
●募集型企画旅行
　この旅行は、㈱エアトラベル徳島（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）を締結することになります。
　※お申込金は、組織内募集の特例といたしまして、弊社より送付いた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い時にご送金ください。
●個人情報のお取り扱いについて
　㈱エアトラベル徳島は、お申込の際にご提出頂いた個人情報について、お客様との連絡や郵送、宿泊機関

などの提供するサービスの手配代行者に提供致します。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頂く個人情報は利用致しません。
　上記に同意の上、お申込みください。

　《旅行企画・実施》　㈱エアトラベル徳島
　観光庁官登録旅行業第1982号　一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員　国際航空運送協会（IATA）公認代理店

ご旅行条件についてのご案内

【申込書送付先】及び【大会参加、オプショナルツアー参加等のお問い合わせ】

　　㈱エアトラベル徳島
　観光庁官登録旅行業第1982号　一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員　国際航空運送協会（IATA）公認代理店

　　〒770−0847 
　　徳島県徳島市幸町1丁目47番地3　スタッフクリエイトビル２階　(担当：介護支援大会担当)
　　TEL：088−625−5581　　FAX：088−653−2344
　　E-mail：taikai@air-travel.jp（平成31年4月1日より運用）
　　営業時間：月～土曜日　9：30～17：30　　定休日：日曜・祝祭日

【大会運営等に関するお問い合わせ】

　特定非営利活動法人　徳島県介護支援専門員協会
　　〒770−0866
　　徳島県徳島市末広２丁目１番80号
　　TEL：088−678−4200　　FAX：088−611−7035
　　E-mail：info@npotcma.com

13　問合せ先及び申込書送付先など



お申込み後の変更・取消をされる場合は、ＦＡＸ・メールにてお早目のご連絡をお願いいたします。

※変更・取消につきましては、聞き違いや混乱を避けるため、お電話での受付は致しませんので予
めご了承ください。

　FAX：088－653－2344　メール：taikai@air-travel.jp（平成31年4月1日より運用）
■取消料 / お客様は、いつでも取消料をお支払いただくことにより、契約を解除できます。

※宿泊・オプショナルツアーなどの変更・取消につきましては、下記のとおり取消料が掛かりますので、ご了
承ください。

【宿泊・オプショナルツアーについての取消料規定】

区分 取消料

募集型企画旅行契約

イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目（日帰り旅行
にあっては 10 日目）に当たる日以降に解除する場合（ロからホま
でに掲げる場合を除く。）

旅行代金の 20％

ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7日目に当たる日以降
に解除する場合（ハからホまでに掲げる場合を除く。）

旅行代金の 30％

ハ 旅行開始日の前日に解除する場合（ニからホに掲げる場合を除く。） 旅行代金の 40％

ニ 旅行開始当日に解除する場合（ホに掲げる場合を除く。） 旅行代金の 50％

ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の 100％

備考
　※上記期間は旅行開始日の前日から起算してさかのぼった日となります。
　※変更・取消に伴うご返金は、大会終了後、上記取消料を差し引いてご返金いたします。
　　なお、事務手続き上多少返金にお時間が掛かる場合が御座いますので、予めご了承願います。
　※17時30分以降の取消・変更は翌営業所日の受付となりますのでご注意ください。
　　なお、日曜祝祭日のお申し出も翌営業日扱いとなります。

☆契約の内容条件は、お申込み前に当社の店頭もしくはホームページにてご確認ください。
　㈱エアトラベル徳島ホームページ（http://www.air-travel.jp/）
　→旅行業約款・条件書等について
　→旅行条件書（国内募集型企画旅行条件書）

変更・取消のご案内
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第13回　一般社団法人　日本介護支援専門員協会
全国大会 in 四国

★大会終了時、本研修「参加証明書」を交付します★

　本大会は、日本介護支援専門員協会全国大会としては第 13 回目を迎え、新元号となって初めての栄えあ
る大会です。思いを込め大会テーマは「つながり　ささえ愛　広がる未来～新時代の幕開けは四国から～」
といたしました。
　昨年度の医療介護同時改定及び介護保険法改正は、自治体の機能強化や医療介護に対する価値観の変化が

