宿泊・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６日（金）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。（お電話での�
変更・取消は行っておりません）
②�参加券・請求書等を８月16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、請求書記載の口座に振込期日までにお振込願います。
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。
　�登録完了メールが１日経っても届かない場合は、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㈱MICEセンターまで（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。

お申し込み方法等2

①締切：８月６日（金）Web申し込み

②８月16日（月）頃：参加券・請求書等の送付

③８月27日（金）まで：費用のお振込

参 

加 

者

名
鉄
観
光
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本大会は、下記の新型コロナウイルス感染症予防策を行い、開催します。
あらかじめご了承いただき、ご参加をお願いします。

【主催者として実施する感染症予防策】

（１）� 受付に飛沫防止スクリーンの設置、および会場出入口にアルコール消毒液を設置します。
（２）� 会場係員の検温・体調チェックを実施するとともに、マスクを着用します。
（３）� 座席は左右1席分程度の間隔を空けることとし、資料はあらかじめ参加者の座席に配置します。
（４）� 会場では常時換気に加え、扉を開閉する等の換気もこまめに行います。
（５）� 登壇者は「マウスシールド」等を着用し、登壇者の間にアクリル板を設置します。

【参加者・来場者の方へ】

（１）� �体調不良や体調に異変（咳、のどの痛み、平熱を超える発熱、倦怠感、息苦しさ、味覚・嗅覚
の異常等）を感じる場合は参加をお取りやめください。

（２）� �会場内では必ずマスクをご着用ください（持病等でマスク着用ができない方には、マウスシー
ルドまたはフェイスシールドを貸し出します）。

（３）� 手洗い、咳エチケットへのご協力をお願いします。
（４）� 握手、大声や近距離での会話はお控えください。
　　　��携帯電話による通話は周囲にご配慮ください。
（５）� �厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリ（略称：COCOA）のインストールをお願い

します。
（６）� 本大会の参加にあたっては、事前のPCR検査の受検またはワクチン接種を推奨します。

参加にあたっての留意事項３
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■全国各地から兵庫県・神戸ポートピアホールへ ※�地図内に記載の時間は、各公共交通機関での
所要時間を表しています。

ポートピアホテル

■ＪＲで（新神戸駅まで）

出発方面 アクセスルート 所要時間

東 京 方 面 か ら 東　京 ――――――――――――― 新神戸 約２時間50分

名古屋方面から 名古屋 ――――――――――――― 新神戸 約１時間

広 島 方 面 か ら 広　島 ――――――――――――― 新神戸 約１時間10分

福 岡 方 面 か ら 博　多 ――――――――――――― 新神戸 約２時間20分

■飛行機で（神戸空港まで）

出 発 地 運 航 会 社 所要時間 フライト便数
（※）

札幌（新千歳）空港から ANA（全日空） SKY（スカイマーク） AIRDO（エア・ドゥ）  約２時間 ６便

仙台空港から SKY（スカイマーク） 約１時間25分 ２便

羽田空港から ANA（全日空） SKY（スカイマーク） 約１時間10分 ８便

沖縄（那覇）空港から ANA（全日空） SKY（スカイマーク）・SNA（ソラシドエア） 約２時間 ８便

※フライト便数は、令和３年６月時点で、各出発地から１日に就航している便数です。
※主な就航経路を記載しております。

交通アクセス４
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●各ホテル・部屋タイプはお申込み順にて満室となり次第、受付を締め切らせていただきます。
●�神戸ポートピアホテル「１－TS」におきましては、ツインシングルユース・ダブルシングルユース�
のご指定はいたしかねます。予め、ご了承ください。
●レムプラス神戸三宮はバスタブのないシャワーブース対応です。
●コンフォートホテル神戸三宮は無料朝食サービス対応です。
●�ツインは、2名様利用となります。
　なお、ツインにおける旅行代金は、２名様利用時の１名様あたりの料金です。
●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。