「パラダイムチェンジ」や「垂直惑星」等と言われ、まるで維新の時のように「医療介護連携」が国民中心
に加速されると思われます。
　開催地である徳島県は、第一次世界大戦中、鳴門市板東俘虜収容所の松江豊寿所長が捕虜となったドイツ
兵と地元住民との交流を図るため、ドイツ兵から第九を教わり音楽を通した交流が図れたという、人道的ス
トーリーが今も連綿と語り繋がられています。偶然にもその大戦がもたらしたパリ講和条約からちょうど
100 年が経ちます。新元号も含め記念すべきこの年に公助や共助から互助のしくみづくりや、地域支援事業・
地域ケアの取り組み等、「地域の特性や主体性に応じてつくりあげていく」という地域包括ケアシステムの
実践を皆様と共有するため、四国 4 県が一体となり開催いたします。

１　趣　旨

『　つながり　ささえ愛　広がる未来　』
～新時代の幕開けは四国から～

２　テーマ

一般社団法人
日本介護支援専門員協会

３　主　催

第５回　一般社団法人日本介護支援専門員協会　四国ブロック研究大会
『つながり　ささえ愛　広がる未来　～新時代の幕開けは四国から～』

徳島県介護支援専門員協会　　　　　　香川県介護支援専門員協議会
高知県介護支援専門員連絡協議会　　　愛媛県介護支援専門員協会 
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１日目　2019年 8 月31日（土）　受付　11：00～　開始　12：00～
２日目　　　　 9月 1日（日）　受付　　9：00～　開始　　9：30～

４　開催日程

あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）
〒770−0835　徳島県徳島市藍場町 2 丁目14番地
TEL 088−622−8121　FAX 088−622−8123

５　開催場所

８００名　※参加証明書を交付します。

６　定　員

７　参加費

事前登録
日本介護支援専門員協会会員 6,000 円
一般（非会員） 10,000 円

当　　日
日本介護支援専門員協会会員 8,000 円
一般（非会員） 12,000 円

厚生労働省／徳島県／徳島市／徳島県市長会／徳島県町村会／徳島県医師会／徳島県歯科医師会／徳島県
慢性期医療協会／徳島県薬剤師会／徳島県看護協会／徳島県歯科衛生士会／徳島県栄養士会／徳島県理学
療法士会／徳島県作業療法士会／徳島県言語聴覚士会／徳島県社会福祉士会／徳島県介護福祉士会／徳島
県ホームヘルパー協議会／日本認知症グループホーム協会徳島県支部／徳島県老人福祉施設協議会／徳島
県老人保健施設協議会／徳島県社会福祉協議会／徳島県老人クラブ連合会／徳島県民生委員児童委員協議
会／徳島県婦人団体連合会／徳島県社会福祉法人経営者協議会／徳島商工会議所  

８　後援　（予定）順不同
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９　開催スケジュール

11：00 受付開始
12：00 開会セレモニー

開 会 式　開会宣言　
　主催者挨拶　日本介護支援専門員協会会長、徳島県介護支援専門員協会理事長
　来賓祝辞（予定）　厚生労働省、徳島県知事、徳島県医師会会長

13：15 基調講演
　講　　師：厚生労働省老健局長　大島　一博　氏

14：15 休憩・展示物閲覧
14：30 記念講演

　講　　師：日本医師会　常任理事　江澤　和彦　氏
15：30 日本介護支援専門員協会　活動報告

　日本介護支援専門員協会　会長　
ケアマネ川柳表彰式

16：15 休憩・展示物閲覧
16：30 シンポジウム　新時代のケアマネのあり方を自ら問う　～ケアマネの未来像～

　シンポジスト　居宅介護支援事業所〔香川〕：長田志保（（一社）在宅療養ネットワーク扇ケアプランセンター）
　　　　　　　小規模多機能型事業所〔高知〕：山本　星（小規模多機能型居宅介護施設あるて）
　　　　　　　地域包括支援センター〔愛媛〕：宮地　亨（松山市地域包括支援センター西）
　　　　　　　グ ル ー プ ホ ー ム〔徳島〕：寒川初枝（グループホームやまもも）
　助言者　　　厚生労働省老健局長　　　大島　一博　氏
　座　長　　　日本慢性期医療協会会長　武久　洋三　氏

17：50 1 日目終了
19：00 懇 親 会（受付開始　18：30～）　
21：00 終　　了

１日目　２０１９年８月３１日（土）

9：00 受付開始
9：30 分 科 会　

　第 1 分科会　在宅医療に伴う自己決定・意思決定支援を考える
　第 2 分科会　高齢社会における様々な場面での地域連携の方法や役割を考える
　第 3 分科会　当たり前の生活を保障する認知症ケアマネジメントを考える
　第 4 分科会　尊厳を守るための介護支援専門員の役割を考える
　第 5 分科会　介護支援専門員の専門性を生かす施設ケアマネジメントを考える

11：00 休憩・展示物閲覧・移動
11：20 教育講演

　講師：産業医科大学　医学部公衆衛生学教授　松田　晋哉　氏
12：20 閉会式・次年度開催地挨拶
12：30 大会終了

２日目　２０１９年９月１日（日）　
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10　分科会内容　２０１９年９月１日（日）

テ　ー　マ 在宅医療に伴う自己決定・意思決定支援を考える

趣　　　旨 　平成 30 年度診療報酬・介護報酬同時改定に伴い、医療・介護の役割分担と連携をよ
り一層推進に向けて、多岐に亘る対策が現場では講じられています。
　「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」が改訂
されました。そして、私たちは、利用者・家族の意向に沿い、利用者の自己決定とサー
ビス側の意思決定支援（つまり、ＡＣＰを取り組みする中、在宅医療・介護の現場に心
身の状態の変化等に応じて、本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針や、
どのような生き方を望むか等を、日頃から繰り返し話し合い、支えていくこと）を今後
どのように考えていくのか、また、少子社会から多死社会への移行に伴い、地域包括ケ
アシステムの推進を考え、中重度の要介護者も含め、住み慣れた所で、適切な医療・介
護のシームレスな連携体制の整備が必要となります。ただ、医療・介護の資源における
地域格差があるのも事実です。そこで、地域ごとにおける医療介護の多職種連携及び構
築することでの実体効果を表出して、他の地域がトリガーとして取り入れるように提案
できればと思います。
　キーワードとして、①入退院時における介護支援専門員の役割。②在宅医療における
介護支援専門員の役割。③ターミナル期における介護支援専門員の役割。④介護支援専
門員として意思決定支援。⑤多職種連携による医療介護ネットワークの現状。⑥診療報
酬・介護報酬同時改定に伴う新たな取組み等が挙げられます。
　第１分科会では、医療介護連携における介護支援専門員の新たな取組みと役割を考え、
在宅医療（入退院時・ターミナル期等含む）における多職種連携や自己決定・意思決定
支援を、皆様と共に議論したいと思います。

キーワード ①入退院時における介護支援専門員の役割
②在宅医療における介護支援専門員の役割
③ターミナル期における介護支援専門員の役割
④介護支援専門員として意思決定支援
⑤多職種連携による医療介護ネットワークの現状
⑥診療報酬・介護報酬同時改定
⑦その他

第１分科会
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テ　ー　マ 高齢社会における様々な場面での地域連携の方法や役割を考える