地図
記号 施　設　名

客　室 旅行代金
１泊朝食付き

交通案内
全体会会場からの時間申込み記号 部屋タイプ

❶ 神戸ポートピアホテル

１－T ツイン 14,000

－ 同会場
１－TS

ツインシングルユース

もしくは
ダブルシングルユース

17,000

❷ ホテルパールシティ神戸 ２－S シングル 11,500 徒歩 ７分

❸ ア リ ス ト ン ホ テ ル 神 戸 ３－TS ツインシングルユース 12,500 徒歩 ３分

❹ レ ム プ ラ ス 神 戸 三 宮 ４－S シングル 11,500 電車 15分

❺ 三 宮 東 急 R E I ホ テ ル

５－S シングル 14,000

電車 25分５－T ツイン 13,000

５－TS ツインシングルユース 18,000

❻ コンフォートホテル神戸三宮 ６－S シングル 10,000 電車 25分

❼ ホ テ ル モ ン ト レ 神 戸
７－S シングル 13,500

電車 20分
７－T ツイン 11,000

本大会開催にあたり、皆様の宿泊ホテルをご用意しております。

■取扱期間　【前泊】2021年9月1日（水）　・　【当日泊】2021年9月2日（木）
■旅行代金　1泊朝食（一部無料朝食）付・税金サービス料込（お一人様代金）　
■最小催行人員　1名様より　　　　■添乗員　同行いたしません。
■スケジュール　※ご宿泊地までは各自お越しください。

1日目 自宅又は前泊地＝（各自にて）＝宿泊地 食事 提供なし

2～最終日 宿泊地　　　　＝（各自にて）＝宿泊地 食事 朝食（一部無料朝食）

宿泊プランについて５
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会場・ホテル案内図６
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※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名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
全 体 会 ポートピアホール
分 科 会
懇 親 会 神戸ポートピアホテル

　大会専用の現地シャトルバスを運行いたしますので、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。

●9月2日（木）　大会1日目
行程 運行ルート 運行時間

開会前
新神戸駅 ⇒ 【会場】

神戸ポートピアホテル
8：30～9：30

三宮・三ノ宮駅周辺 ⇒

分科会閉会後
【会場】

神戸ポートピアホテル

⇒ 新神戸駅 分科会終了後

20分後発⇒ 三宮・三ノ宮駅周辺

懇親会終了後
【会場】

神戸ポートピアホテル

⇒ 新神戸駅 懇親会終了後

20分後発⇒ 三宮・三ノ宮駅周辺

※運行ルート並びに運行時間は現時点での予定です。
※交通状況により遅延が発生する場合がございますので、予めご了承願います。
※�乗車場所並びにバス運行計画等の最終案内は、事前にお送りします参加券・請求書等に、乗車券とと
もに同封いたしますので必ずご確認ください。
※ご利用バス会社名は帝産観光バス。

●9月3日（金）　大会2日目
行程 運行ルート 運行時間

開会前
新神戸駅 ⇒ 【会場】

神戸ポートピアホテル
7：30～8：30

三宮・三ノ宮駅周辺 ⇒

閉会後
【会場】　　　　　　　　　

神戸ポートピアホテル

⇒ 新神戸駅
閉会後随時

⇒ 三宮・三ノ宮駅周辺

全体会会場・分科会会場・懇親会会場のご案内７

現地シャトルバスのご案内（事前申込不要）８
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※�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、８月６日（金）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」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
（10頁～12頁）を事前にご確認の上、お申し込みください。
　※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）

○最少催行人員について……………１名様を最少催行人員といたします。
○添乗員について……………………添乗員は同行いたしません。
○旅行条件、旅行代金について……旅行条件・旅行代金は令和３年７月１日を基準としております。
○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

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
８月６日（金）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。

懇 親 会 無料 20% 30％ 50％ 100％ 100％
宿 泊 無料 20% 30％ 40% 50％ 100％

営推21-010

変更・取消のご案内

その他のご案内

９
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ご旅行条件書11
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