趣　　　旨 　我々、介護支援専門員が担う役割の一つに様々な方との連携調整があります。なかで
も利用者や介護している家族が地域で生活（介護）する上で欠かせないのが、地域と共
生していただく為の連携です。
　利用者の皆様が生活されている地域にはそれぞれの特色、困り事、悩み事等がある中
で、地域との共生ができるよう様々な工夫や連絡調整をされている事と思います。
　しかしながら、核家族化による老々介護はもちろんですが、地域の過疎化や支え合う
方々の高齢化等の課題も出てきております。最近では介護従事者や介護支援専門員の高
齢化もみられています。そのような問題に対して将来的に不安を感じながら支援してい
る方々、まさに今、現在対応されている方々もおられる事と思います。
　また、地震や風水害等の発災時の避難等においては、利用者等を直接助けられるのは
我々介護支援専門員よりも地域の方々が多いと思われます。避難所での生活等は地域の
方々に助けてもらいながら過ごす必要も出てきます。このような時の為にも日頃からの
地域連携が必要になってくるのではないでしょうか。
　第２分科会では、地域特有の困り事の中から地域共生のための共通したヒントを見出
し介護支援専門員として、「共に支え合うために利用者と地域の方々との連絡調整が必
要な場面での方法や役割は？」「地域の方々と共生できる工夫の具体的な内容は？」「過
疎地域での工夫されたネットワークの方法は？」「地震や風水害等の様々なリスクを想
定しての地域との話し合いや助け合いの方法は？」「万が一の時の介護支援専門員の役
割と連携方法は？」等、各発表を通じて議論したいと思います。

キーワード ①介護者も介護支援専門員も高齢な地域
②地域の問題点と解決を図る支援
③暮らしを支える地域のつながり
④インフォーマル支援の活用
⑤過疎地域におけるネットワーク
⑥地域と共にある災害への備え
⑦災害時における介護支援専門員の役割と連携
⑧その他

第２分科会
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テ　ー　マ 当たり前の生活を保障する認知症ケアマネジメントを考える

趣　　　旨 　「認知症施策推進総合戦略」（新オレンジプラン）の七つの柱の 7 番目は「認知症の
人や家族の視点の重視」です。認知症に対峙する介護支援専門員は、当事者の立場に立
ち、「寄り添い」「受け入れ」「傾聴」「見守り」等が求められています。これらの理念を、
どのようにして具体的にケアマネジメントに組み込むのか、介護支援専門員の認知症に
対する力量や対応の向上が喫緊の課題です。要介護状態の要因のトップとなった認知症
に対して、特に BPSD を改善できるケアマネジメントの提供は、有効な「地域生活の
継続」につながるでしょう。
　また、認知症の人へのケアマネジメントの基礎として、①尊厳の保持、②意思決定支
援、③チームアプローチが挙げられます。平成 30 年 6 月には、「認知症の人の日常生
活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」が厚生労働省より発表されました。
これは決して新しいものではなく、当たり前の、誰もが心に置いて支援してきた内容と
思います。意思決定支援は、チームで行うものであり、最終的には尊厳の保持に繋がり
ます。援助を必要としている認知症の人の人生を侵害しないように、しっかりと介護支
援専門員の専門性を高めることで、社会における役割を果たすことにつながるのではな
いでしょうか。
　第 3 分科会では、認知症のケアマネジメントの実践を通じて、その重要性を明らか
にし、地域包括ケアシステムの具体例として発信できる機会とします。

キーワード ①本人理解のアセスメント
②社会生活の継続と役割の尊重
③疾患の理解と生活障害へのアプローチ
④意思決定支援
⑤若年性認知症の人への生活支援
⑥家族への支援
⑦地域の理解と支え合い
⑧その他

第３分科会
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テ　ー　マ 尊厳を守るための介護支援専門員の役割を考える

趣　　　旨 　超高齢者の進展、認知症高齢者の増加、消費者被害や虐待の権利侵害の問題を考える
と、権利擁護の観点から尊厳の大切さが、今重要になっています。尊厳とは、すべての
個人がお互いを人間として尊重することで、日本国憲法では最高の価値基準であるとさ
れています。
　介護支援専門員が、権利擁護、尊厳について考えた時に、その人の尊厳はどこにある
か十分に理解し、向き合えているかという事になるのではないでしょうか。その人がど
ういう暮らしを望んでいるのか、この先の人生をどう生き抜きたいのか、それを理解し、
大切にすることが尊厳を尊重することかもしれないと思います。
　第４分科会では、利用者の「自分の事は自分自身で決める」という当たり前の権利を
尊重するためには、どのような支援が私たち介護支援専門員として必要なのか、またそ
の役割はどういう事であるのかを、皆様と共に議論したいと思います。

キーワード ①成年後見制度の活用
②高齢者虐待防止に向けた取り組み
③地域との関わり
④自己決定・意志決定の支援
⑤利用者のアドボケート（代弁・擁護者）機能の活用
⑥生活困窮者への支援
⑦身体拘束ゼロに向けた取り組み
⑧その他

第４分科会
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テ　ー　マ 介護支援専門員の専門性を生かす施設ケアマネジメントを考える

趣　　　旨 　要介護状態の高齢者が、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう
支援する「地域包括ケアシステムの構築」を目指し、施設も在宅生活の継続を支えるひ
とつのツールとして重要な役割を担っています。
　現代における施設ケアマネジメントは、その特徴を生かし施設内におけるサービスの
質の向上だけでなく、地域に存在する様々な社会資源と連携しつつその活用を図ること
が注目されているところです。入退所時のみならず、地域包括支援センター、居宅介護
支援事業所の介護支援専門員や家族との連携を図ることにより、利用者支援を施設と地
域を一本の線でつなげる視点が施設の介護支援専門員には求められています。
　また、「その人らしい自立」の実現にむけた個別性に目を向けることは、施設におい
ても尊厳の保持を念頭においた望む生活の構築へとつながります。そのためには、施設
の介護支援専門員を中心とした多職種で開催するケアカンファレンスなど、そのチーム
ケア力の向上が求められているところです。
　しかし、現場においては介護職員の不足などの問題も含め、個別性のある施設ケアプ
ランの作成や計画に基づいたサービス利用の満足度が把握しにくいなど多くの課題があ
るのが現状です。
　第５分科会では、介護支援専門員の専門性を活かす施設ケアマネジメントを考えるを
テーマに、施設における介護支援専門員の現状や取り組みを中心に議論したいと思いま
す。

キーワード ①ターミナルケアにおけるケアマネジメント
②在宅復帰に向けた支援
③施設における多職種連携
④施設における介護支援専門員の役割
⑤介護支援専門員が機能を発揮できる施設の環境づくり
⑥ ICT、介護ロボットを活用したケアマネジメント
⑦本人の想いの実現
⑧その他

第５分科会
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　大会１日目終了後（2019 年８月３１日土曜日）、場所を移動し懇親会を開催いたします。
　四国４県ならではの郷土料理を取り揃え、楽しいアトラクションを予定しております。大会参加と併せ、
みなさまのご参加をお待ちしております。

■日　　　時　　2019 年８月 31 日（土）　19：00～21：00　（受付開始　18：30 ～）
　
■場　　　所　　パークウエストンホテル（徳島県徳島市南前川町3−1−22　 TEL : 088−624−3333）
　　　　　　　　※大会会場（あわぎんホール）より無料シャトルバス移動にて10分程度。ＪＲ徳島駅から徒

歩15分程度。
　
■定　　　員　　250 名（先着順）
　　　　　　　　※定員超過の場合、お断りさせていただくこともございます。
　
■参 加 費　　7,000 円
　　　　　　　　※当日にキャンセルの場合は返金いたしかねます。
　
■申込み方法　　大会参加申込みと併せてお申込みください。

11　懇親会の開催

大会参加・宿泊・視察旅行のご案内
ご挨拶

12　参加申し込み等

　「第 13 回日本介護支援専門員協会全国大会 in 四国」が徳島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。
　この度、全国各地から大会にご参加される皆様の宿泊・視察等の手配を弊社が担当させていただ
くことになり、大変光栄に存じます。皆様にご満足いただき、大会が成功裏に終わりますよう、地
元旅行会社としての強みを活かしながら全社総力を挙げて取り組んで参ります。どうぞよろしくお
願い申し上げます。
　皆様のお越しを心よりお待ちしております。

株式会社エアトラベル徳島　　　　　
代表取締役社長　 山　中　　総　
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お申込み方法・お支払等のご案内

１．大会参加・宿泊・懇親会・視察等のお申込み
お申込みは大会専用ホームページ（インターネット）からのお申込みを原則とさせて
いただきます。
※インターネット環境のない方は、ＦＡＸ・郵送にてお申込みください。

　　　　申込み開始日　2019 年４月 1 日（月） 
　　　　申込み締切日　2019 年６月28日（金）

　■インターネットでのお申込みについて

お申込みは下記ホームページよりお願いします。

大会専用ＨＰ　https://npotcma.wixsite.com/taikai

徳島県介護支援専門員協会 検索

↑こちらからもお申込みできます↑

　　お申込み方法：　上記ＵＲＬよりお申込みください。

　　お支払い方法：　①　クレジット決済／クレジットカード情報を入力して頂きますと、お支払が
完了いたします。

　　　　　　　　　　②　銀行振込／お申込み後に表示されます請求額を指定口座へお振込ください。
　　　　　　　　　　　　（振込手数料はお客様ご負担となります。予めご了承ください。）

　■インターネットでのお申込みが出来ない場合は、ＦＡＸ又は郵送にてお申込みください。

　　お申込み方法：　別紙申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ又は郵送にてお申込みください。

　　お支払い方法：　銀行振込にてお願いいたします。申込み受付後、請求書及び各種書類を郵送
いたします。ご請求書を確認の上、指定の期日までにお振込ください。

　　　　　　　　　　（振込手数料はお客様ご負担となります。予めご了承ください。）

　　　※郵送にて送付の際は必ず原本の控え（コピー）を保管いただきますようお願いいたします。
　　　※領収書につきましては、振込の控えをもってかえさせて頂きます。ご都合の悪い方は必ず申込
　　　　書備考欄にご記入いただきますようお願いいたします。
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２．各種券類・請求書等のご送付
大会参加券・各種券類や大会に関してのご案内の発送を８月上旬頃に行います。
各種券類・請求書はお申込者又は申込代表者宛にご送付いたします。

大会参加・懇親会のご案内（再掲）

大　会　参　加
　■日　　　時：2019年８月31日（土）　～　９月１日（日）
　■場　　　所：あわぎんホール（〒770−0835　徳島県徳島市藍場町2丁目14番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 088−622−8121　FAX 088−622−8123）　

　■参　加　費：参加費につきましては以下の表のとおりとなります。

申込区分 会員区分 金額

事前登録
日本介護支援専門員協会会員 6,000 円
一般（非会員） 10,000 円

当　　日
日本介護支援専門員協会会員 8,000 円
一般（非会員） 12,000 円

※お申込み後、既にお振込み又はクレジットカードで決済されました参加費の払い戻しは行いません。

懇　　親　　会
　■日　　　時：2019年８月31日（土）　19：00～　（受付18：30～）
　■場　　　所：パークウエストンホテル
　　　　　　　　〒770−0808　徳島県徳島市南前川町3−1−22　TEL 088−624−3333
　■定　　　員：250 名（先着順）定員超過の場合は、お断りさせていただく場合もございます。
　■参　加　費：7,000 円
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【ご宿泊ホテル】
申込
番号 ホテル名 客室タイプ 料金

（シングル利用）
料金

（ツイン利用）

徳
　
島
　
駅
　
周
　
辺

Ａ−1 ホテルグランドパレス徳島 シングル 9,800 円 ―

Ｂ−1 ホテルアグネス徳島 シングル 8,700 円 ―

Ｃ−1 ホテルサンルート徳島 シングル 11,000 円 ―

Ｃ−2 ホテルサンルート徳島 ツイン ― 10,400 円

Ｄ−1 スマイルホテル徳島 シングル 11,000 円 ―

Ｄ−2 スマイルホテル徳島 ツイン ― 9,000 円

Ｅ−1 阿波観光ホテル シングル 10,800 円 ―

Ｅ−2 阿波観光ホテル ツイン ― 9,800 円

Ｆ−1 ホテルサンシャイン徳島（本館） シングル 8,500 円 ―

Ｆ−2 ホテルサンシャイン徳島（本館） ツイン ― 8,100 円

Ｇ−1 ホテルサンシャイン徳島（アネックス） シングル 9,300 円 ―

Ｇ−2 ホテルサンシャイン徳島（アネックス） ツイン ― 8,900 円

　●宿 泊 日：2019年８月30日（金）／８月31日（土）
　●宿泊条件：下記の料金は、いずれもお一人様あたり１泊朝食付の金額となります。
　　　　　　　（税金・サービス料含む）
　●最少催行人員：１名様
　●添 乗 員：同行いたしません。
　

【注意事項】
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。
　ツインルームをご希望される場合は、必ず申込書に同室者のお名前をご記入ください。
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、締切とさせていただきます。

大変恐縮ではございますが、お申込みの際は、必ず第二希望・第三希望までご記入ください。
③個人的な費用（駐車場等）に関しましては、チェックアウト時に各自ご精算ください。

宿泊プランのご案内（募集型企画旅行）
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＜徳島駅周辺　ホテルマップ・大会会場・懇親会会場マップ＞

A

C
D

E

F
G

JR徳島駅

あわぎんホール

そごう
安兵衛

新
　町
　　川

助任川

藍場浜
公園

マクドナルド

スシロー

ポッポ街

マクドナルド

スシロー

ポッポ街

徳島地方
合同庁舎

徳島市立
内町小学校

とくぎんトモニアリーナ

中央武道館

国道192号

国道192号

B

城山

徳島駅前郵便局徳島駅前郵便局

アミコ
ラインパーク

GS

安兵衛安兵衛

アミコ
ラインパーク

P

P

P

P

パークウェストンホテル
第２駐車場

パークウエストンホテル
懇親会会場ホテル

パークウェストンホテル
第1駐車場

グランド
パーキング
グランド
パーキング

パークウエストンホテル
第1駐車場

パークウエストンホテル
第２駐車場

パークウエストンホテル
第3駐車場

パークウエストンホテル
第1駐車場

パークウエストンホテル
第２駐車場

パークウエストンホテル
第3駐車場

大会会場
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□　日帰りプラン【９月１日（日）】

●申込記号【Ａ】　　ご旅行代金　9,500円

★大塚国際美術館コース

　会場（弁当）　＝＝＝　大塚国際美術館　＝＝＝　徳島阿波おどり空港　＝＝＝　徳島駅
　　13：00　　　　　　　13：45／16：45　　　　　　　　　17：15　　　　　　　　　18：00

●申込記号【Ｂ】　　ご旅行代金　7,000円

★一番札所霊山寺と鳴門市ドイツ館コース

　会場　＝＝　ご昼食　＝＝　一番札所霊山寺　＝＝　鳴門市ドイツ館　＝＝　徳島阿波おどり空港　＝＝　徳島駅
　13：00   13：10／14：00      14：45／15：15　　　　15：20／16：15　　　　　　　16：45　　　　　　　　17：30

・いずれのコースも定員は 40 名様、最少催行人員は 25 名様となります。申込人員が 25 名様に満たない
場合は、旅行を中止させていただきます。

・各ツアーのご旅行代金には、貸切バス代・ガイド料等行程に記載のある施設の入場料を含んでいます。
・交通事情その他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など交通機関へのお乗り継

ぎには十分な時間をお取りください。
・各視察旅行コース「＝」は、バスでの移動となります。
・個人的な費用に関しましては、各自でのご精算をお願いします。
・各プランの移動に使用します貸切バスは、徳島バスを使用いたします。

【大塚国際美術館】 【大塚国際美術館】

【一番札所霊山寺】 【鳴門市ドイツ館】

視察旅行のご案内（オプショナルツアー）（募集型企画旅行）
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お申込み後の変更・取消をされる場合は、ＦＡＸ・メールにてお早目のご連絡をお願いいたします。

※変更・取消につきましては、聞き違いや混乱を避けるため、お電話での受付は致しませんので予
めご了承ください。

　FAX：088－653－2344　メール：taikai@air-travel.jp（平成31年4月1日より運用）
■取消料 / お客様は、いつでも取消料をお支払いただくことにより、契約を解除できます。

※宿泊・オプショナルツアーなどの変更・取消につきましては、下記のとおり取消料が掛かりますので、ご了
承ください。

【宿泊・オプショナルツアーについての取消料規定】

区分 取消料

募集型企画旅行契約

イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目（日帰り旅行
にあっては 10 日目）に当たる日以降に解除する場合（ロからホま
でに掲げる場合を除く。）

旅行代金の 20％

ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7日目に当たる日以降
に解除する場合（ハからホまでに掲げる場合を除く。）

旅行代金の 30％

ハ 旅行開始日の前日に解除する場合（ニからホに掲げる場合を除く。） 旅行代金の 40％

ニ 旅行開始当日に解除する場合（ホに掲げる場合を除く。） 旅行代金の 50％

ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の 100％

備考
　※上記期間は旅行開始日の前日から起算してさかのぼった日となります。
　※変更・取消に伴うご返金は、大会終了後、上記取消料を差し引いてご返金いたします。
　　なお、事務手続き上多少返金にお時間が掛かる場合が御座いますので、予めご了承願います。
　※17時30分以降の取消・変更は翌営業所日の受付となりますのでご注意ください。
　　なお、日曜祝祭日のお申し出も翌営業日扱いとなります。

☆契約の内容条件は、お申込み前に当社の店頭もしくはホームページにてご確認ください。
　㈱エアトラベル徳島ホームページ（http://www.air-travel.jp/）
　→旅行業約款・条件書等について
　→旅行条件書（国内募集型企画旅行条件書）

変更・取消のご案内
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●募集型企画旅行
　この旅行は、㈱エアトラベル徳島（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）を締結することになります。
　※お申込金は、組織内募集の特例といたしまして、弊社より送付いた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い時にご送金ください。
●個人情報のお取り扱いについて
　㈱エアトラベル徳島は、お申込の際にご提出頂いた個人情報について、お客様との連絡や郵送、宿泊機関

などの提供するサービスの手配代行者に提供致します。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頂く個人情報は利用致しません。
　上記に同意の上、お申込みください。

　《旅行企画・実施》　㈱エアトラベル徳島
　観光庁官登録旅行業第1982号　一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員　国際航空運送協会（IATA）公認代理店

ご旅行条件についてのご案内

【申込書送付先】及び【大会参加、オプショナルツアー参加等のお問い合わせ】

　　㈱エアトラベル徳島
　観光庁官登録旅行業第1982号　一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員　国際航空運送協会（IATA）公認代理店

　　〒770−0847 
　　徳島県徳島市幸町1丁目47番地3　スタッフクリエイトビル２階　(担当：介護支援大会担当)
　　TEL：088−625−5581　　FAX：088−653−2344
　　E-mail：taikai@air-travel.jp（平成31年4月1日より運用）
　　営業時間：月～土曜日　9：30～17：30　　定休日：日曜・祝祭日

【大会運営等に関するお問い合わせ】

　特定非営利活動法人　徳島県介護支援専門員協会
　　〒770−0866
　　徳島県徳島市末広２丁目１番80号
　　TEL：088−678−4200　　FAX：088−611−7035
　　E-mail：info@npotcma.com

13　問合せ先及び申込書送付先など




